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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流母線に対して共通して接続される、複数の電力消費ユニット、複数の電力供給ユニ
ット及び蓄電装置と、商用電力系統から供給される交流電力を直流電力に変換して前記直
流母線に供給する整流器と、前記蓄電装置及び前記整流器の作動を制御する制御手段とを
備え、
　前記制御手段は、
　前記商用電力系統の電圧が、前記商用電力系統から直流母線に対して充分な電力を供給
できるか否かを判定するための正常運転条件を満たす場合において、前記直流母線の電圧
が連系時基準電圧になるように前記整流器の作動を制御すると共に、前記直流母線の電圧
が前記連系時基準電圧より大きい連系時上限電圧以上であるとき前記蓄電装置を充電作動
させ、及び、前記直流母線の電圧が前記連系時基準電圧より小さい連系時下限電圧以下で
あるとき前記蓄電装置を放電作動させ、並びに、
　前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合において、前記整流器の
作動を停止させると共に、前記直流母線の電圧が自立運転時基準電圧より大きいとき前記
蓄電装置を充電作動させ、及び、前記直流母線の電圧が前記自立運転時基準電圧より小さ
いとき前記蓄電装置を放電作動させるように構成されている直流給電システム。
【請求項２】
　前記自立運転時基準電圧は、前記連系時下限電圧以上及び前記連系時上限電圧以下であ
る請求項１記載の直流給電システム。
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【請求項３】
　前記制御手段は、前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たし、且つ、前記直
流母線の電圧が前記連系時下限電圧より大きく且つ前記連系時上限電圧より小さい場合に
おいて、前記蓄電装置の蓄電量が設定下限値より小さくなると前記蓄電装置を充電作動に
切り換え、前記蓄電装置の蓄電量が設定上限値より大きくなると前記蓄電装置を放電作動
に切り換える請求項１又は２記載の直流給電システム。
【請求項４】
　前記複数の電力供給ユニットが、設定最小出力と設定最大出力との間での運転状態又は
停止状態に制御される複数の発電装置であり、
　前記制御手段は、前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合におい
て、
　前記蓄電装置を充電作動させるとき、前記複数の発電装置の合計電力供給量が前記発電
装置の前記設定最大出力以下の量だけ前記複数の電力消費ユニットの合計電力消費量より
も大きくなるように、前記発電装置の運転台数を制御し、及び、
　前記蓄電装置を放電作動させるとき、前記複数の発電装置の合計電力供給量が前記発電
装置の前記設定最大出力以下の量だけ前記複数の電力消費ユニットの合計電力消費量より
も小さくなるように、前記発電装置の運転台数を制御する請求項３記載の直流給電システ
ム。
【請求項５】
　直流母線に複数の電力消費ユニット及び複数の電力供給ユニットが共通して接続され並
びに前記直流母線に商用電力系統が整流器を介して接続されており、前記整流器は、前記
商用電力系統の電圧が、前記商用電力系統から前記直流母線に対して充分な電力を供給で
きるか否かを判定するための正常運転条件を満たす場合において前記直流母線の電圧が連
系時基準電圧になるように動作し、及び、前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を
満たさない場合において動作を停止するように構成されている直流給電システムで用いら
れ、前記直流母線に接続される蓄電部と、前記直流母線から前記蓄電部への充電作動及び
前記蓄電部から前記直流母線への放電作動を制御する制御手段とを備える蓄電装置であっ
て、
　前記制御手段は、
　前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たす場合において、前記直流母線の電
圧が前記連系時基準電圧より大きい連系時上限電圧以上であるとき前記蓄電部を充電作動
させ、及び、前記直流母線の電圧が前記連系時基準電圧より小さい連系時下限電圧以下で
あるとき前記蓄電部を放電作動させ、並びに、
　前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合において、前記直流母線
の電圧が自立運転時基準電圧より大きいとき前記蓄電部を充電作動させ、及び、前記直流
母線の電圧が前記自立運転時基準電圧より小さいとき前記蓄電部を放電作動させる蓄電装
置。
【請求項６】
　前記自立運転時基準電圧は、前記連系時下限電圧以上及び前記連系時上限電圧以下であ
る請求項５記載の蓄電装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たし、且つ、前記直
流母線の電圧が前記連系時下限電圧より大きく且つ前記連系時上限電圧より小さい場合に
おいて、前記蓄電部の蓄電量が設定下限値より小さくなると前記蓄電部を充電作動に切り
換え、前記蓄電部の蓄電量が設定上限値より大きくなると前記蓄電部を放電作動に切り換
える請求項５又は６記載の蓄電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電力消費ユニット及び複数の電力供給ユニットが共通して接続され、
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及び、商用電力系統が整流器を介して接続されている直流母線を備える直流給電システム
及びそのような直流給電システムで用いられる蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の電力消費ユニット及び複数の電力供給ユニットが共通して接続され、及び、商用
電力系統が整流器を介して接続されている直流母線を備える直流給電システムにおいて、
その直流母線に蓄電装置を接続したものがある。例えば、特許文献１に記載の直流給電シ
ステムでは、直流母線の電圧は、整流器を介して接続される商用電力系統からの電力、及
び、蓄電装置からの電力を用いて一定電圧（直流電圧Ｖｄｃ）に維持される。具体的には
、整流器が制御目標とする直流母線の電圧と、蓄電装置が制御目標とする直流母線の電圧
とは同じである。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２２４００９号公報（図１、段落００１０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の直流給電システムでは、直流母線が整流器を介して商用電力系統に
連系されているときにも、蓄電装置は、整流器と同様に直流母線の電圧を維持する役割を
担っている。蓄電装置をこのように運用している場合、蓄電装置は、直流母線の電圧維持
を主目的に動作しているため、その充電率が適正な値に維持されているとは限らない。そ
のため、商用電力系統に停電が発生すると、直流母線の電圧を維持する役割を蓄電装置の
みが担わなければならないが、充電率が適正ではない場合にはその役割を果たすことはで
きない。
【０００５】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、商用電力系統の停電
時及び非停電時の何れにおいても、蓄電装置を用いて直流母線の電圧維持を行うことがで
きる直流給電システム及びそのような直流給電システムで用いられる蓄電装置を提供する
点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明に係る直流給電システムの特徴構成は、直流母線に対
して共通して接続される、複数の電力消費ユニット、複数の電力供給ユニット及び蓄電装
置と、商用電力系統から供給される交流電力を直流電力に変換して前記直流母線に供給す
る整流器と、前記蓄電装置及び前記整流器の作動を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、
　前記商用電力系統の電圧が、前記商用電力系統から直流母線に対して充分な電力を供給
できるか否かを判定するための正常運転条件を満たす場合において、前記直流母線の電圧
が連系時基準電圧になるように前記整流器の作動を制御すると共に、前記直流母線の電圧
が前記連系時基準電圧より大きい連系時上限電圧以上であるとき前記蓄電装置を充電作動
させ、及び、前記直流母線の電圧が前記連系時基準電圧より小さい連系時下限電圧以下で
あるとき前記蓄電装置を放電作動させ、並びに、
　前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合において、前記整流器の
作動を停止させると共に、前記直流母線の電圧が自立運転時基準電圧より大きいとき前記
蓄電装置を充電作動させ、及び、前記直流母線の電圧が前記自立運転時基準電圧より小さ
いとき前記蓄電装置を放電作動させるように構成されている点にある。
【０００７】
　上記特徴構成によれば、商用電力系統から正常に電力が供給されることで商用電力系統
の電圧が正常運転条件を満たしているとき、整流器を作動させることで直流母線の電圧を
連系時基準電圧に制御できる。また、電力消費ユニットによる負荷が、整流器を介して供
給される電力と運転中の電力供給ユニットから供給される電力とでは賄いきれないほど急
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激に増大した場合、或いは、電力消費ユニットによる負荷が電力供給ユニットから供給さ
れる電力以下まで急激に減少した場合等により、直流母線の電圧が連系時上限電圧以上及
び連系時下限電圧以下になると、蓄電装置を充電作動又は放電作動させることで、直流母
線の電圧を連系時上限電圧又は連系時下限電圧に制御できる。つまり、整流器を用いて直
流母線の電圧を連系時基準電圧に制御させつつ、蓄電装置を用いて直流母線の電圧が連系
時上限電圧より大きくなること又は連系時下限電圧より小さくなることを抑制している。
　一方で、商用電力系統から正常に電力が供給されないとき、蓄電装置を充電作動又は放
電作動させることで、直流母線の電圧を自立運転時基準電圧に制御できる。
　従って、商用電力系統の停電時及び非停電時の何れにおいても、蓄電装置を用いて直流
母線の電圧維持を行うことができる直流給電システムを提供できる。
【０００８】
　本発明に係る直流給電システムの別の特徴構成は、前記自立運転時基準電圧は、前記連
系時下限電圧以上及び前記連系時上限電圧以下である点にある。
【０００９】
　上記特徴構成によれば、停電などで商用電力系統から正常に電力が供給されないときで
あっても、直流母線の電圧を、商用電力系統から正常に電力が供給されているときと同程
度の範囲の電圧（つまり、連系時下限電圧以上及び連系時上限電圧以下の電圧）に制御す
ることができる。
【００１０】
　本発明に係る直流給電システムの別の特徴構成は、前記制御手段は、前記商用電力系統
の電圧が前記正常運転条件を満たし、且つ、前記直流母線の電圧が前記連系時下限電圧よ
り大きく且つ前記連系時上限電圧より小さい場合において、前記蓄電装置の蓄電量が設定
下限値より小さくなると前記蓄電装置を充電作動に切り換え、前記蓄電装置の蓄電量が設
定上限値より大きくなると前記蓄電装置を放電作動に切り換える点にある。
【００１１】
　上記特徴構成によれば、商用電力系統から正常に電力が供給されることで商用電力系統
の電圧が正常運転条件を満たしているとき、直流母線の電圧が上記連系時下限電圧より大
きく且つ上記連系時上限電圧より小さい場合には、整流器によって直流母線の電圧の維持
が適切に行われているので、蓄電装置は直流母線の電圧維持を行うために作動しなくてよ
い。よって、制御部は、蓄電装置の蓄電量が設定下限値より小さくなると蓄電装置を充電
作動に切り換え、蓄電装置の蓄電量が設定上限値より大きくなると蓄電装置を放電作動に
切り換えることで、蓄電装置の蓄電量を設定下限値以上且つ設定上限の間に保つことがで
きる。その結果、その後に商用電力系統に停電が発生したとしても、蓄電装置を用いて直
流母線の電圧を維持することができる。
【００１２】
　本発明に係る直流給電システムの別の特徴構成は、前記複数の電力供給ユニットが、設
定最小出力と設定最大出力との間での運転状態又は停止状態に制御される複数の発電装置
であり、
　前記制御手段は、前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合におい
て、
　前記蓄電装置を充電作動させるとき、前記複数の発電装置の合計電力供給量が前記設定
最大出力以下の量だけ前記複数の電力消費ユニットの合計電力消費量よりも大きくなるよ
うに、前記発電装置の運転台数を制御し、及び、
　前記蓄電装置を放電作動させるとき、前記複数の発電装置の合計電力供給量が前記発電
装置の前記設定最大出力以下の量だけ前記複数の電力消費ユニットの合計電力消費量より
も小さくなるように、前記発電装置の運転台数を制御する点にある。
【００１３】
　上記特徴構成によれば、合計電力消費量と合計電力供給量との差、即ち、充放電量が、
発電装置の設定最大出力以下となるように、発電装置の運転台数が調整される。その結果
、蓄電ユニットの過剰な充放電を回避できる。
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【００１４】
　上記目的を達成するための本発明に係る蓄電装置の特徴構成は、直流母線に複数の電力
消費ユニット及び複数の電力供給ユニットが共通して接続され並びに前記直流母線に商用
電力系統が整流器を介して接続されており、前記整流器は、前記商用電力系統の電圧が、
前記商用電力系統から前記直流母線に対して充分な電力を供給できるか否かを判定するた
めの正常運転条件を満たす場合において前記直流母線の電圧が連系時基準電圧になるよう
に動作し、及び、前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合において
動作を停止するように構成されている直流給電システムで用いられ、前記直流母線に接続
される蓄電部と、前記直流母線から前記蓄電部への充電作動及び前記蓄電部から前記直流
母線への放電作動を制御する制御手段とを備える蓄電装置であって、
　前記制御手段は、
　前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たす場合において、前記直流母線の電
圧が前記連系時基準電圧より大きい連系時上限電圧以上であるとき前記蓄電部を充電作動
させ、及び、前記直流母線の電圧が前記連系時基準電圧より小さい連系時下限電圧以下で
あるとき前記蓄電部を放電作動させ、並びに、
　前記商用電力系統の電圧が前記正常運転条件を満たさない場合において、前記直流母線
の電圧が自立運転時基準電圧より大きいとき前記蓄電部を充電作動させ、及び、前記直流
母線の電圧が前記自立運転時基準電圧より小さいとき前記蓄電部を放電作動させる点にあ
る。
【００１５】
　上記特徴構成によれば、整流器が直流母線の電圧を連系時基準電圧に制御しているとき
、電力消費ユニットによる負荷が、整流器を介して供給される電力と運転中の電力供給ユ
ニットから供給される電力とでは賄いきれないほど急激に増大した場合、或いは、電力消
費ユニットによる負荷が電力供給ユニットから供給される電力以下まで急激に減少した場
合等により、直流母線の電圧が連系時上限電圧以上及び連系時下限電圧以下になると、蓄
電装置を充電作動又は放電作動させることで、直流母線の電圧を連系時上限電圧又は連系
時下限電圧に制御できる。つまり、直流母線の電圧を連系時基準電圧に制御する役割は整
流器が担っている間、蓄電装置を用いて直流母線の電圧が連系時上限電圧より大きくなる
こと又は連系時下限電圧より小さくなることを抑制している。
　一方で、商用電力系統から正常に電力が供給されないとき、蓄電装置を充電作動又は放
電作動させることで、直流母線の電圧を自立運転時基準電圧に制御できる。
　従って、商用電力系統の停電時及び非停電時の何れにおいても、直流母線の電圧維持を
行うことができる蓄電装置を提供できる。
【００１６】
　本発明に係る蓄電装置の別の特徴構成は、前記自立運転時基準電圧は、前記連系時下限
電圧以上及び前記連系時上限電圧以下である点にある。
【００１７】
　上記特徴構成によれば、停電などで商用電力系統から正常に電力が供給されないときで
あっても、直流母線の電圧を、商用電力系統から正常に電力が供給されているときと同程
度の範囲の電圧（つまり、連系時下限電圧以上及び連系時上限電圧以下の電圧）に制御す
ることができる。
【００１８】
　本発明に係る蓄電装置の別の特徴構成は、前記制御手段は、前記商用電力系統の電圧が
前記正常運転条件を満たし、且つ、前記直流母線の電圧が前記連系時下限電圧より大きく
且つ前記連系時上限電圧より小さい場合において、前記蓄電部の蓄電量が設定下限値より
小さくなると前記蓄電部を充電作動に切り換え、前記蓄電部の蓄電量が設定上限値より大
きくなると前記蓄電部を放電作動に切り換える点にある。
【００１９】
　上記特徴構成によれば、商用電力系統から正常に電力が供給されることで商用電力系統
の電圧が正常運転条件を満たしているとき、直流母線の電圧が上記連系時下限電圧より大
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きく且つ上記連系時上限電圧より小さい場合には、整流器によって直流母線の電圧の維持
が適切に行われているので、蓄電装置は直流母線の電圧維持を行うために作動しなくてよ
い。よって、制御部は、蓄電装置の蓄電量が設定下限値より小さくなると蓄電装置を充電
作動に切り換え、蓄電装置の蓄電量が設定上限値より大きくなると蓄電装置を放電作動に
切り換えることで、蓄電装置の蓄電量を設定下限値以上且つ設定上限の間に保つことがで
きる。その結果、その後に商用電力系統に停電が発生したとしても、蓄電装置を用いて直
流母線の電圧を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
＜第１実施形態＞
　以下に図面を参照して第１実施形態の直流給電システム及びその直流給電システムで用
いられる蓄電装置について説明する。
　図１は、第１実施形態の直流給電システムＳ１の構成を説明する図である。図示するよ
うに、直流給電システムＳ１は、直流母線４に対して共通して接続される、複数の電力消
費ユニットとしての電力消費装置１２、１３、複数の電力供給ユニットとしての発電装置
９及び蓄電装置１と、商用電力系統３から供給される交流電力を直流電力に変換して直流
母線４に供給する整流器２と、蓄電装置１及び整流器２の作動を制御する制御手段１４と
を備える。整流器２は遮断器５を介して商用電力系統３に接続されている。本実施形態で
は、電力消費ユニットが、交流負荷としての電力消費装置１２と、直流負荷としての電力
消費装置１３とで構成される場合を例示する。電力消費装置１２は、インバータ１１を介
して直流母線４に接続されて交流電力の供給を受ける。電力消費装置１３は、直流母線４
に接続されて直流電力の供給を受ける。
【００２１】
　発電装置９は、直流発電装置又は交流発電装置を用いて構成される。直流発電装置とし
ては、燃料電池などがある。また、交流発電装置としては、ガスエンジンの駆動力を用い
たガスエンジン発電装置などがある。発電装置９が直流発電装置の場合、その発電装置９
はＤＣ／ＤＣコンバータなどの電力変換器８を介して直流母線４に接続される。発電装置
９が交流発電装置の場合、その発電装置は整流器などの電力変換器８を介して直流母線４
に接続される。
【００２２】
　上記燃料電池及び上記ガスエンジン発電装置は何れも、熱と電気とを併せて発生させる
ことのできる熱電併給装置である。本実施形態では、発電装置９として上記燃料電池及び
上記ガスエンジン発電装置を用いた場合を想定しているので、発電装置９から供給される
熱を消費する熱消費装置１０を設けている。熱消費装置１０としては、給湯装置や暖房装
置などがある。また、発電装置９から回収した熱エネルギを湯水の形態で貯蔵する貯湯装
置を熱消費装置１０の一例として考えることもできる。
【００２３】
　蓄電装置１は、化学電池とキャパシタとフライホイールとのうちの少なくとも一つを備
えて構成される。本実施形態では、蓄電装置１としての電気二重層キャパシタ１ｂ（ＥＤ
ＬＣ）がＤＣ／ＤＣコンバータ１ａを介して直流母線４に接続された構成を例示する。よ
って、蓄電装置１の蓄電量は、そのキャパシタ１ｂの出力端子間電圧（以下、「キャパシ
タ電圧：ＶEDLC」と表記することもある）に相当する。
【００２４】
　本実施形態において、直流給電システムＳ１の制御目標は、電力消費装置１２、１３に
対して充分な電力を供給することである。よって、制御手段１４は、直流母線４の電圧が
適正な値になるように、少なくとも蓄電装置１及び整流器２の作動を制御する。
【００２５】
　次に、図２～図４に示すフローチャートを参照して、制御手段１４による、蓄電装置１
、整流器２及び発電装置９の作動制御について説明する。図２は、商用電力系統３が正常
であるか否かに応じて、直流給電システムＳ１を連系運転モード又は自立運転モードに切
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り換えるときの制御を示すフローチャートである。図３は、上記連系運転モードのときに
直流給電システムＳ１で実施される制御のフローチャートであり、図４は、上記自立運転
モードのときに直流給電システムＳ１で実施される制御のフローチャートである。
【００２６】
　図２に示すように、工程＃１０において制御手段１４は、商用電力系統３の電圧が正常
運転条件を満たしているか否かを判定する。正常運転条件は、商用電力系統３から直流母
線４に対して充分な電力を供給できるか否かを判定するための条件である。本実施形態で
は、制御手段１４は、電圧計６を用いて商用電力系統３の電圧を監視する。そして、制御
手段１４は、商用電力系統３の電圧が所定の判定電圧以上に維持される期間が交流電圧の
２周期分継続した場合には上記正常運転条件を満たすと判定し、工程＃２０に移行して後
述する連系運転モード制御で直流給電システムＳ１の作動を制御する。一方で、制御手段
１４は、商用電力系統３の電圧が上記判定電圧より低い期間が交流電圧の２周期分継続し
た場合には上記正常運転条件を満たさないと判定し、工程＃３０に移行して後述する自立
運転モード制御で直流給電システムＳ１の作動を制御する。また、制御手段１４は、商用
電力系統３の電圧が正常運転条件を満たさなくなると遮断器５を解列作動させることもで
きる。
【００２７】
〔連系運転モード制御〕
　制御手段１４は、商用電力系統３の電圧が正常運転条件を満たしているとき、即ち、商
用電力系統３から直流母線４に対して充分な電力を供給できるとき、図３に例示する連系
運転モード制御で直流給電システムＳ１の作動を制御する。以下、図３を参照して、連系
運転モード制御について説明する。
【００２８】
　連系運転モード制御が行われているとき、制御手段１４は、発電装置９に対して、各熱
消費装置１０の熱需要に見合った熱量を発生するような運転を許容している。つまり、各
発電装置９から直流母線４に供給される電力は制御されておらず様々である。但し、制御
手段１４は、連系運転モード制御において、直流母線４の電圧が連系時基準電圧：ＶDC_r

efになるように整流器２の作動を制御する。よって、各発電装置９の運転状態に拘わらず
、直流母線４の電圧は連系時基準電圧：ＶDC_refから大きく外れることはない。
【００２９】
　しかし、電力消費装置１２、１３における消費電力の急上昇又は急低下、或いは、発電
装置９における発電電力の急上昇又は急低下が発生すると、整流器２における電圧制御が
間に合わず、直流母線電圧：ＶDCが連系時基準電圧：ＶDC_refから大きく外れる可能性が
ある。よって、制御手段１４は、工程＃２１において、直流母線４の電圧を計測する電圧
計７の監視結果を参照して、直流母線電圧：ＶDCの値を確認する。
　そして、制御手段１４は、直流母線電圧：ＶDCが連系時下限電圧：ＶDC_LL以下の場合
には工程＃２２に移行して、キャパシタ１ｂから直流母線４へ電力を供給させる。具体的
には、制御手段１４は、直流母線電圧：ＶDCが連系時下限電圧：ＶDC_LLを下回らないよ
うに、キャパシタ１ｂを放電モードで作動させる。
　一方で、制御手段１４は、直流母線電圧：ＶDCが連系時上限電圧：ＶDC_UL以上の場合
には工程＃２３に移行して、キャパシタ１ｂによって直流母線４から電力を回収させる。
具体的には、制御手段１４は、直流母線電圧：ＶDCが連系時上限電圧：ＶDC_ULを上回ら
ないように、キャパシタ１ｂを充電モードで作動させる。
　制御手段１４が上述のような制御を行うことで、直流母線電圧：ＶDCが、少なくとも、
連系時下限電圧：ＶDC_LLより大きく、且つ、連系時上限電圧：ＶDC_ULより小さい範囲で
安定する。但し、本実施形態において、ＶDC_LL＜ＶDC_ref＜ＶDC_ULである。
【００３０】
　制御手段１４は、工程＃２１において、直流母線電圧：ＶDCが、連系時下限電圧：ＶDC

_LLより大きく、且つ、連系時上限電圧：ＶDC_ULより小さい範囲にあると判定したとき、
工程＃２４に移行する。ここで、直流母線電圧：ＶDCが、連系時下限電圧：ＶDC_LLより
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大きく、且つ、連系時上限電圧：ＶDC_ULより小さい範囲にあるということは、整流器２
による直流母線４の電圧制御が確実に行われており、直流母線４の電圧制御にキャパシタ
１ｂを運用する必要がないことを意味している。よって、制御手段１４は、直流母線４の
電圧制御とは無関係に、キャパシタ１ｂの充電量を適当な範囲内（設定下限値：ＶIC_LL

以上且つ設定上限値：ＶIC_UL以下）に維持することを目的としてキャパシタ１ｂを充電
又は放電させる。つまり、制御手段１４は、直流母線４の電圧が急変動したとしても、そ
の際に蓄電装置１を運用することで直流母線４の電圧を適正に保つことができるように、
キャパシタ電圧ＶEDLCが設定下限電圧値ＶIC_LL以上且つ設定上限電圧値ＶIC_UL以下の設
定電圧範囲内にあるようにする。
【００３１】
　具体的には、制御手段１４は、工程＃２４において、電圧計（図示せず）を用いて計測
されるキャパシタ電圧：ＶEDLCの値を検証する。そして、制御手段１４は、キャパシタ電
圧：ＶEDLCが設定下限値：ＶIC_LLよりも小さくなると、工程＃２５に移行して、キャパ
シタ１ｂが充電作動するように充電モードに切り換える。一方で、制御手段１４は、キャ
パシタ電圧：ＶEDLCが設定上限値：ＶIC_LLよりも大きくなると、工程＃２６に移行して
、キャパシタ１ｂが放電作動するように放電モードに切り換える。制御手段１４は、キャ
パシタ電圧：ＶEDLCが設定下限値：ＶIC_LL以上且つ設定上限値：ＶIC_UL以下であれば、
モードの切り換えを行わず、現状の充電モード又は放電モードを維持する。
【００３２】
　制御手段１４は、以上のような連系運転モード制御が終了すると、図２に示した制御フ
ローにリターンする。そして、制御手段１４は、図２に示した制御フローで、再度、商用
電力系統３の電圧が正常運転条件を満たしているか否かの判定を行う。
【００３３】
〔自立運転モード制御〕
　制御手段１４は、商用電力系統３の電圧が正常運転条件を満たしていないとき、即ち、
商用電力系統３から直流母線４に対して充分な電力を供給できないとき、図４に例示する
自立運転モード制御で直流給電システムＳ１の作動を制御する。以下、図４を参照して、
自立運転モード制御について説明する。
【００３４】
　この場合、直流母線４に対して商用電力系統３から電力は供給されないので、整流器２
が直流母線電圧：ＶDCを連系時基準電圧：ＶDC_refとするように制御することはできない
。よって、制御手段１４は、キャパシタ１ｂから直流母線４へ放電する電力及びキャパシ
タ１ｂが直流母線４から充電する電力を利用して直流母線電圧：ＶDCを連系時基準電圧：
ＶDC_refとするべく、キャパシタ１ｂの作動を制御する。
【００３５】
　工程＃３１において制御手段１４は、直流母線４の電圧を計測する電圧計７の監視結果
を参照して、直流母線電圧：ＶDCの値を確認する。制御手段１４は、直流母線電圧：ＶDC

が自立運転時基準電圧：ＶDC_refから逸脱していれば、ＶDC＝ＶDC_refとなるようにキャ
パシタ１ｂの充放電を制御する。具体的には、制御手段１４は、直流母線電圧：ＶDCが自
立運転時基準電圧：ＶDC_refよりも小さい場合、工程＃３２に移行してＶDC＝ＶDC_refと
なるようにキャパシタ１ｂを放電モードで作動させる。一方で、制御手段１４は、直流母
線電圧：ＶDCが自立運転時基準電圧：ＶDC_refよりも大きい場合、工程＃３３に移行して
ＶDC＝ＶDC_refとなるようにキャパシタ１ｂを充電モードで作動させる。
　本実施形態では、連系時基準電圧と自立運転時基準電圧とは、ＶDC_refで同じに設定さ
れている。よって、商用電力系統３から正常に電力が供給されるときと、停電などで商用
電力系統３から正常に電力が供給されないときとで、直流母線４の電圧を同じ電圧に制御
することができる。但し、自立運転時基準電圧は、連系時下限電圧以上及び連系時上限電
圧以下の電圧に設定されていればよい。そうすれば、停電などで商用電力系統３から正常
に電力が供給されないときであっても、直流母線４の電圧を、商用電力系統３から正常に
電力が供給されているときと同程度の電圧（つまり、連系時下限電圧以上及び連系時上限
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電圧以下の電圧）に制御することができる。
【００３６】
　尚、直流母線４に対して商用電力系統３から充分な電力が供給されないので、発電装置
９から直流母線４に供給される電力と電力消費装置１２、１３による消費電力とが大きく
かけ離れていると、必然的にキャパシタ１ｂの充電量又は放電量が大きくなってしまう。
そこで、制御手段１４は、自立運転モード制御において、キャパシタ１ｂからの出力（充
電量又は放電量）が適切な範囲となるように、電力消費装置１２、１３及び発電装置９の
少なくとも一方の作動を制御する。
【００３７】
　具体的には、工程＃３４において制御手段１４は、キャパシタ１ｂからの出力が設定下
限出力値以上且つ設定上限出力値以下の設定範囲内にあるか否かを判定する。ここで、キ
ャパシタ１ｂからの出力は、複数の電力消費装置１２、１３の合計電力消費量から、複数
の発電装置９の合計電力供給量を減算した値である。よって、キャパシタ１ｂからの出力
が正の値であれば、キャパシタ１ｂから放電されていることを意味し、キャパシタ１ｂか
らの出力が負の値であれば、キャパシタ１ｂに充電されていることを意味する。
【００３８】
　従って、制御手段１４は、工程＃３３で設定された充電モードでキャパシタ１ｂを作動
させる場合、キャパシタ１ｂへの充電が行われるように、複数の電力消費装置１２、１３
の合計電力消費量より、複数の発電装置９の合計電力供給量が大きくなるように、電力消
費装置１２、１３及び発電装置９の少なくとも一方の作動を制御する。また、制御手段１
４は、工程＃３２で設定された放電モードでキャパシタ１ｂを作動させる場合、キャパシ
タ１ｂからの放電が行われるように、複数の電力消費装置１２、１３の合計電力消費量よ
り、複数の発電装置９の合計電力供給量が小さくなるように、電力消費装置１２、１３及
び発電装置９の少なくとも一方の作動を制御する。
【００３９】
　発電装置９は、その発電出力が可変である場合、設定最小出力と設定最大出力との間で
の運転状態又は停止状態に制御される。或いは、発電装置９の発電出力が可変でない場合
（つまり、上述の場合において設定最小出力と設定最大出力とが同じ値であると見なす）
、発電装置９は、定格出力（＝設定最小出力＝設定最大出力）での運転状態又は停止状態
に制御される。
　以下の説明では、発電装置９の発電出力が可変でない場合を例示する。この場合、発電
装置９は、定格出力で運転されるか、或いは、停止しているかの何れかであり、発電装置
９の定格出力が何れも３００Ｗである場合を例示する。よって、発電装置９のそれぞれが
出力し得る電力は０Ｗ又は３００Ｗである。
　従って、制御手段１４は、合計電力消費量より合計電力供給量が大きくなるようにする
ためには、幾つかの発電装置９を始動して、合計電力供給量を大きくすればよい。また、
制御手段１４は、合計電力消費量より合計電力供給量が小さくなるようにするためには、
幾つかの発電装置９を停止して、合計電力供給量を小さくすればよい。
【００４０】
　よって、放電モードにおいて、キャパシタ１ｂからの出力ＰEDLCがＰEDLC＞３００Ｗ（
以下、簡単のため、ＰEDLCの不等式において、単位Ｗを省略する）であるとき、定格出力
が３００Ｗである発電装置９を１台又は複数台始動させると、キャパシタ１ｂからの出力
が０≦ＰEDLC≦３００になる。
　また、充電モードにおいて、キャパシタ１ｂからの出力ＰEDLCがＰEDLC＜－３００であ
るとき、定格出力が３００Ｗである発電装置９を１台又は複数台停止させると、キャパシ
タ１ｂからの出力が－３００≦ＰEDLC≦０の間になる。
【００４１】
　以上のように、工程＃３４において制御手段１４は、充電モードのときには－３００≦
ＰEDLC≦０であるか否かの判定を行い、放電モードのときには０≦ＰEDLC≦３００である
か否かの判定を行う。制御手段１４は、ＰEDLCが上限値をオーバーしているとき（即ち、
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充電モードにおいて０＜ＰEDLCであるとき、及び、放電モードにおいてＰEDLC＞３００で
あるとき）、工程＃３７に移行する。つまり、充電モードにおいてキャパシタ１ｂへの充
電量が不足しているとき、キャパシタ１ｂへの充電量を増加させるべく、発電装置９の運
転台数を増加させる。また、放電モードにおいてキャパシタ１ｂからの放電量が過剰であ
るとき、キャパシタ１ｂからの放電量を減少させるべく、発電装置９の運転台数を増加さ
せる。
【００４２】
　また、制御手段１４は、ＰEDLCが下限値をオーバーしているとき、（即ち、充電モード
においてＰEDLC＜－３００であるとき、及び、放電モードにおいてＰEDLC＜０であるとき
）、工程＃３５に移行する。つまり、充電モードにおいてキャパシタ１ｂへの充電量が過
剰であるとき、キャパシタ１ｂへの充電量を減少させるべく、発電装置９の運転台数を減
少させる。また、放電モードにおいてキャパシタ１ｂからの放電量が不足しているとき、
キャパシタ１ｂからの放電量を増加させるべく、発電装置９の運転台数を減少させる。
【００４３】
　一方で、制御手段１４は、ＰEDLCが下限値及び上限値の間にあるとき（即ち、充電モー
ドにおいて－３００≦ＰEDLC≦０であるとき、及び、放電モードにおいて０≦ＰEDLC≦３
００であるとき）、工程＃３９に移行する。
【００４４】
　つまり、制御手段１４は、キャパシタ１ｂ（蓄電装置１）を充電作動させるとき、発電
装置９の合計電力供給量が発電装置９の定格出力（或いは、発電出力可変のときには設定
最大出力）以下の量だけ電力消費装置１２、１３の合計電力消費量よりも大きくなるよう
に発電装置９の運転台数を制御し、及び、蓄電装置１を放電作動させるとき、発電装置９
の合計電力供給量が発電装置９の定格出力（或いは、発電出力可変のときには設定最大出
力）以下の量だけ電力消費装置１２、１３の合計電力消費量よりも小さくなるように、発
電装置９の運転台数を制御する。
　本実施形態では、制御手段１４は、発電出力が可変ではない発電装置９の定格出力が何
れも３００Ｗである場合において、放電モードではキャパシタ１ｂからの出力ＰEDLCが０
≦ＰEDLC≦３００となるように発電装置９の運転台数を制御し、充電モードでは－３００
≦ＰEDLC≦０となるように発電装置９の運転台数を制御している。その結果、過剰な放電
や充電が行われないようにできる。
【００４５】
　工程＃３５において制御手段１４は、少なくとも１つの発電装置９を停止可能か否かを
判定する。制御手段１４は、少なくとも１つの発電装置９を停止可能であるときには工程
＃３６に移行して停止させ、停止不可能であるときには工程＃３９に移行する。
　工程＃３７において制御手段１４は、少なくとも１つの発電装置９を始動可能か否かを
判定する。制御手段１４は、少なくとも１つの発電装置９を始動可能であるときには工程
＃３８に移行して始動させ、始動不可能であるときには工程＃３９に移行する。
　工程＃３９において制御手段１４は、発電装置９の運転状態を維持するべく、発電装置
９の始動及び停止を新たに行わない。
【００４６】
　また、図４のフローチャートにおいて、電力消費装置１２、１３の作動を制御すること
で、合計電力消費量より合計電力供給量が小さくなるように、又は、合計電力消費量より
合計電力供給量が大きくなるようにしてもよい。その場合、工程＃３５～工程＃３９にお
いて、発電装置９の稼動状態はそのままで、電力消費装置１２、１３の消費電力を変更す
るように改変すればよい。
【００４７】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態の直流給電システムは、蓄電装置及び整流器のそれぞれが自立して作動を
制御するように構成されている点で、第１実施形態に示した直流給電システムと異なって
いる。以下に、第２実施形態の直流給電システム及び蓄電装置の構成について説明するが
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、第１実施形態と同様の構成については説明を省略する。
【００４８】
　図５は、第２実施形態の直流給電システムＳ２の構成を説明する図である。
　本実施形態において、整流器２は、整流回路２ａと制御手段２ｂとを備える。この制御
手段２ｂは、整流器２の作動のみを独立して制御する。具体的には、制御手段２ｂは、電
圧計６及び電圧計７の計測結果を参照して、商用電力系統３の電圧が正常運転条件を満た
す場合において直流母線４の電圧：ＶDCが連系時基準電圧：ＶDC_refになるように整流回
路２ａを作動させ、及び、商用電力系統３の電圧が所定の正常運転条件を満たさない場合
において整流回路２ａの作動を停止させる。
　つまり、整流器２は、商用電力系統３から直流母線４に対して充分な電力を供給できる
とき、商用電力系統３から供給される電力を利用して、直流母線４の電圧：ＶDCを連系時
基準電圧：ＶDC_refとするように整流回路２ａの作動を制御する。一方で、整流器２は、
商用電力系統３から直流母線４に対して充分な電力を供給できないとき作動を停止する。
　整流器２の制御手段２ｂが行う、商用電力系統３の電圧が正常運転条件を満たすか否か
の判定については、第１実施形態と同様である。
【００４９】
　蓄電装置１は、蓄電部としてのキャパシタ１ｂがＤＣ／ＤＣコンバータ１ａを介して直
流母線４に接続された構成であり、ＤＣ／ＤＣコンバータ１ａの作動は蓄電装置１が備え
る制御手段１ｃによって制御される。つまり、制御手段１ｃがＤＣ／ＤＣコンバータ１ａ
の作動を制御することで、キャパシタ１ｂの充電作動及び放電作動が制御される。この制
御手段１ｃは、電圧計６及び電圧計７の計測結果を参照して、商用電力系統３の電圧が正
常運転条件を満たす場合において、直流母線４の電圧が連系時基準電圧より大きい連系時
上限電圧以上であるときキャパシタ１ｂを充電作動させ、及び、直流母線４の電圧が連系
時基準電圧より小さい連系時下限電圧以下であるときキャパシタ１ｂを放電作動させる。
また、制御手段１ｃは、商用電力系統３の電圧が所定の正常運転条件を満たさない場合に
おいて、直流母線４の電圧が自立運転時基準電圧より大きいときキャパシタ１ｂを充電作
動させ、及び、直流母線４の電圧が自立運転時基準電圧より小さいときキャパシタ１ｂを
放電作動させる。
　蓄電装置１の制御手段１ｃが行う、商用電力系統３の電圧が正常運転条件を満たすか否
かの判定、及び、連系時基準電圧と自立運転時基準電圧との関係については、第１実施形
態と同様である。
【００５０】
　加えて、蓄電装置１が備える制御手段１ｃは、商用電力系統３の電圧が正常運転条件を
満たし、且つ、直流母線４の電圧が連系時下限電圧より大きく且つ連系時上限電圧より小
さい場合において、キャパシタ１ｂの蓄電量が設定下限値より小さくなるとキャパシタ１
ｂを充電作動に切り換え、キャパシタ１ｂの蓄電量が設定上限値より大きくなるとキャパ
シタ１ｂを放電作動に切り換える。
【００５１】
　直流給電システムＳ２の制御手段１５は、蓄電装置１の制御手段１ｃ及び整流器２の制
御手段２ｂと連係して動作することもできる。例えば、直流給電システムＳ２の制御手段
１５は、蓄電装置１が充電モードでキャパシタ１ｂを作動させている場合、キャパシタ１
ｂへの充電が行われるように、複数の電力消費装置１２、１３の合計電力消費量より、複
数の発電装置９の合計電力供給量が大きくなるように、電力消費装置１２、１３及び発電
装置９の少なくとも一方の作動を制御する。また、制御手段１５は、蓄電装置１が放電モ
ードでキャパシタ１ｂを作動させる場合、キャパシタ１ｂからの放電が行われるように、
複数の電力消費装置１２、１３の合計電力消費量より、複数の発電装置９の合計電力供給
量が小さくなるように、電力消費装置１２、１３及び発電装置９の少なくとも一方の作動
を制御する。
【００５２】
＜別実施形態＞
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　上記実施形態において、商用電力系統が正常であるか否かの判定基準（正常運転条件）
は適宜変更できる。
【００５３】
＜２＞
　上記実施形態において、自立運転時基準電圧を、連系時基準電圧よりも低い電圧に設定
することで、停電などで商用電力系統３から正常に電力が供給されないときの直流母線の
電圧を低く維持して、蓄電装置の放電を長続きさせることができる。
【００５４】
＜３＞
　上記実施形態において、電力消費装置、発電装置及び蓄電装置の数は適宜変更できる。
また、１つの電力消費ユニット、電力供給ユニット及び蓄電ユニットは、それぞれ１台の
電力消費装置、発電装置及び蓄電装置で構成されている場合や、複数台の電力消費装置、
発電装置及び蓄電装置で構成されている場合などがある。或いは、１台の発電装置の電力
供給量を設定出力毎にステップ状に変化させることで複数台の発電装置の動作を模擬し、
見かけ上、複数の電力供給ユニットを１台の発電装置で構成することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明に係る直流給電システム及び蓄電装置は、直流母線の電圧を適正に維持して、電
力消費装置に対して充分な電力を供給するために利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】第１実施形態の直流給電システムの構成を説明する図
【図２】直流給電システムを連系運転モード又は自立運転モードに切り換えるときの制御
を示すフローチャート
【図３】連系運転モードのときに直流給電システムで実施される制御のフローチャート
【図４】自立運転モードのときに直流給電システムで実施される制御のフローチャート
【図５】第２実施形態の直流給電システムの構成を説明する図
【符号の説明】
【００５７】
　１　蓄電装置
　１ｃ　制御手段
　１ｂ　蓄電部（キャパシタ）
　２　整流器
　３　商用電力系統
　４　直流母線
　９　発電装置（電力供給ユニット）
　１２、１３　電力消費装置（電力消費ユニット）
　１４　制御手段
　Ｓ１、Ｓ２　直流給電システム
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