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1. はじめに
太陽光発電などの再生可能エネルギーは発電
量の変動が大きく，家庭などで電力源として利
用するには電池などの大容量の蓄電装置に電力
を貯めることにより供給を安定化させるプロセ
スが必要不可欠である．そのため，再生可能エ
ネルギーの利用拡大には蓄電装置のコストを下
げつつ蓄電容量を増大させる必要がある．
電池には使用用途に合わせた出力や容量の異
なる多様な製品が存在し，我々は今後，これま
で以上に多様な電池を所持することになると予
想される．低価格で再生エネルギーによる家庭
内電力システムを構築できるよう蓄電量を増大
させるには専用電池だけではなく様々な用途の
電池を組み合わせ，電力の合成および分配のプ
ロセスを経て負荷へと電力を柔軟に供給するこ
とが有効な手段であると考えられる．本研究で
は様々な電池の持つ能力を活用し，電力を消費
する負荷デバイスの効用を最大化するための電
力フロー制御の確立を目標とし，目標の達成に
必要である条件についての調査結果を述べる．

が挙げられる．このことから USB-PD は現在実用
化されているインタフェースでは数少ない電力
フロー制御を行うことが可能である有力インタ
フェースであり，今後の発展が期待される．

3. 電力合成分配ハブ VGHub
現在我々は USB-PD の特性を活用して電力フロ
ー制御を行うための装置であるバーチャルグリ
ッドハブ（VGHub）の試作品を開発中である 3)．
VGHub は DC-DC コンバータにより供給された電力
を内部で合成，あるいは分配することが可能で
ある特徴を持つ．合成分配の機能を活用した使
用イメージを図 1 で示す．VGHub は内蔵された
Raspberry Pi 上で実行されるプログラムにより
制御可能である．試作品は 7 つの USB Type-C ポ
ートから構成され，7 つ全てのポートで USB-PD に
基づき最大 60W の電力の電力を双方向に流すこと
が可能である．

2. 関連研究・技術
太陽光発電装置や蓄電装置から出力される電
力は直流であることから，直流給電を利用した
電力供給システムについての研究が進められて
いる．湯淺らの研究では電力自給率の向上に従
い直流給電システムによる優位性が高まること
が示されている 1)．一井らの研究ではスマートグ
リッドの直流化により必要な蓄電池容量の削減
が可能であると示している 2)．これらの研究では
固定の蓄電装置から負荷へと電力供給を行うこ
とが前提であり，多様な電池を組み合わせた電
力の合成や分配のプロセスは含まれない．
また，現在モバイル PC やスマートフォンなど
の給電インタフェースとして USB-PD の採用が進
んでいる．USB-PD は USB Type-C のオプション規
格であり，特徴には，給電する側である Source
と給電される側である Sink を切り替えるロール
スワップ機能，流す最大電力に合わせて電圧を
Source と Sink の間の相互同意で決める機能など
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図 1 VGHub の使用イメージ

4. 電力分配実験
動作条件の確立されていない VGHub の試作品を
安定して動作させるため，本研究では試作品の
ライブラリを使用した基本機能のプログラミン
グ実装を行い，それに基づき合成分配制御を行
う上で安定動作を実現しかつ電源能力使用率の
向上に必要な条件およびそれに伴う問題につい
ての調査をする実験を行った．
VGHub を動作させる上で考慮すべき値の 1 つと
して給電下限電力値PL が挙げられる．PL は各デバ
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イス固有の値であり，VGHub のすべての Source ポ
ートはPL を上回る設定電力値PS を設定する必要が
ある．PL は仕様書などに明記されない値のためデ
バイスごとに推定を行う必要がある．同様に制
御の上で推定が必要な値としてデバイスが要求
する電力値PX や，Sink ポートから供給された電
力 合 計 値か ら 電力 損 失を 差 し 引い た 値で ある
Source ポートへの供給可能電力合計値PT などが
挙げられる．PL がデバイスごとに固有の値である
一方でPX やPT は負荷の状態などにより常に変化す
る値であり，制御を行う上ではリアルタイムで
の推定が必要である．
また，調査の結果，電源能力使用率を最大化
し負荷効用を最大化するための条件として，各
Source ポートにおいて
| PS − PX |
（1）
を最小化すると同時に，全体において
| PT − ∑PS |
（2）
を最小化することが必要であることがわかっ
た．（2）における∑PS とはすべての Source ポー
トのPS の合計値である．また，今回は電源能力使
用率として電源から入力された電力の実測値を
電源の最大出力で割った値を用いた．
図 2 は VGHub を用いて最大 60W 出力の AC アダ
プタから供給された電力で最大PX =18W，PL =8W の
モバイルバッテリ 1 台への給電を行った場合の
(1)の値と電源能力使用率の実測値の関係を示し
たグラフである．このときに(1)の値が 0 に近い
点で電源能力使用率が最大化されていることが
確認できる．図 2 の場合，(1)の値が正の方向に
大きくなっても変化がない．（1）の値が正であ
るときはPS > PX を満たしている．このような
状態であると Source ポートが複数存在するとき
に各ポートへの電力配分をPS によって決定してい
ることから電力配分に無駄が生じる．そのため，
（1）の値が正である場合においても値が小さい
方が好ましい．図 3 は図 3 と同様の電源とモバイ
ルバッテリを用いて，1 台の電源から供給された
電力を分配し 3 台のモバイルバッテリへの充電を
行った場合の（2）の値と電源能力使用率の実測
値の関係を示したグラフである．このとき，(2)
の値が 0 に近いときの電源能力使用率が最大化さ
れていることが確認できる．(2)の値が負の方向
に大きいとき，すなわちPS の合計値が大きい場合
に電源能力使用率が極端に下がっている．これ
は設定値の合計が電源の持つ供給能力を上回っ
たことにより一部のポートへの電力供給が停止
したためである．これらより，USB PD による電
力の合成・分配を行う上でこの 2 式の値を考慮し
た電力値の設定が電源能力使用率に繋がると考
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えられる．

図 2 (1)と電源能力使用率の関係

図 3 (2)と電源能力使用率の関係

5. むすび
本稿では VGHub の試作品を用いて USB-PD を利
用した電力フロー制御を行う上で必要となる条
件についての調査を行った．今後は今回の成果
を基により実用的な電力フロー制御の確立を目
指す予定である．
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