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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数系統の太陽電池のそれぞれを接続する複数の直流電力入力部と、
　前記直流電力入力部のそれぞれに接続された前記太陽電池の各出力を所定の直流電圧に
変換する複数の直流電圧変換部と、
　複数の前記直流電圧変換部から出力される直流電力を交流電力に変換する直流／交流変
換部と、
　前記太陽電池の動作点を最大電力点近傍に制御することによって、前記太陽電池の出力
に対する最大電力追従制御を前記直流電圧変換部毎に行う制御部とを備え、
　前記各系統の前記太陽電池のそれぞれは、複数の太陽電池パネルで構成され、
　前記制御部は、
　第１の前記直流電圧変換部の入力と、第２の前記直流電圧変換部の入力とを比較し、
　前記第１，第２の直流電圧変換部の前記各入力の比が、前記第１，第２の直流電圧変換
部にそれぞれ接続された前記太陽電池パネルの各数の比と異なる場合に、一方の前記直流
電圧変換部に接続している前記太陽電池の前記出力電力特性が、複数の極大点を有すると
して、前記一方の前記直流電圧変換部の前記最大電力追従制御において、前記太陽電池の
動作点を前記最大電力点近傍に設定する
　ことを特徴とするパワーコンディショナ。
【請求項２】
　前記入力は、前記直流電圧変換部の入力電流または入力電圧または入力電力であること
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を特徴とする請求項１記載のパワーコンディショナ。
【請求項３】
　前記各系統の前記太陽電池のそれぞれを構成する太陽電池パネルの数をユーザが入力す
る入力部を備えることを特徴とする請求項１または２記載のパワーコンディショナ。
【請求項４】
　前記制御部は、前記太陽電池の各開放電圧に基づいて、前記太陽電池のそれぞれを構成
する太陽電池パネルの数を推定することを特徴とする請求項１または２記載のパワーコン
ディショナ。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記各系統の前記太陽電池の設置方位に関する方位情報と、前記太陽電池の設置方位毎
に時刻に応じた前記太陽電池の出力変化を示す出力変化情報とを保持しており、
　前記第１，第２の直流電圧変換部の前記各入力が、前記第１，第２の直流電圧変換部に
接続された前記太陽電池の前記方位情報、および当該太陽電池の設置方位に応じた前記出
力変化情報に基づく所定関係になければ、一方の前記直流電圧変換部に接続している前記
太陽電池の前記出力電力特性が、複数の極大点を有すると判定する
　ことを特徴とする請求項１乃至４いずれか記載のパワーコンディショナ。
【請求項６】
　前記制御部は、
　所定周期を分割した各時間単位を、前記直流電圧変換部のそれぞれに割り当てて、前記
直流電圧変換部毎の前記最大電力追従制御を時分割で行い、
　前記所定周期内に、いずれか１つの前記直流電圧変換部に対してのみ、この直流電圧変
換部に割り当てられた前記時間単位において、前記太陽電池の出力電圧を、予め決められ
た第１の電圧と第２の電圧との間で複数段階に減少または複数段階に増加させて、前記出
力電圧のそれぞれにおける前記太陽電池の出力電力を算出するスキャン制御を行い、
　前記スキャン制御を行った後、前記直流電圧変換部毎に、前記スキャン制御において算
出された前記出力電力が最も高い前記出力電圧近傍で前記最大電力追従制御を行うことに
よって、前記太陽電池の動作点を前記最大電力点近傍に再設定する
　ことを特徴とする請求項１乃至５いずれか記載のパワーコンディショナ。
【請求項７】
　前記太陽電池から供給される電力を動作電源として用い、
　前記制御部は、前記スキャン制御を行うことによって前記太陽電池から供給される電力
が所定値を下回る場合、前記スキャン制御の実行を禁止する
　ことを特徴とする請求項６記載のパワーコンディショナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワーコンディショナに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽電池の発電電力を用いた電力供給システムがある（例えば、特許文献１参照
）。この太陽電池から電力を有効に取り出すために、太陽電池の出力電力が最大となる動
作点（最大電力点）で太陽電池を動作させる最大電力追従制御（以降、ＭＰＰＴ制御と称
す：Maximum Power Point Tracking）が用いられる（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
　太陽電池の電圧電流特性（以降、ＶＩ特性と称す）は、一般に図３（ａ）のように示さ
れる。太陽電池の出力開放時は、出力電流＝０、出力電圧＝Ｖｃとなり、太陽電池の出力
短絡時は、出力電流＝Ｉｃ、出力電圧＝０となる。なお、Ｖｃを開放電圧、Ｉｃを短絡電
流と称す。
【０００４】
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　また、太陽電池の出力電力特性は、一般に図３（ｂ）のように示される。太陽電池の出
力電力特性は、日射量によって変動するが、通常、出力電力が極大となる極大点は１点で
あり、この極大点が最大電力点Ｘｍ１となる。そして、ＭＰＰＴ制御では、太陽電池の動
作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させることによって、太陽電池から最大電力を取り出すこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１１６０１０号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３８０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、太陽電池に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池のＶＩ特性は図４
（ａ）のように、開放電圧Ｖｃ近傍では出力電流Ｉｏが段階的に低下する。そして、太陽
電池に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池の出力電力特性は、図４（ｂ）のように
示され、出力電力が極大となる極大点が複数発生する（図４（ｂ）では、２つの極大点Ｘ
ｍ２１，Ｘｍ２２）。このような状態でＭＰＰＴ制御を行った場合、太陽電池の動作点が
最大電力点Ｘｍ２１に追従するとは限らず、出力電力が低い他の極大点Ｘｍ２２に追従す
ることがある。太陽電池の動作点が極大点Ｘｍ２２に追従した場合、太陽電池から取り出
せる電力は低くなり、発電効率が低下するという問題が発生する。
【０００７】
　本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、太陽電池の出力電力特
性に極大点が複数発生した場合でも、発電効率の低下を抑制することができるパワーコン
ディショナを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のパワーコンディショナは、複数系統の太陽電池のそれぞれを接続する複数の直
流電力入力部と、前記直流電力入力部のそれぞれに接続された前記太陽電池の各出力を所
定の直流電圧に変換する複数の直流電圧変換部と、複数の前記直流電圧変換部から出力さ
れる直流電力を交流電力に変換する直流／交流変換部と、前記太陽電池の動作点を最大電
力点近傍に制御することによって、前記太陽電池の出力に対する最大電力追従制御を前記
直流電圧変換部毎に行う制御部とを備え、前記各系統の前記太陽電池のそれぞれは、複数
の太陽電池パネルで構成され、前記制御部は、第１の前記直流電圧変換部の入力と、第２
の前記直流電圧変換部の入力とを比較し、前記第１，第２の直流電圧変換部の前記各入力
の比が、前記第１，第２の直流電圧変換部にそれぞれ接続された前記太陽電池パネルの各
数の比と異なる場合に、一方の前記直流電圧変換部に接続している前記太陽電池の前記出
力電力特性が、複数の極大点を有するとして、前記一方の前記直流電圧変換部の前記最大
電力追従制御において、前記太陽電池の動作点を前記最大電力点近傍に設定することを特
徴とする。
【０００９】
　この発明において、前記入力は、前記直流電圧変換部の入力電流または入力電圧または
入力電力であることが好ましい。
【００１１】
　この発明において、前記各系統の前記太陽電池のそれぞれを構成する太陽電池パネルの
数をユーザが入力する入力部を備えることが好ましい。
【００１２】
　この発明において、前記制御部は、前記太陽電池の各開放電圧に基づいて、前記太陽電
池のそれぞれを構成する太陽電池パネルの数を推定することが好ましい。
【００１３】
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　この発明において、前記制御部は、前記各系統の前記太陽電池の設置方位に関する方位
情報と、前記太陽電池の設置方位毎に時刻に応じた前記太陽電池の出力変化を示す出力変
化情報とを保持しており、前記第１，第２の直流電圧変換部の前記各入力が、前記第１，
第２の直流電圧変換部に接続された前記太陽電池の前記方位情報、および当該太陽電池の
設置方位に応じた前記出力変化情報に基づく所定関係になければ、一方の前記直流電圧変
換部に接続している前記太陽電池の前記出力電力特性が、複数の極大点を有すると判定す
ることが好ましい。
【００１４】
　この発明において、前記制御部は、所定周期を分割した各時間単位を、前記直流電圧変
換部のそれぞれに割り当てて、前記直流電圧変換部毎の前記最大電力追従制御を時分割で
行い、前記所定周期内に、いずれか１つの前記直流電圧変換部に対してのみ、この直流電
圧変換部に割り当てられた前記時間単位において、前記太陽電池の出力電圧を、予め決め
られた第１の電圧と第２の電圧との間で複数段階に減少または複数段階に増加させて、前
記出力電圧のそれぞれにおける前記太陽電池の出力電力を算出するスキャン制御を行い、
前記スキャン制御を行った後、前記直流電圧変換部毎に、前記スキャン制御において算出
された前記出力電力が最も高い前記出力電圧近傍で前記最大電力追従制御を行うことによ
って、前記太陽電池の動作点を前記最大電力点近傍に再設定することが好ましい。
【００１５】
　この発明において、前記太陽電池から供給される電力を動作電源として用い、前記制御
部は、前記スキャン制御を行うことによって前記太陽電池から供給される電力が所定値を
下回る場合、前記スキャン制御の実行を禁止することが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、本発明では、太陽電池に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池の
動作点が最大電力点から外れたとしても、最大電力点近傍での最大電力追従制御を再開す
ることができるので、太陽電池の出力電力特性に極大点が複数発生した場合でも、発電効
率の低下を抑制することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態１のパワーコンディショナの構成を示すブロック図である。
【図２】同上のＭＰＰＴ制御の概要を示す特性図である。
【図３】（ａ）（ｂ）同上の一般的な太陽電池のＶＩ特性、出力電力特性を示す特性図で
ある。
【図４】（ａ）（ｂ）同上の局所的な影や汚れが生じた場合における太陽電池のＶＩ特性
、出力電力特性を示す特性図である。
【図５】同上のスキャン制御の概要を示す特性図である。
【図６】同上のスキャン制御の概要を示す表図である。
【図７】（ａ）（ｂ）実施形態４のＰＷＭ信号を示す波形図である。
【図８】実施形態５のパワーコンディショナの構成を示すブロック図である。
【図９】（ａ）（ｂ）同上の一般的な太陽電池のＶＩ特性、出力電力特性を示す特性図で
ある。
【図１０】（ａ）（ｂ）同上の局所的な影や汚れが生じた場合における太陽電池のＶＩ特
性、出力電力特性を示す特性図である。
【図１１】実施形態６のパワーコンディショナの構成を示すブロック図である。
【図１２】同上の方位毎の日射量の時間変化を示す特性図である。
【図１３】（ａ）～（ｄ）実施形態７のＭＰＰＴ制御およびスキャン制御の個別制御の概
要を示すタイムチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
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【００１９】
　　（実施形態１）
　図１は、本実施形態のパワーコンディショナＡ１の回路構成を示しており、複数系統（
図１では４系統）の太陽電池Ｓ１～Ｓ４が接続されるマルチストリング型のパワーコンデ
ィショナである。太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、複数の太陽電池パネルをグループ化した太陽電
池ストリングである。
【００２０】
　パワーコンディショナＡ１は、直流電力入力部１１～１４、昇圧回路２１～２４、コン
デンサＣ１、インバータ回路３、センサ部４１～４４、センサ部５、解列リレー６、制御
部７を備える。なお、昇圧回路２１～２４が、本発明の直流電圧変換部に相当し、インバ
ータ回路３が、本発明の直流／交流変換部に相当する。
【００２１】
　直流電力入力部１１～１４は、端子台等で構成されており、パワーコンディショナＡ１
内において、昇圧回路２１～２４の入力部にそれぞれ接続しており、さらにパワーコンデ
ィショナＡ１外の太陽電池Ｓ１～Ｓ４がそれぞれ接続される。すなわち、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４の各出力は、直流電力入力部１１～１４を介して、昇圧回路２１～２４に供給される
。
【００２２】
　昇圧回路２１～２４は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４のそれぞれが出力する直流を昇圧して出力
する。昇圧回路２１～２４の各出力は、コンデンサＣ１の両端間に並列接続されており、
コンデンサＣ１によって平滑される。
【００２３】
　インバータ回路３は、昇圧回路２１～２４が出力する直流の昇圧電圧（コンデンサＣ１
の両端電圧）を交流電圧に変換し、この交流電圧を図示しない商用電力系統へ出力する系
統連系機能を有する。インバータ回路３の交流出力は、解列リレー６がオン・オフされる
ことによって、商用電力系統への供給・遮断が切り替えられる。
【００２４】
　センサ部４１～４４は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４毎の出力電圧、出力電流（昇圧回路２１～
２４毎の入力電圧、入力電流）を検出する。センサ部５は、インバータ回路３の出力電流
を検出する。センサ部４１～４４、センサ部５の各検出データは、制御部７に入力される
。
【００２５】
　制御部７は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４毎の出力電圧、出力電流（昇圧回路２１～２４毎の入
力電圧、入力電流）に基づいて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４毎の出力電力（昇圧回路２１～２４
毎の入力電力）を算出する。そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、最大電
力追従制御（ＭＰＰＴ制御）を個別に行う。ＭＰＰＴ制御とは、太陽電池Ｓ１～Ｓ４から
電力を有効に取り出すために、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電力が最大となる動作点（最
大電力点）で太陽電池Ｓ１～Ｓ４を動作させるように、昇圧回路２１～２４を制御するも
のである。
【００２６】
　昇圧回路２１～２４は、スイッチング素子（図示なし）をオン・オフ駆動することによ
って昇圧動作を行う周知の昇圧チョッパ回路で構成されている。この場合、制御部７は、
昇圧回路２１～２４のスイッチング素子を駆動する各ＰＷＭ信号のオンデューティを変化
させることによって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電圧を変化させて、太陽電池Ｓ１～Ｓ
４毎に動作点を制御する。すなわち、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して個別にＭ
ＰＰＴ制御を行っている。
【００２７】
　図２に、ＭＰＰＴ制御の概略を示す。現在、太陽電池Ｓ（太陽電池Ｓ１～Ｓ４を区別し
ない場合、太陽電池Ｓと称す）が、出力電圧Ｖａの動作点Ｘａに制御されている。そして
、制御部７が太陽電池Ｓの出力電圧をＶａからＶｂに増加させると、動作点はＸａからＸ
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ｂに変化し、太陽電池Ｓの出力電圧を増加させることによって、出力電力が増加する。次
に、制御部７は、太陽電池Ｓの出力電圧をＶｂからＶｃに増加させると、動作点はＸｂか
らＸｃに変化し、太陽電池Ｓの出力電圧を増加させることによって、出力電力がさらに増
加する。次に、制御部７は、太陽電池Ｓの出力電圧をＶｃからＶｄに増加させると、動作
点はＸｃからＸｄに変化し、太陽電池Ｓの出力電圧を増加させることによって、出力電力
が減少する。
【００２８】
　そこで、制御部７は、太陽電池Ｓの出力電圧をＶｄからＶｃに減少させると、動作点は
ＸｄからＸｃに変化し、太陽電池Ｓの出力電圧を減少させることによって、出力電力が増
加する。次に、制御部７は、太陽電池Ｓの出力電圧をＶｃからＶｂに減少させると、動作
点はＸｃからＸｂに変化し、太陽電池Ｓの出力電圧を減少させることによって、出力電力
が減少する。
【００２９】
　次に、制御部７は、太陽電池Ｓの出力電圧をＶｂからＶｃに増加させると、動作点はＸ
ｂからＸｃに変化し、太陽電池Ｓの出力電圧を増加させることによって、出力電力が増加
する。
【００３０】
　上述のように、制御部７は、太陽電池Ｓの出力電圧の増減方向と、太陽電池Ｓの出力電
力の増減方向とに基づいて、太陽電池Ｓの動作点を最大電力点近傍に制御している。すな
わち、太陽電池Ｓの動作点は、出力電力のピーク値を挟んで往復する動作を繰り返し、太
陽電池Ｓの動作点を最大電力点に追従させることができる。
【００３１】
　さらに、制御部７は、インバータ回路３の出力電流を制御することによって、コンデン
サＣ１の両端電圧（昇圧回路２１～２４が出力する昇圧電圧）を一定値に調整する。
【００３２】
　太陽電池ＳのＶＩ特性は、一般に、図３（ａ）のＹ１ａに示される。ＶＩ特性Ｙ１ａで
は、太陽電池Ｓの各出力開放時において、出力電流＝０、出力電圧＝開放電圧Ｖｃとなり
、太陽電池Ｓの出力短絡時において、出力電流＝短絡電流Ｉｃ、出力電圧＝０となる。
【００３３】
　また、太陽電池Ｓの出力電力特性は、一般に、図３（ｂ）のＹ１ｂに示される。太陽電
池Ｓの出力電力特性Ｙ１ｂは、日射量によって変動するが、通常、出力電力が極大となる
極大点は１点であり、この極大点が最大電力点Ｘｍ１となる。そして、ＭＰＰＴ制御では
、太陽電池Ｓの動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させることによって、太陽電池Ｓから最
大電力を取り出すことができる。
【００３４】
　しかしながら、太陽電池Ｓに局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池ＳのＶＩ特性は
、図４（ａ）のＹ２ａのように示され、開放電圧Ｖｃ近傍では出力電流が段階的に低下す
る。そして、太陽電池Ｓに局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓの出力電力特性は
、図４（ｂ）のＹ２ｂのように示され、出力電力が極大となる極大点が複数発生する（図
４（ｂ）では、２つの極大点Ｘｍ２１，Ｘｍ２２）。このような状態でＭＰＰＴ制御を行
った場合、太陽電池Ｓの動作点が最大電力点Ｘｍ２１（出力電力が最も高い極大点）に追
従するとは限らず、出力電力が低い他の極大点Ｘｍ２２に追従することがある。太陽電池
Ｓの動作点が極大点Ｘｍ２２に追従した場合、この太陽電池Ｓから取り出せる電力は低く
なり、発電効率が低下する。
【００３５】
　そこで、制御部７は、定期的に、昇圧回路２１～２４それぞれ（第１の直流電圧変換部
）の入力電流と、他の昇圧回路２１～２４（第２の直流電圧変換部）の入力電流とを順次
、比較演算して、その差分を導出する。そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４の各入
力電流の差分に基づいて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４が複数の極大点を有する出力電力特性Ｙ２
ｂとなっているか否かを判定している（以降、出力電力特性判定処理と称す）。



(7) JP 6048876 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

【００３６】
　この出力電力特性判定処理では、例えば、昇圧回路２１の入力電流と昇圧回路２２～２
４の各入力電流との各差分を導出する。次に、昇圧回路２２の入力電流と昇圧回路２３，
２４の各入力電流との各差分を導出する。次に、昇圧回路２３の入力電流と昇圧回路２４
の入力電流との差分を導出する。すなわち、昇圧回路２１～２４からいずれか２つを順次
選択して、互いの入力電流を比較演算し、その差分を導出する。
【００３７】
　以下、昇圧回路２１と昇圧回路２２との各入力電流を比較する場合を例にして、説明す
る。なお、比較演算対象である一対の昇圧回路として、昇圧回路２１，２２を例示するが
、制御部７は、下記の出力電力特性判定処理を、昇圧回路２１～２４のいずれか２つを比
較演算対象として、順次実行する。
【００３８】
　太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、日射量に依存して出力電力特性が変化するが、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４を構成する太陽電池パネルの枚数、設置方位が互いに同じであれば、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４の各日射条件は、通常同じである。したがって、太陽電池Ｓ１，Ｓ２が、図３（ａ）
（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作していれば、昇圧回路２１，２
２は、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させる。この場合、昇圧回
路２１，２２の各入力電流はＩｓ１となり、入力電流の差分［Ｉｓ１－Ｉｓ１］の絶対値
が所定の閾値ΔＩ未満となる（昇圧回路２１の入力電流Ｉｓ１と、昇圧回路２２の入力電
流Ｉｓ１とは、略同一値となる）。
【００３９】
　しかしながら、太陽電池Ｓ１に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓ１が、図４
（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ２ａ、出力電力特性Ｙ２ｂで動作し、太陽電池Ｓ２が、図
３（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作する場合が発生し得る
。この場合、昇圧回路２１が、太陽電池Ｓ１の動作点を極大点Ｘｍ２２に追従させ、昇圧
回路２２が、太陽電池Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させることがある。而して
、昇圧回路２１の入力電流はＩｓ２（＜Ｉｓ１）となり、昇圧回路２２の入力電流はＩｓ
１となって、入力電流の差分［Ｉｓ１－Ｉｓ２］の絶対値が所定の閾値ΔＩ以上となる。
【００４０】
　なお、閾値ΔＩは、センサ部４１～４４の測定精度や、ＭＰＰＴ制御の変化幅から設定
される。
【００４１】
　そして、制御部７は、入力電流の差分［Ｉｓ１－Ｉｓ２］の絶対値が閾値ΔＩ未満であ
れば、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各出力電力特性は、１つの極大点のみを有していると判断す
る（図３（ｂ）参照）。
【００４２】
　また、制御部７は、入力電流の差分［Ｉｓ１－Ｉｓ２］の絶対値が閾値ΔＩ以上であれ
ば、出力電流（昇圧回路２１の入力電流）が低い太陽電池Ｓ１の出力電力特性が、複数の
極大点を有していると判断する（図４（ｂ）参照）。
【００４３】
　そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、上記出力電力特性判定処理を、順
次行った後、制御部７は、出力電力特性に複数の極大点を有していると判断した太陽電池
Ｓが接続された昇圧回路（例えば、昇圧回路２１）に対して、スキャン制御を実行する。
制御部７は、スキャン制御によって、ＭＰＰＴ制御における太陽電池Ｓ１の動作点を最大
電力点Ｘｍ２１近傍に設定する。なお、本説明では、制御部７が昇圧回路２１に対してス
キャン制御を行う場合を例示するが、他の昇圧回路２２～２４に対してスキャン制御を行
う場合も同様である。
【００４４】
　まず、制御部７は、昇圧回路２１の動作を制御して、太陽電池Ｓ１の出力電圧を、開放
電圧Ｖｃ側から段階的に低下させる。そして、制御部７は、段階的に低下させた各出力電
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圧における太陽電池Ｓ１の出力電力を算出する。
【００４５】
　具体的に、制御部７は、図５に示すように、太陽電池Ｓ１の出力電圧を、Ｖ１→Ｖ２→
Ｖ３→．．．．．．→Ｖ１３→Ｖ１４の順に段階的に減少させる。而して、太陽電池Ｓ１
の動作点は、Ｘ１→Ｘ２→Ｘ３→．．．．．．→Ｘ１３→Ｘ１４の順に推移する。そして
、制御部７は、各動作点Ｘ１～Ｘ１４（出力電圧Ｖ１～Ｖ１４に対応）における太陽電池
Ｓ１の出力電力を算出し、記憶しておく（図６参照）。なお、出力電圧Ｖ１～Ｖ１４の設
定範囲は、開放電圧Ｖｃ（第１の電圧）～０（第２の電圧）の間に予め設定されている。
また、出力電圧Ｖ１～Ｖ１４の設定範囲は、当該範囲に限定されるものではない。さらに
、太陽電池Ｓ１の出力電圧を、Ｖ１４→Ｖ１３→Ｖ１２→．．．．．．→Ｖ２→Ｖ１の順
に段階的に増加させる構成であってもよい。
【００４６】
　そして、制御部７は、各動作点Ｘ１～Ｘ１４のうち、出力電力が最大となる動作点（図
５では、動作点Ｘ６）近傍でのＭＰＰＴ制御を開始する。すなわち、太陽電池Ｓ１の出力
電力特性が、図４（ｂ）のように２つの極大点Ｘｍ２１，Ｘｍ２２を有する場合、制御部
７は、太陽電池Ｓ１の動作点を最大電力点Ｘｍ２１近傍に制御する。
【００４７】
　このように、太陽電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
動作点が最大電力点から外れたとしても、スキャン制御によって、最大電力点近傍でのＭ
ＰＰＴ制御を再開することができる。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性に
極大点が複数発生した場合でも、発電効率の低下を抑制することができる。
【００４８】
　また、パワーコンディショナＡ１は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力を動作電源として
おり、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の発電開始に伴って起動する。この場合、日の出によって太陽
電池Ｓ１～Ｓ４が発電を開始し、パワーコンディショナＡ１が起動する時間帯では、太陽
電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影が生じやすい。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力
特性は、図４（ｂ）のように、出力電力の極大点が複数発生する可能性が高い。而して、
通常のＭＰＰＴ制御（太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電圧を開放電圧Ｖｃ側から徐々に低下さ
せて、出力電力の最初の極大点を動作点とする制御）では、出力電力が低い極大点Ｘｍ２
２に追従し、発電効率が低下する虞がある。そこで、制御部７は、起動時に出力電力特性
判定処理を行うことによって、出力電力が最大となる最大電力点Ｘｍ２１近傍でのＭＰＰ
Ｔ制御を行うことができる。
【００４９】
　さらに、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電力の低下幅が所定値を超えた場合、太陽電池Ｓ
１～Ｓ４の各出力電力が閾値以下である状態が、所定時間以上継続した場合も、制御部７
が出力電力特性判定処理を開始するタイミングとなる。
【００５０】
　このように、太陽電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
出力電力特性に複数の極大点が発生し易い状態であるときに、出力電力特性判定処理を開
始する。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の動作点が最大電力点から外れた状態をできる
だけ短くできるので、発電効率の低下をより抑制することができる。
【００５１】
　　（実施形態２）
　本実施形態は、図１に示すパワーコンディショナＡ１の回路構成を備える。なお、実施
形態１と同様の構成には同一の符号を付して、説明は省略する。
【００５２】
　本実施形態において、制御部７の出力電力特性判定処理は、昇圧回路２１～２４それぞ
れ（第１の直流電圧変換部）の入力電圧と、他の昇圧回路２１～２４（第２の直流電圧変
換部）の入力電圧とを順次、比較演算して、その差分を導出する。そして、制御部７は、
昇圧回路２１～２４の各入力電圧の差分に基づいて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性
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が複数の極大点を有するか否かを判定している。
【００５３】
　この出力電力特性判定処理では、例えば、昇圧回路２１の入力電圧と昇圧回路２２～２
４の各入力電圧との各差分を導出する。次に、昇圧回路２２の入力電圧と昇圧回路２３，
２４の各入力電圧との各差分を導出する。次に、昇圧回路２３の入力電圧と昇圧回路２４
の入力電圧との差分を導出する。すなわち、昇圧回路２１～２４からいずれか２つを順次
選択して、互いの入力電圧を比較演算し、その差分を導出する。
【００５４】
　以下、昇圧回路２１と昇圧回路２２との各入力電圧を比較する場合を例にして、説明す
る。なお、比較演算対象である一対の昇圧回路として、昇圧回路２１，２２を例示するが
、制御部７は、下記の出力電力特性判定処理を、昇圧回路２１～２４のいずれか２つを比
較演算対象として、順次実行する。
【００５５】
　太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、日射量に依存して出力電力特性が変化するが、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４を構成する太陽電池パネルの枚数、設置方位が互いに同じであれば、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４の各日射条件は、通常同じである。したがって、太陽電池Ｓ１，Ｓ２が、図３（ａ）
（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作していれば、昇圧回路２１，２
２は、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させる。この場合、昇圧回
路２１，２２の各入力電圧はＶｓ１となり、入力電圧の差分［Ｖｓ１－Ｖｓ１］の絶対値
が所定の閾値ΔＶ未満となる（昇圧回路２１の入力電圧Ｖｓ１と、昇圧回路２２の入力電
圧Ｖｓ１とは、略同一値となる）。
【００５６】
　しかしながら、太陽電池Ｓ１に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓ１が、図４
（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ２ａ、出力電力特性Ｙ２ｂで動作し、太陽電池Ｓ２が、図
３（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作する場合が発生し得る
。この場合、昇圧回路２１が、太陽電池Ｓ１の動作点を極大点Ｘｍ２２に追従させ、昇圧
回路２２が、太陽電池Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させることがある。而して
、昇圧回路２１の入力電圧はＶｓ２（＞Ｖｓ１）となり、昇圧回路２２の入力電圧はＶｓ
１となって、入力電圧の差分［Ｖｓ１－Ｖｓ２］の絶対値が所定の閾値ΔＶ以上となる。
【００５７】
　なお、閾値ΔＶは、センサ部４１～４４の測定精度や、ＭＰＰＴ制御の変化幅から設定
される。
【００５８】
　そして、制御部７は、入力電圧の差分［Ｖｓ１－Ｖｓ２］の絶対値が閾値ΔＶ未満であ
れば、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各出力電力特性は、１つの極大点のみを有していると判断す
る（図３（ｂ）参照）。
【００５９】
　また、制御部７は、入力電圧の差分［Ｖｓ１－Ｖｓ２］の絶対値が閾値ΔＶ以上であれ
ば、出力電圧（昇圧回路２１の入力電圧）が高い太陽電池Ｓ１の出力電力特性が、複数の
極大点を有していると判断する（図４（ｂ）参照）。
【００６０】
　そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、上記出力電力特性判定処理を、順
次行った後、制御部７は、出力電力特性に複数の極大点を有していると判断した太陽電池
Ｓが接続された昇圧回路に対して、スキャン制御を実行する。制御部７は、スキャン制御
によって、ＭＰＰＴ制御における太陽電池Ｓの動作点を最大電力点Ｘｍ２１近傍に設定す
る。
【００６１】
　このように、太陽電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
動作点が最大電力点から外れたとしても、スキャン制御によって、最大電力点近傍でのＭ
ＰＰＴ制御を再開することができる。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性に
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極大点が複数発生した場合でも、発電効率の低下を抑制することができる。
【００６２】
　なお、他の構成および動作は、実施形態１と同様であり、説明は省略する。
【００６３】
　　（実施形態３）
　本実施形態は、図１に示すパワーコンディショナＡ１の回路構成を備える。なお、実施
形態１と同様の構成には同一の符号を付して、説明は省略する。
【００６４】
　本実施形態において、制御部７の出力電力特性判定処理は、昇圧回路２１～２４それぞ
れ（第１の直流電圧変換部）の入力電力と、他の昇圧回路２１～２４（第２の直流電圧変
換部）の入力電力とを順次、比較演算して、その差分を導出する。そして、制御部７は、
昇圧回路２１～２４の各入力電力の差分に基づいて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性
が複数の極大点を有するか否かを判定している。
【００６５】
　この出力電力特性判定処理では、例えば、昇圧回路２１の入力電力と昇圧回路２２～２
４の各入力電力との各差分を導出する。次に、昇圧回路２２の入力電力と昇圧回路２３，
２４の各入力電力との各差分を導出する。次に、昇圧回路２３の入力電力と昇圧回路２４
の入力電力との差分を導出する。すなわち、昇圧回路２１～２４からいずれか２つを順次
選択して、互いの入力電力を比較演算し、その差分を導出する。
【００６６】
　以下、昇圧回路２１と昇圧回路２２との各入力電力を比較する場合を例にして、説明す
る。なお、比較演算対象である一対の昇圧回路として、昇圧回路２１，２２を例示するが
、制御部７は、下記の出力電力特性判定処理を、昇圧回路２１～２４のいずれか２つを比
較演算対象として、順次実行する。
【００６７】
　太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、日射量に依存して出力電力特性が変化するが、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４を構成する太陽電池パネルの枚数、設置方位が互いに同じであれば、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４の各日射条件は、通常同じである。したがって、太陽電池Ｓ１，Ｓ２が、図３（ａ）
（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作していれば、昇圧回路２１，２
２は、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させる。この場合、昇圧回
路２１，２２の各入力電力はＰｓ１（＝Ｖｓ１×Ｉｓ１）となり、入力電力の差分［Ｐｓ
１－Ｐｓ１］の絶対値が所定の閾値ΔＰ未満となる（昇圧回路２１の入力電力Ｐｓ１と、
昇圧回路２２の入力電力Ｐｓ１とは、略同一値となる）。
【００６８】
　しかしながら、太陽電池Ｓ１に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓ１が、図４
（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ２ａ、出力電力特性Ｙ２ｂで動作し、太陽電池Ｓ２が、図
３（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作する場合が発生し得る
。この場合、昇圧回路２１が、太陽電池Ｓ１の動作点を極大点Ｘｍ２２に追従させ、昇圧
回路２２が、太陽電池Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させることがある。而して
、昇圧回路２１の入力電力はＰｓ２（＝Ｖｓ２×Ｉｓ２＜Ｐｓ１）となり、昇圧回路２２
の入力電力はＰｓ１となって、入力電力の差分［Ｐｓ１－Ｐｓ２］の絶対値が所定の閾値
ΔＰ以上となる。
【００６９】
　なお、閾値ΔＰは、センサ部４１～４４の測定精度や、ＭＰＰＴ制御の変化幅から設定
される。
【００７０】
　そして、制御部７は、入力電力の差分［Ｐｓ１－Ｐｓ２］の絶対値が閾値ΔＰ未満であ
れば、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各出力電力特性は、１つの極大点のみを有していると判断す
る（図３（ｂ）参照）。
【００７１】
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　また、制御部７は、入力電力の差分［Ｐｓ１－Ｐｓ２］の絶対値が閾値ΔＰ以上であれ
ば、出力電力（昇圧回路２１の入力電力）が低い太陽電池Ｓ１の出力電力特性が、複数の
極大点を有していると判断する（図４（ｂ）参照）。
【００７２】
　そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、上記出力電力特性判定処理を、順
次行った後、制御部７は、出力電力特性に複数の極大点を有していると判断した太陽電池
Ｓが接続された昇圧回路に対して、スキャン制御を実行する。制御部７は、スキャン制御
によって、ＭＰＰＴ制御における太陽電池Ｓの動作点を最大電力点Ｘｍ２１近傍に設定す
る。
【００７３】
　このように、太陽電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
動作点が最大電力点から外れたとしても、スキャン制御によって、最大電力点近傍でのＭ
ＰＰＴ制御を再開することができる。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性に
極大点が複数発生した場合でも、発電効率の低下を抑制することができる。
【００７４】
　なお、他の構成および動作は、実施形態１と同様であり、説明は省略する。
【００７５】
　　（実施形態４）
　本実施形態は、図１に示すパワーコンディショナＡ１の回路構成を備える。なお、実施
形態１と同様の構成には同一の符号を付して、説明は省略する。
【００７６】
　本実施形態において、制御部７の出力電力特性判定処理は、昇圧回路２１～２４それぞ
れ（第１の直流電圧変換部）を駆動する各ＰＷＭ信号と、他の昇圧回路２１～２４（第２
の直流電圧変換部）を駆動する各ＰＷＭ信号とを順次、比較演算して、その差分を導出す
る。そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４の各ＰＷＭ信号のオンデューティの差分に
基づいて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性が複数の極大点を有するか否かを判定して
いる。
【００７７】
　この出力電力特性判定処理では、例えば、昇圧回路２１のＰＷＭ信号のオンデューティ
と昇圧回路２２～２４の各ＰＷＭ信号のオンデューティとの各差分を導出する。次に、昇
圧回路２２のＰＷＭ信号のオンデューティと昇圧回路２３，２４の各ＰＷＭ信号のオンデ
ューティとの各差分を導出する。次に、昇圧回路２３のＰＷＭ信号のオンデューティと昇
圧回路２４のＰＷＭ信号のオンデューティとの差分を導出する。すなわち、昇圧回路２１
～２４からいずれか２つを順次選択して、互いのＰＷＭ信号のオンデューティを比較演算
し、その差分を導出する。
【００７８】
　以下、昇圧回路２１と昇圧回路２２との各ＰＷＭ信号のオンデューティを比較する場合
を例にして、説明する。なお、比較演算対象である一対の昇圧回路として、昇圧回路２１
，２２を例示するが、制御部７は、下記の出力電力特性判定処理を、昇圧回路２１～２４
のいずれか２つを比較演算対象として、順次実行する。
【００７９】
　太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、日射量に依存して出力電力特性が変化するが、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４を構成する太陽電池パネルの枚数、設置方位が互いに同じであれば、太陽電池Ｓ１～
Ｓ４の各日射条件は、通常同じである。したがって、太陽電池Ｓ１，Ｓ２が、図３（ａ）
（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作していれば、昇圧回路２１，２
２は、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させる。この場合、昇圧回
路２１，２２の各ＰＷＭ信号は、図７（ａ）のように、周期Ｔ０に対してオン期間Ｔｏｎ
１に設定されており、オンデューティＤ１＝Ｔｏｎ１／Ｔ０となる。したがって、オンデ
ューティの差分［Ｄ１－Ｄ１］の絶対値が所定の閾値ΔＤ未満となる（昇圧回路２１のオ
ンデューティＤ１と、昇圧回路２２のオンデューティＤ１とは、略同一値となる）。
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【００８０】
　しかしながら、太陽電池Ｓ１に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓ１が、図４
（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ２ａ、出力電力特性Ｙ２ｂで動作し、太陽電池Ｓ２が、図
３（ａ）（ｂ）に示すＶＩ特性Ｙ１ａ、出力電力特性Ｙ１ｂで動作する場合が発生し得る
。この場合、昇圧回路２１が、太陽電池Ｓ１の動作点を極大点Ｘｍ２２に追従させ、昇圧
回路２２が、太陽電池Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ１に追従させることがある。而して
、昇圧回路２１のＰＷＭ信号は、図７（ｂ）のように、周期Ｔ０に対してオン期間Ｔｏｎ
２（＜Ｔｏｎ１）に設定されており、オンデューティＤ２＝Ｔｏｎ２／Ｔ０となる。一方
、昇圧回路２２のＰＷＭ信号は、図７（ａ）のように、周期Ｔ０に対してオン期間Ｔｏｎ
１に設定されており、オンデューティＤ１＝Ｔｏｎ１／Ｔ０となる。したがって、オンデ
ューティの差分［Ｄ１－Ｄ２］の絶対値が所定の閾値ΔＤ以上となる。
【００８１】
　なお、閾値ΔＤは、センサ部４１～４４の測定精度や、ＭＰＰＴ制御の変化幅から設定
される。
【００８２】
　そして、制御部７は、ＰＷＭ信号のオンデューティの差分［Ｄ１－Ｄ２］の絶対値が閾
値ΔＤ未満であれば、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各出力電力特性は、１つの極大点のみを有し
ていると判断する（図３（ｂ）参照）。
【００８３】
　また、制御部７は、ＰＷＭ信号のオンデューティの差分［Ｄ１－Ｄ２］の絶対値が閾値
ΔＤ以上であれば、ＰＷＭ信号のオンデューティが小さい太陽電池Ｓ１の出力電力特性が
、複数の極大点を有していると判断する（図４（ｂ）参照）。
【００８４】
　そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、上記出力電力特性判定処理を、順
次行った後、制御部７は、出力電力特性に複数の極大点を有していると判断した太陽電池
Ｓが接続された昇圧回路に対して、スキャン制御を実行する。制御部７は、スキャン制御
によって、ＭＰＰＴ制御における太陽電池Ｓの動作点を最大電力点Ｘｍ２１近傍に設定す
る。
【００８５】
　このように、太陽電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
動作点が最大電力点から外れたとしても、スキャン制御によって、最大電力点近傍でのＭ
ＰＰＴ制御を再開することができる。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性に
極大点が複数発生した場合でも、発電効率の低下を抑制することができる。
【００８６】
　なお、他の構成および動作は、実施形態１と同様であり、説明は省略する。
【００８７】
　　（実施形態５）
　本実施形態は、図８に示すパワーコンディショナＡ２の回路構成を備える。なお、実施
形態１～４と同様の構成には同一の符号を付して、説明は省略する。
【００８８】
　パワーコンディショナＡ２において、制御部７には、情報モニタ８が通信可能に接続し
ている。情報モニタ８は、タッチパネル等によって、ユーザが操作する操作手段と、ユー
ザに文字、図形等の情報を表示する表示手段とを構成している。
【００８９】
　そして、ユーザは、情報モニタ８を操作して、太陽電池Ｓ１～Ｓ４のそれぞれを構成す
る太陽電池パネルの枚数（以降、パネル枚数と称す）を入力する。そして、制御部７は、
情報モニタ８から、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数のデータを受信し、記憶する。
【００９０】
　以下、本実施形態の動作について説明する。
【００９１】



(13) JP 6048876 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

　まず、太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、それぞれを構成するパネル枚数によって出力電力特性が
異なる。太陽電池Ｓ１～Ｓ４を構成するパネル枚数が互いに異なる場合、同じ日射条件で
あっても、太陽電池Ｓ１～Ｓ４から取り出せる各電力は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル
枚数に略比例する。
【００９２】
　以下、パネル枚数５枚の太陽電池Ｓ１、パネル枚数４枚の太陽電池Ｓ２を例にして説明
する。
【００９３】
　まず、図９（ａ）は、通常時における太陽電池Ｓ１のＶＩ特性Ｙ３ａ、通常時における
太陽電池Ｓ２のＶＩ特性Ｙ４ａを示す。ＶＩ特性Ｙ３ａでは、太陽電池Ｓ１の出力開放時
において、出力電流＝０、出力電圧＝開放電圧Ｖｃ３となる。また、ＶＩ特性Ｙ４ａでは
、太陽電池Ｓ２の出力開放時において、出力電流＝０、出力電圧＝開放電圧Ｖｃ４（＜Ｖ
ｃ３）となる。また、ＶＩ特性Ｙ３ａ，Ｙ４ａともに、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の出力短絡時
において、出力電流＝短絡電流Ｉｃ３４、出力電圧＝０となる。
【００９４】
　また、図９（ｂ）は、通常時における太陽電池Ｓ１の出力電力特性Ｙ３ｂ、通常時にお
ける太陽電池Ｓ２の出力電力特性Ｙ４ｂを示す。太陽電池Ｓ１，Ｓ２の出力電力特性Ｙ３
ｂ，Ｙ４ｂは、通常、１つの最大電力点Ｘｍ３，Ｘｍ４をそれぞれ有する。なお、最大電
力点Ｘｍ３においては、出力電圧Ｖｓ３、出力電流Ｉｓ３４、出力電力Ｐｓ３となる。ま
た、最大電力点Ｘｍ４において、出力電圧Ｖｓ４（＜Ｖｓ３）、出力電流Ｉｓ３４、出力
電力Ｐｓ４（＜Ｐｓ３）となる。
【００９５】
　すなわち、パネル枚数５枚の太陽電池Ｓ１の最大電力点Ｘｍ３において、出力電力はＰ
ｓ３となる。また、パネル枚数４枚の太陽電池Ｓ２の最大電力点Ｘｍ４において、出力電
力はＰｓ４となる。このとき、電力比［Ｐｓ３：Ｐｓ４］＝［５：４］となり、太陽電池
Ｓ１，Ｓ２の各パネル枚数の比［５：４］と略同じになる。
【００９６】
　そこで、制御部７は、電力比［Ｐｓ３：Ｐｓ４］が、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各パネル枚
数の比と同じであるので、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各出力電力特性は、極大点を１つのみ有
すると判断する（図９（ｂ）参照）。
【００９７】
　しかしながら、太陽電池Ｓ１に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓ１のＶＩ特
性は、図１０（ａ）のＹ５ａのように示され、開放電圧Ｖｃ５近傍では出力電流が段階的
に低下する。そして、太陽電池Ｓ１に局所的な影や汚れが生じた場合、太陽電池Ｓ１の出
力電力特性は、図１０（ｂ）のＹ５ｂのように示され、出力電力が極大となる極大点が複
数発生する（図１０（ｂ）では、２つの極大点Ｘｍ５１，Ｘｍ５２）。
【００９８】
　そして、太陽電池Ｓ１が出力電力特性Ｙ５ｂで動作した場合、昇圧回路２１が、太陽電
池Ｓ１の動作点を極大点Ｘｍ５２に追従させることがある。このとき、太陽電池Ｓ１の極
大点Ｘｍ５２において、出力電力はＰｓ５（＜Ｐｓ４）となる。また、昇圧回路２２は、
太陽電池Ｓ２の動作点を最大電力点Ｘｍ４に追従させており、出力電力はＰｓ４となる。
このとき、電力比［Ｐｓ５：Ｐｓ４］≠［５：４］となる。なお、極大点Ｘｍ５２におい
て、太陽電池Ｓ１の出力電圧Ｖｓ５、出力電流Ｉｓ５となる。
【００９９】
　そして、制御部７は、電力比［Ｐｓ５：Ｐｓ４］が、太陽電池Ｓ１，Ｓ２の各パネル枚
数の比と異なるので、太陽電池Ｓ１，Ｓ２のいずれか一方の出力電力特性が、複数の極大
点を有していると判断する。この場合、制御部７は、出力電力（昇圧回路の入力電力）が
低い太陽電池Ｓ１の出力電力特性が、複数の極大点を有していると判断する（図１０（ｂ
）参照）。
【０１００】



(14) JP 6048876 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

　而して、制御部７の出力電力特性判定処理は、昇圧回路２１～２４それぞれ（第１の直
流電圧変換部）の入力電力と、他の昇圧回路２１～２４（第２の直流電圧変換部）の入力
電力とを順次、比較演算して、その電力比を導出する。そして、制御部７は、昇圧回路２
１～２４の組み合わせ毎の電力比を、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の組み合わせ毎のパネル枚数比
と比較して、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電力特性が複数の極大点を有するか否かを判定
している。
【０１０１】
　したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数が互いに異なる場合であっても、太陽
電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電力特性が複数の極大点を有するか否かを、精度よく判定するこ
とが可能となる。
【０１０２】
　そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、上記出力電力特性判定処理を、順
次行った後、制御部７は、出力電力特性に複数の極大点を有していると判断した太陽電池
Ｓが接続された昇圧回路に対して、スキャン制御を実行する。制御部７は、スキャン制御
によって、ＭＰＰＴ制御における太陽電池Ｓの動作点を最大電力点Ｘｍ５１近傍に設定す
る。
【０１０３】
　また、本実施形態の概念を用いた他の形態として、昇圧回路２１～２４それぞれの入力
電流と、他の昇圧回路２１～２４の入力電流とを順次、比較演算して、その電流比を導出
してもよい。この場合、この電流比を、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の組み合わせ毎のパネル枚数
比と比較して、太陽電池Ｓの出力電力特性が複数の極大点を有するか否かを判定する。
【０１０４】
　さらに、昇圧回路２１～２４それぞれの入力電圧と、他の昇圧回路２１～２４の入力電
圧とを順次、比較演算して、その電圧比を導出してもよい。この場合、この電圧比を、太
陽電池Ｓ１～Ｓ４の組み合わせ毎のパネル枚数比と比較して、太陽電池Ｓの出力電力特性
が複数の極大点を有するか否かを判定する。
【０１０５】
　さらに、昇圧回路２１～２４の各ＰＷＭ信号のオンデューティと、他の昇圧回路２１～
２４の各ＰＷＭ信号のオンデューティとを順次、比較演算して、そのオンデューティ比を
導出してもよい。この場合、このオンデューティ比を、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の組み合わせ
毎のパネル枚数比と比較して、太陽電池Ｓの出力電力特性が複数の極大点を有するか否か
を判定する。
【０１０６】
　本実施形態の上述の例では、情報モニタ８が、ユーザ操作によって、太陽電池Ｓ１～Ｓ
４の各パネル枚数を入力する構成とした。しかしながら、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電
圧は、パネル枚数に依存する。そこで、制御部７は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電流が
０である待機時に、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各開放電圧を計測し、この開放電圧の計測結果
に基づいて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数を推定することができる。例えば、太陽
電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各開放電圧に略比例する。制御
部７は、この太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数の推定結果を記憶しておき、上記同様に
太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数を考慮して、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電力特性が
複数の極大点を有するか否かを判定することができる。
【０１０７】
　　（実施形態６）
　本実施形態は、図１１に示すパワーコンディショナＡ３の回路構成を備える。なお、実
施形態１～５と同様の構成には同一の符号を付して、説明は省略する。
【０１０８】
　パワーコンディショナＡ３において、制御部７には、情報モニタ８、時計部９が通信可
能に接続している。情報モニタ８は、タッチパネル等によって、ユーザが操作する操作手
段と、ユーザに文字、図形等の情報を表示する表示手段とを構成している。時計部９は、
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現在時刻の情報（時刻データ）を生成する。
【０１０９】
　そして、ユーザは、情報モニタ８を操作して、太陽電池Ｓ１～Ｓ４のそれぞれを構成す
るパネル枚数を入力する。そして、制御部７は、情報モニタ８から、太陽電池Ｓ１～Ｓ４
の各パネル枚数のデータを受信し、記憶する。
【０１１０】
　また、ユーザは、情報モニタ８を操作して、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各設置方位に関する
方位情報を入力する。そして、制御部７は、情報モニタ８から、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の方
位情報のデータを受信し、記憶する。
【０１１１】
　さらに、制御部７は時計部９から時刻データを受信する。
【０１１２】
　以下、本実施形態の動作について説明する。
【０１１３】
　まず、太陽電池Ｓ１～Ｓ４は、それぞれを構成する太陽電池パネルの枚数（以降、パネ
ル枚数と称す）によって出力電力特性が異なる。太陽電池Ｓ１～Ｓ４を構成するパネル枚
数が互いに異なる場合、同じ日射条件であっても、太陽電池Ｓ１～Ｓ４から取り出せる各
電力は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数に略比例する。
【０１１４】
　さらに、パネル枚数だけでなく、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各設置方位が互いに異なる場合
、設置方位毎の日射量変化も考慮する必要がある。図１２は、方位毎の日射量の時間変化
を示す出力変化情報である。なお、曲線Ｙ１１は、東からの日射量、曲線Ｙ１２は、南か
らの日射量、曲線Ｙ１３は、西からの日射量の各時間変化を示す。方位毎の日射量は時間
により変化し、例えば午前中は東からの日射量が最も多く、日射量が最も多い設置方向は
、時間とともに東→南→西へ推移していく。本実施形態の制御部７は、図１２に示すよう
な太陽電池Ｓの設置方位毎の出力変化情報を予め格納している。
【０１１５】
　そして、制御部７は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力電力の計測値（昇圧回路２１～２４
の各入力電力の計測値）に、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各パネル枚数、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
各設置方位に関する方位情報、この設置方位における出力変化情報に基づく補正を施す。
【０１１６】
　例えば、太陽電池Ｓのパネル枚数に起因した係数をα、設置方位に起因した係数をβと
すると、太陽電池Ｓの出力電力の計測値をＰとした場合、この太陽電池Ｓから取り得る最
大電力Ｐｍ＝Ｐ×α×βとなる。制御部７は、太陽電池Ｓのパネル枚数が少ないほど、係
数αを増加させる。さらに、制御部７は、太陽電池Ｓの設置方向、出力電力計測値Ｐの計
測時刻に基づき、出力変化情報（図１２）を参照して、太陽電池Ｓの設置方向、時刻によ
る出力電力の差を解消する値に、係数βを設定する。
【０１１７】
　すなわち、昇圧回路２１～２４の各入力電力は、パネル枚数、方位情報、出力変化情報
に基づく上述の補正が施される。
【０１１８】
　そして、本実施形態において、制御部７の出力電力特性判定処理は、昇圧回路２１～２
４それぞれ（第１の直流電圧変換部）の入力電力の補正値と、他の昇圧回路２１～２４（
第２の直流電圧変換部）の入力電力の補正値とを順次、比較演算して、その差分を導出す
る。そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４の各入力電力の差分に基づいて、太陽電池
Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性が複数の極大点を有するか否かを判定している。
【０１１９】
　例えば、ある時刻において、昇圧回路２１の入力電力補正値がＰｍ１、昇圧回路２２の
入力電力補正値がＰｍ２であるとする。この場合、制御部７は、入力電力補正値の差分［
Ｐｍ１－Ｐｍ２］の絶対値が閾値ΔＰｍ以上であれば、入力電力補正値（昇圧回路２１の
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入力電力）が低い太陽電池Ｓ１の出力電力特性が、複数の極大点を有していると判断する
（図４（ｂ）参照）。
【０１２０】
　そして、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対して、上記出力電力特性判定処理を、順
次行った後、制御部７は、出力電力特性に複数の極大点を有していると判断した太陽電池
Ｓが接続された昇圧回路に対して、スキャン制御を実行する。制御部７は、スキャン制御
によって、ＭＰＰＴ制御における太陽電池Ｓの動作点を最大電力点Ｘｍ２１近傍に設定す
る。
【０１２１】
　このように、太陽電池Ｓ１～Ｓ４に局所的な影や汚れが生じて、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の
動作点が最大電力点から外れたとしても、スキャン制御によって、最大電力点近傍でのＭ
ＰＰＴ制御を再開することができる。したがって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力特性に
極大点が複数発生した場合でも、発電効率の低下を抑制することができる。
【０１２２】
　また、制御部７は、センサ部４１～４４の検出データから太陽電池Ｓ１～Ｓ４の各出力
履歴を生成し、この出力履歴に基づいて、図１２に示す出力変化情報を作成、記憶しても
よい。また、この出力変化情報は、外部のデータベースに格納する構成であってもよい。
【０１２３】
　また、本実施形態の概念を用いた他の形態として、制御部７は、昇圧回路２１～２４そ
れぞれの入力電流、入力電圧、ＰＷＭ信号のオンデューティのいずれかに、パネル枚数、
方位情報、出力変化情報に基づく補正を施して、出力電力特性判定処理を行ってもよい。
【０１２４】
　　（実施形態７）
　本実施形態は、実施形態１～６いずれかと同様の構成を備える。なお、実施形態１～６
と同様の構成には同一の符号を付して、説明は省略する。
【０１２５】
　制御部７は、図１３（ａ）～（ｄ）に示すように、昇圧回路２１～２４に対してＭＰＰ
Ｔ制御およびスキャン制御を個別に行う。
【０１２６】
　まず、制御部７は、昇圧回路２１～２４を同時に制御すると、互いの制御が干渉してし
まう。そこで、制御部７は、ＭＰＰＴフラグＦｍをＭＰＰＴ周期Ｔｍ１毎に発生しており
（図１３（ａ））、このＭＰＰＴ周期Ｔｍ１を４分割した時間単位Ｔｍ１１～Ｔｍ１４を
、昇圧回路２１～２４のそれぞれに割り当て、昇圧回路２１～２４毎のＭＰＰＴ制御を時
分割で行う（（図１３（ｂ））。すなわち、制御部７は、時間単位Ｔｍ１１に昇圧回路２
１のＭＰＰＴ制御を行い、時間単位Ｔｍ１２に昇圧回路２２のＭＰＰＴ制御を行い、時間
単位Ｔｍ１３に昇圧回路２３のＭＰＰＴ制御を行い、時間単位Ｔｍ１４に昇圧回路２４の
ＭＰＰＴ制御を行う。
【０１２７】
　次に、制御部７が、昇圧回路２２，２３に対してスキャン制御を実行する場合について
説明する。この場合、制御部７は、１つのＭＰＰＴ周期Ｔｍ１内では、昇圧回路２２，２
３のうちいずれか１つに対してのみ、この昇圧回路に割り当てられた時間単位（Ｔｍ１２
またはＴｍ１３）において、スキャン制御を行う。
【０１２８】
　まず、制御部７は、１乃至複数のＭＰＰＴ周期Ｔｍ１に亘って、昇圧回路２２に対して
スキャン制御を実行させるスキャン期間Ｔｓ２を設定しており（図１３（ｃ））、スキャ
ン期間Ｔｓ２内の時間単位Ｔｍ１２に、昇圧回路２２のスキャン制御を行っている。スキ
ャン期間Ｔｓ２内の他の時間単位Ｔｍ１１，Ｔｍ１３，Ｔｍ１４では、昇圧回路２１，２
３，２４の各ＭＰＰＴ制御が行われている。
【０１２９】
　そして、制御部７は、昇圧回路２２のスキャン制御が完了すると、スキャン完了フラグ
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Ｆｓを発生する（図１３（ｄ））。そして、制御部７は、以降の１乃至複数のＭＰＰＴ周
期Ｔｍ１において、昇圧回路２３に対してスキャン制御を実行させるスキャン期間Ｔｓ３
を設定し、スキャン期間Ｔｓ３内の時間単位Ｔｍ１３に、昇圧回路２３のスキャン制御を
行う。スキャン期間Ｔｓ３内の他の時間単位Ｔｍ１１，Ｔｍ１２，Ｔｍ１４では、昇圧回
路２１，２２，２４の各ＭＰＰＴ制御が行われている。
 
【０１３０】
　このように、制御部７は、昇圧回路２１～２４に対してスキャン制御を個別に行うこと
によって、互いのスキャン制御が干渉することがなく、スキャン制御の安定性を確保する
ことができる。
【０１３１】
　また、パワーコンディショナＡ１～Ａ３は、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力を動作電源
としている。しかしながら、制御部７によるスキャン制御時において、太陽電池Ｓ１～Ｓ
４の動作点を切り替えることによって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力は増減する。した
がって、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出力電力の和が、パワーコンディショナＡ１～Ａ３の動作
に必要な最小電力を下回る場合が発生し得る。そこで、制御部７は、スキャン制御の開始
前（またはスキャン制御の実行中）に、スキャン制御時における太陽電池Ｓ１～Ｓ４の出
力電力の変動を推定する。そして、制御部７は、スキャン制御中の出力電力の和が、パワ
ーコンディショナＡ１～Ａ３の動作に必要な最小電力を下回る可能性があるときは、スキ
ャン制御の実行を禁止する。したがって、スキャン制御の実行によるパワーコンディショ
ナＡ１～Ａ３の動作停止を防止でき、太陽電池Ｓ１～Ｓ４の発電電力の安定供給が可能に
なる。
【符号の説明】
【０１３２】
　Ａ１　パワーコンディショナ
　Ｓ１～Ｓ４　太陽電池
　１１～１４　直流電力入力部
　２１～２４　昇圧回路（直流電圧変換部）
　３　インバータ回路（直流／交流変換部）
　７　制御部
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