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(57)【要約】
【課題】技術的側面のみならず経済的側面にも着目して
蓄電池システムを管理できるようにすること。
【解決手段】蓄電池システム５は、少なくとも一つの交
換可能な蓄電池と、蓄電池を制御するためのコントロー
ラと、蓄電池を電力系統２に接続して電力を授受するた
めの電力変換装置とを備える。蓄電池システム管理装置
１は、各蓄電池に関する所定の蓄電池データを各コント
ローラから取得して管理する蓄電池データ管理部１１と
、各蓄電池の位置情報と各蓄電池の運用収益に関連する
所定の運用関連データとを取得して管理する運用関連デ
ータ管理部１２と、各蓄電池の中から選択される移動対
象の蓄電池を所定の場所に移動させた場合の状況を、所
定の蓄電池データおよび所定の運用関連データに基づい
て評価する評価部１０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力系統に接続される複数の蓄電池システムを管理するための蓄電池システム管理装置
であって、
　前記各蓄電池システムは、少なくとも一つの交換可能な蓄電池と、前記蓄電池を制御す
るためのコントローラと、前記蓄電池を前記電力系統に接続して電力を授受するための電
力変換装置とを備えており、
　前記各蓄電池に関する所定の蓄電池データを前記各コントローラから取得して管理する
蓄電池データ管理部と、
　前記各蓄電池の位置情報と前記各蓄電池の運用収益に関連する所定の運用関連データと
を取得して管理する運用関連データ管理部と、
　前記各蓄電池の中から選択される移動対象の蓄電池を所定の場所に移動させた場合の状
況を、前記所定の蓄電池データおよび前記所定の運用関連データに基づいて評価する評価
部と、
を備える蓄電池システム管理装置。
 
【請求項２】
　前記評価部による評価結果を出力する評価結果出力部をさらに備える、
請求項１に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項３】
　前記所定の場所とは、前記移動対象の蓄電池が前記電力系統との間で電力を需給してい
る接続地点とは異なる他の接続地点である、
請求項２に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項４】
　前記所定の場所とは、前記各蓄電池システムのうち前記移動対象の蓄電池が設けられて
いる蓄電池システムとは異なる他の蓄電池システム内の場所である、
請求項３に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項５】
　前記移動対象の蓄電池とは、交換対象として選択される複数の蓄電池であり、
　前記所定の場所とは、交換相手の蓄電池が設置されている場所であり、
　前記評価部は、前記交換相手の蓄電池に関する情報を前記評価結果の少なくとも一部と
して、前記移動対象の蓄電池を制御する前記コントローラへ通知する、
請求項４に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項６】
　前記評価部は、前記移動対象の蓄電池を前記所定の場所に移動させた場合の出力および
容量に関する状況を評価する、
請求項１～５のいずれか一項に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項７】
　前記評価部は、前記移動対象の蓄電池を前記所定の場所に移動させた場合の、前記出力
および前記容量に関する状況に加えて、運用収益に関する状況も評価する、
請求項６に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項８】
　前記各蓄電池システムのうち少なくとも一つは、少なくとも一つのコンテナ型蓄電ユニ
ットを備えており、
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　前記コンテナ型蓄電ユニットは、前記蓄電池と、前記コントローラと、前記電力変換装
置とを含んでいる、
請求項７に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項９】
　前記評価部は、前記所定の場所に予め設定されている運転条件を前記移動対象の蓄電池
を有する蓄電池システムへ送信し、前記移動対象の蓄電池を前記運転条件に基づいてテス
ト運転させ、そのテスト運転の結果を取得する、
請求項６に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項１０】
　前記評価部は、出力と容量および運用収益が最適化する前記各蓄電池の配置をシミュレ
ーション演算し、その演算結果を出力する、
請求項７に記載の蓄電池システム管理装置。
 
【請求項１１】
　電力系統に接続される複数の蓄電池システムを管理するための蓄電池システム管理方法
であって、
　前記各蓄電池システムは、少なくとも一つの交換可能な蓄電池と、前記蓄電池を制御す
るためのコントローラと、前記蓄電池を前記電力系統に接続して電力を授受するための電
力変換装置とを備えており、
　前記各蓄電池に関する所定の蓄電池データを前記各コントローラから取得してデータベ
ースで管理し、
　前記各蓄電池の位置情報と前記各蓄電池の運用収益に関連する所定の運用関連データと
を取得して他のデータベースで管理し、
　前記各蓄電池の中から選択される移動対象の蓄電池を所定の場所に移動させた場合の状
況を、前記所定の蓄電池データおよび前記所定の運用関連データに基づいてコンピュータ
に評価させる、
蓄電池システム管理方法。
 
【請求項１２】
　電力系統に接続される蓄電池システムであって、
　少なくとも一つの交換可能な蓄電池と、
　蓄電池システム管理装置に通信ネットワークを介して通信可能に接続されており、前記
蓄電池システム管理装置からの制御信号に基づいて前記蓄電池を制御するためのコントロ
ーラと、
　前記蓄電池を前記電力系統に接続して電力を授受するための電力変換装置を備え、
　前記コントローラは、
　　前記蓄電池に関する所定の蓄電池データを前記通信ネットワークを介して前記蓄電池
システム管理装置へ送信し、
　　前記蓄電池システム管理装置が、前記電力系統に接続されている各蓄電池システムに
ついての前記所定の蓄電池データと、前記各蓄電池システムの有する各蓄電池の位置情報
と、前記各蓄電池の運用収益に関する所定の運用関連データとに基づいて評価した評価結
果を、前記通信ネットワークを介して前記蓄電池システム管理装置から受領する、
蓄電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電池システム管理装置、蓄電池システム管理方法および蓄電池システムに
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば太陽光発電装置、風力発電装置などの再生可能エネルギを利用した発電装
置（分散型発電装置）が普及し始めている。これら分散型発電装置は、天候の変化により
発電量が大きく変動する。そこで、発電量の変動を吸収したり、電力系統の周波数変動を
抑制したりするために、分散型発電装置の近傍に位置して、電力系統に蓄電池システムを
接続することが考えられる。
【０００３】
　電力系統に蓄電池を接続し、蓄電池の充放電動作を制御することで電力系統の効率的な
運用を図るための技術は知られている（特許文献１，２）。電力の足りない地域に蓄電池
を移動させることで、電力を融通する技術も提案されている（特許文献３，４）。コンテ
ナ車に搭載した蓄電池や電気自動車に内蔵された蓄電池を利用し、電力の必要な場所に蓄
電池を移動させて電力を供給する技術も知られている（特許文献５）。なお、蓄電池の状
態を推定する技術も知られている（特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１９８１９２号公報
【特許文献２】特開２０１３－１０６３７２号公報
【特許文献３】特開２０１３－０９０３４４号公報
【特許文献４】特開２００７－２７４８２７号公報
【特許文献５】特開２０１３－１８３５２１号公報
【特許文献６】特開２０１１－２１５１５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　蓄電池システムは、水素ガスや熱エネルギなどを用いて電力を貯蔵するシステムに比較
して、小規模システムを構築しやすいという特徴を有する。このため、蓄電池システムを
多拠点に分散配置することで、電力系統を安定化する技術の開発が期待されている。
【０００６】
　蓄電池システムの分散配置の普及に際しては、電力品質の維持という技術的側面の検討
だけでなく、投資回収計画などの経済的側面の検討も重要になる。例えば、多くの蓄電池
システムが設置された地域では、市場原理により蓄電池システムを利用する際の電力単価
（蓄電池システムの利用料金）が低下するため、蓄電池システムへの投資を回収すること
が難しくなる。一方、例えば環境問題への意識の高まりなどを理由に分散型発電装置が大
量に導入される地域では、電力品質の維持のために多くの蓄電池システムが必要とされ、
結果的に蓄電池システムの利用料金が上昇する可能性がある。電力単価の高い地域では、
蓄電池システムへの投資を回収し易い。
【０００７】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、その目的は、技術的側面のみならず経
済的側面にも着目して蓄電池システムを管理できるようにした蓄電池システム管理装置、
蓄電池システム管理方法および蓄電池システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決すべく、本発明に従う蓄電池システム管理装置は、電力系統に接続され
る複数の蓄電池システムを管理するための蓄電池システム管理装置であって、各蓄電池シ
ステムは、少なくとも一つの交換可能な蓄電池と、蓄電池を制御するためのコントローラ
と、蓄電池を電力系統に接続して電力を授受するための電力変換装置とを備えており、各
蓄電池に関する所定の蓄電池データを各コントローラから取得して管理する蓄電池データ
管理部と、各蓄電池の位置情報と各蓄電池の運用収益に関連する所定の運用関連データと
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を取得して管理する運用関連データ管理部と、各蓄電池の中から選択される移動対象の蓄
電池を所定の場所に移動させた場合の状況を、所定の蓄電池データおよび所定の運用関連
データに基づいて評価する評価部と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、所定の蓄電池データと所定の運用関連データとに基づいて、移動対象
の蓄電池を所定の場所に移動させた場合の状況を評価することができる。ユーザは、評価
結果を利用することで、技術的側面および経済的側面の両面から蓄電池の配置を検討する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】蓄電池システムおよび蓄電池システム管理装置を含む全体システムの概要を示す
説明図。
【図２】蓄電池システムのブロック図。
【図３】蓄電ユニットの構成例を示す斜視図。
【図４】蓄電池システム管理装置が蓄電池システム等との間で送受する情報の例を示す説
明図。
【図５】蓄電池システム管理装置の操作画面例。
【図６】交換対象の蓄電池を抽出して提案する処理のフローチャート。
【図７】電力単価と残寿命に基づいて、交換の可否を判定する様子を示す説明図。
【図８】出力と容量に基づいて、交換の可否を判定する様子を示す説明図。
【図９】第２実施例に係り、移動先における運転条件でテスト運転することで交換の可否
を判定する様子を示す説明図。
【図１０】第３実施例に係り、蓄電池システム群から最適な交換の組合せを選択して提案
する処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。本実施形態に係る蓄電池シス
テム管理装置は、電力単価の変動等の経済的側面を示す情報と、出力および容量の技術的
側面を示す情報とに基づいて、蓄電池の交換について評価する。電力単価とは、蓄電池シ
ステムを利用する際の電力単価であり、蓄電池システムの利用料金と呼び変えることもで
きる。ユーザは、蓄電池システム管理装置の評価結果を利用することで、蓄電池システム
の投資回収計画を安定化させるべく、蓄電池を交換する。
【実施例１】
【００１２】
　図１～図８を用いて第１実施例を説明する。図１は、複数の蓄電池システム５（１）、
５（２）が接続された電力網２の構成と、蓄電池システム５（１）、５（２）の上位コン
トローラである蓄電池システム管理装置１の機能構成とを示す。
【００１３】
　「電力系統」としての電力網２では、複数の発電装置３と変電装置４とがツリー状また
は網目状に接続されている。発電装置３は、例えば、太陽光発電発電装置、風力発電装置
などの再生可能エネルギを利用して発電する装置である。発電装置３として、例えばガス
タービン式発電装置や燃料電池などが含まれてもよい。
【００１４】
　図１に示す例では、電力網２の含む各拠点のうち、一方の拠点の変電装置４には一方の
蓄電池システム５（１）が接続されており、他方の拠点の変電装置４には他方の蓄電池シ
ステム５（２）が接続されている。蓄電池システム５（１）、５（２）は、電力網２に対
して有効電力または無効電力を充放電することによって、電力網２の一部分または全体の
電圧および周波数を維持する役割を果たしている。
【００１５】
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　蓄電池システム５（１）、５（２）を特に区別しない場合は、蓄電池システム５と呼ぶ
ことがある。蓄電池システム５の詳細な構成例は図２で後述する。各蓄電池システム５は
、例えばインターネットなどの広域情報通信網ＣＮに接続されており、通信網ＣＮを介し
てシステム管理装置１と双方向通信する。
【００１６】
　蓄電池システム管理装置１は、各蓄電池システム５を管理するためのコンピュータ装置
である。蓄電池システム管理装置１は、通信網ＣＮを介して各蓄電池システム５に双方向
通信可能に接続されている。以下の説明では、蓄電池システム管理装置１をシステム管理
装置１と略記する場合がある。
【００１７】
　システム管理装置１は、例えば、評価部１０、蓄電池データ管理部１１、運用関連デー
タ管理部１２、ユーザインターフェース部１３を備える。評価部１０は、蓄電池データお
よび運用関連データに基づいて、管理対象の各蓄電池の中から選択された蓄電池の組合せ
について、交換した場合の状況を評価する。これらの機能１０～１３は、コンピュータ装
置の有するマイクロプロセッサ、メモリ、補助記憶装置、入出力回路などのハードウェア
と、オペレーティングシステムやアプリケーションプログラムなどのコンピュータプログ
ラムとにより、実現される。詳しくは、マイクロプロセッサがメモリなどから所定のコン
ピュータプログラムを読み込んで実行し、適宜入出力回路などを制御することで、前記各
機能１０～１３が実現される。
【００１８】
　評価部１０は、例えば、交換対象の蓄電池を選択する交換対象選択部１０１と、交換し
た場合の蓄電池性能を確認する性能確認部１０２と、交換した場合の運用性を計算する運
用性計算部１０３を備える。後述する他の実施例では、評価部１０は、管理対象の各蓄電
池の最適な配置についてシミュレーション演算するための最適配置シミュレーション部１
０４を備えることができる。
【００１９】
　蓄電池データ管理部１１で管理する「所定の蓄電池データ」としての蓄電池データと、
運用関連データ管理部１２で管理する「所定の運用関連データ」としての運用関連データ
の詳細は、図４で後述する。評価部１０による評価方法は、図５～図８で後述する。
【００２０】
　システム管理装置１は、通信網ＣＮを介して他のコンピュータ６に接続されており、他
のコンピュータ６から必要な情報を取得できるようになっている。他のコンピュータ６か
ら取得する情報の例は、図４で後述する。
【００２１】
　図２は、蓄電池システム５の構成例を示す。本実施例の蓄電池システム５は、複数のコ
ンテナ型蓄電ユニット５１ａ、５１ｂ、５１ｃを備える。コンテナ型蓄電ユニット５１ａ
～５１ｃを特に区別しない場合、コンテナ型蓄電ユニット５１または蓄電ユニット５１と
呼ぶことがある。図２では、一つの蓄電池システム５が３つのコンテナ型蓄電ユニット５
１を有する場合を示すが、これに限らず少なくとも一つのコンテナ型蓄電ユニット５１を
有していればよい。
【００２２】
　蓄電ユニット５１をいわゆるコンテナ状の容器に収容する構成とすれば、蓄電ユニット
単位で、蓄電池システム５の能力を変化させることができる。蓄電ユニット５１をコンテ
ナ型として構成すれば、運搬が容易であり、設置工数も少なくできる。従って、蓄電ユニ
ット５１を拠点に搬入して蓄電池システム５に接続するだけで、蓄電池システム５の性能
を容易に拡張することができる。
【００２３】
　なお、蓄電池システム５の有する全ての蓄電ユニットがコンテナ型蓄電ユニット５１で
ある必要はない。少なくとも一部の蓄電ユニットは、コンテナ型よりは可搬性に乏しい構
成であってもよい。
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【００２４】
　コンテナ型蓄電ユニット５１は、それぞれの交流出力端子が電力網２に対して、接続点
ＣＰで並列接続されている。各蓄電ユニット５１は、電力網２に対し電力を充放電可能で
ある。並列接続点ＣＰ１と蓄電ユニット５１ａ、５１ｂ、５１ｃとの間には、変圧器５２
ａ、５２ｂ、５２ｃを備えてもよい。変圧器５２ａ、５２ｂ、５２ｃは、蓄電ユニット５
１ａ、５１ｂ、５１ｃの出力電圧と電力網２の系統電圧とが異なる場合、蓄電ユニットの
出力電圧と系統電圧とを変換する。
【００２５】
　並列接続点ＣＰと電力網２との間には、蓄電池システム５と電力網２とを接続する電線
５０上の電力状態を監視する遠隔監視用メータ５４が設けられている。システムコントロ
ーラ５３は、各蓄電ユニット５１および遠隔監視用メータ５４に接続されており、各蓄電
ユニット５１および遠隔監視用メータ５４との間で制御情報を授受可能である。さらに、
システムコントローラ５３は、広域通信網ＣＮを介してシステム管理装置１に接続されて
おり、システム管理装置１との間で情報を送受する。
【００２６】
　蓄電ユニット５１の内部構成を説明する。蓄電ユニット５１は、例えば、パワーコンデ
ィショナ（以下、ＰＣＳ）５１０、蓄電池ブロック５１１、電池制御部５１２、全体制御
部５１３、および空調機５１４を備えている。例えば、ＰＣＳ５１０および蓄電池ブロッ
ク５１１は、複数設けることができる。
【００２７】
　電力網２に接続する蓄電ユニット５１の交流出力端子は、ＰＣＳ５１０の交流端子に接
続されている。一方、ＰＣＳ５１０の直流端子は、蓄電池ブロック５１１の正極および負
極に接続されている。
【００２８】
　「電力変換装置」の例であるＰＣＳ５１０は、直流電力を交流電力に変換したり、交流
電力を直流電力に逆変換したりする装置である。即ち、ＰＣＳ５１０は、蓄電池ブロック
５１１の直流電力と電力網２に対応する周波数の交流電力とを変換または逆変換すること
で、蓄電池ブロック５１１を充放電させる。
【００２９】
　蓄電池ブロック５１１には、例えば蓄電池電圧センサ５１５、蓄電池電流センサ５１６
、蓄電池温度センサ５１７、蓄電池冷却ファン５１８などが接続されている。電池制御部
５１２は、センサ５１５～５１７の出力を監視したり、冷却ファン５１８の作動を制御し
たりする。さらに、電池制御部５１２は、蓄電池ブロック５１１の充電率（State of cha
rge、SOC）を演算する機能を備えている。
【００３０】
　空調機５１４は、蓄電ユニット５１から発する熱をコンテナの外部に排出し、蓄電ユニ
ット５１の温度を一定範囲に保つための冷却装置である。空冷方式に限らず、水冷方式、
油冷方式の冷却装置を用いてもよい。蓄電ユニット５１内の発熱源としては、例えば、Ｐ
ＣＳ５１０や蓄電池ブロック５１１がある。全体制御部５１３は、電池制御部５１２から
の情報を監視しながら、ＰＣＳ５１０および空調機５１４を制御する。
【００３１】
　図３は、蓄電池ブロック５１１の構成例を示す。蓄電池ブロック５１１の内部には、複
数の蓄電池モジュールＶＭ１～ＶＭ９が設置されている。以下、蓄電池モジュールＶＭ１
～ＶＭ９を特に区別しない場合、蓄電池モジュールＶＭと略記する場合がある。なお、図
３では、９個の蓄電池モジュールＶＭを示すが、蓄電池モジュールＶＭの数は９個に限ら
ない。
【００３２】
　蓄電池モジュールＶＭを直列または並列に接続することにより、所望の直列電圧または
並列容量を得ることができる。図示のように、ラック状の筐体に蓄電池ブロック５１１を
配置し、筐体の上部に蓄電池冷却ファン５１８を設置する。これにより、蓄電池モジュー
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ルＶＭで生じた廃熱を筐体上部に自然対流で導きながら、適宜蓄電池冷却ファン５１８を
稼動することで、蓄電池モジュールＶＭの温度を調節することができる。なお、蓄電池モ
ジュールＶＭの冷却方法は、空冷式のファン５１８に限らない。水冷式、油冷式、電子冷
却式などの他の形態の冷却装置を用いてもよい。
【００３３】
　図４は、システム管理装置１が他の装置との間で送受する情報の例を示す。図４には、
「他のコンピュータ６」の例として、系統運用機関６（１）と、その他の機関６（２）と
が示されている。
【００３４】
　システム管理装置１は、広域通信網ＣＮを介して、系統運用機関６（１）に接続されて
おり、系統運用機関６（１）から例えば充放電指令値と電力単価および市場情報などを入
手する。システム管理装置１は、電力単価および市場情報を、所定の運用関連データの一
部として運用関連データ管理部１２へ格納する。システム管理装置１は、系統運用機関６
（１）に対し、電力売買市場への入札情報を送信する。
【００３５】
　システム管理装置１は、広域通信網ＣＮを介して、その他の機関６（２）とも接続され
ており、蓄電池システム５が設置された各拠点に関する情報などを入手する。各拠点に関
する情報としては、例えば、各拠点の周辺の地図情報、各拠点の気象情報、各拠点の周辺
の燃料相場の情報などである。システム管理装置１は、各拠点に関する情報を所定の運用
関連データの一部として、運用関連データ管理部１２へ格納する。運用関連データ管理部
１２は、運用関連データの履歴を管理することもできる。
【００３６】
　システム管理装置１と各蓄電池システム５との間の情報の送受を説明する。システム管
理装置１は、各蓄電池システム５に対し、目標値となる充放電指令値を送信する。各蓄電
池システム５は、システム管理装置１から受信した充放電指令値に基づいて、蓄電ユニッ
ト５１に蓄積した電力を電力網２へ放電したり、電力網２からの電力を蓄電ユニット５１
へ充電したりする。
【００３７】
　システム管理装置１は、監視のために、蓄電池システム５から、各蓄電池モジュールＶ
Ｍについての所定の監視情報を所定のタイミングで受信する。所定の監視情報には、例え
ば、各蓄電池モジュールＶＭの、電圧ＶＳ、電流ＣＳ、温度ＴＳ、充電率ＳＯＣ、劣化情
報ＳＯＨ（State of Health）、残寿命Ｌｉｆｅなどがある。システム管理装置１は、こ
れらの監視情報を充放電指令値とともに、蓄電池データ管理部１１へ格納する。蓄電池デ
ータ管理部１１は、蓄電池システム５に関する所定の蓄電池データ（上述の所定の監視情
報および充放電指令値などを含む）を管理する。蓄電池データ管理部１１は、所定の蓄電
池データの履歴も管理している。
【００３８】
　さらに、システム管理装置１は、交換対象の蓄電ユニット５１または蓄電池モジュール
ＶＭを有する蓄電池システム５に対して、交換相手の蓄電池システム５（移動先の蓄電池
システム５）に関する情報を通知することもできる。
【００３９】
　上述のように、システム管理装置１は、ユーザ（本システムのオペレータなど）と情報
をやり取りするためのユーザインターフェース部１３と、評価部１０とを備える。
【００４０】
　評価部１０は、操作画面１１０から入力される情報と、蓄電池データ管理部１１および
運用関連データ管理部１２に格納された所定の情報（データとも呼ぶ）とに基づいて、各
蓄電池システム５の中から選択された交換対象の組合せについて、評価する。交換可能な
単位は、蓄電池システム５の構成単位である。構成単位としては、蓄電ユニット５１、蓄
電池ブロック５１１、蓄電池モジュールＶＭがある。
【００４１】
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　例えば、交換の組合せとして、一方の蓄電池システム５（１）と他方の蓄電池システム
５（２）とが選択された場合を説明する。交換可能な単位は、上述のように、コンテナ型
蓄電ユニット５１、蓄電池ブロック５１１、蓄電池モジュールＶＭである。交換対象の組
合せは、基本的に同一単位の中から選択される。すなわち、蓄電ユニット５１同士、蓄電
池ブロック同士、蓄電池モジュール同士が交換対象の組合せとして選択される。
【００４２】
　本実施例では、ユーザが交換対象の組合せを手動で選択する。後述する他の実施例では
、評価部１０の最適配置シミュレーション部１０４が最適な交換対象の組合せを自動的に
算出する。
【００４３】
　評価部１０の評価演算の少なくとも一部は、交換対象の組合せとなる装置を有する各蓄
電池システム５へそれぞれ通知することができる。例えば、システム管理装置１は、交換
対象に係る各蓄電池システム５に対して、所定の交換情報を送信する。所定の交換情報に
は、例えば、交換相手の蓄電池システム５の識別番号や位置などを特定する情報と、交換
対象の装置（蓄電ユニット５１、蓄電池ブロック５１１、蓄電池モジュールＶＭ）を特定
する情報と、交換対象の装置の仕様を示す情報と、交換時期に関する情報等を含めること
ができる。
【００４４】
　図５は、システム管理装置１のユーザインターフェース部１３が提供する操作画面の例
を示す。ユーザは、例えば、マウスなどのポインティングデバイス、キーボード、タッチ
パネルなどの情報入力手段を用いて、操作画面１１０へ指示を与える。なお、音声認識装
置などを用いて、システム管理装置１を操作する構成でもよい。
【００４５】
　操作画面１１０は、大きくは、蓄電池選択部１１１、交換対象蓄電池組合せ部１１２、
交換後性能確認部１１３、交換後運用収益推定部１１４、および表示部１１５から構成さ
れている。
【００４６】
　蓄電池選択部１１１は、交換対象の蓄電池（蓄電ユニット５１、蓄電ブロック５１１、
蓄電モジュールＶＭ）を選択するための操作領域である。蓄電池選択部１１１は、例えば
、拠点別（蓄電池システム５別）に、タブで表示を切り替えることができる。
【００４７】
　蓄電池選択部１１１は、例えば、地域管理情報表示部１１１Ａと、システム構成表示部
１１１Ｂと、選択用表示リスト１１１Ｃとを含む。地域管理情報表示部１１１Ａは、対象
の蓄電池システム５の設置された地域（拠点）についての管理情報を表示する。この管理
情報としては、例えば、国名、県名、緯度、経度などがある。
【００４８】
　システム構成表示部１１１Ｂは、対象の蓄電池システム５の構成を図形で表示する。図
５の例では、或る蓄電池システムの持つ３個の蓄電ユニットＡ１～Ａ３と、その出力およ
び容量を表示する。システム構成表示部１１１Ｂには、選択用表示リスト１１１Ｃでの選
択結果が反映される。すなわち、選択用表示リスト１１１Ｃで或る蓄電池モジュールＶＭ
が選択されると、システム構成表示部１１１Ｂにおいて、その蓄電池モジュールＶＭが設
けられている蓄電ユニットの表示が変化する。これにより、ユーザは、交換対象を含む蓄
電ユニットを視覚を通じてただちに把握することができる。
【００４９】
　なお、システム構成表示部１１１Ｂに交換対象の上位構成を選択する機能を持たせても
よい。この場合、ユーザは、システム構成表示部１１１Ｂに表示された上位構成（ここで
は蓄電ユニット）の中から、いずれかの上位構成を選択する。選択用表示リスト１１１Ｃ
には、ユーザにより選択された上位構成に含まれる下位構成（ここでは蓄電池モジュール
）が表示される。
【００５０】
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　選択用表示リスト１１１Ｃは、図５に示す例では、システム構成表示部１１１Ｂで選択
された蓄電ユニットＡ１の有する蓄電池モジュールＶＭがリスト表示されている。そのリ
ストは、例えば、蓄電池モジュールＶＭを選択するためのチェック欄、蓄電池モジュール
ＶＭを識別するためのモジュール番号（モジュール識別子）、蓄電池の劣化状態を示す情
報（ＳＯＨ）、モデル名（製造年）、充放電容量の累積値などを対応付けて表示すること
ができる。
【００５１】
　充放電容量の累積値は、蓄電池モジュールの残り寿命を推測するために使用することが
できる。充放電容量の累積値やＳＯＨ、モデル名（製造年）などの情報は、蓄電池モジュ
ールＶＭの寿命に関連する寿命関連情報であるため、交換対象の蓄電池モジュールＶＭを
選択するに際して役に立つ。
【００５２】
　交換対象蓄電池組合せ部１１２は、交換対象となる蓄電池の組合せを決定し、表示する
ための操作領域である。交換対象蓄電池組合せ部１１２は、例えば、選択可能な蓄電池を
表示する選択可能蓄電池リスト部１１２Ａと、交換対象となる蓄電池の組合せを決定する
組合せ決定表示部１１２Ｂを備えている。
【００５３】
　選択可能蓄電池リスト部１１２Ａは、蓄電池選択部１１１で選択された蓄電池のみが表
示される。ユーザは、選択可能蓄電池リスト部１１２Ａに表示された蓄電池（ここでは蓄
電池モジュール）の中から、交換対象の蓄電池を一対選択する。
【００５４】
　組合せ決定表示部１１２Ｂは、例えば、２列＊Ｎ行の枡として表示されている。同一の
行において、第１列目の蓄電池と第２列目の蓄電池とが一対を成す。ユーザが、リスト部
１１２Ａから交換対象の蓄電池を選択すると、選択された蓄電池の情報が組合せ決定表示
部１１２Ｂのうち、空いている行の枡に格納される。組合せ決定表示部１１２Ｂに表示さ
れた蓄電池は、選択可能蓄電池リスト部１１２Ａにおいて選択不能に設定される。同一の
蓄電池が重複して選択されるのを防止するためである。
【００５５】
　交換後性能確認部１１３は、交換対象の蓄電池を交換した場合の性能を確認するための
処理を起動するボタンである。交換後の性能を確認する処理は、選択された一対の蓄電池
を交換した場合における性能について予測し、判定する。性能には、例えば蓄電池の出力
および容量が含まれる。より具体的には、例えば、交換後の性能を確認する処理では、交
換された蓄電池が所定の性能条件を満たすかを確認する。所定の性能条件とは、交換対象
の蓄電池が交換先で期待されている性能（出力および容量）を満たすこと、である。
【００５６】
　交換後運用収益推定部１１４は、交換対象の蓄電池を交換した場合の運用収益を推定す
るための処理を起動するボタンである。交換後の運用収益を推定する処理は、交換先（移
動先）での電力単価や交換対象の蓄電池の残寿命などに基づいて、交換対象の蓄電池が交
換先で獲得し得る経済的利益を算出する。
【００５７】
　表示部１１５は、各ボタン１１３、１１４をユーザが操作した場合の、処理結果（演算
結果）を表示する。即ち、ユーザが交換後性能確認部１１３を押した場合、表示部１１５
には、蓄電池を交換した場合の性能についての演算結果が表示される。性能についての演
算結果の表示例は、図８で後述する。ユーザが運用収益推定部１１４を押した場合、表示
部１１５には、蓄電池を交換した場合の運用収益についての演算結果が表示される。運用
収益についての演算結果の表示例は、図７で後述する。
【００５８】
　図６は、交換対象の蓄電池を抽出して提案する処理のフローチャートである。本処理は
、システム管理装置１の評価部１０により実行される。
【００５９】
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　最初に、評価部１０は、操作画面１１０上の蓄電池選択部１１１へのユーザ指示に基づ
いて、交換対象となる蓄電池（ここでは蓄電ユニット５１、蓄電池ブロック５１１、蓄電
池モジュールＶＭのいずれか）を選択する（Ｓ１０）。評価部１０は、操作画面１１０上
の交換対象蓄電池組合せ部１１２へのユーザ指示に基づいて、交換する蓄電池の組合せを
特定する（Ｓ１１）。
【００６０】
　評価部１０は、ユーザが交換後性能確認部１１３を操作したことを検知すると、交換対
象の一対の蓄電池がそれぞれの交換先において、それぞれの性能条件を満たすかを確認す
る（Ｓ１２）。
【００６１】
　例えば、第１拠点の第１蓄電池と第２拠点の第２蓄電池とが一対の交換対象の組として
選択された場合を説明する。ここで、第１蓄電池と第２蓄電池の性能および残寿命は、そ
れぞれ異なる。さらに、第１拠点と第２拠点とでは、電力系統に対する電力需給特性も相
違する。電力需給特性とは、例えば、どの時間帯にどの程度の電力需要が生じるか、どれ
だけの電力が発電装置から電力系統に供給されるか、などの電力の需要および供給につい
ての特徴である。電力需給特性が異なるため、第１拠点および第２拠点では、蓄電池に期
待する性能もそれぞれ異なる。
【００６２】
　もしも、例えば第２拠点で要求される性能を第１蓄電池が有していない場合、第１蓄電
池と第２蓄電池との交換作業は無駄になる。逆に、第１拠点で要求される性能を第２蓄電
池が有していない場合も、それら蓄電池の交換作業は無駄になる。そこで、評価部１０は
、第１蓄電池と第２蓄電池とを実際に交換する前に、一方の交換対象である第１蓄電池が
交換先の第２拠点で要求される性能を満たしており、かつ、他方の交換対象である第２蓄
電池が交換先の第１拠点で要求される性能を満たしているかを、確認する。
【００６３】
　評価部１０による交換後の性能の確認結果は、操作画面１１０の表示部１１５に表示さ
れる（Ｓ１３）。
【００６４】
　評価部１０は、ユーザが交換後運用収益推定部１１４を操作したことを検知すると、交
換対象の一対の蓄電池がそれぞれの交換先において、どれだけの運用収益を期待できるか
推定する（Ｓ１４）。蓄電池の運用収益は、簡単には、蓄電池の稼働期間中に獲得が見込
まれる経済的利益であり、蓄電池の充放電能力を利用する者（機関）から得られる。蓄電
池の充放電能力を利用する者としては、系統運用機関６（１）、再生可能エネルギを利用
した発電装置３の運用者、蓄電池の電力を利用する電力需要者などがある。
【００６５】
　例えば、系統運用機関６（１）は、蓄電池システム５の助力により、電力網２の電力品
質を一定範囲に維持できる。従って、系統運用機関６（１）は、蓄電池システム５の運用
者に対し、電力品質維持への貢献度合に応じた金額を支払う。また例えば、再生可能エネ
ルギを利用する発電装置３の運用者は、電力需要の少ない時間帯に発電装置３で発電した
電力を蓄電池システム５に蓄積することができる。これにより、発電装置３の運用者は、
発電装置３の発電能力を活かすことができ、さらにピーク需要にも対応できる。従って、
発電装置３の運用者は、蓄電池システム５の運用者に対し、発電装置３への貢献度合に応
じた金額を支払う。また例えば、電力を消費する電力需要者は、蓄電池システム５から電
力網２へ放電される電力（逆潮流）を利用して電気的負荷を作動させる。従って、電力需
要者は、蓄電池システム５に対し、電力購入代金を支払うことができる。発電装置３の運
用者が用いるコンピュータや電力需要者の用いるコンピュータは、図１に示す他のコンピ
ュータ６の一例に含めることができる。システム管理装置１は、発電装置３の運用者が用
いるコンピュータや電力需要者の使用するコンピュータから、蓄電池システム５の利用に
関する情報（購入代金など）を取得することができる。
【００６６】
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　運用収益を推定する処理（Ｓ１４）は、ステップＳ１２での確認結果が肯定的である場
合のみ実行できるように構成してもよい。性能を満たさない蓄電池の交換は基本的に許容
できないので、運用収益の推定を行っても無駄になるためである。但し、参考値として知
りたいという市場要求に備えて、交換後の性能確認処理と交換後の運用収益の推定処理と
を別々に実行できるように構成してもよい。
【００６７】
　評価部１０は、ステップＳ１４で算出した運用収益を、操作画面１１０の表示部１１５
に表示する（Ｓ１５）。ステップＳ１４で運用収益の金額を算出し、算出した金額をステ
ップＳ１５で表示してもよい。あるいは、ステップＳ１４では運用収益に関する情報のみ
計算して、運用収益の金額は算出せず、ステップＳ１５では運用収益に関する情報のみを
表示してもよい。運用収益に関する情報としては、例えば、蓄電池の残寿命、蓄電池の設
置された拠点での平均電力単価などがある。
【００６８】
　将来の運用収益を金額で示す場合、例えば、図７で後述するように、電力単価と残寿命
を乗算することで算出することができる（将来の運用収益＝電力単価＊残寿命）。なお、
蓄電池の交換には、輸送費や人件費などの交換に要する経費が発生する。従って、将来の
運用収益は、電力単価と残寿命を乗算した値から交換に要する経費を差し引いた値として
計算してもよい（将来の運用収益＝電力単価＊残寿命－交換に要する経費）。蓄電池を交
換した場合の運用収益を金額として示すことで、ユーザは、客観的に交換の妥当性を判断
することができる。
【００６９】
　図７は、蓄電池システム５の設置された各拠点において、電力単価の変動傾向が異なる
可能性があることを示す説明図である。図７の上側に示す電力単価の変動特性グラフでは
、第１蓄電池システム５（１）をＥＳ１と、第２蓄電池システム５（２）をＥＳ２と表示
している。ここでは、開放された市場において送配電系統が運営されている場合を例に説
明する。
【００７０】
　図７に示す例では、第１蓄電池システム５（１）の設けられている第１拠点では、電力
単価が低下する傾向にある。これとは逆に、第２蓄電池システム５（２）の設けられてい
る第２拠点では、電力単価が上昇する傾向にある。
【００７１】
　例えば、第１拠点において、蓄電池システム５の設置数が増加する傾向にあると、市場
原理により、電力単価は押し下げられると考えられる。蓄電池システム５により、夜間電
力や昼間の太陽光発電などを有効に利用できるため、結果的に電力料金は低下していくで
あろう。
【００７２】
　例えば、第２拠点において、再生可能エネルギを利用する発電装置３の導入量が増加す
る傾向にあると、電力品質の維持のために、蓄電池システム５への充放電の要求が増大す
ると考えられる。この結果、蓄電池システム５に対する需要が逼迫して、電力単価（蓄電
池システムの電力を利用するための単位電力あたりの料金）が増加するであろう。上述の
理由は例にすぎない。図７は、電力単価は一定ではなく、時間の経過につれて上昇または
低下することがある点を示しており、電力単価が変動する理由は問わない。
【００７３】
　電力単価の変化が予測された場合は、蓄電池システム５を構成する蓄電池（蓄電ユニッ
ト５１、蓄電池ブロック５１１、蓄電池モジュールＶＭ）のうち、残寿命の多い蓄電池を
、電力単価の高い拠点に配置された他の蓄電池システム５へ移動させる。これにより、シ
ステム管理装置１の管理下にある各蓄電池システム５の全体としての運用収益を最大化す
ることができる。
【００７４】
　図７の例で説明する。交換の可否を判定する時刻をｔ１とする。時刻ｔ１において、第
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１拠点の電力単価Ｐｒ１は第２拠点の電力単価Ｐｒ２よりも高い。しかし、第１拠点の電
力単価は低下傾向にあり、第２拠点の電力単価は上昇傾向にある。従って、未来のいずれ
かの時点ｔ２で、第２拠点の電力単価の方が第１拠点の電力単価よりも高くなる。
【００７５】
　第１蓄電池システム５（１）の蓄電池ａ１、ｂ１、ｃ１の残寿命と、第２蓄電池システ
ム５（２）の蓄電池ａ２、ｂ２、ｃ２の残寿命とを比較すると、第１蓄電池ａ１よりも第
２蓄電池ａ２の方が残寿命は長く、第１蓄電池ｂ１、ｃ１よりも第２蓄電池ｂ２、ｃ２の
方が残寿命は短い。今現在はともかく将来は、第１拠点よりも第２拠点の方が電力単価は
上昇すると見込まれる。従って、残寿命の長い蓄電池を電力単価の高くなる第２拠点に移
した方が、システム全体としての運用収益は改善する。ここでの「システム全体として」
とは、システム管理装置１の管理下にある全ての蓄電池システム５の全体として、という
意味である。
【００７６】
　そこで、第１拠点の第１蓄電池システム５（１）から残寿命の長い第１蓄電池ｂ１を取
り外し、その第１蓄電池ｂ１を第２拠点に運び込んで、第２蓄電池システム５（２）へ取
り付ける。これと同時に、第２拠点の第２蓄電池システム５（２）から残寿命の少ない第
２蓄電池ｂ２を取り外し、その第２蓄電池ｂ２を第１拠点に搬入して第１蓄電池システム
５（１）へ取り付ける。同様に、第１拠点の残寿命の長い他の第１蓄電池ｃ１を第２拠点
に移動し、第２拠点の残寿命の短い他の第２蓄電池ｃ２を第１拠点に移動する。
【００７７】
　図８は、交換対象の蓄電池の性能が交換先の性能条件を満たすか確認するためのテーブ
ルの例である。図８の上側には、交換前の状態を示すテーブルＴ１０が表示されており、
図８の下側には交換後の状態を推定したテーブルＴ１１が表示されている。各テーブルＴ
１０、Ｔ１１は同一構造であり、蓄電池システムごとに、各蓄電池ａ、ｂ、ｃの出力およ
び容量と、合計出力および合計容量と、性能条件（出力と容量についての条件）と、判定
結果とが対応付けられている。図８では、性能条件を「要件」と表記している。なお、こ
こでは、各蓄電池システム５（１）、５（２）において、各蓄電池ａ、ｂ、ｃは並列接続
されているものとする。
【００７８】
　図８では、図７で述べたように、第１蓄電池システム５（１）の蓄電池ｂ１、ｃ１と第
２蓄電池システム５（２）の蓄電池ｂ２、ｃ２とを交換対象とする。交換対象の蓄電池が
分かりやすいように、図８では点線で囲んでいる。
【００７９】
　交換前において、第１蓄電池システム５（１）の有する各蓄電池ａ、ｂ、ｃの合計出力
は２８０［Ｗ］であり、合計容量は８００［Ｗｈ］である。第１蓄電池システム５（１）
に要求される性能条件は、合計出力が２５０［Ｗ］以上、合計容量が６００［Ｗｈ］以上
である。従って、交換前の蓄電池ａ、ｂ、ｃは、第１蓄電池システム５（１）の性能条件
を満たしている。
【００８０】
　同様に、交換前において、第２蓄電池システム５（２）の有する各蓄電池ａ、ｂ、ｃの
合計出力は２６０［Ｗ］であり、合計容量は６００［Ｗｈ］である。第２蓄電池システム
５（２）に要求される性能条件は、合計出力が２５０［Ｗ］以上、合計容量が６００［Ｗ
ｈ］以上である。従って、交換前の蓄電池ａ、ｂ、ｃは、第２蓄電池システム５（２）の
性能条件を満たしている。
【００８１】
　図７で述べたように蓄電池ｂ、ｃを交換したとすると、第１蓄電池システム５（１）の
合計出力は２４０［Ｗ］、合計容量は５００［Ｗｈ］となる。しかし、これらの値は、第
１蓄電池システム５（１）の性能条件である、合計出力２５０［Ｗ］以上であること、お
よび合計容量６００［Ｗｈ］以上であることを、いずれも満たさない。従って、評価部１
０は、性能条件を満たさないと判定する。図８では、性能条件を満たさない場合に「ＮＧ



(14) JP 2016-46960 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

」と表示し、満たす場合に「ＯＫ」と表示する。
【００８２】
　このように構成される本実施例によれば、蓄電池データと運用関連データに基づいて、
移動対象の蓄電池を所定の場所に移動させた場合の状況を評価できる。従って、本実施例
では、ユーザは、評価結果を利用して、技術的側面および経済的側面の両面から蓄電池の
最適配置を検討できる。
【００８３】
　本実施例の蓄電池システム５は、少なくとも一つのコンテナ型蓄電ユニット５１を有す
るため、蓄電ユニット５１の移動や据え付けなどの交換作業が容易であり、蓄電池交換の
作業性を向上することができる。
【００８４】
　本実施例では、交換対象の蓄電池を交換先の拠点に移動した場合に、交換先の性能条件
を満たすかを事前に確認する。従って、無駄な交換作業が行われることを防止、作業性を
向上できる。
【００８５】
　本実施例では、蓄電池を交換した場合における将来の運用収益を算出するため、システ
ム全体の運用収益の最大化を図ることができる。従って、蓄電池システム５を運用するユ
ーザに適切な収益機会を確保でき、蓄電池システムの普及に寄与することができる。
【実施例２】
【００８６】
　図９を用いて第２実施例を説明する。本実施例を含む以下の各実施例は第１実施例の変
形例に該当するため、第１実施例との相違を中心に説明する。本実施例では、蓄電池を実
際に移動させる前に、移動先の拠点での運転条件に従って蓄電池をテスト運転する。図９
（ａ）は、交換前（移動前）の運転条件を示す。図９（ｂ）は、交換した場合の運用能力
を予測するために、テスト運転した状態を示す。
【００８７】
　ここでは、説明の便宜上、蓄電池の交換単位として、コンテナ型蓄電ユニット５１を例
に挙げて説明するが、交換単位は蓄電ユニット５１に限らない。蓄電池ブロック５１１ま
たは蓄電池モジュールＶＭを交換単位としてもよい。以下、第１蓄電池システム５（１）
の有する蓄電ユニットを蓄電ユニット５１（１）と呼び、第２蓄電池システム５（２）の
有する蓄電ユニットを蓄電ユニット５１（２）と呼ぶ。
【００８８】
　運転条件は、出力および容量として規定されている。図９（ａ）の上側には、第１蓄電
池システム５（１）の運転条件が示されている。第１蓄電池システム５（１）は、充電時
出力Ｐ１Ｈ［Ｗ］、放電時出力Ｐ１Ｌ［Ｗ］、上限容量Ｅ１Ｈ［Ｗｈ］、下限容量Ｅ１Ｌ
で運転することが求められる。図中の点線部分は、蓄電池システム５の最大出力および最
大容量を示す。一般に、蓄電池システムでは、稼働率、、安全性および寿命を改善すべく
、最大出力および最大容量に対して余裕を持った状態で運転する。従って、最大出力およ
び最大容量で示す最大運転条件（最大運転能力）の内側に、実際の運転領域である運転条
件（実運用能力）が設定される。
【００８９】
　図９（ｂ）の下側には、第２蓄電池システム５（２）の運転条件が示されている。第２
蓄電池システム５（２）は、充電時出力Ｐ２Ｈ［Ｗ］、放電時出力Ｐ２Ｌ［Ｗ］、上限容
量Ｅ２Ｈ［Ｗｈ］、下限容量Ｅ２Ｌ［Ｗｈ］で運転することが求められる。第１蓄電池シ
ステム５（２）も、点線で示す最大運転条件（最大運転能力または最大運転性能。以下同
様）に対して余裕を持って運転できるように、実際の運転条件（実運用能力または実運転
性能。以下同様）が設定されている。
【００９０】
　第１蓄電池システム５（１）の蓄電ユニット５１（１）と、第２蓄電池システム５（２
）の蓄電ユニット５１（２）を交換すると仮定する。移動対象の蓄電ユニットの持つ実運
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用能力が、移動先の最大運転条件以内である場合（実運用能力≦最大運転能力）、その移
動対象の蓄電ユニットをテスト運転することができる。これにより、移動対象の蓄電ユニ
ットを実際に移動させる前に、移動先で必要な性能を発揮できるかを事前に判定すること
ができる。
【００９１】
　図９（ｂ）に示すように、例えば第１蓄電池システム５（１）の蓄電ユニット５１（１
）の実際の運転条件を、交換後の運転条件である充電時出力Ｐ１Ｈａ［Ｗ］、放電時出力
Ｐ１Ｌａ［Ｗ］、上限容量Ｅ１Ｈａ［Ｗｈ］、下限容量Ｅ１Ｌａ［Ｗｈ］に変更する。変
更後の実運転条件に沿った充放電指令を用いることで、テスト運転（模擬運転）を行うこ
とができる。
【００９２】
　第２蓄電池システム５（２）の蓄電ユニット５１（２）についても同様である。蓄電ユ
ニット５１（２）の実際の運転条件を、交換後の運転条件である充電時出力Ｐ２Ｈａ［Ｗ
］、放電時出力Ｐ２Ｌａ［Ｗ］、上限容量Ｅ２Ｈａ［Ｗｈ］、下限容量Ｅ２Ｌａ［Ｗｈ］
に変更する。
【００９３】
　図４に示すように、システムコントローラ５３は、評価部１０から交換相手に関する情
報を受信することができる。交換相手に関する情報には、交換相手を特定する情報だけで
なく、交換相手の運転条件を示す情報を含んでもよい。システムコントローラ５３は、自
分自身の管理下にある交換対象の蓄電ユニットの運転条件を、交換相手の蓄電ユニットの
運転条件に置き換えることで、交換後の運転条件を算出する。
【００９４】
　例えば、第１蓄電池システム５（１）のシステムコントローラ５３は、システム管理装
置１の評価部１０から、第２蓄電池システム５（２）の蓄電ユニット５１（２）の場所や
運転条件を取得する。第１蓄電池システム５（１）のシステムコントローラ５３は、交換
対象である蓄電ユニット５１（１）の運転条件を、交換相手の蓄電ユニット５１（２）の
運転条件に一時的に書き換えることで、テスト運転を行う。第２蓄電池システム５（２）
の場合も、第１蓄電池システム５（１）と同様なので説明を省略する。
【００９５】
　このように構成される本実施例も第１実施例と同様の作用効果を奏する。さらに、本実
施例では、交換対象の蓄電池を実際に交換する前に、交換しても不具合なく運転可能であ
るかを確認することができる。従って、無駄な交換作業が行われるのを抑制し、使い勝手
が向上する。
【実施例３】
【００９６】
　図１０を用いて第３実施例を説明する。本実施例では、システム管理装置１の管理下に
ある各蓄電池の最適配置をシミュレーションし、そのシミュレーション結果をユーザに提
示する。つまり、システム管理装置１は、各蓄電池の中から最適な交換対象の組合せを算
出する。
【００９７】
　図１０は、評価部１０の最適配置シミュレーション部１０４が実行するシミュレーショ
ン処理のフローチャートである。以下、動作の主体を評価部１０とする。
【００９８】
　評価部１０は、システム管理装置１の管理下にある各交換対象（蓄電池）について、予
め設定された所定パラメータごとに、その傾向を予測する（Ｓ２０）。所定パラメータと
しては、例えば、運用収益、コスト、性能などである。ここで、コストには、例えば、蓄
電池の冷却に要するコスト、蓄電池の輸送コスト（燃料費、人件費）などがある。
【００９９】
　評価部１０は、管理下にある各蓄電池の組合せのうち、あり得る組合せパターンを全て
抽出する（Ｓ２１）。あり得る組合せパターンとは、交換対象としての可能性がある組合
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５に存在する蓄電池同士は、交換対象として選択しない。蓄電池同士の行政区画などが異
なるため、行政上または法律上の問題で交換できない蓄電池も、交換対象として選択しな
い。つまり、評価部１０は、各蓄電池の組合せの中から、予め設定される組合せ可能条件
に合致する組合せを「あり得る組合せパターン」として抽出する。
【０１００】
　例えば、或る一つの組合せパターンＲＣＰ１は、ＥＳ１とＥＳ２の交換、ＥＳ３とＥＳ
４の交換、ＥＳ５とＥＳ６の交換のように定義できる（ＲＣＰ１＝ＥＳ１－ＥＳ２，ＥＳ
３－ＥＳ４，ＥＳ５－ＥＳ６，．．．）。他の一つの組合せパターンＲＣＰ２は、ＥＳ１
とＥＳ５の交換、ＥＳ２とＥＳ４の交換、ＥＳ３とＥＳ６の交換のように定義できる（Ｒ
ＣＰ１＝ＥＳ１－ＥＳ５，ＥＳ２－ＥＳ４，ＥＳ３－ＥＳ６，．．．）。
【０１０１】
　評価部１０は、抽出された全てのあり得る組合せパターンの中から、予め設定される所
定の観点で最適化される組合せパターンを算出する（Ｓ２２）。所定の観点としては、例
えば、配置（位置）、運用収益、性能などである。評価部１０は、各蓄電池の位置が最適
となるように、蓄電池の運用収益が最大化するように、各蓄電池が性能を発揮できるよう
に、最適な組合せパターンを算出する。
【０１０２】
　評価部１０は、例えば、評価テーブルＴ２０を用いることで、最適配置を実現するため
の組合せパターンを算出できる。評価テーブルＴ２０は、ステップＳ２１で抽出した全て
の組合せパターンについて、所定観点ごとの得点を集計する。評価部１０は、集計結果を
ユーザに提示する。ユーザは、合計点が最も大きい組合せパターンを選択することで、蓄
電池を最適配置させることができる。
【０１０３】
　ここで、「性能」項目では、移動先における所定の性能条件を満たさない場合にペナル
ティを課すように配点が設定されている。例えば、所定の性能条件を満たさない組合せパ
ターンは、合計得点がマイナスとなるように、性能項目について大きく減点する。これに
より、所定の性能条件を満たさない組合せを含む組合せパターンが選択されるのを未然に
防止する。
【０１０４】
　このように構成される本実施例も第１実施例と同様の作用効果を奏する。さらに、本実
施例では、システム管理装置１の管理下にある各蓄電池の交換の組合せパターンのうち、
最適な組合せパターンをシミュレーション演算で求める。従って、ユーザは、シミュレー
ション結果を利用して、蓄電池の最適配置を指示することができる。
【０１０５】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されない。当業者であれば、本発明の範囲内
で、種々の追加や変更等を行うことができる。例えば、シミュレーション演算の方法は図
１０で述べた方法に限らない。
【符号の説明】
【０１０６】
　１：蓄電池システム管理装置、２：電力網、３：発電装置。４：変圧装置、５：蓄電池
システム、１０：評価部、１１：蓄電池データ管理部、１２：運用関連データ管理部、１
３：ユーザインターフェース部
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【図９】 【図１０】
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