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小型風力発電装置におけるコスト低減の研究
Research on Cost Reduction in Small Wind Turbine Generator

In small wind turbine generation system, there are problems with cost and low annual net energy generation. It is
important to continue operating in strong wind, because of increasing rate of operation and energy generation.
We have proposed a wind turbine generator system (hereinafter referred to as “CC-less system”,) optimized to a
small wind turbine. The CC-less system consists of a special permanent magnet synchronous generator (PMG) with
two windings and passive components.
In this report, we propose a new CC-less system, which consists of a normal PMG with one winding and passive
components to further reduce cost. The new CC-less system approximately has a cubic output power characteristic
against the wind turbine speed. And with small modification, the CC-less system also has a simple overspeed
prevention in strong wind.
This report shows that operation principles of CC-less system and its overspeed prevention. In addition, parallel
operation of CC-less system is reported.
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このような状況から，SW-VAWTと組み合わせてフィー

風力発電分野は，再生可能エネルギーのなかで相対的に発
電コストが低いため大型風力発電の設置が進んでいる。
しかしながら，小型風力発電は「再生可能エネルギーの固

ルド試験を行うために，風車特性を把握して，高風速におい
て定格以上の過回転を電気的に防止できる過回転防止CCレ
スを開発・設計した。

定価格買取制度」における調達価格が55円/kW･hと，ほかの

このCCレス発電機は，従来は２種類の巻線で構成してい

再生可能エネルギーの調達価格より相対的に高く設定されて

たCCレス発電機を，１種類の巻線で構成される発電機と受

いるにもかかわらず，導入がほとんど進んでいない。

動的昇圧回路を用いてコスト低減を図った。

その主な原因は，小型風力発電を構成する部品のコストが
高いことが原因である。

本レポートでは，CCレスの原理，過回転防止CCレスの原
理・構成，および風車システム設置コスト低減に寄与する

当社においては，発電機自体のコスト低減だけではなく，

CCレスの並列運転について報告する。

年間正味発電電力量増大による風車システム設置コスト低減
２．風車最大出力

を図る研究を行っている。
回転体である風車においては，定格以上の回転による風車

風車最大出力

図 １ に， 風 車 最 大 出 力 取 得 方 法 の 検 討 を 行 っ たSW-

翼の破損を防ぐために過回転防止が重要である。
さらに，高風速状態においても，大型水平軸型風車並みに
定格出力を継続して取得できることも稼働率および年間正味
発電電力量増大の面で重要である。

VAWT，図２にその風車特性の例を示す［4］。
風車は風速の３乗に比例する出力を取り出せる。このよう
な風車は形状が定まると，出力係数Cpと周速比λの関係が一

当社は，これまでに，発電装置（ここでは，発電機＋直流

義的に定まる。

出力回路を指すこととする）としてCCレス（Control- Circuit-

出力係数Cpとは，風が持つ運動エネルギーから，取り出せ

lessの略）方式発電装置（以下，CCレス）を提案し，直線翼垂

るエネルギーの割合を表し，周速比λにより異なった値とな

直軸型風車
（以下，SW-VAWT）と組み合わせたフィールド

る。周速比λとは，風車先端の角速度を流速で割った値であ

試験を行い，その優れたコストパフォーマンスを報告してき

り，式（1）で表せる。

［1］
［2］
，

た

したがって，これらの値を用いることにより無次元化した

。

さらに，CCレスは垂直軸型風車のみならず水平軸型風車
［2］

にも適用が可能である 。そして，従来のMPPT（Maximum
Power Point Tracking）制御と比較して変動風速時に過渡応
答が速いので，年間正味発電電力量が多いという報告もあ
る［3］。
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２．１

揚力型風車の出力係数Cp－周速比λ特性は図２のように表さ
れる。
この特性曲線は風車の形状により異なるとともに，出力係
数Cpがピークとなる周速比λ（Cpmax）が存在する。
したがって，各風速Vにおいて，風車が最大出力を発生す
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る回転数Nw（Cpmax）は，式（2）で与えられ，各風速Vに比例する。

ここで，Rw：風車半径（m），Nw：風車回転数（rps），Nw（Cpmax）
：

また，各風速における風車出力Pwは，式（3）で与えられる。

各風速Vにおける風車最大出力時の風車回転数，V：風速
（m/

したがって，各風速における風車最大出力Pw（Cpmax）は，式（4）

s），Cp：出力係数，Ct：トルク係数，λ：周速比，λ（Cpmax）：

に示すように風車回転数Nwの３乗に比例する。

出力係数Cpが最大となる周速比λ，Q（max）：各風速Vにおける

さらに，最大出力を取り出せる風車回転数対風車トルク
Q（max）は，式
（5）
で与えられる。

風 車 最 大 出 力 時 の ト ル ク（N･m）， ρ： 空 気 密 度（kg/m3），
Pw：風車出力（W），Pw（Cpmax）：各風速Vにおける風車最大出力
（W），Aw：風車受風面積（m2），K1，K2，K3：比例定数である。

������������（1）

さらに，最大出力を取り出せる風車回転数対風車トルク
Q（max）は，式（5）で与えられる。トルクで論じる場合は式（5）
に基づいて行う。出力係数Cp－周速比λ特性において，Cpを

������（2）

λで除したトルク係数Ctは，図２のような特性となり，トル
クが最大となる周速比λは左側に移動することが分かる。
図３に，風速をパラメータにしたSW-VAWT ５枚翼の風

���������（3）

車回転数に対する出力特性を示す。図中の各風速の最大出力
点を繋いだ３乗曲線が，風車が有する最大出力である
（図中

�������������（4）
 ��������������（5）
������������������（6）

の“風車最大出力曲線”）。このことから，ギアなどの機械損
を無視すれば，定常風においては風車出力＝発電機入力にな
るので，風から常に風車が持つ最大出力を得るためには，風
車回転数に対する発電機入力特性が風車最大出力の３乗曲線
に追従すれば良い［5］。

■ 図３ SW-VAWTの最大出力特性
Fig.3 Maximum output power of SW-VAWT
■ 図１ SW-VAWTの外観
Fig.1 SW-VAWT system

３．CCレスの構成
３．１

２巻線永久磁石型発電機のCCレス構成

CCレスは，永久磁石型発電機と直流出力回路（リアクタン
ス＊1および整流器）の受動素子のみで構成され，スイッチン
グ素子や能動的制御回路を用いていないため，待機電力が不
要であり，直流出力回路での損失が少なく，年間正味発電電
力量が多いのが特長である。この特長は，小型風車で平均風
速が低い場合に顕著である。
開発初期の発電機は，相互に絶縁された２種類巻数を内蔵
した２巻線永久磁石型発電機を採用した。この発電機と直流
■ 図２ SW-VAWTにおける風車特性の例
Fig.2 Power performance example of SW-VAWT

出力回路を有するCCレス主回路構成を図４に示す。
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各巻線は三相で構成され，発電機からは合計６本の電線が
外部に出るために作業工数が多い。
＊1 リアクタンスとは，リアクトルおよびコンデンサの交流回路での名
称である。

■ 図５ CCレスの入出力特性イメージ
Fig.5 Characteristics image of CC-less system using two
winding generator

■ 図４ ２巻線方式CCレスの主回路構成
Fig.4 Main circuit configuration of CC-less system using two
winding generator

３．２

１巻線永久磁石型発電機のCCレス構成

従来CCレスでは，２巻線永久磁石型発電機を使用した。
一般に，発電機巻線作業は発電機価格全体において価格構成

図５に，このCCレスの入出力特性を示す。

比が高い。したがって，この２巻線永久磁石型発電機は巻線

この各巻線の電圧が回転数の上昇とともに，定電圧電源の

作業が複雑になるのでコストが高くなる。

電圧を超えると電流が流れ始めるが，巻数の多いW2巻線の

図６および図７にCCレスの低価格化を図るために，通常

直流出力は，低い回転数N2から出力を開始し，回転数の上

の１巻線発電機を使用し，２倍昇圧回路または３倍昇圧回路

昇により図５のW2巻線出力となる。また，巻数の少ないW1

を用いたCCレスの主回路構成を示す。発電機は三相で構成

巻線の直流出力は，回転数がさらに高くなって回転数N1と

され，発電機から３本の電線が外部に出る。

なると出力を開始し，図５のW1巻線出力となる。したがって，

図４に示す低回転数から発電を始めるW2巻線の代わりに，

低回転数はW2巻線出力のみがCCレス出力となり，高回転数

スイッチなどを使用しない受動的昇圧回路を用いてCCレス

ではW1巻線出力も流れて，その合計出力がCCレス出力とな

を構成した。それぞれ，昇圧回路側の出力は図５のW2巻線

る。

出力のようになり，非昇圧側出力は図５のW1巻線出力のよ

W2巻線とW1巻線の各電流は各発電機出力端子に直列に接

うになる。図４で説明したように待機電力が不要であり，年
間正味発電電力量が多いという特長は変わらない。

続されるリアクトル１または２により制限される。
この定電圧電源とは直流定電圧負荷のことであり，例えば
蓄電池，またはインバータを用いて入力電圧が一定直流電圧

種々のリアクタンスおよび昇圧回路を組み合わせることで
種々の特性のCCレスを得ることができる。

に制御されるPCS
（ 系統連系保護装置：Power Conditioning
System）などが考えられる［6］。
図４の回路は，電子回路に用いられる優先回路と異なり，
一種の電流源回路であり，高回転数になってもW2巻線側か
らW1巻線側に回路が切り替わるということではなく，W2お
よびW1巻線の両方の電流が定電圧電源に流れる。
ここで，リアクタンスによる電圧降下は，無効分が主なの
で電気損失としては，ほぼ零である。
この定電圧電源の電圧値が大きく異なるとCCレスの特性
が変化するので注意が必要である。
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■ 図６ ２倍昇圧回路を用いたCCレスの主回路構成
Fig.6 CC-less system using one winding generator and double
boost circuit
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■ 図７ ３倍昇圧回路を用いたCCレスの主回路構成
Fig.7 CC-less system using one winding generator and 3
times boosting circuit

■ 図８ SW-VAWTトルク
Fig.8 Torque of SW-VAWT

図６の２倍昇圧回路と図７の３倍昇圧回路の使い分けは，
主として発電開始回転数による。これらは，１巻線永久磁石
型発電機で構成する主回路であっても，ダイオード整流器が
あるために，発電機出力短絡にはならずにCCレス特性が実
現できる。また，図７の回路は，価格の高いリアクトルが不
用なので低コストになることが予想される。
■ 図９ SW-VAWTと過回転防止CCレスのトルク
Fig.9 Torque of SW-VAWT and CC-less

４．過回転防止CCレス
４．１

過回転防止CCレスの原理

過回転を防止するために，大型水平軸風車では翼の風に対

図９において，各風速において風車最大トルクとなる風車

するピッチ角をアクチュエータによって制御する装置の付加

最大トルク曲線は風車最大出力時トルク曲線よりも左側にあ

が可能であるが，小型水平軸および垂直軸風車では，そのよ

り，さらに風車失速境界トルク曲線が左側にある。すなわち

うな装置の付加が難しい。

すべての風速において，この風車失速境界トルク曲線よりも

このような場合，風車を停止させるために，ある回転数以

左側には風車トルクは存在しない。

上になると機械ブレーキにより風車を停止させる方法もある

このような風車トルクに対して，CCレストルクは，ある

が，頻繁な機械ブレーキ作動によりブレーキパッド摩耗が早

設定回転数（図９のA点における回転数）以上では，この風車

まる。また，通常，機械ブレーキを一度作動させると一定時

失速境界トルク曲線を上回るように設計される。

間はブレーキを解除しないシーケンスを採用しているので，
発電電力量の面でも好ましくない。

もし風車トルクにより回転数が上昇しようとしても，CC
レスはA点のトルクよりも大きな負荷トルクを取ろうとし，

以下にピッチ制御と同様の機能を有する過回転防止CCレ
スの原理を説明する。

風車トルクはA点のトルクよりも小さいので，風車回転数は
上昇せずに抑制できる。

図８に，先に顕著な揚力型風力特性を有する風車の例とし

すなわち，ある風速以上になるとCCレストルクが，風車

て採り上げた図２の風車特性より求めた，各定常風速７m/s，

トルクより大きいので風車は回転数が上昇せず一定となる。

10 m/s，13 m/sにおける各トルク特性を示す。

CCレスは回転数が決まれば，出力も決まるのでCCレス出

図９は，風車最大出力時トルク曲線（実線），風車最大トル

力も一定となる。

ク曲線
（点線），過回転防止の目安とする風車失速境界トルク

このような失速境界トルク曲線はプロペラ型（水平軸型）
風

曲線（太点線）
，およびCCレストルクを図８に加えたもので

車においても存在する。したがってプロペラ型および垂直軸

ある。

型風車のトルク特性を把握して，翼のピッチ制御を行わなく
ても風車過回転を防止できることが分かる。
ここで，A点以上ではCCレスの入力トルクを点線で示し
た理由は，図８のような特性を有する風車と組み合わせた場
合は，実際には起こりえないことを表現したいためである。
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［8］
過回転防止CCレスの構成［7］，

ス直流出力回路には整流器を用いているため，複数のCCレ

前節の過回転防止CCレスの主回路は，図６または図７の

ス出力端を並列接続することは容易である。以下に，その結
果を報告する。

回路によって構成できる。
リアクトルまたはコンデンサと整流回路で構成される２倍
または３倍昇圧回路の整流出力は２巻線CCレス（図４）のW

５．２

並列運転シミュレーション

２巻線出力相当であり，他方の整流回路を通して整流する出

図11にCCレスを用いた小型風力発電装置の並列運転シ

力は２巻線CCレス（図４）のW1巻線出力相当となり，加算さ

ミュレーション回路図を示す。表１に並列運転における各

れた直流出力が蓄電池に出力される。

CCレス発電機の仕様を示す。

２倍または３倍昇圧回路を経る出力は，蓄電池電圧の1/2

２台の仕様が異なる風車にCCレスをおのおの接続し，お

または1/3の発電機電圧，すなわち低い回転数から整流出力

のおのの直流出力端を並列接続して１台のPCS入力端に接続

を開始する。

することが可能か否かシミュレーションにより検討した。
ここで，シミュレーションにおけるPCS入力の直流電圧は,

４．３

風車および過回転防止CCレスの仕様

PCSは一定直流電圧制御が可能であるとして, PCSの代わり

2

受風面積５m のSW-VAWTを用いてシステムを構築し，

に直流定電圧電源を用いた。実際にPCSを接続した場合は,

横浜市金沢区にある当社ビルの屋上で試験した。風車と発電

PCSは系統へのエネルギーの出し入れにより直流電圧を一定

機はギアを介さずに直結している。

に制御する［6］。

CCレスの仕様は200 min-1，700 W入力，負荷である直流

Xサイドの発電機は垂直軸型風車に整合させたので定格回

電源電圧48 Vである。発電機の仕様は，三相，40P，48スロッ

転数が低く，Yサイドの発電機は水平軸型風車に整合させた

ト，
コア外径φ430 mmでありネオジム磁石を内蔵している。

ので定格回転数が高い。

４．４

試験結果

以下の１分平均データは，１秒毎に風速，回転数，CCレ
ス出力の組み合わせ値を測定し，0.5 m/s毎の風速でビン処
理したデータの平均値である［8］。
図10は，2013年年間の値である。図10
（a）に風速に対す
る平均風車回転数を，図10（b）に風速に対する過回転防止
CCレスの平均出力をそれぞれ示す。各値が風速に対して飽
和しているのが見られ，高風速になっても過回転を防止でき
ている。
この過回転防止方法は，風車特性の失速領域を利用したも

（a） 風車回転数

のであり，短絡ブレーキのように発電機の内部損失でブレー
キトルクを発生させる方法ではない。
５．CCレスの並列運転
５．１

並列運転の概要

絶えず風速が変動する風力発電において，１台の発電装置
を用いて，風車から最大限に出力を取り出す方法については，
前述した。
多数の小型風力発電装置出力をPCSにより，直流から交流
に変換して系統に出力するときに，多数の小型風力発電装置
それぞれにPCSを適用しては設備が冗長である。
２台の交流発電機の交流出力端を並列接続するためは，横
流が流れないようにする工夫が必要である。しかし，CCレ

20

（b） CCレス出力
■ 図10 過回転防止CCレスのフィールド試験結果
Fig.10 Field test results of overspeed prevention CC-less system
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■ 図11 CCレスを用いた風力発電装置の並列運転
Fig.11 Parallel Operation of Wind turbine generator using CC-less

表２にシミュレーションにおける各サイドの設定数値およ
び主要数値結果を，図12に各発電機の電流，電圧およびト
ルク波形を示す。
シミュレーションにおいて，Xサイド発電機は67.2min-1，
Yサイド発電機は237min-1，それぞれ79%の一定回転数で運
転した。
表 ２ よ り，Xサ イ ド の 出 力Wx = 3.1kW,Yサ イ ド の 出 力
Wy = 2.3kWなので，並列運転の合計出力は5.4kWとなる。
図12において，Iは電流を，Vは線間電圧，Tはトルクを，
添え字x，yはXサイド，Yサイドを，u，vはU相，V相を表す。
トルクは発電側を負で表していて，整流負荷なので基本波周

■ 図12 CCレス並列運転時のシミュレーション波形
Fig.12 Simulation waveform at Parallel Operation in using CC-less

波数の６倍で脈動している。
発電機端子間は直接に接続されているのではなく，CCレ
スの直流出力回路を経て接続されており，横流がないことを

■ 表１ 並列運転における各CCレス発電機の仕様
Table1 Specification of each CC-less generator
サイド

X

確認した。さらに，図12の各波形は，一方のサイドを削除
した各サイドの単独運転における各波形とまったく同じとな

Y

り，CCレスを接続した発電装置は他方の影響を受けない。

定格入力

6.2 kW

5 kW

定格回転数

85 min-1

300 min-1

定格電圧

300 V

400 V

極数

30P

20P

X

置が取得できる最大電力を得ることができる。
このように他のCCレスの影響を受けないのは，CCレスは
一種の電流源として動作しているので，他のサイドの影響を
受けないためである。

■ 表２ 各CCレスのシミュレーション結果
Table2 Simulation results of each CC-less
サイド

したがって，それぞれのCC レス発電装置は，それぞれの装

５．３

Y

自然エネルギーハイブリッドシステム

設定回転数

67.2 min

237 min

前節のシミュレーション結果より，複数の容量が異なる風

発電機周波数

16.8 Hz

39.5 Hz

力発電装置，小水力発電装置および太陽光発電装置の各直流

発電機入力トルク

557 N･m

103 N･m

出力端を並列に接続して，１台の直流電圧一定制御が可能な

発電機端子電圧

227 V

265 V

発電機電流

12.9 A

5.2 A

直流出力

Wx=3.1 kW

Wy=2.3 kW

-1

-1

PCSにより系統に出力できる。
図13に，そのシステム構成を示す。
図13のシステムにおいてPCSが接続されない自立運転シス
テムでも，
蓄電池を用いることで同様に並列運転が可能である。
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を上昇させずに、一定定格出力での運転継続をさせることがで
きる。その結果，年間正味発電電力量の増加と，頻繁な機械ブ
レーキ作動によるブレーキパッド摩耗の減少を図ることによ
り，総合的な運用コストを下げることができると考える。
また，風水車方式や容量等が異なる並列CCレス発電装置
を提案し，シミュレーションにより並列CCレス発電装置に
電気的な問題がないことを確認し，複数台風水車出力を１台
の直流電圧制御が可能なPCSで系統に出力できるので，風力
発電システム全体のコストを低減できることを確認した。
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