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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電条件によって負荷に供給する出力電力が変動する発電装置と、
　前記発電装置が出力する電流を検出する電流検出部と、
　前記発電装置の目標出力電圧を設定する目標出力電圧設定部と、
　前記発電装置が出力する電圧と前記目標出力電圧との間の誤差を増幅して誤差信号を出
力する誤差増幅器と、
　前記誤差信号を入力し前記誤差信号の絶対値が小さくなるように前記発電装置の出力電
圧を調節し外部出力端子に出力する電圧制御部と、
　少なくとも前記電流検出部が検出した電流を入力パラメータとし、所定の関数により前
記発電装置の所望の動作条件となる前記目標出力電圧を算出し、前記目標出力電圧設定部
に指示する演算部と、
を有し、
　前記発電装置がメタノールを燃料とする燃料電池であって、
　前記所望の動作条件は、
　前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件、もしくは
　前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件と、前記燃料電池の出力電力が最
大となる動作条件の両者をバランスさせた動作条件であることを特徴とする電源装置。
【請求項２】
　発電条件によって負荷に供給する出力電力が変動する発電装置と、
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　前記発電装置が出力する電圧を検出する電圧検出部と、
　前記発電装置の目標出力電流を設定する目標出力電流設定部と、
　前記発電装置が出力する電流と前記目標出力電流との間の誤差を増幅して誤差信号を出
力する誤差増幅器と、
　前記誤差信号を入力し前記誤差信号の絶対値が小さくなるように前記発電装置の出力電
流を調節し外部出力端子に出力する電流制御部と、
少なくとも前記電圧検出部が検出した電圧を入力パラメータとし、所定の関数により前記
発電装置の所望の動作条件となる前記目標出力電流を算出し、前記目標出力電流設定部に
指示する演算部と、
を有し、
　前記発電装置がメタノールを燃料とする燃料電池であって、
　前記所望の動作条件は、
　前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件、もしくは
　前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件と、前記燃料電池の出力電力が最
大となる動作条件の両者をバランスさせた動作条件であることを特徴とする電源装置。
【請求項３】
　前記所定の関数は、前記所望の動作条件を、予め複数点測定し、前記測定点を補間して
求めた関数であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池の出力電力は、主に燃料の供給量の増減に応じて変化する。また、太陽電池の
出力電力は、主に日射量の増減に応じて変化する。従来、このように発電条件によって負
荷に供給する出力電力が変化する発電装置（電池）を有する電源装置は、発電装置の直流
出力電力をＤＣ－ＤＣコンバータ又はＤＣ－ＡＣコンバータを用いて一定電圧又は一定電
流の電力に変換し、出力していた。
【０００３】
　特開２０００－１７３６３６号公報に、従来例の燃料電池装置が開示されている。従来
例の燃料電池装置は、燃料電池本体で生じた直流電力を、直直流変換器（ＤＣ－ＤＣコン
バータ）により、所定の電圧の直流電力に変換し、外部負荷出力端子に定常的に供給する
。
　特開平７－３３６９１０号公報に、従来例の太陽電池発電電力の蓄電装置が開示されて
いる。従来例の太陽電池発電電力の蓄電装置は、太陽電池の発電電圧を変圧し、その出力
電力を蓄電池に蓄える。変圧手段は、蓄電池の充電電流（変圧手段の出力電流）が最大と
なるように制御される。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１７３６３６号公報
【特許文献２】特開平７－３３６９１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　燃料電池は、燃料電池に供給する燃料の量の増減に対する、出力電力の増減の応答が遅
いという特性を持っている。従来例の燃料電池装置においては、負荷が急激に増大した場
合に即応できるように、燃料電池に、常に必要量を相当上回る燃料を供給する必要があっ
た。このことは、燃料電池の燃料利用率を劣化させていた。更に、燃料としてメタノール
を使用する燃料電池の場合、メタノールが使用されずに相当量排出される。このため、排
出されたメタノールの浄化方法が問題となった。従来例の燃料電池装置は、メタノールの
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排出率を常に所定値以下に制御する動作を行えなかった。
　他方、従来例の太陽電池発電電力の蓄電装置を外部負荷に接続して使用する場合、太陽
電池のパネルの温度や負荷側の電力の変化で太陽電池の最大効率から外れた条件で使用す
ることがあった。
【０００６】
　従来、発電条件によって負荷に供給する出力電力が変動する発電装置に対して、常に所
望の動作条件（例えば、燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件又は太陽電池の
出力電力が最大となる動作条件）を満たす動作をさせることができる電源装置を提供する
ことがこの分野の課題であった。
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、発電条件によって負荷に供給する出力電力
が変動する発電装置を有する電源装置において、発電条件が変化しても常に所望の動作条
件で発電装置を動作させることができる、汎用性に富んだ電源装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を有する。請求項１に記載の発明は、発
電条件によって負荷に供給する出力電力が変動する発電装置と、前記発電装置が出力する
電流を検出する電流検出部と、前記発電装置の目標出力電圧を設定する目標出力電圧設定
部と、前記発電装置が出力する電圧と前記目標出力電圧との間の誤差を増幅して誤差信号
を出力する誤差増幅器と、前記誤差信号を入力し前記誤差信号の絶対値が小さくなるよう
に前記発電装置の出力電圧を調節し外部出力端子に出力する電圧制御部と、少なくとも前
記電流検出部が検出した電流を入力パラメータとし、所定の関数により前記発電装置の所
望の動作条件となる前記目標出力電圧を算出し、前記目標出力電圧設定部に指示する演算
部と、を有し、前記発電装置がメタノールを燃料とする燃料電池であって、前記所望の動
作条件は、前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件、もしくは前記燃料電池
が排出する燃料量が最小となる動作条件と、前記燃料電池の出力電力が最大となる動作条
件の両者をバランスさせた動作条件であることを特徴とする電源装置である。
　本発明の電源装置は、燃料電池の持つ出力電流－出力電圧特性と演算部の所定の関数（
少なくとも電流を入力パラメータとする電圧設定関数）との交点が燃料電池の動作点にな
り、燃料電池の温度変化や、燃料供給量の変化など燃料電池の動作条件が変動しても、そ
の動作点を常に最適な点（燃料電池が排出する燃料量が最小点、又は前記バランスさせた
動作点）に自動追尾することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、発電条件によって負荷に供給する出力電力が変動する発電装
置と、前記発電装置が出力する電圧を検出する電圧検出部と、前記発電装置の目標出力電
流を設定する目標出力電流設定部と、前記発電装置が出力する電流と前記目標出力電流と
の間の誤差を増幅して誤差信号を出力する誤差増幅器と、前記誤差信号を入力し前記誤差
信号の絶対値が小さくなるように前記発電装置の出力電流を調節し外部出力端子に出力す
る電流制御部と、少なくとも前記電圧検出部が検出した電圧を入力パラメータとし、所定
の関数により前記発電装置の所望の動作条件となる前記目標出力電流を算出し、前記目標
出力電流設定部に指示する演算部と、を有し、前記発電装置がメタノールを燃料とする燃
料電池であって、前記所望の動作条件は、前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動
作条件、もしくは前記燃料電池が排出する燃料量が最小となる動作条件と、前記燃料電池
の出力電力が最大となる動作条件の両者をバランスさせた動作条件であることを特徴とす
る電源装置である。
　本発明の電源装置は、燃料電池の持つ出力電流－出力電圧特性と演算部の所定の関数（
少なくとも電圧を入力パラメータとする電流設定関数）との交点が燃料電池の動作点にな
り、燃料電池の温度変化や、燃料供給量の変化など燃料電池の動作条件が変動しても、そ
の動作点を常に最適な点（燃料電池が排出する燃料量が最小点、又は前記バランスさせた
動作点）に自動追尾することができる。
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【００１２】
　請求項３に記載の発明は、前記所定の関数は、前記所望の動作条件を、予め複数点測定
し、前記測定点を補間して求めた関数であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の
電源装置である。
　発電装置の動作条件の変化に対して、その発電装置の特性が単調に変化する範囲をカバ
ーする複数点の出力電圧と出力電流の測定を行い、所望の最適な動作点を求めるだけで、
簡単に「所定の関数」を得ることができる。本発明の電源装置は、発電装置の動作条件が
変動しても、所定の関数から動作点を算出し、動作点を常に所望な動作点に自動追尾する
ことができる。
【００１３】
　発電装置が燃料電池である場合、予め複数の燃料の供給量で燃料電池を発電させる実験
を行い、それぞれの実験において、所望の動作条件を満たす最適な動作点での出力電流及
び出力電圧を測定しておく。「所定の関数」は、測定された複数の最適な動作点を補間し
て得られる、計測電流をパラメータとする電圧設定関数、又は計測電圧をパラメータとす
る電流設定関数である。
　発電装置が太陽電池である場合、予め複数の受光量で太陽電池を発電させる実験を行い
、それぞれの実験において、所望の動作条件を満たす最適な動作点での出力電流及び出力
電圧を測定しておく。「所定の関数」は、測定された複数の最適な動作点を補間して得ら
れる、計測電流をパラメータとする電圧設定関数、又は計測電圧をパラメータとする電流
設定関数である。
　演算部は、計測電流をパラメータとする電圧設定関数、又は計測電圧をパラメータとす
る電流設定関数、又は、数点の測定データを用いて目標出力電圧又は目標出力電流を算出
する。従って、演算部は、あらゆる動作条件での最適な動作点のデータテーブルを記憶す
る場合に比べ、小さなメモリしか必要としない。本発明は、安価な電源装置を実現できる
という作用を有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、発電条件によって出力電力が変動する発電装置を、常に所望の動作条
件で発電させることができる、汎用性に富んだ電源装置を実現できるという有利な効果が
得られる。
　本発明の電源装置は、発電装置の持つ出力電流－出力電圧特性と演算部の所定の関数（
少なくとも電流を入力パラメータとする電圧設定関数、又は、少なくとも電圧をパラメー
タとする電流設定関数）との交点が発電装置の動作点になり、発電装置の動作条件が変動
しても、その動作点を常に最適な点に自動追尾することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下本発明の実施をするための最良の形態を具体的に示した実施の形態について、図面
とともに記載する。
【００１６】
《実施の形態１》
　図１、図２及び図３を用いて、本発明の実施の形態１の電源装置を説明する。図１にお
いて、１００は電源装置、１８０は二次電池、１９０は本体装置である。電源装置１００
は、燃料電池１０１、電流検出部１０３、演算部１２０、ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０、
表示部１５０を有する。本体装置１９０は、負荷１９１を有する。
【００１７】
　本体装置１９０は、パーソナルコンピュータである。二次電池１８０は、リチウムイオ
ン二次電池である。燃料電池１０１は、メタノールを原料とするバランス式燃料電池（非
循環式であって、使用する燃料の量と出力する電力量とをバランスさせる燃料電池）であ
る。燃料電池１０１には、単位時間あたり一定の量の燃料が供給されており、出力電力が
最大となる動作点（燃料の供給量によって一意に決まる出力電圧及び出力電流）で動作す
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る。即ち、実施の形態１の電源装置１００は、燃料電池１０１の出力電力が最大となる、
所望の動作条件で動作する。
【００１８】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０は、設定電圧（目標入力電圧）１３１、誤差増幅器１３２
及び電流制御部１４０を有する。電流制御部１４０は、定電流源１４１を有する。
　ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０は、燃料電池１０１の出力電圧（ＤＣ－ＤＣコンバータ１
３０の入力電圧）が目標入力電圧にできるだけ一致するように、その出力電流（ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータ１３０の入力電流）を制御する。即ち、燃料電池１０１は所定の出力電力（
＝燃料電池１０１の出力電流×その出力電流に対応した出力電圧）を出力し、ＤＣ－ＤＣ
コンバータ１３０は、燃料電池１０１の出力電力を変換して、負荷１９１及び／又は二次
電池１８０に供給する。ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の出力端子は二次電池１８０の出力
端子と直接接続されており、ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の出力電圧は、二次電池１８０
の出力電圧（又は充電電圧）に一致する（例えば二次電池１８０の出力電圧が８Ｖであれ
ば、ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の出力電圧は８Ｖになる。）。
【００１９】
　設定電圧１３１は、燃料電池１０１の目標出力電圧（即ち、ＤＣ－ＤＣコンバータ１３
０の目標入力電圧）を設定するための目標出力電圧設定部として機能する。具体的には、
誤差増幅器１３２は、設定電圧（目標入力電圧）１３１とＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の
入力電圧（即ち、燃料電池１０１の出力電圧Ｖｆｃ）とを比較し、その誤差成分に応じた
制御信号（誤差信号）を出力する。電流制御部１４０は、誤差信号に基づき、燃料電池１
０１の出力電圧が設定電圧（目標入力電圧）１３１に近づくように（誤差信号の絶対値が
小さくなるように）、出力電流を制御する。図１において、電流制御部１４０は、誤差信
号のレベルが下がると、出力電流を増大させる。
　ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の出力電圧をＶｏｕｔ（二次電池１８０の出力電圧と等し
い。）とする。実施の形態１において、ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の出力電流は、下記
の式で表せる。
（ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の出力電流）＝（電力変換効率η）×（燃料電池１０１の
出力電流）×（燃料電池１０１の出力電圧）／（二次電池１８０の出力電圧）
【００２０】
　電源装置１００は、燃料電池１０１が出力した電力を本体装置１９０に供給し、本体装
置１９０に電力を供給してもＤＣ－ＤＣコンバータ１３０から出力された電力が余る場合
、余りの電力で二次電池１８０を充電する。本体装置１９０に供給する電力が燃料電池１
０１から出力された電力だけでは足りない場合、二次電池１８０は不足分の電力を放電す
る。電源装置１００は、燃料電池１０１が出力した電力と二次電池１８０が放電した電力
とを合わせた電力を、本体装置１９０に供給する。二次電池１８０は、負荷１９１に供給
する電力の急激な変化を吸収する。
【００２１】
　電流検出部１０３は、燃料電池１０１の出力電流Ｉｆｃ（ＤＣ－ＤＣコンバータ１３０
の入力電流）を検出し、その電流値に対応する電圧信号を演算部１２０に送信する。演算
部１２０は、燃料電池１０１の出力電流Ｉｆｃ（又は、出力電流Ｉｆｃと燃料の供給量）
に基づいて、燃料電池１０１の出力電力が最大になるような燃料電池１０１の出力電圧Ｖ
ｒｅｆを算出し、その出力電圧Ｖｒｅｆを新たな設定電圧（目標入力電圧）１３１とする
。
　表示部１５０は、燃料電池１０１の動作状態を表示する。
【００２２】
　図２及び図３を用いて、設定電圧１３１の設定方法について詳細に説明する。図２（ａ
）は、本発明の実施の形態１の電源装置のバランス式燃料電池１０１の燃料の供給量をパ
ラメータとした出力電流－出力電圧特性、出力電流－メタノール排出率特性を示す図、図
２（ｂ）は、本発明の実施の形態１の電源装置のバランス式燃料電池１０１の燃料の供給
量をパラメータとした出力電圧－出力電力特性を示す図である。図２（ａ）において、横
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軸は出力電流（Ａ）、縦軸は出力電圧（Ｖ）又はメタノール排出率（％）を表す。２０１
、２０２、２０３は、燃料の供給量がそれぞれ０．１ｃｃ／ｍｉｎ、０．２ｃｃ／ｍｉｎ
、０．３ｃｃ／ｍｉｎの場合の出力電流－出力電圧特性を示す。２０７は、燃料の供給量
が０．３ｃｃ／ｍｉｎの場合の燃料電池１０１の出力電流－メタノール排出率特性を示す
。図２（ｂ）において、横軸は出力電圧（Ｖ）、縦軸は出力電力（Ｗ）を表す。２１１、
２１２、２１３は、燃料の供給量がそれぞれ０．１ｃｃ／ｍｉｎ、０．２ｃｃ／ｍｉｎ、
０．３ｃｃ／ｍｉｎの場合の出力電圧－出力電力特性を示す。燃料電池１０１の出力電流
－出力電圧特性及び出力電圧－出力電力特性は、燃料電池１０１に供給される燃料の量に
よって変化する。燃料の供給量がある値に決まれば、その燃料の供給量での出力電流－出
力電圧特性及び出力電圧－出力電力特性は一意に決まる。
【００２３】
　以下、燃料の供給量が０．３ｃｃ／ｍｉｎの場合について説明する。出力電流－出力電
圧特性２０３において、出力電流が０～Ａ３の時は、出力電流の増加に伴い出力電圧はや
や減少するが、ほぼ安定した電圧が保たれる。出力電流がＡ３の時、出力電圧はＶ３であ
る。出力電流がＡ３を超えると、出力電流の増加に伴い、出力電圧の減少率は増大する。
　出力電圧－出力電力特性２１３において、出力電圧が０～Ｖ３の時は、出力電圧の増加
に伴い出力電力も増加する。出力電圧Ｖ３の時、出力電力は最大値となる。出力電圧がＶ
３を超えると、出力電圧の増加に伴い出力電力は減少する。
【００２４】
　メタノール排出率２０７において、燃料電池１０１の出力電流が０～Ａ３の時は、出力
電流の増加に伴いメタノール排出率は減少する。出力電流がＡ３になった時点で、排出す
るメタノールの量は微量になる。出力電流がＡ３を超えると、排出するメタノールの量は
わずかだが減少する。つまり、出力電流が０～Ａ３の時は、燃料電池１０１は供給された
メタノールを使い切れず、残りのメタノールを排出する。出力電流がＡ３以上の時、燃料
電池１０１は供給されたメタノールをほぼ使い切り、微量のメタノールしか排出しない。
　燃料の供給量が０．３ｃｃ／ｍｉｎの場合、燃料電池１０１の出力電力が最大となる、
所望の動作条件を満たす動作点（以下、「最適な動作点」と言う。）の出力電圧はＶ３、
出力電流はＡ３である。
【００２５】
　燃料の供給量が０．１ｃｃ／ｍｉｎ又は０．２ｃｃ／ｍｉｎの場合も、０．３ｃｃ／ｍ
ｉｎの場合と同様である。燃料の供給量が０．１ｃｃ／ｍｉｎの場合、燃料電池１０１の
出力電力が最大となる動作点の出力電圧はＶ１、出力電流はＡ１である。燃料の供給量が
０．２ｃｃ／ｍｉｎの場合、燃料電池１０１の出力電力が最大となる動作点の出力電圧は
Ｖ２、出力電流はＡ２である。各燃料の供給量での、燃料電池１０１の最適な動作点にお
ける出力電圧及び出力電流（Ｖ１とＡ１、Ｖ２とＡ２、Ｖ３とＡ３）は、実験により予め
測定されるデータである。バランス式燃料電池では、所定の範囲内の燃料の供給量での最
適な動作点は、図２（ａ）の計測電流をパラメータとする電圧設定関数２１０（以下、「
電圧設定関数２１０」と言う。）の上に載る。電圧設定関数２１０は、実験データを直線
補間して得られる関数である。演算部１２０は、電圧設定関数２１０の傾き及び切片を記
憶している。
【００２６】
　以上のように構成される実施の形態１の電源装置１００の動作を、図３を用いて具体的
に説明する。図３は、実施の形態１の電源装置の動作説明図である。図２（ａ）と同様の
、本発明の実施の形態１の電源装置のバランス式燃料電池１０１の燃料の供給量をパラメ
ータとした出力電流－出力電圧特性を示す。図２（ａ）と同じ曲線に同じ符号を付す。
　電源装置１００において、燃料電池１０１への燃料の供給量は０．１ｃｃ／ｍｉｎに制
御されている。燃料の供給量が０．１ｃｃ／ｍｉｎの場合、燃料電池１０１の最適な動作
点Ｐ０での出力電圧はＶ１、出力電流はＡ１である。演算部１２０は、電圧Ｖ１を設定電
圧（目標入力電圧）１３１に設定する。
【００２７】



(7) JP 4791689 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　燃料電池１０１の最適な動作点は、燃料の供給量によって一意に決まる。しかし、燃料
電池１０１を構成する燃料供給ポンプ（図示しない）に指示される燃料の供給量が一定で
あっても、電池温度、固体電解質膜の特性のバラツキ、個体電解質膜の経時劣化、燃料供
給ポンプの特性のバラツキなどの要因により、燃料電池１０１が発電するために実際に使
用する燃料の量は変動する。従って、燃料電池１０１の出力電流－出力電圧特性及び最適
な動作点は、時間変化する。
【００２８】
　燃料電池１０１が発電に使用する燃料の量が変化し、出力電流－出力電圧特性が曲線２
０１から曲線２０３に変化したとする。燃料電池１０１の出力電圧（設定電圧１３１）が
Ｖ１に設定されているので、燃料電池１０１の動作点は出力電流－出力電圧特性２０３上
の、動作点Ｐ１（電流Ｉｆｃ１、電圧Ｖ１）となる。演算部１２０は、電流検出部１０３
が検出した燃料電池１０１の出力電流Ｉｆｃ１での最適な設定電圧１３１を、電圧設定関
数２１０から算出し、電圧Ｖｒｅｆ１を新たな設定電圧１３１とする（動作点Ｐ２）。燃
料電池１０１の出力電圧がＶｒｅｆ１に設定されるので、燃料電池１０１の動作点は出力
電流－出力電圧特性２０３上の、動作点Ｐ３（電流Ｉｆｃ２、電圧Ｖｒｅｆ２）となる。
演算部１２０は、電流検出部１０３が検出した燃料電池１０１の出力電流Ｉｆｃ２での最
適な設定電圧１３１を、電圧設定関数２１０から算出し、電圧Ｖｒｅｆ２を新たな設定電
圧１３１とする（動作点Ｐ４）。燃料電池１０１の動作点は、Ｐ０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、
Ｐ４・・・のように推移し、出力電流－出力電圧特性２０３と電圧設定関数２１０の交点
Ｐｎ（電流Ｉｆｃｎ、電圧Ｖｒｅｆｎ）に収束する。動作点Ｐｎは、出力電流－出力電圧
特性２０３上での、燃料電池１０１の出力電力が最大となる最適な動作点である（電流Ｉ
ｆｃｎはＡ３と、電圧ＶｒｅｆｎはＶ３と同じ値である。）。
　なお、動作点が１点に収束しない場合、演算部１２０は表示部１５０にエラー表示を指
令する。表示部１５０は、エラーを表示する。
【００２９】
　実施の形態１の電源装置１００は、燃料電池１０１の発電条件の変動に、燃料電池１０
１の最適な動作点を追随させるので、常に燃料電池１０１から電力を最大限取り出すこと
ができる。即ち実施の形態１の電源装置１００は、常に所望の動作条件で動作する。
【００３０】
　実施の形態１の電源装置１００は、燃料電池１０１の出力電力が最大となる所望の動作
条件で動作する。これに代え、メタノール排出率が最小（又は、ごく微量）となる動作条
件で燃料電池１０１を動作させても良い。図２（ａ）及び（ｂ）において、燃料電池１０
１の出力電力が最大になる点より右側に動作点を設定した場合、燃料電池１０１の出力電
力は最大値ではないが、燃料電池１０１は微量のメタノールしか排出しない。出力電流－
出力電圧特性２０１、２０２及び２０３における、メタノール排出率がごく微量となる動
作点を補間した関数を、電圧設定関数とすれば良い。これにより、排出がクリーンな電源
装置を実現できる。
【００３１】
　メタノール排出率が所定値以下の条件で且つ燃料電池１０１から電力を最大限取り出す
ことができる動作条件で燃料電池１０１を動作させても良い。ＤＣ－ＤＣコンバータ１３
０の出力電力を一定とする動作条件で、燃料電池１０１を動作させても良い。
【００３２】
　電圧設定関数は、「所望の動作条件」によって、実施の形態１の電圧設定関数２１０と
は異なる関数となる（直線とは限らない）。
　電圧設定関数は、好ましくは予め実験によって燃料電池１０１を所望の動作条件で動作
させ、測定した数点のデータを補間して得られる関数である。
　演算部１２０は、電圧設定関数又は、数点の測定データを用いて設定電圧１３１を算出
する。従って、演算部１２０は、あらゆる燃料の供給量に対する最適な動作点のデータテ
ーブルを記憶する場合に比べ、小さなメモリしか必要とせず、安価な電源装置１００を実
現できる。
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　つまり、燃料電池の持つ出力電流ー出力電圧特性と演算部の所定の関数（少なくとも電
流を入力パラメータとする電圧設定関数。実施の形態１では電圧設定関数２１０。）との
交点が燃料電池の動作点になり、燃料電池の温度変化や、燃料供給量の変化など燃料電池
の動作条件が変動しても、その動作点を常に最適な点（燃料電池が排出する燃料量が最小
点又は、出力電力最大点、又は両者をバランスさせた動作点）に自動追尾することができ
る。
【００３３】
　なお、実施の形態１の燃料電池１０１に代えて、出力電力が発電条件によって変動する
他の発電装置を使用し、その発電装置における電圧設定関数（直線とは限らない）を用い
ても良い。
【００３４】
　実施の形態１の構成に代えて、以下の構成であっても良い。電圧検出部が燃料電池１０
１の出力電圧Ｖｆｃを検出する。演算部１２０は、燃料電池１０１の出力電圧Ｖｆｃに基
づいて（又は燃料の供給量及び出力電圧Ｖｆｃに基づいて）、燃料電池１０１の出力電力
が最大になるような燃料電池１０１の出力電流Ｉｆｃを算出し、その出力電流を新たな設
定電流（目標入力電流）１３１とする。誤差増幅器１３２は、設定電流（目標入力電流）
１３１とＤＣ－ＤＣコンバータ１３０の入力電流（即ち、燃料電池１０１の出力電流Ｉｆ
ｃ）とを比較し、その誤差成分に応じた制御信号（誤差信号）を出力する。電流制御部１
４０は、誤差信号に基づき、燃料電池１０１の出力電流が設定電流（目標入力電流）１３
１に近づくように（誤差信号の絶対値が小さくなるように）、出力電流を制御する。
【００３５】
《実施の形態２》
　図４、図５及び図６を用いて、本発明の実施の形態２の電源装置を説明する。図４にお
いて、４００は電源装置、１８０は二次電池、１９０は本体装置である。電源装置４００
は、太陽電池４０１、電圧検出部４０２、電流検出部４０３、演算部４２０、ＤＣ－ＤＣ
コンバータ４３０、表示部４５０を有する。本体装置１９０は、負荷１９１を有する。
【００３６】
　本体装置１９０は、自動計測装置である。二次電池１８０は、鉛蓄電池である。太陽電
池４０１は、光のエネルギーを電気エネルギーに直接変換する。太陽電池４０１は、出力
電力が最大となる動作点（受光量によって一意に決まる、出力電圧及び出力電流）で動作
している。即ち、実施の形態２の電源装置４００は、太陽電池４０１の出力電力が最大と
なる、所望の動作条件で動作する。
【００３７】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０は、設定電圧４３１（目標入力電流Ｉｒｅｆ）、誤差増幅
器４３２及び電流制御部４４０を有する。電流制御部４４０は、定電流源４４１を有する
。
　電流検出部４０３は、太陽電池４０１の出力電流Ｉｐｖを検出し、電流Ｉｐｖに対応す
る電圧信号を誤差増幅器４３２に出力する。ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０は、太陽電池４
０１の出力電流Ｉｐｖ（ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０の入力電流）が、目標入力電流Ｉｒ
ｅｆにできるだけ一致するように、その出力電流（ＤＣ－ＤＣコンバータの入力電流）を
制御する。即ち、太陽電池４０１は所定の出力電力（＝太陽電池４０１の出力電圧×その
出力電圧に対応した出力電流）を出力し、ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０は、太陽電池４０
１の出力電力を変換して、負荷１９１及び／又は二次電池１８０に供給する。ＤＣ－ＤＣ
コンバータ４３０の出力端子は二次電池１８０の出力端子と直接接続されており、ＤＣ－
ＤＣコンバータ４３０の出力電圧は、二次電池１８０の出力電圧（又は充電電圧）に一致
する（例えば二次電池１８０の出力電圧が８Ｖであれば、ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０の
出力電圧は８Ｖになる。）。
【００３８】
　電圧検出部４０２は、太陽電池４０１の出力電圧Ｖｐｖを検出し、演算部４２０に送信
する。演算部４２０は、太陽電池４０１の出力電圧Ｖｐｖに基づき、太陽電池４０１の出
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力電力が最大となる目標入力電流Ｉｒｅｆを算出し、設定電圧（目標入力電流に対応する
電圧）４３１を変更する。誤差増幅器４３２は、設定電圧（目標入力電流）４３１とＤＣ
－ＤＣコンバータ４３０の入力電流（即ち、太陽電池４０１の出力電流Ｉｐｖ）とを比較
し、その誤差成分に応じた制御信号（誤差信号）を出力する。定電流源４４１は、誤差信
号に基づき、太陽電池４０１の出力電流が目標入力電流に近づくように（誤差信号の絶対
値が小さくなるように）、出力電流を制御する。設定電圧４３１は、太陽電池４０１の目
標出力電流（即ち、ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０の目標入力電流）を設定するための目標
出力電流設定部として機能する。ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０の出力電圧をＶｏｕｔ（二
次電池１８０の出力電圧と等しい。）とする。
【００３９】
　電源装置４００は、太陽電池４０１が出力した電力を本体装置１９０に供給し、本体装
置１９０に電力を供給してもＤＣ－ＤＣコンバータ４３０から出力された電力が余る場合
、余りの電力で二次電池１８０を充電する。本体装置１９０に供給する電力が太陽電池４
０１から出力された電力だけでは足りない場合、二次電池１８０は不足分の電力を放電す
る。電源装置４００は、太陽電池４０１が出力した電力と二次電池１８０が放電した電力
とを合わせた電力を、本体装置１９０に供給する。二次電池１８０は、負荷１９１に供給
する電力の急激な変化を吸収する。
　表示部４５０は、太陽電池４０１の動作状態を表示する。
【００４０】
　図５及び図６を用いて、設定電圧４３１（目標入力電流）の設定方法について詳細に説
明する。図５（ａ）は、本発明の実施の形態２の電源装置の太陽電池の受光量をパラメー
タとする出力電圧－出力電流特性を示す図、図５（ｂ）は、本発明の実施の形態２の電源
装置の太陽電池の受光量をパラメータとする出力電圧－出力電力特性を示す図である。図
５（ａ）において、横軸は出力電圧（Ｖ）、縦軸は出力電流（Ａ）を表す。５０１、５０
２、５０３は、受光量がそれぞれ小、中、大の場合の出力電圧－出力電流特性を示す。図
５（ｂ）において、横軸は出力電圧（Ｖ）、縦軸は出力電力（Ｗ）を表す。５１１、５１
２、５１３は、受光量がそれぞれ小、中、大の場合の出力電圧－出力電力特性を表す。太
陽電池４０１の出力電圧－出力電流特性及び出力電圧－出力電力特性は、太陽電池４０１
に供給される受光量によって変化する。受光量がある値に決まれば、その受光量での出力
電圧－出力電流特性及び出力電圧－出力電力特性は一意に決まる。
【００４１】
　太陽電池４０１は、光強度の増加と共に、出力電流及び出力電圧が増加していく。また
、光強度が一定の場合、出力電圧が小さいうちは出力電流値がほぼ一定であり、出力電圧
が所定値を超えると出力電流が低下する。このため、出力電圧と出力電流の積である電力
が最大となる電流及び電圧が存在する。例えば、受光量が”小”の場合、出力電圧がＶ１
、出力電流がＡ１の時に出力電力が最大になり（出力電圧－出力電流特性５０１、出力電
圧－出力電力特性５１１）、受光量が”中”の場合、出力電圧がＶ２、出力電流がＡ２の
時に出力電力が最大になり（出力電圧－出力電流特性５０２、出力電圧－出力電力特性５
１２）、受光量が”大”の場合、出力電圧がＶ３、出力電流がＡ３の時に出力電力が最大
になる（出力電圧－出力電流特性５０３、出力電圧－出力電力特性５１３）。太陽電池４
０１の出力電力が最大となる、所望の動作条件を満たす動作点（以下、「最適な動作点」
と言う。）は、受光量によって一意に決まる。
【００４２】
　各受光量での、太陽電池４０１の最適な動作点における出力電圧及び出力電流（Ｖ１と
Ａ１、Ｖ２とＡ２、Ｖ３とＡ３）は、実験により予め測定されるデータである。太陽電池
４０１の、任意の受光量での最適な動作点は、図５（ａ）の計測電圧をパラメータとする
電流設定関数５１０（以下、「電流設定関数５１０」と言う。）の上に載る。電流設定関
数５１０は、実験データを直線補間して得られる関数である。演算部５２０は、電流設定
関数５１０の傾き及び切片を記憶している。
【００４３】
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　以上のように構成される実施の形態２の電源装置４００の動作を、図６を用いて具体的
に説明する。図６は、実施の形態２の電源装置の動作説明図である。図５（ａ）と同様の
、本発明の実施の形態２の電源装置の太陽電池の受光量をパラメータとする出力電流－出
力電圧特性を示す。図５（ａ）と同じ曲線に同じ符号を付す。
　電源装置４００の初期の動作点をＰ０（出力電圧Ｖ２、出力電流Ａ２）とする。動作点
Ｐ０は、受光量が”中”の時の太陽電池４０１の最適動作点である。目標入力電流Ｉｒｅ
ｆは、Ａ２に設定されている。
【００４４】
　太陽電池４０１の出力電力は、受光量、温度等の要因によって変化する。受光量が変化
し、出力電圧－出力電流特性が曲線５０２から曲線５０３に変化したとする。太陽電池４
０１の出力電流（設定電圧４３１）がＡ２に設定されているので、太陽電池４０１の動作
点は、出力電圧－出力電流特性５０３上の、動作点Ｐ１（電圧Ｖｐｖ１、電流Ａ２）とな
る。演算部４２０は、電圧検出部４０２が検出した太陽電池４０１の出力電圧Ｖｐｖ１で
の最適な設定電圧１３１（目標入力電流）を、電流設定関数５１０から算出し、電流Ｉｒ
ｅｆ１を新たな目標入力電流とする（動作点Ｐ２）。太陽電池４０１の出力電流がＩｒｅ
ｆ１に設定されるので、太陽電池４０１の動作点は、出力電圧－出力電流特性５０３上の
、動作点Ｐ３（電圧Ｖｐｖ２、電流Ｉｒｅｆ１）となる。演算部４２０は、電圧検出部４
０２が検出した太陽電池４０１の出力電圧Ｖｐｖ２での最適な設定電圧１３１（目標入力
電流）を、電流設定関数５１０から算出し、電流Ｉｒｅｆ２を新たな目標入力電流とする
（動作点Ｐ４）。太陽電池４０１の動作点は、Ｐ０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４・・・のよ
うに推移し、出力電圧－出力電流特性５０３と電流設定関数５１０の交点Ｐｎ（電流Ｉｒ
ｅｆｎ、電圧Ｖｐｖｎ）に収束する。動作点Ｐｎは、太陽電池４０１の出力電力が最大と
なる最適な動作点である（電流ＩｒｅｆｎはＡ３と、電圧ＶｐｖｎはＶ３と同じ値である
。）。
　なお、動作点が１点に収束しない場合、演算部４２０は表示部４５０にエラー表示を指
令する。表示部４５０は、エラーを表示する。
【００４５】
　　実施の形態２の電源装置４００は、発電条件の変動に、太陽電池４０１の最適な動作
点を追随させるので、常に太陽電池４０１から電力を最大限取り出すことができる。即ち
実施の形態２の電源装置４００は、常に所望の動作条件で動作する。
　つまり、太陽電池の持つ出力電流－出力電圧特性と演算部の所定の関数（少なくとも電
流を入力パラメータとする電圧設定関数又は少なくとも電圧を入力パラメータとする電流
設定関数。実施の形態２では電流設定関数５１０。）との交点が太陽電池の動作点になり
、太陽電池の受光強度や温度などの発電装置の動作条件が変動しても、その動作点を常に
出力電力が最大になる点に自動追尾することができる。
　実施の形態２では、太陽電池４０１の出力電力が最大となる所望の動作条件で動作する
。これに代え、ＤＣ－ＤＣコンバータ４３０の出力電力を一定とする動作条件で、太陽電
池４０１を動作させても良い。
【００４６】
　電流設定関数は、「所望の動作条件」によって、実施の形態２の電流設定関数５１０と
は異なる関数となる（直線とは限らない）。
　電流設定関数は、好ましくは予め実験によって太陽電池４０１を所望の動作条件で動作
させ、測定した数点のデータを補間して得られる関数である。
　演算部４２０は、電流設定関数又は、数点の測定データを用いて設定電圧４３１を算出
する。従って、演算部４２０は、受光量に対する最適な動作点のデータテーブルを記憶す
る場合に比べ、小さなメモリしか必要とせず、安価な電源装置４００を実現できる。
【００４７】
　なお、実施の形態２の太陽電池４０１に代えて、出力電力が発電条件によって変動する
他の発電装置を使用し、その発電装置における電流設定関数（直線とは限らない）を用い
ても良い。
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　実施の形態２の構成に代えて、以下の構成であっても良い。電圧検出部が太陽電池４０
１の出力電圧Ｖｐｖを検出する。演算部４２０は、出力電圧Ｖｐｖに基づいて、太陽電池
４０１の出力電力が最大になるような太陽電池４０１の出力電流Ｉｐｖを算出し、その出
力電流を新たな設定電流（目標入力電流）４３１とする。誤差増幅器４３２は、設定電流
（目標入力電流）４３１とＤＣ－ＤＣコンバータ４３０の入力電流（即ち、太陽電池４０
１の出力電流Ｉｐｖ）とを比較し、その誤差成分に応じた制御信号（誤差信号）を出力す
る。電流制御部４４０は、誤差信号に基づき、太陽電池４０１の出力電流が設定電流（目
標入力電流）４３１に近づくように（誤差信号の絶対値が小さくなるように）、出力電流
を制御する。
【００４９】
　実施の形態１及び実施の形態２において、二次電池１８０は、ニッケルカドミウム蓄電
池、ニッケル水素蓄電池などの他の二次電池又は商用交流電力を直流電力に変換した電力
でも良い。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の電源装置は、燃料電池、太陽電池等の発電装置を有する汎用の電源装置として
有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】実施の形態１の電源装置の構成を示すブロック図
【図２】図２（ａ）は、本発明の実施の形態１の電源装置のバランス式燃料電池の燃料の
供給量をパラメータとする出力電流－出力電圧特性、出力電流－メタノール排出率特性を
示す図、図２（ｂ）は、本発明の実施の形態１の電源装置のバランス式燃料電池の燃料の
供給量をパラメータとする出力電圧－出力電力特性を示す図
【図３】実施の形態１の電源装置の動作説明図
【図４】実施の形態２の電源装置の構成を示すブロック図
【図５】図５（ａ）は、本発明の実施の形態２の電源装置の太陽電池の受光量をパラメー
タとする出力電圧－出力電流特性を示す図、図５（ｂ）は、本発明の実施の形態２の電源
装置の太陽電池の受光量をパラメータとする出力電圧－出力電力特性を示す図
【図６】実施の形態２の電源装置の動作説明図
【符号の説明】
【００５２】
　１００、４００　電源装置
　１０１　　　　　燃料電池
　１０３、４０３　電流検出部
　１２０、４２０　演算部
　１３０、４３０　ＤＣ－ＤＣコンバータ
　１３１　　　　　設定電圧（目標入力電圧）
　１３２、４３２　誤差増幅器
　１４０、４４０　電流制御部
　１４１、４４１　定電流源
　１５０、４５０　表示部
　１８０　　　　　二次電池
　１９０　　　　　本体装置
　１９１　　　　　負荷
　４０１　　　　　太陽電池
　４０２　　　　　電圧検出部
　４３１　　　　　設定電圧（目標入力電流）
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