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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池と、この太陽電池の直流電力を交流電力に変換して負荷に出力するパワーコン
ディショナと、を含み、前記パワーコンディショナ内のＤＣバスラインに双方向ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータと蓄電池とを直列接続したセットを複数セット並列に接続すると共に、各セ
ットを一定時間ごとに切り替えて動作させる制御部を設けてなり、前記各セット内の双方
向ＤＣ／ＤＣコンバータそれぞれは、前記ＤＣバスラインにおける直流のライン電圧をＤ
Ｃ／ＤＣ変換してそれぞれ対応する前記各蓄電池に充電させ、前記各蓄電池それぞれの充
電電圧をＤＣ／ＤＣ変換して前記ＤＣバスラインに放電させ、また、前記制御部は、前記
各セットそれぞれ内の蓄電池を一定時間ごとに切り替えて充放電させるものであり、
　前記各セットにおけるいずれか１つをマスタ側のセットとし、他をスレーブ側のセット
とすると共に、前記マスタ側のセット内の蓄電池を放電して前記ライン電圧を第１指令電
圧にまで上昇させ、前記マスタ側のセット内の前記蓄電池の放電の減少で前記ライン電圧
が前記第１指令電圧から一定電圧低い第２指令電圧に低下すると、前記スレーブ側のセッ
ト内の蓄電池を放電させることで前記ライン電圧を前記第１指令電圧に上昇させるよう制
御することを特徴とする太陽光発電システム。
【請求項２】
　前記マスタ側のセット内の蓄電池を充電させて前記ライン電圧を第３指令電圧にまで下
降させ、前記マスタ側のセット内の蓄電池の充電の減少に伴い前記ライン電圧が前記第３
指令電圧から一定電圧高い第４指令電圧に上昇すると、前記スレーブ側のセット内の蓄電
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池を充電させることで前記ライン電圧を前記第３指令電圧に下降させるよう制御する請求
項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電池充放電セットを複数並列に備える太陽光発電システムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境保護の観点から環境への影響の少ない太陽光発電システムの開発が盛ん
に進められている。
【０００３】
  この太陽光発電システムでは、太陽電池によって発電した直流電力を、ＤＣ／ＤＣコン
バータおよびインバータを備えた電力変換装置であるパワーコンディショナによって、商
用周波数の交流電力に変換し、商用電力系統と連系して負荷に供給するとともに、余剰電
力を商用電力系統に逆潮流することが行われている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
  このような系統連系する太陽光発電システムに対して、系統連系を行わない太陽光発電
システムがある。
【０００５】
　このタイプの太陽光発電システムでは、昼間時等における太陽電池の発電電力のうち余
剰の電力を売電のための逆潮流をさせることができないので、その余剰電力を蓄電池に充
電し、太陽電池の発電電力が不足する夜間などで蓄電池に蓄積したその余剰電力を負荷側
に放電させて利用することが想定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１６１０３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
  しかしながら、上記の太陽光発電システムでは、太陽電池の発電電力や負荷の消費電力
が常に変動するので、電流センサや電圧センサによって太陽電池の発電量や負荷での消費
電力量を検出し全体を制御するコントローラによって蓄電池の充放電を制御する必要があ
り、このような制御では太陽光発電システム全体の構成を複雑にしてしまうと共に設備コ
ストが大幅に増大してしまうなどの課題がある。
【０００８】
  この課題を解決すべく本発明者は、鋭意研究し、系統に連系しないで太陽電池の発電電
力を蓄電池に貯蔵する太陽光発電システムにおいて、そのシステム構成を安価に構成でき
るように双方向ＤＣ／ＤＣコンバータと蓄電池とを含む蓄電池充放電セットを考えた。
【０００９】
　そして、この充放電セットを複数台使用し、各セット内のそれぞれ蓄電池を充放電させ
る場合、いずれか例えば１台のセット内の蓄電池の充放電が他のセットのそれよりも優先
的に行われしまうような場合、当該セット内の蓄電池寿命が他のセット内の蓄電池のそれ
よりも短くなるなど、各蓄電池の寿命にばらつきが発生しやすい。
【００１０】
　このような各セット内蓄電池の寿命ばらつきを無くすように例えば蓄電池電圧の検出セ
ンサやパワーコンディショナ内における上位コンピュータとを用いて制御することは、電
力システムのますますの複雑化とコスト増大を招くという課題がある。
【００１１】
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　そこで、本発明により解決すべき主たる課題は、系統に連系しないで太陽電池の発電電
力を蓄電池に貯蔵する太陽光発電システムにおいて、双方向ＤＣ／ＤＣコンバータと蓄電
池とを含む充放電セットを複数並列して設けると共に各セット内それぞれで蓄電池を充放
電させる場合に電力システムの複雑化等の課題を発生させずに、各各セット内の蓄電池に
寿命ばらつきが生じないようにすることにある。
【００１２】
　なお、本発明により解決すべき他の課題は、後述する記載から明らかである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明による太陽光発電システムは、太陽電池と、この太陽電池の直流電力を交流電力
に変換して負荷に出力するパワーコンディショナと、を含み、前記パワーコンディショナ
内のＤＣバスラインに双方向ＤＣ／ＤＣコンバータと蓄電池との直列接続回路を複数セッ
ト並列に接続すると共に、各セットを一定時間ごとに切り替えて動作させる制御部を設け
てなり、前記各セット内の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータそれぞれは、前記ＤＣバスライン
における直流のライン電圧をＤＣ／ＤＣ変換してそれぞれ対応する前記各蓄電池に充電さ
せ、前記各蓄電池それぞれの充電電圧をＤＣ／ＤＣ変換して前記ＤＣバスラインに放電さ
せ、また、前記制御部は、前記各セットそれぞれを一定時間ごとに切り替えて動作させる
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明では、前記制御部により前記各双方向ＤＣ／ＤＣコンバータは交互一定時間ごと
に切り替わって蓄電池を充放電させるので各蓄電池の寿命は均等化されて当該寿命のばら
つきが抑えられる。
【００１５】
　この場合、本発明では、前記制御部は前記各セットそれぞれを一定時間ごとに切り替え
て動作させるという簡易かつ安価な構成で済み、それらの上位でわざわざ複雑で高価なコ
ンピュータ等により前記各セットの動作を制御する必要がなくなる。
【００１６】
　好ましい態様は、前記各セットにおけるいずれか１つをマスタセットとし、他をスレー
ブセットとすると共に、前記マスタセット内の蓄電池を放電させて前記ライン電圧を第１
指令電圧にまで上昇させ、その蓄電池の放電の減少で前記ライン電圧が前記第１指令電圧
から一定電圧低い第２指令電圧にまで低下すると、前記スレーブセット内の蓄電池を放電
させることで前記ライン電圧を前記第１指令電圧にまで上昇させるよう制御することであ
る。
【００１７】
　別の好ましい態様は、前記マスタセット内の蓄電池を充電させて前記ライン電圧を第３
指令電圧にまで下降させ、その蓄電池の充電の減少に伴い前記ライン電圧が前記第３指令
電圧から一定電圧高い第４指令電圧にまで上昇すると、前記スレーブセット内の蓄電池を
充電させることで前記ライン電圧を前記第３指令電圧にまで下降させるよう制御すること
である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、システム構成の複雑化、コスト増大を来たさずに各セット内の蓄電池
の寿命の均等化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る太陽光発電システムの概略構成図である。
【図２】図２は、図１の充放電セット内の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータの回路構成図であ
る。
【図３】図３は、図１の充放電セット内の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータを用いた蓄電池へ
の充電動作の説明に用いる図である。
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【図４】図４は、図１の充放電セット内の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータを用いた蓄電池か
らの放電動作の説明に用いる図である。
【図５】図５は、充放電セット内の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータの充電経路と放電経路と
に対する各スイッチング素子のオンオフ関係を示す図である。
【図６】図６は、横軸に時間、縦軸にライン電圧をとり、ライン電圧変化に対する蓄電池
の充放電動作の説明に用いる図である。
【図７】図７は２つの充放電セットの並列動作の説明に供する図である。
【図８】図８は図７の並列動作の説明において動作タイミングチャートを示す図である。
【図９】図９は、横軸に時間、縦軸にライン電圧をとり、マスタ側とスレーブ側それぞれ
の充放電セット内の蓄電池が充電モードの場合の動作説明に用いる図である。
【図１０】図１０は、横軸に時間、縦軸にライン電圧をとり、マスタ側とスレーブ側それ
ぞれの充放電セット内の蓄電池が放電モードの場合の動作説明に用いる図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システムを詳細
に説明する。
【００２１】
　図１に実施形態の太陽光発電システムの概略構成を示す。図１を参照して、実施形態の
太陽光発電システムは、太陽電池１と、パワーコンディショナ３と、負荷５と、蓄電池充
放電セット７，９と、を含む電力システムである。
【００２２】
  パワーコンディショナ３は、太陽電池１の直流電力を交流電力に変換して負荷５に出力
するものであり、ＤＣ／ＤＣコンバータ３ａと、ＤＣ／ＡＣインバータ３ｂと、を含む。
【００２３】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ３ａとＤＣ／ＡＣインバータ３ｂとはＤＣバスライン３ｃで接続
されている。
【００２４】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ３ａは、太陽電池１の直流出力を昇圧してＤＣバスライン３ｃに
ライン電圧として出力する。ＤＣ／ＡＣインバータ３ｂは、ＤＣ／ＤＣコンバータ３ａ出
力を交流電力に変換して各種交流の負荷５に供給する。
【００２５】
  各蓄電池充放電セット７，９は、それぞれ、直列に接続された双方向ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ７ａ，９ａおよび蓄電池７ｂ，９ｂと、双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａ，９ａを制
御して蓄電池７ｂ，９ｂの充放電動作を制御する制御部７ｃ，９ｃと、を備えるセットで
ある。
【００２６】
　以下、説明の簡略のため蓄電池充放電セットを単にセットと称する。各セット７，９は
、パワーコンディショナ３のＤＣバスライン３ｃに対して互いに並列に接続される。
【００２７】
  各セット７，９内の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａ，９ａは、それぞれ、制御部７ｃ
，９ｃの制御により、ＤＣバスライン３ｃに供給される直流のライン電圧を降圧側にＤＣ
／ＤＣ変換して、それぞれの蓄電池７ｂ，９ｂに充電する一方、蓄電池７ｂ，９ｂの充電
電圧を昇圧側にＤＣ／ＤＣ変換してパワーコンディショナ３のＤＣバスライン３ｃに供給
することができるようになっている。
【００２８】
　各セット７，９内の制御部７ｃ，９ｃは、ＣＰＵ等を内蔵しており、互いに通信ライン
８で接続され、所要の制御プログラムに従い通信を行うようになっている。
【００２９】
　図２を参照して前記両セット７，９のうちのセット７の構成を説明する。セット９はセ
ット７と同様の構成であるのでその説明は省略する。
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【００３０】
  セット７において、双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａは、ＤＣバスライン３ｃと蓄電池
７ｂの一方の極であるマイナス極との間に直列接続された、ＩＧＢＴ等からなる第１、第
２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２と、第１、第２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２それぞれに逆
並列接続された第１、第２ダイオードＤ１，Ｄ２と、両スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２の共
通接続部と蓄電池７ｂの他方の極であるプラス極との間に直列接続される昇降圧コイルＣ
Ｌ１と、蓄電池７ｂに並列のコンデンサＣ１と、第１、第２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２
に並列接続されたコンデンサＣ２と、を含む。
【００３１】
　双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａは、さらに、ＤＣバスライン３ｃにおけるライン電圧
を検出する電圧センサＳ１と、蓄電池７ｂの充電電圧を検出する電圧センサＳ２と、昇降
圧コイルＣＬ１を流れる電流とその向きを検出する電流センサＳ３と、を含む。
【００３２】
　制御部７ｃは、これらセンサＳ１－Ｓ３からのセンサ信号により第１、第２スイッチン
グ素子Ｑ１，Ｑ２のオンオフを制御して蓄電池７ｂの充放電を制御する一方で、通信ライ
ン８を介して相手セット内の蓄電池９ｂの充放電データを取得して、さらに蓄電池７ｂの
充放電を制御するようになっている。
【００３３】
　以上の構成を有する双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａにおいては、蓄電池７ｂへの充電
に際しては、制御部７ｃの制御により、図３で示すようにＤＣバスライン３ｃ→第１スイ
ッチング素子Ｑ１→昇降圧コイルＣＬ１→蓄電池７ｂの第１充電経路Ｌ１でライン電圧を
降圧して蓄電池７ｂを充電する。
【００３４】
　また、昇降圧コイルＣＬ１に蓄積のエネルギを制御部７ｃの制御により、同図３で示す
ように昇降圧コイルＣＬ１→蓄電池７ｂ（コンデンサＣ１も含む）→第２ダイオードＤ２
の第２充電経路Ｌ２で充電する。
【００３５】
　また、蓄電池７ｂからの放電に際しては、制御部７ｃの制御により図４で示すように蓄
電池７ｂ→昇降圧コイルＣＬ１→第２スイッチング素子Ｑ２の第１放電経路Ｌ３で昇降圧
コイルＣＬ１にエネルギを蓄積する。また、同図４で示すように制御部７ｃの制御により
蓄電池７ｂ→昇降圧コイルＣＬ１→第１ダイオードＤ１の第２放電経路Ｌ４で蓄電池電圧
を昇圧して放電する。
【００３６】
　以上の第１、第２充電経路Ｌ１，Ｌ２と、第１、第２放電経路Ｌ３，Ｌ４に関して第１
、第２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２のオンオフは図５で示すように、第１充電経路Ｌ１は
、第１スイッチング素子Ｑ１がオン（○印）、第２スイッチング素子Ｑ２がオフ（×印）
であり、第２充電経路Ｌ２は、第１、第２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２が共にオフであり
、第１放電経路Ｌ１は、第１スイッチング素子Ｑ１がオフ、第２スイッチング素子Ｑ２が
オンであり、第２充電経路Ｌ２は、第１、第２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２が共にオフで
ある。
【００３７】
　次に図６を参照して実施形態の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａによる蓄電池７ｂに対
する充放電制御動作を説明する。
【００３８】
　この制御を行う充放電セット７内の制御部７ｃは、図示略のメモリに格納した制御プロ
グラムにより双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ７ａを制御して蓄電池７ｂに対する充放電動作
を制御することができるようになっている。
【００３９】
　図６は横軸に時間、縦軸にライン電圧をとった図であり、ライン電圧変化に対する蓄電
池７ｂの充放電動作の説明に用いる。
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【００４０】
　まず、太陽電池１の発電電力が例えば３ｋＷであり、負荷５で例えば１ｋＷ消費してい
る場合、２ｋＷの電力が余剰となる。
【００４１】
　そして、この場合、パワーコンディショナ３でのライン電圧が図６の実線ＬＶで示すよ
うに所定電圧３８０Ｖ（この所定電圧はパワーコンディショナ３内のＰＷＭ制御により設
定される指令電圧値）よりも高い電圧であれば、制御部７ｃにはそのライン電圧のデータ
が電圧センサＳ３から与えられる。
【００４２】
　制御部７ｃは、ライン電圧Ｖ１が所定電圧の３８０Ｖ以上であるので第１スイッチング
素子Ｑ１をオン、第２スイッチング素子Ｑ２をオフにして図３で示すように第１充電経路
Ｌ１を形成し、この第１充電経路Ｌ１を介して蓄電池７ｂにライン電圧を充電させる制御
を行う。
【００４３】
　ついで、制御部７ｃは、同図３で示すように第１、第２スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２を
共にオフにして第２充電経路Ｌ２を形成し、この第２充電経路Ｌ２を介して昇降圧コイル
ＣＬ１からその蓄積エネルギを放出させ、この蓄積エネルギを蓄電池７ｂに充電させる制
御を行う。
【００４４】
　こうして蓄電池７ｂに充電させると、ライン電圧が図６で示すように低下してくる。
【００４５】
　この場合、制御部７ｃにおいては、ライン電圧が所定電圧である前記３８５Ｖを中心に
して一定電圧例えば±５Ｖの電圧範囲で蓄電池７ｂを充放電させることでライン電圧を前
記３８５Ｖを含む±５Ｖの電圧範囲に制御するようになっている。
【００４６】
　この電圧範囲の下限値は３８０Ｖであり、上限値は３９０Ｖである。この上限と下限の
値は一例であり、これに限定されない。
【００４７】
　こうしてライン電圧が、前記一定電圧範囲の下限値である３８０Ｖに低下するまでは蓄
電池７ｂの充電を継続する。また、ライン電圧が前記下限値の３８０Ｖに到達すると、充
電動作を停止させると共に図４で示すように第１放電経路Ｌ３、第２放電経路Ｌ４を形成
して放電動作を開始させる。
【００４８】
  こうして上記放電でライン電圧が一定電圧範囲の上限値の３９０Ｖに上昇するまでは蓄
電池７ｂの放電を継続し、ライン電圧が上記上限値３９０Ｖに到達すると放電動作を停止
して充電動作を開始する。
【００４９】
　以上の蓄電池７ｂに対する充放電動作によりライン電圧は所定電圧の３８５Ｖを中心に
一定電圧の±５Ｖの電圧範囲で制御しつつ、蓄電池７ｂは、昼間時等における太陽電池１
の発電電力のうち余剰電力を充電し、太陽電池１の発電電力が夜間や雨天、曇天、日陰等
で日照不足して低下すると、上記蓄電池７ｂの蓄積電圧をＤＣバスライン３ｃに放電し、
その放電した電力を負荷５側で利用することができるようになっている。
【００５０】
  また、前記３８５Ｖは指令電圧値としてパワーコンディショナ３内部の図示略の制御部
で設定してあり、パワーコンディショナ３におけるＰＷＭ制御で図６のＡ１，Ａ２で示す
ようにＤＣ／ＤＣコンバータ３ａから出力されるライン電圧は３８５Ｖ近傍に制御される
。
【００５１】
　そして、ライン電圧が３９０Ｖ以上である領域Ａ１以前の電圧値から立ち下がって３８
５Ｖ近傍領域Ｓ１にＰＷＭ制御されるが、その太陽電池１出力低下等でライン電圧が３８
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５Ｖより電圧が低下して３８０Ｖに達するまでは、蓄電池７ｂが充電制御される。
【００５２】
　そして、３８０Ｖに低下すると、蓄電池７ｂは充電から放電に切り替わって放電制御さ
れ、これによりライン電圧が上昇して指令電圧３８５Ｖに達すると、その３８５Ｖ近傍領
域Ａ２でＰＷＭ制御される。
【００５３】
　そして、ライン電圧が３８５Ｖより電圧が上昇して３９０Ｖに達するまでは蓄電池７ｂ
の放電は継続され、ライン電圧が３９０Ｖに達すると、蓄電池７ｂは放電から充電に反転
制御される。
【００５４】
　次に図７および図８を参照して各セット７，９が並列で充放電動作する場合を説明する
。
【００５５】
　図７は各セット７，９の並列動作の説明に供する図であり、図８は図７の並列動作の説
明において動作タイミングチャートを示す図である。
【００５６】
　これらの図を参照して、セット７，９内それぞれの各蓄電池７ｂ，９ｂが均等に充放電
が行われない場合は、それらの寿命は均等でなくなる可能性が高くなる。
【００５７】
　一方、各セット７，８は、同一のＤＣバスライン３ｃに接続されているので、いずれか
一方のセット７または９内の蓄電池７ｂ，９ｂが他方のそれよりも優先的に充放電が繰り
返されてしまう可能性がある。
【００５８】
　こうした場合、各セット７，９それぞれにおける蓄電池７ｂ，９ｂを上位コンピュータ
等で均等に充放電制御することができるが、それでは、上位コンピュータとの間での配線
や構成あるいはそれらコンピュータ内のプログラム組み込みなどで複雑高価格化し、簡易
低廉性が損なわれてしまう。
【００５９】
  そこで、本実施形態では、図７で示すように、通信ライン８を介して各セット７，９そ
れぞれの制御部７ｃ，９ｃが通信を行い、図８で示すように各セット７，９内の蓄電池７
ｂ，９ｂはそれぞれ期間Ｔごとに充放電が切り替わるようにしている。
【００６０】
　この場合、時刻ｔ０からｔ２の間でセット７、時刻ｔ１からｔ４の間でセット９、時刻
ｔ３からｔ６の間でセット７がそれぞれ充放電を行うことで、一方のセット７，９が充放
電終了する時刻の少し前に他方のセット７，９の充放電が開始するようにしている。
【００６１】
　このように実施形態では、各セット７，９それぞれ内の蓄電池７ｂ，９ｂを一定時間Ｔ
ごとに切り替えて充放電させるようにしたので、各セット７，８内それぞれの蓄電池７ｂ
，９ｂの寿命は均等化されて当該寿命のばらつきが抑えられる。
【００６２】
　次に、図９を参照して各セット７，９におけるいずれか１つをマスタ側セットとし、他
をスレーブ側セットとしてそれぞれにおける充放電を制御する場合を説明する。
【００６３】
　いずれがマスタ側、スレーブ側のセットは交互に切り替わるという前提で、マスタ側と
スレーブ側それぞれのセットは通信ライン８を介して通信する。
【００６４】
　マスタ側とスレーブ側との間ではマスタ側が放電して電力不足したときは電力不足であ
るというデータ、マスタ側が充電して電力が余っているというデータ、および、その他必
要なデータを通信する。
【００６５】
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　また、ライン電圧や蓄電池７ｂ，９ｂでの電圧はそれぞれのセンサで検出し、それらデ
ータも通信できる。
【００６６】
　なお、以下の説明では、その説明の都合でセット７をマスタ側のセット、セット９をス
レーブ側のセットとする。
【００６７】
　図９において横軸は時間、縦軸はライン電圧を示す。図１０における期間Ｔａはマスタ
側のセット７内の蓄電池７ｂにおけるＤＣバスライン３ｃへの放電動作を示す期間であり
、期間Ｔｂはスレーブ側のセット９内の蓄電池９ｂにおけるＤＣバスライン３ｃへの放電
動作を示す期間である。
【００６８】
  前記期間Ｔａ内の時刻ｔ０でセット７内の蓄電池７ｂが放電を開始してＤＣバスライン
３ｃのライン電圧を第１指令電圧である例えば３８５Ｖにまで上昇させる。
【００６９】
　セット７はマスタ側として上記第１指令電圧を維持するようその放電を制御する。そし
て、時間の経過により蓄電池７ｂはその放電により第１指令電圧を維持できなくなると、
これに伴いライン電圧は時刻ｔ１から下降しはじめる。
【００７０】
　そして、時刻ｔ２でライン電圧が第１指令電圧から一定電圧例えば３Ｖだけ低い第２指
令電圧である３８２Ｖにまで下降すると、スレーブ側のセット９内の蓄電池９ｂがその時
刻ｔ２で放電を開始する。
【００７１】
　この放電によりライン電圧は上昇してくる。そしてライン電圧は時刻ｔ３では第１指令
電圧に上昇する。そしてセット９は、ライン電圧が第１指令電圧に到達すると、その第１
指令電圧を維持できるように放電を制御する。こうした制御のため、マスタ側とスレーブ
側それぞれのセット７，９は内部における制御部７ｃ，９ｃで通信を行い、互いの蓄電池
７ｂ，９ｂの電圧状況を監視し、マスタとして、あるいはスレーブとして動作する。
【００７２】
  次に、図１０を参照してセット７，９における充放電動作を説明する。図１０において
横軸は時間、縦軸はライン電圧を示す。この場合も、説明の都合でセット７をマスタ側の
セット、セット９をスレーブ側のセットとする。
【００７３】
　図１０における期間Ｔａはマスタ側であるセット７内の蓄電池７ｂの充電動作を示す期
間であり、期間Ｔｂはスレーブ側であるセット９内の蓄電池９ｂの充電動作を示す期間で
ある。
【００７４】
　前記期間Ｔａ内の時刻ｔ０でセット７内の蓄電池７ｂが充電を開始するとＤＣバスライ
ン３ｃのライン電圧は下降する。この充電により前記ライン電圧が第３指令電圧である例
えば３８５Ｖにまで下降すると、セット７は第３指令電圧を維持するようその充電を制御
する。
【００７５】
  そしてマスタ側セット７における蓄電池７ｂが充電を継続してもライン電圧を第３指令
電圧に維持することができなくなると、これに伴いライン電圧が時刻ｔ１から上昇しはじ
める。
【００７６】
　そして、時刻ｔ２でライン電圧が第３指令電圧から一定電圧例えば３Ｖ高い第４指令電
圧である３８８Ｖにまで上昇すると、スレーブ側のセット９は蓄電池９ｂを時刻ｔ２で充
電を開始する。この蓄電池９ｂへの充電の開始によりライン電圧は下降していく。
【００７７】
  なお、ライン電圧が所定電圧である前記３８５Ｖを中心にして一定電圧例えば±５Ｖの



(9) JP 5726555 B2 2015.6.3

10

20

30

電圧範囲で蓄電池７ｂを充放電させることでライン電圧を前記３８５Ｖを含む±５Ｖの電
圧範囲に制御するという問題はマスタ側のセットが関係する。
【００７８】
  以上から上記制御により、マスタ側とスレーブ側それぞれのセット７，９は内部におけ
る制御部７ｃ，９ｃで通信を行い、互いの蓄電池７ｂ，９ｂの電圧状況を監視し、マスタ
として、あるいはスレーブとして動作する。
【００７９】
  以上説明したように本実施形態の太陽光発電システムにおいては、ＤＣバスライン３ｃ
に双方向ＤＣ／ＤＣコンバータと蓄電池とを含むセット７，９を並列に接続すると共に、
各セット７，９を一定時間ごとに切り替えてそれぞれの蓄電池７ｂ，９ｂを充放電させる
ので各蓄電池７ｂ，９ｂの寿命は均等化されて当該寿命のばらつきが抑えられる。
【００８０】
　この場合、各セット７，９を一定時間ごとに切り替えて動作させるので、それらの上位
でわざわざ複雑で高価なコンピュータ等により前記各セットの動作を制御する必要がなく
なる。
【符号の説明】
【００８１】
　１　太陽電池
　３　パワーコンディショナ
　　　３ａ　ＤＣ／ＤＣコンバータ
　　　３ｂ　ＤＣ／ＡＣインバータ
　５　負荷
　７　蓄電池充放電セット
　　　７ａ　双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ
　　　７ｂ　蓄電池
　　　７ｃ　制御部
　９　蓄電池充放電セット
　　　９ａ　双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ
　　　９ｂ　蓄電池
　　　９ｃ　制御部



(10) JP 5726555 B2 2015.6.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5726555 B2 2015.6.3

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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