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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の太陽電池パネルであって、各太陽電池パネルはＤＣ光起電力出力を有する、複数
の太陽電池パネルと、
　該ＤＣ光起電力出力から電力を受け取るＤＣ光起電力入力と、
　少なくとも１つの該ＤＣ光起電力入力に対応する少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ
電力変換器と、
　該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、光起電力インバータ協
調変換器機能の制御回路を有する最大光起電力電力点変換器多モード機能の制御回路と、
　該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される変換された光起電力Ｄ
Ｃ電力出力と、
　該光起電力ＤＣ電力出力に対応する、少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＡＣインバータ
と、
　該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＡＣインバータに対応する、光起電力ＡＣ電力出力
と
　を備える、効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項２】
　複数の太陽電池パネルであって、各太陽電池パネルはＤＣ光起電力出力を有する、複数
の太陽電池パネルと、
　該ＤＣ光起電力出力から電力を受け取るＤＣ光起電力入力と、
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　少なくとも１つの該ＤＣ光起電力入力に対応する少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ
電力変換器と、
　該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、光起電力インバータ協
調変換器多モード機能の制御回路と、
　該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される変換された光起電力Ｄ
Ｃ電力出力と、
　該光起電力ＤＣ電力出力に対応する、少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＡＣインバータ
と、
　該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＡＣインバータに対応する、光起電力ＡＣ電力出力
と
　を備える、効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項３】
　前記複数の太陽電池パネルは、太陽電池パネルの列を備え、前記最大光起電力電力点変
換器多モード機能の制御回路は、パネル専用の実質的に電力同形の最大光起電力電力点変
換器多モード機能の制御回路を備える、請求項１に記載の効率的な太陽エネルギー電力シ
ステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する前記最大光起電力電力
点変換器多モード機能の制御回路は、該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器
が対応する実質的に電力同形の最大光起電力電力点変換器デュアルモード機能の制御回路
を備える、請求項１に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項５】
　光起電力境界条件変換器機能の制御回路をさらに備える、請求項１または２に記載の効
率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項６】
　前記最大光起電力電力点変換器多モード機能の制御回路は、
　少なくとも約９８％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と
　から成る群より選択される、請求項１に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項７】
　前記最大光起電力電力点変換器多モード機能の制御回路は、
　代替モードの光起電力電力変換器機能の制御回路と、
　光起電力インピーダンス転換電力変換の制御回路と、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　最大光起電力電力点変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ動作条件変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および光起電力負荷インピー
ダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　従属型最大光起電力電力点変換器機能の制御回路と、
　従属型光起電力インバータ動作条件変換器機能の制御回路と、
　従属型光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路と、
　従属型光起電力負荷インピーダンス減少変換器機能の制御回路と、
　従属型光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および従属型光起電力
負荷インピーダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　光起電力境界条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力要素保護変換器機能の制御回路と、
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　光起電力インバータ保護変換器機能の制御回路と、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　従属型光起電力電圧増加および光起電力電圧減少最大光起電力電力点変換器機能の制御
回路と、
　最大光起電力インバータ入力電圧光起電力変換器出力電圧機能の制御回路と、
　多モード変換器機能の制御回路と、
　第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電
力変換回路とを、少なくとも数回、交互に切り替えるように構成される、代替モードの光
起電力電力変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および光起電力負荷インピー
ダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　光起電力境界条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力動作条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力要素保護変換器機能の制御回路と、
　実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　光起電力無効モード変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力従属モード変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ従属型変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷サイクルスイッチの制御回路と、
　閾値決定切替式の光起電力電力変換の制御回路と、
　スイッチ頻度変化切替式の光起電力電力変換の制御回路と、
　バーストモード切替式の光起電力電力変換の制御回路と、
　一時的な対立モードの光起電力負荷サイクルスイッチの制御回路と、
　第１の様式の制御回路と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様
式との間の該光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のモード移行に対する特定の負荷サイクルの
レベルのオケージョナルバーストのために動作するバーストモードの制御回路と、
　一時的な対立モードの制御回路と、
　上記のそれぞれの全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形の最大光起電力電力点変換器多モード機
能の制御回路を備える、請求項１に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項８】
　第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力
変換回路との間で動作を切り替える、変換動作スイッチと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路の少なくとも１つの様式を少なくとも数回バイパスす
る、分路スイッチ動作無効化要素と
　から成る群より選択される要素をさらに備える、請求項１または２に記載の効率的な太
陽エネルギー電力システム。
【請求項９】
　接続ボックスをさらに備える、請求項１または２に記載の効率的な太陽エネルギー電力
システム。
【請求項１０】
　前記接続ボックスは、個別の太陽電池パネルと物理的に一体化した前記少なくとも１つ
の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備える、請求項９に記載の効率的な太陽エネルギー電
力システム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、
　少なくとも１つの個別のパネル専用の実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換
器と、
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　少なくとも１つの複数パネル専用の実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器
と
　から成る群より選択される、請求項１または２に記載の効率的な太陽エネルギー電力シ
ステム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続された前記複数の太陽電池
パネルの列であって、該複数の太陽電池パネルの列は、１０枚の太陽電池パネル、８枚の
太陽電池パネル、４枚の太陽電池パネル、３枚の太陽電池パネル、および２枚の太陽電池
パネルから成る群より選択される、複数の太陽電池パネルの列と、
　少なくとも１つの直列の列の複数パネル専用の実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ
電力変換器と、
　１０枚の太陽電池パネル、８枚の太陽電池パネル、４枚の太陽電池パネル、３枚の太陽
電池パネル、および２枚の太陽電池パネルから成る群より選択される、該複数の太陽電池
パネルの列と
　から成る群より選択される要素をさらに備える、請求項１１に記載の効率的な太陽エネ
ルギー電力システム。
【請求項１３】
　複数の前記ＤＣ光起電力出力のための相互接続ボックスをさらに備える、請求項１また
は２に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項１４】
　前記複数の太陽電池パネルのうちの少なくとも１つと前記相互接続ボックスとの間の電
気接続をさらに備え、該複数の太陽電池パネルのうちの該少なくとも１つは、１０枚の太
陽電池パネル、８枚の太陽電池パネル、４枚の太陽電池パネル、３枚の太陽電池パネル、
および２枚の太陽電池パネルから成る群より選択される、請求項１３に記載の効率的な太
陽エネルギー電力システム。
【請求項１５】
　第１の電力能力と第２の電力能力との間で動作を切り替える太陽光電力変換動作スイッ
チをさらに備える、請求項１または２に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項１６】
　前記第１の電力能力は、従来の電力変換能力を含み、前記第２の電力能力は改良された
電力変換能力を含む、請求項１５に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項１７】
　前記改良された電力変換能力をバイパスする分路スイッチ動作無効化要素をさらに含む
、請求項１６に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、光起電力インバータ
協調変換器機能の制御回路を有する前記最大光起電力電力点変換器多モード機能の制御回
路は、該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、光起電力インバー
タ入力効率協調変換器機能の制御回路を有する最大光起電力電力点変換器多モード機能の
制御回路を備える、請求項１に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、前記光起電力インバ
ータ協調変換器多モード機能の制御回路は、該少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力
変換器が対応する、光起電力インバータ入力効率協調変換器多モード機能の制御回路を備
える、請求項２に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、太陽光電力の技術分野に関し、具体的には、ある種類の太陽エネルギー源か
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ら電力を変換して、それの種々の用途における利用を可能にするための方法および装置に
関する。おそらく３つの異なる側面を介して、本発明は、太陽電池、太陽電池パネル、ま
たはパネルの列から最大電力を獲得するために使用することができる技法および回路を提
供し、その結果、ＤＣまたはＡＣ使用のために、おそらく、電力網または同等物への輸送
のために、この電力を提供することができる。これらの３つの側面は、おそらく独立して
存在することができるものであって、１）多モードの方式で電力変換を提供するステップ
、２）異なる過程の間で交代することができるシステムを確立するステップ、および３）
従来のシステムと比較して並外れて高い変換の効率を達成することができるシステムに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光電力は、比較的望ましい種類の再生エネルギーの一つである。長年、太陽光電力
は、我々の工業化が進行する社会にとって最も有望であるものの１つとしてもてはやされ
てきた。たとえ理論的に利用可能な太陽光電力の量が、全てではないにしても、ほとんど
他の（再生可能または再生不可能な）エネルギー源をはるかに超えるとしても、このエネ
ルギーの利用には実用的な課題が残る。一般に、太陽光電力は、依然として、それが見込
む期待を果たすことを妨げてきた多数の制約を受け続けたままである。一つの点において
、その費用と比較して十分な電気出力を提供する態様で実施することが課題となっている
。本発明は、太陽光電力が電気的に活用されることを費用効率的に可能にする能力を有意
に増加させて、電力の費用効果のある供給源となり得る態様で、このことの重要な側面に
対処する。
【０００３】
　太陽光電力を電気エネルギーに変換するための最も効率的な方法のうちの一つは、太陽
電池を介したものである。これらのデバイスは、光起電力効果を介して光起電力ＤＣ電流
を生成する。しばしば、これらの太陽電池は、電池の組み合わせを太陽電池パネルまたは
ＰＶ（光起電性）パネルに作製するために電気的に結合される。ＰＶパネルは、しばしば
、妥当な電流で高電圧を提供するために直列に接続される。このことは、電気の内部接続
ロスを低減するために確立されてもよい。しばしば使用される電力変換器は、高電圧入力
を比較的効率よく使用できるので、太陽電池、太陽電池パネルまたはその組み合わせの出
力は変換されて電力を最も使用可能なものにする。従来の電力変換器は、ＭＰＰＴ（最大
電力点追跡）回路によってその入力が処理されると、最大量の電力を一つ以上または一列
の直列接続のパネルから抽出することがある。しかしながら、この方法には一つの問題が
あり、それは、ＰＶパネルはしばしば電流源として作用し、直列に組み合わされると最低
電力のパネルが他の全てのパネルを通る電流を制限し得る。
【０００４】
　さらに、太陽電池は、歴史的にシリコンｐｎ接合等の半導体から作られてきた。これら
の接合またはダイオードは、日光を電力に変換する。これらのダイオードは、しばしば約
０．６ボルトである、特徴的に低い電圧出力を有することができる。そのような電池は、
順方向ダイオードと並列で電流源のように作用してもよい。そのような電池からの出力電
流は、多くの構成要素の関数となってもよく、しばしば、日光量に正比例する。
【０００５】
　そのような太陽電池の低電圧は、電力網に電力を供給するために好適な電力に変換し難
くなり得る。しばしば、多くのダイオードが光起電性パネル上で直列に接続される。例え
ば、可能な構成は、２１．６ボルトになるように直列に接続される３６個のダイオードま
たはパネルを有することができる。実装における短絡ダイオードおよび相互接続損失によ
り、そのようなパネルは、最大電力点（ＭＰＰ）において１５ボルトしか生成しない場合
がある。多くのそのようなパネルを有する、いくつかのより大型のシステムにとっては、
１５ボルトさえも低すぎて多大な損失なくワイヤ上で送達できない場合がある。加えて、
現在、典型的なシステムは、ＰＶパネルと電力変換器との間の伝導損失を最小化するため
に、多くのパネルを直列に組み合わせて数１００ボルトの電圧を提供してもよい。
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【０００６】
　しかしながら、電気的に、ＰＶパネルの列等から最大電力を抽出するために、変換器の
正しい入力インピーダンスを見出すことには課題があり得る。最大電力点において電力を
抽出する局面は、しばしばＭＰＰ追跡と呼ばれる。いくつかのそのようなシステムが存在
するが、制約が残っており、そのうちのいくつかをここで論議する。第１に、ＰＶパネル
は、電流源の役割を果たし得る。そのようなものとして、最低電流を産生するパネルは、
列全体を通る電流を制限する場合がある。望ましくない場合では、１つの弱いパネルが、
適度に少量を産生していれば、残りのパネルによって逆付勢される場合がある。この場合
、電力損失を制限するように、および逆方向破壊からパネルを保護するために、各パネル
にわたって逆方向ダイオードを配置することができる。
【０００７】
　システムでは、少なくとも以下の問題が発生し、太陽エネルギー獲得においてある程度
の損失を引き起こし得る。
【０００８】
　　Ａ．パネル間の不均一性
　　Ｂ．部分的な陰
　　Ｃ．日光を遮断する汚れおよび蓄積物
　　Ｄ．パネルの損傷
　　Ｅ．経時的なパネルの不均一な劣化
　また、高価なＰＶパネルが直列に配置され、そして、最も弱いパネルが他の全てのパネ
ルからの電力を制限すると、厄介なものとなる場合がある。残念ながら、局所分配を介し
て、おそらく電力網に繋がれたインバータ等の負荷に、電力を効率的に伝送するのに十分
高い電圧を得るために、直列接続が所望される場合がある。さらに、多くのシステムでは
、ＰＶパネルは、住宅設備等に対して屋上に位置してもよい。そして、インバータはしば
しば、電力計または同等物等によって、屋上から距離を置いて位置する。そのため、実施
形態では、パネルを直列に接続するが、最低電力パネルによって引き起こされる損失を受
けない方法、または任意の直列－並列の組み合わせが必要とされてもよい。また、おそら
く、所望される接続構成（直列または並列等）に関係なく、異なる種類のパネルを同時に
使用する所望があってもよい。
【０００９】
　光起電力変換の技法は、その潜在能力を最終的に実現する、太陽エネルギーの重要な限
界として認識されてきた。太陽電池パネルの列を利用するときにエネルギー獲得の効率を
強化しようとして、ＭＰＰ回路とともに、各パネル上のＤＣ／ＤＣ変換器を利用する、太
陽光電力変換の方法が提案されてきた。しかしながら、そのような試行は、そのようなア
プローチを非実用的にした、容認し難いほど低い効率をもたらしてきた。これらの技法は
、そのような問題を考慮する者によって、ある程度拒絶されてきた。例えば、Ｇ．Ｒ．Ｗ
ａｌｋｅｒ、Ｊ．ＸｕｅおよびＰ．Ｓｅｒｎｉａによる論文（非特許文献１）で、これら
の著者らは、効率損失が必然的であったが、たとえ不良な効率が付随していても、このモ
ジュールのアプローチには利点があったとさえ示唆したかもしれない。同様に、同じ著者
らのうちの２人であるＧ．Ｒ．ＷａｌｋｅｒおよびＰ．Ｓｅｒｎｉａは、論文（非特許文
献２）において、必要な技術は常に効率面で不利な立場にあると示唆した。これらの参考
文献は、約９１％の全電力効率を示す、効率対電力のグラフさえも含む。ＰＶパネルの高
い費用により、低効率変換器を介した運用は、市場において単純に容認可能ではない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｇ．Ｒ．Ｗａｌｋｅｒ、Ｊ．ＸｕｅおよびＰ．Ｓｅｒｎｉａ、「ＰＶ　
Ｓｔｒｉｎｇ　Ｐｅｒ－Ｍｏｄｕｌｅ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ　Ｅｎ
ａｂｌｉｎｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒｓ」
【非特許文献２】Ｇ．Ｒ．ＷａｌｋｅｒおよびＰ．Ｓｅｒｎｉａ、「Ｃａｓｃａｄｅｄ　
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ＤＣ-ＤＣ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａ
ｉｃ　Ｍｏｄｕｌｅｓ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　多数の直列ＰＶパネル列に関する別のあまり理解されていない問題は、大いに変動する
出力電力に関する場合があり、電力網を駆動するインバータ段階は、その効率も低下させ
る非常に広い範囲にわたって動作し得る。それはまた、インーバタセクションが電力網に
電力供給していない期間中であれば、この段階への入力電圧が規制限度を上回って増加す
るかもしれないという問題になる場合もある。または、逆に、この期間中の電圧が規制限
度を上回らなければ、最終動作電圧は、インバータに対する理想効率点よりもはるかに低
くなる場合がある。
【００１２】
　加えて、全体的な電力変換過程に有意な費用を追加する、起動および保護の問題が存在
する場合がある。太陽光電力設備に対するシステムのバランス（ＢＯＳ）に影響を及ぼす
、他のあまり明らかではない問題も伴う。したがって、太陽光電力の少なくとも１つの側
面が必要とするものは、電気システムの変換段階における効率の改良である。本発明は、
この必要な改良を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（発明の開示）
　発明の分野に関して記述されるように、本発明は、異なる方法で組み合わせられてもよ
い、種々の側面を含む。以下の説明は、要素を記載し、本発明の実施形態のうちのいくつ
かを説明するために提供される。これらの要素は、初期の実施形態とともに記載されるが
、付加的な実施形態を生成するように、任意の方式で、および任意の数で組み合わせられ
てもよいことを理解されたい。様々に説明された実施例および好ましい実施形態は、明示
的に説明されたシステム、技法、および用途のみに本発明を限定すると解釈されるべきで
はない。さらに、本説明は、任意の数の開示された要素とともに、各要素のみとともに、
また、本出願または任意の後続の出願における全要素の種々の順列および組み合わせのい
ずれかまたは全てとともに、全ての種々の実施形態、システム、技法、方法、デバイス、
および用途の説明および請求を支援し、包含すると理解されるべきである。
【００１４】
　種々の実施形態では、本発明は、それを介して本発明の目標のうちのいくつかを達成し
てもよい、成果、システム、異なる初期の例示的構造を開示する。システムは、光起電力
変換のモードを交代させるステップ、高効率変換設計、および多モード変換技法さえも提
供する。いくつかの構造は、ＰＶパネルをＭＰＰおよびデュアルモード電力変換回路とさ
えも組み合わせて、電力調整器（ＰＣ）要素と呼ばれてもよいものを作製してもよい。以
下で論議されるように、そのような電力調整器は、直列または並列、あるいは直列／並列
の任意の組み合わせで組み合わせられてもよく、太陽電池パネルが、ほとんど、または常
に、全出力を産生するように、設計することができる。異なる出力特性を有する、異なる
種類のパネルさえ、各パネルから最大電力を産生するように組み合わせられてもよい。い
くつかの設計では、電力伝送に有用な高電圧を得るために、直列の列が使用されてもよく
、各電力調整器は、その最大電力を生じるように設計することができる。
【００１５】
　実施形態では、本発明は、あらゆるパネルがその最大電力を個別に産生することを可能
にし、それにより、システム全体から、より多くの全エネルギーを獲得してもよい。シス
テムは、各パネル上にＭＰＰ回路および電力変換回路を伴って構成されてもよい。これら
の回路は、おそらく、いくつかの機能を果たすように、単純で安価な回路として作製され
てもよい。第１に、この回路は、あらゆるパネルから利用可能な最大電力を抽出するよう
に設計されてもよい。第２に、それは、直列の列の中の他のパネルと自然に結合するイン
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ピーダンスに転換するように構成されてもよい。この回路はまた、並列接続されたパネル
に対して、またはパネル内の単一の電池または列に対しても、設計されてもよい。実施形
態は、出力がより高い電圧出力（例えば、４００Ｖ）であってもよいように、構成されて
もよい。加えて、構成は、おそらく、過電圧または他の状態を回避するようにシステムを
制御するフィードバック要素の有無にかかわらず、施行が容易な過電圧または他の保護を
可能にしてもよい。
【００１６】
　パネルへの個別ＭＰＰ回路の追加は、安価な追加を提供するように構成さえされてもよ
く、いくつかの実施形態では、電力変換器における同じ機能の必要性に取って代わっても
よい。回路は、ＰＶパネルに追加されてもよく、電力網に繋がれたインバータにおいて反
復される必要がなくてもよい。したがって、このことは、有意な利点を伴う、同じ全回路
をもたらしてもよい。実施形態では、１つの大きなＭＰＰ変換器に取って代わる、いくつ
かの小さいＭＰＰ変換器が実際にあってもよい。このことは、さらに多大なエネルギー獲
得をもたらしてもよい。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　ＤＣ光起電出力を有する、少なくとも１つの太陽エネルギー源と、
　該ＤＣ光起電出力から電力を受け取るＤＣ入力と、
　該ＤＣ入力に対応する、第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該ＤＣ入力に対応する、第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、該第２の様式の光起電力ＤＣ－Ｄ
Ｃ電力変換回路とを、少なくともいくつかの時点において、代替的に切り替えるように構
成される、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路と、
　代替モードの光起電力変換器機能の制御回路に対応する、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換
器と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される、光起電力ＤＣ電力出力と、
　該光起電力ＤＣ電力出力に対応する、光起電力ＤＣ－ＡＣインバータと、
　該光起電力ＤＣ－ＡＣインバータに対応する、光起電ＡＣ電力出力と
　を備える、変動型変換モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２）
　上記代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、無効代替モードの光起電力変換の
制御回路を備える、項目１に記載の変動型変換モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３）
　上記第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路および上記第２の様式の光起電力Ｄ
Ｃ－ＤＣ電力変換回路は、反対の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路を備える、項目
２に記載の変動型変換モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目４）
　上記反対の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路は、少なくとも１つの光起電力イン
ピーダンス増加光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、少なくとも１つの光起電力インピー
ダンス減少光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路とを備える、項目３に記載の変動型変換モー
ドの太陽エネルギー電力システム。
（項目５）
　上記代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、実質的に分離型のインピーダンス
転換光起電力変換の制御回路を備える、項目１に記載の変動型変換モードの太陽エネルギ
ー電力システム。
（項目６）
　上記代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、
　光起電力インピーダンス転換電力変換の制御回路と、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　最大光起電力点変換器機能の制御回路と、
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　光起電力インバータ動作条件変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および光起電力負荷インピー
ダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　従属型の最大光起電力点変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力インバータ動作条件変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力負荷インピーダンス減少変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および従属型の光起
電力負荷インピーダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　光起電境界条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力要素保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ協調変換器機能の制御回路と、
　上記の内容のそれぞれの全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路を備える、
項目１に記載の変動型変換モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目７）
　上記代替モードの光起電力変換の制御回路が対応する、光起電力条件対応型回路をさら
に備える、項目１に記載の変動型変換モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目８）
　上記代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、閾値トリガ型の代替モードの光起
電力変換の制御回路を備える、項目７に記載の変動型変換モードの太陽エネルギー電力シ
ステム。
（項目９）
　上記ＡＣ電力出力が電力を供給する、ＡＣ電力網インターフェースをさらに備える、項
目１または６に記載の変動型変換モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目１０）
　ＤＣ光起電出力を有する、少なくとも１つの太陽エネルギー源と、
　該ＤＣ光起電出力から電力を受け取るＤＣ入力と、
　該ＤＣ入力に対応する、第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該ＤＣ入力に対応する、第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、該第２の様式の光起電力ＤＣ－Ｄ
Ｃ電力変換回路とを、少なくともいくつかの時点において、代替的に切り替えるように構
成される、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路と、
　該代替モードの光起電力変換器機能の制御回路に対応する、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変
換器と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される、光起電力ＤＣ電力出力と
　を備える、太陽エネルギー電力変換器。
（項目１１）
　ＤＣ光起電出力を有する、少なくとも１つの太陽エネルギー源と、
　該ＤＣ光起電出力から電力を受け取るＤＣ入力と、
　該ＤＣ入力に対応する、少なくとも１つの実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力
変換器と、
　該実質的に同形のＤＣ－ＤＣ電力変換器のうちの少なくとも１つが対応する、実質的に
電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される、光起電力ＤＣ電力出力と、
　該光起電力ＤＣ電力出力に対応する、光起電力ＤＣ－ＡＣインバータと、
　該光起電力ＤＣ－ＡＣインバータに対応する、光起電ＡＣ電力出力と
　を備える、効率的な太陽エネルギー電力システム。
（項目１２）
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　上記実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、実質的に電力同形の光起電
力インピーダンス変換器を備える、項目１１に記載の効率的な太陽エネルギー電力システ
ム。
（項目１３）
　上記実質的に電力同形の光起電力インピーダンス変換器は、実質的に電力同形のスイッ
チモード光起電力インピーダンス変換器を備える、項目１２に記載の効率的な太陽エネル
ギー電力システム。
（項目１４）
　上記少なくとも１つの太陽光電源は、少なくとも１つである複数の太陽電池パネルを備
え、上記ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、各々独立して該複数の太陽電池パネルのうちの１つに
対応する、複数の直列接続されたＤＣ－ＤＣ電力変換器を備え、該複数の直列接続された
ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、各々個別に、
　上記ＤＣ入力に対応する、個別の第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該ＤＣ入力に対応する、個別の第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、該第２の様式の光起電力ＤＣ－Ｄ
Ｃ電力変換回路とを、少なくともいくつかの時点で、代替的に切り替えるように構成され
る、個別の代替モードの光起電力変換器機能の制御回路と
　を備える、項目１３に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
（項目１５）
　上記個別の代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、静止スイッチ代替モードの
光起電力変換の制御回路を備える、項目１４に記載の効率的な太陽エネルギー電力システ
ム。
（項目１６）
　上記実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路は、
　少なくとも約９７％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７．５％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と
　から成る群より選択される、実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路を備え
る、
項目１１または１４に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
（項目１７）
　上記ＡＣ電力出力が電力を供給する、ＡＣ電力網インターフェースをさらに備える、項
目１１、１４、または１６に記載の効率的な太陽エネルギー電力システム。
（項目１８）
　ＤＣ光起電出力を有する、少なくとも１つの太陽エネルギー源と、
　該ＤＣ光起電出力から電力を受け取るＤＣ入力と、
　該ＤＣ入力に対応する、少なくとも１つの実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力
変換器と、
　該実質的に同形のＤＣ－ＤＣ電力変換器のうちの少なくとも１つが対応する、実質的に
電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される、光起電力ＤＣ電力出力と
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　を備える、太陽エネルギー電力変換器。
（項目１９）
　ＤＣ光起電出力を有する、少なくとも１つの太陽エネルギー源と、
　該ＤＣ光起電出力から電力を受け取る、ＤＣ入力と、
　該ＤＣ入力に対応する、少なくとも１つの多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器と
、
　該少なくとも１つの多モードのＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、多モードの変換器機
能の制御回路と、
　該多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される、光起電力ＤＣ電力出力と、
　該光起電力ＤＣ電力出力に対応する、光起電力ＤＣ－ＡＣインバータと、
　該光起電力ＤＣ－ＡＣインバータに対応する、光起電ＡＣ電力出力と
　を備える、多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２０）
　上記少なくとも１つの多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくとも１つの
低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備える、項目１９に記載の多モード
の太陽エネルギー電力システム。
（項目２１）
　上記少なくとも１つの低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくと
も１つの部分エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備える、項目２０に記載
の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２２）
　上記少なくとも１つの低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくと
も１つの実質的に一定のエネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備える、項目
２０に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２３）
　上記少なくとも１つの低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくと
も１つのエネルギー貯蔵－負荷サイクル比例の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備える、
項目２０に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２４）
　上記少なくとも１つの低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくと
も１つのスイッチサイクルインダクタエネルギー－負荷サイクル比例の光起電力ＤＣ－Ｄ
Ｃ電力変換器を備える、項目２０に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２５）
　上記少なくとも１つの低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくと
も１つのサイクル毎のエネルギー貯蔵－変換電圧差比例の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器
を備える、項目２０に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２６）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路
を備える、項目１９または２０に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目２７）
　上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１つである複数の太陽電池パネ
ルを備え、上記少なくとも１つの多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、各々、該
複数の太陽電池パネルのうちの１つに対応する、複数の直列接続された多モードの光起電
力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備え、複数の光起電力ＤＣ変換器出力を組み合わせて該変換器
の光起電力ＤＣ電力出力を生成する、直列接続をさらに備える、項目１９に記載の多モー
ドの太陽エネルギー電力システム。
（項目２８）
　上記複数の列接続された多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、個々の太陽電池
パネルと物理的に一体化している、項目２７に記載の多モードの太陽エネルギー電力シス
テム。
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（項目２９）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、光起電境界条件変換器機能の制御回路を備え
る、項目１９に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３０）
　上記多モードの変換器機能の制御回路はさらに、独立した光起電動作条件変換器機能の
制御回路を備える、項目２９に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３１）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、最大光起電力インバータ入力の光起電性電圧
変換器出力電圧機能の制御回路を備える、項目１９、２９、または３０に記載の多モード
の太陽エネルギー電力システム。
（項目３２）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、最大光起電出力電圧－光起電出力電流比例の
光起電力変換器機能の制御回路を備える、項目１９、２９、または３０に記載の多モード
の太陽エネルギー電力システム。
（項目３３）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　従属型の最大光起電力点変換器機能の制御回路と、
　最大光起電力インバータ入力の光起電性電圧変換器出力電圧機能の制御回路と
　を備える、項目１９に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３４）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電性電圧増加および光起電性電圧減少の最大光起電力点変換器機能の制御
回路と、
　最大光起電力インバータ入力電圧の光起電力変換器出力電圧機能の制御回路と
　を備える、項目１９に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３５）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、
　第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電
力変換回路とを、少なくともいくつかの時点において代替的に切り替えるように構成され
る、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および光起電力負荷インピー
ダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　光起電境界条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電動作条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力要素保護変換器機能の制御回路と、
　実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　光起電無効モード変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ協調変換器機能の制御回路と、
　光起電従属モード変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ従属型変換器機能の制御回路と
　から成る群より選択される、多モードの変換器機能の制御回路を備える、項目１９に記
載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３６）
　上記ＡＣ電力出力が電力を供給する、ＡＣ電力網インターフェースをさらに備える、項
目１９、２０、２７、または３５に記載の多モードの太陽エネルギー電力システム。
（項目３７）
　ＤＣ光起電出力を有する、少なくとも１つの太陽エネルギー源と、
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　該ＤＣ光起電出力から電力を受け取る、ＤＣ入力と、
　該ＤＣ入力に対応する、少なくとも１つの多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路
と、
　該少なくとも１つの多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路が対応する、多モード
の変換器機能の制御回路と、
　該多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器に接続される、光起電力ＤＣ電力出力と
　を備える、太陽エネルギー電力変換器。
（項目３８）
　上記光起電力ＤＣ－ＡＣインバータは、高電圧ＤＣ－ＡＣ太陽光電力インバータを備え
る、項目３７に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目３９）
　上記光起電ＡＣ電力出力は、３相光起電ＡＣ電力出力を備える、項目３８に記載の太陽
エネルギー電力システム。
（項目４０）
　ＤＣ光起電出力を有する、上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１つ
の太陽電池を備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目４１）
　ＤＣ光起電出力を有する、上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、複数の電気的に
接続された太陽電池を備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー電力シ
ステム。
（項目４２）
　ＤＣ光起電出力を有する、上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、複数の隣接する
電気的に接続された太陽電池を備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギ
ー電力システム。
（項目４３）
　ＤＣ光起電出力を有する、上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１つ
の太陽電池パネルを備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー電力シス
テム。
（項目４４）
　ＤＣ光起電出力を有する、上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、複数の電気的に
接続された太陽電池パネルを備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー
電力システム。
（項目４５）
　ＤＣ光起電出力を有する、上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１列
の電気的に接続された太陽電池パネルを備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽
エネルギー電力システム。
（項目４６）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、
　少なくとも１つの光起電力遮断スイッチ要素と、
　少なくとも１つの光起電力分路スイッチ要素と、
　該少なくとも１つの光起電力遮断スイッチ要素および該少なくとも１つの光起電力分路
スイッチ要素が対応する、光起電スイッチ制御回路と
　を備える、項目４４に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目４７）
　上記少なくとも１つの電力遮断スイッチ要素は、１対の電力直列経路型半導体スイッチ
を備え、上記少なくとも１つの電力分路スイッチ要素は、１対の電力分路経路型半導体ス
イッチを備える、項目４４に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目４８）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器はさらに、
　ａ．少なくとも１つの並列静電容量と、
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　ｂ．少なくとも１つの直列インダクタンスと
　を備える、項目４７に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目４９）
　上記変換器機能の制御回路は、部分スイッチ要素の制御回路を備える、項目４７に記載
の太陽エネルギー電力システム。
（項目５０）
　上記制御回路は、光起電力インピーダンス転換負荷サイクルスイッチの制御回路を備え
る、項目４４から４９に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目５１）
　上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１つである複数の太陽電池パネ
ルを備え、上記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、各々、該複数の太陽
電池パネルのうちの１つに対応する、複数の直列接続された光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換
器を備え、複数の光起電力ＤＣ変換器出力を組み合わせて該変換器の光起電力ＤＣ電力出
力を生成する、直列接続をさらに備える、項目４４から５０に記載の太陽エネルギー電力
システム。
（項目５２）
　上記複数の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、複数の個別パネル専用の光起電力ＤＣ－
ＤＣ電力変換器を備える、項目５１に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目５３）
　上記変換器機能の制御回路は、複数の個別パネル専用の最大光起電力点変換器機能の制
御回路を備える、項目５２に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目５４）
　上記複数の個別パネル専用の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器および上記複数の個別パネ
ル専用の最大電力点変換器機能の制御回路は、各々、個々の太陽電池パネルと物理的に一
体化している、項目５３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目５５）
　上記複数の個別パネル専用の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器および上記複数の太陽電池
パネルは、複数の直列接続された列の太陽光電力回路を備える、項目５２に記載の太陽エ
ネルギー電力システム。
（項目５６）
　上記光起電力ＤＣ－ＡＣインバータは、高電圧ＤＣ－ＡＣ太陽光電力インバータを備え
る、項目５５に記載の太陽エネルギー電力変換器。
（項目５７）
　上記光起電ＡＣ電力出力は、３相光起電ＡＣ電力出力を備える、項目５６に記載の太陽
エネルギー電力システム。
（項目５８）
　上記複数の太陽電池パネルは、複数のテルル化カドミウム太陽電池パネルを備える、項
目４４に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目５９）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、全光起電温度電圧動作範囲の光起電力ＤＣ－Ｄ
Ｃ電力変換器を備える、項目５１または５５に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６０）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、
　上記ＤＣ入力に対応する、第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該ＤＣ入力に対応する、第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と
　を備え、
　上記変換器機能の制御回路は、該第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、該
第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路とを、少なくともいくつかの時点において
、代替的に切り替えるように構成される、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路を
備える、項目１１または１９に記載の太陽エネルギー電力システム。
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（項目６１）
　上記代替モード光起電力変換器機能の制御回路は、無効代替モードの光起電力変換の制
御回路を備える、項目６０に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６２）
　上記第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路および上記第２の様式の光起電力Ｄ
Ｃ－ＤＣ電力変換回路は、反対の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路を備える、項目
６１に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６３）
　上記反対の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路は、少なくとも１つのインピーダン
ス増加光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、少なくとも１つのインピーダンス減少光起電
力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路とを備える、項目６２に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６４）
　上記代替モード光起電力変換器機能の制御回路は、実質的に分離型のインピーダンス転
換光起電力変換の制御回路を備える、項目６０に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６５）
　上記代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、
　光起電力インピーダンス転換電力変換の制御回路と、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　最大光起電力点変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ動作条件変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および光起電力負荷インピー
ダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　従属型の最大光起電力点変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力インバータ動作条件変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力負荷インピーダンス減少変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および従属型の光起
電力負荷インピーダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　光起電境界条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力要素保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ協調変換器機能の制御回路と、
　上記の内容のそれぞれの全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、代替モードの光起電力変換器機の能制御回路を備える、項
目６０に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６６）
　上記代替モードの光起電力変換の制御回路が対応する、光起電力条件対応型回路をさら
に備える、項目６５に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６７）
　上記代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、閾値トリガ型の代替モードの光起
電力変換の制御回路を備える、項目６６に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６８）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、少なくとも１つの多モードの光起電力ＤＣ－Ｄ
Ｃ電力変換器を備え、上記変換器機能の制御回路は、多モードの変換器機能の制御回路を
備える、項目１または１１に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目６９）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、光起電境界条件変換器機能の制御回路を備え
る、項目６８に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目７０）
　上記多モードの変換器機能の制御回路はさらに、独立した光起電動作条件変換器機能の



(16) JP 5969526 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

制御回路を備える、項目６９に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目７１）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、最大光起電力インバータ入力の光起電力変換
器出力電圧機能の制御回路を備える、項目６８、６９、または７０に記載の太陽エネルギ
ー電力システム。
（項目７２）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、最大光起電出力電圧－光起電出力電流比例の
光起電力変換器機能の制御回路を備える、項目６８、６９、または７０に記載の太陽エネ
ルギー電力システム。
（項目７３）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　従属型の最大光起電力点変換器機能の制御回路と、
　最大光起電力インバータ入力の光起電性電圧変換器出力電圧機能の制御回路と
　を備える、項目６８に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目７４）
　上記多モードの変換器機能制御回路は、
　最大光起電力インバータ電流変換器機能の制御回路と、
　従属型の光起電性電圧増加および光起電性電圧減少の最大光起電力点変換器機能の制御
回路と、
　最大光起電力インバータ入力電圧の光起電力変換器出力電圧機能の制御回路と
　を備える、項目６８に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目７５）
　上記多モードの変換器機能の制御回路は、
　第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電
力変換回路とを、少なくともいくつかの時点において、代替的に切り替えるように構成さ
れる、代替モードの光起電力変換器機能の制御回路と、
　光起電力負荷インピーダンス増加変換器機能の制御回路、および光起電力負荷インピー
ダンス減少変換器機能の制御回路の両方と、
　光起電境界条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電動作条件変換器機能の制御回路と、
　後部光起電力要素保護変換器機能の制御回路と、
　実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　光起電無効モード変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ保護変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ協調変換器機能の制御回路と、
　光起電従属モード変換器機能の制御回路と、
　光起電力インバータ従属型変換器機能の制御回路と
　から成る群より選択される、多モードの変換器機能の制御回路を備える、項目６８に記
載の太陽エネルギー電力システム。
（項目７６）
　第２の電力能力と比較した第１の電力能力の太陽エネルギーパラメータを示す、太陽光
電力変換比較器をさらに備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー電力
システム。
（項目７７）
　上記太陽光電力変換比較器は、上記第１の電力能力と上記第２の電力能力とを切り替え
る、変換動作スイッチを備える、項目７６に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目７８）
　上記第１の電力能力は、従来の電力変換能力を備え、上記第２の電力能力は、向上した
電力変換能力を備える、項目７７に記載の太陽エネルギー電力システム。
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（項目７９）
　上記太陽光電力変換比較器は、
　太陽光電力出力差比較器と、
　太陽光電力高率差比較器と、
　太陽光電力費用差比較器と、
　太陽光電力日射利用比較器と
　から成る群より選択される、太陽光電力変換比較器を備える、項目７６または７７に記
載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８０）
　上記向上した電力変換能力は、
　代替モードの光起電力変換器能力と、
　実質的に電力同形の光起電力インピーダンス変換器能力と、
　多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器能力と
　から成る群より選択される、向上した電力変換能力を備える、項目７８に記載の太陽エ
ネルギー電力システム。
（項目８１）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、１対の電力直列経路型半導体スイッチを備え、
上記少なくとも１つの電力分路スイッチ要素は、１対の電力分路経路型半導体スイッチを
備え、上記太陽光電力変換比較器は、分路スイッチ操作無効化要素を備える、項目８０に
記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８２）
　上記変換器機能の制御回路は、実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路を備
える、項目１または１９に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８３）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、実質的に電力同形の光起電力インピーダンス変
換器を備える、項目８２に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８４）
　上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１つである複数の太陽電池パネ
ルを備え、上記ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、それぞれ独立して該複数の太陽電池パネルのう
ちの１つに対応する、複数の直列接続されたＤＣ－ＤＣ電力変換器を備え、該複数の直列
接続されたＤＣ－ＤＣ電力変換器は、各々、個別に、
　上記ＤＣ入力に対応する、個別の第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該ＤＣ入力に対応する、個別の第２の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、
　該第１の様式の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路と、上記第２の様式の光起電力ＤＣ－
ＤＣ電力変換回路とを、少なくともいくつかの時点において、代替的に切り替えるように
構成される、個別の代替モードの光起電力変換器機能の制御回路と
　を備える、項目８３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８５）
　上記個別の代替モードの光起電力変換器機能の制御回路は、静止スイッチ代替モードの
光起電力変換の制御回路を備える、項目８４に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８６）
　上記実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路は、
　少なくとも約９７％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７．５％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率の光起電力変換回路と、
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　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率の光起電力変換回路と
　から成る群より選択される、実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路を備え
る、項目８３または８４に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８７）
　上記少なくとも１つの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器が対応する、最大光起電力点変換
器機能の制御回路をさらに備える、項目１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー電
力システム。
（項目８８）
　上記最大光起電力点変換器機能の制御回路が対応する、電力計算回路をさらに備える、
項目８７に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目８９）
　上記電力計算回路は、光起電乗法結果回路を備える、項目８８に記載の太陽エネルギー
電力システム。
（項目９０）
　上記変換器機能の制御回路はさらに、上記最大光起電力点変換器機能の制御回路とは無
関係である、独立した光起電力変換器最大電圧出力の制御回路を備える、項目８７に記載
の太陽エネルギー電力システム。
（項目９１）
　上記少なくとも１つの太陽エネルギー源は、少なくとも１つである複数の太陽電池パネ
ルを備え、上記光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、複数の光起電力ＤＣ電力出力を有する
、複数の個別パネル専用の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を備え、該個別パネル専用の光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器の各々は、個々の太陽電池パネルと物理的に一体化しており
、該複数の光起電力ＤＣ電力出力が直列に接続される、複数の変換器出力直列接続をさら
に備え、上記変換器機能の制御回路は、複数の個別パネル専用の最大光起電力点変換器機
能の制御回路を備える、項目９０に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９２）
　上記独立した光起電力変換器最大電圧出力の制御回路は、日射可変適応光起電力変換器
の制御回路を備える、項目９０に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９３）
　上記変換器機能の制御回路は、光起電負荷サイクルスイッチの制御回路を備える、項目
１、１１、または１９に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９４）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路は、光起電力インピーダンス転換負荷サイ
クルスイッチの制御回路を備える、項目９３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９５）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路は、
　閾値決定切替式の光起電力変換の制御回路と、
　スイッチ頻度変化切替式の光起電力変換の制御回路と、
　バーストモード切替式の光起電力変換の制御回路と、
　上記の内容のそれぞれの全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、光起電負荷サイクルスイッチの制御回路を備える、項目９
３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９６）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路は、
　閾値決定モード起動切替式の光起電力変換の制御回路と、
　閾値決定モード解除切替式の光起電力変換の制御回路と
　を備える、項目９３に記載の太陽エネルギー電力システム。
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（項目９７）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路は、
　太陽エネルギー源の開回路の低温電圧決定切替式の光起電力変換の制御回路と、
　太陽エネルギー源の最大電力点の高温電圧決定切替式の光起電力変換の制御回路と、
　最大電圧決定切替式の光起電力変換の制御回路と、
　インバータ最大電流決定切替式の光起電力変換の制御回路と、
　上記の内容のそれぞれの全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、光起電負荷サイクルスイッチの制御回路を備える、項目９
３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９８）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路は、最大光起電力点変換器の制御回路を備
える、項目９３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目９９）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路はさらに、光起電力インバータ最大電圧決
定負荷サイクルスイッチの制御回路を備える、項目９８に記載の太陽エネルギー電力シス
テム。
（項目１００）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路はさらに、最大光起電性電圧決定負荷サイ
クルスイッチの制御回路を備える、項目９８または９９に記載の太陽エネルギー電力シス
テム。
（項目１０１）
　上記光起電負荷サイクルイッチの制御回路は、光起電力インバータ最大電流決定負荷サ
イクルイッチの制御回路を備える、項目９８、９９、または１００に記載の太陽エネルギ
ー電力システム。
（項目１０２）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路はさらに、ソフト遷移の光起電力変換の制
御回路を備える、項目９８、９９、１００、または１０１に記載の太陽エネルギー電力シ
ステム。
（項目１０３）
　上記ソフト遷移の光起電力変換の制御回路は、最大光起電出力電圧－光起電出力電流比
例の負荷サイクルスイッチの制御回路を備える、項目１０２に記載の太陽エネルギー電力
システム。
（項目１０４）
　上記光起電負荷サイクルスイッチの制御回路はさらに、一時的な対立モードの光起電負
荷サイクルスイッチの制御回路を備える、項目９８、９９、１００、１０１、または１０
３に記載の太陽エネルギー電力システム。
（項目１０５）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器へのＤＣ光起電入力として、該ＤＣ光起電出力を確立す
るステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式を提供するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式を提供するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御動作を達成するために、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変
換の該第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の該第２の様式とを、交番に切り替え
るステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の該第１の様式または該第２の様式のうちの少なくとも１
つを利用して、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換するステップと、
　ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として、該変換されたＤＣ光起電
出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を、転換されたＡＣ光起電出力に転換するステップと
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　を含む、太陽エネルギー電力生成の変動型方法。
（項目１０６）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記
第２の様式とを、交番に切り替える上記ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の様式
を無効にするステップを含む、項目１０５に記載の太陽エネルギー電力生成の変動型方法
。
（項目１０７）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式を提供する上記ステップ、および光起電力Ｄ
Ｃ－ＤＣ電力変換の第２の様式を提供する上記ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換
の対立する様式を提供するステップを含む、項目１０６に記載の太陽エネルギー電力生成
の変動型方法。
（項目１０８）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の対立する様式を提供する上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の少なくとも１つの光起電力インピーダンス増加様式を提
供するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の少なくとも１つの光起電力インピーダンス減少様式を提
供するステップと
　を含む、項目１０７に記載の太陽エネルギー電力生成の変動型方法。
（項目１０９）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式を提供する上記ステップ、および光起電力Ｄ
Ｃ－ＤＣ電力変換の第２の様式を提供する上記ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換
の分離型様式を提供するステップを含む、項目１０５に記載の太陽エネルギー電力生成の
変動型方法。
（項目１１０）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記
第２の様式とを交番に切り替える上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インピーダンス転換様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の最大光起電力インバータ電流様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の最大光起電力点様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インバータ動作条件様式と、
　組み合わされた、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力負荷インピーダンス増加様式
および光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力負荷インピーダンス減少様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の最大光起電力点様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力インバータ動作条件様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス増加様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス減少様式と、
　組み合わされた、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス
増加様式および光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス減少
様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電境界条件様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の後部光起電力要素保護様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インバータ保護様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インバータ協調様式と、
　上記の内容のそれぞれの全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の様式を交番に切り替えるス
テップを含む、項目１０５に記載の太陽エネルギー電力生成の変動型方法。
（項目１１１）
　少なくとも１つの光起電力条件に変換様式が対応するステップをさらに含む、項目１０
５に記載の太陽エネルギー電力生成の変動型方法。
（項目１１２）
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　少なくとも１つの光起電力条件に変換様式が対応する上記ステップは、光起電力ＤＣ－
ＤＣ電力変換の代替様式を閾値トリガするステップを含む、項目１１１に記載の太陽エネ
ルギー電力生成の変動型方法。
（項目１１３）
　上記転換されたＡＣ光起電出力をＡＣ電力網とインターフェース接続するステップをさ
らに含む、項目１０５または１１０に記載の太陽エネルギー電力生成の変動型方法。
（項目１１４）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器へのＤＣ光起電入力として、上記ＤＣ光起電出力を確立
するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式を提供するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式を提供するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御動作を達成するように、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変
換の該第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の該第２の様式とを交番に切り替える
ステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の該第１の様式または該第２の様式のうちの少なくとも１
つを利用して、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換するステップと
　を含む、太陽エネルギー電力変換の方法。
（項目１１５）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器へのＤＣ光起電入力として、該ＤＣ光起電出力を確立するス
テップと、
　該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、実質的に電力同形的に変換するステ
ップと、
　該ＤＣ光起電入力を該変換されたＤＣ光起電出力に変換するように作用している間、該
光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を実質的に電力同形的に制御するステップと、
　ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として、該変換されたＤＣ光起電
出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を転換されたＡＣ光起電出力に転換するステップと
　を含む、太陽エネルギー電力生成の効率的な方法。
（項目１１６）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、実質的に電力同形的に変換する上
記ステップは、光起電力回路インピーダンスを実質的に電力同形的に変換するステップを
含む、項目１１５に記載の太陽エネルギー電力生成の効率的な方法。
（項目１１７）
　光起電力回路インピーダンスを実質的に電力同形的に変換する上記ステップは、光起電
力回路インピーダンスをスイッチモード変換するステップを含む、項目１１６に記載の太
陽エネルギー電力生成の効率的な方法。
（項目１１８）
　光起電力回路インピーダンスをスイッチモード変換する上記ステップは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交番に切
り替えるステップを含む、項目１１７に記載の太陽エネルギー電力生成の効率的な方法。
（項目１１９）
　上記ＤＣ光起電入力を実質的に電力同形的に変換する上記ステップは、該ＤＣ光起電入
力を静止スイッチ変換するステップを含む、項目１１８に記載の太陽エネルギー電力生成
の効率的な方法。
（項目１２０）
　実質的に電力同形的に変換する上記ステップは、
　少なくとも約９７％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
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　少なくとも約９８％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形的に変換するステップを含む、
項目１１６または１１８に記載の太陽エネルギー電力生成の効率的な方法。
（項目１２１）
　上記転換されたＡＣ光起電出力をＡＣ電力網とインターフェース接続するステップをさ
らに含む、項目１１５、１１８、または１２０に記載の太陽エネルギー電力生成の効率的
な方法。
（項目１２２）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器へのＤＣ光起電入力として、該ＤＣ光起電出力を確立するス
テップと、
　該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、実質的に電力同形的に変換するステ
ップと、
　該ＤＣ光起電入力を該変換されたＤＣ光起電出力に変換するように作用している間、該
光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を実質的に電力同形的に制御するステップと
　を含む、太陽エネルギー電力変換の方法。
（項目１２３）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器へのＤＣ光起電入力として、該ＤＣ光起電出力を確立するス
テップと、
　該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換するステップと、
　該ＤＣ光起電入力を該変換されたＤＣ光起電出力に変換するように作用している間、該
光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御するステップと、
　ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として、該変換されたＤＣ光起電
出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を転換されたＡＣ光起電出力に転換するステップと
　を含む、太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１２４）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換する上記ステップは
、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、低エネルギー貯蔵変換するステップ
を含む、項目１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１２５）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、低エネルギー貯蔵変換する上記ス
テップは、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する過程の間、エネルギ
ーを部分的にしか貯蔵しないステップを含む、項目１２４に記載の太陽エネルギー電力生
成の多モード方法。
（項目１２６）
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　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、低エネルギー貯蔵変換する上記ス
テップは、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に統一変換するときに、実質的
に一定のエネルギー貯蔵を提供するステップを含む、項目１２４に記載の太陽エネルギー
電力生成の多モード方法。
（項目１２７）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、低エネルギー貯蔵変換する上記ス
テップは、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換するときに使用される負
荷サイクルに比例して、エネルギーを貯蔵するステップを含む、項目１２４に記載の太陽
エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１２８）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、低エネルギー貯蔵変換する上記ス
テップは、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換するときに使用されるス
イッチ負荷サイクルに比例して、インダクタにエネルギーを貯蔵するステップを含む、項
目１２４に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１２９）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、低エネルギー貯蔵変換する上記ス
テップは、該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する該ステップによって
引き起こされる電圧差に比例して、サイクル毎にエネルギーを貯蔵するステップを含む、
項目１２４に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３０）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換する上記ステップは
、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様
式とを交番に切り替えるステップを含む、項目１２３または１２４に記載の太陽エネルギ
ー電力生成の多モード方法。
（項目１３１）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、複
数の太陽電池パネルおよび複数の変換されたＤＣ光起電出力から複数のＤＣ光起電出力を
生成するステップを含み、上記光起電力ＤＣ－ＡＣインバータへの上記変換されたＤＣ光
起電入力を生成するために、該変換されたＤＣ光起電出力を直列に組み合わせるステップ
をさらに含む、項目１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３２）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換する上記ステップは
、少なくとも１つの太陽電池パネル上で、上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出
力に一体的に変換するステップを含む、項目１３１に記載の太陽エネルギー電力生成の多
モード方法。
（項目１３３）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、該光起電力
ＤＣ－ＤＣ変換器の光起電境界条件を制御するステップを含む、項目１２３に記載の太陽
エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３４）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップはさらに、該光
起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の上記光起電境界条件を制御する上記ステップとは別に、該光起
電力ＤＣ－ＤＣ変換器の光起電動作条件を独立して制御するステップを含む、項目１３３
に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３５）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、該光起電力
ＤＣ－ＤＣ変換器による最大光起電力インバータ入力電圧出力を制御するステップを含む
、項目１２３、１３３、または１３４に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３６）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、上記ＤＣ光
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起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する過程の間の少なくともいくつかの時点に
おいて、光起電出力電流に比例して最大光起電出力電圧を制御するステップを含む、項目
１２３、１３３、または１３４に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３７）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、最大光起電力点の動作を従属的に制御するステ
ップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと
　を含む、項目１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３８）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、光起電力インピーダンス増加および光起電力イ
ンピーダンス減少を従属的に制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと
　を含む、項目１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の多モード方法。
（項目１３９）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交代させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスの増加および光起電力負荷インピーダンスの減少の両方と
、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電動作条件を制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、実質的に電力同形的に制御するステップと、
　実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換モードを無効にするステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を従属的に制御するス
テップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を光起電力インバータ
従属的に制御するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、項目１２３に記載の太陽エネルギー電力生
成の多モード方法。
（項目１４０）
　上記転換されたＡＣ光起電出力をＡＣ電力網とインターフェース接続するステップをさ
らに含む、項目１２３、１３１、または１３９に記載の太陽エネルギー電力生成の効率的
な方法。
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（項目１４１）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器へのＤＣ光起電入力として、該ＤＣ光起電出力を確立するス
テップと、
　該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換するステップと、
　該ＤＣ光起電入力を該変換されたＤＣ光起電出力に変換するように作用している間、該
光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、多モード制御するステップと、
を含む、太陽エネルギー電力変換の方法。
（項目１４２）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、少
なくとも１つの太陽電池からＤＣ光起電出力を生成するステップを含む、項目１０５、１
１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４３）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、複
数の電気的に接続された太陽電池からＤＣ光起電出力を生成するステップを含む、項目１
０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４４）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、複
数の隣接する電気的に接続された太陽電池からＤＣ光起電出力を生成するステップを含む
、項目１０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４５）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、少
なくとも１つの太陽電池パネルからＤＣ光起電出力を生成するステップを含む、項目１０
５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４６）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、複
数の電気的に接続された太陽電池パネルからの出力を組み合わせるステップを含む、項目
１０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４７）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、少
なくとも１列の電気的に接続された太陽電池パネルからＤＣ光起電出力を生成するステッ
プを含む、項目１０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４８）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、
　上記光起電力の伝送を連続的に遮断するステップと、
　該光起電力の伝送を分路するステップと
　を含む、項目１４６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１４９）
　上記光起電力の伝送を連続的に遮断する上記ステップおよび該光起電力の伝送を分路す
る上記ステップの両方は、各々、少なくとも２つの別個の半導体スイッチ位置において発
生することができる、項目１４６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１５０）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、
　該変換するステップ中のいくつかの時点において、並列エネルギーを容量的に貯蔵する
ステップと、
　該変換するステップ中のいくつかの時点において、直列エネルギーを誘導的に貯蔵する
ステップと
　を含む、項目１４９に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１５１）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を制御する上記ステップは、該光起電力ＤＣ－Ｄ
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Ｃ変換器内の半導体スイッチ要素を部分的に切り替えるステップを含む、項目１４９に記
載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１５２）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を制御する上記ステップは、光起電力インピーダ
ンスを負荷サイクル転換するステップを含む、項目１５１に記載の太陽エネルギー電力生
成の方法。
（項目１５３）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、上記複数の太陽電池パネルのうちの１
つに各々対応する、複数の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を直列に接続するステップを含
む、項目１４６から２１．６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１５４）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップはさらに、上記複数の太陽電池パネルのそ
れぞれからＤＣ光起電入力を個別の専用パネルで変換するステップを含む、項目１５３に
記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１５５）
　上記複数の太陽電池パネルの各々からＤＣ光起電入力を個別の専用パネルで変換する上
記ステップは、該複数の太陽電池パネルの各々からＤＣ光起電入力を個別の専用最大光起
電力点において変換するステップを含む、項目１５４に記載の太陽エネルギー電力生成の
方法。
（項目１５６）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、個々の太陽電池パネルに対する該ＤＣ
光起電入力を物理的に一体的に変換するステップを含む、項目１５５に記載の太陽エネル
ギー電力生成の方法。
（項目１５７）
　上記複数の太陽電池パネルからの出力を直列に接続するために、複数の光起電力ＤＣ－
ＤＣ電力変換器を直列に接続するステップをさらに含む、項目１５４に記載の太陽エネル
ギー電力生成の方法。
（項目１５８）
　上記変換されたＤＣ光起電入力を転換されたＡＣ光起電出力に転換する上記ステップは
、該変換されたＤＣ光起電入力を高電圧転換されたＡＣ光起電出力に高電圧転換するステ
ップを含む、項目１５７に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１５９）
　上記変換されたＤＣ光起電入力を転換されたＡＣ光起電出力に転換する上記ステップは
、該変換されたＤＣ光起電入力を３相高電圧転換されたＡＣ光起電出力に高電圧転換する
ステップを含む、項目１５８に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６０）
　複数の電気的に接続された太陽電池パネルからの出力を組み合わせる上記ステップは、
複数のテルル化カドミウム太陽電池パネルからの出力を組み合わせるステップを含む、項
目１４６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６１）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、上記複数の太陽電池パネルのうちの１
つに各々対応する、複数の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器を並列に接続するステップを含
む、項目１４６から２１．６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６２）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、全光起電温度電圧動作範囲でＤＣ光起
電入力を変換するステップを含む、項目１５３または１５７に記載の太陽エネルギー電力
生成の方法。
（項目１６３）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、起電ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式
と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交番に切り替えるステップを含む、項
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目１１５または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６４）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の様式を
無効にするステップを含む、項目１６３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６５）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の対立す
る様式を提供するステップを含む、項目１６４に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６６）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の対立する様式を提供する上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の少なくとも１つの光起電力インピーダンス増加様式を提
供するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の少なくとも１つの光起電力インピーダンス減少様式を提
供するステップと
　を含む、項目１６５に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６７）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記第１の様式、および光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の
上記第２の様式は、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の分離型様式を提供するステップを含む
、項目１６３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６８）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の上記
第２の様式とを交番に切り替える上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インピーダンス転換様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の最大光起電力インバータ電流様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の最大光起電力点様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インバータ動作条件様式と、
　組み合わされた光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力負荷インピーダンス増加様式お
よび光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力負荷インピーダンス減少様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の最大光起電力点様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力インバータ動作条件様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス増加様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス減少様式と、
　組み合わされた光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス増
加様式および光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の従属型の光起電力負荷インピーダンス減少様
式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電境界条件様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の後部光起電力要素保護様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インバータ保護様式と、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インバータ協調様式と、
　上記の内容の各々の全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択される、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の様式を交番に切り替えるス
テップを含む、項目１６３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１６９）
　少なくとも１つの光起電力条件に変換様式が対応するステップをさらに含む、項目１６
８に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７０）
　少なくとも１つの光起電力条件に変換様式が対応する上記ステップは、光起電力ＤＣ－
ＤＣ電力変換の代替様式を閾値トリガするステップを含む、項目１６９に記載の太陽エネ
ルギー電力生成の方法。
（項目１７１）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換するステップと、
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　該ＤＣ光起電入力を該変換されたＤＣ光起電出力に変換するように作用している間、上
記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、多モード制御するステップと
　をさらに含む、項目１０５または１１５に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７２）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、該光起電力
ＤＣ－ＤＣ変換器の光起電境界条件を制御するステップを含む、項目１７１に記載の太陽
エネルギー電力生成の方法。
（項目１７３）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップはさらに、該光
起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の上記光起電境界条件を制御する上記ステップとは別に、該光起
電力ＤＣ－ＤＣ変換器の光起電動作条件を独立して制御するステップを含む、項目１７２
に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７４）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、該光起電力
ＤＣ－ＤＣ変換器による最大光起電力インバータ入力電圧出力を制御するステップを含む
、項目１７１、１７２、または１７３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７５）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、該ＤＣ光起
電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する過程の間の少なくともいくつかの時点にお
いて、光起電出力電流に比例して最大光起電出力電圧を制御するステップを含む、項目１
７１、１７２、または１７３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７６）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、最大光起電力点の動作を従属的に制御するステ
ップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと
　を含む、項目１７１に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７７）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力インピーダンス増加および光起電力イ
ンピーダンス減少を従属的に制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと
　を含む、項目１７１に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１７８）
　上記光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を多モード制御する上記ステップは、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交代させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスの増加および光起電力負荷インピーダンスの減少の両方と
、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電動作条件を制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
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　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、実質的に電力同形的に制御するステップと、
　実質的に電力同形の光起電力変換器機能の制御回路と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換モードを無効にするステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を従属的に制御するス
テップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を光起電力インバータ
従属的に制御するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、項目１７１に記載の太陽エネルギー電力生
成の方法。
（項目１７９）
　第２の電力能力と比較するときに、第１の電力能力との間で、太陽光電力変換を比較す
るステップをさらに含む、項目１０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電
力生成の方法。
（項目１８０）
　第２の電力能力と比較するときに、第１の電力能力との間で、太陽光電力変換を比較す
る上記ステップは、該第１の電力能力と該第２の電力能力との間で動作を切り替えるステ
ップを含む、項目１７９に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１８１）
　上記第１の電力能力と上記第２の電力能力との間で動作を切り替える上記ステップは、
上記ＤＣ光起電入力を従来的に電力変換するステップと、該ＤＣ光起電入力を改良型電力
変換するステップとを切り替えるステップを含む、項目１８０に記載の太陽エネルギー電
力生成の方法。
（項目１８２）
　太陽光電力変換を比較する上記ステップは、
　太陽光電力出力差を比較するステップと、
　太陽光電力効率差を比較するステップと、
　太陽光電力費用差を比較するステップと、
　太陽光電力日射利用を比較するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、項目１７９または１８０に記載の太陽エネ
ルギー電力生成の方法。
（項目１８３）
　上記ＤＣ光起電入力を改良型電力変換する上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様
式とを交番に切り替えるステップと、
　該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、実質的に電力同形的に変換するステ
ップと、
　該ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モード変換するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、項目１８１に記載の太陽エネルギー電力生
成の方法。
（項目１８４）
　上記ＤＣ光起電入力を改良型電力変換する上記ステップは、
　回路を介する上記光起電力の伝送を連続的に遮断することにより、それが、各々、少な
くとも２つの別個の半導体スイッチ位置において発生することができるステップと、
　回路を介する該光起電力の伝送を分路することにより、それが、各々、少なくとも２つ
の別個の半導体スイッチ位置において発生することができる、ステップと
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　を含む、項目１８３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１８５）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、該ＤＣ光
起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に実質的に電力同形的に変換するステップを含む、
項目１０５または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１８６）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、実質的に電力同形的に変換する上
記ステップは、光起電力回路インピーダンスを実質的に電力同形的に変換するステップを
含む、項目１８５に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１８７）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、光起電力
ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交番
に切り替えるステップを含む、項目１８６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１８８）
　上記ＤＣ光起電入力を実質的に電力同形的に変換する上記ステップは、該ＤＣ光起電入
力を静止スイッチ変換するステップを含む、項目１８７に記載の太陽エネルギー電力生成
の方法。
（項目１８９）
　実質的に電力同形的に変換する上記ステップは、
　少なくとも約９７％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形的に変換するステップを含む、項目１８
６または１８７に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１９０）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、該ＤＣ光
起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に最大光起電力点において変換するステップを含む
、項目１０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１９１）
　ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、最大光起電力点において変換する上記
ステップは、
　光起電力パラメータを計算するステップと、
　ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、最大光起電力点において変換する該ス
テップを達成するときに、該光起電力パラメータに対応するステップと
　を含む、項目１９０に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１９２）
　光起電力パラメータを計算する上記ステップは、光起電乗法電力パラメータを計算する
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ステップを含む、項目１９１に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１９３）
　上記ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、変換され
たＤＣ光起電出力電圧を引き起こすステップを含み、ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光
起電出力に、最大光起電力点において変換する上記ステップは、該変換されたＤＣ光起電
出力電圧とは無関係の方式で、ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、独立して
最大光起電力点において変換するステップを含む、項目１９０に記載の太陽エネルギー電
力生成の方法。
（項目１９４）
　少なくとも１つの太陽エネルギー源からＤＣ光起電出力を生成する上記ステップは、複
数の電気的に接続された太陽電池パネルからの出力を組み合わせるステップを含み、上記
ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、個々の太陽電池パネルに対する該ＤＣ光起電
入力を物理的に一体的に変換するステップを含む、項目１９３に記載の太陽エネルギー電
力生成の方法。
（項目１９５）
　ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に変換する上記ステップは、該ＤＣ光起電
入力を変換されたＤＣ光起電出力に日射可変適応的に変換するステップを含む、項目１９
３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１９６）
　上記ＤＣ光起電入力を変換する上記ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイ
クルで切り替えるステップを含む、項目１０５、１１５、または１２３に記載の太陽エネ
ルギー電力生成の方法。
（項目１９７）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ変換器をインピーダンス転換負荷サイクルで切り替えるステップを含む、項目１９
６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目１９８）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をインピーダンス転換負荷サイクルで切り替える上記ステッ
プは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を閾値決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を頻度変化的に切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモードで切り替えるステップと
　上記の内容の各々の全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択されるステップを含む、項目１９７に記載の太陽エネルギー電力生
成の方法。
（項目１９９）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に起動するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に解除するステップと
　を含む、項目１９６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２００）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、太陽エネルギー源の開回路の低温電圧決定的に、負荷サ
イクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、太陽エネルギー源の最大電力点の高温電圧決定的に、負
荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電性電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるス
テップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
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　上記の内容の各々の全ての順列および組み合わせと
　から成る群より選択されるステップを含む、項目１９６に記載の太陽エネルギー電力生
成の方法。
（項目２０１）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、ＤＣ光起電入
力を変換されたＤＣ光起電出力に、最大光起電力点において変換するステップを含む、項
目１９６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２０２）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切り替えるステッ
プを含む、項目２０１に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２０３）
　ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、最大光起電力点において変換する上記
ステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を最大光起電力点負荷サイクルで切り替えるステ
ップを含む、項目２０１または２０２に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２０４）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切り替えるステッ
プを含む、項目２０１から２０３に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２０５）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ変換器を穏やかに遷移させるステップを含む、項目２０１から２０４に記載の太陽
エネルギー電力生成の方法。
（項目２０６）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を穏やかに遷移させる上記ステップは、最大光起電出力電圧
－光起電出力電流比例の負荷サイクルを確立するステップを含む、項目２０５に記載の太
陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２０７）
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を負荷サイクルで切り替える上記ステップは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ変換器において、対立する光起電負荷サイクル切替モードを一時的に確立するステ
ップを含む、項目２０１から２０６に記載の太陽エネルギー電力生成の方法。
（項目２０８）
　以上に、および添付実施例のうちのいずれかを参照して、実質的に記載されたような方
法。
（項目２０９）
　以上に、および添付実施例のうちのいずれかを参照して、実質的に記載されたような装
置。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、単一の代表的な太陽光源に対する、本発明の一実施形態による制御され
たシステムのブロック図を示す。
【図２】図２は、本発明の一実施形態による、多量の相互接続されたパネルの列の概略図
を示す。
【図３】図３は、代表的な太陽電池パネルの電流および電圧の関係のグラフを示す。
【図４】図４は、同様のパネルの電力および電圧の関係のグラフを示す。
【図５Ａ】図５Ａおよび５Ｂは、本発明の実施形態において使用されうるような、２つの
タイプのデュアルモード電力変換回路を示す。
【図５Ｂ】図５Ａおよび５Ｂは、本発明の実施形態において使用されうるような、２つの
タイプのデュアルモード電力変換回路を示す。
【図６】図６は、直列接続されたパネルおよび単一の電力網に繋がれたインバータの構成
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を有する、本発明の実施形態を示す。
【図７Ａ】図７Ａおよび７Ｂは、異なる温度および出力パラダイムに対する太陽電池パネ
ル出力動作条件のグラフを示す。
【図７Ｂ】図７Ａおよび７Ｂは、異なる温度および出力パラダイムに対する太陽電池パネ
ル出力動作条件のグラフを示す。
【図８】図８は、本発明と比較した従来方法に対してトポロジと範囲によって損失のグラ
フを示す。
【図９】図９は、本発明の一つの動作上の実施形態による、組み合わされたプロセス条件
のグラフを示す。
【図１０】図１０は、グリッド接続インバータを有しない従来技術のシステムである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　上述のように、本発明は、独立して、または他の側面と組み合わせて考慮されてもよい
、種々の側面を開示する。最初の理解は、本発明による電力調整器の一実施形態が、代替
過程変換器、デュアルモード光起電力変換器、非常に高い効率の光起電力変換器、多モー
ド光起電力変換器、先述の内容への最大電力点追跡（ＭＰＰまたはＭＰＰＴ）側面の包含
、ならびに、出力電圧、出力電流、およびおそらく出力電力等に対する動作境界を含む実
施形態さえも含む、以下の概念および回路のうちのいずれかを組み合わせてもよいという
事実から始まる。これらのそれぞれは、一般的な意味から、ならびに、実装のための初期
用途を示す実施形態を通して、理解されるべきである。これらの側面のそれぞれのいくつ
かの初期利益は、それぞれが最初に開示されたものだけでなく、接続形態の種類をどのよ
うに表すかとともに、以下の論議において、個別に、かつ組み合わせて論議される。
【００１９】
　図１は、本発明の基本的な太陽電池の変換原理を図示する、太陽エネルギー電力システ
ムの一実施形態を示す。示されるように、それは、おそらく最終的には電力網（１０）と
連動してもよい光起電力ＤＣ－ＡＣインバータ（５）に、変換された出力を提供する、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）に流れ込む、太陽エネルギー源（１）を伴う。理解さ
れ得るように、太陽エネルギー源（１）は、太陽電池、太陽電池パネル、またはおそらく
パネルの列であってさえもよい。いずれにしても、太陽エネルギー源（１）は、ＤＣ光起
電力出力（２）を提供してもよい。このＤＣ光起電力出力（２）は、ＤＣ－ＤＣ電力変換
器（４）へのＤＣ入力（３）として役立つ。
【００２０】
　ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）は、概して、変換器機能制御回路（８）として示される能
力によって、その動作を制御させてもよい。当業者であればよく理解するはずであるよう
に、この変換器機能制御回路（８）は、真の回路ハードウェアとして具現化されてもよく
、または、それは、所望の制御を達成するためのファームウェアまたはソフトウェアであ
ってさえもよく、かつ依然として変換器機能制御回路（８）の意義の範囲内に入る。同様
に、ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）は、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路を表すと見なされ
るべきである。この点で、ハードウェア回路が必要であると思われるが、ハードウェア、
ファームウェア、およびソフトウェアの組み合わせは、依然として回路という用語によっ
て包含されると理解されるべきである。
【００２１】
　図１に図示されるように、種々の要素は相互に接続されてもよい。直接接続であるが、
種々の要素が相互に対応してもよい１つの方式であり、つまり、１つの要素における何ら
かの効果が、別の要素において直接または間接的に効果または変化を引き起こしてもよい
。ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）は、その入力を変換し、したがって、種々の設計であって
もよい光起電力ＤＣ－ＡＣインバータ（５）への入力としての機能を果たしてもよい、変
換されたＤＣ光起電力出力（６）を提供するように作用してもよい。このＤＣ－ＡＣイン
バータ（５）は、太陽エネルギー電力システムの実施形態に含まれても含まれなくてもよ
い。含まれる場合には、システムは、ＤＣ電力を転換されたＡＣ（７）に変換するステッ
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プを確立する機能を果たしてもよく、この転換されたＡＣ（７）は、例えば、光起電ＡＣ
電力出力（７）であって、ＡＣ電力網インターフェース（９）と呼ばれる、何らかの接続
を通した電力網（１０）によって使用されることができる。このように、システムは、あ
る種類の光起電力ＤＣ－ＡＣインバータ（５）への入力として確立されてもよい、ＤＣ光
起電力出力（６）を生成してもよい。この入力を転換させるステップは、たとえ実質的に
一方向性の電流信号からの実質的交流信号自体が、完全に、または実質的に安定していな
くても、その信号を包含し、生成するものとして理解されるべきである。
【００２２】
　図２および６に示されるように、個々の太陽エネルギー源（１）は、電池レベルであれ
、パネルレベルであれ、またはモジュールレベルであれ、一連の電気的に接続されたエネ
ルギー源を生成するように組み合わせられてもよい。そのような組み合わせは、直列また
は並列接続のいずれかを通して対応してもよい。図２および６に示されるように、接続さ
れた複数は、おそらく、電気的に接続された太陽電池パネル（１１）の列等の、電気的に
接続されたアイテムの列を形成してもよい。図２に示されるように、これらの列のそれぞ
れ自体は、おそらく光起電配列（１２）または多量の組み合わされた太陽エネルギー源さ
えも形成する、はるかに大型の組み合わせに対する構成要素であってもよい。物理的また
は電気的レイアウトのいずれかによって、これらの電池、パネル、または列のうちの特定
のものは、ある程度同様の電気的、機械的、環境的、太陽光暴露（または日射）条件に暴
露されてもよいという点で、隣接してもよい。大型配列または多量が提供される状況では
、図２で概略的に図示されるように、おそらく３相の高電圧転換ＡＣ光起電力出力ととも
に、電圧ＤＣ－ＡＣ太陽光電力インバータを含むことが望ましくてもよい。
【００２３】
　電気的に直列の組み合わせについて図示されるように、電圧が上昇してもよいが、電流
は同一であってもよいように、出力が組み合わせられてもよい。逆に、電気的に並列の組
み合わせが存在してもよい。図２および６は、各々の変換されたＤＣ光起電力出力（６）
等のアイテムを直列に組み合わせるか、または直列に接続するステップを達成して、光起
電力ＤＣ－ＡＣインバータ（５）への変換されたＤＣ光起電力入力を生成するように接続
される、実施形態を図示する。示されるように、これらの直列接続は、変換されたＤＣ光
起電力出力（６）の直列接続であってもよく、次いで、それは、ある種類の光起電力ＤＣ
－ＡＣインバータ（５）または他の負荷への変換されたＤＣ光起起電力入力（１４）とし
ての機能を果たしてもよい、変換されたＤＣ光起電力出力（１３）を生成してもよい。再
度、各太陽エネルギー源（１）は、電池レベル、パネルレベル、列レベル、または配列レ
ベルであってもよい。よく理解されるように、並列接続、および変換器またはそれらの出
力を並列接続するステップも確立することができる。
【００２４】
　上述のように、回路およびシステムは、太陽エネルギー源（１）から可能な限り多くの
電力を抽出するように構成することができる。電気的には、このことは、最大電力点（Ｍ
ＰＰ）回路または最大電力点追跡（ＭＰＰＴ）により、１つ以上の太陽電池、パネル、ま
たは列の最大電力点（ＭＰＰ）において動作を達成することによって確立されてもよい。
したがって、実施形態では、本発明による太陽光電力システムは、電力変換回路とともに
ＭＰＰＴ制御回路を含んでもよい。それは、以降で論議されるような範囲制限回路さえも
含んでもよい。
【００２５】
　この最大電力点動作の側面は、図３および４を参照することにより図示され、最大電力
点追跡（ＭＰＰＴ）回路は、所与のパネルまたは他の太陽エネルギー源（１）から電力を
抽出するための最適な点を見出すように構成されてもよい。背景として、実験室で測定さ
れてもよいようなパネルは、図３で示された電圧および電流の関係を示してもよいと理解
されたい。アンペア単位の電流は、縦軸上にある。ボルト単位の電圧は、横軸上にある。
電圧に電流を掛けて電力を求めた場合、これは図４に示される。電流は、ここでは縦軸上
にある。ここで使用されるようなＭＰＰＴ回路の実施形態の目標は、パネルがそのピーク
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電力を提供するよう動作してもよいように、パネルに適切な負荷抵抗、より正確にはイン
ピーダンスを適用することであってもよい。測定条件下で、このパネル上の最大電力点は
、パネルが約１５ボルトおよび８アンペアを産出する時に発生することが図式的に分かる
。このことは、ある機能制御回路、変換器、変換器機能制御回路、またはさらに一般的に
は、光起電力機能変更コントローラ（８）の動作の様式の一部または全体であってさえも
よい、最大光起電力点変換器機能制御回路（１５）によって決定されてもよい。この方法
において、変換器または変換するステップは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の最大光起電
力点様式、または最大光起電力点変換のステップを提供してもよい。このことは、切替に
よって、おそらく、変換器またはインバータレベルでの負荷サイクル切替によっても達成
されてもよく、そのようなものとして、システムは、最大光起電力点の負荷サイクル切替
、または最大光起電圧の決定的負荷サイクル切替のステップを達成してもよい。
【００２６】
　当業者であれば理解するように、ＭＰＰ情報を導出するために採用されてもよい、多数
の回路構成がある。いくつかは、短絡回路電流または開回路電圧を観測することに基づい
てもよい。別の種類の解決法は、摂動観測（Ｐ＆Ｏ）回路と呼ばれてもよい。Ｐ＆Ｏ方法
は、ＭＰＰを導出するために、「山登り」と呼ばれる技法と併せて使用されてもよい。以
下で説明されるように、このＭＰＰは、最良の動作を達成するために、各ソースに対して
、各隣接ソースに対して、または列全体に対して、個別に決定されてもよい。したがって
、複合システムの実施形態は、個別パネル（任意のソースレベルを含むと理解される）専
用の最大光起電力点変換器機能の制御回路（１６）を利用してもよい。
【００２７】
　個別に構成されるか否かにかかわらず、１つのＰ＆Ｏ方法では、パネル上の既存のリッ
プル電圧を利用するようにアナログ回路を構成することができる。単純なアナログ回路を
使用して、パネル電圧およびその一次導関数（Ｖ’）、ならびに、パネル電力およびその
一次導関数（Ｐ’）を導出することが可能であってもよい。２つの導関数および単純論理
を使用して、以下のようにパネル上の負荷を調整することが可能であってもよい。
【００２８】
【表１】

　当然ながら、出力の導関数および論理を見出すために、多数の他の回路構成があっても
よい。一般に、電力調整器（１７）は、光起電乗法結果回路（２２）でさえあってもよい
、電力計算回路（ファームウェアまたはソフトウェア）（２１）を含んでもよい。これら
の回路は、結果を生じるか、または、電力指標に類似している（たとえＶ＊Ｉ乗法関数の
正確な数学的結果でなくても）アイテムに応じるように作用してもよい。これは、当然な
がら、いくつかの電力パラメータのＶ＊Ｉ型の計算であってもよく、システムは、ＭＰＰ
レベルでの動作に最終的に近づき、最終的にそれを達成するように、何らかの方法で自ら
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を上昇または低下させるように反応してもよい。能力が提供され、光起電乗法電力パラメ
ータを計算するステップを達成することによって、システムは、所望の結果のために、そ
のパラメータに対応することができる。
【００２９】
　直列の列の電力調整器（１７）または同等物がある実施形態では、各ＰＣ出力を通る電
流は、同じであってもよいが、各ＰＣの出力電圧は、そのパネルが生じる電力量に比例し
てもよい。そのような実施形態の機能をさらに開示するために、以下の実施例を考慮する
。図６の回路を検討し、それを、単純に直列に接続されたパネルと比較する（単純な直列
接続には、それにわたって逆方向ダイオードがあってもよいことを留意する）。第１に、
それぞれ１００ボルトおよび１アンペアを産生する、４つの直列のパネルがあり、インバ
ータに４００ボルトに設定された入力を供給すると仮定する。これは、いずれか一方のア
プローチを使用して、４００ワットの出力を生じる。ここで、１００ボルトおよび０．８
アンペアを生じる（部分的な陰をシミュレートし、より少ない光はより少ない電流を意味
する）１つのパネルの結果を考慮する。直列接続について、０．８アンペアが各パネルを
通って流れ、４００×０．８＝３２０ワットの全電力を生じる。ここで、図６の回路を考
慮する。第１に、各パネルが独自のＭＰＰを生じているため、全電力は３８０ワットとな
る。当然ながら、結局は依然として直列に接続されているため、各電力調整器からの電流
は同じでなければならない。しかし、各ＰＣからの既知の電力により、電圧は、以下のよ
うに計算されてもよく、
　　３Ｖ＋０．８Ｖ＝４００ボルト
式中、Ｖは、各全電力パネル上の電圧である。
【００３０】
　したがって、この実施形態では、パネルのうちの３つが１０５．３ボルトを有し、１つ
が８４．２ボルトを有してもよいことが分かる。
【００３１】
　さらに、図６では、いくつかの実施形態で、付加的な利益が、個別の電力制御の包含か
ら導出されてもよいと理解することができる。そのような実施形態では、電力ブロックが
、パネル構成ごとに電力変換およびＭＰＰを有する一群のＰＶパネルと見なされてもよい
。そのようなものとして、それらは、必要に応じて出力を適合させて、あらゆる電力ブロ
ックからの最大電力を常に維持する。そのような１列の電力ブロックとともに使用される
ように適合された場合、システムは、その出力において変動する電圧で動作さえしてもよ
い。
【００３２】
　この種類の構成の利点を、ＭＰＰ動作の第２の実施例から図示する。この実施例は、０
．５アンペアしか産生できないように、１つのパネルが日陰になっている場合を図示する
ものである。直列接続された列について、１アンペアを産生する３つのパネルは、０．５
アンペアを生じるパネルを完全に逆バイアスし、逆方向ダイオードを伝導させ得る。パネ
ルのうちの３つに由来する電力のみさえあってもよく、これは、合計で３００ワットとな
ってもよい。再度、本発明の実施形態の回路について、各ＰＣは、合計で３５０ワットと
なるＭＰＰを産生してもよい。今回、電圧計算は、以下のようになってもよい。
【００３３】
　　３Ｖ＋０．５Ｖ＝４００ボルト
　この場合、３つのパネルが１１４．２ボルトの電圧を有してもよく、残りの１つが半分
または５７．１ボルトを有してもよい。出力電圧は、ＰＶパネル出力電力と比例すると見
なすことができ、したがって、より良好な結果をもたらす。
【００３４】
　これらは、いくつかの利点を図示する基本的実施例である。現在、実際のＰＶ列では、
多くの直列のＰＶパネルがあってもよい。通常、それらのうちのいずれも、正確には同じ
電力を生じない。したがって、多くのパネルが逆付勢される場合があり、ほとんどのパネ
ルが個別ＭＰＰよりも少量を産生する場合さえある。このことは、本発明の実施形態によ
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って克服することができる。図６では、このパネル列から電力を取り込み、電力網に電力
供給するための電力変換器が示されている。以下で論議されるように、そのような構成は
、おそらく動作境界を設定することによって、電圧制限および／または保護を必要として
もよい。
【００３５】
　電力調整器（１７）は、ＰＶパネルから最大電力を常に抽出するように構成されてもよ
い。本発明の実施形態によれば、これは、電力調整器（１７）、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力
変換器（４）、または変換器機能の制御回路（８）を通して提供される、インピーダンス
転換能力によって達成されてもよい。そのようなものは、必要に応じて、個別またはグル
ープ電力送達のインピーダンスを転換して、ＭＰＰを維持するように作用してもよい。し
たがって、システムは、各パネルに対する最大出力を達成する際に、各パネルの電圧の変
動を引き起こしてもよい。システムの接続形態に基づいて、これは、おそらく一定または
共通電流で達成されてもよいため、直列の列は、最大電力である。実施形態では、本発明
は、１つのパネルに対する負荷インピーダンスを増加または減少させるように構成されて
もよく、所望により、固定電圧を提供さえしてもよい。
【００３６】
　上記で示唆されるように、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電力インピーダンス転換
様式は、光起電力インピーダンス転換電力変換の制御回路によって達成することができる
。切替式またはスイッチモードの光起電力インピーダンス転換の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力
変換器の２つの実施形態を図５Ａおよび５Ｂに示す。理解され得るように、含まれるスイ
ッチは、種々の目標を達成するように、負荷サイクル切替、つまり、（たとえ一定ではな
くても、または変動する期間を有しても）周期的時点での切替のために、変換器機能の制
御回路（８）によって制御されてもよい。この切替は、種々の方法で発生することができ
る。また、１つのモードから別のモードに切り替えるための方法の変化例があってもよい
。例えば、最小パルス幅が設定された場合、以下で論議されるように、バーストモードに
なることによって、エネルギーをさらに低減するか、またはインピーダンスを変化させる
ことが可能であってもよい。最小負荷サイクルが２％に設定された場合、例えば１０％の
バースト負荷サイクルとともに、２％負荷サイクルの偶発バーストを使用することによっ
て、０．２％エネルギー伝達を得ることが可能である。この大部分は、頻度変化型の切替
、または異なるスイッチの他の制御によって、達成されてもよい。したがって、実施形態
は、スイッチ頻度変化切替式の光起電力変換の制御回路を提供してもよい。これは、転換
中に高い効率を提供しながら、１つのモードから別のモードへのスムースな転換の可能性
を生じさせることができる。
【００３７】
　切替の目標は、上記で論議される最大電力点動作、ならびに、以下で論議される多数の
様式を含んでもよい。これらの様式のうちのいくつかは、動作の種々の様式を達成するよ
うに、ある時点で、ある電力体制で、またはおそらく、ある電力パラメータに基づいて、
１つの様式が１つまたは別の様式に優先するように、従属型でさえあってもよい。再度、
これらの様式のうちのいくつかを後で論議する。しかしながら、インピーダンス転換との
関連で、光起電力インピーダンス転換負荷サイクル切替があってもよく、そのようなもの
は、光起電力インピーダンス転換負荷サイクルスイッチの制御回路（再度、ハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、およびそれぞれの組み合わせさえも包含するとして理
解される）によって制御されてもよい。
【００３８】
　図５Ａおよび５Ｂの２つの実施例にすぎないが、図示される特定の実施形態を参照する
と、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）は、光起電力インピーダンスを増加または減少
させるように操作されてもよいことが理解され得る。これらの２つの動作の代替モードは
、たとえそのような動作が経時的に変化しても、一方のモードまたは他方のモードのいず
れかが任意の時点で存在し得るという点で、排他的でさえあってもよい。そのようなもの
として、実施形態は、光起電力インピーダンス増加光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路（１
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９）と、おそらく、光起電力インピーダンス減少光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路（２０
）とを含んでもよい。これら２つの実施例が図５Ａおよび５Ｂに図示され、図中、光起電
力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）の第１の部分が一方向に（図５Ａでは上方に、図５Ｂでは
下方に）作用し、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）の第２の部分が他方の方向に（図
５Ａでは下方に、図５Ｂでは上方に）作用すると考えることができる。したがって、光起
電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）の動作モードは、一方が効果を達成し、他方が反対の効
果を達成するという点で、対立してもよいことが分かる。システムの実施形態は、光起電
力ＤＣ－ＤＣ電力変換の少なくとも１つの光起電力インピーダンス増加様式、および光起
電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の少なくとも１つの光起電力インピーダンス減少様式を提供して
もよい。図５Ａおよび５Ｂの２つの実施形態について示されるように、これらの様式の両
方は、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）が、光起電力負荷インピーダンスの増加およ
び光起電力負荷インピーダンスの減少のステップを達成してもよいように、１つの光起電
力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）に提供されてもよい。そのような要素はまた、他方が動作
しないときに一方が代替動作で動作し、逆もまた同様であるように、分離型であってもよ
い。そのようなものはまた、両方が同様の時間枠で実際に動作するか、または動作するよ
うに思われる、電力変換のわずかな期間のみにわたって、実質的に分離型であってもよい
。したがって、システムは、実質的に分離型のインピーダンス転換光起電力変換の制御回
路を含んでもよい。電力調整器（１７）の構成および設計を介して、システムは、切替ま
たは他の能力、および該当する場合、所望の効果を提供してもよい制御回路を提供しても
よい。
【００３９】
　図５Ａおよび５Ｂに示された実施形態を再度参照すると、いくつかの実施形態は、光起
電スイッチ制御回路（２３）によって制御されてもよい、１つ以上のスイッチを利用して
もよく、したがって、電力調整器（１７）は、スイッチモードの性質であってもよいこと
が分かる。示された実施形態では、これらのスイッチは、Ｔ１－Ｔ４およびＴ２１－Ｔ２
４と指定されている。いくつかの実施形態では、これらのスイッチは、半導体スイッチで
あってもよく、このことは、より低い損失、およびより高い効率を促進してもよい。さら
に、スイッチおよび接続は、１つ以上の光起電力直列スイッチ要素（２４）、および１つ
以上の光起電力分路スイッチ要素（２５）を提供するように構成されてもよい。理解され
得るように、光起電力直列スイッチ要素（２４）は、光起電力の伝送が遮断されてもよい
（遮断する行為）、１つ以上の位置を提供してもよく、光起電力分路スイッチ要素（２５
）は、光起電力の伝送が接地、別の電力路、または同等物に分路されてもよい（分路する
行為）、１つ以上の位置を提供してもよい。
【００４０】
　図５Ａおよび５Ｂの説明図も示すように、実施形態は、１つのスイッチだけでなく、１
つの直列および分路スイッチだけでなく、複数対の直列経路型および分路経路型半導体（
または他の）スイッチさえ含んでもよい。したがって、遮断および分路は、少なくとも２
つの別個の半導体スイッチ位置において発生することができる。明らかに、これらの実施
例は、切替、遮断、分路、および対合の概念のそれぞれをより単純に図示するように構成
されているが、より複雑な構成が可能であることを理解されたい。多くの回路の側面と同
様に、いくつかの設計は、同じ効果を分かりにくく達成するように配設さえされてもよく
、これらは、当然ながら依然として本発明の範囲内に入る。
【００４１】
　最初に論議された動作モード、すなわち、光起電力負荷インピーダンスを増加させ、お
そらく代替として減少させるモードから理解され得るように、本発明の実施形態によるシ
ステムは、２つ以上の動作モードを有するという点で、おそらく多モードの変換器機能の
制御回路（２６）によって制御される多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器としての
機能を果たす、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）を提供してもよい。これらのモード
は、光起電力インピーダンス増加および光起電力インピーダンス減少を含んでもよいが、
それらに限定されるものとして理解されるべきではなく、いくつかの他のモードを以下で
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論議する。一般に、多モードの活動の側面は、少なくとも、一度に１つだけの変換のモー
ドが発生する過程を包含する。インピーダンス、または任意の他の因子は、増加させられ
ず、次いで、所望の結果にかかわらず、同じ過程で減少させられる。おそらく単独の統合
とともに、単一の変換方法のみが使用される。
【００４２】
　したがって、電力調整器（１７）は、少なくとも、第１の様式および第２の様式の光起
電力ＤＣ－ＤＣ電力変換回路、ＤＣ－ＤＣ電力変換器、またはＤＣ－ＤＣ電力変換を提供
してもよい。さらに、光起電力負荷インピーダンスを増加または減少させるＭＰＰとの関
連で理解することができるように、多モードの光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器、またはお
そらく、多モードの変換器機能の制御回路（２６）は、おそらく、Ｖ＊Ｉ乗法因子、電圧
レベル、電流レベル、または他のおそらく信号指示あるいは計算された設定点等の、１つ
以上の光起電力条件に応じてもよい。そのように、（たとえ必ずしも同時に利用されなく
ても）２つ以上の変換動作モードの能力を提供する際に、または動作モードを変更する能
力を提供する際に、システムは、ＤＣ光起電入力を変換されたＤＣ光起電出力に、多モー
ド変換するステップを達成してもよい。同様に、（再度、たとえ必ずしも同時に利用され
なくても）２つ以上の変換動作モードを生じさせるように制御する能力を提供することに
よって、または動作のモードを変更するように制御する際に、システムは、光起電力ＤＣ
－ＤＣ電力変換器（４）の動作を多モード制御するステップを達成してもよい。
【００４３】
　実施形態は、２つ以上の動作モードさえ含んでもよく、したがって、デュアルモード電
力変換回路またはデュアルモード変換器と見なされてもよい。この回路のデュアルモード
性質は、有意な利益を具体化してもよく、別の特徴は、ほとんどのＤＣ／ＤＣ変換器が、
しばしば、未調節のソースを取り込み、調節された出力を産生することを目的としている
ことであってもよい。本発明では、ＤＣ／ＤＣ変換器への入力は、ＰＶパネルＭＰＰにお
いて調節される。ＰＶパネルから取り込まれる電力は、出力に関係なく、入力ＭＰＰ要件
を満たすことができるように、出力接続において必要とされるインピーダンスであれば何
でも変換されてもよい。
【００４４】
　出力電圧が入力電圧よりも低くなるように変更されているインピーダンスの場合、Ｔ３
を強制的に連続伝導状態にし、Ｔ４を非伝導状態にすることができ、Ｔ１およびＴ２は、
スイッチモード負荷サイクル状態で操作される。この動作の負荷サイクルは、トランジス
タＴ２がＴ１（逆負荷サイクルを伴う）と同期的に切り替えられてもよいという点で、同
期的となり得る。Ｔ２は、この位置のダイオードよりもはるかに低い損失を有する、低Ｒ

ＤＳ（ＯＮ）ＦＥＴであってもよい。この同期動作により、この回路は、以下でより一般
的に記述されるように、極めて高い効率を有することができる。電流が付加的なトランジ
スタＴ３を通過するという点で、この回路に懸念が存在し得る。しかし、このトランジス
タは、切り替わらないので低損失を有することができる。当然ながら、図５Ｂに示された
実施形態について、同様の動作を達成することができる。
【００４５】
　図５Ａに示された回路に対する第２のモードは、出力電圧が入力電圧よりも高くなるよ
うにインピーダンスを変化させる必要がある場合を伴うことができる。ここで、Ｔ１は、
連続伝導状態に切り替えられてもよい。Ｔ２は、非伝導性であってもよい。ここで、トラ
ンジスタＴ３およびＴ４は、スイッチモード方式で制御される。同じ発想が該当すると考
えてもよい。第１に、全てのスイッチは、低いオン状態損失を有するトランジスタである
。第２に、ブーストセクションは、トランジスタＴ１のオン状態損失におけるデュアルモ
ード能力による付加的な損失のみを伴う高い効率で、操作されてもよい。この回路はまた
、サイズ、空間、および費用を節約する、共通インダクタＬ１を利用することもできる。
再度、当業者であれば理解するように、図５Ｂに示された実施形態について、同様の動作
を達成することができる。
【００４６】
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　興味深いことに、および以下でより詳細に論議されるように、従来技術の効率が９１％
未満であると示されることがあった一方で、この回路は、９８％さえも上回り、９９．２
％ほどの高さの効率のレベルで動作しながら、必要な機能を達成する。太陽電池パネルま
たは太陽電池パネルの列に接続されると、この効率差は、決定的に重要となり得る。当然
ながら、本発明の他の開示された側面とともに、多くの種類のＤＣ／ＤＣ変換器の類似物
による、孤立型または非孤立型のインピーダンス転換が使用されてもよく、ほぼあらゆる
ＤＣ／ＤＣ変換器接続形態が、この機能に使用されてもよく、かつ本発明において本明細
書に含まれる。
【００４７】
　上記で簡潔に記述されるように、交番の動作モードがあってもよく、システムは、パラ
メータまたは他の指標あるいは計算に基づいて、異なるモード間で変動してもよい（かつ
、変動型変換モードを達成する）。１つのモードまたは別のモードが実質的に排他的に起
動される実施形態では、電力調整器（１７）または他のシステム要素が、代替モードの光
起電力変換器の機能制御（２７）を提供してもよい。それは、少なくともいくつかの時点
において、モードを排他的に切り替えてもよい。これらのモードは、変換のモードであっ
てもよく、そのため、システムは、太陽光電力を生成する変動型方法を提供してもよい。
以上で示されるように、これらのモードは、対立するか、または対立する様式である、実
質的に分離型であるか、またはその他であってもよい。
【００４８】
　特定の動作モードを排他的に制御する際に、システムは、未使用のモードを無効にして
もよい。これは、例えば、以下で記述される、より高いレベルの効率、または同等物を達
成するために、重要となり得る。図５Ａおよび５Ｂの光起電力インピーダンス転換との関
連で図示される実施例を参照すると、少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ
－ＤＣ電力変換のモードまたは動作を無効にするために、本発明の実施形態がどのように
作用することができるかを理解することができ、したがって、システムは、無効代替モー
ドの光起電力変換の制御回路（２８）を提供することができる。上記で、ＭＰＰとの関連
で、スイッチ操作に関して論議されるように、おそらく、光起電力分路スイッチ要素（２
５）、光起電力直列スイッチ要素（２４）のうちの１つ、またはその他等の、１つ以上の
スイッチは、動作中に無効にされてもよい。これは、動作モードを比較する能力を提供し
てもよく、または、おそらく最も重要なことには、以前は利用可能と考えられていなかっ
た、高度に効率的な動作を可能にしてもよい。したがって、実施形態は、光起電無効モー
ド変換器機能の制御回路を提供してもよい。
【００４９】
　利点をもたらす動作能力の側面は、種々の太陽光源またはパネルの異なる動作条件に適
応する、本発明の実施形態の能力である。図７Ａおよび７Ｂに示されるように、最大電力
点に対する動作の電圧は、太陽光源が高温または低温条件を経験しているか否かに基づい
て変動することができる。電圧制約は別として、インピーダンス転換を介してＭＰＰが適
応されることを可能にすることによって、本発明による実施形態は、拡張的パネル能力を
提供してもよい。これは、変換器が、効果的に、全光起電温度電圧動作範囲の光起電力Ｄ
Ｃ－ＤＣ電力変換器であるようなものであってもよく、それにより、低温の動作温度にお
けるＭＰＰに対する電圧ほどの高さのＭＰＰ電圧、ならびに高温の動作温度におけるＭＰ
Ｐに対する電圧ほどの低さのＭＰＰ電圧で動作することができる。したがって、図７Ａお
よび７Ｂから理解することができるように、システムは、太陽エネルギー源の開回路の低
温電圧決定切替式の光起電力変換の制御回路、および太陽エネルギー源の最大電力点の高
温電圧決定切替式の光起電力変換の制御回路を提供することができる。それは、全光起電
温度電圧動作範囲の変換さえ達成することができる。これは、スイッチ負荷サイクルの適
正な動作を介して達成されてもよく、したがって、システムは、太陽エネルギー源の開回
路の低温電圧決定的な負荷サイクル切替、および太陽エネルギー源の最大電力点の高温電
圧決定的な負荷サイクル切替を提供してもよい。
【００５０】
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　さらに、おそらく高温および低温電圧を極端な条件として見なすと、同様に、システム
がどのようにして日射の変動する量に適応し得るかを理解することができ、したがって、
たとえ隣接するパネルに関する場合であっても、パネルが部分的に日陰になっていようと
、ＭＰＰを抽出することができる日射可変適応光起電力変換器の制御回路があってもよい
。システムおよびそれらの負荷サイクル切替は、日射量に適応可能であってもよく、その
ため、変換するステップは、日射可変適応的に変換するステップとして達成されてもよい
。これは、テルル化カドミウム太陽電池パネル等のより新しい技術のパネルにおいて、特
に、より広範な動作電圧を有することができる、テルル化カドミウム太陽電池パネルの列
からの出力を組み合わせるときに、重要となり得る。
【００５１】
　前述のように、有意に重要な側面は、変換器が動作する効率のレベルである。これは、
変換前に入って来る電力より優れている、変換後に出て行く電力として定義される。効率
向上の一部は、トランジスタスイッチのスイッチモード動作を使用することによって達成
されるが、接続形態が、この点ではるかに重要である。具体的には、上記で論議されるよ
うなスイッチおよび同等物の動作により、システムは、以前に可能と考えられていた効率
のレベルをはるかに超えることができる。それは、約９９．２％ほどの高さの効率を提供
することによって、電気エネルギーよりもむしろ熱に電力の形態を実質的に変化させない
、実質的に電力同形の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換を提供することさえできる。これは、
実質的に電力同形の光起電力変換器機能および実質的に電力同形の光起電力インピーダン
ス変換器を利用することによって、ならびに、上記で論議されるような制限された損失が
あるようにスイッチの動作を制御することによって、提供することができる。そのような
動作は、９７、９７．５、９８、９８．５から最大９９．２または本質的にワイヤ伝送損
失の効率（可能な限りの最高と見なすことができる）のレベルとなり得る。
【００５２】
　そのような効率の一因となる一側面は、最小量のエネルギーが変換過程中に貯蔵される
という事実である。図５Ａおよび５Ｂに示されるように、そのような実施形態は、並列静
電容量および直列インダクタンスを含んでもよい。これらは、変換の動作中の少なくとも
いくつかの時点において、エネルギーを貯蔵するために使用されてもよい。全エネルギー
変換が達成されず、所望の結果を達成するために必要な変換の量のみであるとさえ考えら
れてもよい。したがって、実施形態は、低エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換
器、および部分エネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器としての機能さえ果たし
てもよい。入電圧および出電圧がほぼ同一であり、したがって変換器が調和変換を達成す
る状況では、エネルギー貯蔵の変化さえ実質的にはなく、そのため、システムは、実質的
に一定のエネルギー貯蔵の光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器と見なされる実施形態を有して
もよい。サイクル毎のエネルギー貯蔵もまた、（直線的であるか、連続的であるか否かに
かかわらず）変換の電圧差と比例してもよい。おそらく、インダクタに貯蔵されるエネル
ギーもまた、１つ以上のスイッチの負荷サイクルと比例してもよい。効率の一部は、動作
中に、いくつかのスイッチが静止したままで、かつ開放または閉鎖のいずれかのままであ
ってもよいという事実の結果として、存在するものと見なすこともできる。したがって、
実施形態は、静止スイッチ代替モードの光起電力変換の制御回路、および同様に、静止ス
イッチ変換を提供してもよい。それはまた、部分スイッチ要素の制御回路を提供してもよ
い。
【００５３】
　スイッチは、切替の頻度が変化して所望の様相を達成するように、動作の可変負荷サイ
クルモードで制御されてもよい。したがって、変換器機能の制御回路（８）は、光起電負
荷サイクルスイッチの制御回路としての機能を果たしてもよい。負荷サイクル動作および
切替は、光起電力インピーダンス転換負荷サイクル切替から他の動作まで、種々の結果を
達成することができる。これらのうちのいくつかは、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４
）の主な目的である変換の側面とは別の考慮事項によるものであってもよい。
【００５４】
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　理論上、または正常動作中に、説明された回路が順調に作動する一方で、システムが実
用的な機能を有するための付加的な要件があり得る。例えば、負荷が存在しなければ、説
明されるようなデュアルモード回路は、無限の出力電圧まで進み得る。この状況は、実際
には頻繁に発生し得る。日光が最初に電力調整器（１７）を有するＰＶパネルに当たる、
朝の状況を考える。この時点では、グリッド接続がない場合があり、インバータセクショ
ンが電力を引き込まない場合がある。この場合、電力調整器（１７）は、実用的な点にお
いて、インバータが破壊するまでその出力電圧を増加させる場合がある。インバータは、
その入力を追加する付加的な電力変換構成要素の上に過電圧保護を有することができ、ま
たは、電力調整器は、単純に独自の内部出力電圧制限を有してもよい。例えば、各電力調
整器（１７）が最大で１００ボルトしか産生することができず、１０個の直列のＰＣの列
がある場合、最大出力電圧は１０００ボルトとなる。この出力電圧制限は、電力網に繋が
れたインバータをあまり複雑ではないか、またはあまり費用がかからないものにすること
ができ、事前設定された過電圧制限として図７Ａに図示されている。したがって、実施形
態は、最大電圧決定切替式の光起電力変換の制御回路、および最大光起電性電圧決定負荷
サイクル切替（事前設定された過電圧制限として図７Ａに示されるような）を事前設定す
ることができる。これは、インバータ特有のものとなり得る。
【００５５】
　最大出力電流制限もまた、有用であってもよく、事前設定された過電流制限として図７
Ａに図示されている。これはあまり直接的ではなく、ＰＶパネルの性質に関係する。ＰＶ
パネルが不十分な光を受けた場合、その出力電圧は降下し得るが、その出力電流は、増加
することが可能でなくてもよい。付加的な電流のわずかな限界のみを許容する利点があり
得る。例えば、１００ボルトの最大電圧制限を有する、この同じ１００ワットのパネルは
、その使用目的を制限することなく、２アンペアの電流制限を有することもできる。これ
はまた、後続の電力網に繋がれたインバータの段階を大いに単純化してもよい。保護のた
めにバール分路フロントエンドを必要としてもよい、大型設備におけるインバータを考慮
する。ＰＣの出力が１００アンペアまで進み得る場合、バールは非実用的な電流を取り扱
わなければならない。単純なＰＶパネル列が、バール回路によって容易に崩壊され得るの
で、この状況は非ＰＣ環境では存在しない。この電流制限回路は、ＰＣとともに必要とさ
れるのみであってもよく、負荷サイクル、またはより正確には、スイッチ動作制御によっ
て容易に達成されてもよい。いったん電流制限が含まれると、別のＢＯＳ節約が実現され
てもよい。ここで、ＰＣの直列の列の相互接続のためのワイヤサイズは、最大電流制限の
みを運ぶように制限されてもよい。ここで、実施形態は、最大光起電力インバータ電流変
換器機能の制御回路、インバータ最大電流決定切替、光起電力インバータ最大電流決定負
荷サイクルイッチの制御回路、および光起電力インバータ最大電流決定的な負荷サイクル
切替、または同等物を表すことができる。
【００５６】
　もう１つのシステムの問題もまた、対処されてもよい。太陽光設備において、パネルま
たはパネルのフィールドが十分な日光以上を受ける場合があるという、希な条件が発生す
る場合がある。これは、雲または他の反射面とともに不応性状況が存在する時に起こる場
合がある。ＰＶソースが、数分間で定格電流の１．５倍も生成する場合がある。電力網に
繋がれたインバータセクションは、このより高い電力（追加費用）で動作することができ
るか、または、何とかして電力を回避しなければならない。ＰＣにおける電力制限は、こ
の問題を解決するための最も効果的な方法であってもよい。一般に、他の要素の保護は、
変換器によって達成することができる。これは、インバータ等の後部または下流要素であ
ってもよく、そのため、変換器機能の制御回路（８）は、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の
光起電力インバータ保護様式を達成するように働いてもよく、かつ光起電力インバータ保
護変換器機能の制御回路と見なされてもよい。保護を越えて、望ましいインバータまたは
他の動作条件を変換器によって達成することができ、したがって、実施形態は、光起電力
インバータ動作条件変換器機能の制御回路を含んでもよい。これらは、光起電力インバー
タまたは後部要素協調様式、あるいは、光起電力インバータまたは後部要素協調変換器機



(43) JP 5969526 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

能の制御回路等によって、ある方式で単純に協調させられてもよい。また、（許容出力電
圧範囲内でもある）わずかな出力電圧を有する実施形態があってもよい。これは、少量エ
ネルギー貯蔵コンデンサを伴うインバータに適応してもよい。出力電圧は、インバータの
エネルギー貯蔵能力と協調させられてもよい。
【００５７】
　図７Ａ、７Ｂ、および９に図示されるように、過電流制限および過電圧制限等の、境界
条件が設定されてもよい。したがって、変換器および／またはその制御回路は、光起電境
界条件変換器機能の制御回路としての機能を果たしてもよく、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変
換の光起電境界条件様式を達成してもよく、ならびに、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の光起
電境界条件を制御するステップを達成してもよい。
【００５８】
　さらに別の動作モードは、値を他の側面と比例させる（最も広い意味で）ものである。
例えば、ソフト起動能力または同等物を提供する等のために、電圧を電流に比例させる利
点があり得る。したがって、実施形態は、ＤＣ入力をＤＣ出力に変換する過程の間の少な
くともいくつかの時点で、光起電出力電流に比例して最大光起電出力電圧を制御するため
に構成されてもよい。一般に、これは、ソフト遷移の光起電力変換の制御回路を提供して
もよい。システムは、最大電圧出力と電流出力または同等物との間で１つ以上の比例を達
成するよう実施することができる、負荷サイクル制御またはスイッチ操作を含んでもよい
。さらに、上記の内容のうちのいずれかを、上記の内容のうちの他のいずれかと組み合わ
せることができるだけでなく、１つの様式の考慮が、別の様式の考慮に続発するように、
それぞれが従属的に提供されてもよい。
【００５９】
　種々の結果を上記で説明してきた。これらは、単純に、スイッチの影響を受ける、スイ
ッチの負荷サイクルを変化させることによって達成されてもよい。これらは、閾値に基づ
いて達成されるため、閾値トリガ型代替モード、閾値決定、閾値起動、または閾値解除切
替式の光起電力変換の制御回路を提供することができる。おそらく、動作のモード変化レ
ベルに近づいている時等に、動作のバーストモードが提供されてもよく、そのような時に
は、頻度を半分にすることができ、対立するモードを両方とも交代させることができ、変
化が初期になるにつれてレベルを低減することができる。これは、一時的にもなり得る。
このように、一時的な対立モードの光起電負荷サイクルスイッチの制御回路および対立す
る切替モードを一時的に確立するステップとともに、バーストモード切替式の光起電力変
換の制御回路およびバーストモード切替を達成することができる。
【００６０】
　上述のように、ＰＣおよび光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器（４）は、個々のパネルを取
り扱ってもよい。それらは、パネルに取り付けられる、フレームに取り付けられる、また
は別個であってもよい。実施形態は、最終的な設置のために１つの付属ユニットとして提
供されるという意味で、そのようなパネルと物理的に一体の変換器を有してもよい。これ
は、日射、条件、またはその他の変動に適応するように、別個の太陽光源および隣接する
太陽光源の独立した動作条件がある時等に、望ましくなり得る。各パネルまたは同等物は
、独自のＭＰＰを達成してもよく、列または同等物の中の他の全てとともに保護を協調し
てもよい。
【００６１】
　図１０は、使用されてもよい一種の光起電力ＤＣ－ＡＣインバータ（５）を図示する。
必然的に、先行のコメントから理解され得るように、ＭＰＰを制御する必要がなく、代替
として変換器によって保護される、強化インバータが使用されてもよい。インバータは、
おそらく、図９の太い垂直線によって図示されるような単独の最良点または同等物等の、
入力電圧が最適レベルとなるように別個の制御入力を有してもよい。本出願者による他の
発明が、そのような側面に対処するが、それらは、本明細書で説明される変換器の発明に
付随すると見なされてもよい。したがって、より従来的なインバータを図１０に示す。こ
れは、ある種類のＡＣ電力網インターフェース（９）への接続を提供してもよい。
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【００６２】
　本発明がより容認されるにつれて、より従来的な技術との比較を許容することが有利で
あってもよい。これは、単純なスイッチ操作によって達成することができ、それにより、
従来の動作モードを複製するか、またはおそらく十分に模倣することができる。したがっ
て、実施形態は、おそらく、本発明の実施形態の改良型モード、および従来のあまり効率
的ではないモードである、第１および第２の動作モードを比較することができる、太陽光
電力変換比較器（２９）を含んでもよい。この比較器は、それぞれのある太陽エネルギー
パラメータを示すステップを伴ってもよい。この点で、分路スイッチ操作無効化要素が役
立ってもよい。このことから、おそらく、太陽光電力出力、太陽光電力効率差、太陽光電
力費用差、太陽光電力日射利用比較、および同等物である、種々の差異を示すことができ
る。
【００６３】
　これらの概念および回路の上記の組み合わせによって、以下の便益のうちの少なくとも
いくつかが実現されてもよい。
【００６４】
　　全ＰＶパネルが、その個別の最大電力を産生してもよい。現在、多くの推定値は、こ
れがＰＶ設備で生成される電力を２０％以上さえも増加させる場合があると示している。
【００６５】
　　電力網に繋がれたインバータが、大いに単純化され、より効率的に動作してもよい。
【００６６】
　　ＰＶ設備に対するシステムのバランスの費用が削減されてもよい。
【００６７】
　本発明の種々の実施形態の回路、概念、および方法は、広範囲に適用されてもよい。１
つのパネルにつき１つ以上のＰＣが使用されてもよい。例えば、単一パネル上の不均一性
、またはパネルの均等な部分から電力を獲得するための他の理由があってもよい。例えば
、パネルから抽出されてもよい電力を最適化するパネルセグメント上で、小型電力変換器
が使用されてもよい。本発明は、サブパネル用途を含むように明示的に記述されている。
【００６８】
　本発明は、パネルの列に最適に適用されてもよい。例えば、単純に、より大型の設備に
おけるパネルの各列にＰＣを使用することが、より経済的であってもよい。これは特に、
並列接続された列において、１つの列が、残りの列が産生している電圧に多くの電力を産
生することができない場合に、有益となり得る。この場合、１列につき１つのＰＣが、大
型設備から獲得される電力を増加させてもよい。
【００６９】
　本発明は、多くの物理的設置オプションを含むと仮定される。例えば、ＰＣとパネルの
間に、ハードの物理的接続があってもよい。１列ごとにＰＣが設置されてもよい、列の相
互接続ボックスがあってもよい。所与のパネルは、パネルに組み込まれた１つ以上のＰＣ
を有してもよい。ＰＣはまた、独立型の物理的実体であってもよい。
以下の条項は、本明細書に記載された開示の一部として規定される。
（条項１）直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法であって、
　複数の太陽エネルギー源を確立するステップであって、それぞれがＤＣ光起電出力を提
供する、ステップと、
　該複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ起電出力のそれぞれを、複数の個別の高効率スイッチモード光起電
力ＤＣ－ＤＣ変換器への個別のＤＣ光起電入力として確立するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップと、
　複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップに従属して、該複数の個別の
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高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおいて、該複数のスイ
ッチ要素を最大光起電力点で制御するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電電圧増加様式を介して該高電圧高可変ＤＣ光起電
出力のそれぞれを供給するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電電圧増加様式に応答して、光起電力ＤＣ－ＤＣ電
力変換の光起電電圧減少様式を介して高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを供給する
ステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、従属的に個別パネル専用の最大光起電力
点ＤＣ－ＤＣ変換するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、境界条件ＤＣ－ＤＣ変換するステップと
、
　該複数の太陽パネルのそれぞれからの該ＤＣ光起電入力を個別の専用最大光起電力点で
変換するステップを達成している間に、該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数
の変換されたＤＣ光起電出力に個別に実質的に電力同形変換するステップと、
　該複数の太陽パネルからの結合高電圧変換されたＤＣ光起電出力を生成するために、該
複数の変換されたＤＣ光起電出力を直列接続するステップと、
　高電圧高可変ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として該結合高電圧
変換されたＤＣ光起電出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を高電力反転ＡＣ光起電出力に反転させるステップと
　を含む、方法。
（条項２）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出力
に個別に実質的に電力同形変換するステップは、並列キャパシタンスに並列エネルギーを
容量保存するステップを含む、条項１に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー
電力変換の高効率の方法。
（条項３）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出力
に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力遮断スイッチ要素を
高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項２に記載の直列接続されたストリング太
陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項４）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出力
に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力分路スイッチ要素を
高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項３に記載の直列接続されたストリング太
陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項５）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出力
に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　第一の入力端と第一の出力端とを有する第一の光起電遮断スイッチ要素を高効率に切り
替えるステップと、
　第一の光起電スイッチ要素に接続された第二の入力端を有する第二の光起電遮断スイッ
チ要素を高効率に切り替えるステップであって、該第二の光起電遮断スイッチ要素は第二
の出力端を有する、ステップと、
　第一の入力端において第一の光起電遮断スイッチ要素に接続された第一の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第二の出力端において第二の光起電遮断スイッチ要素に接続された第二の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第一の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電遮断スイッチ要素との間の一端に接続さ
れ、第一の光起電遮断スイッチ要素と第一の光起電分路スイッチ要素との間にわたり、か
つ第二の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電分路スイッチ要素との間にわたり接続さ
れた並列キャパシタンスに並列エネルギーを容量保存するステップと
　をさらに含む、条項４に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高
効率の方法。
（条項６）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出力
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に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交代させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを増加させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを減少させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスの増加と光起電力負荷インピーダンスの減少との両方を行
うステップと、
　光起電力電圧を増加させるステップと、
　光起電力電圧を減少させるステップと、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力電圧の増加と光起電力電圧の減少との両
方を行うステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電動作条件を制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、実質的に電力同形的に制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換モードを無効にするステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を従属的に制御するス
テップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を光起電力インバータ
従属的に制御するステップと
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、最大光起電力点の動作を従属的に制御するステ
ップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス減少を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧増加を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧減少を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加および光起電
力負荷インピーダンス減少を従属的に制御するステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
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からなる群から選択されるステップをさらに含む、条項５に記載の直列接続されたストリ
ング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項７）該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞ
れにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステッ
プは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を閾値決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を頻度変化的に切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモードで切り替えるステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に起動するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に解除するステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと
、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切り替える
ステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電力点負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電圧決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステ
ップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　から成る群より選択されるステップを含む、条項６に記載の直列接続されたストリング
太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項８）複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップ
は、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１５ボルトの電圧を有する複数の高電
圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約５７．１ボルトの電圧を有する複数の
高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約８４．２ボルトの電圧を有する複数の
高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１００ボルトの電圧を有する複数の高
電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１０５．３ボルトの電圧を有する複数
の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１１４．２ボルトの電圧を有する複数
の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約９９．２ボルトを超える電圧を有する
複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約５７．１ボルトを超える電圧を有する
複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約２１．１ボルトを超える電圧を有する
複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約２：１の範囲を超える電圧を有する複
数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約７．６：１の範囲を超える電圧を有す
る複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約５７．１ボルト～少なくとも約１１４
．２ボルトの電圧を有する複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約８４．２ボルト～少なくとも約１０５
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．３ボルトの電圧を有する複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１５ボルト～少なくとも約１１４．２
ボルトの電圧を有する複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、条項７に記載の直列接続されたストリング
太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項9）該複数の太陽パネルからの結合高電圧変換されたＤＣ光起電出力を生成するた
めに、該複数の変換されたＤＣ光起電出力を直列接続するステップは、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約４００ボルトの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１０００ボルトの電圧結合高電圧変換
されたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約数百ボルトの電圧結合高電圧変換され
たＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約３００ワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約３５０ワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約３８０ワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１メガワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも数メガワットの電圧結合高電圧変換され
たＤＣ光起電出力を生成するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、条項８に記載の直列接続されたストリング
太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項１０）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　少なくとも約９７％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形的に変換するステップを含む、
条項９に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項１１）複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞ
れにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステッ
プは、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモード負荷サイクルで切り替えるステップを
含む、条項５に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法
。
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（条項１２）直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法であって
、
　複数の太陽エネルギー源を確立するステップであって、それぞれがＤＣ光起電出力を提
供する、ステップと、
　該複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ起電出力のそれぞれを、複数の個別の高効率スイッチモード光起電
力ＤＣ－ＤＣ変換器への個別のＤＣ光起電入力として確立するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップと、
　複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップに従属して、該複数の個別の
高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおいて、該複数のスイ
ッチ要素を最大光起電力点で制御するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電電圧増加様式を介して該高電圧高可変ＤＣ光起電
出力のそれぞれを供給するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の光起電電圧増加様式に応答して、光起電力ＤＣ－ＤＣ電
力変換の光起電電圧減少様式を介して高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを供給する
ステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、従属的に個別パネル専用の最大光起電力
点ＤＣ－ＤＣ変換するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、境界条件ＤＣ－ＤＣ変換するステップと
、
　該複数の太陽パネルのそれぞれからの該ＤＣ光起電入力を個別の専用最大光起電力点で
変換するステップを達成している間に、該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数
の変換されたＤＣ光起電出力に個別に実質的に電力同形変換するステップと、
　該複数の太陽パネルからの結合高電圧変換されたＤＣ光起電出力を生成するために、該
複数の変換されたＤＣ光起電出力を直列接続するステップと、
　高電圧高可変ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として該結合高電圧
変換されたＤＣ光起電出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を高電力反転ＡＣ光起電出力に従来的に反転させるステッ
プと
　を含む、方法。
（条項１３）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、並列キャパシタンスに並列エネルギー
を容量保存するステップを含む、条項１２に記載の直列接続されたストリング太陽エネル
ギー電力変換の高効率の方法。
（条項１４）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力遮断スイッチ要素
を高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項１３に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項１５）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力分路スイッチ要素
を高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項１４に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項１６）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　第一の入力端と第一の出力端とを有する第一の光起電遮断スイッチ要素を高効率に切り
替えるステップと、
　第一の光起電スイッチ要素に接続された第二の入力端を有する第二の光起電遮断スイッ
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チ要素を高効率に切り替えるステップであって、該第二の光起電遮断スイッチ要素は第二
の出力端を有する、ステップと、
　第一の入力端において第一の光起電遮断スイッチ要素に接続された第一の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第二の出力端において第二の光起電遮断スイッチ要素に接続された第二の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第一の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電遮断スイッチ要素との間の一端に接続さ
れ、第一の光起電遮断スイッチ要素と第一の光起電分路スイッチ要素との間にわたり、か
つ第二の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電分路スイッチ要素との間にわたり接続さ
れた並列キャパシタンスに並列エネルギーを容量保存するステップと
　をさらに含む、条項１５に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の
高効率の方法。
（条項１７）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交代させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを増加させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを減少させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスの増加と光起電力負荷インピーダンスの減少との両方を行
うステップと、
　光起電力電圧を増加させるステップと、
　光起電力電圧を減少させるステップと、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力電圧の増加と光起電力電圧の減少との両
方を行うステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電動作条件を制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、実質的に電力同形的に制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換モードを無効にするステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を従属的に制御するス
テップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を光起電力インバータ
従属的に制御するステップと
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、最大光起電力点の動作を従属的に制御するステ
ップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス減少を従属的に制
御するステップと、
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　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧増加を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧減少を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加および光起電
力負荷インピーダンス減少を従属的に制御するステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
からなる群から選択されるステップをさらに含む、条項１６に記載の直列接続されたスト
リング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項１８）該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれ
ぞれにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステ
ップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を閾値決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を頻度変化的に切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモードで切り替えるステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に起動するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に解除するステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと
、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切り替える
ステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電力点負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電圧決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステ
ップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　から成る群より選択されるステップを含む、条項１７に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項１９）複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステッ
プは、
　少なくとも約９７％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと、
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　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形的に変換するステップを含む、
条項１８に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項２０）複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞ
れにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステッ
プは、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモード負荷サイクルで切り替えるステップを
含む、条項１６に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方
法。
（条項２１）直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法であって
、
　複数の太陽エネルギー源を確立するステップであって、それぞれがＤＣ光起電出力を提
供する、ステップと、
　該複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ起電出力のそれぞれを、複数の個別の高効率スイッチモード光起電
力ＤＣ－ＤＣ変換器への個別のＤＣ光起電入力として確立するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップと、
　複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップに従属して、該複数の個別の
高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおいて、該複数のスイ
ッチ要素を最大光起電力点で制御するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、従属的に個別パネル専用の最大光起電力
点ＤＣ－ＤＣ変換するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、境界条件ＤＣ－ＤＣ変換するステップと
、
　該複数の太陽パネルのそれぞれからの該ＤＣ光起電入力を個別の専用最大光起電力点で
変換するステップを達成している間に、該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数
の変換されたＤＣ光起電出力に個別に実質的に電力同形変換するステップと、
　該複数の太陽パネルからの結合高電圧変換されたＤＣ光起電出力を生成するために、該
複数の変換されたＤＣ光起電出力を直列接続するステップと、
　高電圧高可変ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として該結合高電圧
変換されたＤＣ光起電出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を高電力反転ＡＣ光起電出力に従来的に反転させるステッ
プと
　を含む、方法。
（条項２２）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、並列キャパシタンスに並列エネルギー
を容量保存するステップを含む、条項２１に記載の直列接続されたストリング太陽エネル
ギー電力変換の高効率の方法。
（条項２３）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力遮断スイッチ要素
を高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項２２に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項２４）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力分路スイッチ要素
を高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項２３に記載の直列接続されたストリン
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グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項２５）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　第一の入力端と第一の出力端とを有する第一の光起電遮断スイッチ要素を高効率に切り
替えるステップと、
　第一の光起電スイッチ要素に接続された第二の入力端を有する第二の光起電遮断スイッ
チ要素を高効率に切り替えるステップであって、該第二の光起電遮断スイッチ要素は第二
の出力端を有する、ステップと、
　第一の入力端において第一の光起電遮断スイッチ要素に接続された第一の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第二の出力端において第二の光起電遮断スイッチ要素に接続された第二の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第一の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電遮断スイッチ要素との間の一端に接続さ
れ、第一の光起電遮断スイッチ要素と第一の光起電分路スイッチ要素との間にわたり、か
つ第二の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電分路スイッチ要素との間にわたり接続さ
れた並列キャパシタンスに並列エネルギーを容量保存するステップと
　をさらに含む、条項２４に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の
高効率の方法。
（条項２６）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交代させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを増加させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを減少させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスの増加と光起電力負荷インピーダンスの減少との両方を行
うステップと、
　光起電力電圧を増加させるステップと、
　光起電力電圧を減少させるステップと、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力電圧の増加と光起電力電圧の減少との両
方を行うステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電動作条件を制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、実質的に電力同形的に制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換モードを無効にするステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を従属的に制御するス
テップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を光起電力インバータ
従属的に制御するステップと
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、最大光起電力点の動作を従属的に制御するステ
ップと、
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　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス減少を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧増加を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧減少を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加および光起電
力負荷インピーダンス減少を従属的に制御するステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
からなる群から選択されるステップをさらに含む、条項２５に記載の直列接続されたスト
リング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項２７）該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれ
ぞれにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステ
ップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を閾値決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を頻度変化的に切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモードで切り替えるステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に起動するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に解除するステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと
、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切り替える
ステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電力点負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電圧決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステ
ップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　から成る群より選択されるステップを含む、条項２６に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項２８）複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステッ
プは、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１５ボルトの電圧を有する複数の高電
圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約５７．１ボルトの電圧を有する複数の
高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約８４．２ボルトの電圧を有する複数の
高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
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　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１００ボルトの電圧を有する複数の高
電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１０５．３ボルトの電圧を有する複数
の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１１４．２ボルトの電圧を有する複数
の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約９９．２ボルトを超える電圧を有する
複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約５７．１ボルトを超える電圧を有する
複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約２１．１ボルトを超える電圧を有する
複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約２：１の範囲を超える電圧を有する複
数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約７．６：１の範囲を超える電圧を有す
る複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約５７．１ボルト～少なくとも約１１４
．２ボルトの電圧を有する複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約８４．２ボルト～少なくとも約１０５
．３ボルトの電圧を有する複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１５ボルト～少なくとも約１１４．２
ボルトの電圧を有する複数の高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、条項２７に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項２９）該複数の太陽パネルからの結合高電圧変換されたＤＣ光起電出力を生成する
ために、該複数の変換されたＤＣ光起電出力を直列接続するステップは、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約４００ボルトの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１０００ボルトの電圧結合高電圧変換
されたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約数百ボルトの電圧結合高電圧変換され
たＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約３００ワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約３５０ワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約３８０ワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも約１メガワットの電圧結合高電圧変換さ
れたＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　少なくともいくつかの時間において少なくとも数メガワットの電圧結合高電圧変換され
たＤＣ光起電出力を生成するステップと
　から成る群より選択されるステップを含む、条項２８に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項３０）複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステッ
プは、
　少なくとも約９７％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
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　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形的に変換するステップを含む、
条項２９に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項３１）複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞ
れにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステッ
プは、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモード負荷サイクルで切り替えるステップを
含む、条項２５に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方
法。
（条項３２）直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法であって
、
　複数の太陽エネルギー源を確立するステップであって、それぞれがＤＣ光起電出力を提
供する、ステップと、
　該複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ起電出力のそれぞれを、複数の個別の高効率スイッチモード光起電
力ＤＣ－ＤＣ変換器への個別のＤＣ光起電入力として確立するステップと、
　該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおい
て、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステップと、
　複数のスイッチ要素を光起電境界条件で制御するステップに従属して、該複数の個別の
高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞれにおいて、該複数のスイ
ッチ要素を最大光起電力点で制御するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、従属的に個別パネル専用の最大光起電力
点ＤＣ－ＤＣ変換するステップと、
　該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを、境界条件ＤＣ－ＤＣ変換するステップと
、
　該複数の太陽パネルのそれぞれからの該ＤＣ光起電入力を個別の専用最大光起電力点で
変換するステップを達成している間に、該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数
の変換されたＤＣ光起電出力に個別に実質的に電力同形変換するステップと、
　該複数の太陽パネルからの結合高電圧変換されたＤＣ光起電出力を生成するために、該
複数の変換されたＤＣ光起電出力を直列接続するステップと、
　高電圧高可変ＤＣ－ＡＣインバータへの変換されたＤＣ光起電入力として該結合高電圧
変換されたＤＣ光起電出力を確立するステップと、
　該変換されたＤＣ光起電入力を高電力反転ＡＣ光起電出力に従来的に反転させるステッ
プと
　を含む、方法。
（条項３３）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、並列キャパシタンスに並列エネルギー
を容量保存するステップを含む、条項３２に記載の直列接続されたストリング太陽エネル
ギー電力変換の高効率の方法。
（条項３４）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
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力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力遮断スイッチ要素
を高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項３３に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項３５）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、デュアル光起電電力分路スイッチ要素
を高効率に切り替えるステップをさらに含む、条項３４に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項３６）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　第一の入力端と第一の出力端とを有する第一の光起電遮断スイッチ要素を高効率に切り
替えるステップと、
　第一の光起電スイッチ要素に接続された第二の入力端を有する第二の光起電遮断スイッ
チ要素を高効率に切り替えるステップであって、該第二の光起電遮断スイッチ要素は第二
の出力端を有する、ステップと、
　第一の入力端において第一の光起電遮断スイッチ要素に接続された第一の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第二の出力端において第二の光起電遮断スイッチ要素に接続された第二の光起電分路ス
イッチ要素を高効率に切り替えるステップと、
　第一の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電遮断スイッチ要素との間の一端に接続さ
れ、第一の光起電遮断スイッチ要素と第一の光起電分路スイッチ要素との間にわたり、か
つ第二の光起電遮断スイッチ要素と第二の光起電分路スイッチ要素との間にわたり接続さ
れた並列キャパシタンスに並列エネルギーを容量保存するステップと
　をさらに含む、条項３５に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の
高効率の方法。
（条項３７）該高電圧高可変ＤＣ光起電出力のそれぞれを複数の変換されたＤＣ光起電出
力に個別に実質的に電力同形変換するステップは、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第１の様式と、光
起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換の第２の様式とを交代させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを増加させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスを減少させるステップと、
　光起電力負荷インピーダンスの増加と光起電力負荷インピーダンスの減少との両方を行
うステップと、
　光起電力電圧を増加させるステップと、
　光起電力電圧を減少させるステップと、
　少なくともいくつかの時点において、光起電力電圧の増加と光起電力電圧の減少との両
方を行うステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電動作条件を制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の動作を、実質的に電力同形的に制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換モードを無効にするステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を従属的に制御するス
テップと、
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　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力変換様式を光起電力インバータ
従属的に制御するステップと
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電流を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を介して、最大光起電力点の動作を従属的に制御するステ
ップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器からの最大光起電力インバータ入力電圧を制御するステッ
プと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス減少を従属的に制
御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧増加を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力電圧減少を従属的に制御するステップ
と、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を通して、光起電力負荷インピーダンス増加および光起電
力負荷インピーダンス減少を従属的に制御するステップと、
　光起電力変換境界条件を制御するステップと、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、後部光起電力要素を保護するステップと
、
　該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の制御を介して、光起電力インバータを保護するステップ
と、
　光起電力インバータの特性と協調するように、該光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を制御する
ステップと、
からなる群から選択されるステップをさらに含む、条項３６に記載の直列接続されたスト
リング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項３８）該複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれ
ぞれにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステ
ップは、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を閾値決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を頻度変化的に切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモードで切り替えるステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に起動するステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器の切替モードを閾値決定的に解除するステップと
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステップと
、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切り替える
ステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電力点負荷サイクルで切り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電圧決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、最大光起電電圧決定的に負荷サイクルで切り替えるステ
ップと、
　光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器を、光起電力インバータ最大電流決定的に負荷サイクルで切
り替えるステップと、
　から成る群より選択されるステップを含む、条項３７に記載の直列接続されたストリン
グ太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項３９）複数の太陽エネルギー源から高電圧高可変ＤＣ光起電出力を生成するステッ
プは、
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　少なくとも約９７％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９８．５％から最大約９９．２％効率で太陽光電力変換するステップと、
　少なくとも約９７％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９７．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと、
　少なくとも約９８％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステップ
と、
　少なくとも約９８．５％から最大でほぼワイヤ伝送損失効率で太陽光電力変換するステ
ップと
　から成る群より選択される、実質的に電力同形的に変換するステップを含む、
条項３８に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方法。
（条項４０）複数の個別の高効率スイッチモード光起電力ＤＣ－ＤＣ電力変換器のそれぞ
れにおいて、複数のスイッチ要素の動作を、個別に高効率負荷サイクルで制御するステッ
プは、光起電力ＤＣ－ＤＣ変換器をバーストモード負荷サイクルで切り替えるステップを
含む、条項３６に記載の直列接続されたストリング太陽エネルギー電力変換の高効率の方
法。
【００７０】
　先述の内容の全ては、太陽光電力用途との関連で論議される。理解され得るように、全
てではないにしても、いくつかの側面は、他の状況でも適用されてもよい。したがって、
本開示は、どのように適用されるかにかかわらず、および、電力変換器、インピーダンス
変換器、電圧変換器、またはその他として適用されるかどうかにかかわらず、変換器の他
の用途を支持するとして理解されるべきである。
【００７１】
　先述の内容から容易に理解することができるように、本発明の基本概念は、種々の方法
で具体化されてもよい。それは、適切な発電を達成するように、太陽光発電技法ならびに
デバイスの両方を伴う。本出願では、発電技法は、説明される種々の回路およびデバイス
によって達成されることが示された結果の一部として、および利用に固有であるステップ
として開示されている。それらは、単純に、意図および説明されるようなデバイスおよび
回路を利用することの自然な結果である。加えて、いくつかの回路が開示されているが、
これらは、ある方法を達成するだけでなく、多数の方法で変動させることができることを
理解されたい。重要なことには、先述の内容の全てに関して、これらの面の全ては、本開
示によって包含されると理解されるべきである。
【００７２】
　本出願に含まれる論議は、基本的説明としての機能を果たすことを目的とする。読者は
、具体的な論議が全ての可能な実施形態を明示的に説明しない場合があり、多くの代替案
が潜在することを認識すべきである。それはまた、本発明の包括的性質を完全には説明し
ない場合もあり、各特徴または要素が実際に、広範な機能、または多種多様な代替案ある
いは同等要素をどのように表すことができるかを明示的に示さない場合がある。再度、こ
れらは本開示に暗示的に含まれる。本発明がデバイス指向の用語で説明される場合には、
デバイスの各要素が暗示的に機能を果たす。装置の請求項が、説明されるデバイスおよび
回路について含まれてもよいだけでなく、方法または過程の請求項も、本発明および各要
素が果たす機能に対処するように含まれてもよい。説明と用語のいずれも、あらゆる後続
特許出願に含まれる請求項の範囲を限定することを目的としない。
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　また、本発明の本質から逸脱することなく、種々の変更が行われてもよいことを理解さ
れたい。そのような変更も、説明に暗示的に含まれる。それらは、依然として本発明の範
囲内に入る。示された明示的な実施形態、多種多様な潜在的代替実施形態、および広範な
方法または過程ならびに同等物のいずれも包含する、広範な開示は、本開示によって包含
され、あらゆる後続特許出願の請求項を起草する時に頼られてもよい。そのような用語変
更、および、より広範またはより詳細な請求が、後日に達成されてもよいことを理解され
たい。これを理解の上で、本開示が、出願者の権利の範囲内と見なされるほどの広さの請
求項の根拠の審査を求めてもよく、かつ、独立して、およびシステム全体として、本発明
の多数の側面を網羅する特許をもたらすように設計されてもよい、あらゆる以降に出願さ
れた特許出願を支持すると理解されるものであると、読者は認識すべきである。
【００７４】
　さらに、本発明および請求項の種々の要素のそれぞれはまた、種々の方式で達成されて
もよい。加えて、使用または暗示される時に、要素は、物理的に接続されてもされなくて
もよい、個々ならびに複数の構造を包含するとして理解されるものである。本開示は、任
意の装置の実施形態の変化例であれ、方法または過程の実施形態の変化例であれ、または
単に、これらの任意の要素の変化例であれ、そのような各変化例を包含すると理解される
べきである。具体的には、本開示が本発明の要素に関するため、各要素に対する言葉は、
たとえ機能または結果のみが同じでも、同等の装置の用語または方法の用語によって表現
されてもよいことを理解されたい。そのような同等の用語、より広範な用語、またはより
包括的な用語は、各要素または作用の説明に包含されると見なされるべきである。そのよ
うな用語は、本発明が享有できる暗示的に広範な対象範囲を明示するように、所望の場所
で置換することができる。一例にすぎないが、全ての作用は、その作用を行うための手段
として、またはその作用を引き起こす要素として表現されてもよいことを理解されたい。
同様に、開示される各物理的要素は、その物理的要素が促進する作用の開示を包含すると
理解されるべきである。この最後の側面に関して、一例にすぎないが、「変換器」の開示
は、明示的に論議されるか否かにかかわらず、「変換する」行為の開示を包含すると理解
されるべきであり、逆に、「変換する」行為の開示が効果的に存在すれば、そのような開
示は、「変換器」および「変換するための手段」の開示さえ包含すると理解されるべきで
ある。そのような変更および代替用語は、説明に明示的に含まれると理解されるものであ
る。
【００７５】
　本特許出願またはその参考文献のリストで記述される、あらゆる特許、出版物、または
他の参考文献は、参照することにより本明細書に組み込まれる。本出願またはあらゆる後
続出願よって、いかなる時にも請求される、あらゆる優先事例は、参照することにより本
明細書に付加され、かつ本明細書に組み込まれる。加えて、使用される各用語に関して、
本出願でのその利用が、広範に支持する解釈と矛盾しない限り、一般的な辞書の定義が各
用語について組み込まれるとして理解されるべきであり、Ｒａｎｄｏｍ　Ｈｏｕｓｅ　Ｗ
ｅｂｓｔｅｒ’ｓ　Ｕｎａｂｒｉｄｇｅｄ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙの第２版に含有される
ような全ての定義、代替用語、および同義語が、参照することにより本明細書に組み込ま
れると理解されたい。最後に、本出願とともに出願される、または本出願に含まれる、参
考文献のリストまたは他の情報記述で記載される全ての参考文献は、参照することにより
本明細書に付加され、かつ本明細書に組み込まれるが、上記のそれぞれに関して、参照す
ることにより組み込まれる、そのような情報または記述が、本発明の特許権取得と矛盾す
ると見なされるかもしれない程度まで、そのような記述が出願者によって行われるとして
明示的に見なされない。
【００７６】
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【００７８】
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【表４】

【００７９】
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【表５】

【００８０】



(65) JP 5969526 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

【表６】

　したがって、出願者は、少なくとも以下に対して、発明を請求し、記述を行うための支
援を有すると理解されるべきである：ｉ）本明細書で開示および説明されるような電源デ
バイスのそれぞれ、ｉｉ）開示および説明される関連方法、ｉｉｉ）これらのデバイスお
よび方法のそれぞれの同様の変化例、同等の変化例、および潜在的変化例、ｉｖ）開示お
よび説明されるような、示された機能のそれぞれを達成する代替設計、ｖ）開示および説
明される機能を達成することが暗示されるような、示された機能のそれぞれを達成する代
替設計および方法、ｖｉ）別個かつ独立した発明として示される、各特徴、構成要素、お
よびステップ、ｖｉｉ）開示される種々のシステムまたは構成要素によって強化される用
途、ｖｉｉｉ）そのようなシステムまたは構成要素によって産生される、結果として生じ
る産物、ｉｘ）記述される任意の特定の分野またはデバイスに適用されるような、示され
た、または説明された、各システム、方法、および要素、ｘ）実質的に、以上で、かつ付
随例のうちのいずれかを参照して説明されるような、方法および装置、ｘｉ）開示される
要素のそれぞれの種々の組み合わせおよび順列、ｘｉｉ）提示される独立請求項または概
念のそれぞれ１つへの従属物としての、各潜在的従属請求項または概念、およびｘｉｉｉ
）本明細書で説明される全ての発明。加えて、ならびに、コンピュータ化された側面と、
プログラミングまたは他のプログラム可能な電子自動化の影響を受けやすい各側面とに関
して、出願者は、少なくとも以下に対して、発明を請求し、記述を行うための支援を有す
ると理解されるべきである：ｘｉｖ）上記の論議の全体を通して説明されるような、コン
ピュータを用いて、またはコンピュータ上で行われる過程、ｘｖ）上記の論議の全体を通
して説明されるような、プログラム可能な装置、ｘｖｉ）上記の論議の全体を通して説明
されるように機能する手段または要素を備えるコンピュータに指図する、データでコード
化されたコンピュータ可読メモリ、ｘｖｉｉ）本明細書で開示または説明されるように構
成されるコンピュータ、ｘｖｉｉｉ）本明細書で開示または説明されるように構成される
、個別または複合サブルーチンおよびプログラム、ｘｉｘ）開示および説明される関連方
法、ｘｘ）これらのシステムおよび方法のそれぞれの同様の変化例、同等の変化例、およ
び潜在的変化例、ｘｘｉ）開示および説明されるような、示された機能のそれぞれを達成
する代替設計、ｘｘｉｉ）開示および説明される機能を達成することが暗示されるような
、示された機能のそれぞれを達成する代替設計および方法、ｘｘｉｉｉ）別個かつ独立し
た発明として示される、各特徴、構成要素、およびステップ、およびｘｘｉｖ）上記の内
容のそれぞれの種々の組み合わせおよび順列。
【００８１】
　請求項に関して、審査のためにここで提示されようと、後で提示されようと、実用的な
理由により、かつ審査の負担の多大な拡大を回避するために、出願者は、初期請求項のみ
、またはおそらく、初期従属項のみを伴う初期請求項のみを、いつでも提示してもよいこ
とを理解されたい。本出願または後続出願の潜在的範囲に関心を持つ本庁およびあらゆる
第三者は、本事例において、本事例の便益を請求する事例において、またはあらゆる予備
修正、他の修正、請求項の用語、または提示された討議にもかかわらず継続する場合に、
より広範な請求項が後日に提示されてもよく、したがって、あらゆる事例の係属の全体を
通して、潜在的主題の請求権を放棄または棄却する意図がないことを、理解すべきである
。そうでなければ、既存または後続の潜在的対象範囲に関心がある、または潜在的対象範
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囲の権利の放棄または棄却を示す可能性が常にあったかどうかを考慮する、審査官および
あらゆる個人の両者は、明示的な記述がない場合は、そのような権利の棄却または放棄は
意図されない、または、本出願またはあらゆる後続出願に存在するとして見なされるべき
ではないことを、認識すべきである。Ｈａｋｉｍ　ｖ．Ｃａｎｎｏｎ　Ａｖｅｎｔ　Ｇｒ
ｏｕｐ，ＰＬＣ，４７９　Ｆ．３ｄ　１３１３（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ　２００７）または同等
物で提起されるような制限は、本出願またはあらゆる後続の関連内容において明示的に意
図されない。
【００８２】
　加えて、任意の他の独立請求項または概念の下での従属物または要素として、１つの独
立請求項または概念の下で提示される、種々の従属物または他の要素のうちのいずれかの
追加を許容するように、欧州特許条約（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｏｎｖｅｎ
ｔｉｏｎ）第１２３（２）条および米国特許法（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｐａｔｅ
ｎｔ　Ｌａｗ）３５　ＵＳＣ　１３２、または他のそのような法律を含むがそれらに限定
されない、新規事項の法律の下で要求される程度に、支援が存在すると理解されるべきで
ある。本出願であろうと、あらゆる後続出願であろうと、常にあらゆる請求項を起草する
際には、出願者が、合法的に利用可能なほどに完全かつ広範な対象範囲を捕捉することを
意図していることも理解されたい。わずかな置換が行われる程度に、任意の特定の実施形
態を文字通り包含するよう、出願者が実際にいずれの請求項も起草しなかった程度に、お
よび他に適用可能な程度に、出願者が単に全ての結末を予測していなかったかもしれない
ため、出願者は、そのような対象範囲を断念することを意図した、または実際に断念した
と理解されるべきではない。当業者は、そのような代替実施形態を文字通り包含したであ
ろう請求項を起草したと合理的に見込まれるべきではない。
【００８３】
　さらに、使用される場合、または使用される時に、「～を備える」という移行句は、従
来の請求項の解釈に従って、「非制約」請求項を本明細書で維持するために使用される。
したがって、文脈上他の意味を必要としない限り、「備える」という用語、または「～を
備える」等の変化形は、記述された要素またはステップ、あるいは要素またはステップの
一群を含むが、任意の他の要素またはステップ、あるいは要素またはステップの一群を除
外しないことを暗示することを目的とする。そのような用語は、出願者が法的に許可され
る限り最も広い対象範囲を得るように、最も拡張的な形で解釈されるべきである。
【００８４】
　最後に、任意の時に記載された任意の請求項は、また、本発明の本説明の一部として参
照することにより本明細書に組み込まれ、出願者は、請求項のうちのいずれか、または全
て、あるいはその任意の要素または構成要素を支持する追加説明として、そのような請求
項のそのような組み込まれた内容の全てまたは一部分を使用する権利を明示的に留保し、
出願者はさらに、そのような請求項のそのような組み込まれた内容の任意の部分または全
て、あるいはその任意の要素または構成要素を、必要に応じて説明から請求項の中へ、ま
たはその反対に移動させて、本出願によって、あるいはそのあらゆる後続の継続出願、分
割出願、または一部継続出願によって保護が求められる事柄を定義する権利、または、あ
らゆる国の特許法、規則、または法規、あるいは条約に従って、または準拠して、手数料
の便益または削減を得る権利を明示的に留保し、参照することにより組み込まれる、その
ような内容は、そのあらゆる後続の継続出願、分割出願、または一部継続出願、あるいは
そのあらゆる再発行物または拡張物を含む、本出願の係属全体の間に存続するものとする
。
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