
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
太陽電池が発電する直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナであって、
前記太陽電池の電圧調整を行なう電圧調整手段と、
前記電圧調整手段の出力を入力として、交流電力に変換するインバータとを備え、
前記インバータおよび電圧調整手段はそれぞれに制御回路および電源回路を備え、ユニッ
ト化したインバータユニットと電圧調整ユニットとして内部に配置したことを特徴とする
、太陽光発電システム用パワーコンディショナ。
【請求項２】
さらに、前記各ユニット間で信号を通信する手段を備えたことを特徴とする、請求項１に
記載の太陽光発電システム用パワーコンディショナ。
【請求項３】
前記電圧調整ユニットの電源回路は個々の電圧調整ユニットの入力部分より供給し、
前記インバータユニットの電源回路は各電圧調整ユニットの入力部を、ダイオードを介し
接続した点より供給することを特徴とする、請求項１に記載の太陽光発電システム用パワ
ーコンディショナ。
【請求項４】
前記パワーコンディショナの入力電圧の検出は、各電圧調整ユニットの入力部を、ダイオ
ードを介し接続した点で検出することを特徴とする、請求項１に記載の太陽光発電システ
ム用パワーコンディショナ。
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【請求項５】
前記各電圧調整ユニットの入力部分の短絡故障の検出をインバータユニットにより各電圧
調整ユニットの温度上昇により検出することを特徴とする、請求項１に記載の太陽光発電
システム用パワーコンディショナ。
【請求項６】
前記インバータユニットは、表示，操作部を含むユーザインタフェース機能あるいは、遠
隔操作可能なリモートコントローラとのインタフェースを備えていることを特徴とする、
請求項１に記載の太陽光発電システム用パワーコンディショナ。
【請求項７】
前記表示は各電圧調整ユニットの情報，インバータユニットの情報を表示することを特徴
とする、請求項１に記載の太陽光発電システム用パワーコンディショナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は太陽光発電システム用パワーコンディショナに関し、特に、太陽電池から電力
を受け、交流電力に変換するパワーコンディショナに関する。
【０００２】
【従来の技術】
太陽電池は太陽光が照射されている限り、直流電源として動作し、直流電力を出力する。
太陽電池は２次電池など他のエネルギー源を介在しなくてもそれのみで直流電力を出力で
き、有害な物質を排出しないため、シンプルでクリーンなエネルギー源として知られてい
る。
【０００３】
従来の太陽光発電システムにおいては、複数枚の太陽電池モジュールを直列に接続してス
トリングとし、さらに、複数のストリングを並列に接続して、太陽電池アレイを構成し、
この太陽電池が発生する直流電力はパワーコンディショナにおいて交流電力に変換され、
一般交流負荷、あるいは既存の商用電力系統に電力が供給される。パワーコンディショナ
においては、複数の太陽電池ストリングが接続機能を有した外部装置である接続箱を介し
て接続される。
【０００４】
また、太陽電池アレイには直列接続された標準枚数の太陽電池モジュールで構成された標
準太陽電池ストリングと直列接続された標準枚数未満の太陽電池モジュールで構成された
非標準的なストリングが含まれる。
【０００５】
たとえば、住宅の屋根上に太陽電池アレイを設置する場合、屋根の形状や面積によっては
日射量の最も多い屋根の南面だけに太陽電池モジュールを配置して、太陽電池アレイを構
成することができない場合がある。屋根の南面に配置されなかった太陽電池モジュールは
屋根の西面，東面にも配置されて太陽電池ストリングを構成したり、屋根の南面の主要部
上に太陽電池モジュールを配置した後の周辺の残余領域に配置された小型の太陽電池モジ
ュールをも含めて太陽電池ストリングが構成される場合などがある。すなわち、いくつか
の太陽電池ストリングに含まれる太陽電池モジュールの直列枚数が他の太陽電池ストリン
グに比べて異なる場合があり、その場合、太陽電池ストリング間で出力電圧が異なること
になる。
【０００６】
標準直列枚数の太陽電池モジュールを構成される太陽電池ストリングと、標準直列枚数未
満の太陽電池モジュールで構成される太陽電池ストリングとがパワーコンディショナに並
列に接続される場合、それぞれの最大電力となる動作電圧が異なるため、合成される電圧
－電力特性に基づいて、パワーコンディショナが最大電力点追従制御を行っても、それぞ
れの最大電力を足し合わした電力を出力されず、太陽電池の発電電力を最大限有効活用で
きない。このような場合、パワーコンディショナの前段に昇圧ユニットを設け、標準直列
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枚数未満の太陽電池ストリングの出力電圧を標準直列枚数の太陽電池に合わせることによ
り、太陽電池の発電電力の有効活用が可能となる。
【０００７】
図３は、そのような太陽光発電システムの構成を示す回路ブロック図であり、図４は図３
に示した昇圧制御部の具体的なブロック図である。
【０００８】
図３において、この太陽光発電システムは、標準太陽電池ストリング３１ａ，非標準太陽
電池ストリング３１ｂ，昇圧ユニット３２，接続箱４０，パワーコンディショナ４５を備
える。図３には図面の簡略化のために２つの太陽電池ストリングのみが示されているが、
通常はさらに多くの太陽電池ストリングが含まれることは言うまでもない。
【０００９】
標準太陽電池ストリング３１ａは接続箱４０を介してパワーコンディショナ４５に接続さ
れ、他方、非標準太陽電池ストリング３１ｂは昇圧ユニット３２および接続箱４０を介し
てパワーコンディショナ４５に接続される。
【００１０】
昇圧ユニット３２は昇圧回路，ゲートドライブ回路，制御回路，電源回路を含み、昇圧回
路３３はリアクトル３４，トランジスタ３５，ダイオード３６，３７，コンデンサ３８で
昇圧チョッパ回路を構成している。電源回路は昇圧ユニット入力より、ゲートドライブ回
路，制御回路に必要な電源電圧を作り各回路に供給する。制御回路は、予め設定された昇
圧比に応じて、昇圧回路のトランジスタのＯＮ／ＯＦＦ信号作成し、ゲートドライブ回路
に出力する。制御回路は昇圧ユニットの回路保護機能，起動停止制御などを行なう。ゲー
トドライブ回路部は制御回路部により、出力されたＯＮ／ＯＦＦ信号に基づき、昇圧回路
のトランジスタを駆動する。
【００１１】
昇圧制御部３９は、図４に示すように、昇圧比設定部５１、信号設定演算部５２、三角波
発生部５３、信号比較部５４およびゲートドライブ部５５を含む。昇圧比設定部５１は、
標準太陽電池ストリング３１ａに含まれる太陽電池モジュール数ｎ１と非標準太陽電池ス
トリング３１ｂに含まれる太陽電池モジュール数ｎ２との比すなわち昇圧比ｎ１／ｎ２を
設定する。昇圧比設定部５１には、昇圧比を切換えるための切換スイッチが設けられてお
り、予め太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂに合せて切換スイッチを手動的に切換えるこ
とにより、昇圧比が設定される。
【００１２】
昇圧比設定部５１で設定された昇圧比に基づいて信号設定演算部５２で生成された信号設
定値Ｖｔと三角波発生部５３で生成された０からＶｄの振幅値をとる三角波信号φＴとが
信号比較部５４で比較される。信号比較部５４は、信号設定値Ｖｔが三角波信号φＴのレ
ベルよりも高い時にゲートオフレベルを出力してＰＷＭ（パルス幅変調）制御を行なう。
信号比較部５４の出力パルス信号ＰＳは、ゲートドライブ部５５を介してスイッチングト
ランジスタ３５のゲートに入力される。
【００１３】
接続箱４０はパワーコンディショナ４５側から太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂ側への
電流の逆流を防止するための逆流防止ダイオード４１，４２と、太陽電池ストリング３１
ａ，３１ｂ側からパワーコンディショナ４５側に落雷時の雷サージが侵入するのを防ぐた
めに雷サージアブソーバ４３と、太陽電池側ストリング３１ａ，３１ｂとパワーコンディ
ショナ４５側を接続・解列するブレーカ４４とを含む。
【００１４】
パワーコンディショナ４５は、主回路としてのインバータ部と、ゲートドライブ回路と、
制御回路と、表示部および操作部を備え、それら各部に必要な電力を供給する電源回路部
により構成される。そして、パワーコンディショナ４５は、接続箱４０を介して与えられ
た直流電力を商用電力系統と同一の位相および周波数５０／６０Ｈｚをもつ交流電力に変
換して商用電力系統４６に供給するようになっている。インバータ部では、接続箱を介し
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て各太陽電池ストリングの合成された直流電力をＩＧＢＴなどのスイッチングデバイスに
より、スイッチングを行い、交流電力に変換する。インバータ駆動回路はスイッチングデ
バイスをＯＮ／ＯＦＦさせる回路であり、ＯＮ／ＯＦＦさせるタイミングなどスイッチン
グ制御および起動，停止などシステム制御を制御回路で行なう。また、制御回路はユーザ
インタフェースである運転状況、発電電力の表示を行なう表示部，操作部の制御を行なう
。電源回路はインバータ部の入力部分より取出し、各回路への電源は電源回路にて適当な
電源電圧に変換され、供給される。
【００１５】
次に、この太陽光発電システムの動作について説明する。図５は標準太陽電池ストリング
３１ａおよび非標準太陽電池ストリング３１ｂの出力特性の一例を示す図である。図５に
おいて、横軸は太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの出力電圧Ｖを示し、縦軸は太陽電池
ストリング３１ａ，３１ｂの出力電力Ｐを示している。標準太陽電池ストリング３１ａの
太陽電池モジュールの数ｎ１は、非標準太陽電池ストリング３１ｂの太陽電池モジュール
の数ｎ２よりも多いので、標準太陽電池ストリング３１ａの最大出力電力Ｐａおよび最大
出力時の動作電圧Ｖａは、非標準太陽電池ストリング３１ｂの最大出力電力Ｐｂおよび最
大出力時の動作電圧Ｖｂより大きくなっている。（Ｐａ＞Ｐｂ，Ｖａ＞Ｖｂ）
図６は、標準太陽電池ストリング３１ａおよび非標準太陽電池ストリング３１ｂの出力特
性を合成した特性を示す図である。合成した出力特性では出力電圧がＶｂのときに出力電
力が最大値Ｐａ＋α（＜Ｐａ＋Ｐｂ）となる。昇圧ユニットを用いない場合は太陽電池ス
トリング３１ａ，３１ｂの電力はこの特性でパワーコンディショナに入力される。この場
合は、標準太陽電池ストリング３１ａと非標準太陽電池ストリング３１ｂでは、最大電力
Ｐａ，Ｐｂを出力する電圧Ｖａ，Ｖｂが異なるため、それぞれの最大電力Ｐａ，Ｐｂを足
しあわせた電力Ｐａ＋Ｐｂが出力されず、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの出力電力
を最大限有効に活用することはできない。
【００１６】
昇圧ユニット３２を用いると図７に示すように非標準太陽電池ストリング３１ｂの最大電
力Ｐｂ出力時の電圧を標準太陽電池ストリング３１ａの最大電力Ｐａ出力時の電圧Ｖａに
一致させることができる。これにより、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの最大電力Ｐ
ａ，Ｐｂを足しあわせたＰａ＋Ｐｂを出力することが可能となり、太陽電池ストリング３
１ａ，３１ｂの出力電力を最大限有効に活用することが可能となる。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の太陽光発電システムでは、標準太陽電池ストリング３１ａの太陽電池モジ
ュール数ｎ１と非標準太陽電池ストリング３１ｂの太陽電池モジュール数ｎ２とに基づい
て、昇圧ユニット３２の昇圧比ｎ１／ｎ２をシステム設置時に予め設定する必要があり、
設置時の作業が煩雑となる。
【００１８】
また、太陽電池モジュールは種類により、太陽電池セル数が異なり、出力電圧も異なる。
太陽電池モジュールの種類およびその太陽電池モジュールの直列枚数の組み合わせすべて
に対応するには、予め、設定値（昇圧比）を多く準備しておく必要があり、さらに、設置
時に太陽電池のアレイ構成を確認し、その設定値から最適な値を設定することは非常に煩
雑となる。
【００１９】
また、太陽電池モジュールの種類および直列枚数の組み合わせに対して最適な昇圧比を設
定した場合においても、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂ間の電圧比が常に一定という
わけではない。たとえば、太陽電池ストリング３１ａと３１ｂの設置方向が異なっており
、日射や影の影響で非太陽電池ストリング３１ｂの素子温度のがＴｓからＴｓ’に変化し
た場合は図８に示すように、非太陽電池ストリング３１ｂの出力特性も変化する。図８で
は非標準太陽電池ストリング３１ｂの最大出力電力がＰｂからＰｂ’に低下し、最大出力
時の電圧がＶｂからＶｂ’に低下した状態が示される。この場合は図９に示すように、昇
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圧後の非標準太陽電池ストリング３１ｂの出力電圧Ｖａ’は標準太陽電池ストリング３１
ａの出力電圧Ｖａよりも低くなり、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの発電電力を最大
限有効に活用するとができない。
【００２０】
また、昇圧ユニット３２の昇圧比の設定値を各太陽電池モジュールの種類および直列枚数
の組み合わせ毎の細かい設定値ではなく、代表的な昇圧比で近似した場合，設定値を多く
準備する必要がなく、設定時の作業も比較的煩雑ではないが、設定した昇圧比では最大電
力となる動作電圧が異なり、それぞれの最大電力を足し合わした電力を出力されず、太陽
電池ストリング３１ａ，３１ｂの発電電力を最大限有効に活用することはできない。
【００２１】
それゆえに、この発明の主たる目的は、異なる出力電圧を有する複数の太陽電池ストリン
グを簡略に商用系統電源に連系させることができ、かつそれら太陽電池ストリングの最大
電力の効率的利用を可能ならしめることである。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
この発明は太陽電池が発電する直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナであ
って、太陽電池の電圧調整を行なう電圧調整手段と、電圧調整手段の出力を入力として、
交流電力に変換するインバータとを備え、インバータおよび電圧調整手段はそれぞれに制
御回路および電源回路を備え、ユニット化したインバータユニットと電圧調整ユニットと
して内部に配置したことを特徴とする。
【００２３】
これにより、直列数の異なる太陽電池ストリングを構成しても、各太陽電池ストリング毎
に最大電力追従制御を行なうことが可能となり、日射条件に応じた太陽電池発電電力を有
効に活用できる。
【００２４】
さらに、各ユニット間で信号を通信する手段を備えたことを特徴とする。
また、電圧調整ユニットの電源回路は個々の電圧調整ユニットの入力部分より供給し、イ
ンバータユニットの電源回路は各電圧調整ユニットの入力部を、ダイオードを介し接続し
た点より供給することを特徴とする。
【００２５】
また、パワーコンディショナの入力電圧の検出は、各電圧調整ユニットの入力部を、ダイ
オードを介し接続した点で検出することを特徴とする。
【００２６】
各電圧調整ユニットの入力部分の短絡故障の検出をインバータユニットにより各電圧調整
ユニットの温度上昇により検出することを特徴とする。
【００２７】
さらに、インバータユニットは、表示，操作部を含むユーザインタフェース機能あるいは
、遠隔操作可能なリモートコントローラとのインタフェースを備えていることを特徴とす
る。
【００２８】
また、表示は各電圧調整ユニットの情報，インバータユニットの情報を表示することを特
徴とする。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
【００３０】
図１はこの発明の一実施形態における太陽光発電システム用の構成を示すブロック図であ
る。図１において、この太陽光発電システムは、直列数の異なる複数の太陽電池ストリン
グ３１ａ，３１ｂと、パワーコンディショナ１０を備える。
【００３１】
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パワーコンディショナ１０は電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂ、インバータユニット１２
およびリモートコントローラ１３を備える。電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂと、インバ
ータユニット１２との間はバスバー２１，２２で接続される。
【００３２】
図１には、図面簡略のため、電圧調整ユニットは電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの２ユ
ニットのみが示されているが、太陽光発電システム上、太陽電池ストリング数に応じて、
ユニット数が決められることとなる。
【００３３】
電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂは入力端子部１０１，入力スイッチ１０２，ＤＣ－ＤＣ
コンバータ１０３，電源回路１０４，制御回路１０５，ゲート駆動回路１０６，入力電圧
検出器１０７，入力電流検出器１０８，出力過電圧検出器１０９を備える。
【００３４】
ＤＣ－ＤＣコンバータ１０３の一例を図２に示す。ＤＣ－ＤＣコンバータ１０３は、スイ
ッチング素子であるＩＧＢＴ１７と、リーケージトランス２５と、共振コンデンサ２６と
、倍電圧整流用ダイオード２７，２８，コンデンサ２９と、出力バッファコンデンサ１９
とで構成される。ゲート駆動回路１０６は制御回路１０５からの制御信号を受け、スイッ
チング素子を駆動する回路である。制御回路１０５はＤＣ－ＤＣコンバータ１０３の電力
制御をはじめ、各ユニット間との通信などの制御を行なう。電源回路１０４は電圧調整ユ
ニット１０ｂに接続された太陽電池ストリング３１ｂからの電力をゲート駆動回路１０６
，制御回路１０５に供給する。
【００３５】
その他、入力スイッチ１０２よりダイオード１１０を介して、インバータユニット１２へ
の電源供給および入力電圧検出用の２個のコネクタ１１１，１１２を備える。さらに、制
御回路１０５から各ユニット間で通信するための通信用コネクタ１１３を備える。また、
ＤＣ－ＤＣコンバータ１０３には温度異常検出用には温度ヒューズを備え、インバータユ
ニット１２に信号出力する。
【００３６】
一方、インバータユニット１２は、インバータ回路１２１，電源回路１２２，制御回路１
２３，ゲート駆動回路１２４，インバータユニット入力電圧検出器１２５，出力電流検出
器１２６，系統電圧検出器１２７，連系リレー１２８，出力端子部１２９，パワーコンデ
ィショナ入力電圧検出器１３０を備える。
【００３７】
インバータ回路１２１は複数のスイッチング素子を含むモジュールであるＩＰＭと、フィ
ルタであるリアクトルおよびコンデンサで構成される。ゲート駆動回路１２４は制御回路
１２３からの制御信号を受け、スイッチング素子を駆動する。制御回路１２３は出力電流
制御，保護制御，各ユニット間との通信と、リモコン通信制御パワーコンディショナのシ
ステム制御を行なう。電源回路１２２はパワーコンディショナ１０に接続された太陽電池
ストリングからの電力をゲート駆動回路１２４と、制御回路１２３と、リモートコントロ
ーラ１３とに供給する。
【００３８】
リモートコントローラ１３は詳細には図示しないが、本体との通信回路，制御マイコン，
表示部，操作スイッチを有し、操作スイッチは運転・停止切換，表示項目切換を備える。
【００３９】
次に、各ユニットの電源供給について説明する。電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂは、直
接接続された太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂを入力とし、日射量の増大により、接続
された太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの電圧が規定電圧以上となった場合、電源回路
１０４が起動して制御回路１０５とゲート駆動回路１０６とに電源を供給する。日射量が
持続して太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂが発電している間は電源を供給し続ける。ま
た、日射量減少により、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの電圧が規定値以下となった
場合、電源は停止する。
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【００４０】
一方、インバータユニット１２は、各電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの入力をダイオー
ドを介して接続し、電源回路１２２の入力とする。日射量増大により、いずれかの太陽電
池ストリングの電圧が規定電圧以上となった場合、電源回路１２２が起動して制御回路１
２３とゲート駆動回路１２４とに電源を供給する。この際、接続された太陽電池ストリン
グ３１ａ，３１ｂのすべての電圧が規定値以上となる必要はない。日射量が持続し、太陽
電池ストリング３１ａ，３１ｂが発電している間は電源を供給し続ける。また、日射量減
少により、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの電圧が規定値以下となった場合、電源は
停止する。この際、接続された太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂのすべての電圧が規定
値以下となるまで、動作し続ける。
【００４１】
次に、各ユニットの運転動作の起動および停止について説明する。上記電源回路が動作し
ているものとして説明する。電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂは、直接接続された太陽電
池ストリング３１ａ，３１ｂの電圧を検出し、規定値以上となると、スイッチング動作を
開始し、運転する。また、太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの電圧が規定値以下となる
とスイッチング動作を停止する。
【００４２】
一方、インバータユニット１２は、系統電源が正常であること、また、パワーコンディシ
ョナに異常がない状態において、パワーコンディショナ入力電圧として、各電圧調整ユニ
ット１０ａ，１０ｂの入力をダイオードを介して接続した点の電圧を検出し、該電圧が規
定値以上であること、さらに、インバータユニット１２の入力電圧を検出して規定値以上
あると、連系リレーを投入してスイッチング動作を開始し、連系運転を開始する。
【００４３】
通常、連系運転開始に必要なインバータユニット１２の入力電圧規定値は、系統電源電圧
ピーク電圧以上としている。規定値以下の場合、連系リレー１２８を投入した際に系統電
源より、インバータユニット１２を介して電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの出力部の電
解コンデンサに流れ込む突入電流が大きくなり好ましくない、悪くすればパワーコンディ
ショナ１０の過電流保護機能が作動するレベルとなり運転できない。
【００４４】
停止については、接続された太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂのすべての電圧が規定値
以下となるとスイッチング動作を停止する。連系リレー１２８については、インバータユ
ニット１２の電源停止とともに解列する。
【００４５】
次に、連系運転動作について説明する。電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂは制御回路１０
５で、入力電流検出器１０８で検出される入力電流値と、入力電圧検出器１０７で検出さ
れる入力電圧値とにより入力電力を演算し、この入力電力が最大となるよう目標入力電圧
設定値を変化させる。また、入力電圧値を、目標入力電圧設定値と一致するようにゲート
パルス信号を作成し、また、出力過電圧検出器１０９により出力電圧の最大規定電圧を超
える場合は、ゲートがＯＦＦする信号を作成し、その信号によりゲート駆動回路１０６で
スイッチング素子を駆動する。
【００４６】
一方、インバータユニット１２は各電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの出力が並列接続さ
れて入力されている。制御回路１２３は、入力電圧検出器１３０で検出されたインバータ
入力電圧が予め規定した入力動作規定電圧になるよう制御する。すなわち、入力電圧が入
力動作規定電圧より大きい場合は目標出力電流設定値を増加させるよう制御し、入力電圧
が入力動作規定電圧より小さい場合は目標出力電流設定値を減少させるよう制御する。ま
た、系統電圧検出器１２７で系統電源電圧を検出し、制御回路１２３は系統電源電圧と同
期し、同位相となるよう出力電流波形を制御する。制御回路１２３は、出力電流検出器１
２６により出力電流を検出し、出力電流目標設定値と一致するように振幅を制御し、さら
にゲートパルスを作成し、該信号によりゲート駆動回路１２４でスイッチング素子を駆動
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する。
【００４７】
次に、保護および異常時の動作を説明する。複数ある電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの
うちのいずれかの電圧調整ユニットのスイッチング素子であるＩＧＢＴが短絡故障した場
合、該当する電圧調整ユニットには、接続された太陽電池ストリングから電流が流れ込み
、日射があっても電源回路１０４から電源を供給できなくなる。一方、故障したＩＧＢＴ
は太陽電池ストリングから流れ込む電流により温度上昇する。インバータユニット１２は
温度上昇異常を検出し、該当する電圧調整ユニットの入力スイッチを解列し、短絡電流を
止める。
【００４８】
電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの出力過電圧検出回路１０９の故障により、最大規定電
圧を超えてゲート信号がＯＦＦできなくなった場合、電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの
ダイオードあるいは電解コンデンサ，インバータユニットのＩＰＭの耐圧を超え、さらに
故障箇所が増加する恐れがある。電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂの出力はインバータユ
ニット１２に接続されており、インバータユニット１２において、インバータユニット入
力電圧を検出しているため、インバータユニット１２においても、過電圧が検出可能とな
る。インバータユニット１２にて、該箇所の過電圧を検出した場合、各電圧調整ユニット
１０ａ，１０ｂに対して動作を禁止するように通信信号を出力する。
【００４９】
パワーコンディショナ１０に規定以上電圧が印加された場合、インバータユニット１２に
おいて、パワーコンディショナ入力電圧検出器１２５により検出し、インバータユニット
１２の制御回路１２３でインバータを停止するとともに、各電圧調整ユニット１０ａ，１
０ｂにユニット間通信で異常信号を出力し、各電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂを停止す
る。また、機器を損傷する恐れがある場合は、インバータユニット１２の制御回路１２３
から入力ブレーカを解列する。
【００５０】
その他の異常により、電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂが運転できない場合、エラー信号
を通信手段により出力し、他ユニットはエラー信号により運転停止することができる。ま
た、エラー信号の種類により、各ユニットが動作可能な場合は、その他電圧調整ユニット
１０ａ，１０ｂおよびインバータユニット１２を運転させる。ただし、動作できないユニ
ットを含んでいることを、リモートコントローラ１３に表示してユーザーに知らせる。
【００５１】
次に、各ユニット間通信について説明する。正常あるいは、異常を通信する場合、エラー
信号を出力することにより他のユニットに異常を知らせ、他の電圧調整ユニットはスイッ
チングを停止する。また、インバータユニット１２は連系運転を停止し、リモートコント
ローラ１３に状態表示し、ユーザーに知らせる。通信回路の一例を図に示す。
【００５２】
また、各ユニット間で運転状態・電力情報を通信する場合、インバータユニット１２をホ
ストとし、各電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂに要求信号を出力し、各電圧調整ユニット
１０ａ，１０ｂは、運転状態および出力電力データを返信する。運転状態が異常の場合、
出力電力ではなく、異常の内容を示すコードを送信する。また、インバータユニットで異
常を検出した場合、あるいは電圧調整ユニットより、異常情報を受信し、他の電圧調整ユ
ニットを停止する必要がある場合、各電圧調整ユニット１０ａ，１０ｂにエラー信号を出
力し、各電圧調整ユニットは停止する。
【００５３】
次に、表示について説明する。リモートコントローラ１３の表示部には運転状態（運転・
停止），運転時電力，設置からの積算電力量，ある期間内の期間電力量，ニ酸化炭素削減
量換算値，異常停止した場合の状態を表わすエラーコード，運転時の電力表示はパワーコ
ンディショナ１０の出力電力および各太陽電池ストリング３１ａ，３１ｂの発電電力（電
圧調整ユニットの入力電力）を含む。各表示内容は操作キーでユーザーが任意で切換える
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、あるいは一定時間毎に自動で切換る。
【００５４】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【００５５】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、パワーコンディショナに接続されているすべての太陽
電池ストリングの特性が異なっていても、それぞれの特性に応じて最大出力を取出すこと
が可能となり、システムとして太陽電池発電電力を有効に活用できる。すなわち、直列数
の異なる太陽電池ストリングを構成しても、各太陽電池ストリング毎に最大電力追従制御
を行なうことが可能となり、日射条件に応じた太陽電池発電電力を有効に活用できる。
【００５６】
また、設置する太陽電池ストリング数に応じて内部の電圧調整ユニットを配置することが
可能となり、システム容量に応じた機器が容易に製作できる。
【００５７】
各ユニット毎に電源回路，制御回路を備えることにより、各電圧調整ユニットは最大電力
追従制御および出力過電圧保護を行ない、インバータユニットは入力電圧および出力電流
制御を行なうことで各ユニットが独立動作し、パワーコンディショナ運転が可能となる。
【００５８】
インバータユニットの電源回路を電圧調整ユニット出力からではなく、電圧調整ユニット
入力からダイオード接続を介して供給することにより、太陽電池は発電しているにもかか
わらず、電圧調整ユニットが異常などで動作できない場合においても、インバータユニッ
トには電源回路が動作するため、異常状態を検出できる。また、リモートコントローラへ
情報を表示し、ユーザーに知らせることがができる。
【００５９】
また、各ユニット間で通信を行なうことにより、通常、ユニットは独立して動作している
が、異常発生時には、異常状態を検出して保護動作を確実に行なうことが可能となる。ま
た、メイン制御を担うインバータユニットがリモートコントローラの通信制御を行なうこ
とにより、各ユニットを集中管理でき、通常時は、各ユニットの発電電力などを表示し、
異常時には異常情報を表示することができる。
【００６０】
また、複数ある電圧調整ユニットのうちのいずれかの電圧調整ユニットのスイッチング素
子であるＩＧＢＴが短絡故障した場合、該当する電圧調整ユニットは電源を喪失するため
、短絡故障している電圧調整ユニットを検出しおよび通信できなくなるが、インバータユ
ニットには他の太陽電池ストリング電源供給され、インバータユニットでＩＧＢＴの温度
上昇を検出するため、短絡状態を検出できるので、保護動作および情報表示が可能となる
。
【００６１】
また、インバータユニットでパワーコンディショナ入力電圧を検出することにより、入力
不足電圧および入力過電圧保護動作ができる。不足電圧の場合、すべての太陽電池ストリ
ングの電圧が規定値以下を検出し、過電圧の場合にはいずれか１箇所の太陽電池ストリン
グが規定値以上になることを検出できる。
【００６２】
すなわち、出力電力など運転情報あるいは異常発生による故障情報などを通信し、パワー
コンディショナを安全に運転あるいは停止させ、情報を表示してユーザーに知らせること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施形態の構成を示すブロック図である。
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【図２】　図１に示したＤＣ－ＤＣコンバータの構成を示す回路ブロック図である。
【図３】　従来の太陽光発電システムの構成を示す回路ブロック図である。
【図４】　図３に示した昇圧制御部の構成を示すブロック図である。
【図５】　図３に示した太陽光発電システムの動作説明図である。
【図６】　図３に示した太陽光発電システムの動作説明図である。
【図７】　図３に示した太陽光発電システムの動作説明図である。
【図８】　図３に示した太陽光発電システムの問題点を説明するための図である。
【図９】　図３に示した太陽光発電システムの問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
１０　パワーコンディショナ、１０ａ，１０ｂ　電圧調整ユニット、１２　インバータユ
ニット、１３　リモートコントローラ、２１，２２　バスバー、３１ａ，３１ｂ　太陽電
池ストリング、１０１　入力端子、１０２　入力スイッチ、１０３　ＤＣ－ＤＣコンバー
タ、１０４，１２２　電源回路、１０５，１２３　制御回路、１０６，１２４　ゲート駆
動回路、１０７，１２５，１３０　入力電圧検出器、１０８　入力電流検出器、１１０　
逆流防止用ダイオード、１１１～１１３　コネクタ、１２１　インバータ回路、１２６　
出力電流検出器、１２７系統電圧検出器、１２８　連系リレー、１２９　出力端子部。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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