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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の直流電源機器を接続可能な電力変換装置であって、
　前記直流電源機器を接続可能な複数の接続部と、
　前記複数の接続部に直列接続される複数の電圧変換部と、
　電気的に独立した複数の直流電力出力ラインと、
　前記複数の電圧変換部と、前記複数の直流電力出力ラインとを選択的に接続可能とする
ための切り替え部と、
　前記複数の直流電源機器又は前記複数の直流電力出力ラインに接続された負荷の少なく
ともどちらか一方の動作状態に応じて、特定の負荷に電力を供給するために前記切り替え
部の制御を行う制御部と
を備える電力変換装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記複数の電圧変換部の各々が、前記複数の直流電力出力ラインのうち
のいずれか１ラインとのみ接続されるように前記切り替え部の制御を行う、請求項１に記
載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記複数の直流電力出力ラインのうち同一の直流電力出力ラインに接続される前記電圧
変換部は、同一の直流出力電圧となるように接続された前記直流電源機器からの電圧変換
を行う、請求項１に記載の電力変換装置。



(2) JP 6170156 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記複数の直流電力出力ラインのうち異なる直流電力出力ラインに接続される前記電圧
変換部は、異なる直流出力電圧となるように前記電圧変換部の制御を行う、請求項１に記
載の電力変換装置。
【請求項５】
　前記複数の直流電源機器は、発電機器及び蓄電機器を含み、
　前記制御部は、前記発電機器及び前記蓄電機器を前記複数の直流電力出力ラインのうち
の同一の直流電力出力ラインと接続するように前記切り替え部を制御し、前記発電機器か
ら前記蓄電機器への充電を行うように構成した、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　複数の直流電源機器を接続可能な電力変換装置の制御方法であって、
　接続された前記複数の直流電源機器の出力電力の電圧変換を行う電圧変換ステップと、
　前記電圧変換ステップにおいて変換された変換電圧出力を、複数の直流電力出力ライン
に対し選択的に接続する接続ステップと
　前記複数の直流電源機器又は前記複数の直流電力出力ラインに接続された負荷の少なく
ともどちらか一方の動作状態に応じて、特定の負荷に電力を供給するために前記変換電圧
出力と前記複数の直流電力出力ラインとの接続を切り替える切り替えステップとを含む、
電力変換装置の制御方法。
【請求項７】
　前記複数の直流電源機器は、発電機器及び蓄電機器を含み、
　前記切り替えステップは、前記蓄電機器の充電開始動作に応じて、前記発電機器及び前
記蓄電機器を前記複数の直流電力出力ラインのうちの同一の直流電力出力ラインと接続す
るように切り替えるステップであり、
　前記発電機器から前記蓄電機器への充電を行う充電ステップを更に含む、請求項６に記
載の電力変換装置の制御方法。
【請求項８】
　前記変換電圧出力と前記複数の直流電力出力ラインとの接続を初期化する初期化ステッ
プを更に含む、請求項６に記載の電力変換装置の制御方法。
【請求項９】
　複数の直流電源機器と電力変換装置とを備えた電力変換システムであって、
　前記電力変換装置は、
　　前記直流電源機器を接続可能な複数の接続部と、
　　前記複数の接続部に直列接続される複数の電圧変換部と、
　　電気的に独立した複数の直流電力出力ラインと、
　　前記複数の電圧変換部と、前記複数の直流電力出力ラインとを選択的に接続可能とす
るための切り替え部と、
　　前記複数の直流電源機器又は前記複数の直流電力出力ラインに接続された負荷の少な
くともどちらか一方の動作状態に応じて、特定の負荷に電力を供給するために前記切り替
え部の制御を行う制御部と
を備える、電力変換システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年７月２９日に出願された日本国特許出願第２０１３－１５７０６
１号に基づく優先権を主張するものであり、この特許出願の明細書全体を参照によって本
願明細書に引用する。
【０００２】
　本発明は、直流電源機器の入力部を複数有する電力変換装置、電力変換装置の制御方法
、及び電力変換システムに関するものである。
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【背景技術】
【０００３】
　電力制御システムにおいて、太陽電池、蓄電池、燃料電池、風力発電機及び水力発電機
などの複数の電源機器を一元的に管理・運用することが求められている。特に近年、制御
の容易化、効率の向上、コストダウン等の観点から各電源機器を直流電力のままで繋ぐＤ
Ｃリンクシステムが提案されている。これは、太陽電池、燃料電池等からの電力を直流電
力のままリンクさせ、直接蓄電池に充電し、１つのインバータを使って交流電力に変換し
負荷に供給するシステムである。このＤＣリンクシステムは、従来のように電源機器ごと
に出力をインバータで変換する必要がないため変換ロスが少なく効率の向上が見込める。
またＤＣリンクシステムによれば、システムが簡素になりコストダウンが実現できる。更
に、ＤＣリンクシステムは、直流電力をリンクさせるので電力の制御も容易になる等の利
点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２４９４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＤＣリンクシステムは上記の利点を有するが、インバータの前段で複数の電源機器から
の出力をリンクさせる。そのため、ＤＣリンクシステムは、接続される電源機器のうち太
陽電池から得られた電力のみを蓄電池に蓄電したり、特定の電源機器からの電力を特定の
負荷に供給するなどの柔軟な運用が出来ないという問題があった。特許文献１（特開２０
１２－２４９４３２号公報）には、複数相の入力交流電力に対して、複数相の出力交流電
力に変換して負荷へ出力する例が記載されているものの、直流電力を扱う例は記載されて
いない。
【０００６】
　また、通常電源機器ごとに出力電圧が異なるが、従来のＤＣリンクシステムにおいては
、複数の電源機器からの直流電力を同一の電圧まで昇圧しなければならない。そのため、
従来のＤＣリンクシステムでは、出力電圧の低い電源機器出力の昇圧比が高くなり、多段
階の電圧変換器が必要になるという問題があった。
【０００７】
　上述した点に鑑みてなされた本発明の目的は、ＤＣリンクシステムを採用した電力変換
装置において、電源機器の出力特性に応じて負荷との接続を切り替えることにより、各電
源からの供給電力を柔軟に運用することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力変換装置は、
　複数の直流電源機器を接続可能な電力変換装置であって、
　前記直流電源機器を接続可能な複数の接続部と、
　前記複数の接続部に直列接続される複数の電圧変換部と、
　電気的に独立した複数の直流電力出力ラインと、
　前記複数の電圧変換部と、前記複数の直流電力出力ラインとを選択的に接続可能とする
ための切り替え部と、
　前記複数の直流電源機器又は前記複数の直流電力出力ラインに接続された負荷の少なく
ともどちらか一方の動作状態に応じて、特定の負荷に電力を供給するために前記切り替え
部の制御を行う制御部と
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記制御部は、前記複数の電圧変換部の各々が、前記複数の直流電力出力ライン
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のうちのいずれか１ラインとのみ接続されるように前記切り替え部の制御を行うことが好
ましい。
【００１０】
　また、前記複数の直流電力出力ラインのうち同一の直流電力出力ラインに接続される前
記電圧変換部は、同一の直流出力電圧となるように接続された前記直流電源機器からの電
圧変換を行うことが好ましい。
【００１１】
　また、前記複数の直流電力出力ラインのうち異なる直流電力出力ラインに接続される前
記電圧変換部は、異なる直流出力電圧となるように前記電圧変換部の制御を行うことが好
ましい。
【００１２】
　また、前記複数の直流電源機器は、発電機器及び蓄電機器を含み、
　前記制御部は、前記発電機器及び前記蓄電機器を前記複数の直流電力出力ラインのうち
の同一の直流電力出力ラインと接続するように前記切り替え部を制御し、前記発電機器か
ら前記蓄電機器への充電を行うように構成することが好ましい。
【００１３】
　また、上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力変換装置の制御方法は、
　複数の直流電源機器を接続可能な電力変換装置の制御方法であって、
　接続された前記複数の直流電源機器の出力電力の電圧変換を行う電圧変換ステップと、
　前記電圧変換ステップにおいて変換された変換電圧出力を、複数の直流電力出力ライン
に対し選択的に接続する接続ステップと
　前記複数の直流電源機器又は前記複数の直流電力出力ラインに接続された負荷の少なく
ともどちらか一方の動作状態に応じて、特定の負荷に電力を供給するために前記変換電圧
出力と前記複数の直流電力出力ラインとの接続を切り替える切り替えステップとを含むこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、前記複数の直流電源機器は、発電機器及び蓄電機器を含み、前記切り替えステッ
プは、前記蓄電機器の充電開始動作に応じて、前記発電機器及び前記蓄電機器を前記複数
の直流電力出力ラインのうちの同一の直流電力出力ラインと接続するように切り替えるス
テップであり、前記発電機器から前記蓄電機器への充電を行う充電ステップを更に含むこ
とが好ましい。
【００１５】
　また、前記変換電圧出力と前記複数の直流電力出力ラインとの接続を初期化する初期化
ステップを更に含むことが好ましい。
【００１６】
　さらに、上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力変換システムは、複数の直流
電源機器と電力変換装置とを備えた電力変換システムであって、前記電力変換装置は、前
記直流電源機器を接続可能な複数の接続部と、前記複数の接続部に直列接続される複数の
電圧変換部と、電気的に独立した複数の直流電力出力ラインと、前記複数の電圧変換部と
、前記複数の直流電力出力ラインとを選択的に接続可能とするための切り替え部と、前記
複数の直流電源機器又は前記複数の直流電力出力ラインに接続された負荷の少なくともど
ちらか一方の動作状態に応じて、特定の負荷に電力を供給するために前記切り替え部の制
御を行う制御部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、電力変換装置の柔軟な設計・運用が可能となる。また多段階の電圧変
換器が不要となり、装置を簡素化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る電力変換装置の構成を示すブロック図である。
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【図２】本発明の電力変換装置が第１の電力変換モードに切り替えられた状態を示すブロ
ック図である。
【図３】本発明の電力変換装置を第１の電力変換モードに切り替えるための手順を示すフ
ローチャート図である。
【図４】本発明の電力変換装置が第２の電力変換モードに切り替えられた状態を示すブロ
ック図である。
【図５】本発明の電力変換装置を第１の電力変換モードから第２の電力変換モードに切り
替えるための手順を示すフローチャート図である。
【図６】本発明の電力変換装置が第３の電力変換モードに切り替えられた状態を示すブロ
ック図である。
【図７】本発明の電力変換装置を第２の電力変換モードから第３の電力変換モードに切り
替えるための手順を示すフローチャート図である。
【図８】本発明の電力変換装置が第４の電力変換モードに切り替えられた状態を示すブロ
ック図である。
【図９】本発明の電力変換装置を第３の電力変換モードから第４の電力変換モードに切り
替えるための手順を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態に係る電力変換装置１００の構成を示すブロック図である。
本実施の形態に係る電力変換装置１００は、複数の電源機器を接続するための電源機器接
続部１０１、負荷と接続するための負荷接続部１０３、各電源機器からの電力入力を各負
荷又は各電源機器のいずれかに選択的に出力するための切り替え部１０２、各構成要素を
制御するための制御部１０４とを備える。
【００２１】
　まず、電源機器接続部１０１の構成及び動作について説明する。電源機器接続部１０１
は、各電源機器１ａ～１ｅを接続するための電源機器接続端子２ａ～２ｅ及び各電源機器
接続端子２ａ～２ｅから入力された直流電力を所望の電圧に変換するための電圧変換器３
ａ～３ｅとを備える。電圧変換器により昇圧又は降圧された電力は、電源機器入力ライン
４ａ～４ｅへと出力される。
【００２２】
　電源機器接続端子２ａ～２ｅは、各電源機器と本発明の電力変換装置との間で電力の入
出力を行うための電力端子の他、制御部１０４が各電源機器の制御を行うための制御信号
端子を備えることができる。本実施形態においては、電源機器接続端子２ａ～２ｃには、
それぞれ電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）が接続される。また、電源機器接続端子２ｄに
は電源機器１ｄ（燃料電池）が接続される。電源機器接続端子２ｅには電源機器１ｅ（蓄
電池）が接続される。
【００２３】
　なお、太陽電池は太陽光のエネルギーを直流電力に変換するものであり、例えば光電変
換セルを多数直列に接続し、太陽光が照射されたときに所定の電流を出力するように構成
される。本実施形態において電源機器接続端子２ａ～２ｃに接続される太陽電池には、例
えばシリコン系多結晶太陽電池を使用することができる。しかし、太陽電池はこれに限定
されるものではなく、シリコン系単結晶太陽電池、あるいはＣＩＧＳ等の薄膜太陽電池等
、光電変換可能なものであればよく、太陽電池の種類が制限されるものではない。
【００２４】
　燃料電池は、水素を燃料に用いて空気中の酸素との化学反応により直流電力を発電する
ものである。電解質に用いる物質によって固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cel
l）や固体高分子形燃料電池（Polymer Electrolyte Fuel Cell）等に分類される。本実施
形態の燃料電池は、その燃料電池の種類が制限されるものではない。
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【００２５】
　本実施形態に用いられる蓄電池は、例えばリチウムイオン電池を用いることができる。
また、ニッケル水素電池等の他の種類の蓄電池も使用することができる。また、蓄電池単
体の他、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）に搭載されている蓄
電池に対して充電を行うことも可能である。
【００２６】
　電圧変換器３ａ～３ｅは、各電源機器の直流出力電圧が所定の直流電圧値になるように
ＤＣ／ＤＣ変換を行う。より具体的には、電圧変換器３ａ～３ｃは、ＤＣ／ＤＣ変換回路
を有し、制御部１０４からの制御信号に基づき、各電源機器からの直流入力電圧を、設定
された任意の目標電圧値まで昇圧してから、電源機器入力ライン４ａ～４ｅに出力する。
【００２７】
　なお、電圧変換器３ａ～３ｅは双方向のＤＣ／ＤＣ変換を行うことが可能である。例え
ば図１の電圧変換器３ｅは電源機器１ｅ（蓄電池）からの直流出力電力を昇圧又は降圧し
電源機器入力ライン４ｅに出力する。また電圧変換器３ｅは、電源機器入力ライン４ｅか
らの直流入力電力を降圧又は昇圧し電源機器１ｅ（蓄電池）に供給することができる。
【００２８】
　なお、電源機器接続端子２ａ～２ｃに接続される太陽電池は、直列接続されるモジュー
ル数が異なったり、異なる方位に設置されることにより、各々からの直流入力電圧が異な
る場合がある。本実施形態においては、そのような場合にも直流入力電圧に応じた異なる
調節量で電圧変換を行うことにより、同一の目標電圧値まで昇圧される。
【００２９】
　なお、電源機器接続端子２ａ～２ｅに接続する電源機器は、太陽電池、燃料電池及び蓄
電池を含むほか、風力発電機、小型水力発電機など、交流電力を整流して出力するものを
含んでもよい。
【００３０】
　次に切り替え部１０２の構成及び動作について説明する。切り替え部１０２は、電圧変
換後の各電源機器からの直流入力電力（電源機器入力ライン４ａ～４ｅ）を、それぞれ直
流電力出力ライン６Ａ～６Ｃのいずれかに選択的に出力するための複数の切り替えスイッ
チ５を有する。なお、各スイッチはそれぞれリレー、トランジスタなどにより構成され、
制御部１０４からの制御信号に基づきＯＮ／ＯＦＦ状態の切り替えを行うように構成され
る。制御部１０４は、電源機器入力ライン４ａ～４ｅが、それぞれ直流電力出力ライン６
Ａ～６Ｃのいずれか一ラインにのみ接続されるように切り替え制御を行う。
【００３１】
　次に負荷接続部１０３の構成及び動作について説明する。負荷接続部１０３は、各直流
電力出力ライン６Ａ～６Ｃからの電力を変換するコンバータ７Ａ（ＤＣ／ＤＣ変換器）及
びインバータ７Ｂ，７Ｃを備える。また、負荷接続部１０３は、インバータ及びコンバー
タの出力を負荷に接続する負荷接続端子８Ａ～８Ｃを備える。
【００３２】
　コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，７Ｃは、各直流電力出力ライン６Ａ～６Ｃからの
電力をそれぞれにつながる負荷に対応した電力に変換する。本実施形態において、コンバ
ータ７Ａ，インバータ７Ｂ及び７Ｃは、直流電力出力ライン６Ａ～６Ｃからの直流電力を
それぞれ直流２００Ｖ、交流１００Ｖ及び単相３線の交流２００Ｖに変換する。直流２０
０Ｖ、交流１００Ｖ及び交流２００Ｖに変換された電力は、それぞれ負荷接続端子８Ａ～
８Ｃに接続された負荷１０Ａ～１０Ｃに供給する。コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，
７Ｃは、制御部１０４からの制御信号を基に、上述のように接続負荷に対応した最適な電
力への変換を行う。
【００３３】
　負荷接続端子８Ａ～８Ｃは、各負荷との間で電力の入出力を行うための電力端子の他、
制御部１０４が各負荷の制御を行い得るように制御信号端子を備えることができる。本実
施形態において、負荷接続端子８Ｂ及び８Ｃには、それぞれ交流１００Ｖ及び単相３線の
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交流２００Ｖで動作する負荷１０Ｂ及び１０Ｃが接続される。負荷接続端子８Ａには直流
電力で駆動する負荷が接続されている。また、交流１００Ｖに接続すべき負荷１０Ｂの例
としては、冷蔵庫、非常用電灯、給湯システム又は家庭用ネットワークサーバーなど、停
電を極力回避すべき電気製品が挙げられる。また負荷１０Ｃは、交流２００Ｖの単相３線
のうちの中性相を含む２線を引き出して供給する交流１００Ｖ駆動の家庭用一般負荷であ
る。負荷１０Ｃの例としては、ドライヤー、家庭用ゲーム機又は音楽鑑賞用オーディオシ
ステムなどが挙げられる。
【００３４】
　負荷１０Ｃへの電力の供給は、図１に示すように、スイッチ１１Ｃ及び１１Ｃ’を切り
替えることにより、商用電源系統９からの供給と、本発明の電力変換装置からの供給とを
切り替え可能に構成する。なお、この切り替えは制御部１０４が監視する商用電源系統９
及びインバータ７Ｃの電圧に基づいて行われる。
【００３５】
　なお、本実施形態においては、非常用電源に接続すべき負荷１０Ｂと、その他の家庭用
一般負荷１０Ｃとを異なる出力ラインに接続しているが、本発明はこの構成に限定されな
い。例えば、負荷１０Ｂ，１０Ｃを共に交流２００Ｖ側に接続し、インバータ７Ｃ及び商
用電源系統９の電圧に応じてスイッチ１１Ｃ及び１１Ｃ’を素早く切り替えるようにして
、負荷への電力供給が全く途絶えないように構成しても良い。
【００３６】
　なお、本実施形態において、制御部１０４が各構成要素を制御するための制御信号１２
の経路を図１の中で実線により示したが、この制御信号の伝送は有線による通信を用いて
も良いし、無線通信を用いることもできる。
【００３７】
　なお、制御部１０４は、ハードウエアで構成しても良いし、ＣＰＵによりプログラムを
実行させることにより機能を実現しても良い。
【００３８】
　なお、実施形態における電圧変換器３ａ～３ｅ、コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，
７Ｃは制御部１０４により出力電圧の制御を行う旨記載したが、本発明はこれに限定され
ず、予め決められた出力電圧になるようにセットアップされていても良い。
【００３９】
　なお、本実施形態においては、交流電力出力として、単相３線交流２００Ｖ及び単相交
流１００Ｖをそれぞれ負荷接続端子８Ｃ，８Ｂから出力する構成としている。しかし、業
務用の冷蔵庫やエアコン、工場でのモーター駆動等には三相３線２００Ｖがよく用いられ
るため、インバータ７Ｃに代えて三相２００Ｖに変換するためのインバータ７Ｃ’を配置
しても良い。また、コンバータ７Ａに代えてインバータ７Ｃ’を配置し、インバータ７Ｃ
’にも電力供給するように構成しても良い。
【００４０】
　なお、本実施形態においては、接続する負荷として日本国内で使用可能な電気機器を想
定して記載したが、日本国外で使用可能な電気機器の使用も考慮して適宜変更をなし得る
。例えば、コンバータ７Ａの代わりに交流２２０～２４０Ｖを出力可能なインバータ７Ａ
’を配置し、インバータ７Ａ’にも電力供給するようにしてアジア、オセアニア及びヨー
ロッパ地域で使用可能な電気機器を接続可能に構成することも可能である。
【００４１】
（第１の電力変換モード）
　次に、本実施形態の第１の電力変換モードについて説明する。図２は、図１の本発明の
実施形態に係る電力変換装置１００を第１の電力変換モードに切り替えた状態を示す。こ
こで第１の電力変換モードは、電力変換装置１００内の各スイッチ及び構成要素の制御を
切り替えることにより、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）からの出力電力を用いて交流２
００Ｖ電源に繋がる負荷１０Ｃを駆動する。また、第１の電力変換モードは、電源機器１
ｄ（燃料電池）からの出力電力を用いて交流１００Ｖ電源に繋がる負荷１０Ｂを駆動する
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。
【００４２】
　この第１の電力変換モードにおいて、電圧変換器３ａ～３ｃは、各電源機器１ａ～１ｃ
（太陽電池）からの直流入力電圧約２４０Ｖを、設定された目標電圧値３７０Ｖまで昇圧
してから、電源機器入力ライン４ａ～４ｃに出力する。電圧変換器３ｄは、電源機器１ｄ
（燃料電池）からの直流入力電圧１６０Ｖを３００Ｖまで昇圧し、電源機器入力ライン４
ｄに出力する。なお、電源機器１ｅ（蓄電池）からの電力の出力は行わない。
【００４３】
　制御部１０４は、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）からの電源機器入力ライン４ａ～４
ｃを目標電圧値が直流３７０Ｖである直流電力出力ライン６Ｃと接続するように切り替え
部１０２の制御を行う。電源機器１ｄ（燃料電池）からの電源機器入力ライン４ｄは目標
電圧値が直流３００Ｖである直流電力出力ライン６Ｂと接続する。なお、電源機器１ｅ（
蓄電池）からの電源機器入力ライン４ｅは、いずれの直流電力出力ラインとも接続しない
ように制御される。図２における太い実線は、電圧変換器３ａ～３ｃから出力された電源
機器１ａ～１ｃ（太陽電池）の直流電力が、スイッチ５の切り替えによりインバータ７Ｃ
に送られるまでの経路を示す。同様に太い破線は、電圧変換器３ｄから出力された電源機
器１ｄ（燃料電池）の直流電力が、インバータ７Ｂに送られるまでの経路を示す。
【００４４】
　なお、直流電力出力ライン６Ｂ，６Ｃの電圧値はそれぞれ上述の電圧変換器３ａ～３ｄ
により直流３００Ｖ及び３７０Ｖに調整されているが、直流電力出力ラインに接続される
負荷等に合わせて制御部１０４が任意の電圧値を設定することが出来る。
【００４５】
　次に、インバータ７Ｃは直流電力出力ライン６Ｃからの直流３７０Ｖの電力を単相３線
の交流２００Ｖに変換する。交流２００Ｖに変換された電力は、負荷接続端子８Ｃに接続
された負荷１０Ｃに供給される。同様にインバータ７Ｂは直流電力出力ライン６Ｂからの
直流３００Ｖの電力を交流１００Ｖに変換する。交流１００Ｖに変換された電力は、負荷
接続端子８Ｂに接続された負荷１０Ｂに供給される。なお、直流電力出力ライン６Ａには
電力が供給されていないので、コンバータ７Ａは動作させない。インバータ７Ｂ及び７Ｃ
は、制御部１０４からの制御信号を基に、上述のように接続された負荷に対応した最適な
電力への変換を行う。
【００４６】
　図３は、第１の電力変換モードに切り替えるための手順をフローチャートにより示す。
まず、各電源機器入力ラインと直流電力出力ラインとの接続が全て未接続となるように制
御部１０４がスイッチ５の初期化を行う。また制御部１０４は、同時に、コンバータ７Ａ
及びインバータ７Ｂ，７Ｃの出力が負荷１０Ａ～１０Ｃに出力されないようにスイッチ１
１Ａ～１１Ｃを初期化する（ステップＳ１０１）。この時、スイッチ１１Ｃ’をＯＮ状態
として負荷１０Ｃに商用電源系統９から電力が供給されてもよい。
【００４７】
　次に、制御部１０４は、電圧変換器３ａ～３ｄの制御を行い、電圧変換器３ａ～３ｃ及
び３ｄの直流出力電圧が、それぞれ目標電圧値である直流３７０Ｖ及び３００Ｖになるよ
うにする（ステップＳ１０２）。
【００４８】
　電圧変換器３ａ～３ｃ及び３ｄの直流出力電圧が安定すると、制御部１０４は、電源機
器入力ライン４ａ～４ｃ及び４ｄが、それぞれ直流電力出力ライン６Ｃ及び６Ｂと接続さ
れるようにスイッチ５の切り替えを行う（ステップＳ１０３）。この時、各電源機器入力
ラインが複数の直流電力出力ラインと同時に接続されることが無いように、複数のスイッ
チ５は連動して切り替えが行われる。これにより直流電力出力ライン６Ｂ、６Ｃに供給さ
れた電力がインバータ７Ｂ，７Ｃに供給される。
【００４９】
　制御部１０４は、インバータ７Ｂ，７Ｃの出力がそれぞれ交流１００Ｖ及び交流２００
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Ｖとなるように制御を行う（ステップＳ１０４）。そして制御部１０４は、インバータ７
Ｂ，７Ｃの出力が所定の電圧の範囲内に達したと判断すると、スイッチ１１Ｂ，１１Ｃを
閉じてスイッチ１１Ｃ’を開き、インバータ７Ｂ，７Ｃの電力出力を負荷１０Ｂ，１０Ｃ
に供給する（ステップＳ１０５）。
【００５０】
　以上のように、本実施形態の第１の電力変換モードにおいては、各電源機器からの入力
ラインを、設定電圧が異なる複数の直流電力出力ラインのうちの１ラインとのみ選択的に
接続可能とする。この構成により、各電源機器からの供給電力を特定の供給先にのみ供給
するという柔軟な運用が可能となる。特に本電力変換モードでは、出力電圧の高い電源機
器である電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）は、交流出力電圧２００Ｖに対応した高い直流
電圧３７０Ｖまで昇圧させる。一方、相対的に出力電圧の低い電源機器である電源機器１
ｄ（燃料電池）は、交流出力電圧１００Ｖに対応した低い直流電圧３００Ｖまで昇圧させ
る。これにより各電圧変換器での昇圧比を１以上２以下の値に設定できる為、多段階の昇
圧回路を設ける必要が無く、電圧変換器の回路規模を縮小でき、安価に電圧変換器を構成
することができる。
【００５１】
（第２の電力変換モード）
　次に、本実施形態の第２の電力変換モードについて説明する。図４は、図１の本発明の
実施形態に係る電力変換装置１００を第２の電力変換モードに切り替えた状態を示す。こ
こで第２の電力変換モードは、電力変換装置１００内の各スイッチ及び構成要素の制御を
切り替えることにより、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）からの出力電力を用いて交流２
００Ｖ電源に繋がる負荷１０Ｃを駆動する。また第２の電力変換モードは、電源機器１ｄ
（燃料電池）からの出力電力を用いて電源機器１ｅ（蓄電池）に充電する。
【００５２】
　この第２の電力変換モードにおいて、電圧変換器３ａ～３ｃは、各電源機器１ａ～１ｃ
（太陽電池）からの直流入力電圧約２４０Ｖを設定された目標電圧値３７０Ｖまで昇圧し
、電源機器入力ライン４ａ～４ｃに出力する。また、電圧変換器３ｄは、電源機器１ｄ（
燃料電池）からの直流入力電圧１６０Ｖを２４０Ｖまで昇圧し、電源機器入力ライン４ｄ
に出力する。
【００５３】
　制御部１０４は、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）からの電源機器入力ライン４ａ～４
ｃを目標電圧値が直流３７０Ｖである直流電力出力ライン６Ｃと接続するように切り替え
部１０２の制御を行う。同様に制御部１０４は、電源機器１ｄ（燃料電池）からの電源機
器入力ライン４ｄを目標電圧値が直流２４０Ｖである直流電力出力ライン６Ａと接続する
。なお、本実施形態においては、電源機器１ｅ（蓄電池）の電源機器入力ライン４ｅも、
燃料電池と同じ直流電力出力ライン６Ａと接続するように制御される。図４における太い
実線は、電圧変換器３ａ～３ｃから出力された電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）の直流電
力が、スイッチ５の切り替えによりインバータ７Ｃに送られるまでの経路を示す。同様に
太い点線は、電圧変換器３ｄから出力された電源機器１ｄ（燃料電池）の直流電力が、電
圧変換器３ｅに入力されるまでの経路を示す。
【００５４】
　電圧変換器３ｅは双方向のＤＣ／ＤＣ変換を行うことが可能である。制御部１０４は、
直流電力出力ライン６Ａと接続された電源機器入力ライン４ｅに供給される電源機器１ｄ
（燃料電池）からの電力を１９０Ｖまで降圧するように電圧変換器３ｅの制御を行う。
【００５５】
　制御部１０４は、電圧変換器３ｅによる降圧後の電力が安定すると、燃料電池からの電
力を充電するように、電源機器１ｅ（蓄電池）の制御を行う。
【００５６】
　インバータ７Ｃは、直流電力出力ライン６Ｃからの太陽電池の直流出力電力を接続負荷
に対応した電力に変換する。本実施形態において、インバータ７Ｃは直流電力出力ライン
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６Ｃからの直流３７０Ｖの電力を単相３線の交流２００Ｖに変換する。交流２００Ｖに変
換された電力は、負荷接続端子８Ｃに接続された負荷１０Ｃに供給する。なお、直流電力
出力ライン６Ｂには電力が供給されていないので、インバータ７Ｂは動作させない。また
、直流電力出力ライン６Ａには電力が供給されているものの、その電力は蓄電池への充電
に使用するため、本実施形態ではコンバータ７Ａも動作させない。インバータ７Ｃは、制
御部１０４からの制御信号を基に、接続負荷に対応した最適な電力への変換を行う。
【００５７】
　図５は、第１の電力変換モードから第２の電力変換モードに切り替えるための手順をフ
ローチャートにより示す。まず、燃料電池からの電源機器入力ライン４ｄと直流電力出力
ライン６Ｂとの接続が未接続となるように制御部１０４がスイッチ５の一部の初期化を行
う。また制御部１０４は、同時に、コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，７Ｃの出力が負
荷１０Ａ～１０Ｃに出力されないようにスイッチ１１Ａ～１１Ｃを初期化する（ステップ
Ｓ２０１）。
【００５８】
　次に、制御部１０４は、電圧変換器３ｄの出力電圧が直流２４０Ｖになるように制御し
（ステップＳ２０２）、更に電圧変換器３ｅを直流２４０Ｖから直流１９０Ｖに降圧する
ように設定する（ステップＳ２０３）。
【００５９】
　電源機器入力ライン４ｄの電圧値が安定すると、制御部１０４は、電源機器入力ライン
４ｄ，４ｅが、直流電力出力ライン６Ａと接続されるようにスイッチ５の切り替えを行う
（ステップＳ２０４）。
【００６０】
　制御部１０４は、電圧変換器３ｅの出力が所定の電圧の範囲内となるように制御を開始
する（ステップＳ２０５）。そして制御部１０４は、所定の範囲内に達したと判断すると
、電圧変換器３ｅの直流出力電力の電源機器１ｅ（蓄電池）への充電を開始する（ステッ
プＳ２０６）。更に制御部１０４は、スイッチ１１ＣをＯＮ状態にしてインバータ７Ｃの
出力を負荷１０Ｃに供給する（ステップＳ２０７）。
【００６１】
　以上のように、本実施形態の第１の電力変換モードから第２の電力変換モードに切り替
えることにより、第１の電力変換モードにおいて交流１００Ｖの負荷１０Ｂに供給してい
た燃料電池からの電力を蓄電池に充電するように変更できる。負荷１０Ｂでの電力消費が
無い場合にこの切り替えを行うことにより、自立運転に備えて蓄電池の充電量を増加させ
ることができる。この第２の電力変換モードにおいても、直流出力電圧の高い電源機器で
ある電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）は、交流出力電圧２００Ｖに対応した高い直流電圧
３７０Ｖまで昇圧させる。一方、相対的に直流出力電圧の低い電源機器である電源機器１
ｄ（燃料電池）は、電源機器１ｅ（蓄電池）への充電に対応した低い直流電圧２４０Ｖま
で昇圧させる。これにより昇圧比を１以上２以下の値に設定できる為、多段階の昇圧回路
を設ける必要が無く、電圧変換器の回路規模を縮小でき、安価に電圧変換器を構成するこ
とができる。また燃料電池から蓄電池に直流電力のまま充電可能であるため、従来のよう
なインバータを経由しての充電と比較して変換ロスの少ない効率が良い充電が可能となる
。
【００６２】
（第３の電力変換モード）
　次に、本実施形態の第３の電力変換モードについて説明する。図６は、図１の本発明の
実施形態に係る電力変換装置１００を第３の電力変換モードに切り替えた状態を示す。こ
こで第３の電力変換モードは、電力変換装置１００内の各スイッチ及び構成要素の制御を
切り替えることにより、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）及び電源機器１ｅ（蓄電池）か
らの直流出力電力を用いて交流２００Ｖ電源に繋がる負荷１０Ｃを駆動する。また第３の
電力変換モードは、電源機器１ｄ（燃料電池）からの直流出力電力を用いて交流１００Ｖ
電源に繋がる負荷１０Ｂを駆動する。
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【００６３】
　この第３の電力変換モードにおいて、電圧変換器３ａ～３ｃは、各電源機器１ａ～１ｃ
（太陽電池）からの直流入力電圧約２４０Ｖを目標電圧値３７０Ｖまで昇圧してから、電
源機器入力ライン４ａ～４ｃに出力する。また、電圧変換器３ｄにより、電源機器１ｄ（
燃料電池）からの直流入力電圧１６０Ｖを３００Ｖまで昇圧し、電源機器入力ライン４ｄ
に出力する。更に電圧変換器３ｅにより、電源機器１ｅ（蓄電池）からの直流入力電圧１
９０Ｖを３７０Ｖまで昇圧し、電源機器入力ライン４ｅに出力する。
【００６４】
　制御部１０４は、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）から直流電力が供給される電源機器
入力ライン４ａ～４ｃを直流電力出力ライン６Ｃと接続するように切り替え部１０２の制
御を行う。また、電源機器１ｄ（燃料電池）から直流電力が供給される電源機器入力ライ
ン４ｄは直流電力出力ライン６Ｂと接続される。電源機器１ｅ（蓄電池）から直流電力が
供給される電源機器入力ライン４ｅは直流電力出力ライン６Ｃと接続するように制御され
る。図６における太い実線は、電圧変換器３ａ～３ｃ及び３ｅから出力された電源機器１
ａ～１ｃ（太陽電池）及び１ｅ（蓄電池）の直流電力が、スイッチ５の切り替えによりイ
ンバータ７Ｃに送られるまでの経路を示す。同様に太い破線は、電圧変換器３ｄから出力
された電源機器１ｄ（燃料電池）の直流電力が、インバータ７Ｂに送られるまでの経路を
示す。
【００６５】
　インバータ７Ｃは直流電力出力ライン６Ｃから供給される直流３７０Ｖの電力を単相３
線の交流２００Ｖに変換する。交流２００Ｖに変換された電力は、負荷接続端子８Ｃに接
続された負荷１０Ｃに供給する。インバータ７Ｂは直流電力出力ライン６Ｂから供給され
る直流３００Ｖの電力を交流１００Ｖに変換する。交流１００Ｖに変換された電力は、負
荷接続端子８Ｂに接続された負荷１０Ｂに供給する。なお、直流電力出力ライン６Ａには
電力が供給されていないので、コンバータ７Ａは動作させない。インバータ７Ｂ，７Ｃは
、制御部１０４からの制御信号を基に、接続負荷に対応した最適な電力への変換を行う。
【００６６】
　図７は、第２の電力変換モードから第３の電力変換モードに切り替えるための手順をフ
ローチャートにより示す。まず、燃料電池及び蓄電池からの電源機器入力ライン４ｄ，４
ｅと直流電力出力ライン６Ａとの接続が未接続となるように制御部１０４がスイッチ５の
一部初期化を行う。また制御部１０４は、同時に、コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，
７Ｃの出力が負荷１０Ａ～１０Ｃに出力されないようにスイッチ１１Ａ～１１Ｃを初期化
する（ステップＳ３０１）。
【００６７】
　次に、制御部１０４は、電圧変換器３ｄ，３ｅの制御を行い、電圧変換器３ｄ，３ｅの
直流出力電圧が、それぞれ目標電圧値である直流３００Ｖ及び３７０Ｖになるようにする
（ステップＳ３０２）。
【００６８】
　電源機器入力ライン４ｄ，４ｅの電圧値が安定すると、制御部１０４は、電源機器入力
ライン４ｄ，４ｅが、それぞれ直流電力出力ライン６Ｂ及び６Ｃと接続されるようにスイ
ッチ５の切り替えを行う（ステップＳ３０３）。この時、各電源機器入力ラインが複数の
直流電力出力ラインと同時に接続されることが無いように、複数のスイッチ５は連動して
切り替えが行われる。これにより直流電力出力ライン６Ｂに供給された電力がインバータ
７Ｂに供給され、直流電力出力ライン６Ｃに供給された電力がインバータ７Ｃに供給され
る。
【００６９】
　制御部１０４は、インバータ７Ｃの出力が交流２００Ｖとなるように、またインバータ
７Ｂの出力が交流１００Ｖとなるように制御を行う（ステップＳ３０４）。そして制御部
１０４は、インバータ７Ｂ，７Ｃの出力が所定の電圧の範囲内に達したと判断すると、ス
イッチ１１Ｂ，１１Ｃを閉じて、インバータ７Ｂ，７Ｃの出力を負荷１０Ｂ，１０Ｃに供
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給する（ステップＳ３０５）。
【００７０】
　以上のように、本実施形態の第２の電力変換モードから第３の電力変換モードに切り替
えることにより、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）の直流出力電力に加え、蓄電池の直流
出力電力を加えて交流２００Ｖの出力電力を得るように構成できる。これにより日射量等
のばらつきにより太陽電池の出力電力が不安定もしくは不足する場合にも、例えば第２の
電力変換モードにより蓄電池に充電された電力を用いて太陽電池の出力電力を補うことが
できる。これにより日射量等に依存しない安定した電力供給が可能となる。また、第１及
び第２の電力変換モードと同様に電圧変換器での昇圧比を１以上２以下の値に設定できる
為、多段階の昇圧回路を設ける必要が無く、安価な電圧変換器を実現できる。
【００７１】
（第４の電力変換モード）
　次に、本実施形態の第４の電力変換モードについて説明する。図８は、図１の本発明の
実施形態に係る電力変換装置１００を第４の電力変換モードに切り替えた状態を示す。こ
こで第４の電力変換モードは、電力変換装置１００内の各スイッチ及び構成要素の制御を
切り替えることにより、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）からの出力電力を用いて直流２
００Ｖ電源に繋がる負荷１０Ａを駆動する。また第４の電力変換モードは、電源機器１ｄ
（燃料電池）からの出力電力を用いて交流１００Ｖ電源に繋がる負荷１０Ｂを駆動する。
更に第４の電力変換モードは、電源機器１ｅ（蓄電池）からの出力電力を用いて交流２０
０Ｖ電源に繋がる負荷１０Ｃを駆動する。
【００７２】
　この第４の電力変換モードにおいて、電圧変換器３ａ～３ｃは、各電源機器１ａ～１ｃ
（太陽電池）からの入力電力が最大かつ出力電圧が直流２４０Ｖとなるように制御した上
で電源機器入力ライン４ａ～４ｃに出力する。また、電源機器１ｄ（燃料電池）から供給
された直流入力電圧１６０Ｖは、電圧変換器３ｄにより直流３００Ｖまで昇圧し、電源機
器入力ライン４ｄに出力する。更に電源機器１ｅ（蓄電池）から供給された直流入力電圧
１９０Ｖは、電圧変換器３ｅにより直流３７０Ｖまで昇圧し、電源機器入力ライン４ｅに
出力する。
【００７３】
　制御部１０４は、電源機器１ａ～１ｃ（太陽電池）から電力供給される電源機器入力ラ
イン４ａ～４ｃを直流電力出力ライン６Ａと接続する。また制御部１０４は、電源機器１
ｄ（燃料電池）から電力供給される電源機器入力ライン４ｄを直流電力出力ライン６Ｂと
接続する。更に制御部１０４は、電源機器１ｅ（蓄電池）から電力供給される電源機器入
力ライン４ｅを直流電力出力ライン６Ｃと接続するように制御する。図８における太い実
線は、電圧変換器３ｅから出力された電源機器１ｅ（蓄電池）の直流電力が、スイッチ５
の切り替えによりインバータ７Ｃに送られるまでの経路を示す。同様に太い破線は、電圧
変換器３ｄから出力された電源機器１ｄ（燃料電池）の直流電力が、インバータ７Ｂに送
られるまでの経路を示す。更に太い点線は、電圧変換器３ａ～３ｃから出力された電源機
器１ａ～１ｃ（太陽電池）の直流電力が、コンバータ７Ａに送られるまでの経路を示す。
【００７４】
　インバータ７Ｃは直流電力出力ライン６Ｃからの直流３７０Ｖの電力を単相３線の交流
２００Ｖに変換する。交流２００Ｖに変換された電力は、負荷接続端子８Ｃに接続された
負荷１０Ｃに供給する。インバータ７Ｂは直流電力出力ライン６Ｂから供給される直流３
００Ｖの電力を交流１００Ｖに変換する。交流１００Ｖに変換された電力は、負荷接続端
子８Ｂに接続された負荷１０Ｂに供給する。コンバータ７Ａは直流電力出力ライン６Ａか
ら供給される直流２４０Ｖの電力を直流２００Ｖに変換する。直流２００Ｖに変換された
電力は、負荷接続端子８Ａに接続された負荷１０Ａに供給する。コンバータ７Ａ及びイン
バータ７Ｂ，７Ｃは、制御部１０４からの制御信号を基に、接続負荷に対応した最適な電
力への変換を行う。
【００７５】



(13) JP 6170156 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

　図９は、第３の電力変換モードから第４の電力変換モードに切り替えるための手順をフ
ローチャートにより示す。まず、太陽電池からの電源機器入力ライン４ａ～４ｃと直流電
力出力ライン６Ｃとの接続が未接続となるように制御部１０４がスイッチ５の一部初期化
を行う。また制御部１０４は、同時に、コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，７Ｃの出力
が負荷１０Ａ～１０Ｃに出力されないようにスイッチ１１Ａ～１１Ｃを初期化する（ステ
ップＳ４０１）。
【００７６】
　次に、制御部１０４は、電圧変換器３ａ～３ｃの制御を行い、電圧変換器３ａ～３ｃの
直流出力電圧が、目標電圧値である直流２４０Ｖになるようにする（ステップＳ４０２）
。
【００７７】
　電源機器入力ライン４ａ～４ｃの電圧値が安定すると、制御部１０４は、電源機器入力
ライン４ａ～４ｃが、直流電力出力ライン６Ａと接続されるようにスイッチ５の切り替え
を行う（ステップＳ４０３）。この時、各電源機器入力ラインが複数の直流電力出力ライ
ンと同時に接続されることが無いように、複数のスイッチ５は連動して切り替えが行われ
る。これにより直流電力出力ライン６Ａに供給された電力がコンバータ７Ａに供給される
。
【００７８】
　制御部１０４は、コンバータ７Ａの出力が直流２００Ｖとなるように制御を行うと共に
インバータ７Ｃの出力が交流２００Ｖとなるように制御を行う（ステップＳ４０４）。そ
して制御部１０４は、コンバータ７Ａ，インバータ７Ｃの出力がそれぞれ所定の電圧の範
囲内に達したと判断すると、スイッチ１１Ａ，１１Ｂ及び１１Ｃを閉じる。これにより制
御部１０４は、コンバータ７Ａ及びインバータ７Ｂ，７Ｃの出力を負荷１０Ａ，１０Ｂ及
び１０Ｃに供給する（ステップＳ４０５）。
【００７９】
　以上のように本実施形態の第４の電力変換モードにおいては、電源機器１ａ～１ｃ（太
陽電池）の直流出力電力に代えて、蓄電池の直流出力を使って交流２００Ｖの出力電力を
得るように構成した。これにより、日射量等のばらつきにより太陽電池からの直流出力電
力が不安定もしくは不足する場合にも、例えば第２の実施形態により蓄電池に充電された
直流電力を用いて電力消費が大きい交流２００Ｖの電力をまかなうことができる。すなわ
ち、日射量等に依存しない安定した電力供給が可能となる。更に直流電力での出力が可能
となり、将来的に多様化するであろう各種機器に適合することができる。また、第１～第
３の電力変換モードと同様に電圧変換器での昇圧比を１以上２以下の値に設定できる為、
多段階の昇圧回路を設ける必要が無く、安価な電圧変換器を実現できる。
【００８０】
　なお、電力変換モード間の切り替え動作時に、全ての負荷１０Ａ～１０Ｃへの電力の供
給を一旦停止するように動作させているが、本発明はこれに限定されない。電力の供給元
が変更された負荷への電力供給のみを一旦停止するようにしても良い。
【００８１】
　また、電力変換モード間の切り替え動作時に、電源機器入力ラインと直流電力出力ライ
ンとの接続が変更になる箇所のスイッチのみを一旦ＯＦＦするように動作させているが、
本発明はこれに限定されない。電源機器入力ラインと直流電力出力ラインの間のスイッチ
を一旦全てＯＦＦするように動作させても良い。
【００８２】
　なお、上述の第１～第４の各電力変換モードにおいて、定常動作に移行後のスイッチ１
１Ｃ’はＯＦＦ状態とするよう記載しているが、本発明はこれに限定されない。各電源機
器からの供給電力の過不足に応じて適宜スイッチ１１Ｃ’をＯＮ状態とし、商用電源系統
と接続された状態としても良い。
【００８３】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
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の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部材、各手段、各ステップな
どに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステ
ップなどを１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
【００８４】
　本開示内容の多くの側面は、プログラム命令を実行可能なコンピュータシステムその他
のハードウェアにより実行される、一連の動作として示される。コンピュータシステムそ
の他のハードウェアには、たとえば、汎用コンピュータ、PC(パーソナルコンピュータ)、
専用コンピュータ、ワークステーション、PCS(Personal Communications System、パーソ
ナル移動通信システム)、RFID受信機、電子ノートパッド、ラップトップコンピュータ、G
PS(Global Positioning System)受信機またはその他のプログラム可能なデータ処理装置
が含まれる。各実施形態では、種々の動作は、プログラム命令(ソフトウェア)で実装され
た専用回路(たとえば、特定機能を実行するために相互接続された個別の論理ゲート)や、
一以上のプロセッサにより実行される論理ブロックやプログラムモジュール等により実行
されることに留意されたい。論理ブロックやプログラムモジュール等を実行する一以上の
プロセッサには、たとえば、一以上のマイクロプロセッサ、CPU(中央演算処理ユニット)
、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)、
PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、プロセッサ
、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子機器、ここに記載す
る機能を実行可能に設計されたその他の装置及び/またはこれらいずれかの組合せが含ま
れる。ここに示す実施形態は、たとえば、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア
、ミドルウェア、マイクロコードまたはこれらいずれかの組合せにより実装される。命令
は、必要なタスクを実行するためのプログラムコードまたはコードセグメントであっても
よい。そして、命令は、機械読取り可能な非一時的記憶媒体その他の媒体に格納すること
ができる。コードセグメントは、手順、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、
サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラスまたは命令、データ構造も
しくはプログラムステートメントのいずれかの任意の組合せを示すものであってもよい。
コードセグメントは、他のコードセグメントまたはハードウェア回路と、情報、データ引
数、変数または記憶内容の送信及び/または受信を行い、これにより、コードセグメント
が他のコードセグメントまたはハードウェア回路と接続される。
【００８５】
　ここで用いられるネットワークには、他に特段の断りがない限りは、インターネット、
アドホックネットワーク、LAN(Local Area Network)、セルラーネットワーク、WPAN(Wire
less Personal Area Network )もしくは他のネットワークまたはこれらいずれかの組合せ
が含まれる。無線ネットワークの構成要素には、たとえば、アクセスポイント(たとえば
、Wi-Fiアクセスポイント)やフェムトセル等が含まれる。さらに、無線通信器機は、Wi-F
i、Bluetooth（登録商標）、セルラー通信技術(たとえばCDMA(Code Division Multiple A
ccess)、TDMA(Time Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Ac
cess)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single-Carr
ier Frequency Division Multiple Access)またはその他の無線技術及び/または技術標準
を用いた無線ネットワークに接続することができる。
【００８６】
　ここで用いられる機械読取り可能な非一時的記憶媒体は、さらに、ソリッドステートメ
モリ、磁気ディスク及び光学ディスクの範疇で構成されるコンピュータ読取り可能な有形
のキャリア（媒体）として構成することができ、かかる媒体には、ここに開示する技術を
プロセッサに実行させるためのプログラムモジュールなどのコンピュータ命令の適宜なセ
ットや、データ構造が格納される。コンピュータ読取り可能な媒体には、一つ以上の配線
を備えた電気的接続、磁気ディスク記憶媒体、磁気カセット、磁気テープ、その他の磁気
及び光学記憶装置(たとえば、CD(Compact Disk)、レーザーディスク（登録商標）、DVD（
登録商標）(Digital Versatile Disc)、フロッピー（登録商標）ディスク及びブルーレイ
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(Read-Only Memory)、EPROM、EEPROMもしくはフラッシュメモリ等の書換え可能でプログ
ラム可能なROMもしくは情報を格納可能な他の有形の記憶媒体またはこれらいずれかの組
合せが含まれる。メモリは、プロセッサ/プロセッシングユニットの内部及び/または外部
に設けることができる。ここで用いられるように、「メモリ」という語は、あらゆる種類
の長期記憶用、短期記憶用、揮発性、不揮発性その他のメモリを意味し、特定の種類やメ
モリの数または記憶が格納される媒体の種類は限定されない。
【００８７】
　なお、ここでは、特定の機能を実行する種々のモジュール及び/またはユニットを有す
るものとしてのシステムを開示しており、これらのモジュール及びユニットは、その機能
性を簡略に説明するために模式的に示されたものであって、必ずしも、特定のハードウェ
ア及び/またはソフトウェアを示すものではないことに留意されたい。その意味において
、これらのモジュール、ユニット、その他の構成要素は、ここで説明された特定の機能を
実質的に実行するように実装されたハードウェア及び/またはソフトウェアであればよい
。異なる構成要素の種々の機能は、ハードウェア及び/もしくはソフトウェアのいかなる
組合せまたは分離したものであってもよく、それぞれ別々に、またはいずれかの組合せに
より用いることができる。また、キーボード、ディスプレイ、タッチスクリーン、ポイン
ティングデバイス等を含むがこれらに限られない入力/出力もしくはI/Oデバイスまたはユ
ーザインターフェースは、システムに直接にまたは介在するI/Oコントローラを介して接
続することができる。このように、本開示内容の種々の側面は、多くの異なる態様で実施
することができ、それらの態様はすべて本開示内容の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８８】
　１ａ～１ｃ　　　　電源機器（太陽電池）
　１ｄ　　　　　　　電源機器（燃料電池）
　１ｅ　　　　　　　電源機器（蓄電池）
　２ａ～２ｅ　　　　電源機器接続端子
　３ａ～３ｅ　　　　電圧変換器
　４ａ～４ｅ　　　　電源機器入力ライン
　５　　　　　　　　スイッチ
　６Ａ～６Ｃ　　　　直流電力出力ライン
　７Ａ　　　　　　　コンバータ
　７Ｂ，７Ｃ　　　　インバータ
　８Ａ～８Ｃ　　　　負荷接続端子
　９　　　　　　　　商用電源系統
　１０Ａ～１０Ｃ　　負荷
　１１Ａ～１１Ｃ，１１Ｃ’　スイッチ
　１２　　　　　　　制御信号
　１００　　　　　　電力変換装置
　１０１　　　　　　電源機器接続部
　１０２　　　　　　切り替え部
　１０３　　　　　　負荷接続部
　１０４　　　　　　制御部
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