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(57)【要約】
【課題】各太陽電池モジュールやストリングごとに最大
電力動作点を追尾するコンバータが設けられている従来
のＭＰＰＴシステムにおいては、複雑な回路構成のコン
バータを複数備えることにより故障のリスクを抱えてい
たのみならず、各コンバータにおいて電気を流すために
生じるエネルギーのロスが大きかった。
【解決手段】ストリング状に直列接続された太陽電池モ
ジュールと、ストリング電流を決定する電流決定装置と
、決定された電流値にて各モジュールが最大電力を出力
できるように出力電圧を制御する各モジュールに付加さ
れた電圧制御装置と、からなる電力制御システムを提供
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストリング状に直列接続された太陽電池モジュールと、ストリング電流を決定する電流
決定装置と、
　決定された電流値にて各モジュールが最大電力を出力できるように出力電圧を制御する
各モジュールに付加された電圧制御装置と、からなる
　電力制御システム。
【請求項２】
　前記電流決定装置は、所定の基本波力率のもとで系統側出力電流の振幅を最大化できる
ように予め保持するストリング電流とストリングの出力電力との関係に基づいて前記スト
リング電流を決定する条件決定手段を備える請求項１に記載の電力制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストリング状に接続された太陽電池モジュールを用いた電力制御システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、太陽光のエネルギーを利用して発電を行う太陽光発電は、自然環境に過度の負荷
をかけない再生可能エネルギーとして注目度が高まっている。すなわち、太陽光発電は、
太陽光のエネルギーを主にパネル状の太陽電池を用いて直接電力に変換する発電方法であ
り、従来の主要発電手段である火力発電や原子力発電により懸念される二酸化炭素や放射
能による環境汚染というリスクを低減できる。
【０００３】
　さらに太陽光は、石油のように将来枯渇が危惧される資源ではないため、将来に向けて
、継続的かつ安定的な電力供給体制を構築できる可能性をも秘めている。このようなメリ
ットに着目し、大量の太陽電池モジュールを用いて発電を行うメガソーラー発電に関する
構想が様々な場面で練られている。
【０００４】
　なお、太陽光発電においては、発電効率を高めるため、一般的に複数の太陽電池モジュ
ール（太陽電池パネル）をストリング状に直列接続する方法が用いられることがある。現
在実用化されている太陽光発電システムの多くは、前記ストリングを複数並列接続するこ
とで電流容量を増やし、出力電力を確保する構成となっており、同システムのもと発電さ
れた電力が電力会社あるいは一般消費者のもとに送電される仕組みがとられている。ちな
みに、ここでいう「ストリング」とは、複数の太陽電池モジュール同士を、配線を用いて
それぞれ直列に接続した際の当該太陽電池モジュールの構成単位のことを意味している。
【０００５】
　ところが、モジュールを直列に接続する前記方法をとると、一部の太陽電池モジュール
の発電効率が低下し電流が抑圧された場合、その他のモジュールが良好な発電効率を維持
可能な環境下にあっても、当該モジュールを備えるストリング全体の電流が抑制される結
果、真に効率的な発電を実現できない。このことを具体例を挙げて説明する。
【０００６】
　ここで、ストリング状になった太陽電池モジュールの一部のみの発電効率が低下する一
例として図１を示す。ここで同図（ａ）（ｂ）はともに、同一の太陽電池モジュールの構
成を示すイメージ図である。同図（特に（ｂ））において示されているように、天候等の
変化に伴う太陽電池モジュールの設置場所による日射強度の違いや、落葉等の障害物によ
る遮光等が太陽光発電における発電効率の低下の原因となりうる。例えば、複数の太陽電
池モジュール０１０１が直列に接続されて構成されるストリングにおいて、うち１つのモ
ジュール０１１０のみが何らかの「影」０１００によってその表面を覆われてしまった場
合を考える。この場合、影がかかってしまったモジュールにおける発電流量が、通常の供
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給能力の例えば３割程度に落ち込んでしまうとすると、たとえ残りのモジュール０１１１
が全て通常どおりの供給能力を維持可能な環境下にあっても、当該ストリング全体におい
て供給する電力は供給能力のわずか３割程度になってしまう。
【０００７】
　このように、太陽光発電システムにおける発電量は自然環境の影響を受けることが必至
であり、一部のモジュールのみの発電量が抑制されてしまったり、回復したりといった状
況の変化は日常的に発生しうる。そこで、安定した発電量を確保するという観点から、上
記状況の変化に対応できるような太陽光発電システムの構築が課題となっていた。
【０００８】
　この点従来より、日照条件のアンバランスに対応した電力制御を行う技術としてモジュ
ール集積化コンバータ（ＭＩＣ）を利用する方法が広く知られている。この方法は、スト
リング単位あるいはモジュール単位でＤＣ／ＤＣコンバータやＰＷＭ電圧形インバータ等
の電力変換装置を配置接続し、当該装置を用いてストリング電圧を制御する手法である。
なお、モジュール集積化コンバータ（ＭＩＣ）を用いた代表的な電力供給システムとして
は、例えば、日照条件、モジュール温度等の変化を監視し、その時どきで常に発電量が最
大となるように制御を行う最大電力動作点追尾システムが知られている。
【０００９】
　ここで、図２を用いて最大動作点追尾システムについてさらに詳しく説明する。同図上
面において示されているように、発電電力［Ｐ］は、端子電圧値［ＶＰＶ］の変化に伴い
変化するところ、その変化は端子電圧値の変化に比例せず、同値が一定値を超えるとむし
ろ発電電力は減少する。このような発電電力と端子電圧値との関係において、真に効率的
な発電電力を供給するためには、端子電圧値を発電電力が最大［Ｐｍ］となる（最大電力
動作点に達する）ように定める必要がある。日照条件等の変化により最大電力動作点（Ｍ
ａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ、ＭＰＰ）は常に変化し得ることから、最大電力
供給のためには、当該変化し得る最大電力動作点がどこであるか、を常に探索し、追尾す
るシステムが必要であった。このようなシステムはＭＰＰＴ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ）システムと呼ばれ、特許文献１をはじめ、既に当該
システムに関する技術が広く開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－８３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ここで、前掲特許文献１に代表されるＭＰＰＴシステムに関する従来技術においては、
いずれも各太陽電池モジュールやストリングごとに、それぞれの最大電力動作点を追尾す
るための電力調整装置が設けられている。各電力調整装置は昇降圧形コンバータで構成さ
れ、各太陽電池モジュールの電流・電圧を検出しながら、出力電力が最大となるようにデ
ューティ比を調整する。いっぽう、ストリングが接続される系統連系インバータのＤＣ側
端子電圧は、インバータ自身の電圧フィードバック制御により決定される。すなわち、Ｄ
Ｃ側端子電圧の指令値を変化させることによりストリング電流もまた変化し、そのような
変化を繰り返す結果、ある日射照度の下において発電量を最大化することを可能たらしめ
ている。
【００１２】
　上記のような回路構成が複雑であることの一例を挙げておく。まず、各調整装置の回路
は通常昇降圧形の構成が採用されるが、これは、モジュール間における電流のバイパス機
能を確保するためには降圧機能が必要となるほか、ある一のモジュールで日照強度が低下
して電圧が低下した場合でも他のモジュールに影響を与えずに最大電力動作を保つには、
調整装置において電圧を増幅させるため昇圧機能が必要になるためである。すなわち、降
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圧のみならず昇圧機能もまた必要になり、回路構成が複雑になるというデメリットがあっ
た。
【００１３】
　そして、従来技術における調整装置においては、複雑な回路構成の調整装置を複数備え
ることにより、各装置における効率低下の原因となるのみならず、故障のリスクも相対的
に高くなっていた。すなわち、従来技術のＭＰＰＴシステムを用いた電力制御システムに
おいては、回路で発生する損失やコストの低減、信頼性の向上の点で十分とは必ずしも言
い難く、特にメガソーラーなどの大型発電システムにおいては、効率の高さの点で不十分
であるという課題を残していた。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　以上のような課題を解決するために、本発明は、ストリング状に直列接続された太陽電
池モジュールと、ストリング電流を決定する電流決定装置と、決定された電流値にて各モ
ジュールが最大電力を出力できるように出力電圧を制御する各モジュールに付加された電
圧制御装置と、からなる電力制御システムなどを提案する。
【００１５】
　なお、前記ストリング電流は、特には、各太陽電池モジュールの出力状況を示す情報、
すなわちストリングを構成する各太陽電池モジュールにおける出力電圧および電流値に応
じて予め定められた情報に基づいて決定される構成にすることが好ましい。ここでいう出
力状況とは、前記出力電圧及び電流の値により示される情報のほか、例えば、前記各値の
変化により生じる差分等を示す変動情報を参酌するなどして表されることも考えられる。
本発明においてはさらに、前記出力状況に応じて、所定の基本波力率のもとで系統側電流
の振幅を最大化できるようにストリング電流を決定するように条件を決定する構成を有す
る電力制御システムなどをも提案する。
【発明の効果】
【００１６】
　主に以上のように昇圧機能を持つ必要のないモジュール集積化コンバータ（ＭＩＣ）と
、ストリング電流を制御するインバータとの間で制御機能を分担する回路構成をとる本発
明によって、モジュール集積化コンバータの回路構成の簡素化が実現でき、同回路にかか
る負荷あるいは故障のリスクをいずれも軽減することが可能になるため、効率的な電力供
給を安定的に行う太陽光発電に関する電力制御システムを提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】太陽電池モジュールの一部の発電効率が下がるケースの一例を示すイメージ図
【図２】最大電力動作点追尾システムにおける最大電力点追尾の概念を示すグラフ
【図３】実施形態１の電力制御システムの構成の一例を示すブロック図
【図４】実施形態１の電力制御システムの処理の流れの一例を示すフローチャート
【図５】実施例において用いた各装置の回路構成を示した図
【図６】実施例における発電結果を示したグラフ
【図７】実施形態２の電力制御システムの機能ブロックの一例を示す図
【図８】実施形態２の電流決定装置の処理の流れの一例を示すフローチャート
【図９】実施形態２の電流決定装置の処理の別の流れの一例を示すフローチャート
【図１０】実施例におけるストリング電流と最大電力動作点の関係を示したグラフ
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下で本発明の実施形態を説明する。実施形態１は主に請求項１に記載の発明などに対
応し、実施形態２は主に請求項２に記載の発明などに対応する。なお、本発明はこれらの
実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において様々な態
様で実施し得る。
【００１９】
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＜＜実施形態１＞＞
＜機能的構成＞
　図３は、本実施形態の電力制御システムの構成の一例を示す図である。この図において
示されるように、本実施形態の「電力制御システム」０３００は、複数の「太陽電池モジ
ュール」０３０１と、「電流決定装置」０３０２と、各太陽電池モジュールごとに配置さ
れた「電圧制御装置」０３０３とからなる。太陽電池モジュールが複数直列に接続される
ことにより「ストリング」０３０４を構成しており、各太陽電池モジュールにて発電され
た電力は、電流決定装置を経て「電源系統」０３０５へと供給される。
【００２０】
　当該回路構成からなる電力制御システムにおいては、ストリングを流れるべき電流の値
（ストリングが複数の場合にはそれらの総和）を電流決定装置において決定し、各電圧制
御装置においては、前記決定における電流値の制約のもと、出力電圧が当該時点の日照条
件において最大量の電力を供給するような値をとるよう制御を行う。このような構成をと
ることで、各太陽電池モジュールひいてはストリングにおいて、常に最大電力動作点を維
持しながら安定した電力を供給し続けることが可能になる。
【００２１】
　「太陽電池モジュール」０３０１は、太陽電池セルを直列接続したもので、太陽光エネ
ルギーの入力を受け、同エネルギーを電力に変換するための処理を行う。一般的には、太
陽電池モジュールは、ストリング状０３０４に構成されるのみならず、当該ストリングが
複数列配設されることにより、アレイ状のパネルとして利用される（図３においては、ア
レイ状のパネルは０３００にて示される範囲において特定されている。）。当該構成をと
ることで多くの発電量を確保することが可能になる。なお、アレイ状のパネルとして構成
する際、個々のストリングにおける太陽電池モジュールの枚数は、それぞれ異なっていて
も構わない。すなわち、例えばあるストリングは５枚の太陽電池モジュールから構成され
、他方のストリングは８枚の太陽電池モジュールから構成されていてもよい。このような
構成を採用することにより、複雑な形状の屋根や地形においても、空間を無駄にすること
なく効率的な発電が可能になる。
【００２２】
　なお、ストリングの両端のうち電流出力側には、電流の逆流を防止するための逆流防止
ダイオードを設置する構成をとってもよい。当該構成をとることにより、発電により得ら
れた電流が逆流し、太陽電池全体がショートしてしまう事態を回避することが可能になる
。
【００２３】
　「電流決定装置」０３０２は、前記太陽電池アレイ０３００と接続されており、ストリ
ング電流を決定する機能を有する。電流決定装置は、例えば図３に示したように、太陽電
池アレイ全体を流れる電流の値、すなわち太陽電池アレイを構成する複数のストリング電
流の総和の値を決定するように設けられてもよいし、各ストリングを流れる電流の値を決
定するように、各ストリング毎に設けた後に総和を取ってもよい。具体的な電流決定の方
法としては、例えば、ユーザが日照条件等を勘案しつつ任意の電流値を入力設定する方法
のほか、自装置を通過する電力から出力電圧や電流値に関する情報を取得し、当該各情報
に関し予め定められた例えば図２において示したような端子電圧と発電電力との関係、お
よび端子電圧と端子電流との関係をそれぞれ示すデータを参照し、最適と推測される電流
値を適時決定し、当該決定に基づいた電流がストリング電流として各ストリングに流れる
ように制御を行うことが考えられる。以上のような制御を行う構成を採ることにより、モ
ジュールを構成するストリングが単数であると複数であるとに関わらず、個々の太陽電池
モジュールだけではなく、結果としてパネル全体における最大電力動作点での発電を実現
し続けることが可能になる。
【００２４】
　ここで、前記電流決定値の方法が、ストリングが単数だけではなく複数である場合にも
妥当することについて説明する。すなわち、複数のストリングにおいては、各ストリング
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を構成する太陽電池モジュールの総発電電力に比例してストリング電流が分流することか
ら、各ストリングの電流を個別に制御する必要はなく、これらの電流の総和を制御すれば
足りる。そして電流決定装置は、図２において示したように一のデータを用いて最も効率
的な電流値を決定することとなることから、各ストリングごとの電流値を参照する必要は
ない。
【００２５】
　ここで、電流決定装置の具体的な回路構成としては、例えば三相のＰＷＭ制御を行う電
流形インバータとすることが考えられるが、制御の形式はこれに限られるものではなく、
例えば、ＤＣ／ＤＣコンバータと電圧形インバータを組み合わせた構成としてもよい。い
ずれにしても、このように電力を商用電源系統へと送るための系統連系用パワーコンバー
タを電流決定装置として備える構成をとることにより、電圧値はもちろん、同装置にて決
定した電流値の制御情報を別途各ストリングに伝えるための回路構成をとる必要のない、
極めて簡易な回路構成でのストリング電流の最適化制御の実現が可能になる。
【００２６】
　「電圧制御装置」０３０３は、各モジュールに付加されて前記電流決定装置にて決定さ
れた電流値にて各モジュールが最大電力を出力できるよう、出力電圧を制御する機能を有
する。「出力電圧を制御する」とは、例えば、降圧チョッパの方式により電圧を最大とな
るように制御することが考えられる。既に説明したように、電圧制御装置においては、電
流決定装置により定められたストリング電流値の条件下で太陽電池モジュールからの入力
電圧に依らず出力電圧を最大化する制御を行なう。このため電流値を制御する動作が不要
となり極めて回路構成が簡便であり、故障等のリスクを低減することが可能になる。
【００２７】
　なお、太陽電池アレイ０３００にて発電された電力は電流決定装置を経て「電源系統」
０３０５へと供給される。ここで電源系統とは、例えば、商用電源系統や蓄電池などが考
えられるほか、電力を消費する機器の電源系統に直接接続される構成を採ることも考えら
れる。
【００２８】
＜処理の流れ＞
　図４は、本実施形態の電力制御システムの処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ０４０１では、電流
決定装置にて各太陽電池モジュールに流すための出力電流値を決定し当該値の電流を流す
よう制御する処理を行う（出力電流値決定ステップ）。次にステップＳ０４０２では、電
圧制御装置にて、前記出力電流値を前提として現時点における最大電力動作点となりうる
ような最適電圧値を算出する処理を行う（電圧値算出ステップ）。そしてステップＳ０４
０３では、電圧値算出ステップにて算出される電圧値が出力電圧となるように各太陽電池
モジュールの両端部の電圧を制御する処理をおこなう（出力電圧制御ステップ）。その後
ステップＳ０４０４では、さらに電力の制御を行うべきかどうかを判断する処理を行い、
判断結果が行うべきとの内容である場合には、ステップＳ０４０１の処理に戻り、行う必
要がないとの内容である場合には処理を終了する。
【００２９】
＜＜実施例＞＞
　本実施形態の電力制御システムの実効性を検証するために、汎用の回路シミュレータを
利用して、日照条件の変化に伴うストリング電流等の変化に関するシミュレーションを行
った。なお、図５は、同シミュレーションにおいて用いた電力制御システムにおける回路
構成を示した図である。同図においては、電流決定装置として、ＤＣ／ＤＣコンバータを
採用するものとする。同図における「太陽電池モデル」０５０１が本実施形態における「
太陽電池モジュール」に相当し、「ストリング電流制御部」０５０２が「電流制御装置」
に、「出力電圧最大化制御部」０５０３および「降圧チョッパ部」０５０４が「電圧制御
装置」にそれぞれ相当する。
【００３０】



(7) JP 2014-170331 A 2014.9.18

10

20

30

40

50

　図６は、上記の前提のもとで行ったシミュレーションの結果を示したグラフである。同
図の横軸はいずれも時間の経過を表しており、最上部から順に、ストリング電流、ストリ
ング電圧、当該ストリングにおいて発電される電力の変化を示すグラフにより構成されて
いる。
【００３１】
　同シミュレーションにおいては、同図上部において示されているように、日照条件がい
ったん悪化し、その後再び良好になるという状況を想定した。具体的には、後記実施形態
２で詳しく説明するが、ストリングを構成する各太陽電池モジュールの短絡電流の変化に
伴い、ストリング電流を変化させる構成をとっている。そして電流決定装置にて当該短絡
電流よりもやや高い電流を適度な電流値として決定する処理を行った。
【００３２】
　そして上記条件のもとでストリング電圧の変化を示したものが同図中部のグラフである
。同図において示されているように、日照条件が変化しストリング電流が低下すると、当
該変化に伴いストリング電圧が高くなっていることがわかる。そして、ストリング電流が
また高くなると、ストリング電圧も再び低下する。
【００３３】
　以上のシミュレーションの結果、日照条件の悪化によるストリング電流の低下に伴い、
ストリング全体の発電効率もまた悪化するが、当該悪化分はあくまで一部のストリング電
流の悪化分の範囲にとどまっており、ストリングを構成する太陽電池モジュール全体の発
電効率には影響を与えていない。
【００３４】
　　なお、図１０は、同シミュレーションにおいて用いたストリング電流と最大電力動作
点との関係を示したグラフである。同図において示されているように、同電力制御システ
ムにおける最大電力動作点は、およそストリング電流値が５Ａのときであるといえる。し
たがって、回路における負荷値等をも考慮して、電力決定装置においてストリング電流は
、５Ａよりやや高い６Ａ程度とすれば効率的な発電が可能になることがわかる。
【００３５】
＜効果＞
　以上の構成を有する電力制御システムを備えることにより、各太陽電池モジュールひい
てはストリングにおいて、常に最大電力動作点を維持しながら安定した電力を供給し続け
ることが可能になる。
【００３６】
＜＜実施形態２＞＞
＜概要＞
　本実施形態の電力制御システムは、実施形態１の電力制御システムと基本的には同様で
あるが、前記電流決定装置は、所定の基本波力率のもとで系統側出力電流の振幅を最大化
できるようにストリング電流とストリングの出力電力との関係に基づいて前記ストリング
電流を決定する条件決定手段を更に備える点に特徴がある。当該特徴を備えることによっ
て、個々の太陽電池モジュールがおかれている環境の変化に柔軟に対応しつつ、供給でき
る電力の最大化を実現することが可能になる。
【００３７】
＜機能的構成＞
　図７は、本実施形態の電力制御システムの機能ブロックの一例を示す図である。この図
にあるように、本実施形態の「電力制御システム」０７００は、「太陽電池モジュール」
０７０１と、「電流決定装置」０７０２と、「電圧制御装置」０７０３と、を有し、電流
決定装置は「条件決定手段」０７０５をさらに有する。基本的な構成は実施形態１の図３
を用いて説明した電力制御システムと共通するため、以下では相違点である条件決定手段
について説明する。
【００３８】
　「条件決定手段」０７０５は、所定の基本波力率のもとで系統側出力電流の振幅を最大
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化できるようにストリング電流とストリングの出力電力との関係に基づいて前記ストリン
グ電流を決定する機能を有する。基本波力率としては、１もしくは１をやや下回る値であ
ることが通常考えられ、同程度の値をとることが望ましいが、とるべき値が同程度である
ことは必ずしも必須ではない。
【００３９】
　なお、「ストリング電流とストリングの出力電力との関係に基づいて」とは、例えば、
電流決定装置と接続されたストリングを構成する各太陽電池モジュールの短絡電流（Ｉｓ
ｃ）を考慮するようなテーブルを予め保持しておき、当該テーブルに対応するような処理
を行う方法が考えられる。具体的には、個々の太陽電池モジュールの特性が全て等しく、
当該各モジュールの短絡電流がＩｓｃであると仮定する場合、ストリングが２並列であれ
ば太陽電池パネル全体における短絡電流は（２×Ｉｓｃ）Ａとなることから、電流決定装
置としては、（２×Ｉｓｃ）Ａよりも高い値の電流値は出力電流値として採用しないとす
るアルゴリズムが考えられる。また、各電圧制御装置における負荷量を考慮し、５Ａより
一定程度高い値を出力電流値として採用するアルゴリズムをとってもよい。
【００４０】
　ここで、「短絡電流を考慮する」とは、例えば、各太陽電池モジュールが置かれている
日照条件等の情報を把握し、当該情報に基づいて判断することが考えられる。日照条件等
の情報の収集及び当該情報の分析、そして当該分析を踏まえた電流値の決定を行うタイミ
ングとしては、これらの工程を所定時間ごとにまとめて行う構成としても良いし、情報の
収集及び分析のみを所定時間毎にまとめて行い、当該分析の結果が出力電流値の変更が必
要になるとの判断結果である場合には、改めて電流値の決定を行う構成としてもよい。
【００４１】
　以上の短絡電流の考慮方法としては、例えば本発明の発明者が発明者となり、既に特許
化されている特許第４９９９２８０号に記載の電流最大化のための考慮方法を、電圧最大
化に応用して適用する方法が考えられるほか、さらには一般的なＭＰＰＴシステムにおい
て利用されるいわゆる「山登り法」を採用することも考えられる。すなわち、前記例の場
合、電流決定装置はまず、電流値の基準値として（２×Ｉｓｃ）Ａよりやや減少した値を
採用して自身を通過する電力を測定する。そして、電力が増えた場合にはさらに電流値を
減少方向に変化させ、電力が減少した場合には、電流値を増加方向に変化させるような処
理を行う。このような処理を繰り返し行うことにより個々の太陽電池モジュールがおかれ
ている環境の変化に柔軟に対応しつつ、供給できる電力の最大化を実現することが可能に
なる。
【００４２】
＜処理の流れ＞
　図８は、本実施形態の電力制御システムのうち、電流決定装置における処理の流れの一
例を示すフローチャートである。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にス
テップＳ０８０１では、接続されたストリングを構成している各太陽電池モジュールの短
絡電流に関する情報を取得する処理を行う（短絡電流情報取得ステップ）。次に、ステッ
プＳ０８０２では、前記取得した複数の短絡電流情報に基づき各太陽電池モジュールに流
すために最適な出力電流値を決定する処理を行う（最適電流値決定ステップ）。ステップ
Ｓ０８０２の処理が行われると、当該処理において決定された電流値に基づき、電圧制御
装置にて各種制御が行われることとなる。
【００４３】
　なお、図９は、本実施形態の電流決定装置における処理の別の流れの一例を示すフロー
チャートである。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ０９０
１では、接続されたストリングを構成している各太陽電池モジュールの短絡電流に関する
情報を取得する処理を行う（短絡電流情報取得ステップ）。次にステップＳ０９０２では
、前記取得した複数の情報に基づいて、いったん変更した電流値を変更するかどうかを判
断する。ここでの判断結果が変更の必要ありとの内容であった場合には、ステップＳ０８
０２の処理へ移行する。変更の必要がないとの判断結果であった場合には、ステップＳ０
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９０１の処理に戻る。
【００４４】
＜効果＞
　以上の構成を有する電力制御システムを備えることにより、個々の太陽電池モジュール
がおかれている環境の変化に柔軟に対応しつつ、供給できる電力の最大化を実現すること
が可能になる。
【符号の説明】
【００４５】
０１０２…パワーコンディション、０１０３…商用系統、０１０４…ダイオード、０１０
５…ストリング、０３００…太陽電池アレイ、０３０１…太陽電池モジュール、０３０２
…電流決定装置、０３０３…電圧制御装置、０３０４…ストリング

【図３】 【図４】
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