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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物に取り付けられ、自然エネルギーを利用して発電する発電部と、該発電部が発電し
た電力及び商用電源からの電力を蓄電することが可能な複数の蓄電部と、を備えた、建物
内で発生する負荷へ電力を供給する建物用電力供給システムであって、
　前記商用電源からの電力を前記蓄電部に蓄電する際に通電状態となる蓄電回路と、
　前記蓄電部に蓄電された電力を放電して前記負荷へ供給する際に通電状態となる放電回
路と、
　前記蓄電回路の端子及び前記放電回路の端子のうち、接続する側の端子を切り替えて、
前記蓄電回路と前記放電回路のうちのいずれかを通電状態にするスイッチと、を前記蓄電
部毎に備え、
　前記蓄電回路が通電状態となって前記商用電源からの電力を前記蓄電部に蓄電する際に
前記商用電源から前記蓄電部に向かって流れる電流を交流電流から直流電流に変換し、か
つ、前記放電回路が通電状態となって前記蓄電部から前記負荷に向かって流れる電流を直
流電流から交流電流に変換する１個のみの双方向インバータを、備えることを特徴とする
建物用電力供給システム。
【請求項２】
　前記発電部が発電した電力を前記商用電源へ逆潮流させることが可能であり、
　前記発電部が発電した電力を前記商用電源へ逆潮流させる際に前記発電部から前記商用
電源に向かって電流が流れる逆潮流回路と、
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　該逆潮流回路内に設置された、前記発電部から前記商用電源に向かって流れる電流を直
流電流から交流電流に変換するインバータと、を備え、
　前記逆潮流回路は、前記放電回路とは別回路をなしており、前記インバータは、前記１
個のみの双方向インバータとは別体をなしていることを特徴とする請求項１に記載の建物
用電力供給システム。
【請求項３】
　前記蓄電部毎に設けられた前記放電回路及び前記蓄電回路には、いずれも、前記放電回
路と前記蓄電回路との間で共通の共通回路が含まれており、
　該共通回路内に前記双方向インバータが設置されていることを特徴とする請求項２に記
載の建物用電力供給システム。
【請求項４】
　前記発電部が発電した電力を前記蓄電部に蓄電する際に通電状態となる第２の蓄電回路
と、該第２の蓄電回路の状態を切り替える第２のスイッチと、を前記蓄電部毎に備え、
　前記スイッチ及び前記第２のスイッチを操作して前記蓄電部における電力の蓄電及び放
電を前記蓄電部毎に切り替える切り替え操作を実行する切り替え部と、
　前記発電部が発電した電力、前記商用電源からの電力、及び、前記蓄電部に蓄電された
電力のうち、どの電力を前記負荷へ供給するかを決定する決定部と、を有し、
　該決定部は、前記負荷への電力供給モードとして、第１モードと第２モードとのうち、
いずれかのモードを選択し、
　前記第１モードが選択されたときには、前記蓄電部に蓄電された電力を放電して前記負
荷に供給するとともに、前記発電部が発電した電力のうちの余剰分が前記商用電源へ逆潮
流され、
　前記第２モードが選択されたときには、複数の前記蓄電部のうちのいずれかに蓄電され
た電力を前記負荷に供給するとともに、放電していない残りの前記蓄電部に前記発電部が
発電した電力が蓄電され、
　前記切り替え部は、前記決定部が決定した前記電力供給モードに応じて、前記切り替え
操作を実行することを特徴とする請求項３に記載の建物用電力供給システム。
【請求項５】
　前記決定部が前記電力供給モードを前記第２モードに決定した場合には、複数の前記蓄
電部のうち、電力の蓄電量が最も多い前記蓄電部に蓄電された電力が優先的に放電され、
かつ、前記蓄電量が最も少ない前記蓄電部に前記発電部が発電した電力が蓄電され、蓄電
が完了した時点で蓄電された電力が放電されるように、前記切り替え部が前記切り替え操
作を実行することを特徴とする請求項４に記載の建物用電力供給システム。
【請求項６】
　前記発電部は、自然エネルギーとしての太陽光エネルギーを利用して発電し、
　前記決定部が前記電力供給モードを前記第１モードに決定した場合の夜間時間帯には、
複数の前記蓄電部のうち、少なくとも１つの蓄電部に蓄電された電力を放電して前記負荷
に供給し、複数の前記蓄電部の全てに蓄電された電力を放電しても前記負荷への供給量が
足りない場合には前記商用電源からの電力が前記負荷に供給され、かつ、前記夜間時間帯
のうち、前記商用電源からの電力の使用量あたりの単価が安くなる深夜時間帯中は前記商
用電源からの電力が前記負荷に供給されるとともに前記蓄電部に蓄電されるように、前記
切り替え部が前記切り替え操作を実行することを特徴とする請求項５に記載の建物用電力
供給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物内で発生する負荷へ電力を供給する建物用電力供給システムに係り、特
に、建物に取り付けられ、自然エネルギーを利用して発電する発電部と、該発電部が発電
した電力及び商用電源からの電力を蓄電することが可能な蓄電部と、を備える建物用電力
供給システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　建物内で発生する負荷へ電力を供給する建物用電力供給システムとして、太陽光エネル
ギー等の自然エネルギーを利用して発電する発電部を備え、電力を蓄電することが可能な
蓄電部を更に有するシステムが既に開発されている。かかるシステムの中には、蓄電部を
複数有するものがあり、例えば、発電部が発電した電力を一の蓄電部に蓄電している間、
他の蓄電部に蓄電された電力を放電して負荷に供給することが可能なシステムも存在する
（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　特許文献１及び２では、複数の蓄電池のうち、いずれかの蓄電池に太陽電池の出力を充
電している間、残りの蓄電池が放電して電力を供給し、充電又は放電する蓄電池を切り替
えるための制御部を備えた構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－４５６７７号公報
【特許文献２】特開２００８－１４８４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、蓄電部を複数有する建物用電力供給システムにおいて、発電部が発電した電
力の他に商用電源からの電力を蓄電しておくことが可能な蓄電部が採用される場合も考え
られる。一方で、商用電源からの電力を蓄電部に蓄電するためには、商用電源から蓄電部
に向かって流れる電流を交流電流から直流電流に変換する必要がある。
【０００６】
　上記の事情により、従来の建物用電力供給システムでは、例えば、商用電源から蓄電部
に向かって流れる交流電流を直流電流に変換する機器としての充電器が蓄電部毎に設けら
れていた。しかしながら、充電器を蓄電部毎に設置するには、充電器の数に見合う機器設
置スペースを確保しなければならない他、システム全体におけるエネルギー変換効率が低
くなる虞がある。また、充電器では変換動作に伴って発熱が生じ、冷却ファン等の設置を
要し、機器設置スペースを更に確保する必要が生じ、ファンの運転による騒音や排熱等の
不具合も生じてしまう。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、発電部が発
電した電力及び商用電源からの電力を蓄電することが可能な蓄電部を複数備えるシステム
を小型化し、エネルギー変換効率の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は、本発明の建物用電力供給システムによれば、建物に取り付けられ、自然エ
ネルギーを利用して発電する発電部と、該発電部が発電した電力及び商用電源からの電力
を蓄電することが可能な複数の蓄電部と、を備えた、建物内で発生する負荷へ電力を供給
する建物用電力供給システムであって、前記商用電源からの電力を前記蓄電部に蓄電する
際に通電状態となる蓄電回路と、前記蓄電部に蓄電された電力を放電して前記負荷へ供給
する際に通電状態となる放電回路と、前記蓄電回路の端子及び前記放電回路の端子のうち
、接続する側の端子を切り替えて、前記蓄電回路と前記放電回路のうちのいずれかを通電
状態にするスイッチと、を前記蓄電部毎に備え、前記蓄電回路が通電状態となって前記商
用電源からの電力を前記蓄電部に蓄電する際に前記商用電源から前記蓄電部に向かって流
れる電流を交流電流から直流電流に変換し、かつ、前記放電回路が通電状態となって前記
蓄電部から前記負荷に向かって流れる電流を直流電流から交流電流に変換する１個のみの
双方向インバータを、備えることにより解決される。
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　上記の構成により、本発明の建物用電力供給システムでは、双方向インバータを設置す
ることにより、蓄電部を複数備えながらも充電器を蓄電部毎に用意する必要がなくなる結
果、システムの小型化を実現するとともに、充電器での発熱ロスを抑えることでエネルギ
ー変換効率についても向上する。
【０００９】
　また、上記の建物用電力供給システムにおいて、前記発電部が発電した電力を前記商用
電源へ逆潮流させることが可能であり、前記発電部が発電した電力を前記商用電源へ逆潮
流させる際に前記発電部から前記商用電源に向かって電流が流れる逆潮流回路と、該逆潮
流回路内に設置された、前記発電部から前記商用電源に向かって流れる電流を直流電流か
ら交流電流に変換するインバータと、を備え、前記逆潮流回路は、前記放電回路とは別回
路をなしており、前記インバータは、前記１個のみの双方向インバータとは別体をなして
いると、好適である。かかる構成であれば、発電部が発電した電力を商用電源へ逆潮流す
る際に電流を変換するインバータが、双方向インバータとは別に設けられており、発電部
が発電した電力を商用電源へ逆潮流するための回路（逆潮流回路）が、蓄電部に蓄電され
た電力を放電して負荷へ供給するための回路（放電回路）と分かれているので、発電部の
発電電力が適切に逆潮流されるようになる。
【００１０】
　また、上記の建物用電力供給システムにおいて、前記蓄電部毎に設けられた前記放電回
路及び前記蓄電回路には、いずれも、前記放電回路と前記蓄電回路との間で共通の共通回
路が含まれており、該共通回路内に前記双方向インバータが設置されていると、より好適
である。かかる構成であれば、蓄電部毎に設けられた蓄電回路及び放電回路がいずれも双
方向インバータを経由するので、双方向インバータの機能が適切に発揮されることになる
。
【００１１】
　また、上記の建物用電力供給システムにおいて、前記発電部が発電した電力を前記蓄電
部に蓄電する際に通電状態となる第２の蓄電回路と、該第２の蓄電回路の状態を切り替え
る第２のスイッチと、を前記蓄電部毎に備え、前記スイッチ及び前記第２のスイッチを操
作して前記蓄電部における電力の蓄電及び放電を前記蓄電部毎に切り替える切り替え操作
を実行する切り替え部と、前記発電部が発電した電力、前記商用電源からの電力、及び、
前記蓄電部に蓄電された電力のうち、どの電力を前記負荷へ供給するかを決定する決定部
と、を有し、該決定部は、前記負荷への電力供給モードとして、第１モードと第２モード
とのうち、いずれかのモードを選択し、前記第１モードが選択されたときには、前記蓄電
部に蓄電された電力を放電して前記負荷に供給するとともに、前記発電部が発電した電力
のうちの余剰分が前記商用電源へ逆潮流され、前記第２モードが選択されたときには、複
数の前記蓄電部のうちのいずれかに蓄電された電力を前記負荷に供給するとともに、放電
していない残りの前記蓄電部に前記発電部が発電した電力が蓄電され、前記切り替え部は
、前記決定部が決定した前記電力供給モードに応じて、前記切り替え操作を実行すると、
より一層好適である。
　かかる構成により、例えば建物の居住者は、経済的メリットを重視した第１モードと、
環境負荷の削減を重視した第２モードとのうちから、自己の価値観やライフスタイルに基
づいて最適な電力供給モードを選択することが可能となる。さらに、例えば、フィードイ
ンタリフ制度（固定価格買い取り制度）の終了等により、発電部が発電した電力を逆潮流
することができず建物内で消費するようになった場合にも、システムの見直しを図る必要
がなくなる。
【００１３】
　また、上記の建物用電力供給システムにおいて、前記決定部が前記電力供給モードを前
記第２モードに決定した場合には、複数の前記蓄電部のうち、電力の蓄電量が最も多い前
記蓄電部に蓄電された電力が優先的に放電され、かつ、前記蓄電量が最も少ない前記蓄電
部に前記発電部が発電した電力が蓄電され、蓄電が完了した時点で蓄電された電力が放電
されるように、前記切り替え部が前記切り替え操作を実行すると、さらに一層好適である
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。
　かかる構成であれば、電力を蓄電する蓄電部と、電力を放電する蓄電部とを適宜切り替
えることにより、負荷への電力供給を効率良く行うことが可能になる。
【００１４】
　また、上記の建物用電力供給システムにおいて、前記発電部は、自然エネルギーとして
の太陽光エネルギーを利用して発電し、前記決定部が前記電力供給モードを前記第１モー
ドに決定した場合の夜間時間帯には、複数の前記蓄電部のうち、少なくとも１つの蓄電部
に蓄電された電力を放電して前記負荷に供給し、複数の前記蓄電部の全てに蓄電された電
力を放電しても前記負荷への供給量が足りない場合には前記商用電源からの電力が前記負
荷に供給され、かつ、前記夜間時間帯のうち、前記商用電源からの電力の使用量の単価が
安くなる深夜時間帯中は前記商用電源からの電力が前記負荷に供給されるとともに前記蓄
電部に蓄電されるように、前記切り替え部が前記切り替え操作を実行すると、尚一層好適
である。
　かかる構成であれば、発電部による発電ができない時間帯において、システム全体にお
ける電力供給の合理化を図ることが可能になる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の建物用電力供給システムでは、双方向インバータを設置することにより、蓄電
部を複数備えながらも充電器を蓄電部毎に用意する必要がなくなる。この結果、充電器の
分だけ（厳密には、複数の充電器を設置するために必要な設置スペースから双方向インバ
ーを設置するために要するスペースを差し引いた分）、システムの小型化を実現するとと
もに、充電器での発熱ロスが抑えられるのでシステム全体の総合エネルギー変換効率につ
いても向上することになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態に係る建物用電力供給システムの全体構成図である。
【図２】建物用電力供給システムにおける制御系統を示すブロック図である。
【図３】電力供給処理のフロー図である（その１）。
【図４】電力供給処理のフロー図である（その２）。
【図５】電力供給処理のフロー図である（その３）。
【図６Ａ】電力供給処理のフロー図である（その４）。
【図６Ｂ】電力供給処理のフロー図である（その５）。
【図７】売電優先モードによる電力供給状態を示す第１図である。
【図８】売電優先モードによる電力供給状態を示す第２図である。
【図９】買電回避モードによる電力供給状態を示す第１図である。
【図１０】買電回避モードによる電力供給状態を示す第２図である。
【図１１】買電回避モードによる電力供給状態を示す第３図である。
【図１２】夜間時間帯向けの電力供給状態を示す第１図である。
【図１３】夜間時間帯向けの電力供給状態を示す第２図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜＜本実施形態に係る建物用電力供給システムについて＞＞
　本発明の一実施形態（以下、本実施形態とも言う）に係る建物用電力供給システムにつ
いて、図１乃至１２を参照しながら説明する。図１は、本実施形態に係る建物用電力供給
システムの全体構成図である。図２は、建物用電力供給システムにおける制御系統を示す
ブロック図である。図３乃至６Ｂは、電力供給処理のフロー図である。図７及び８は、後
述する売電優先モードによる電力供給状態を示す図（第１図及び第２図）である。図９乃
至１１は、後述する買電回避モードによる電力供給状態を示す図（第１図、第２図及び第
３図）である。図１２及び１３は、夜間時間帯向けの電力供給状態を示す図（第１図及び
第２図）である。
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　なお、図示の便宜上、図７から図１３の各図に図示された回路中、電流が流れる部分（
通電部分）を太線にて示している。
【００１９】
　先ず、本実施形態に係る建物用電力供給システム（以下、本システムＳとも言う）の全
体構成等について概説する。
　本システムＳは、建物内における電力需要、すなわち、建物内で発生する負荷Ｌに対し
て電力を供給するシステムであり、具体的には、建物内で使用される電力消費機器に対し
て電力を供給する。なお、以降の説明では、建物の一例して住宅Ｈを挙げ、住宅Ｈ内にお
ける負荷Ｌに対して電力を供給するための電力供給システムについて説明する。ただし、
住宅Ｈは建物の一例に過ぎず、その内空間にて負荷Ｌが発生するものである限り、例えば
、オフィスビル、工場内の建屋、店舗等であってもよい。
【００２０】
　本システムＳは、自然エネルギーとしての太陽光エネルギーを利用して発電することが
可能であり、発電した電力を、蓄電部としての蓄電池２１に蓄電することが可能である。
また、本システムＳは、商用電源ＣＰからの電力（いわゆる系統電力）を受電しており、
上記の蓄電池２１には商用電源ＣＰからの電力を蓄電することも可能である。そして、本
システムＳは、発電された電力（発電電力）、系統電力、及び、蓄電池２１に蓄電された
電力（蓄電電力）を負荷Ｌに対して供給する。
【００２１】
　さらに、本システムＳは、発電電力の一部又は全部を商用電源ＣＰに逆潮流させること
が可能である。すなわち、本システムＳは、系統連系しており、自己発電により発生した
発電電力を電気事業者（商用電源ＣＰの保有者）の電力系統へ供給（いわゆる売電）する
ことが可能である。
【００２２】
　本システムＳは、図１及び２に示すように、発電部としての発電ユニット１と、複数の
蓄電池２１からなる蓄電池ユニット２と、電流が流れる回路を構成する回路ユニット３と
、本システムＳ各部を制御する制御ユニット４と、を主たる構成要素として有する。
【００２３】
　発電ユニット１は、自然エネルギーとしての太陽光エネルギーを利用して発電するもの
であり、具体的には、住宅Ｈに取り付けられた太陽電池モジュール（不図示）により構成
されている。発電ユニット１が発電した電力は、直流電力であり、負荷Ｌに供給される際
や商用電源ＣＰに逆潮流される際には、後述のＤＣ－ＡＣインバータ３１によって交流電
力に変換される。また、発電ユニット１が発電した電力を蓄電池２１に蓄電する際には、
コンバータ３２により所定の電圧値まで降圧してから蓄電する。
【００２４】
　蓄電池ユニット２は、蓄電部としての蓄電池２１から構成される。本実施形態に係る蓄
電池２１は、リチウムイオン電池であり、蓄電池２１には、発電ユニット１が発電した発
電電力を蓄電することが可能である。さらに、蓄電池２１は、発電ユニット１が発電した
発電電力のほか、系統電力を蓄電することも可能である。具体的に説明すると、交流電力
である系統電力は、後述の双方向インバータ３３により直流電力に変換され、所定の電圧
値まで降圧されてから蓄電池２１に蓄電される。
【００２５】
　一方、蓄電池２１に蓄電された電力は、放電されて負荷Ｌに供給されるが、負荷Ｌに供
給されるにあたり、双方向インバータ３３により直流電力から交流電力に変換され、更に
、所定の電圧値まで昇圧される。
【００２６】
　そして、本実施形態に係る蓄電池ユニット２は、蓄電池２１を複数備えている。これに
より、複数の蓄電池２１のうち、一部の蓄電池２１に蓄電された電力を放電している間に
、残りの蓄電池２１に電力を蓄電することが可能になる。すなわち、本システムＳでは、
蓄電池２１への電力の蓄電と蓄電池２１からの電力の放電とを同時に実施することが可能
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である。
【００２７】
　なお、以下の説明では、３個の蓄電池２１を備える構成を例に挙げて説明するが、本シ
ステムＳ内に設置される蓄電池２１の個数については、少なくとも２個以上であればよく
、特に制限されるものではない。また、以下の説明では、各蓄電池２１の容量（蓄電可能
な電力の容量）が蓄電池２１間で同一である構成を例に挙げて説明するが、これに限定さ
れるものではなく、蓄電池２１間で異なることとしてもよい。
【００２８】
　さらに、各蓄電池２１の陰極側には、蓄電池２１に蓄電された電力が意図せずに放電し
てしまうのを防止するために逆流防止ダイオード２２が接続されている。この逆流防止ダ
イオード２１により、蓄電池２１から電流が流れる場合（換言すると、蓄電池２１に蓄電
された電力が放電される場合）は必ず陽極側から流れるようになっている。なお、逆流防
止ダイオード２２の、蓄電池２１が位置する側とは反対側の端子Ｔａには、後述の切り替
えスイッチＳＳＷが接触可能である。
【００２９】
　回路ユニット３は、図１に示す通り、主に、発電ユニット１と負荷Ｌとの間に敷設され
た第１ラインＡ１と、発電ユニット１と商用電源ＣＰ（厳密には、住宅Ｈ内に設けられた
系統電力の受電設備）との間に敷設された第２ラインＡ２と、商用電源ＣＰ（厳密には、
上記の受電設備）と負荷Ｌとの間に敷設された第３ラインＡ３と、商用電源ＣＰ（厳密に
は、上記の受電設備）と蓄電池２１との間に敷設された第４ラインＡ４と、蓄電池２１と
負荷Ｌとの間に敷設された第５ラインＡ５と、発電ユニット１と蓄電池２１との間に敷設
された第６ラインＡ６とによって構成される。各ラインＡ１～Ａ６の構成については、後
に詳述する。
【００３０】
　制御ユニット４は、図２に示すように、ホームサーバ４１と、宅内ネットワーク５を介
してホームサーバ４１と通信可能に接続された各種電力計測器（例えば、発電量センサＭ
１）とを有する。ホームサーバ４１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ、通信用インターフェ
ースを主たる構成要素として有し、ＲＯＭには、本システムＳを制御するためにインスト
ールされたプログラム（以下、制御プログラム）が記憶されている。
【００３１】
　また、ホームサーバ４１は、通信用インターフェースを通じて操作パッド４２と通信可
能であり、操作パッド４２から送信される信号を受信する。ここで、操作パッド４２とは
、負荷Ｌへの電力供給モードを選択する選択画面を表示して、ユーザ（具体的には、住宅
Ｈの居住者）の選択結果を受け付けて、当該選択結果に応じたデータをホームサーバ４１
に向けて送信する通信機器である。ユーザの選択結果は、ユーザが操作パッド４２のタッ
チパネル（不図示）に表示された電力供給モードの選択肢の中からいずれかをタッチする
ことにより受け付けられる。
【００３２】
　以上のように構成された本システムＳでは、ホームサーバ４１が、負荷Ｌへの電力供給
モードに関するユーザの選択結果を示すデータを操作パッド４２から受信すると、当該デ
ータに応じたモードに則って、本システムＳが負荷Ｌに対して電力を供給するようになる
。
【００３３】
　なお、本実施形態では、負荷Ｌへの電力供給モードとして、売電優先モードと、買電回
避モードとを選択すること可能である。ここで、売電優先モードとは、第１モードに相当
し、蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給するとともに、発電ユニット１
が発電した電力（発電電力）を商用電源ＣＰへ逆潮流させるモードである。他方、買電回
避モードとは、第２モードに相当し、発電電力、系統電力、及び蓄電池２１に蓄電された
電力のうち、系統電力以外の電力を優先的に負荷Ｌに供給するモードである。
【００３４】
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　かかる構成により、例えばユーザは、経済的メリットを重視した売電優先モードと、環
境負荷の削減を重視した買電回避モードとのうちから、自己の価値観やライフスタイルに
基づいて最適な電力供給モードを選択することが可能となる。さらに、例えば、フィード
インタリフ制度の終了等により、発電ユニット１が発電した電力を逆潮流することができ
ず住宅Ｈ内で消費するようになった場合にも、システムの見直しを図る必要がなくなる。
【００３５】
　＜回路ユニット３について＞
　回路ユニット３は、前述したとおり、主に、第１ラインＡ１～第６ラインＡ６によって
構成される。以下、図１を参照しながら、各ラインＡ１～Ａ６別に構成を説明する。
【００３６】
　第１ラインＡ１は、発電ユニット１から負荷Ｌに向かって電流が流れる回路であり、そ
の中途位置には、発電ユニット１から流れる直流電流を交流電流に変換するＤＣ－ＡＣイ
ンバータ３１が設置されている。
【００３７】
　第２ラインＡ２は、発電ユニット１から商用電源ＣＰに向かって電流が流れる回路であ
る。すなわち、第２ラインＡ２は、逆潮流回路に相当し、発電ユニット１が発電した電力
を商用電源ＣＰへ逆潮流させる際に発電ユニット１から商用電源ＣＰに向かって電流が流
れるものである。また、第２ラインＡ２の中途位置には上記のＤＣ－ＡＣインバータ３１
が設置されている。つまり、ＤＣ－ＡＣインバータ３１は、インバータの一例として逆潮
流回路たる第２ラインＡ２内に設置されており、発電ユニット１から商用電源ＣＰに向か
って流れる電流を直流電流から交流電流に変換するものとして機能する。また、本実施形
態では、発電ユニット１からＤＣ－ＡＣインバータ３１の下流に位置する分岐点に至るま
での区間において、第１ラインＡ１と第２ラインＡ２とは、共通回路となっており、当該
分岐点にて分岐し、それぞれ単独の回路へと分かれる（図１参照）。
【００３８】
　第３ラインＡ３は、商用電源ＣＰから負荷Ｌに向かって電流（交流電流）が流れる回路
である。なお、本実施形態では、第３ラインＡ３のうち、住宅Ｈ内に設けられた系統電力
の受電設備から若干下流側の位置（商用電源ＣＰから負荷Ｌに向かって流れる電流の向き
から見て下流側の位置であり、具体的には、第１ラインＡ１と第２ラインＡ２との分岐点
）に至るまでの区間については、前述の第２ラインＡ２と共通の回路になっており、上記
区間以降の区間については、前述の第１ラインＡ１と共通の回路になっている（図１参照
）。
【００３９】
　第４ラインＡ４は、商用電源ＣＰから蓄電池２１に向かって電流が流れる回路であり、
換言すると、系統電力を蓄電池２１に蓄電するための回路である。本実施形態では、第４
ラインＡ４のうち、住宅Ｈ内に設けられた系統電力の受電設備から幾分下流側に位置する
分岐点（以下、第１の分岐点とも言う）に至るまでの区間については、前述の第３ライン
Ａ３と共通の回路になっており、第１の分岐点にて分岐し、それぞれ単独の回路へと分か
れる（図１参照）。さらに、第４ラインＡ４は、第１の分岐点から見て更に下流側の位置
に第２の分岐点を有し、当該第２の分岐点にて更に分岐して、蓄電池２１と同数の分岐回
路に分かれる。
【００４０】
　そして、第４ラインＡ４は、第２分岐点にて蓄電池２１と同数に分岐した後、各蓄電池
２１に対して接続可能に構成されている。具体的に説明すると、図１に示すように、蓄電
池２１毎の分岐回路には、その中途位置に切り替えスイッチＳＳＷが設置されている。こ
の切り替えスイッチＳＳＷは、前述したように、逆流防止ダイオード２２の端子Ｔａに接
触可能であり、切り替えスイッチＳＳＷが逆流防止ダイオード２２の端子Ｔａに接触した
際には、当該逆流防止ダイオード２２に接続された蓄電池２１、に対応する分岐回路の状
態が通電状態（電流が流れる状態）となる。反対に、切り替えスイッチＳＳＷが逆流防止
ダイオード２２の端子Ｔａから離間した際には、当該逆流防止ダイオード２２に接続され
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た蓄電池２１、に対応する分岐回路の状態が遮断状態（電流が流れなくなる状態）となる
。
【００４１】
　また、図１に示すように、第４ラインＡ４の中途区間（具体的には、第１の分岐点と第
２の分岐点との間の区間）には、１個のみの双方向インバータ３３が設置されている。双
方向インバータ３３は、第４ラインＡ４において昇降圧コンバータ３３よりも上流側（商
用電源ＣＰから蓄電池２１に向かって電流が流れる向きから見て上流側）に位置し、系統
電力を蓄電池２１に蓄電する際には、商用電源ＣＰから蓄電池２１に向かって流れる電流
を交流電流から直流電流に変換するとともに、入力電圧を所定の電圧値まで降圧して出力
する。
【００４２】
　第５ラインＡ５は、蓄電池２１から負荷Ｌに向かって電流が流れる回路であり、換言す
ると、蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給するための回路である。第５
ラインＡ５は、各蓄電池２１の陽極から延出し、最終的には、第１ラインＡ１や第３ライ
ンＡ３と回路を共有するようになる。
【００４３】
　具体的に説明すると、図１に示すように、各蓄電池２１の陽極から延出した回路（以下
、延出回路）は、前述の切り替えスイッチＳＳＷに接続されており、より具体的には、各
蓄電池２１の陽極からやや下流側の位置に切り替えスイッチＳＳＷと接触可能な端子Ｔｂ
が設置されている。そして、切り替えスイッチＳＳＷが当該端子Ｔｂに接触した際には、
当該端子Ｔｂ直近の蓄電池２１、に対応する延出回路の状態が通電状態となる。反対に、
切り替えスイッチＳＳＷが上記端子Ｔｂから離間した際には、当該端子Ｔｂ直近の蓄電池
２１に対応する延出回路の状態が遮断状態となる。
【００４４】
　また、第５ラインＡ５は、各切り替えスイッチＳＳＷの下流側（蓄電池２１から負荷Ｌ
に向かって流れる電流の向きから見て下流側）の一定区間において、第４ラインＡ４と回
路を共有する。具体的に説明すると、第５ラインＡ５は、前述の双方向インバータ３３を
経由している。これにより、蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給する際
には、双方向インバータ３３において、蓄電池２１から負荷Ｌに向かって流れる電流を直
流電流から交流電流に変換するとともに、所定の電圧値まで昇圧する。そして、第５ライ
ンＡ５は、双方向インバータ３３の下流側（蓄電池２１から負荷Ｌに向かって流れる電流
の向きから見て下流側）の所定位置（具体的には、第４ラインＡ４の第１分岐点に相当す
る位置）以降、第１ラインＡ１や第３ラインＡ３と回路を共有するようになる。
【００４５】
　第６ラインＡ６は、発電ユニット１から蓄電池２１に向かって電流（直流電流）が流れ
る回路であり、換言すると、発電ユニット１が発電した電力を蓄電池２１に蓄電するため
の回路である。第６ラインＡ６は、図１に示すように、蓄電池２１に向かう中途位置で分
岐し、蓄電池２１と同数の分岐回路に分かれる。各分岐回路の末端側の端子は、対応する
蓄電池２１に接続されており、より具体的には、各蓄電池２１の陰極に接続された逆流防
止ダイオード２２に接続されている。
【００４６】
　また、図１に示すように、第６ラインＡ６の各分岐回路には、コンバータ３２と、オン
オフスイッチＳＷと、が設けられている。コンバータ３２は、本実施形態ではＤＣ－ＤＣ
コンバータであり、発電ユニット１が発電した発電電力を蓄電池２１に蓄電する際に入力
電圧を所定の電圧値まで降圧して出力する機器である。オンオフスイッチＳＷは、開閉自
在に構成されており、オンオフスイッチＳＷの開閉状態を切り替えることで各分岐回路の
状態が通電状態から遮断状態に、若しくは遮断状態から通電状態に切り替わる。
【００４７】
　以上までに説明してきた通り、本実施形態では、商用電源ＣＰからの電力を蓄電池２１
に蓄電する際に通電状態となる蓄電回路が、蓄電池２１毎に備えられ、具体的には第４ラ
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インＡ４として構成されている。同様に、本実施形態では、蓄電池２１に蓄電された電力
を放電して負荷Ｌへ供給する際に通電状態となる放電回路が、蓄電池２１毎に備えられ、
具体的には第５ラインＡ５として構成されている。
【００４８】
　また、本実施形態では、スイッチとしての切り替えスイッチＳＳＷが、蓄電池２１毎に
備えられている。各切り替えスイッチＳＳＷは、蓄電回路の端子（具体的には、逆流防止
ダイオード２２の端子Ｔａ）、及び、放電回路（具体的には、蓄電池２１の陽極から延出
した延出回路に設けられた端子Ｔｂ）の端子のうち、接続する側の端子を切り替えて、対
応する蓄電回路と放電回路のうちのいずれかを通電状態にする。
【００４９】
　さらに、本実施形態では、発電ユニット１が発電した電力を蓄電池２１に蓄電する際に
通電状態となる第２の蓄電回路が、蓄電池２１毎に備えられ、具体的には第６ラインＡ６
として構成されている。また、第２スイッチとしてのオンオフスイッチＳＷが、蓄電池２
１毎に備えられており、各オンオフスイッチＳＷの開閉を切り替えることにより、対応す
る第２の蓄電回路の状態を切り替える。
【００５０】
　以上のような構成により、蓄電池２１毎に設けられた切り替えスイッチＳＳＷ及びオン
オフスイッチＳＷを操作することによって、負荷Ｌへ供給する電力の供給源（電力源）を
切り替えることが可能になる。また、蓄電池２１に電力を蓄電する際には、発電ユニット
１が発電した電力又は商用電源ＣＰからの電力のいずれかを選択することが可能になる。
さらに、蓄電池２１毎に蓄電及び放電を切り替えることも可能になるので、前述したよう
に、複数の蓄電池２１の一部について電力を放電している間に、残りの蓄電池２１につい
ては電力を蓄電しておくことも可能である（すなわち、蓄電と同時に放電を行うことが可
能である）。
【００５１】
　また、本実施形態では、双方向インバータ３３が設けられている。そして、かかる双方
向インバータ３３により、蓄電回路が通電状態となって商用電源ＣＰからの電力を蓄電池
２１に蓄電する際に商用電源ＣＰから蓄電池２１に向かって流れる電流が交流電流から直
流電流に変換される。双方向インバータ３３は、また、放電回路が通電状態となって蓄電
池から負荷Ｌに向かって流れる電流を直流電流から交流電流に変換する。本実施形態では
、上記の機能を発揮する双方向インバータ３３が、本システムＳ中、１個のみ備えられて
いる。
【００５２】
　具体的に説明すると、蓄電池２１毎に設けられた放電回路及び蓄電回路（つまり、第４
ラインＡ４及び第５ラインＡ５）には、いずれも、放電回路と蓄電回路との間で共通の共
通回路が含まれており、当該共通回路内に双方向インバータ３３が設置されている。換言
すると、本実施形態に係る回路ユニット３は、蓄電池２１毎に設けられた蓄電回路及び放
電回路が、いずれも双方向インバータ３３を経由するように構成されている。以上のよう
に、本実施形態では、蓄電池２１における蓄電及び放電に際して必要となる電流の変換を
１個の双方向インバータ３３のみで実行する。この結果、本実施形態では、システムの小
型化を実現するとともに、システム全体の総合エネルギー変換効率を向上させることが可
能になる。
【００５３】
　すなわち、蓄電池２１を複数備える従来のシステムでは、商用電源から蓄電池２１に向
けて流れる電流を交流電流から直流電流に変換するための充電器が、蓄電池２１毎に備え
られていた。このため、充電器の数に見合う機器設置スペースを確保しなければならなく
なる。また、充電器が電流変換に伴って発熱するために変換ロスが発生し、システム全体
におけるエネルギー変換効率が低くなる虞がある。また、冷却ファン等を設置して充電器
を冷却する必要があることから、機器設置スペースを更に確保する必要が生じ、ファンの
運転による騒音や排熱等の不具合も生じてしまう。
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【００５４】
　これに対し、本実施形態では、蓄電池２１における蓄電及び放電に際して必要となる電
流の変換を、単一の双方向インバータ３３のみで実行するので、蓄電池２１毎に充電器を
設ける場合に比して設置スペースを要さず、更に変換ロスを低減することが可能になる。
さらに、冷却ファン等の設置も要さず、ファンの運転による騒音や排熱等の不具合の発生
を未然に防止することも可能である。以上の結果、本実施形態であれば、システムの小型
化を実現するとともに、システム全体の総合エネルギー変換効率を向上させることが可能
になる。
【００５５】
　なお、本実施形態のように、蓄電池２１毎に設けられた放電回路及び蓄電回路が、いず
れも双方向インバータ３３を経由するように回路ユニット３が構成されているので、上述
した双方向インバータ３３の機能が適切に発揮されることになる。
【００５６】
　さらに、本実施形態では、逆潮流回路としての第２ラインＡ２は、放電回路としての第
５ラインＡ５とは別回路をなしている。また、発電ユニット１の発電電力を逆潮流させる
際に電流を変換するＤＣ－ＡＣインバータ３１は、１個のみの双方向インバータ３３とは
別体をなしている。これにより、発電ユニット１の発電電力が適切に逆潮流されるように
なる。
【００５７】
　分かりやすく説明すると、例えば、発電ユニット１の発電電力を逆潮流させる際に上記
の双方向インバータ３３を経由させる構成とした場合、発電ユニット１の発電電力、及び
、蓄電池２１が放電した電力の双方が、双方向インバータ３３からの出力電力となってし
まい、かかる状況では、商用電源ＣＰに逆潮流させることが不可能である。これに対し、
本実施形態では、逆潮流回路（第２ラインＡ２）と放電回路（第５ラインＡ５）とが別回
路をなしおり、発電ユニット１の発電電力を逆潮流させる際に電流を変換するＤＣ－ＡＣ
インバータ３１が、双方向インバータ３３とは別に設けられているので、上記の状況とな
り得ず、適切に発電ユニット１の発電電力を逆潮流させることが可能になる。
【００５８】
　＜制御ユニット４について＞
　次に、制御ユニット４の構成や動作例等について説明する。
　前述したように、本システムＳでは、負荷Ｌへの電力供給モードとして、売電優先モー
ドと買電回避モードとが選択可能である。本システムＳは、上記２つのモードのうち、ユ
ーザが操作パッド４２上で選択したモードにて負荷Ｌに電力を供給する。
【００５９】
　また、売電優先モードが選択された場合の夜間時間帯には、発電ユニット１による発電
が中断するので、夜間電力を商用電源ＣＰから受電する。さらに、夜間時間帯のうち、前
記商用電源からの電力の使用量あたりの単価（いわゆる電気料金）が安くなる深夜時間帯
中は、商用電源ＣＰからの電力が負荷Ｌに供給するとともに、蓄電池２１に当該電力を蓄
電することも可能である。
【００６０】
　また、商用電源ＣＰが異常状態となり系統電力を受電できなくなった場合（すなわち、
停電の場合）には、住宅Ｈ内の負荷Ｌのうち、電力を優先的に供給すべき重要な負荷Ｌ（
以下、重要負荷Ｌ１）に優先的に電力を供給し、重要でない負荷Ｌ（以下、非重要負荷Ｌ
２）には電力供給を中止する。
【００６１】
　以上の機能を実現するために、ホームサーバ４１には、通信部４１ａと、モード決定部
４１ｂと、スイッチ切り替え部４１ｃと、蓄電量算出部４１ｄと、負荷選択部４１ｅと、
時刻管理部４１ｆとを有し、これらの各部は、ホームサーバ制御部４１ｇを介して互いに
接続されている。
【００６２】
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　通信部４１ａは、ホームサーバ４１の構成要素のうち、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信
用インターフェース、及び、予めインストールされた制御プログラムにより構成されてお
り、操作パッド４２からの送信データである、電力供給モードに対するユーザの選択結果
を示すデータを受信する。
【００６３】
　また、通信部４１ａは、操作パッド４２から送信されるデータのほか、住宅Ｈ内に各種
電力計測器からの出力信号についても受信可能である。ここで、電力計測器とは、発電量
センサＭ１、売電量センサＭ２、買電量センサＭ３及び消費電力量センサＭ４のことであ
り、各々は、ＣＴセンサにより構成され、ホームサーバ４１と通信可能に接続されており
、所定時間毎に電力量を検出して該電力量に応じた信号を通信部４１ａに向けて出力する
。
【００６４】
　発電量センサＭ１は、発電量信号出力部に相当し、所定位置（例えば、発電ユニット１
の下流側の直近位置）にセットされた状態で、発電ユニット１による電力の発電量を検出
し、該発電量に応じた発電量信号を通信部４１ａに向けて出力する。売電量センサＭ２は
、所定位置（例えば、系統電力を受電する設備の直近位置）にセットされた状態で、発電
ユニット１が発電した電力のうち、商用電源ＣＰへ逆潮流させた分の電力量（売電量）を
検出し、該電力量に応じた売電量信号を通信部４１ａに向けて出力する。
【００６５】
　買電量センサＭ３は、所定位置（例えば、系統電力を受電する設備の直近位置）にセッ
トされた状態で、系統電力の受電量（買電量）を検出し、該受電量に応じた買電量信号を
通信部４１ａに向けて出力する。消費電力量センサＭ４は、消費量信号出力部に相当し、
所定位置（例えば、分電盤６内）にセットされた状態で、負荷Ｌにおける電力の消費量を
検出して、該消費量に応じた消費量信号を出力する。
【００６６】
　モード決定部４１ｂは、決定部に相当し、ホームサーバ４１のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ
及び制御プログラムにより構成されている。モード決定部４１ｂは、通信部４１ａが受信
した操作パッド４２からのデータを解析し、電力供給モードに対するユーザの選択結果を
特定する。そして、特定したユーザの選択結果に応じて、発電ユニット１が発電した電力
、商用電源ＣＰからの電力（系統電力）、及び、蓄電池２１に蓄電された電力のうち、ど
の電力を負荷Ｌへ供給するかを決定する。なお、本実施形態では、前述したように、電力
供給モードとして売電優先モードと買電回避モードが用意されており、モード決定部４１
ｂは、上記２つのモードのうち、いずれかのモードを選択し、各モードに対応する電力を
負荷Ｌへ供給する。
【００６７】
　スイッチ切り替え部４１ｃは、切り替え部に相当し、ホームサーバ４１のＣＰＵ、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ及び制御プログラムにより構成されている。スイッチ切り替え部４１ｃは、切
り替えスイッチＳＳＷ及びオンオフスイッチＳＷを操作して蓄電池２１における電力の蓄
電及び放電を、蓄電池２１毎に切り替える切り替え操作を実行する。
　そして、スイッチ切り替え部４１ｃは、モード決定部４１ｂが選択した電力供給モード
に応じ、上述した電力計測器からの出力信号（特に、発電量センサＭ１からの発電量信号
、及び、消費電力量センサＭ４からの消費量信号）に基づいて切り替え操作を実行する。
【００６８】
　スイッチ切り替え部４１ｃの具体的な動作について説明すると、蓄電池２１に系統電力
を蓄電する際には、その蓄電池２１に対応する切り替えスイッチＳＳＷを、蓄電回路の端
子である逆流防止ダイオード２２の端子Ｔａに接触させるとともに、上記の蓄電池２１に
対応するオンオフスイッチＳＷを開状態（オフ状態）にする。蓄電池２１に蓄電された電
力を放電する際には、その蓄電池２１に対応する切り替えスイッチＳＳＷを、放電回路の
端子である、蓄電池２１からの延出回路に設けられた端子Ｔｂに接触させるとともに、上
記の蓄電池２１に対応するオンオフスイッチＳＷを開状態（オフ状態）にする。蓄電池２
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１に発電ユニット１が発電した電力を蓄電する際には、その蓄電池２１に対応する切り替
えスイッチＳＳＷを、いずれの端子Ｔａ、Ｔｂからも離間させ、かつ、上記の蓄電池２１
に対応するオンオフスイッチＳＷを閉状態（オン状態）にする。
【００６９】
　蓄電量算出部４１ｄは、ホームサーバ４１のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び制御プログラ
ムにより構成されており、各蓄電池２１の蓄電量を算出するものである。本実施形態の場
合、蓄電量算出部４１ｄは、切り替えスイッチＳＳＷの、各端子Ｔａ、Ｔｂとの接触時間
、及び、オンオフスイッチＳＷのオン時間に基づいて、蓄電量の推定値を蓄電池２１毎に
算出する。ただし、これに限定されるものではなく、例えば、上記以外の実測値（蓄電池
２１の陽極の電圧値等）に基づいて蓄電量の推定値を算出することとしてもよい。
【００７０】
　負荷選択部４１ｅは、ホームサーバ４１のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び制御プログラム
により構成されており、商用電源ＣＰが異常状態となり系統電力を受電できなくなった際
に、負荷Ｌのうち、重要負荷Ｌ１にのみ電力を供給するものである。ここで、重要負荷Ｌ
１の選定は、予めユーザが住宅Ｈ内で使用される電力消費機器について、予め順位付けを
することにより行われる。
【００７１】
　そして、重要負荷Ｌ１のみへの電力供給を実現するために、住宅Ｈ内に備えられた分電
盤６には、停電時に非重要負荷Ｌ２への電力供給を遮断する遮断スイッチＳＨが取り付け
られている。負荷選択部４１ｅが遮断スイッチＳＨを開くことにより、負荷Ｌのうち、重
要負荷Ｌ１のみに電力が供給され、非重要負荷Ｌ２への電力供給が遮断されるようになる
。
　なお、本実施形態において、負荷選択部４１ｅは、発電ユニット１が電力を発電した発
電量、各蓄電池２１の蓄電量、及び、負荷Ｌにおける消費電力量を監視しながら、遮断ス
イッチＳＨの開閉を切り替える。
【００７２】
　時刻管理部４１ｆは、ホームサーバ４１のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び制御プログラム
により構成されており、現在時刻を認識するとともに、現在時刻が夜間時間帯になると、
夜間時間帯向けの電力供給がなされるように信号をスイッチ切り替え部４１ｃに向かって
出力し、当該信号を受け取ったスイッチ切り替え部４１ｃは、上記の夜間時間帯向けの電
力供給がなされるように切り替え操作を行う。ここで、夜間時間帯とは、発電ユニット１
が発電することができない時間帯のことである。
　また、時刻管理部４１ｆは、現在時刻が夜間時間帯のうち、いわゆる電気料金が安くな
る深夜時間帯になると、深夜時間帯向けの電力供給がなされるように信号をスイッチ切り
替え部４１ｃに向かって出力し、当該信号を受け取ったスイッチ切り替え部４１ｃは、上
記の夜間時間帯向けの電力供給がなされるように切り替え操作を行う。
【００７３】
　次に、上述したホームサーバ４１各部の動作例として、当該各部により実行される電力
供給処理について、図３乃至１３を参照しながら説明する。
　電力供給処理では、図３に示すように、先ず、各センサＭ１～Ｍ４による電力計測が実
施され、当該計測結果を示す信号がホームサーバ４１の通信部４１ａに向けて出力される
（Ｓ００１）。
【００７４】
　ホームサーバ４１側において電力計測結果を示す信号が受信されると、モード決定部４
１ｂが、操作パッド４２から受信したデータを解析して、ユーザが操作パッド４２上で選
択した電力供給モードを特定する。かかるステップが、モード決定部４１ｂによる電力供
給モードの決定ステップ（Ｓ００２）に相当する。
【００７５】
　ここで、モード決定部４１ｂが売電優先モードに決定すると（Ｓ００３で「売電優先モ
ード」）、以降、当該モードに従って、負荷Ｌへの電力供給がなされる。すなわち、売電
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優先モードに決定した場合、蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給すると
ともに、発電ユニット１が発電した電力を商用電源ＣＰへ逆潮流させるようになる。
【００７６】
　一方、モード決定部４１ｂが買電回避モードに決定すると（Ｓ００３で「買電回避モー
ド」）、以降、当該モードに従って、負荷Ｌへの電力供給がなされ、具体的には、発電ユ
ニット１が発電した発電電力、系統電力、及び蓄電池２１に蓄電された電力のうち、系統
電力以外の電力を優先的に負荷Ｌに供給するようになる。また、モード決定部４１ｂが売
電優先モードに決定した場合の夜間時間帯には（Ｓ００４でＹｅｓ）、夜間時間帯に適し
た電力供給が実行され、さらに、深夜時間帯中には（Ｓ００５でＹｅｓ）、深夜時間帯に
適した電力供給が実行される。夜間時間帯及び深夜時間帯の各期間中の電力供給について
は、後に詳述する。
【００７７】
　以下、電力供給処理における各ケースについて詳しく説明する。
　モード決定部４１ｂが売電優先モードに決定した場合であって、発電ユニット１が発電
可能な時間帯（すなわち、夜間以外の時間帯）にあるケース（Ｓ００４で記号Ａにて示さ
れるケース）では、ホームサーバ制御部４１ｇが、ステップＳ００１にて受信された各セ
ンサＭ１～Ｍ４からの出力信号を解析する。当該解析工程において、ホームサーバ制御部
４１ｇは、消費電力量センサＭ４からの出力信号に基づいて、負荷Ｌにおける電力の消費
量を算出する。
　一方、蓄電部算出部４１ｄが各蓄電池２１の蓄電量を算出し、さらに、当該算出結果か
ら総蓄電量（全ての蓄電池２１の蓄電量の総和）を求める。
【００７８】
　その後、算出された電力消費量及び総蓄電量を比較して、総蓄電量が消費電力量以上で
ある場合には（Ｓ０１１でＹｅｓ）、図７に示すように、蓄電池２１に蓄電された電力を
放電して負荷Ｌに供給するとともに、発電ユニット１が発電した電力が全て商用電源ＣＰ
に逆潮流するようになる（Ｓ０１２）。さらに、本実施形態では、負荷Ｌにおける電力の
消費量（消費電力量）に応じた数の蓄電池２１に蓄電された電力が放電される。
　一方、総蓄電量が消費電力量を下廻る場合には（Ｓ０１１でＮｏ）、図８に示すように
、全ての蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給し、不足分を、発電ユニッ
ト１による発電電力によって補い、当該発電電力の余剰分が商用電源ＣＰに逆潮流するよ
うになる（Ｓ０１３）。
【００７９】
　以上のように、売電優先モードが選択された場合であって、発電ユニット１が発電可能
な時間帯には、発電ユニット１が発電した電力を極力商用電源ＣＰへ逆潮流させるべく、
負荷Ｌへの電源供給については、主として、各蓄電池２１に蓄電された電力の放電によっ
て賄われる。さらに、本実施形態では、負荷Ｌにおける電力の消費量に応じた数だけ蓄電
池２１に蓄電された電力が放電される。
【００８０】
　ところで、上述した売電優先モードにおける一連の処理は、売電優先モードによる電力
供給がなされるようにスイッチ切り替え部４１ｃが消費電力量センサＭ４からの消費量信
号に基づいて、前述の切り替え操作を実行することによって実現される。すなわち、本ケ
ースでは発電ユニット１が発電した電力を逆潮流させることを優先するように、スイッチ
切り替え部４１ｃが適切に切り替え操作を実行することになる。
【００８１】
　具体的に説明すると、モード決定部４１ｂが売電優先モードを選択した場合、発電ユニ
ット１が発電可能な時間帯においては、スイッチ切り替え部４１ｃは、蓄電池２１毎に設
けられた蓄電回路及び第２の蓄電回路のいずれもが遮断された状態で、負荷Ｌにおける電
力の消費量に応じた数の蓄電池２１に蓄電された電力が放電されるように切り替え操作を
実行する。特に、本実施形態では、複数の蓄電池２１のうち、蓄電量が最も大きい蓄電池
２１から順に電力を放電するように、スイッチ切り替え部４１ｃが切り替え操作を実行す
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る。
【００８２】
　なお、負荷Ｌにおける電力の消費量に応じた数は、算出した電力消費量に幾分の負荷変
動量を加味した量を賄うことが可能な蓄電池２１の数であり、少なくとも１個以上である
ことが望ましく、２個以上であれば更に望ましい。これは、蓄電池２１の蓄電及び放電の
切り替えには幾分の時間を要するために、当該切り替え時間に蓄電池２１から電力を供給
することができない場合、売電量が減ったり買電量が増加したりする場合が考えられる。
これに対し、少なくとも１個以上の蓄電池２１について放電させ続けておけば、そのうち
の一の蓄電池２１を放電状態から蓄電状態へと切り替える際にも、上記の問題を誘発せず
に、スムーズな切り替えが実現可能となる。また、２個以上の蓄電池２１について放電す
る場合には、万一、負荷における消費電力量が急激に増加したとしても、適切に対応する
ことが可能となる。
【００８３】
　なお、２個以上の蓄電池２１について放電する場合においては、例えばＰＭＷ制御を利
用することにより、蓄電量（厳密には、蓄電残量）の大きい蓄電池２１であるほど、多く
の電力が放電されるようにすれば、更に好適である。これにより、急激な負荷変動があっ
た場合であっても買電を回避することが可能になる。
【００８４】
　また、売電優先モードによる電力供給の実行中に、蓄電された電力を全て放電した蓄電
池２１が生じた場合、売電優先モードを中断して、当該蓄電池２１に電力を蓄電し、蓄電
完了後に売電優先モードを再開することとしてもよい。
【００８５】
　モード決定部４１ｂが買電回避モードに決定したケース（Ｓ００３で記号Ｂにて示され
るケース）では、上述したケースと同様、ホームサーバ制御部４１ｇが、各センサＭ１～
Ｍ４からの出力信号を解析して、負荷Ｌにおける電力の消費量を算出する一方で、蓄電部
算出部４１ｄが、各蓄電池２１の蓄電量を算出する。
【００８６】
　その後、算出された電力消費量と、算出した各蓄電池２１の蓄電量の中の最大値（最大
蓄電量）とを比較して、最大蓄電量が消費電力量以上である場合には（Ｓ０２１でＹｅｓ
）、図９に示すように、最大蓄電量の蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供
給するとともに、残りの蓄電池２１に発電ユニット１が発電した電力を蓄電する（Ｓ０２
２）。この際、蓄電量が最も小さい蓄電池２１から電力を蓄電し、蓄電完了後、２番目に
蓄電量が小さい蓄電池２１に電力を蓄電する。一方、蓄電が完了した蓄電池２１について
は電力を放電するようになる。つまり、本実施形態では、蓄電量が小さい蓄電池２１から
順次電力が蓄電され、蓄電が完了した時点で蓄電された電力が放電されるようになる。
【００８７】
　一方、最大蓄電量が消費電力量を下廻る場合であって（Ｓ０２１でＮｏ）、最大蓄電量
と２番目に大きい蓄電量（図５中、「２番目の蓄電量」と表記）との和が消費電力量以上
である場合（Ｓ０２３でＹｅｓ）には、図１０に示すように、最大蓄電量の蓄電池２１、
及び、２番目の蓄電量の蓄電池２１の双方について電力を放電して負荷Ｌに供給し、残り
の蓄電池２１に発電ユニット１が発電した電力を蓄電する（Ｓ０２４）。また、最大蓄電
量と２番目の蓄電量との和が消費電力量を下廻る場合（Ｓ０２３でＮｏ）には、図１１に
示すように、全ての蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給する（Ｓ０２５
）。なお、全ての蓄電池２１に蓄電された電力を放電しても消費電力量を賄えない場合に
は、当然ながら、系統電力を受電して、蓄電池２１に蓄電された電力及び系統電力の双方
を負荷Ｌに供給することとなる。
【００８８】
　以上のように、買電回避モードが選択された場合であって、系統電力の受電（すなわち
、買電）を極力回避すべく、負荷Ｌへの電源供給については、各蓄電池２１に蓄電された
電力の放電のみによって賄われる。
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【００８９】
　そして、本実施形態では、複数の蓄電池２１のうち、少なくとも１つの蓄電池２１に蓄
電された電力が放電され、電力を放電していない蓄電池２１には発電ユニット１が発電し
た電力が蓄電される。つまり、本実施形態では、発電ユニット１が発電した電力が負荷Ｌ
に直接供給されることはなく、必ず、蓄電池２１に蓄電された上で蓄電池２１から電力が
負荷Ｌに供給される。このように発電ユニット１による発電電力を蓄電池２１に蓄電して
から負荷Ｌに供給することは、若干のロスを伴うものの、電力を安定的に供給できるとい
う点において好適である。
【００９０】
　具体的に説明すると、自然エネルギーを利用した発電、特に、太陽光エネルギーを利用
した発電については、天候等により発電量が安定しないことがある。したがって、太陽光
エネルギーを利用して得られる発電電力によって負荷Ｌを賄う場合には、発電量の変動に
よって、負荷Ｌを賄い切れなくなり、系統電力を受電せざるを得なくなる。これに対して
、本実施形態のように発電電力を蓄電池２１に一旦を蓄電しておけば、上記の問題が生じ
ることなく、負荷Ｌに対して電力を安定的に供給することが可能になる。
【００９１】
　なお、上述したように、本実施形態では、複数の蓄電池２１のうち、少なくとも１つの
蓄電池２１に蓄電された電力が放電されることとし、これにより、例えば、蓄電池２１の
状態を蓄電状態から放電状態に切り替える際に時間を要するとしても、その切り替えの期
間中に系統電力を受電せず、スムーズに切り替えることが可能となる。
【００９２】
　また、買電回避モードでは、複数の蓄電池２１のうち、電力の蓄電量が最も多い蓄電池
２１に蓄電された電力が優先的に放電され、かつ、蓄電量が最も少ない蓄電池２１に発電
ユニット１が発電した電力が蓄電される。そして、蓄電状態にある蓄電池２１については
、蓄電が完了した時点で、蓄電された電力が放電されるようになる（換言すると、放電状
態に切り替わる）。これにより、買電回避モードでは、電力を蓄電する蓄電池２１と、電
力を放電する蓄電池２１とを適宜切り替えて、負荷Ｌへの電力供給を効率良く行うことが
可能となる。
【００９３】
　ところで、上述した買電回避モードにおける一連の処理は、買電優先モードによる電力
供給がなされるように、スイッチ切り替え部４１ｃが消費電力量センサＭ４からの消費量
信号に基づいて前述の切り替え操作を実行することにより実現される。すなわち、本ケー
スでは系統電力を用いないことを優先するように、スイッチ切り替え部４１ｃが適切に切
り替え操作を実行することになる。
【００９４】
　具体的に説明すると、モード決定部４１ｂが買電回避モードを選択した場合、スイッチ
切り替え部４１ｃは、複数の蓄電池２１のうち、少なくとも１つの蓄電池２１に蓄電され
た電力が放電され、かつ、電力を放電していない蓄電池２１には発電ユニット１が発電し
た電力が蓄電されるように、切り替え操作を実行する。特に、本実施形態では、複数の蓄
電池２１のうち、電力の蓄電量が最も多い蓄電池２１に蓄電された電力が優先的に放電さ
れるように切り替え操作を実行する。その際、さらに、蓄電量が最も少ない蓄電池２１に
発電ユニット１による発電電力が蓄電され、蓄電池２１の蓄電が完了した時点で当該蓄電
池２１に蓄電された電力が放電されるように、上記切り替え操作を実行する。
【００９５】
　なお、２個以上の蓄電池２１について放電する場合においては、例えばＰＭＷ制御を利
用することにより、蓄電量（厳密には、蓄電残量）の大きい蓄電池２１であるほど、多く
の電力が放電されるようにすれば、更に好適である。これにより、急激な負荷変動があっ
た場合であっても買電を回避することが可能になる。
【００９６】
　モード決定部４１ｂが売電優先モードに決定した場合であって、夜間時間帯にあるケー
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スでは、売電優先モードを中止し、夜間時間帯向けの電力供給を実行する。さらに、夜間
時間帯のうち、深夜時間帯にあるケースでは、深夜時間帯向けの電力供給を実行する。
【００９７】
　夜間時間帯のうち、深夜時間帯以外のケース（Ｓ００５で記号Ｃにて示されるケース）
について説明すると、他のケースと同様、先ず、ホームサーバ制御部４１ｇが消費電力量
センサＭ４からの出力信号に基づいて負荷Ｌにおける電力の消費量を算出する一方で、蓄
電部算出部４１ｄが各蓄電池２１の蓄電量を算出した上で、総蓄電量を求める。
【００９８】
　その後、算出された電力消費量及び総蓄電量を比較して、総蓄電量が消費電力量以上で
ある場合には（Ｓ０３１でＹｅｓ）、図１２に示すように、複数の蓄電池２１のうち、全
ての蓄電池２１に蓄電された電力を放電して電力を供給する（Ｓ０３２）。ただし、これ
に限定されるものではなく、少なくとも１つの蓄電池２１に蓄電された電力を放電して負
荷Ｌに供給すればよく、例えば、負荷Ｌにおける電力の消費量（消費電力量）に応じた数
の蓄電池２１のみについて、蓄電された電力が放電されることとしてもよい。
【００９９】
　一方、総蓄電量が消費電力量を下廻る場合には（Ｓ０３１でＮｏ）、系統電力を受電し
、系統電力及び蓄電池２１に蓄電された電力の双方を負荷Ｌに供給する（Ｓ０３３）。
【０１００】
　以上のように、売電優先モードが選択された場合であって、夜間時間帯には、複数の蓄
電池２１の全てに蓄電された電力を放電して負荷Ｌに供給することとし、複数の蓄電池２
１の全てに蓄電された電力を放電しても負荷Ｌへの供給量が足りない場合には、その不足
分だけ系統電力を受電して負荷Ｌに供給する。このように、本実施形態では、発電ユニッ
ト１による発電ができない時間帯において、システム全体における電力供給の合理化を図
ることが可能になる。
【０１０１】
　つまり、夜間時間帯における負荷Ｌへの電源供給については、主として、各蓄電池２１
に蓄電された電力の放電によって賄われ、電力供給不足が発生した際には系統電力にて補
うこととしている。この結果、夜間時間帯における系統電力の使用料（買電量）を極力抑
えつつ、突発的な負荷変動に対しても柔軟に対応することが可能となる。
【０１０２】
　夜間時間帯のうち、深夜時間帯にあたるケース（Ｓ００５で記号Ｄにて示されるケース
）では、図１３に示すように、系統電力を受電して負荷Ｌに供給するとともに、各蓄電池
２１に系統電力を蓄電するようになる（Ｓ０４１）。このように、深夜時間帯には、使用
料が安価に設定されている系統電力を有効利用する目的から、複数の蓄電池２１の総蓄電
量が負荷Ｌへの供給量を充足する場合であっても、深夜時間帯の系統電力を受電して負荷
Ｌに供給し、各蓄電池２１にも蓄電するようにしている。そして、夜間時間帯が終了し、
発電ユニット１が発電を再開できる時間帯になった際に、各蓄電池２１に蓄電された電力
（深夜時間帯の系統電力に由来する電力）を放電して負荷Ｌに供給し、発電ユニット１が
発電した電力を商用電源ＣＰに逆潮流すれば、より大きな経済的メリットを獲得すること
が可能になる。この結果、いわゆる電気料金が安くなる深夜時間帯中には、システム全体
における電力供給の合理化を更に進めることが可能になる。
【０１０３】
　ところで、上述した夜間時間帯（深夜時間帯を含む）における一連の処理は、夜間時間
帯向けの電力供給がなされるようにスイッチ切り替え部４１ｃが消費電力量センサＭ４か
らの消費量信号に基づいて、前述の切り替え操作を実行することによって実現される。す
なわち、本ケースでは夜間時間帯に適した形式で負荷Ｌに電力が供給されるように、スイ
ッチ切り替え部４１ｃが適切に切り替え操作を実行することになる。
【０１０４】
　具体的に説明すると、モード決定部４１ｂが売電優先モードを選択した場合、夜間時間
帯においては、スイッチ切り替え部４１ｃは、複数の蓄電池２１の全てに蓄電された電力
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が放電されるように、切り替え操作を実行する。一方で、複数の蓄電池２１の全てに蓄電
された電力を放電しても負荷Ｌへの供給量が足りない場合には、商用電源ＣＰからの電力
が負荷Ｌに供給されるように、切り替え操作を実行する。さらに、夜間時間帯のうち、前
深夜時間帯中は商用電源ＣＰからの電力が、負荷Ｌに供給されるとともに各蓄電池２１に
蓄電されるように、上記切り替え操作を実行する。
【０１０５】
　なお、２個以上の蓄電池２１について放電する場合においては、例えばＰＭＷ制御を利
用することにより、蓄電量（厳密には、蓄電残量）の大きい蓄電池２１であるほど、多く
の電力が放電されるようにすれば、更に好適である。これにより、急激な負荷変動があっ
た場合であっても買電量を抑えることが可能になる。
【０１０６】
　以上までに説明してきた通り、本システムＳは、太陽光を利用した発電ユニット１と蓄
電池ユニット２とを組み合わせたハイブリッドシステム、及び、その制御システムであり
、双方向インバータ３３の導入により、コンパクト化され、かつ、高効率なシステムを実
現するものである。また、本システムＳによれば、ユーザが自己の価値観や人生観を含む
ライフスタイルに基づいて、エネルギーの利用方法を制御することが可能となる。また、
環境負荷の削減と、家庭の経済的メリットとを両立されることができる最適な電力供給シ
ステム及びその制御を行うシステムを提供することができる。
【０１０７】
　また、本システムＳは、ハードウェア部分（住設機器）とソフトウェア部分（電力供給
モードを制御することによる省エネ生活への誘導）とをリンクさせ、総合的に省エネ及び
ＣＯ２排出量削減を達成することができるシステムである。
【０１０８】
　さらに、上記実施形態で説明した構成に加えて、住宅Ｈ内の環境データを収集して適切
な運転方法を提案するシステムを連携することも可能である。例えば、上述した電力計測
器（具体的は、各種センサＭ１～Ｍ４）により検出した電力量に関する信号（データ）に
加えて、他のセンサを設けて、温度、湿度、ガス使用料、水道料等の住宅Ｈ内の環境デー
タを収集し、住宅Ｈ内の設備（例えば、ホームサーバ４１）で分析するか、若しくは、住
宅Ｈ外の設備（例えば、住宅Ｈの管理会社が保有するセンターサーバ）へ送信して当該設
備で分析して、当該分析結果を操作パッド４２の表示画面を通じてユーザに報知する。こ
のような提案を行い、ユーザのエネルギー（特に電力）の消費状況や創造（発電等）状況
を「見える化」させることにより、ユーザのライフスタイルを省エネ型なものへ誘導する
ことが可能になる。
【０１０９】
　＜＜その他の実施形態＞＞
　上記の実施形態には、主として本発明の建物用電力供給システムについて説明した。し
かし、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定す
るものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、
本発明にはその等価物が含まれることはもちろんである。
【０１１０】
　また、上記の実施形態では、発電ユニット１が自然エネルギーとして太陽光エネルギー
を利用して発電することとしたが、これに限定されるものではなく、太陽光エネルギー以
外の自然エネルギー、例えば、風力や水力等を利用して発電するものであってもよい。
【０１１１】
　また、上記の実施形態では、停電時等、商用電源ＣＰが異常状態で系統電力が供給され
なくなった場合には、負荷Ｌのうち、重要負荷Ｌ１のみに電力が供給されることとし、当
該重要負荷Ｌ１については、ユーザが住宅Ｈ内の電力消費機器に対して順位付けをするこ
とによって選定されることとした。つまり、上記の実施形態では、重要負荷Ｌ１が予め決
められているケースについて説明したが、これに限定されるものではない。例えば、スマ
ートタップやＣＴセンサ等の計測器によって各電力消費機器の消費電力量を計測し、当該
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消費電力量の計測結果と電力供給可能量（すなわち、発電ユニット１の発電量及び蓄電池
２１の蓄電量）とのバランスに基づいて、リアルタイムで、重要負荷Ｌ１の選定（換言す
ると、異常時に電力供給を遮断する非重要負荷Ｌ２の選定）を行うこととしてもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
１　発電ユニット、２　蓄電池ユニット、３　回路ユニット、
４　制御ユニット、５　宅内ネットワーク、６　分電盤、
２１　蓄電池、２２　逆流防止ダイオード、
３１　ＤＣ－ＡＣインバータ、３２　コンバータ、
３３　双方向インバータ、
４１　ホームサーバ、４１ａ　通信部、４１ｂ　モード決定部、
４１ｃ　スイッチ切り替え部、４１ｄ　蓄電量算出部、４１ｅ　負荷選択部、
４１ｆ　時刻管理部、４１ｇ　ホームサーバ制御部、
４２　操作パッド、
Ａ１　第１ライン、Ａ２　第２ライン、Ａ３　第３ライン、
Ａ４　第４ライン、Ａ５　第５ライン、Ａ６　第６ライン、
ＣＰ　商用電源、Ｈ　住宅、Ｌ　負荷、
Ｌ１　重要負荷、Ｌ２　非重要負荷、
Ｍ１　発電量センサ、Ｍ２　売電量センサ、
Ｍ３　買電量センサ、Ｍ４　消費電力量センサ、
Ｓ　本システム（建物用電力供給システム）、ＳＨ　遮断スイッチ、
ＳＷ　オンオフスイッチ、ＳＳＷ　切り替えスイッチ、
Ｔａ，Ｔｂ　端子

【図１】 【図２】
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【図６Ｂ】
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