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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電力需要者が接続されている交流線と、蓄電装置と、前記蓄電装置と前記交流線
とを接続する自己インバータ装置とを有する自己システムを複数個備え、
　複数個の前記自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの前記自己システム
が有する前記蓄電装置と他の一つの前記自己システムが有する前記交流線とを接続する連
繋インバータ装置を前記自己システム同士の間に備える電力供給システムであって、
　複数個の前記自己システムのうちの一つの自己システムの前記交流線と外部の電力系統
とを連系状態及び解列状態の何れか一方に切換可能な遮断装置と、
　前記自己インバータ装置及び前記連繋インバータ装置及び前記遮断装置の動作を制御可
能な制御装置とを備え、
　前記制御装置は、
　前記遮断装置を介して前記電力系統に連系され得る前記自己システムの前記交流線と前
記電力系統とが前記解列状態にあるとき、複数個の前記自己システムのそれぞれの前記自
己インバータ装置を、前記交流線での電力の電圧が目標電圧となるように及び前記交流線
での電力の周波数が前記蓄電装置の蓄電量に応じて決定される目標周波数となるように制
御する解列時運転モードで動作させ、
　前記連系状態への切換条件が満たされたと判定すると、前記遮断装置を介して前記電力
系統に連系され得る前記自己システムについて、前記解列時運転モードでの前記自己イン
バータ装置の動作を停止させると共に前記遮断装置を動作させて前記連系状態に切り換え
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た後、前記電力系統から受け取る補給電力を前記蓄電装置への充電に用いる充電運転モー
ドで前記自己インバータ装置を動作させる電力供給システム。
【請求項２】
　前記制御装置は、設定時刻に到達すると前記連系状態への切換条件が満たされたと判定
する請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記遮断装置を介して前記電力系統に連系され得る前記自己システム
の前記蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になると前記連系状態への切換条件が満たされ
たと判定する請求項１又は２に記載の電力供給システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記連系状態への切換条件が満たされたと判定したときの、前記遮断
装置を介して前記電力系統に連系され得る前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量の大
きさに応じて、前記充電運転モードにおいて前記自己インバータ装置が前記電力系統から
受け取る前記補給電力の大きさを変更する請求項１～３の何れか一項に記載の電力供給シ
ステム。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記充電運転モードで前記自己インバータ装置を動作させているとき
、隣接する二つの前記自己システムの間で前記連繋インバータ装置が融通する電力を前記
補給電力が大きくなるにつれて大きくする請求項１～４の何れか一項に記載の電力供給シ
ステム。
【請求項６】
　複数の電力需要者が接続されている交流線と、蓄電装置と、前記蓄電装置と前記交流線
とを接続する自己インバータ装置とを有する自己システムを複数個備え、
　複数個の前記自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの前記自己システム
が有する前記蓄電装置と他の一つの前記自己システムが有する前記交流線とを接続する連
繋インバータ装置を前記自己システム同士の間に備える電力供給システムであって、
　複数個の前記自己システムのうちの一つの自己システムの前記蓄電装置と外部の電力系
統との間を接続し、前記電力系統から受け取る補給電力を前記蓄電装置への充電に利用さ
せることができる充電用インバータ装置と、
　前記自己インバータ装置及び前記連繋インバータ装置及び前記充電用インバータ装置の
動作を制御する制御装置とを備え、
　前記制御装置は、
　複数個の前記自己システムのそれぞれの前記自己インバータ装置を、前記交流線での電
力の電圧が目標電圧となるように及び前記交流線での電力の周波数が前記蓄電装置の蓄電
量に応じて決定される目標周波数となるように制御し、
　充電開始条件が満たされたと判定すると、前記電力系統から前記補給電力を受け取って
前記蓄電装置への充電に利用させる充電運転モードで前記充電用インバータ装置を動作さ
せる電力供給システム。
【請求項７】
　前記制御装置は、設定時刻に到達すると前記充電開始条件が満たされたと判定する請求
項６に記載の電力供給システム。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記充電用インバータ装置を介して前記電力系統に接続される前記自
己システムの前記蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になると前記充電開始条件が満たさ
れたと判定する請求項６又は７に記載の電力供給システム。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記充電開始条件が満たされたと判定したときの、前記充電用インバ
ータ装置を介して前記電力系統に接続される前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量の
大きさに応じて、前記充電運転モードにおいて前記充電用インバータ装置が前記電力系統
から受け取る前記補給電力の大きさを変更する請求項６～８の何れか一項に記載の電力供
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給システム。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記充電運転モードで前記充電用インバータ装置を動作させていると
き、隣接する二つの前記自己システムの間で前記連繋インバータ装置が融通する電力を前
記補給電力が大きくなるにつれて大きくする請求項６～９の何れか一項に記載の電力供給
システム。
【請求項１１】
　複数の電力需要者が接続されている交流線と、蓄電装置と、前記蓄電装置と前記交流線
とを接続する自己インバータ装置とを有する自己システムを複数個備え、
　複数個の前記自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの前記自己システム
が有する前記蓄電装置と他の一つの前記自己システムが有する前記交流線とを接続する連
繋インバータ装置を前記自己システム同士の間に備える電力供給システムであって、
　複数個の前記自己システムのうちの一つの自己システムの前記交流線と外部の電力系統
とを接続する電力変換装置と、
　前記自己インバータ装置及び前記連繋インバータ装置及び前記電力変換装置の動作を制
御可能な制御装置とを備え、
　前記制御装置は、
　複数個の前記自己システムのそれぞれの前記自己インバータ装置を、前記交流線での電
力の電圧が目標電圧となるように及び前記交流線での電力の周波数が前記蓄電装置の蓄電
量に応じて決定される目標周波数となるように制御し、
　前記一つの自己システムの前記交流線への前記電力系統から受け取る補給電力の供給を
開始する補給開始条件が満たされたと判定すると、前記電力系統から補給電力を受け取り
且つ当該補給電力の周波数を前記目標周波数に調節して前記交流線に供給する補給運転モ
ードで前記電力変換装置を動作させる電力供給システム。
【請求項１２】
　前記制御装置は、設定時刻に到達すると前記補給開始条件が満たされたと判定する請求
項１１に記載の電力供給システム。
【請求項１３】
　前記制御装置は、前記電力変換装置を介して前記電力系統に接続される前記自己システ
ムの前記蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になると前記補給開始条件が満たされたと判
定する請求項１１又は１２に記載の電力供給システム。
【請求項１４】
　前記電力変換装置が、前記電力系統から供給される前記補給電力を所望の直流電力に変
換する交流／直流変換部と、当該交流／直流変換部で生成された直流電力を所望の交流電
力に変換して前記交流線に供給する直流／交流変換部と、前記交流／直流変換部と前記直
流／交流変換部との間を接続する直流接続部とを有する請求項１１～１３の何れか一項に
記載の電力供給システム。
【請求項１５】
　前記制御装置は、前記補給開始条件が満たされたと判定したときの、前記電力変換装置
を介して前記電力系統に接続される前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量の大きさに
応じて、前記補給運転モードにおいて前記電力変換装置が前記電力系統から受け取る前記
補給電力の大きさを変更する請求項１１～１４の何れか一項に記載の電力供給システム。
【請求項１６】
　前記制御装置は、前記補給運転モードで前記電力変換装置を動作させているとき、隣接
する二つの前記自己システムの間で前記連繋インバータ装置が融通する電力を前記補給電
力が大きくなるにつれて大きくする請求項１１～１５の何れか一項に記載の電力供給シス
テム。
【請求項１７】
　複数個の前記自己システムのうちの少なくとも一つの自己システムの前記交流線に、発
電電力が天候に応じて変化する自然エネルギ発電装置が接続され、
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　前記制御装置は、将来に予測される天候に応じて前記下限蓄電量の大きさを変更する請
求項３又は８又は１３に記載の電力供給システム。
【請求項１８】
　前記制御装置は、一つの前記連繋インバータ装置を介して電気的に接続されて互いに隣
接している二つの前記自己システムに関して、それぞれの前記蓄電装置の蓄電量に応じて
決定されている前記目標周波数に基づいて、前記蓄電装置の蓄電量が相対的に大きい自己
システムから、前記蓄電装置の蓄電量が相対的に小さい自己システムへと電力を融通する
ように前記連繋インバータ装置の動作を制御する請求項１～１７の何れか一項に記載の電
力供給システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電力需要者が接続されている交流線と、蓄電装置と、その蓄電装置と
交流線とを接続する自己インバータ装置とを有する自己システムを複数個備え、複数個の
自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの自己システムが有する蓄電装置と
他の一つの自己システムが有する交流線とを接続する連繋インバータ装置を自己システム
同士の間に備える電力供給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数の電力需要者が接続されている交流線と、蓄電装置と、その蓄電装置と
交流線とを接続する自己インバータ装置とを有する自己システムを複数個備えるような電
力供給システムが提案されている。例えば、特許文献１（国際公開第２０１０／１０３６
５０号）に記載の電力供給システムは、複数個の自己システムが電気的に直列接続される
ように、一つの自己システムが有する蓄電装置と他の一つの自己システムが有する交流線
とを接続する連繋インバータ装置を自己システム同士の間に備えている。更に、複数個の
自己システムのそれぞれの自己インバータ装置を、交流線での電力の電圧が目標電圧とな
るように及び交流線での電力の周波数が蓄電装置の蓄電量に応じて決定する目標周波数と
なるように動作させ、及び、一つの連繋インバータ装置を介して電気的に接続されている
二つの自己システムに関して、目標周波数の高い方の自己システムから目標周波数の低い
方の自己システムへ電力を供給するように連繋インバータ装置の動作を制御している。つ
まり、各自己システムの交流線での電力の周波数は蓄電装置の蓄電量を反映した値となっ
ているので、連繋インバータ装置は、電気的に接続されている二つの自己システムに関し
て、各交流線の周波数を検出するだけで、何れの自己システムの蓄電装置の蓄電量が多い
のかを知ることができる。そして、その検出した周波数の値の大小に応じて、各自己シス
テム間で電力の融通を行うことで、各自己システムの蓄電装置の蓄電量の均等化を図るこ
とができる。
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１０／１０３６５０号
【発明の開示】
【０００４】
　特許文献１に記載の電力システムでは、各自己システムが発電装置を備えているため、
その発電装置の発電電力で自己システムの蓄電装置への蓄電を行える構成となっている。
しかし、蓄電装置の蓄電量が低下したときに発電装置の発電出力を即座に上昇させること
ができるとも限らず、発電装置の発電出力を即座に上昇させることができたとしても蓄電
装置の蓄電量の低下分を発電装置の発電出力で充分に賄えることができるとも限らない。
つまり、各自己システムが発電装置を備えていても、蓄電装置の蓄電量が低下し続ける場
合もある。そして、自己システムが備えている蓄電装置の蓄電量を、その自己システムの
交流線に接続されている電力需要者に対する電力の供給余力と見た場合、蓄電装置の蓄電
量が低下した状態は、電力需要者に対する電力の供給余力が小さい状態であると言える。
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【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、複数の自己システム
を備える電力供給システムにおいて、電力需要者に対する電力の供給余力を大きく保つこ
とができる電力供給システムを提供する点にある。
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明に係る電力供給システムの特徴構成は、複数の電力需
要者が接続されている交流線と、蓄電装置と、前記蓄電装置と前記交流線とを接続する自
己インバータ装置とを有する自己システムを複数個備え、
　複数個の前記自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの前記自己システム
が有する前記蓄電装置と他の一つの前記自己システムが有する前記交流線とを接続する連
繋インバータ装置を前記自己システム同士の間に備える電力供給システムであって、
　複数個の前記自己システムのうちの一つの自己システムの前記交流線と外部の電力系統
とを連系状態及び解列状態の何れか一方に切換可能な遮断装置と、
　前記自己インバータ装置及び前記連繋インバータ装置及び前記遮断装置の動作を制御可
能な制御装置とを備え、
　前記制御装置は、
　前記遮断装置を介して前記電力系統に連系され得る前記自己システムの前記交流線と前
記電力系統とが前記解列状態にあるとき、複数個の前記自己システムのそれぞれの前記自
己インバータ装置を、前記交流線での電力の電圧が目標電圧となるように及び前記交流線
での電力の周波数が前記蓄電装置の蓄電量に応じて決定される目標周波数となるように制
御する解列時運転モードで動作させ、
　前記連系状態への切換条件が満たされたと判定すると、前記遮断装置を介して前記電力
系統に連系され得る前記自己システムについて、前記解列時運転モードでの前記自己イン
バータ装置の動作を停止させると共に前記遮断装置を動作させて前記連系状態に切り換え
た後、前記電力系統から受け取る補給電力を前記蓄電装置への充電に用いる充電運転モー
ドで前記自己インバータ装置を動作させる点にある。
【０００７】
　上記特徴構成によれば、連系状態への切換条件が満たされたタイミングで自己システム
の交流線と電力系統とを連系させ、充電運転モードで自己インバータ装置を動作させるこ
とで、必要な量の補給電力を電力系統から受け取って蓄電装置の充電を行うことができる
。また、各自己システムは、自己システム同士の間に設けられる連繋インバータ装置で電
気的に接続されているので、電力系統から補給電力を受け取った自己システムから他の自
己システムへとその補給電力を融通可能である。その結果、他の自己システムから補給電
力の融通を受けた自己システムにおいても、その融通を受けた電力を用いて蓄電装置への
蓄電を行うことができる。
　従って、複数の自己システムを備える電力供給システムにおいて、電力需要者に対する
電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【０００８】
　本発明に係る電力供給システムの別の特徴構成は、前記制御装置は、設定時刻に到達す
ると前記連系状態への切換条件が満たされたと判定する点にある。
【０００９】
　上記特徴構成によれば、設定時刻において定期的に連系状態への切換条件が満たされた
と判定して、電力系統から受け取る補給電力で蓄電装置の充電を行うことができる。例え
ば、１日の中で電力需要が増大する時間帯の前に上記設定時刻を設定しておけば、電力需
要が増大する時間帯に先立って連系状態への切換条件が満たされたと判定されて、上記補
給電力による蓄電装置への蓄電が行われる。その結果、電力需要が増大する時間帯に先立
って、電力需要者に対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００１０】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記遮断装置
を介して前記電力系統に連系され得る前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量が下限蓄
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電量未満になると前記連系状態への切換条件が満たされたと判定する点にある。
【００１１】
　上記特徴構成によれば、蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になったタイミング、即ち
、蓄電装置から電力需要者に対する電力の供給余力が低下したタイミングで連系状態への
切換条件が満たされたと判定して、電力系統から蓄電装置への充電を行うことができる。
また、蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になったタイミングで、即ち、蓄電装置への充
電が必要になったタイミングでのみ電力系統からの補給電力による蓄電装置への充電が行
われるようなシステムを構築できる。
【００１２】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記連系状態
への切換条件が満たされたと判定したときの、前記遮断装置を介して前記電力系統に連系
され得る前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量の大きさに応じて、前記充電運転モー
ドにおいて前記自己インバータ装置が前記電力系統から受け取る前記補給電力の大きさを
変更する点にある。
【００１３】
　上記特徴構成によれば、制御装置が、充電運転モードにおいて自己インバータ装置が電
力系統から受け取る補給電力を大きくすると、蓄電装置の蓄電量を満充電レベルに到達さ
せるのに要する時間は相対的に短くなる。つまり、制御装置が、上記自己システムの蓄電
装置の蓄電量の大きさに応じて、充電運転モードにおいて自己インバータ装置が電力系統
から受け取る補給電力の大きさを変更することで、蓄電装置の蓄電量を満充電レベルに到
達させるのに要する時間を変更できる。
【００１４】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記充電運転
モードで前記自己インバータ装置を動作させているとき、隣接する二つの前記自己システ
ムの間で前記連繋インバータ装置が融通する電力を前記補給電力が大きくなるにつれて大
きくする点にある。
【００１５】
　上記特徴構成によれば、遮断装置を介して電力系統に連系され得る自己システムが電力
系統から補給電力を受け取ったとき、その補給電力が大きくなるにつれて、他の自己シス
テムが連繋インバータ装置を介して融通される電力は大きくなる。その結果、電力系統か
ら補給電力を受け取ることで、遮断装置を介して電力系統に連系され得る自己システムの
蓄電装置の蓄電量を大きくすることができるとともに、他の自己システムの蓄電装置の蓄
電量も大きくすることができる。
【００１６】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、複数の電力需要者が接続されて
いる交流線と、蓄電装置と、前記蓄電装置と前記交流線とを接続する自己インバータ装置
とを有する自己システムを複数個備え、
　複数個の前記自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの前記自己システム
が有する前記蓄電装置と他の一つの前記自己システムが有する前記交流線とを接続する連
繋インバータ装置を前記自己システム同士の間に備える電力供給システムであって、
　複数個の前記自己システムのうちの一つの自己システムの前記蓄電装置と外部の電力系
統との間を接続し、前記電力系統から受け取る補給電力を前記蓄電装置への充電に利用さ
せることができる充電用インバータ装置と、
　前記自己インバータ装置及び前記連繋インバータ装置及び前記充電用インバータ装置の
動作を制御する制御装置とを備え、
　前記制御装置は、
　複数個の前記自己システムのそれぞれの前記自己インバータ装置を、前記交流線での電
力の電圧が目標電圧となるように及び前記交流線での電力の周波数が前記蓄電装置の蓄電
量に応じて決定される目標周波数となるように制御し、
　充電開始条件が満たされたと判定すると、前記電力系統から前記補給電力を受け取って
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前記蓄電装置への充電に利用させる充電運転モードで前記充電用インバータ装置を動作さ
せる点にある。
【００１７】
　上記特徴構成によれば、充電開始条件が満たされたタイミングで充電用インバータ装置
を充電運転モードで動作させることで、必要な量の補給電力を電力系統から受け取って蓄
電装置の充電を行うことができる。また、各自己システムは、自己システム同士の間に設
けられる連繋インバータ装置で電気的に接続されているので、電力系統から補給電力を受
け取った自己システムから他の自己システムへとその補給電力を融通可能である。その結
果、他の自己システムから補給電力の融通を受けた自己システムにおいても、その融通を
受けた電力を用いて蓄電装置への蓄電を行うことができる。
　従って、複数の自己システムを備える電力供給システムにおいて、電力需要者に対する
電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００１８】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、設定時刻に到
達すると前記充電開始条件が満たされたと判定する点にある。
【００１９】
　上記特徴構成によれば、設定時刻において定期的に充電開始条件が満たされたと判定し
て、電力系統から受け取る補給電力で蓄電装置の充電を行うことができる。例えば、１日
の中で電力需要が増大する時間帯の前に上記設定時刻を設定しておけば、電力需要が増大
する時間帯に先立って充電開始条件が満たされたと判定されて、上記補給電力による蓄電
装置への蓄電が行われる。その結果、電力需要が増大する時間帯に先立って、電力需要者
に対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００２０】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記充電用イ
ンバータ装置を介して前記電力系統に接続される前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電
量が下限蓄電量未満になると前記充電開始条件が満たされたと判定する点にある。
【００２１】
　上記特徴構成によれば、蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になったタイミング、即ち
、蓄電装置から電力需要者に対する電力の供給余力が低下したタイミングで充電開始条件
が満たされたと判定して、電力系統から蓄電装置への充電を行うことができる。また、蓄
電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になったタイミングで、即ち、蓄電装置への充電が必要
になったタイミングでのみ電力系統からの補給電力による蓄電装置への充電が行われるよ
うなシステムを構築できる。
【００２２】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記充電開始
条件が満たされたと判定したときの、前記充電用インバータ装置を介して前記電力系統に
接続される前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量の大きさに応じて、前記充電運転モ
ードにおいて前記充電用インバータ装置が前記電力系統から受け取る前記補給電力の大き
さを変更する点にある。
【００２３】
　上記特徴構成によれば、制御装置が、充電運転モードにおいて充電用インバータ装置が
電力系統から受け取る補給電力を大きくすると、蓄電装置の蓄電量を満充電レベルに到達
させるのに要する時間は相対的に短くなる。つまり、制御装置が、上記自己システムの蓄
電装置の蓄電量の大きさに応じて、充電運転モードにおいて充電用インバータ装置が電力
系統から受け取る補給電力の大きさを変更することで、蓄電装置の蓄電量を満充電レベル
に到達させるのに要する時間を変更できる。
【００２４】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記充電運転
モードで前記充電用インバータ装置を動作させているとき、隣接する二つの前記自己シス
テムの間で前記連繋インバータ装置が融通する電力を前記補給電力が大きくなるにつれて
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大きくする点にある。
【００２５】
　上記特徴構成によれば、充電用インバータ装置を介して電力系統に連系され得る自己シ
ステムが電力系統から補給電力を受け取ったとき、その補給電力が大きくなるにつれて、
他の自己システムが連繋インバータ装置によって融通される電力は大きくなる。その結果
、電力系統から補給電力を受け取ることで、充電用インバータ装置を介して電力系統に連
系され得る自己システムの蓄電装置の蓄電量を大きくすることができるとともに、他の自
己システムの蓄電装置の蓄電量も大きくすることができる。
【００２６】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、複数の電力需要者が接続されて
いる交流線と、蓄電装置と、前記蓄電装置と前記交流線とを接続する自己インバータ装置
とを有する自己システムを複数個備え、
　複数個の前記自己システムが電気的に直列接続されるように、一つの前記自己システム
が有する前記蓄電装置と他の一つの前記自己システムが有する前記交流線とを接続する連
繋インバータ装置を前記自己システム同士の間に備える電力供給システムであって、
　複数個の前記自己システムのうちの一つの自己システムの前記交流線と外部の電力系統
とを接続する電力変換装置と、
　前記自己インバータ装置及び前記連繋インバータ装置及び前記電力変換装置の動作を制
御可能な制御装置とを備え、
　前記制御装置は、
　複数個の前記自己システムのそれぞれの前記自己インバータ装置を、前記交流線での電
力の電圧が目標電圧となるように及び前記交流線での電力の周波数が前記蓄電装置の蓄電
量に応じて決定される目標周波数となるように制御し、
　前記一つの自己システムの前記交流線への前記電力系統から受け取る補給電力の供給を
開始する補給開始条件が満たされたと判定すると、前記電力系統から補給電力を受け取り
且つ当該補給電力の周波数を前記目標周波数に調節して前記交流線に供給する補給運転モ
ードで前記電力変換装置を動作させる点にある。
【００２７】
　上記特徴構成によれば、一つの自己システムの交流線への補給電力の供給を開始する補
給開始条件が満たされたタイミングで電力変換装置を補給運転モードで動作させることで
、必要な量の補給電力を電力系統から受け取って蓄電装置の充電を行うことができる。ま
た、各自己システムは、自己システム同士の間に設けられる連繋インバータ装置で電気的
に接続されているので、電力系統から補給電力を受け取った自己システムから他の自己シ
ステムへとその補給電力を融通可能である。その結果、他の自己システムから補給電力の
融通を受けた自己システムにおいても、その融通を受けた電力を用いて蓄電装置への逐電
を行うことができる。
　更に、電力変換装置が、電力系統から補給電力を受け取り且つその補給電力の周波数を
上記目標周波数に調節して交流線に供給することで、自己インバータ装置が蓄電装置の蓄
電量に応じて制御している目標周波数が変動しないようにできる。その結果、電力系統か
ら補給電力の供給を受けている間においても、交流線での電力の周波数が蓄電装置の蓄電
量を反映した値であることを確保できる。
　従って、複数の自己システムを備える電力供給システムにおいて、電力需要者に対する
電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００２８】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、設定時刻に到
達すると前記補給開始条件が満たされたと判定する点にある。
【００２９】
　上記特徴構成によれば、設定時刻において定期的に補給開始条件が満たされたと判定し
て、電力系統から受け取る補給電力で蓄電装置の充電を行うことができる。例えば、１日
の中で電力需要が増大する時間帯の前に上記設定時刻を設定しておけば、電力需要が増大
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する時間帯に先立って補給開始条件が満たされたと判定されて、上記補給電力による蓄電
装置への蓄電が行われる。その結果、電力需要が増大する時間帯に先立って、電力需要者
に対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００３０】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記電力変換
装置を介して前記電力系統に接続される前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量が下限
蓄電量未満になると前記補給開始条件が満たされたと判定する点にある。
【００３１】
　上記特徴構成によれば、蓄電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になったタイミング、即ち
、蓄電装置から電力需要者に対する電力の供給余力が低下したタイミングで補給開始条件
が満たされたと判定して、電力系統から蓄電装置への充電を行うことができる。また、蓄
電装置の蓄電量が下限蓄電量未満になったタイミングで、即ち、蓄電装置への充電が必要
になったタイミングでのみ電力系統からの補給電力による蓄電装置への充電が行われるよ
うなシステムを構築できる。
【００３２】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記電力変換装置が、前記電力
系統から供給される前記補給電力を所望の直流電力に変換する交流／直流変換部と、当該
交流／直流変換部で生成された直流電力を所望の交流電力に変換して前記交流線に供給す
る直流／交流変換部と、前記交流／直流変換部と前記直流／交流変換部との間を接続する
直流接続部とを有する点にある。
【００３３】
　上記特徴構成によれば、交流／直流変換部で、電力系統から供給される補給電力を所望
の直流電力に変換し、直流／交流変換部で、その直流電力を上記目標周波数の交流電力に
変換した上で交流線に供給できる。
【００３４】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記補給開始
条件が満たされたと判定したときの、前記電力変換装置を介して前記電力系統に接続され
る前記自己システムの前記蓄電装置の蓄電量の大きさに応じて、前記補給運転モードにお
いて前記電力変換装置が前記電力系統から受け取る前記補給電力の大きさを変更する点に
ある。
【００３５】
　上記特徴構成によれば、制御装置が、補給運転モードにおいて電力変換装置が電力系統
から受け取る補給電力を大きくすると、蓄電装置の蓄電量を満充電レベルに到達させるの
に要する時間は相対的に短くなる。つまり、制御装置が、上記自己システムの蓄電装置の
蓄電量の大きさに応じて、補給運転モードにおいて電力変換装置が電力系統から受け取る
補給電力の大きさを変更することで、蓄電装置の蓄電量を満充電レベルに到達させるのに
要する時間を変更できる。
【００３６】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、前記補給運転
モードで前記電力変換装置を動作させているとき、隣接する二つの前記自己システムの間
で前記連繋インバータ装置が融通する電力を前記補給電力が大きくなるにつれて大きくす
る点にある。
【００３７】
　上記特徴構成によれば、電力変換装置を介して電力系統に連系され得る自己システムが
電力系統から補給電力を受け取ったとき、その補給電力が大きくなるにつれて、他の自己
システムが連繋インバータ装置によって融通される電力は大きくなる。その結果、電力系
統から補給電力を受け取ることで、電力変換装置を介して電力系統に連系され得る自己シ
ステムの蓄電装置の蓄電量を大きくすることができるとともに、他の自己システムの蓄電
装置の蓄電量も大きくすることができる。
【００３８】
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　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、複数個の前記自己システムのう
ちの少なくとも一つの自己システムの前記交流線に、発電電力が天候に応じて変化する自
然エネルギ発電装置が接続され、
　前記制御装置は、将来に予測される天候に応じて前記下限蓄電量の大きさを変更する点
にある。
【００３９】
　上記特徴構成によれば、交流線に自然エネルギ発電装置を接続していると、自然エネル
ギ発電装置の発電電力を蓄電装置への蓄電のために利用可能である。つまり、自然エネル
ギ発電装置の発電電力で蓄電装置への充電を行えるので、電力系統から受け取る補給電力
を少なくすることができる。
　加えて、将来に予測される自然エネルギ発電装置の発電電力が大きい場合、将来に蓄電
装置へ蓄電できる自然エネルギ発電装置の発電電力を大きく見込むことができる。そのた
め、蓄電装置の蓄電量が低くなったとしても、自然エネルギ発電装置からの大きい発電電
力を蓄電装置への蓄電に用いることで、結果として、蓄電装置の蓄電量を高いレベルにま
で回復させることができる。これに対して、将来に予測される自然エネルギ発電装置の発
電電力が小さい場合、将来に蓄電装置へ蓄電できる自然エネルギ発電装置の発電電力を大
きく見込むことができない。そのため、蓄電装置の蓄電量が低くなってしまうと、自然エ
ネルギ発電装置の発電電力だけでは蓄電装置の蓄電量を高いレベルにまで回復させること
ができない。従って、制御装置が、将来に予測される天候に応じて、即ち、蓄電装置への
蓄電に用いることのできる自然エネルギ発電装置の発電電力の大きさに応じて下限蓄電量
の大きさを変更することで、自然エネルギ発電装置の発電電力を蓄電装置への蓄電のため
に有効に活用しつつ、蓄電装置の蓄電量を高いレベルに回復させることができる。
【００４０】
　本発明に係る電力供給システムの更に別の特徴構成は、前記制御装置は、一つの前記連
繋インバータ装置を介して電気的に接続されて互いに隣接している二つの前記自己システ
ムに関して、それぞれの前記蓄電装置の蓄電量に応じて決定されている前記目標周波数に
基づいて、前記蓄電装置の蓄電量が相対的に大きい自己システムから、前記蓄電装置の蓄
電量が相対的に小さい自己システムへと電力を融通するように前記連繋インバータ装置の
動作を制御する点にある。
【００４１】
　上記特徴構成によれば、蓄電装置の蓄電量が相対的に大きい自己システムから、蓄電装
置の蓄電量が相対的に小さい自己システムへと電力が融通されるので、各自己システム間
で蓄電装置の蓄電量の均等化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】は、第１実施形態の電力供給システムの構成を説明する図である。
【図２】は、制御装置による電力供給システムの制御例を説明するフローチャートである
。
【図３】は、第２実施形態の電力供給システムの構成を説明する図である。
【図４】は、第３実施形態の電力供給システムの構成を説明する図である。
【図５】は、制御装置による電力供給システムの制御例を説明するフローチャートである
。
【図６】は、第４実施形態の電力供給システムの構成を説明する図である。
【図７】は、制御装置による電力供給システムの制御例を説明するフローチャートである
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下に説明する第１実施形態～第４実施形態の電力供給システムＳ１～Ｓ４（Ｓ）は、
何れも、複数の電力需要者Ｄが接続されている交流線１１と、蓄電装置１２と、蓄電装置
１２と交流線１１とを接続する自己インバータ装置１３とを有する自己システム１０を複
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数個備え、複数個の自己システム１０が電気的に直列接続されるように、一つの自己シス
テム１０が有する蓄電装置１２と他の一つの自己システム１０が有する交流線１１とを接
続する連繋インバータ装置２０を自己システム１０同士の間に備えている点で共通してい
る。そして、以下に各電力供給システムＳ１～Ｓ４についての特徴は詳細に説明するが、
第１及び第２実施形態の電力供給システムＳ１、Ｓ２（Ｓ）は、遮断装置２を介して交流
線１１を電力系統１に接続して、その結果、蓄電装置１２が電力系統１から電力の補給を
受けることができる構成となっている。第３実施形態の電力供給システムＳ３（Ｓ）は、
充電用インバータ装置３を介して蓄電装置１２を電力系統１に接続して、その結果、蓄電
装置１２が電力系統１から電力の供給を受けることができる構成となっている。第４実施
形態の電力供給システムＳ４（Ｓ）は、交流／交流変換を行うことができる電力変換装置
４を介して交流線１１を電力系統１に接続して、その結果、蓄電装置１２が電力系統１か
ら電力の補給を受けることができる構成となっている。
【００４４】
＜第１実施形態＞
　以下に、図面を参照して第１実施形態の電力供給システムＳ１（Ｓ）について説明する
。図１は、第１実施形態の電力供給システムＳ１の構成を説明する図である。
　図１に示すように、電力供給システムＳ１は、複数個の自己システム１０と、それら自
己システム１０同士の間に設けられる連繋インバータ装置２０と、遮断装置２と、制御装
置Ｃとを備える。図１では、電力供給システムＳ１が、自己システム１０Ａ、１０Ｂと連
繋インバータ装置２０Ａ、２０Ｂとを備える例を示しているが、更に多数の自己システム
１０及び連繋インバータ装置２０を備えるシステムを構築することもできる。遮断装置２
は、複数個の自己システム１０のうちの一つの自己システム１０Ａの交流線１１と外部の
電力系統１とを連系状態及び解列状態の何れか一方に切換可能な装置である。本実施形態
では、遮断装置２は、自己システム１０Ａの交流線１１と外部の電力系統１とを連系状態
及び解列状態の何れか一方に切換可能である。つまり、図１に例示する電力供給システム
Ｓ１では、自己システム１０Ａのみが、遮断装置２を介して電力系統１に連系され得る。
従って、系統連系用のインバータとして電力系統１を保護するために要求される機能は、
自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３のみが搭載していればよい。
【００４５】
　制御装置Ｃは、上記自己インバータ装置１３及び上記連繋インバータ装置２０及び上記
遮断装置２の動作を制御可能な装置である。例えば、制御装置Ｃは、情報の入出力機能及
び記憶機能及び演算処理機能などを有する装置である。尚、制御装置Ｃの機能は、自己イ
ンバータ装置１３及び連繋インバータ装置２０及び遮断装置２の夫々が有する制御部（図
示せず）の何れか一つがマスター制御部として機能し、他の制御部がマスター制御部と情
報通信を行いながらスレーブ制御部として機能することにより実現することができる。或
いは、制御装置Ｃの機能は、自己インバータ装置１３及び連繋インバータ装置２０及び遮
断装置２の夫々が有する制御部（図示せず）とは別に設けられ、それらの制御部と情報通
信可能に構成されるマスター制御部によって実現することができる。
【００４６】
　自己システム１０は、複数の電力需要者Ｄが接続されている交流線１１と、蓄電装置１
２と、蓄電装置１２と交流線１１とを接続する自己インバータ装置１３とを有する。
　電力需要者Ｄは、交流線１１から供給される電力を消費する電力消費装置１４を有する
。或いは、電力需要者Ｄは、電力消費装置１４に加えて、発電装置１５を有してもよい。
発電装置１５としては、太陽光や風力などの自然エネルギを利用して発電する太陽光発電
装置や風力発電装置や、燃料を利用して発電する燃料電池などの様々な装置を利用できる
。尚、図１に示すように、電力需要者Ｄが発電装置１５を備えるのではなく、発電装置１
５を単体で交流線１１に接続してもよい。また、電力需要者Ｄが備える電力消費装置１４
や発電装置１５の数や組み合わせは図示した例に限定されない。
　蓄電装置１２は、蓄電池（例えば、化学電池）や電気二重層キャパシタなどの様々な装
置を利用できる。
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【００４７】
　自己インバータ装置１３は、半導体スイッチなどを有する回路部（図示せず）、及び、
その半導体スイッチのスイッチング動作を制御する制御部（図示せず）などで構成される
。自己インバータ装置１３の動作は、交流線１１が電力系統１に連系されている連系状態
と、交流線１１が電力系統１から解列されている解列状態とで異なる。具体的には、制御
装置Ｃは、交流線１１と電力系統１とが解列状態にあるとき（即ち、遮断装置２を解列作
動させているとき）、複数個の自己システム１０のそれぞれの自己インバータ装置１３の
夫々に対して、交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及び、交流線１１で
の電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量に応じて決定される目標周波数となるように制御
する解列時運転モードで動作するように指令する。例えば本実施形態では、制御装置Ｃは
、自己インバータ装置１３の夫々に対して、交流線１１での電力の周波数が蓄電装置１２
の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる関係で決定される目標周波数となるように制御す
る解列時運転モードで動作するように指令する。
　これに対して、制御装置Ｃは、交流線１１と電力系統１とが連系状態であるとき（即ち
、遮断装置２を連系作動させているとき）、電力系統１から受け取る補給電力を蓄電装置
１２への充電に用いる充電運転モードで自己インバータ装置１３を動作させるように指令
する。そして、制御装置Ｃから指令を受けた自己インバータ装置１３は、制御部が、回路
部の動作を制御して充電運転モードでの動作を行わせる。これら解列時運転モード及び充
電運転モードの詳細については後述する。
【００４８】
　自己インバータ装置１３の制御部は、蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるほど交流線１
１の目標周波数が大きくなるような関係式を予め内部メモリなどに記憶しておき、解列時
運転モードで動作するときその関係式に従った制御を行う。このように、交流線１１の実
際の周波数（即ち、目標周波数）は、その交流線１１に自己インバータ装置１３を介して
接続されている蓄電装置１２の蓄電量が反映されていることになる。
【００４９】
　電力供給システムＳ１は、連繋インバータ装置２０を自己システム１０同士の間に備え
る。具体的には、連繋インバータ装置２０は、複数個の自己システム１０が電気的に直列
接続されるように、一つの自己システム１０Ａが有する蓄電装置１２と他の一つの自己シ
ステム１０Ｂが有する交流線１１とを接続する。連繋インバータ装置２０の動作は制御装
置Ｃが制御する。具体的には、制御装置Ｃは、一つの連繋インバータ装置２０を介して電
気的に接続されている二つの自己システム１０に関して、それぞれの蓄電装置１２の蓄電
量に応じて決定されている目標周波数に基づいて、蓄電装置１２の蓄電量が相対的に大き
い自己システム１０から、蓄電装置１２の蓄電量が相対的に小さい自己システム１０へと
電力を融通するように連繋インバータ装置２０の動作を制御する電力融通制御を行う。例
えば本実施形態では、自己インバータ装置１３の夫々に対して、交流線１１での電力の周
波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる関係で決定される目標周波数
となるように制御しているため、目標周波数の高い方の（即ち、蓄電量が相対的に大きい
方の）自己システム１０から目標周波数の低い方の（蓄電量が相対的に小さい方の）自己
システム１０へ電力を供給するように連繋インバータ装置２０は動作する。
【００５０】
　次に、制御装置Ｃによる電力供給システムＳ１の動作制御について説明する。図２は、
制御装置Ｃによる電力供給システムＳ１の制御例を説明するフローチャートである。図２
に示すように、制御装置Ｃは、自己インバータ装置１３を解列時運転モードと充電運転モ
ードとの間で切り換えて動作させる。
【００５１】
　先ず、制御装置Ｃは、工程＃１０に移行する以前には自己インバータ装置１３を解列時
運転モードで動作させている。つまり、自己インバータ装置１３は、自己システム１０の
交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及び、交流線１１での電力の周波数
が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる関係式で決定される目標周波数と
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なるように制御している。この関係式の例としては、蓄電装置１２の蓄電量の関数で決定
する周波数変動分（例えば蓄電量が大きいほど周波数変動分が大きくなる関係など）を交
流線１１の基準周波数（例えば６０Ｈｚ）に対して加算して得られる値を目標周波数とす
るようなものがある。
　また、連繋インバータ装置２０は、例えば、自己システム１０Ａの交流線１１での電力
の周波数（図１中で「ｆＡ１」と記す）と自己システム１０Ｂの交流線１１での電力の周
波数（図１中で「ｆＢ」と記す）とを検出して比較し、周波数の高い方の自己システム１
０から周波数の低い方の自己システム１０へ電力を供給する。このとき、各自己システム
１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電力の実際の周波数ｆＡ１，ｆＢは、各自己システム１
０Ａ，１０Ｂで決定される上記目標周波数と同じである。従って、連繋インバータ装置２
０は、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電力の周波数を実際に検出しても
よいし、或いは、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの自己インバータ装置１３から目標周波
数についての情報を取得してもよい。
【００５２】
　このように、制御装置Ｃが、自己インバータ装置１３を解列時運転モードで動作させて
いる状態では、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電力の電圧及び周波数は
各蓄電装置１２から供給される電力によって維持される。加えて、一方の自己システム１
０の蓄電装置１２の蓄電量が低下しても、連繋インバータ装置２０Ａが、交流線１１での
電力の周波数の低下によってその蓄電量の低下を検出して、他方の自己システム１０から
電力の融通を行う電力融通制御を実施することで、各自己システム１０の間での蓄電装置
１２の蓄電量の均等化を図ることができる。
【００５３】
　工程＃１０において制御装置Ｃは、連系状態への切換条件が満たされたか否かを判定す
る。連系状態への切換条件の例としては、遮断装置２を介して電力系統１に連系され得る
自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が所定の下限蓄電量未満であるか否かなどが
ある。つまり、制御装置Ｃが、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量を検出し、そ
の蓄電量が下限蓄電量未満であれば、制御装置Ｃは、連系状態への切換条件が満たされた
と判定する。このような切換条件を設定しておくと、自己システム１０Ａの蓄電装置１２
の蓄電量が低下したタイミングで、後述するように電力系統１と自己システム１０Ａとの
連系が行われることで蓄電装置１２への充電を確実に行うことができる。つまり、蓄電装
置１２の蓄電量を適切なタイミングで高いレベルにまで回復させて、電力需要者Ｄに対す
る電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００５４】
　制御装置Ｃは、工程＃１０において連系状態への切換条件が満たされたと判定した場合
は工程＃１２に移行し、連系状態への切換条件が満たされていないと判定した場合は工程
＃１１に移行して各自己システム１０の自己インバータ装置１３を解列時運転モードで動
作させ続ける。
【００５５】
　制御装置Ｃが、工程＃１０において連系状態への切換条件が満たされたと判定した場合
、工程＃１２において制御装置Ｃは、自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３に対
して解列時運転モードでの動作を停止させる。つまり、自己システム１０Ａにおいて、自
己インバータ装置１３から交流線１１へ電力を出力しないようにする。このとき、制御装
置Ｃは、連繋インバータ装置２０による電力融通制御を一時的に停止させてもよく、或い
は、連繋インバータ装置２０による電力融通制御を停止させなくてもよい。
【００５６】
　次に、工程＃１３において制御装置Ｃは、遮断装置２を動作させて、電力系統１と自己
システム１０Ａの交流線１１とを連系させる。その結果、自己システム１０Ａの交流線１
１での電力の電圧及び周波数は電力系統１の電圧及び周波数と同じになる。
【００５７】
　その後、工程＃１４において制御装置Ｃは、自己システム１０Ａの自己インバータ装置
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１３を、電力系統１から受け取る補給電力を蓄電装置１２への充電に用いる充電運転モー
ドで動作させる。この充電運転モードにおいて、自己インバータ装置１３が電力系統１か
ら受け取る補給電力：Ｐ１は、自己インバータ装置１３の定格容量の範囲内であればよい
。例えば、自己インバータ装置１３は、制御装置Ｃから指令されて充電運転モードでの運
転を実行するとき、自己の定格容量の５０％の電力として予め記憶している補給電力：Ｐ
１を、電力系統１に連系されている交流線１１から蓄電装置１２へと供給する。尚、この
５０％という数値はあくまでも例示目的で挙げた数値であり、本発明がこの数値に限定さ
れる訳ではない。例えば、自己インバータ装置１３が、自己の定格容量の３０％の電力を
、電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１と設定するような変更も可能である。
【００５８】
　更に、制御装置Ｃは、自己インバータ装置１３を充電運転モードで動作させるのと並行
して、連繋インバータ装置２０に上記電力融通制御を行わせる。つまり、自己システム１
０Ａの自己インバータ装置１３が電力系統１から取り込んだ電力を、更に自己システム１
０Ｂへと移送させることができる。尚、自己システム１０Ａの交流線１１を電力系統１に
連系している連系状態では、交流線１１での電力の周波数は電力系統１での電力の周波数
となっており、蓄電装置１２の蓄電量を反映した値とはなっていない。但し、自己システ
ム１０Ａの自己インバータ装置１３は、充電運転モードで動作している間も、蓄電装置１
２の蓄電量を検出して、その蓄電量に応じて目標周波数を導出している。そのため、例え
ば、連繋インバータ装置２０Ａは、自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３から目
標周波数（図１中で「ｆＡ２」と記す）の伝達を受けることで、自己システム１０Ａの交
流線１１での電力の目標周波数（ｆＡ２）と自己システム１０Ｂの交流線１１での電力の
目標周波数（ｆＢ）とを検出して比較できる。そして、連繋インバータ装置２０は、周波
数の高い方の自己システム１０から周波数の低い方の自己システム１０へ電力を供給する
電力融通制御を行う。
【００５９】
　制御装置Ｃは、工程＃１４において自己インバータ装置１３を充電運転モードで動作さ
せ且つ連繋インバータ装置２０に電力融通制御を行わせつつ、工程＃１５において充電終
了条件が満たされているか否かを判定する。例えば、充電終了条件として、自己システム
１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達しているか否か等がある。そして、
充電終了条件が満たされている場合には工程＃１６に移行し、充電終了条件が満たされて
いない場合には工程＃１４にリターンする。
【００６０】
　そして、工程＃１５において制御装置Ｃは、充電終了条件が満たされたと判定したとき
（例えば、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達していると
判定したとき）、工程＃１６に移行して自己インバータ装置１３による充電運転モードを
停止させる。また、制御装置Ｃは、連繋インバータ装置２０による電力融通制御を停止さ
せる。
【００６１】
　制御装置Ｃが、工程＃１４において自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３を、
電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１を蓄電装置１２への充電に用いる充電運転モード
で動作させている間に、それと並行して連繋インバータ装置２０に電力融通制御を行わせ
ると、電力系統１から供給された補給電力が自己システム１０Ａの蓄電装置１２に充電さ
れるだけでなく、自己システム１０Ｂにも融通される（即ち、自己システム１０Ｂの蓄電
装置１２にも供給される）こととなる。つまり、連繋インバータ装置２０で電力融通制御
を行わせることで各自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が均等化されるため、自己
システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルにまで均等に到達しているという
ことは、全ての自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達している
と見なしてもよい。従って、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベル
に到達していることを充電終了条件とすることで、制御装置Ｃは、全ての自己システム１
０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達した状態であること、即ち、電力系統１
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から補給電力を受け取ることが不要になった状態であることを確認できる。
【００６２】
　次に、工程＃１７において制御装置Ｃは、遮断装置２を動作させて自己システム１０Ａ
の交流線１１を電力系統１から解列させる。その後、工程＃１８において制御装置Ｃは、
自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３を解列時運転モードで動作させるのと並行
して、連繋インバータ装置２０に上記電力融通制御を行わせる。
【００６３】
　以上のように、連系状態への切換条件が満たされたタイミングで自己システム１０の交
流線１１と電力系統１とを連系させ、充電運転モードで自己インバータ装置１３を動作さ
せることで、必要な量の補給電力を電力系統１から受け取って蓄電装置１２の充電を行う
ことができる。また、各自己システム１０は、自己システム１０同士の間に設けられる連
繋インバータ装置２０で電気的に接続されているので、電力系統１から補給電力を受け取
った自己システム１０から他の自己システム１０へとその補給電力を融通可能である。従
って、複数の自己システム１０を備える電力供給システムＳ１において、電力需要者Ｄに
対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００６４】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態の電力供給システムＳ２（Ｓ）は、電力系統１との間の接続形態が第１実
施形態の電力供給システムＳ１と異なっている。以下に第２実施形態の電力供給システム
Ｓ２について説明するが、第１実施形態と同様の構成については説明を省略する。
【００６５】
　図３は、第２実施形態の電力供給システムＳ２の構成を説明する図である。第２実施形
態では、自己システム１０Ｂの交流線１１が、遮断装置２を介して電力系統１に連系され
得るように構成されている。つまり、連繋インバータ装置２０Ａ及び自己システム１０Ｂ
の自己インバータ装置１３の両方に接続されている交流線１１に対して遮断装置２を介し
て電力系統１が連繋されるので、系統連系用のインバータとして電力系統１を保護するた
めに要求される機能は、連繋インバータ装置２０Ａ及び自己システム１０Ｂの自己インバ
ータ装置１３の両方に搭載されている必要がある。
【００６６】
　第２実施形態の電力供給システムＳ２でも、上記第１実施形態と同様に、制御装置Ｃは
、自己システム１０Ｂの交流線１１を電力系統１から解列しているとき（即ち、遮断装置
２を遮断作動させているとき）、各自己システム１０の自己インバータ装置１３を解列時
動作モードで動作させ、及び、各連繋インバータ装置２０が電力融通制御を行うように動
作させる。つまり、各自己システム１０の自己インバータ装置１３は、自己システム１０
の交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及び、交流線１１での電力の周波
数が蓄電装置１２の蓄電量に応じて決定される目標周波数となるように制御する解列時運
転モードで動作するように指令する。例えば、制御装置Ｃは、自己インバータ装置１３の
夫々に対して、交流線１１での電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれ
て高くなる関係で決定される目標周波数となるように制御する解列時運転モードで動作す
るように指令する。その結果、交流線１１での電力の周波数は、その交流線１１に自己イ
ンバータ装置１３を介して接続されている蓄電装置１２の蓄電量を反映していることにな
る。
【００６７】
　各連繋インバータ装置２０は、目標周波数の高い方の自己システム１０から目標周波数
の低い方の自己システム１０へ電力を供給する電力融通制御を行う。このとき、自己シス
テム１０Ｂの交流線１１が電力系統１から解列されていれば、各自己システム１０の交流
線１１での電力の周波数は各自己システム１０での目標周波数と同じになるため、各連繋
インバータ装置２０は、各自己システム１０の交流線１１での電力の周波数を検出して比
較すればよい。
【００６８】
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　これに対して、制御装置Ｃは、自己システム１０Ｂの交流線１１を電力系統１に連系し
ているとき（即ち、遮断装置２を連系作動させているとき）、上記第１実施形態と同様に
、自己システム１０Ｂの自己インバータ装置１３を充電運転モードで動作させ、及び、各
連繋インバータ装置２０が電力融通制御を行うように動作させる。例えば、自己システム
１０Ｂの自己インバータ装置１３は、制御装置Ｃから指令されて充電運転モードでの運転
を実行するとき、自己の定格容量の５０％の電力として予め記憶している補給電力：Ｐ１
を、電力系統１に連系されている交流線１１から蓄電装置１２へと供給する。
【００６９】
　各連繋インバータ装置２０は、目標周波数の高い方の自己システム１０から目標周波数
の低い方の自己システム１０へ電力を供給する電力融通制御を行う。例えば、連繋インバ
ータ装置２０Ａは、自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３から目標周波数（ｆＡ
）の伝達を受け、自己システム１０Ｂの自己インバータ装置１３から目標周波数（図１中
で「ｆＢ２」と記す）の伝達を受けることで、自己システム１０Ａの交流線１１での電力
の目標周波数（ｆＡ）と自己システム１０Ｂの交流線１１での電力の目標周波数（ｆＢ２
）とを比較できる。そして、連繋インバータ装置２０Ａは、周波数の高い方の自己システ
ム１０から周波数の低い方の自己システム１０へ電力を供給する電力融通制御を行う。
【００７０】
＜第３実施形態＞
　以下に、図面を参照して第３実施形態の電力供給システムＳ３（Ｓ）について説明する
。図４は、第３実施形態の電力供給システムＳ３の構成を説明する図である。
　図４に示すように、電力供給システムＳ３は、複数個の自己システム１０と、それら自
己システム１０同士の間に設けられる連繋インバータ装置２０と、充電用インバータ装置
３と、制御装置Ｃとを備える。図４では、電力供給システムＳ３が、自己システム１０Ａ
、１０Ｂと連繋インバータ装置２０Ａ、２０Ｂとを備える例を示しているが、更に多数の
自己システム１０及び連繋インバータ装置２０を備えるシステムを構築することもできる
。充電用インバータ装置３は、複数個の自己システム１０のうちの一つの自己システム１
０の蓄電装置１２と外部の電力系統１との間を接続し、電力系統１から受け取る補給電力
を蓄電装置１２への充電に利用可能な装置である。本実施形態では、充電用インバータ装
置３は、自己システム１０Ａの交流線１１と外部の電力系統１との間を接続するように設
けられ、電力系統１から受け取る交流電力を所望の直流電力に変換して蓄電装置１２側へ
供給可能である。このように、充電用インバータ装置３は、電力系統１と自己システム１
０とを連系するための装置であるので、系統連系用のインバータとして電力系統１を保護
するために要求される機能が搭載されている必要がある。
【００７１】
　制御装置Ｃは、上記自己インバータ装置１３及び上記連繋インバータ装置２０及び上記
充電用インバータ装置３の動作を制御可能な装置である。例えば、制御装置Ｃは、情報の
入出力機能及び記憶機能及び演算処理機能などを有する装置である。尚、制御装置Ｃの機
能は、自己インバータ装置１３及び連繋インバータ装置２０及び充電用インバータ装置３
の夫々が有する制御部（図示せず）の何れか一つがマスター制御部として機能し、他の制
御部がマスター制御部と情報通信を行いながらスレーブ制御部として機能することにより
実現することができる。或いは、制御装置Ｃの機能は、自己インバータ装置１３及び連繋
インバータ装置２０及び充電用インバータ装置３の夫々が有する制御部（図示せず）とは
別に設けられ、それらの制御部と情報通信可能に構成されるマスター制御部によって実現
することができる。
【００７２】
　自己システム１０は、複数の電力需要者Ｄが接続されている交流線１１と、蓄電装置１
２と、蓄電装置１２と交流線１１とを接続する自己インバータ装置１３とを有する。
　電力需要者Ｄは、交流線１１から供給される電力を消費する電力消費装置１４を有する
。或いは、電力需要者Ｄは、電力消費装置１４に加えて、発電装置１５を有してもよい。
発電装置１５としては、太陽光や風力などの自然エネルギを利用して発電する太陽光発電
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装置や風力発電装置や、燃料を利用して発電する燃料電池などの様々な装置を利用できる
。尚、図４に示すように、電力需要者Ｄが発電装置１５を備えるのではなく、発電装置１
５を単体で交流線１１に接続してもよい。また、電力需要者Ｄが備える電力消費装置１４
や発電装置１５の数や組み合わせは図示した例に限定されない。
　蓄電装置１２は、蓄電池（例えば、化学電池）や電気二重層キャパシタなどの様々な装
置を利用できる。
【００７３】
　自己インバータ装置１３は、半導体スイッチなどを有する回路部（図示せず）、及び、
その半導体スイッチのスイッチング動作を制御する制御部（図示せず）などで構成される
。制御装置Ｃは、複数個の自己システム１０のそれぞれの自己インバータ装置１３の夫々
に対して、交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及び、交流線１１での電
力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量に応じて決定される目標周波数となるように制御する
ように指令する。例えば本実施形態では、制御装置Ｃは、自己インバータ装置１３の夫々
に対して、交流線１１での電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高
くなる関係式で決定される目標周波数となるように制御するように指令する。この関係式
の例としては、蓄電装置１２の蓄電量の関数で決定する周波数変動分（例えば蓄電量が大
きいほど周波数変動分が大きくなる関係など）を交流線１１の基準周波数（例えば６０Ｈ
ｚ）に対して加算して得られる値を目標周波数とするようなものがある。
【００７４】
　自己インバータ装置１３の制御部は、蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるほど交流線１
１の目標周波数が大きくなるような関係式を予め内部メモリなどに記憶しておき、その関
係式に従って、交流線１１の電圧制御及び周波数制御を行う。このように、交流線１１の
実際の周波数（即ち、目標周波数）は、その交流線１１に自己インバータ装置１３を介し
て接続されている蓄電装置１２の蓄電量が反映されていることになる。
【００７５】
　電力供給システムＳ３は、連繋インバータ装置２０を自己システム１０同士の間に備え
る。具体的には、連繋インバータ装置２０は、複数個の自己システム１０が電気的に直列
接続されるように、一つの自己システム１０Ａが有する蓄電装置１２と他の一つの自己シ
ステム１０Ｂが有する交流線１１とを接続する。連繋インバータ装置２０の動作は制御装
置Ｃが制御する。具体的には、制御装置Ｃは、一つの連繋インバータ装置２０を介して電
気的に接続されている二つの自己システム１０に関して、それぞれの蓄電装置１２の蓄電
量に応じて決定されている目標周波数に基づいて、蓄電装置１２の蓄電量が相対的に大き
い自己システム１０から、蓄電装置１２の蓄電量が相対的に小さい自己システム１０へと
電力を融通するように連繋インバータ装置２０の動作を制御する電力融通制御を行う。例
えば本実施形態では、自己インバータ装置１３の夫々に対して、交流線１１での電力の周
波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる関係で決定される目標周波数
となるように制御しているため、目標周波数の高い方の（即ち、蓄電量が相対的に大きい
方の）自己システム１０から目標周波数の低い方の（蓄電量が相対的に小さい方の）自己
システム１０へ電力を供給するように連繋インバータ装置２０は動作する。
【００７６】
　次に、制御装置Ｃによる電力供給システムＳ３の動作制御について説明する。図５は、
制御装置Ｃによる電力供給システムＳ３の制御例を説明するフローチャートである。図５
に示すように、制御装置Ｃは、充電用インバータ装置３に対して充電運転モードの動作の
実行及び停止を切り換える。
【００７７】
　先ず、制御装置Ｃは、工程＃２０に移行する以前には充電用インバータ装置３に対して
充電運転モードを行わせない。つまり、自己システム１０Ａの蓄電装置１２に対して充電
用インバータ装置３を用いた充電は行われていない。このとき、自己インバータ装置１３
は、自己システム１０の交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及び、交流
線１１での電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる関係で決
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定される目標周波数となるように制御している。また、連繋インバータ装置２０は、例え
ば、自己システム１０Ａの交流線１１での電力の周波数（図４中で「ｆＡ」と記す）と自
己システム１０Ｂの交流線１１での電力の周波数（図４中で「ｆＢ」と記す）とを検出し
て比較し、周波数の高い方の自己システム１０から周波数の低い方の自己システム１０へ
電力を供給する。このとき、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電力の実際
の周波数ｆＡ，ｆＢは、各自己システム１０Ａ，１０Ｂで決定される上記目標周波数と同
じである。従って、連繋インバータ装置２０は、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線
１１での電力の周波数を実際に検出してもよいし、或いは、各自己システム１０Ａ，１０
Ｂの自己インバータ装置１３から目標周波数についての情報を取得してもよい。
【００７８】
　このように、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電力の電圧及び周波数は
各蓄電装置１２から供給される電力によって維持される。加えて、一方の自己システム１
０の蓄電装置１２の蓄電量が低下しても、連繋インバータ装置２０Ａが、交流線１１での
電力の周波数の低下によってその蓄電量の低下を検出して、他方の自己システム１０から
電力の融通を行う電力融通制御を実施することで、各自己システム１０の間での蓄電装置
１２の蓄電量の均等化を図ることができる。
【００７９】
　工程＃２０において制御装置Ｃは、充電開始条件が満たされたか否かを判定する。充電
開始条件の例としては、充電用インバータ装置３を介して電力系統１に連系される自己シ
ステム１０の蓄電装置１２の蓄電量が所定の下限蓄電量未満であるか否かなどがある。つ
まり、制御装置Ｃが、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量を検出し、その蓄電量
が下限蓄電量未満であれば、制御装置Ｃは、充電開始条件が満たされたと判定する。この
ような充電開始条件を設定しておくと、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が低
下したタイミングで、後述するように電力系統１から充電用インバータ装置３を介して受
け取る補給電力で蓄電装置１２への充電を確実に行うことができる。つまり、蓄電装置１
２の蓄電量を適切なタイミングで高いレベルにまで回復させて、電力需要者Ｄに対する電
力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００８０】
　制御装置Ｃは、工程＃２０において充電開始条件が満たされたと判定した場合は工程＃
２２に移行し、充電開始条件が満たされていないと判定した場合は工程＃２１に移行して
充電用インバータ装置３に対して充電運転モードでの動作を行わせない。
【００８１】
　制御装置Ｃが、工程＃２０において充電開始条件が満たされたと判定した場合、工程＃
２２において制御装置Ｃは、充電用インバータ装置３に対して充電運転モードで動作する
ように指令する。また、本実施形態において、制御装置Ｃは、充電用インバータ装置３を
充電運転モードで動作させている間であっても、自己インバータ装置１３に対して、上述
した通りの交流線１１での電力の電圧制御及び周波数制御を行わせ、並びに、連繋インバ
ータ装置２０に対して、上述した通りの電力融通制御を行わせている。
【００８２】
　この充電用インバータ装置３による充電運転モードの実行によって、充電用インバータ
装置３が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１は、充電用インバータ装置３の定格容量
の範囲内であればよい。例えば、充電用インバータ装置３は、制御装置Ｃから指令されて
充電運転モードでの運転を実行するとき、自己の定格容量の５０％の電力として予め記憶
している補給電力：Ｐ１を、電力系統１から受け取って蓄電装置１２へと供給する。尚、
この５０％という数値はあくまでも例示目的で挙げた数値であり、本発明がこの数値に限
定される訳ではない。例えば、充電用インバータ装置３が、自己の定格容量の３０％の電
力を、電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１と設定するような変更も可能である。
【００８３】
　本実施形態では、上述したように、制御装置Ｃは、充電用インバータ装置３を充電運転
モードで動作させるのと並行して、自己インバータ装置１３に対して上述した通りの交流
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線１１での電力の電圧制御及び周波数制御を行わせている。その結果、電力系統１から受
け取った補給電力を用いた充電によって蓄電装置１２の蓄電量が上昇するのに伴って、自
己システム１０Ａの交流線１１における電力の周波数も上昇する。更に、制御装置Ｃは、
連繋インバータ装置２０に上記電力融通制御を行わせる。つまり、電力系統１から受け取
った補給電力を用いた充電によって蓄電装置１２の蓄電量が上昇するのに伴って、自己シ
ステム１０Ａの交流線１１における電力の周波数が上昇すると、連繋インバータ装置２０
Ａが、自己システム１０Ａから自己システム１０Ｂへと電力の融通を行う。
【００８４】
　工程＃２３において制御装置Ｃは、充電終了条件が満たされているか否かを判定する。
例えば、充電終了条件として、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベ
ルに到達しているか否か等がある。そして、充電終了条件が満たされている場合には工程
＃２４に移行し、充電終了条件が満たされていない場合には工程＃２２にリターンする。
【００８５】
　そして、工程＃２３において制御装置Ｃは、充電終了条件が満たされたと判定したとき
（例えば、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達していると
判定したとき）、工程＃２４に移行して充電用インバータ装置３による充電運転モードの
動作を停止させる。その結果、自己システム１０Ａは、電力系統１からは切り離される。
【００８６】
　上述したように、制御装置Ｃが、工程＃＃２２において充電用インバータ装置３を充電
運転モードで動作させている間に、それと並行して、自己インバータ装置１３に対して上
述した通りの交流線１１での電力の電圧制御及び周波数制御を行わせ且つ連繋インバータ
装置２０に上記電力融通制御を行わせることで、電力系統１から供給された補給電力が自
己システム１０Ａの蓄電装置１２に充電されるだけでなく、自己システム１０Ｂにも融通
される（即ち、自己システム１０Ｂの蓄電装置１２にも供給される）こととなる。つまり
、連繋インバータ装置２０で電力融通制御を行わせることで各自己システム１０の蓄電装
置１２の蓄電量が均等化されるため、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充
電レベルに到達しているということは、全ての自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量
が満充電レベルにまで均等に到達していると見なしてもよい。従って、自己システム１０
Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達していることを充電終了条件とすること
で、制御装置Ｃは、全ての自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到
達した状態であること、即ち、電力系統１から補給電力を受け取ることが不要になった状
態であることを確認できる。
【００８７】
　以上のように、充電開始条件が満たされたタイミングで充電用インバータ装置３を充電
運転モードで動作させることで、必要な量の補給電力を電力系統１から受け取って蓄電装
置１２の充電を行うことができる。また、各自己システム１０は、自己システム１０同士
の間に設けられる連繋インバータ装置２０で電気的に接続されているので、電力系統１か
ら補給電力を受け取った自己システム１０から他の自己システム１０へとその補給電力を
融通可能である。従って、複数の自己システム１０を備える電力供給システムＳ３におい
て、電力需要者Ｄに対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【００８８】
＜第４実施形態＞
　以下に、図面を参照して第４実施形態の電力供給システムＳ４（Ｓ）について説明する
。図６は、第４実施形態の電力供給システムＳ４の構成を説明する図である。
　図６に示すように、電力供給システムＳ４は、複数個の自己システム１０と、それら自
己システム１０同士の間に設けられる連繋インバータ装置２０と、電力変換装置４と、制
御装置Ｃとを備える。図６では、電力供給システムＳ４が、自己システム１０Ａ、１０Ｂ
と連繋インバータ装置２０Ａ、２０Ｂとを備える例を示しているが、更に多数の自己シス
テム１０及び連繋インバータ装置２０を備えるシステムを構築することもできる。電力変
換装置４は、複数個の自己システム１０のうちの一つの自己システム１０Ａの交流線１１
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と外部の電力系統１とを接続する装置である。本実施形態では、電力変換装置４として、
電力系統１から供給される交流電力を所望の直流電力に変換する交流／直流変換部４ａと
、その交流／直流変換部４ａで生成された直流電力を所望の交流電力に変換して交流線１
１に供給する直流／交流変換部４ｂと、交流／直流変換部４ａと直流／交流変換部４ｂと
の間を接続する直流接続部４ｃとを有する。このように、図６に例示する電力供給システ
ムＳ４では、自己システム１０Ａのみが、電力変換装置４を介して電力系統１に連系され
得る。このように、電力変換装置４は、電力系統１と交流線１１とを連系するための装置
であるので、系統連系用のインバータとして電力系統１を保護するために要求される機能
を搭載している必要がある。
【００８９】
　制御装置Ｃは、上記自己インバータ装置１３及び上記連繋インバータ装置２０及び上記
電力変換装置４の動作を制御可能な装置である。例えば、制御装置Ｃは、情報の入出力機
能及び記憶機能及び演算処理機能などを有する装置である。尚、制御装置Ｃの機能は、自
己インバータ装置１３及び連繋インバータ装置２０及び電力変換装置４の夫々が有する制
御部（図示せず）の何れか一つがマスター制御部として機能し、他の制御部がマスター制
御部と情報通信を行いながらスレーブ制御部として機能することにより実現することがで
きる。或いは、制御装置Ｃの機能は、自己インバータ装置１３及び連繋インバータ装置２
０及び電力変換装置４の夫々が有する制御部（図示せず）とは別に設けられ、それらの制
御部と情報通信可能に構成されるマスター制御部によって実現することができる。
【００９０】
　自己システム１０は、複数の電力需要者Ｄが接続されている交流線１１と、蓄電装置１
２と、蓄電装置１２と交流線１１とを接続する自己インバータ装置１３とを有する。
　電力需要者Ｄは、交流線１１から供給される電力を消費する電力消費装置１４を有する
。或いは、電力需要者Ｄは、電力消費装置１４に加えて、発電装置１５を有してもよい。
発電装置１５としては、太陽光や風力などの自然エネルギを利用して発電する太陽光発電
装置や風力発電装置や、燃料を利用して発電する燃料電池などの様々な装置を利用できる
。尚、図６に示すように、電力需要者Ｄが発電装置１５を備えるのではなく、発電装置１
５を単体で交流線１１に接続してもよい。また、電力需要者Ｄが備える電力消費装置１４
や発電装置１５の数や組み合わせは図示した例に限定されない。
　蓄電装置１２は、蓄電池（例えば、化学電池）や電気二重層キャパシタなどの様々な装
置を利用できる。
【００９１】
　自己インバータ装置１３は、半導体スイッチなどを有する回路部（図示せず）、及び、
その半導体スイッチのスイッチング動作を制御する制御部（図示せず）などで構成される
。制御装置Ｃは、複数個の自己システム１０のそれぞれの自己インバータ装置１３の夫々
に対して、交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及び、交流線１１での電
力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量に応じて決定される目標周波数となるように制御する
ように指令する。例えば本実施形態では、制御装置Ｃは、自己インバータ装置１３の夫々
に対して、交流線１１での電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高
くなる関係式で決定される目標周波数となるように制御するように指令する。この関係式
の例としては、蓄電装置１２の蓄電量の関数で決定する周波数変動分（例えば蓄電量が大
きいほど周波数変動分が大きくなる関係など）を交流線１１の基準周波数（例えば６０Ｈ
ｚ）に対して加算して得られる値を目標周波数とするようなものがある。
【００９２】
　自己インバータ装置１３の制御部は、蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるほど交流線１
１の目標周波数が大きくなるような関係式を予め内部メモリなどに記憶しておき、解列時
運転モードで動作するときその関係式に従った制御を行う。このように、交流線１１の実
際の周波数（即ち、目標周波数）は、その交流線１１に自己インバータ装置１３を介して
接続されている蓄電装置１２の蓄電量が反映されていることになる。
【００９３】



(21) JP 5945594 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

　電力供給システムＳ４は、連繋インバータ装置２０を自己システム１０同士の間に備え
る。具体的には、連繋インバータ装置２０は、複数個の自己システム１０が電気的に直列
接続されるように、一つの自己システム１０Ａが有する蓄電装置１２と他の一つの自己シ
ステム１０Ｂが有する交流線１１とを接続する。連繋インバータ装置２０の動作は制御装
置Ｃが制御する。具体的には、制御装置Ｃは、一つの連繋インバータ装置２０を介して電
気的に接続されている二つの自己システム１０に関して、それぞれの蓄電装置１２の蓄電
量に応じて決定されている目標周波数に基づいて、蓄電装置１２の蓄電量が相対的に大き
い自己システム１０から、蓄電装置１２の蓄電量が相対的に小さい自己システム１０へと
電力を融通するように連繋インバータ装置２０の動作を制御する電力融通制御を行う。例
えば本実施形態では、自己インバータ装置１３の夫々に対して、交流線１１での電力の周
波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる関係で決定される目標周波数
となるように制御しているため、目標周波数の高い方の（即ち、蓄電量が相対的に大きい
方の）自己システム１０から目標周波数の低い方の（蓄電量が相対的に小さい方の）自己
システム１０へ電力を供給するように連繋インバータ装置２０は動作する。
【００９４】
　電力変換装置４では、自己インバータ装置１３で目標周波数に制御されている交流線１
１の周波数（図６中では「ｆＡ」と記す）を検出すると共に、電力系統１から補給電力を
受け取り且つその補給電力の周波数を上記目標周波数に調節して交流線１１に供給する電
力変換が行われる。具体的には、本実施形態の電力変換装置４は、上述したように交流／
直流変換部４ａと直流／交流変換部４ｂと直流接続部４ｃとを有する。従って、電力変換
装置４は、交流／直流変換部４ａで、電力系統１から供給される補給電力を所望の直流電
力に変換し、直流／交流変換部４ｂで、その直流電力を上記目標周波数の交流電力に変換
した上で交流線１１に供給できる。このように、電力系統１から補給電力を受け取り且つ
その補給電力の周波数を上記目標周波数に調節して交流線１１に供給することで、自己イ
ンバータ装置１３が蓄電装置１２の蓄電量に応じて制御している目標周波数が変動しない
ようにできる。その結果、電力系統１から補給電力の供給を受けている間においても、交
流線１１での電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量を反映した値であることを確保できる
。
【００９５】
　次に、制御装置Ｃによる電力供給システムＳ４の動作制御について説明する。図７は、
制御装置Ｃによる電力供給システムＳ４の制御例を説明するフローチャートである。図７
に示すように、制御装置Ｃは、電力変換装置４に対して、電力系統１から補給電力を受け
取り且つその補給電力の周波数を上記目標周波数に調節して交流線１１に供給する補給運
転モードの動作の実行及び停止を切り換える。
【００９６】
　先ず、制御装置Ｃは、工程＃３０に移行する以前には電力変換装置４に対して補給運転
モードでの動作を行わせない。つまり、自己システム１０Ａの交流線１１に対して、電力
変換装置４を介して電力系統１から電力は供給されていない。このとき、自己インバータ
装置１３は、自己システム１０の交流線１１での電力の電圧が目標電圧となるように、及
び、交流線１１での電力の周波数が蓄電装置１２の蓄電量が大きくなるにつれて高くなる
関係で決定される目標周波数となるように制御している。また、連繋インバータ装置２０
は、例えば、自己システム１０Ａの交流線１１での電力の周波数（図６中で「ｆＡ」と記
す）と自己システム１０Ｂの交流線１１での電力の周波数（図６中で「ｆＢ」と記す）と
を検出して比較し、周波数の高い方の自己システム１０から周波数の低い方の自己システ
ム１０へ電力を供給する。このとき、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電
力の実際の周波数ｆＡ，ｆＢは、各自己システム１０Ａ，１０Ｂで決定される上記目標周
波数と同じである。従って、連繋インバータ装置２０は、各自己システム１０Ａ，１０Ｂ
の交流線１１での電力の周波数を実際に検出してもよいし、或いは、各自己システム１０
Ａ，１０Ｂの自己インバータ装置１３から目標周波数についての情報を取得してもよい。
【００９７】
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　このように、各自己システム１０Ａ，１０Ｂの交流線１１での電力の電圧及び周波数は
各蓄電装置１２から供給される電力によって維持される。加えて、一方の自己システム１
０の蓄電装置１２の蓄電量が低下しても、連繋インバータ装置２０Ａが、交流線１１での
電力の周波数の低下によってその蓄電量の低下を検出して、他方の自己システム１０から
電力の融通を行う電力融通制御を実施することで、各自己システム１０の間での蓄電装置
１２の蓄電量の均等化を図ることができる。
【００９８】
　工程＃３０において制御装置Ｃは、自己システム１０の交流線１１への電力系統１から
受け取る補給電力の供給を開始する補給開始条件が満たされたか否かを判定する。補給開
始条件の例としては、電力変換装置４を介して電力系統１に連系される自己システム１０
の蓄電装置１２の蓄電量が所定の下限蓄電量未満であるか否かなどがある。つまり、制御
装置Ｃが、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量を検出し、その蓄電量が下限蓄電
量未満であれば、制御装置Ｃは、補給開始条件が満たされたと判定する。このような補給
開始条件を設定しておくと、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が低下したタイ
ミングで、後述するように電力系統１から電力変換装置４を介して受け取る補給電力で蓄
電装置１２への充電を確実に行うことができる。つまり、蓄電装置１２の蓄電量を適切な
タイミングで高いレベルにまで回復させて、電力需要者Ｄに対する電力の供給余力を大き
くしておくことができる。
【００９９】
　制御装置Ｃは、工程＃３０において補給開始条件が満たされたと判定した場合は工程＃
３２に移行し、補給開始条件が満たされていないと判定した場合は工程＃３１に移行して
電力変換装置４に対して補給運転モードでの動作を行わせない。
【０１００】
　制御装置Ｃが、工程＃３０において補給開始条件が満たされたと判定した場合、工程＃
３２において制御装置Ｃは、電力変換装置４に対して補給運転モードで動作するように指
令する。その結果、電力変換装置４は、交流線１１の周波数（図６中では「ｆＡ」と記す
）を検出すると共に、電力系統１から補給電力を受け取り且つその補給電力の周波数を交
流線１１の周波数に調節して交流線１１に供給するという電力変換を行う。また、本実施
形態において、制御装置Ｃは、電力変換装置４を補給運転モードで動作させている間であ
っても、自己インバータ装置１３に対して、上述した通りの交流線１１での電力の電圧制
御及び周波数制御を行わせ、並びに、連繋インバータ装置２０に対して、上述した通りの
電力融通制御を行わせている。
【０１０１】
　この電力変換装置４による補給運転モードの実行によって、電力変換装置４が電力系統
１から受け取る補給電力：Ｐ１は、電力変換装置４の定格容量の範囲内であればよい。例
えば、電力変換装置４は、制御装置Ｃから指令されて補給運転モードでの運転を実行する
とき、自己の定格容量の５０％の電力として予め記憶している補給電力：Ｐ１を、電力系
統１から受け取って交流線１１へと供給する。尚、この５０％という数値はあくまでも例
示目的で挙げた数値であり、本発明がこの数値に限定される訳ではない。例えば、電力変
換装置４が、自己の定格容量の３０％の電力を、電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１
と設定するような変更も可能である。
【０１０２】
　本実施形態では、上述したように、制御装置Ｃは、電力変換装置４を補給運転モードで
動作させるのと並行して、自己インバータ装置１３に対して上述した通りの交流線１１で
の電力の電圧制御及び周波数制御を行わせている。その結果、電力系統１から電力変換装
置４を介して交流線１１に供給される補給電力によって交流線１１の電圧が目標電圧より
も高い電圧に上昇する。その結果、自己インバータ装置１３は、交流線１１での電力の電
圧を目標電圧にまで低下させるべく、交流線１１から蓄電装置１２へと電力を供給し、蓄
電装置１２の蓄電量が上昇する。その結果、自己インバータ装置１３の動作によって、自
己システム１０Ａの交流線１１における電力の周波数が上昇する。従って、電力変換装置
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４が検出する交流線１１での電力の周波数も上昇する。更に、制御装置Ｃは、連繋インバ
ータ装置２０に上記電力融通制御を行わせる。つまり、電力系統１から受け取った補給電
力を用いた充電によって蓄電装置１２の蓄電量が上昇するのに伴って、自己システム１０
Ａの交流線１１における電力の周波数が上昇すると、連繋インバータ装置２０Ａが、自己
システム１０Ａから自己システム１０Ｂへと電力の融通を行う。
【０１０３】
　工程＃３３において制御装置Ｃは、補給終了条件が満たされているか否かを判定する。
例えば、補給終了条件として、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベ
ルに到達しているか否か等がある。そして、補給終了条件が満たされている場合には工程
＃３４に移行し、補給終了条件が満たされていない場合には工程＃３２にリターンする。
【０１０４】
　そして、工程＃３３において制御装置Ｃは、補給終了条件が満たされたと判定したとき
（例えば、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達していると
判定したとき）、工程＃３４に移行して電力変換装置４による補給運転モードの動作を停
止させる。その結果、電力系統１から自己システム１０Ａへの電力の補給は停止される。
【０１０５】
　上述したように、制御装置Ｃが、工程＃３２において電力変換装置４を補給運転モード
で動作させている間に、それと並行して、自己インバータ装置１３に対して上述した通り
の交流線１１での電力の電圧制御及び周波数制御を行わせ且つ連繋インバータ装置２０に
上記電力融通制御を行わせることで、電力系統１から供給された補給電力が自己システム
１０Ａの蓄電装置１２に充電されるだけでなく、自己システム１０Ｂにも融通される（即
ち、自己システム１０Ｂの蓄電装置１２にも供給される）こととなる。つまり、連繋イン
バータ装置２０で電力融通制御を行わせることで各自己システム１０の蓄電装置１２の蓄
電量が均等化されるため、自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに
到達しているということは、全ての自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電レ
ベルにまで均等に到達していると見なしてもよい。従って、自己システム１０Ａの蓄電装
置１２の蓄電量が満充電レベルに到達していることを補給終了条件とすることで、制御装
置Ｃは、全ての自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電レベルに到達した状態
であること、即ち、電力系統１から補給電力を受け取ることが不要になった状態であるこ
とを確認できる。
【０１０６】
　以上のように、一つの自己システム１０の交流線１１への補給電力の供給を開始する補
給開始条件が満たされたタイミングで電力変換装置４を補給運転モードで動作させること
で、必要な量の補給電力を電力系統か１ら受け取って蓄電装置１２の充電を行うことがで
きる。また、各自己システム１０は、自己システム１０同士の間に設けられる連繋インバ
ータ装置２０で電気的に接続されているので、電力系統１から補給電力を受け取った自己
システム１０から他の自己システム１０へとその補給電力を融通可能である。更に、電力
変換装置４が、電力系統１から補給電力を受け取り且つその補給電力の周波数を上記目標
周波数に調節して交流線１１に供給することで、自己インバータ装置１３が蓄電装置１２
の蓄電量に応じて制御している目標周波数が変動しないようにできる。その結果、電力系
統１から補給電力の供給を受けている間においても、交流線１１での電力の周波数が蓄電
装置１２の蓄電量を反映した値であることを確保できる。
【０１０７】
＜別実施形態＞
＜１＞
　上記第１及び第２実施形態では、連系状態への切換条件を、遮断装置２を介して電力系
統１に連系され得る自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満である
こととした場合の例を説明したが、切換条件の内容は適宜変更可能である。例えば、設定
時刻に到達したか否かを、連系状態への切換条件としてもよい。つまり、制御装置Ｃが、
設定時刻になれば連系状態への切換条件が満たされたと判定して、電力系統１と自己シス
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テム１０Ａとの連系を行わせてもよい。このように、設定時刻に到達したときに連系状態
への切換条件が満たされたとすることで、設定時刻において定期的に電力系統１から受け
取る補給電力で蓄電装置１２の充電を行うことができる。例えば、１日の中で電力需要が
増大する時間帯の前に上記設定時刻を設定しておけば、電力需要が増大する時間帯に先立
って電力需要者Ｄに対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【０１０８】
　更に、遮断装置２を介して電力系統１に連系され得る自己システム１０Ａの自己インバ
ータ装置１３が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１の大きさに関しても、上記第１及
び第２実施形態と別の設定手法を採用してもよい。例えば、本別実施形態のように、設定
時刻に到達したときに上記連系状態への切換条件が満たされたと判定するようにした場合
、切換条件が満たされた時点での自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量は様々であ
るため、自己システム１０Ａの自己インバータ装置１３が電力系統１から供給を受ける補
給電力：Ｐ１をその蓄電量に応じて変化させてもよい。具体的には、制御装置Ｃは、連系
状態への切換条件が満たされたと判定したときの、遮断装置２を介して電力系統１に連系
され得る自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量の大きさに応じて、充電運転モード
において自己インバータ装置１３が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１の大きさを変
更してもよい。
【０１０９】
　例えば、制御装置Ｃは、連系状態への切換条件が満たされたと判定すると、遮断装置２
を介して電力系統１に連系され得る自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量を検出す
る。そして、制御装置Ｃは、その蓄電装置１２の蓄電量が少ないほど電力系統１から受け
取る補給電力：Ｐ１が大きくなるように自己インバータ装置１３を動作させる。例えば、
制御装置Ｃは、蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％以上のレベルであれば電力系統１
から受け取る補給電力：Ｐ１を自己インバータ装置１３の定格容量の３０％と設定して電
力系統１から電力供給を受け、蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％未満であれば電力
系統１から受け取る補給電力：Ｐ１を自己インバータ装置１３の定格容量の５０％と設定
して電力系統１から電力供給を受けるような充電運転モードで自己インバータ装置１３を
動作させることもできる。
【０１１０】
　他にも、発電電力が天候に応じて変化する自然エネルギ発電装置を発電装置１５として
備える自己システム１０の場合、制御装置Ｃが、将来（例えば翌日など）に予測される天
候情報に応じて、連系状態への切換条件を変更してもよい。上記第１及び第２実施形態で
は、蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満になると連系状態への切換条件が満たされた
と判定する例を示したが、例えばその下限蓄電量の大きさを変更することで、連系状態へ
の切換条件を実質的に変更できる。このような自然エネルギ発電装置の例としては、「晴
れ」、「曇り」、「雨」などの天候に応じて発電電力が変化する太陽光発電装置や、風速
やその風の吹いている期間などの天候に応じて発電電力が変化する風力発電装置などがあ
る。
【０１１１】
　具体的には、複数個の自己システム１０のうちの少なくとも一つの自己システム１０の
交流線１１に太陽光発電装置が発電装置１５として接続されている場合、制御装置Ｃは、
通信ネットワーク（図示せず）などを介して将来に予測される天候情報を取得し、その天
候情報に応じて下限蓄電量の大きさを変更することで連系状態への切換条件を変更する。
一例を挙げると、制御装置Ｃは、翌日に予測される天候が晴れであれば（即ち、蓄電装置
１２の蓄電量の大きな上昇が期待できれば）、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充電の５０
％に設定して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％未満になった
ときに連系状態への切換条件が満たされたと判定する。更に、制御装置Ｃは、翌日に予測
される天候が曇りであれば（即ち、蓄電装置１２の蓄電量の上昇が僅かに期待できれば）
、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充電の６０％に設定して、自己システム１０の蓄電装置
１２の蓄電量が満充電の６０％未満になったときに連系状態への切換条件が満たされたと



(25) JP 5945594 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

判定する。また更に、制御装置Ｃは、翌日に予測される天候が雨であれば（即ち、蓄電装
置１２の蓄電量の上昇がほとんど期待できなければ）、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充
電の８０％に設定して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電の８０％未満
になったときに連系状態への切換条件が満たされたと判定するように改変することもでき
る。
【０１１２】
　他にも、制御装置Ｃが、電力供給システムＳを構成する複数の自己システム１０での蓄
電装置１２での実際の蓄電量の合計が、全ての蓄電装置１２の満充電時の蓄電量の合計に
対する所定割合未満（例えば５０％未満）になったときに連系状態への切換条件が満たさ
れたと判定するように改変することもできる。
【０１１３】
　他にも、制御装置Ｃが、電力系統１から電力の供給を受けるときの買電の電力単価が、
設定単価未満になったときに連系状態への切換条件が満たされたと判定するように改変す
ることもできる。
【０１１４】
　更に、制御装置Ｃが、上述した切換条件を複数個組み合わせて採用してもよい。例えば
、制御装置Ｃが、遮断装置２を介して電力系統１に連系され得る自己システム１０の蓄電
装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満であること、及び、設定時刻に到達したことの何れか
一方が満たされたことを、連系状態への切換条件としてもよい。その場合、制御装置Ｃは
、蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満になっていなくても、設定時刻になれば連系状
態への切換条件が満たされたと判定し、或いは、設定時刻の前であっても、蓄電装置１２
の蓄電量が下限蓄電量未満になれば連系状態への切換条件が満たされたと判定する。
【０１１５】
＜２＞
　上記第１及び第２実施形態では、制御装置Ｃが、電力供給システムＳを構成する一つの
自己システム１０の交流線１１に対して電力系統１が連系されているとき、及び、電力系
統１が連系されていないときの両方で（即ち、自己インバータ装置１３を解列時運転モー
ドで動作させているとき、及び、充電運転モードで動作させているときの両方で）、連繋
インバータ装置２０に対して上記電力融通制御を行わせる例を説明したが、連繋インバー
タ装置２０に行わせる制御の内容を変更してもよい。
　例えば、制御装置Ｃが、電力供給システムＳを構成する一つの自己システム１０Ａの交
流線１１に対して電力系統１が連系されているとき、即ち、上述した充電運転モードで自
己システム１０Ａの自己インバータ装置１３を動作させているとき、隣接する二つの自己
システムの間で連繋インバータ装置２０が融通する電力を上記補給電力が大きくなるにつ
れて大きくするような制御を行わせてもよい。つまり、制御装置Ｃは、連繋インバータ装
置２０が上記補給電力Ｐ１の関数で決定される電力の融通を行うように制御してもよい。
【０１１６】
＜３＞
　上記第３実施形態では、本発明に係る電力供給システムＳ３の構成例を図４に示したが
、電力供給システムＳ３の構成は適宜変更可能である。例えば、図４では、充電用インバ
ータ装置３を自己システム１０Ａに対して接続した例を示したが、充電用インバータ装置
３を自己システム１０Ｂに対して接続してもよい。或いは、複数の自己システム１０に対
して充電用インバータ装置３が各別に接続されるような構成も可能である。
【０１１７】
＜４＞
　上記第３実施形態では、充電開始条件を、充電用インバータ装置３を介して電力系統１
に連系される自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満であることとし
た場合の例を説明したが、この充電開始条件の内容は適宜変更可能である。例えば、設定
時刻に到達したか否かを、充電開始条件としてもよい。つまり、制御装置Ｃが、設定時刻
になれば充電開始条件が満たされたと判定して、充電用インバータ装置３に対して充電運
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転モードでの動作を行わせてもよい。このように、設定時刻に到達したときに充電開始条
件が満たされたとすることで、設定時刻において定期的に電力系統１から受け取る補給電
力で蓄電装置１２の充電を行うことができる。例えば、１日の中で電力需要が増大する時
間帯の前に上記設定時刻を設定しておけば、電力需要が増大する時間帯に先立って電力需
要者Ｄに対する電力の供給余力を大きくしておくことができる。
【０１１８】
　更に、充電用インバータ装置３が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１の大きさに関
しても、上記第３実施形態と別の設定手法を採用してもよい。
　例えば、本別実施形態のように、設定時刻に到達したときに上記充電開始条件が満たさ
れたと判定するようにした場合、充電開始条件が満たされた時点での自己システム１０Ａ
の蓄電装置１２の蓄電量は様々であるため、充電用インバータ装置３が電力系統１から供
給を受ける補給電力：Ｐ１をその蓄電量に応じて変化させてもよい。具体的には、制御装
置Ｃは、充電開始条件が満たされたと判定したときの、充電用インバータ装置３を介して
電力系統１に接続される自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量の大きさに応じて、
充電運転モードにおいて充電用インバータ装置３が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ
１の大きさを変更してもよい。
【０１１９】
　例えば、制御装置Ｃは、充電開始条件が満たされたと判定すると、充電用インバータ装
置３を介して電力系統１に連系される自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量を検出
する。そして、制御装置Ｃは、その蓄電装置１２の蓄電量が少ないほど電力系統１から受
け取る補給電力：Ｐ１が大きくなるように充電用インバータ装置３を動作させる。例えば
、制御装置Ｃは、蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％以上のレベルであれば電力系統
１から受け取る補給電力：Ｐ１を充電用インバータ装置３の定格容量の３０％と設定して
電力系統１から電力供給を受け、蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％未満であれば電
力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１を充電用インバータ装置３の定格容量の５０％と設
定して電力系統１から電力供給を受けるような充電運転モードで充電用インバータ装置３
を動作させることもできる。
【０１２０】
　他にも、発電電力が天候に応じて変化する自然エネルギ発電装置を発電装置１５として
備える自己システム１０の場合、制御装置Ｃが、将来（例えば翌日など）に予測される天
候情報に応じて、充電開始条件を変更してもよい。上記第３実施形態では、蓄電装置１２
の蓄電量が下限蓄電量未満になると充電開始条件が満たされたと判定する例を示したが、
例えばその下限蓄電量の大きさを変更することで、充電開始条件を実質的に変更できる。
このような自然エネルギ発電装置の例としては、「晴れ」、「曇り」、「雨」などの天候
に応じて発電電力が変化する太陽光発電装置や、風速やその風の吹いている期間などの天
候に応じて発電電力が変化する風力発電装置などがある。
【０１２１】
　具体的には、複数個の自己システム１０のうちの少なくとも一つの自己システム１０の
交流線１１に太陽光発電装置が発電装置１５として接続されている場合、制御装置Ｃは、
通信ネットワーク（図示せず）などを介して将来に予測される天候情報を取得し、その天
候情報に応じて下限蓄電量の大きさを変更することで連系状態への切換条件を変更する。
一例を挙げると、制御装置Ｃは、翌日に予測される天候が晴れであれば（即ち、蓄電装置
１２の蓄電量の大きな上昇が期待できれば）、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充電の５０
％に設定して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％未満になった
ときに充電開始条件が満たされたと判定する。更に、制御装置Ｃは、翌日に予測される天
候が曇りであれば（即ち、蓄電装置１２の蓄電量の上昇が僅かに期待できれば）、下限蓄
電量を蓄電装置１２の満充電の６０％に設定して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄
電量が満充電の６０％未満になったときに充電開始条件が満たされたと判定する。また更
に、制御装置Ｃは、翌日に予測される天候が雨であれば（即ち、蓄電装置１２の蓄電量の
上昇がほとんど期待できなければ）、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充電の８０％に設定
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して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電の８０％未満になったときに充
電開始条件が満たされたと判定するように改変することもできる。
【０１２２】
　他にも、制御装置Ｃが、電力供給システムＳ３を構成する複数の自己システム１０での
蓄電装置１２での実際の蓄電量の合計が、全ての蓄電装置１２の満充電時の蓄電量の合計
に対する所定割合未満（例えば５０％未満）になったときに充電開始条件が満たされたと
判定するように改変することもできる。
【０１２３】
　他にも、制御装置Ｃが、電力系統１から電力の供給を受けるときの買電の電力単価が、
設定単価未満になったときに充電開始条件が満たされたと判定するように改変することも
できる。
【０１２４】
　更に、制御装置Ｃが、上述した切換条件を複数個組み合わせて採用してもよい。例えば
、制御装置Ｃが、遮断装置２を介して電力系統１に連系され得る自己システム１０の蓄電
装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満であること、及び、設定時刻に到達したことの何れか
一方が満たされたことを、連系状態への切換条件としてもよい。その場合、制御装置Ｃは
、蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満になっていなくても、設定時刻になれば連系状
態への切換条件が満たされたと判定し、或いは、設定時刻の前であっても、蓄電装置１２
の蓄電量が下限蓄電量未満になれば連系状態への切換条件が満たされたと判定する。
【０１２５】
＜５＞
　上記第３実施形態では、制御装置Ｃが、充電用インバータ装置３に対して充電運転モー
ドで動作させているとき、及び、充電運転モードで動作させていないときの両方で、連繋
インバータ装置２０に対して上記電力融通制御を行わせる例を説明したが、連繋インバー
タ装置２０に行わせる制御の内容を変更してもよい。
　例えば、制御装置Ｃが、充電用インバータ装置３に対して充電運転モードで動作させて
いるとき、即ち、自己システム１０が電力系統１から補給電力：Ｐ１の供給を受けている
とき、隣接する二つの自己システムの間で連繋インバータ装置２０が融通する電力を上記
補給電力が大きくなるにつれて大きくするような制御を行わせてもよい。つまり、制御装
置Ｃは、連繋インバータ装置２０が上記補給電力Ｐ１の関数で決定される電力の融通を行
うように制御してもよい。
【０１２６】
＜６＞
　上記第４実施形態では、本発明に係る電力供給システムＳ４の構成例を図６に示したが
、電力供給システムＳ４の構成は適宜変更可能である。例えば、図６では、電力変換装置
４を自己システム１０Ａの交流線１１に対して接続した例を示したが、電力変換装置４を
自己システム１０Ｂの交流線１１に対して接続してもよい。或いは、複数の自己システム
１０に対して電力変換装置４が各別に接続されるような構成も可能である。
【０１２７】
＜７＞
　上記第４実施形態では、補給開始条件を、電力変換装置４を介して電力系統１に連系さ
れる自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満であることとした場合の
例を説明したが、この補給開始条件の内容は適宜変更可能である。例えば、設定時刻に到
達したか否かを、補給開始条件としてもよい。つまり、制御装置Ｃが、設定時刻になれば
補給開始条件が満たされたと判定して、電力変換装置４に対して補給運転モードでの動作
を行わせてもよい。このように、設定時刻に到達したときに補給開始条件が満たされたと
することで、設定時刻において定期的に電力系統１から受け取る補給電力で蓄電装置１２
の充電を行うことができる。例えば、１日の中で電力需要が増大する時間帯の前に上記設
定時刻を設定しておけば、電力需要が増大する時間帯に先立って電力需要者Ｄに対する電
力の供給余力を大きくしておくことができる。
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【０１２８】
　更に、電力変換装置４が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１の大きさに関しても、
上記第４実施形態と別の設定手法を採用してもよい。
　例えば、本別実施形態のように、設定時刻に到達したときに上記補給開始条件が満たさ
れたと判定するようにした場合、補給開始条件が満たされた時点での自己システム１０Ａ
の蓄電装置１２の蓄電量は様々であるため、電力変換装置４が電力系統１から供給を受け
る補給電力：Ｐ１をその蓄電量に応じて変化させてもよい。具体的には、制御装置Ｃは、
補給開始条件が満たされたと判定したときの、電力変換装置４を介して電力系統１に接続
される自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量の大きさに応じて、補給運転モードに
おいて電力変換装置４が電力系統１から受け取る補給電力：Ｐ１の大きさを変更してもよ
い。
【０１２９】
　例えば、制御装置Ｃは、補給開始条件が満たされたと判定すると、電力変換装置４を介
して電力系統１に連系される自己システム１０Ａの蓄電装置１２の蓄電量を検出する。そ
して、制御装置Ｃは、その蓄電装置１２の蓄電量が少ないほど電力系統１から受け取る補
給電力：Ｐ１が大きくなるように電力変換装置４を動作させる。例えば、制御装置Ｃは、
蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％以上のレベルであれば電力系統１から受け取る補
給電力：Ｐ１を電力変換装置４の定格容量の３０％と設定して電力系統１から電力供給を
受け、蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％未満であれば電力系統１から受け取る補給
電力：Ｐ１を電力変換装置４の定格容量の５０％と設定して電力系統１から電力供給を受
けるような補給運転モードで電力変換装置４を動作させることもできる。
【０１３０】
　他にも、発電電力が天候に応じて変化する自然エネルギ発電装置を発電装置１５として
備える自己システム１０の場合、制御装置Ｃが、将来（例えば翌日など）に予測される天
候情報に応じて、補給開始条件を変更してもよい。上記第４実施形態では、蓄電装置１２
の蓄電量が下限蓄電量未満になると補給開始条件が満たされたと判定する例を示したが、
例えばその下限蓄電量の大きさを変更することで、補給開始条件を実質的に変更できる。
このような自然エネルギ発電装置の例としては、「晴れ」、「曇り」、「雨」などの天候
に応じて発電電力が変化する太陽光発電装置や、風速やその風の吹いている期間などの天
候に応じて発電電力が変化する風力発電装置などがある。
【０１３１】
　具体的には、複数個の自己システム１０のうちの少なくとも一つの自己システム１０の
交流線１１に太陽光発電装置が発電装置１５として接続されている場合、制御装置Ｃは、
通信ネットワーク（図示せず）などを介して将来に予測される天候情報を取得し、その天
候情報に応じて下限蓄電量の大きさを変更することで連系状態への切換条件を変更する。
一例を挙げると、制御装置Ｃは、翌日に予測される天候が晴れであれば（即ち、蓄電装置
１２の蓄電量の大きな上昇が期待できれば）、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充電の５０
％に設定して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電の５０％未満になった
ときに補給開始条件が満たされたと判定する。更に、制御装置Ｃは、翌日に予測される天
候が曇りであれば（即ち、蓄電装置１２の蓄電量の上昇が僅かに期待できれば）、下限蓄
電量を蓄電装置１２の満充電の６０％に設定して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄
電量が満充電の６０％未満になったときに補給開始条件が満たされたと判定する。また更
に、制御装置Ｃは、翌日に予測される天候が雨であれば（即ち、蓄電装置１２の蓄電量の
上昇がほとんど期待できなければ）、下限蓄電量を蓄電装置１２の満充電の８０％に設定
して、自己システム１０の蓄電装置１２の蓄電量が満充電の８０％未満になったときに補
給開始条件が満たされたと判定するように改変することもできる。
【０１３２】
　他にも、制御装置Ｃが、電力供給システムＳ４を構成する複数の自己システム１０での
蓄電装置１２での実際の蓄電量の合計が、全ての蓄電装置１２の満充電時の蓄電量の合計
に対する所定割合未満（例えば５０％未満）になったときに補給開始条件が満たされたと
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判定するように改変することもできる。
【０１３３】
　他にも、制御装置Ｃが、電力系統１から電力の供給を受けるときの買電の電力単価が、
設定単価未満になったときに補給開始条件が満たされたと判定するように改変することも
できる。
【０１３４】
　更に、制御装置Ｃが、上述した切換条件を複数個組み合わせて採用してもよい。例えば
、制御装置Ｃが、遮断装置２を介して電力系統１に連系され得る自己システム１０の蓄電
装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満であること、及び、設定時刻に到達したことの何れか
一方が満たされたことを、連系状態への切換条件としてもよい。その場合、制御装置Ｃは
、蓄電装置１２の蓄電量が下限蓄電量未満になっていなくても、設定時刻になれば連系状
態への切換条件が満たされたと判定し、或いは、設定時刻の前であっても、蓄電装置１２
の蓄電量が下限蓄電量未満になれば連系状態への切換条件が満たされたと判定する。
【０１３５】
＜８＞
　上記第４実施形態では、制御装置Ｃが、電力変換装置４に対して補給運転モードで動作
させているとき、及び、補給運転モードで動作させていないときの両方で、連繋インバー
タ装置２０に対して上記電力融通制御を行わせる例を説明したが、連繋インバータ装置２
０に行わせる制御の内容を変更してもよい。
　例えば、制御装置Ｃが、電力変換装置４に対して補給運転モードで動作させているとき
、即ち、自己システム１０が電力系統１から補給電力：Ｐ１の供給を受けているとき、隣
接する二つの自己システムの間で連繋インバータ装置２０が融通する電力を上記補給電力
が大きくなるにつれて大きくするような制御を行わせてもよい。つまり、制御装置Ｃは、
連繋インバータ装置２０が上記補給電力Ｐ１の関数で決定される電力の融通を行うように
制御してもよい。
【０１３６】
＜９＞
　上記第４実施形態では、電力変換装置４が、交流／直流変換部４ａと、直流／交流変換
部４ｂと、それらの間を接続する直流接続部４ｃとを有するように構成される例を説明し
たが、他の構成の電力変換装置４を用いることもできる。例えば、交流電力を、直流部を
経ずに所望の電圧及び周波数の交流電力に直接変換するマトリクスコンバータなどの直接
型の交流／交流変換回路を用いて電力変換装置４を構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明は、電力需要者に対する電力の供給余力を大きくしておくことができる電力供給
システムに利用できる。
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