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(57)【要約】
【課題】燃料電池の学習機能が阻害されず、且つ燃料電
池で発電された電力の全てを有効に活用することができ
、さらには発電部で発電された電力を効率良く充電させ
ることができる電力供給システムを提供する。
【解決手段】太陽光発電部３０から蓄電装置４０に直接
供給する電力により蓄電装置４０が直流充電（ＤＣ充電
）し、蓄電装置４０の配置を分電盤１０よりも下流側に
切り替えた場合に、蓄電装置４０から放電された電力を
下流側から分電盤１０に供給可能であると共に、燃料電
池８０が分電盤１０に供給して余剰した電力を蓄電装置
４０に供給可能となり、蓄電装置４０の配置を分電盤１
０よりも上流側に切り替えた場合に、蓄電装置４０から
放電された電力を上流側から分電盤１０に供給可能とな
り、供給する電力に基づいて燃料電池８０が学習機能を
実行可能となる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商用電源に接続され、負荷に電力を分配する分電盤と、
　前記商用電源と前記分電盤との間に接続され、前記負荷の消費電力に関する情報を学習
する学習機能を有し、当該学習機能に基づいて適宜更新される発電計画に応じて発電可能
であって、当該発電した電力を前記分電盤に供給する燃料電池と、
　電力を充放電可能であって、放電した電力を前記分電盤に供給する蓄電装置と、
　前記蓄電装置に接続され、自然エネルギーを利用して発電可能であって、当該発電した
電力を前記蓄電装置に供給する発電部と、
　前記蓄電装置の配置を、前記分電盤よりも上流側又は下流側のいずれか一方となるよう
に切り替える切り替え手段と、
　を具備し、
　前記発電部から前記蓄電装置に直接供給する電力により当該蓄電装置が直流充電し、
　前記蓄電装置の配置を前記分電盤よりも下流側に切り替えた場合に、当該蓄電装置から
放電された電力を下流側から前記分電盤に供給可能であると共に、前記燃料電池が前記分
電盤に供給して余剰した電力を前記蓄電装置に供給可能となり、
　前記蓄電装置の配置を前記分電盤よりも上流側に切り替えた場合に、当該蓄電装置から
放電された電力を上流側から前記分電盤に供給可能となり、当該供給する電力に基づいて
前記燃料電池が前記学習機能を実行可能となる、
　ことを特徴とする電力供給システム。
【請求項２】
　前記発電部で発電した電力の全てを前記蓄電装置に供給する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項３】
　前記蓄電装置が放電するときに前記燃料電池が発電している場合に、当該蓄電装置の配
置を前記分電盤よりも下流側に切り替え、
　前記蓄電装置が放電するときに前記燃料電池が発電していない場合に、当該蓄電装置の
配置を前記分電盤よりも上流側に切り替える、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の電力供給システム
【請求項４】
　停電した場合に前記商用電源からの解列が行われる解列器を具備する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいず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、電力供給システムの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商用電源に接続され、負荷に電力を分配する分電盤と、前記商用電源と前記分電
盤との間に接続され、前記負荷の消費電力に関する情報を学習する学習機能を有し、当該
学習機能に基づいて適宜更新される発電計画に応じて発電可能であって、当該発電した電
力を前記分電盤に供給する燃料電池と、電力を充放電可能であって、放電した電力を前記
分電盤に供給する蓄電装置と、を具備する電力供給システムの技術は公知となっている。
例えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術（電力融通システム）は、商用電源に接続され、負荷に電力を
分配する分電盤（ＤＣ分電盤）と、前記商用電源と前記分電盤との間に接続され、前記負
荷の消費電力に関する情報を学習する学習機能を有し、当該学習機能に基づいて適宜更新
される発電計画に応じて発電可能であって、当該発電した電力を前記分電盤に供給する燃
料電池と、電力を充放電可能であって、放電した電力を前記分電盤に供給する蓄電装置（
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蓄電池）と、を具備する。
【０００４】
　このような構成により、特許文献１に記載の技術においては、商用電源からの電力だけ
でなく、燃料電池や蓄電装置からの電力を分電盤に供給可能とし、これら供給元からの電
力により負荷の消費電力をまかなうことができる。また、燃料電池においては、学習機能
を実行することにより、負荷の消費電力の電力量が比較的多いときに当該燃料電池で発電
された電力を分電盤に供給することができる。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術においては、各機器の配置に起因して所定の問
題が生じるおそれがある。
【０００６】
　以下では、図７から図９を用いて、特許文献１に記載の技術において各機器の配置に起
因して生じる所定の問題について説明する。
　なお、図７から図９は、特許文献１に記載の技術の構成を適宜簡略化して示すものであ
る。
【０００７】
　図７に示す特許文献１に記載の技術（以下では「第一のシステム５０１」と称する。）
においては、商用電源１００と分電盤５１０とが第一電力経路５２０を介して接続される
。そして、燃料電池５８０が、分電盤５１０よりも上流側に配置される。また、蓄電装置
５４０が、燃料電池５８０よりも上流側に配置される。そして、自然エネルギーを利用し
て発電可能な発電部５３０が、蓄電装置５４０よりも上流側に配置される。
【０００８】
　このような第一のシステム５０１においては、燃料電池５８０で発電された電力を分電
盤５１０に供給して余剰した電力（余剰電力）が生じた場合に、蓄電装置５４０が燃料電
池５８０よりも上流側に配置されているため、当該余剰電力を蓄電装置５４０に充電させ
ることができない。すなわち、第一のシステム５０１においては、燃料電池５８０で発電
された電力の全てを有効に活用できないという問題が生じる。
【０００９】
　また、このように第一のシステム５０１において生じる問題を回避するため、図８に示
す技術（以下では「第二のシステム５０２」と称する。）が想定される。第二のシステム
５０２においては、蓄電装置５４０の配置が第一のシステム５０１と異なる。具体的には
、蓄電装置５４０は、分電盤５１０と第二電力経路５５０を介して接続され、分電盤５１
０よりも下流側に配置される。
【００１０】
　このような第二のシステム５０２においては、燃料電池５８０で発電された電力を分電
盤５１０に供給して余剰した電力（余剰電力）が生じた場合、当該余剰電力を第二電力経
路５５０を介して蓄電装置５４０に供給して充電させることができる。すなわち、燃料電
池５８０で発電された電力の全てを有効に活用でき、第一のシステム５０１で生じる問題
を回避することができる。
【００１１】
　しかしながら、第二のシステム５０２においては、蓄電装置５４０が放電して分電盤５
１０に下流側から当該放電した電力を供給する場合、当該放電した電力が第一電力経路５
２０を介さずに分電盤５１０に供給される。ここで、燃料電池５８０は、第一電力経路５
２０を流通する電力に関する情報を取得し、当該取得した情報に基づいて負荷の消費電力
に関する情報を学習する機能（学習機能）を実行可能に構成される。すなわち、第二のシ
ステム５０２においては、蓄電装置５４０が放電した電力が第一電力経路５２０を介さず
に分電盤５１０に供給されるため、燃料電池５８０は学習機能を実行することができない
。このように、第二のシステム５０２においては、燃料電池５８０の学習機能が阻害され
るという問題が生じる。
【００１２】
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　さらに、第二のシステム５０２においては、発電部５３０で発電された電力を蓄電装置
５４０に供給して充電させる場合、当該発電部５３０で発電された電力（直流電力）を一
旦交流電力に変換し、その後に再び直流電力に変換させる必要がある。このように、電力
を複数回変換させる必要があるため、変換ロスが発生し、効率良く充電を行うことができ
ないという問題が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１１－１０１５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
燃料電池の学習機能が阻害されず、且つ燃料電池で発電された電力の全てを有効に活用す
ることができ、さらには発電部で発電された電力を効率良く充電させることができる電力
供給システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【００１６】
　即ち、請求項１においては、商用電源に接続され、負荷に電力を分配する分電盤と、前
記商用電源と前記分電盤との間に接続され、前記負荷の消費電力に関する情報を学習する
学習機能を有し、当該学習機能に基づいて適宜更新される発電計画に応じて発電可能であ
って、当該発電した電力を前記分電盤に供給する燃料電池と、電力を充放電可能であって
、放電した電力を前記分電盤に供給する蓄電装置と、前記蓄電装置に接続され、自然エネ
ルギーを利用して発電可能であって、当該発電した電力を前記蓄電装置に供給する発電部
と、前記蓄電装置の配置を、前記分電盤よりも上流側又は下流側のいずれか一方となるよ
うに切り替える切り替え手段と、を具備し、前記発電部から前記蓄電装置に直接供給する
電力により当該蓄電装置が直流充電し、前記蓄電装置の配置を前記分電盤よりも下流側に
切り替えた場合に、当該蓄電装置から放電された電力を下流側から前記分電盤に供給可能
であると共に、前記燃料電池が前記分電盤に供給して余剰した電力を前記蓄電装置に供給
可能となり、前記蓄電装置の配置を前記分電盤よりも上流側に切り替えた場合に、当該蓄
電装置から放電された電力を上流側から前記分電盤に供給可能となり、当該供給する電力
に基づいて前記燃料電池が前記学習機能を実行可能となるものである。
【００１７】
　請求項２においては、前記発電部で発電した電力の全てを前記蓄電装置に供給するもの
である。
【００１８】
　請求項３においては、前記蓄電装置が放電するときに前記燃料電池が発電している場合
に、当該蓄電装置の配置を前記分電盤よりも下流側に切り替え、前記蓄電装置が放電する
ときに前記燃料電池が発電していない場合に、当該蓄電装置の配置を前記分電盤よりも上
流側に切り替えるものである。
【００１９】
　請求項４においては、停電した場合に前記商用電源からの解列が行われる解列器を具備
するものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００２１】
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　請求項１においては、燃料電池の学習機能が阻害されず、且つ燃料電池で発電された電
力の全てを有効に活用することができ、さらには発電部で発電された電力を効率良く充電
させることができる。
【００２２】
　請求項２においては、発電部で発電した電力の全てを蓄電装置で優先的に活用すること
ができる。
【００２３】
　請求項３においては、燃料電池が発電しているか否かに応じて、燃料電池の学習機能が
阻害されず、且つ燃料電池で発電された電力の全てを有効に活用することができ、さらに
は発電部で発電された電力を効率良く充電させることができる。
【００２４】
　請求項４においては、停電した場合であっても、燃料電池を発電させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係る電力供給システムの構成を示したブロック図。
【図２】同じく、蓄電装置の充放電に関する電力の供給態様のうち、蓄電装置に電力を充
電させる場合における電力の供給態様について示した模式図。
【図３】同じく、蓄電装置から電力を放電させる場合における電力の供給態様のうち第一
供給態様について示した模式図。
【図４】同じく、蓄電装置から電力を放電させる場合における電力の供給態様のうち第二
供給態様について示した模式図。
【図５】同じく、停電したときにおける電力供給システムの電力の供給態様について示し
た模式図。
【図６】同じく、太陽光発電部及び蓄電装置の構成を示したブロック図。
【図７】従来の電力供給システムの一例である第一構成を示した模式図。
【図８】従来の電力供給システムの一例である第二構成を示した模式図。
【図９】同じく、第二構成を示したブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下では、図１を用いて、本発明に係る「電力供給システム」の一実施形態である電力
供給システム１の構成について説明する。
　なお、以下の説明において「上流側」及び「下流側」を、商用電源１００からの電力の
供給方向に基づいて規定する。
【００２７】
　電力供給システム１は、住宅に設けられ、商用電源１００や燃料電池８０等からの電力
を分電盤１０に供給し、図示せぬ負荷（家庭内負荷）へと供給するものである。電力供給
システム１は、商用電源１００と連系動作可能（系統連系可能）に構成される。電力供給
システム１は、主として分電盤１０、第一電力経路２０、太陽光発電部３０、蓄電装置４
０、第二電力経路５０、第三電力経路６０、第四電力経路７０、燃料電池８０、解列器９
０を具備する。
【００２８】
　分電盤１０は、負荷の消費電力に応じて電力の供給元から供給された電力を、当該負荷
に分配するものである。分電盤１０は、電力の供給元となる商用電源１００、太陽光発電
部３０、燃料電池８０及び蓄電装置４０に所定の経路を介して接続され、これらからの電
力が適宜供給される。
【００２９】
　なお、本実施形態において負荷とは、住宅において電力が消費される電化製品等に接続
される回路である。負荷は、例えば部屋ごとや、エアコンのように大きな電力を消費する
機器専用のコンセントごとに設けられ、それぞれ分電盤１０に接続される（不図示）。
【００３０】
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　第一電力経路２０は、電力が流通可能な経路である。第一電力経路２０は、導線等で構
成される。第一電力経路２０は、一側が商用電源１００に接続され、他側が分電盤１０に
接続される。このように、商用電源１００と分電盤１０とは、第一電力経路２０を介して
電力が流通可能に構成される。
【００３１】
　太陽光発電部３０は、太陽光（自然エネルギー）を利用して発電する装置である。太陽
光発電部３０は、後述する太陽光パネル（ＰＶ）３１等により構成される。太陽光発電部
３０は、住宅の屋根の上等の日当たりの良い場所に設置される。太陽光発電部３０は、電
力（直流電力）を発電し、当該発電した電力を出力する。
　なお、太陽光発電部３０の構成についての詳細な説明は後述する。
【００３２】
　蓄電装置４０は、電力を充電可能であって、当該充電した電力を放電可能な装置である
。蓄電装置４０は、後述する蓄電池４４や切り替えスイッチ４１等により構成される。蓄
電装置４０は、充電した電力を放電し、分電盤１０に供給することができる。また、蓄電
装置４０は、必要に応じて放電する電力の電力量を適宜変更する負荷追従運転可能に構成
される。
　なお、蓄電装置４０、及び当該蓄電装置４０の切り替えスイッチ４１の構成についての
詳細な説明は後述する。
【００３３】
　第二電力経路５０は、電力が流通可能な経路である。第二電力経路５０は、導線等で構
成される。第二電力経路５０は、一側が蓄電装置４０に接続され、他側が太陽光発電部３
０に接続される。このように、蓄電装置４０と太陽光発電部３０とは、第二電力経路５０
を介して電力が流通可能に構成される。
【００３４】
　第三電力経路６０は、電力が流通可能な経路である。第三電力経路６０は、導線等で構
成される。第三電力経路６０は、一側が分電盤１０に接続され、他側が蓄電装置４０（よ
り詳細には、蓄電装置４０の切り替えスイッチ４１）に接続される。このように、分電盤
１０と蓄電装置４０とは、第三電力経路６０を介して電力が流通可能に構成される。
【００３５】
　第四電力経路７０は、電力が流通可能な経路である。第四電力経路７０は、導線等で構
成される。第四電力経路７０は、一側が第一電力経路２０の中途部（以下では、「第二接
続部２２」と称する。）に接続され、他側が蓄電装置４０（より詳細には、蓄電装置４０
の切り替えスイッチ４１）に接続される。このように、分電盤１０と蓄電装置４０とは、
第一電力経路２０及び第四電力経路７０を介して電力が流通可能に構成される。
【００３６】
　燃料電池８０は、水素等の供給される燃料を用いて発電する装置である。燃料電池８０
は、図示せぬ貯湯ユニットを具備し、発電時に発生する熱を用いて当該貯湯ユニット内で
湯を沸かすことができる。燃料電池８０は、固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ　：　Ｐｏ
ｌｙｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ）や制御部等により構成され
る。燃料電池８０は、後述する発電計画に応じて発電し、当該発電した電力を出力する。
燃料電池８０は、第一電力経路２０において第二接続部２２と分電盤１０との間（以下で
は「第一接続部２１」と称する。）に接続される。こうして、燃料電池８０は、発電した
電力を、第一電力経路２０を介して分電盤１０に供給することができる。なお、本実施形
態では、燃料電池８０が発電している場合、当該燃料電池８０で発電された電力が、他の
供給元からの電力に優先して分電盤１０に供給されるように設定される。
【００３７】
　また、燃料電池８０は、所定の情報（より詳細には、第一電力経路２０を介して分電盤
１０に供給される電力の情報）に基づいて負荷の消費電力に関する情報を学習する機能（
以下では「学習機能」と称する。）を有する。また、燃料電池８０は、学習機能により学
習した情報に基づいて発電計画を適宜更新（作成）することができる。なお、発電計画と
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は、負荷の消費電力の電力量が比較的多い時間帯及び曜日等を推定し、当該推定した時間
帯及び曜日等に発電を行うように燃料電池８０の発電を制御するための計画を指すもので
ある。
【００３８】
　このように、燃料電池８０が適宜更新される発電計画に応じて発電することにより、負
荷の消費電力の電力量が比較的多いときに（最適のタイミングで）当該燃料電池８０で発
電された電力を分電盤１０に供給することができる。すなわち、燃料電池８０で発電され
た電力を効率良く利用することができ、商用電源１００から分電盤１０に供給される電力
の電力量（買電量）を減らして電力料金を節約することができる。
【００３９】
　なお、本実施形態において燃料電池８０は、最大発電量が７００Ｗとなるように設定さ
れる。また、本実施形態において燃料電池８０は、メンテナンスや前記貯湯ユニット内の
湯量が一定量以上である等の理由により定期的（又は、不定期的）に運転が停止され、当
該運転が停止されている間は発電が行われないように設定される。
【００４０】
　また、燃料電池８０は、当該燃料電池８０で発電された電力以外の、第一電力経路２０
を介して分電盤１０に供給される電力に関する情報を取得可能に構成される。そして、燃
料電池８０は、当該取得した情報と、自らが発電した電力に関する情報と、により、分電
盤１０に供給される電力（すなわち、負荷の消費電力）に関する情報を取得（算出）可能
に構成される。こうして、燃料電池８０は、負荷の消費電力に関する情報を取得すると共
に学習し、当該学習した情報に基づいて発電計画を適宜更新（作成）することができる。
【００４１】
　解列器９０は、電力供給システム１を商用電源１００から解列させるものである。解列
器９０は、第一電力経路２０において第二接続部２２よりも上流側に接続される。解列器
９０は、通常時（停電していないとき）には、オンとされる。解列器９０がオンとされる
と、電力供給システム１は、商用電源１００と連系動作可能（系統連系可能）となる。一
方、解列器９０は、非常時（停電したとき）には、オフとされる。解列器９０がオフとさ
れると、商用電源１００から電力供給システム１が解列され、電力供給システム１は商用
電源１００と連系動作不能（系統連系不能）となる。
【００４２】
　以下では、蓄電装置４０が有する切り替えスイッチ４１の構成について詳細に説明する
。
【００４３】
　切り替えスイッチ４１は、分電盤１０と蓄電装置４０との電力の流通の可否及び方向を
切り替えるものである。切り替えスイッチ４１は、第三電力経路６０及び第四電力経路７
０と、蓄電装置４０と、の接続部に設けられる。
【００４４】
　より詳細には、切り替えスイッチ４１において、第三電力経路６０側の接点４６及び第
四電力経路７０側の接点４７が両方ともオフとされた場合には、分電盤１０と蓄電装置４
０とは接続されない。すなわち、第三電力経路６０側の接点４６及び第四電力経路７０側
の接点４７が両方ともオフとされた場合には、分電盤１０と蓄電装置４０とは、電力の流
通が不能な状態に切り替えられる。
【００４５】
　また、切り替えスイッチ４１において、第三電力経路６０側の接点４６がオンとされて
第四電力経路７０側の接点４７がオフとされた場合には、分電盤１０と蓄電装置４０とが
第三電力経路６０を介して接続される。すなわち、第三電力経路６０側の接点４６がオン
とされて第四電力経路７０側の接点４７がオフとされた場合には、分電盤１０と蓄電装置
４０とが第三電力経路６０を介して電力の流通が可能な状態に切り替えられる。なお、か
かる場合には、蓄電装置４０は、分電盤１０の下流側に位置することとなる。
【００４６】



(8) JP 2015-47020 A 2015.3.12

10

20

30

40

50

　また、切り替えスイッチ４１において、第四電力経路７０側の接点４７がオンとされて
第三電力経路６０側の接点４６がオフとされた場合には、分電盤１０と蓄電装置４０とが
第一電力経路２０、第四電力経路７０及び切り替えスイッチ４１を介して接続される。す
なわち、第四電力経路７０側の接点４７がオンとされて第三電力経路６０側の接点４６が
オフとされた場合には、分電盤１０と蓄電装置４０とが第一電力経路２０及び第四電力経
路７０を介して電力の流通が可能な状態に切り替えられる。なお、かかる場合には、蓄電
装置４０は、分電盤１０の上流側に位置することとなる。
【００４７】
　このように、蓄電装置４０が有する切り替えスイッチ４１は、当該蓄電装置４０の配置
を、分電盤１０よりも上流側又は下流側のいずれか一方となるように切り替えることがで
きる。
【００４８】
　以下では、通常時（停電していないとき）における電力供給システム１の電力の供給態
様について簡単に説明する。
【００４９】
　なお、太陽光発電部３０や、燃料電池８０、蓄電装置４０（切り替えスイッチ４１）、
解列器９０は、それぞれ図示せぬ制御装置に接続され、当該制御装置により各種の情報が
管理されると共に電力の流通方向の変更等の各種の動作が制御される。
【００５０】
　商用電源１００からの電力は、第一電力経路２０を介して分電盤１０に供給される。ま
た、燃料電池８０で発電された電力は、第一電力経路２０を介して分電盤１０に供給され
る。こうして、住宅等の居住者は、商用電源１００や燃料電池８０からの電力によって、
照明を点灯させたり調理器具やエアコンを使用したりすることができる。また、商用電源
１００からの電力や燃料電池８０で発電された電力と同様に、太陽光発電部３０で発電さ
れた電力も、所定の経路を介して分電盤１０に供給することができる。
【００５１】
　このように、分電盤１０で負荷に分配される電力（負荷の消費電力）は、商用電源１０
０からの電力だけでなく、燃料電池８０で発電された電力や太陽光発電部３０で発電され
た電力を用いてまかなうことができる。これにより、商用電源１００から分電盤１０に供
給される電力の電力量（買電量）を減らし、電力料金を節約することができる。
【００５２】
　また、負荷の消費電力が燃料電池８０で発電された電力だけでまかなえ、且つ当該燃料
電池８０で発電された電力に余剰した電力（余剰電力）が生じる場合には、当該余剰電力
を商用電源１００に逆潮流させて売電することができる。また、負荷の消費電力が燃料電
池８０で発電された電力だけでまかなえる場合には、太陽光発電部３０で発電された電力
を商用電源１００に逆潮流させて売電することができる。これにより、電力料金を節約す
ることができ、経済的な利益を得ることができる。
【００５３】
　また、商用電源１００からの電力及び燃料電池８０で発電された電力は、第一電力経路
２０、分電盤１０及び第三電力経路６０を介して蓄電装置４０に供給して充電させること
もできる。そして、蓄電装置４０に充電された電力は、必要に応じて放電され、後述する
所定の経路を介して分電盤１０に供給される。こうして、蓄電装置４０の充放電により負
荷の消費電力をまかなうことができるため、商用電源１００から分電盤１０に供給される
電力の電力量（買電量）を減らし、電力料金を節約することができる。また、商用電源１
００からの電力や燃料電池８０で発電された電力と同様に、太陽光発電部３０で発電され
た電力も、第二電力経路５０を介して分電盤１０に供給して充電させることができる。
【００５４】
　以下では、前述した電力供給システム１の電力の供給態様のうち、蓄電装置４０の充放
電に関する電力の供給態様について詳細に説明する。
【００５５】
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　まず、図２を用いて、蓄電装置４０の充放電に関する電力の供給態様のうち、蓄電装置
４０に電力を充電させる場合における電力の供給態様について説明する。
【００５６】
　図２に示すように、蓄電装置４０に電力を充電させる場合における電力の供給態様にお
いては、切り替えスイッチ４１が、第三電力経路６０側の接点４６がオンとされて第四電
力経路７０側の接点４７がオフとされる。すなわち、蓄電装置４０に電力を充電させる場
合における電力の供給態様においては、分電盤１０と蓄電装置４０とが第三電力経路６０
を介して電力の流通が可能な状態に切り替えられる。こうして、蓄電装置４０は、分電盤
１０よりも下流側に接続されることとなる。
【００５７】
　このような構成により、例えば燃料電池８０で発電された電力を分電盤１０に供給して
余剰した電力（余剰電力）が生じた場合には、当該余剰電力を、第三電力経路６０を介し
て蓄電装置４０に供給して充電させることができる。すなわち、燃料電池８０で発電され
た電力の全てを有効活用することができる。
【００５８】
　なお、図２においては、燃料電池８０で発電された電力だけを蓄電装置４０に供給して
いる状態を示しているが、商用電源１００からの電力及び太陽光発電部３０で発電された
電力も同様に、蓄電装置４０に供給して充電させることができる。
【００５９】
　次に、蓄電装置４０の充放電に関する電力の供給態様のうち、蓄電装置４０から電力を
放電させる場合における電力の供給態様について説明する。
【００６０】
　なお、蓄電装置４０から電力を放電させる場合における電力の供給態様は、燃料電池８
０が発電しているか否かに応じて異なる供給態様となる。
　より詳細には、蓄電装置４０から電力を放電させる場合における電力の供給態様は、燃
料電池８０が発電している場合の供給態様（以下では「第一供給態様」と称する。）と、
燃料電池８０が発電していない場合の供給態様（以下では「第二供給態様」と称する。）
と、に区分けされる。
【００６１】
　以下では、蓄電装置４０から電力を放電させる場合における電力の供給態様のうち第一
供給態様について詳細に説明する。
【００６２】
　図３に示すように、第一供給態様においては、切り替えスイッチ４１が、第三電力経路
６０側の接点４６がオンとされて第四電力経路７０側の接点４７がオフとされる。すなわ
ち、第一供給態様においては、分電盤１０と蓄電装置４０とが第三電力経路６０を介して
電力の流通が可能な状態に切り替えられる。こうして、蓄電装置４０は、分電盤１０より
も下流側に接続されることとなる。
【００６３】
　そして、まず燃料電池８０で発電された電力が、第一電力経路２０を介して分電盤１０
に供給される。そして、燃料電池８０から供給された電力だけでは負荷の消費電力がまか
なえない場合（すなわち、負荷の消費電力の電力量が燃料電池８０の最大発電量の７００
Ｗ以上である場合）には、不足する電力（不足電力）を補うための電力が、蓄電装置４０
から分電盤１０に供給される。
【００６４】
　具体的には、前記不足電力が生じた場合、蓄電装置４０は、前記不足電力の電力量に相
当する電力量の電力を放電する。そして、蓄電装置４０から放電された電力は、第三電力
経路６０を介して、下流側から分電盤１０に供給される。なお、蓄電装置４０から放電さ
れた電力だけでは不足電力をまかなえない場合には、商用電源１００からの電力がさらに
分電盤１０に供給される。
【００６５】
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　なお、燃料電池８０は、当該燃料電池８０で発電された電力以外の、第一電力経路２０
を介して分電盤１０に供給される電力に関する情報を取得可能に構成される。すなわち、
燃料電池８０は、商用電源１００からの電力が第一電力経路２０を介して分電盤１０に供
給された場合に、当該供給された電力に関する情報を取得することができる。これにより
、燃料電池８０は、当該取得した情報と、自らが発電した電力に関する情報と、により、
分電盤１０に供給された電力（負荷の消費電力）に関する情報を取得することができる。
例えば商用電源１００からの電力が第一電力経路２０を介して分電盤１０に供給された場
合には、燃料電池８０は、負荷の消費電力の電力量が少なくとも（当該燃料電池８０の最
大発電量である）７００Ｗ以上であるとの情報を取得（学習）することができる。
【００６６】
　こうして、燃料電池８０は、前記学習した時間帯及び曜日においての負荷の消費電力に
関する情報（すなわち、負荷の消費電力の電力量が少なくとも７００Ｗ以上であり、前記
学習した時間帯及び曜日においては最大発電量の電力を発電すれば良いとの情報）を学習
することができる。このように、第一供給態様において、燃料電池８０は、負荷の消費電
力に関する情報を学習でき、学習機能が阻害されない。
【００６７】
　以下では、蓄電装置４０から電力を放電させる場合における電力の供給態様のうち第二
供給態様について詳細に説明する。
【００６８】
　図４に示すように、第二供給態様においては、切り替えスイッチ４１が、第四電力経路
７０側の接点４７がオンとされて第三電力経路６０側の接点４６がオフとされる。すなわ
ち、第二供給態様においては、分電盤１０と蓄電装置４０とが第一電力経路２０及び第四
電力経路７０を介して電力の流通が可能な状態に切り替えられる。こうして、蓄電装置４
０は、分電盤１０よりも上流側に接続されることとなる。
【００６９】
　そして、蓄電装置４０は、負荷の消費電力の電力量に相当する電力量の電力を放電する
。そして、蓄電装置４０から放電された電力は、第四電力経路７０及び第一電力経路２０
を介して、上流側から分電盤１０に供給される。そして、蓄電装置４０から供給された電
力だけでは負荷の消費電力がまかなえない場合には、不足する電力（不足電力）を補うた
めの電力が、商用電源１００から分電盤１０に上流側から供給される。
【００７０】
　なお、燃料電池８０は、当該燃料電池８０で発電された電力以外の、第一電力経路２０
を介して分電盤１０に供給される電力に関する情報を取得可能に構成される。すなわち、
燃料電池８０は、蓄電装置４０からの電力が第四電力経路７０及び第一電力経路２０を介
して分電盤１０に供給された場合、さらには商用電源１００からの電力が第一電力経路２
０を介して分電盤１０に供給された場合に、当該供給された電力に関する情報を取得する
ことができる。これにより、燃料電池８０は、当該取得した情報と、自らが発電した電力
に関する情報（すなわち、発電していないとの情報）と、により、分電盤１０に供給され
た電力（負荷の消費電力）に関する情報を取得することができる。
【００７１】
　こうして、燃料電池８０は、前記学習した時間帯及び曜日においての負荷の消費電力に
関する情報を学習することができる。このように、第二供給態様において、燃料電池８０
は、負荷の消費電力に関する情報を学習でき、学習機能が阻害されない。
【００７２】
　なお、蓄電装置４０から供給された電力だけでは負荷の消費電力がまかなえない場合に
は、不足する電力（不足電力）を補うための電力として、太陽光発電部３０で発電された
電力を用いることもできる。このような場合、太陽光発電部３０で発電された電力は、蓄
電装置４０からの電力と同様に、第四電力経路７０及び第一電力経路２０を介して、上流
側から分電盤１０に供給される。すなわち、第二供給態様において、太陽光発電部３０で
発電された電力が分電盤１０に供給された場合であっても、燃料電池８０は、負荷の消費
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電力に関する情報を学習でき、学習機能が阻害されない。
【００７３】
　このように、電力供給システム１においては、蓄電装置４０から電力を放電させる場合
に、燃料電池８０が発電している状態、又は発電していない状態であっても、電力の供給
態様を切り替えることにより、燃料電池８０の学習機能が阻害されることを防止すること
ができる。
【００７４】
　以下では、図５を用いて、停電したときにおける電力供給システム１の電力の供給態様
について説明する。
【００７５】
　図５に示すように、停電したときには解列器９０がオフとされ、商用電源１００から電
力供給システム１が解列され、当該電力供給システム１は商用電源１００と連系動作不能
（系統連系不能）となる。ここで、燃料電池８０は、停電したときに商用電源１００と連
系動作可能（系統連系可能）な状態であるならば、運転不能となるように設定される。し
かしながら、本実施形態においては、停電したときに電力供給システム１が商用電源１０
０と連系動作不能（系統連系不能）となるため、停電していないときと同様に燃料電池８
０が運転可能となる。このように、停電したときであっても燃料電池８０を運転させて発
電させることができ、利便性を向上させることができる。
【００７６】
　また、図５に示すように、停電したときであっても、蓄電装置４０から電力を放電させ
る場合における電力の供給態様が第二供給態様となる。すなわち、停電したときであって
も、燃料電池８０は負荷の消費電力に関する情報を学習でき、学習機能が阻害されない。
【００７７】
　また、本実施形態においては、停電したときに蓄電装置４０から放電させる電力が２０
０Ｖとなるように設定される。これにより、一般的なエアコン等の消費電力量の比較的大
きな電化製品や燃料電池８０を運転させることができる。ここで、蓄電装置４０から放電
させる電力を２００Ｖに変換することは、変換効率が良くないものである。しかしながら
、蓄電装置４０は、後述するように、太陽光発電部３０で発電された（直流）電力を効率
良く充電することができるため、長時間継続して電力を放電させることができる。このよ
うに、停電したときに、使用する機器（電化製品や燃料電池８０等）の選択肢を多くする
ことができる。
【００７８】
　以下では、図６を用いて、太陽光発電部３０及び蓄電装置４０の構成について詳細に説
明する。
【００７９】
　太陽光発電部３０は、太陽光パネル（ＰＶ　：　Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ）３１と、
ＤＣ／ＤＣコンバータ３２と、を有する。
【００８０】
　太陽光パネル３１は、太陽光により直流電力を発生させるものである。太陽光パネル３
１は、発生した直流電力を出力する。太陽光パネル３１は、電力の出力側がＤＣ／ＤＣコ
ンバータ３２に接続される。こうして、太陽光パネル３１で発生した直流電力は、ＤＣ／
ＤＣコンバータ３２に入力される。
【００８１】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ３２は、太陽光パネル３１から最大の電力が取り出せるよう、当
該太陽光パネル３１から入力される直流電力を所定の電圧に変換する制御を行うものであ
る。ＤＣ／ＤＣコンバータ３２は、所定の電圧に変換した直流電力を出力する。ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ３２は、電力の出力側が第二電力経路５０を介して蓄電装置４０（より詳細
には、蓄電装置４０における、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２とＤＣ／ＤＣコンバータ４３と
の間）に接続される。こうして、ＤＣ／ＤＣコンバータ３２は、所定の電圧に変換した直
流電力を、蓄電装置４０のＡＣ／ＤＣコンバータ４２又はＤＣ／ＤＣコンバータ４３に出



(12) JP 2015-47020 A 2015.3.12

10

20

30

40

50

力する。
【００８２】
　このように、太陽光発電部３０で発電された電力の全ては、蓄電装置４０（より詳細に
は、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２又はＤＣ／ＤＣコンバータ４３）に一旦供給される。これ
により、太陽光発電部３０で発電された電力の全てを蓄電装置４０で優先的に活用するこ
とができる。具体的には、太陽光発電部３０で発電された電力は、蓄電装置４０の必要に
応じて、後述するように蓄電池４４に充電させたり、当該蓄電装置４０から出力させて売
電させたりすることができる。
【００８３】
　蓄電装置４０は、前述した切り替えスイッチ４１の他に、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２と
、蓄電池４４と、ＤＣ／ＤＣコンバータ４３と、を有する。
【００８４】
　ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、いわゆる双方向コンバータである。ＡＣ／ＤＣコンバー
タ４２は、蓄電装置４０において、切り替えスイッチ４１とＤＣ／ＤＣコンバータ４３と
の間に接続される。
【００８５】
　ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、分電盤１０から蓄電装置４０に交流電力が供給された場
合に、当該供給された交流電力を直流電力に変換する。ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、変
換した直流電力を出力する。ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、直流電力の出力側がＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ４３と接続される。こうして、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２で変換された直流
電力は、ＤＣ／ＤＣコンバータ４３に入力される。
【００８６】
　また、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、ＤＣ／ＤＣコンバータ４３で変換された直流電力
が入力された場合に、当該直流電力を交流電力に変換する。ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は
、変換した交流電力を出力する。ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、交流電力の出力側が切り
替えスイッチ４１と接続される。こうして、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２で変換された交流
電力は、切り替えスイッチ４１により所定の経路を介して分電盤１０に供給される。
【００８７】
　なお、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２は、ＤＣ／ＤＣコンバータ４３で変換された直流電力
が入力された場合だけでなく、太陽光発電部３０から蓄電装置４０に直流電力が供給され
、且つ当該直流電力を蓄電池４４で充電せずに出力する場合にも、当該直流電力を交流電
力に変換する。
【００８８】
　蓄電池４４は、電力を充放電可能に構成されるものである。蓄電池４４は、本実施形態
においては、リチウムイオン電池により構成される。
【００８９】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ４３は、蓄電池４４の充放電の制御を行うものである。ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ４３は、いわゆる双方向コンバータである。ＤＣ／ＤＣコンバータ４３は、
蓄電装置４０において、ＡＣ／ＤＣコンバータ４２と蓄電池４４との間に接続される。
【００９０】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ４３は、蓄電池４４の放電の制御を行う場合、蓄電池４４に充電
された電力を、放電に適した所定の電圧に変換する。ＤＣ／ＤＣコンバータ４３は、変換
した直流電力を出力する。ＤＣ／ＤＣコンバータ４３は、電力の出力側がＡＣ／ＤＣコン
バータ４２と接続される。こうして、ＤＣ／ＤＣコンバータ４３で変換された電力は、Ａ
Ｃ／ＤＣコンバータ４２に入力される。
【００９１】
　また、ＤＣ／ＤＣコンバータ４３は、蓄電池４４の充電の制御を行う場合、ＡＣ／ＤＣ
コンバータ４２又は太陽光発電部３０（より詳細には、ＤＣ／ＤＣコンバータ３２）から
の直流電力を、蓄電池４４の充電状況に応じた最適な電圧に変換する。ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ４３は、変換した直流電力を、蓄電池４４に充電させる。
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【００９２】
　このように、電力供給システム１においては、太陽光発電部３０で発電された直流電力
を、蓄電装置４０に直接供給して充電（ＤＣ充電）させることができる。これにより、太
陽光発電部３０で発電された直流電力を交流電力に変換するためのパワーコンディショナ
等を設ける必要がないため、本システムの構成を簡略化することができる。また、太陽光
発電部３０で発電された直流電力を、一旦交流電力に変換し、その後に再び直流電力に変
換させる必要が無い。すなわち、電力を複数回変換させる必要がないため、変換ロスが発
生することを防止することができる。こうして、太陽光発電部３０で発電された直流電力
を、効率良く蓄電装置４０に充電させることができる。
【００９３】
　以上のように、電力供給システム１は、
　商用電源１００に接続され、負荷に電力を分配する分電盤１０と、
　前記商用電源１００と前記分電盤１０との間に接続され、前記負荷の消費電力に関する
情報を学習する学習機能を有し、当該学習機能に基づいて適宜更新される発電計画に応じ
て発電可能であって、当該発電した電力を前記分電盤１０に供給する燃料電池８０と、
　電力を充放電可能であって、放電した電力を前記分電盤１０に供給する蓄電装置４０と
、
　前記蓄電装置４０に接続され、自然エネルギー（太陽光）を利用して発電可能であって
、当該発電した電力を前記蓄電装置４０に供給する太陽光発電部３０（発電部）と、
　前記蓄電装置４０の配置を、前記分電盤よりも上流側又は下流側のいずれか一方となる
ように切り替える切り替えスイッチ４１（切り替え手段）と、
　を具備し、
　前記太陽光発電部３０から前記蓄電装置４０に直接供給する電力により当該蓄電装置４
０が直流充電（ＤＣ充電）し、
　前記蓄電装置４０の配置を前記分電盤１０よりも下流側に切り替えた場合に、当該蓄電
装置４０から放電された電力を下流側から前記分電盤１０に供給可能であると共に、前記
燃料電池８０が前記分電盤１０に供給して余剰した電力を前記蓄電装置４０に供給可能と
なり、
　前記蓄電装置４０の配置を前記分電盤１０よりも上流側に切り替えた場合に、当該蓄電
装置４０から放電された電力を上流側から前記分電盤１０に供給可能となり、当該供給す
る電力に基づいて前記燃料電池８０が前記学習機能を実行可能となるものである。
【００９４】
　このような構成により、燃料電池８０の学習機能が阻害されず、且つ燃料電池８０で発
電された電力の全てを有効に活用することができ、さらには太陽光発電部３０で発電され
た電力を効率良く充電させることができる。
【００９５】
　また、電力供給システム１は、
　前記太陽光発電部３０で発電した電力の全てを前記蓄電装置４０に供給するものである
。
【００９６】
　このような構成により、太陽光発電部３０で発電した電力の全てを蓄電装置４０で優先
的に活用することができる。
【００９７】
　また、電力供給システム１は、
　前記蓄電装置４０が放電するときに前記燃料電池８０が発電している場合に、当該蓄電
装置４０の配置を前記分電盤１０よりも下流側に切り替え、
　前記蓄電装置４０が放電するときに前記燃料電池８０が発電していない場合に、当該蓄
電装置４０の配置を前記分電盤１０よりも上流側に切り替えるものである。
【００９８】
　このような構成により、燃料電池８０が発電しているか否かに応じて、燃料電池８０の
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学習機能が阻害されず、且つ燃料電池８０で発電された電力の全てを有効に活用すること
ができ、さらには太陽光発電部３０で発電された電力を効率良く充電させることができる
。
【００９９】
　また、電力供給システム１は、
　停電した場合に前記商用電源１００からの解列が行われる解列器９０を具備するもので
ある。
【０１００】
　このような構成により、停電した場合であっても、燃料電池８０を発電させることがで
きる。
【０１０１】
　なお、本実施形態において、電力供給システム１は住宅に設けられる構成としたが、こ
の構成に限定するものではない。例えば、電力供給システム１は、事務所や公共施設等の
建物に設けられる構成としてもよい。
【０１０２】
　また、本実施形態において、太陽光発電部３０にて自然エネルギーとして太陽光を利用
する構成としたが、本発明に係る「発電部」は、これに限定するものではない。利用する
自然エネルギーは、例えば水力、風力、潮力等であってもよい。
【０１０３】
　また、本実施形態において、燃料電池８０の最大発電量は７００Ｗとなるように設定さ
れる構成としたが、これに限定するものではない。例えば、燃料電池８０の最大発電量は
７５０Ｗ等でもよく、任意の発電量に設定可能な構成としてもよい。
【０１０４】
　また、本実施形態においては、太陽光発電部３０がＤＣ／ＤＣコンバータ３２を有する
構成としたが、当該ＤＣ／ＤＣコンバータ３２を有さない構成とすることもできる。
【０１０５】
　また、本実施形態において燃料電池８０は、本発明に係る「燃料電池」の一実施形態で
ある。本発明に係る「燃料電池」は、固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ　：　Ｐｏｌｙｍ
ｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ）に限定するものではなく、学習機
能を有するものであればよい。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　　　電力供給システム
　１０　　分電盤
　３０　　太陽光発電部
　４０　　蓄電装置
　４１　　切り替えスイッチ
　８０　　燃料電池
　９０　　解列器
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