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(57)【要約】
　バッテリを充電する充電システムにおいて、供給され
る電力を消費して前記バッテリを充電する充電部を備え
、前記充電部が、電力会社から供給される系統電力を消
費して前記バッテリを充電し得るものであり、前記電力
会社が、各単位時間に供給した電力量の最大値が大きく
なるほど高くなる電力料金を設定し、前記充電部により
行われる１回の充電は、隣り合う単位時間のうち前方の
単位時間において開始され、前記隣り合う単位時間のう
ち後方の単位時間において終了される構成とした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリを充電する充電システムにおいて、
　供給される電力を消費して前記バッテリを充電する充電部を備え、
　前記充電部が、電力会社から供給される系統電力を消費して前記バッテリを充電し得る
ものであり、
　前記電力会社が、各単位時間に供給した電力量の最大値が大きくなるほど高くなる電力
料金を設定し、
　前記充電部により行われる１回の充電は、隣り合う単位時間のうち前方の単位時間にお
いて開始され、前記隣り合う単位時間のうち後方の単位時間において終了されることを特
徴とする充電システム。
【請求項２】
　前記充電部により行われる前記１回の充電にかかる時間が単位時間以下であることを特
徴とする請求項１に記載の充電システム。
【請求項３】
　前記充電部により行われる前記１回の充電の中間の時刻と、前記隣り合う単位時間の境
界の時刻とが略等しくなることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の充電システ
ム。
【請求項４】
　放電により電力を供給する蓄電部をさらに備え、
　前記充電部により行われる前記１回の充電で、前記充電部が、系統電力と前記蓄電部か
ら供給される電力との両方を消費するものであることを特徴とする請求項１～請求項３の
いずれかに記載の充電システム。
【請求項５】
　ユーザの指示が入力される入力部と、
　前記充電部の動作を制御する制御部と、
　ユーザに報知を行う報知部と、をさらに備え、
　前記入力部に、ユーザが前記バッテリの充電を予約する指示を入力するとき、
　前記制御部が、前記充電部による前記バッテリの充電スケジュールを作成し、前記報知
部を制御して当該充電スケジュールの少なくとも一部をユーザに報知することを特徴とす
る請求項１～請求項４のいずれかに記載の充電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動車両に備えられるバッテリなどを充電する充電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、蓄電池の大容量化が進み、電動自動車や電動バイクなどの電動車両（Electric　
Vehicle）の駆動用や、家庭や店舗、ビルなどで消費される電力の貯蔵用などでの利用が
検討され、今後広く普及することが見込まれている。また、二酸化炭素排出量の削減など
の観点から、電動車両が広く普及することが望まれている。
【０００３】
　電動車両の普及には、電動車両の駆動用の蓄電池（以下、バッテリとする）を充電する
充電システムの普及が不可欠である。特に、家庭以外で電動車両のバッテリを充電する充
電システムの普及が不可欠である。これについて、コンビニエンスストアなどの店舗等に
充電システムを備えさせる構想が提案されている。
【０００４】
　店舗等に充電システムを備える場合、照明や空調装置、冷蔵庫などの各種機器で消費す
る電力の他に、充電システムで消費する電力をも店舗等が供給する必要がある。充電シス
テムで消費される電力は、店舗等が各種機器で消費する電力と同程度の（例えば、電力の
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オーダーが略等しい）大きさとなり得る。すると、店舗等が電力会社から購入する電力量
が大きくなることで電力料金が増大することが問題となり、当該問題は充電システムの普
及を妨げる要因になり得る。
【０００５】
　そこで、例えば特許文献１では、電力単価の安い時間帯や電力需要が少ない時間帯を優
先的に利用して蓄電池を充電することで、電力料金を低減する充電システムが提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－６７４１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１で提案されている充電システムでは、深夜や早朝などの不便かつ限られた時
間帯に充電しなければ、電力料金を低減することができない。しかしながら、電動車両の
使用者（以下、単にユーザとする）が、深夜や早朝のような不便な時間帯に店舗等を訪れ
て充電することは、少ないと考えられる。さらに、充電にはある程度の時間が必要である
ため、上記のような限られた時間帯では、充電可能な電動車両の台数は僅かなものとなる
。したがって、上記の充電システムでは、電力料金を低減することが困難になる。
【０００８】
　そこで本発明は、充電する時間帯を制限することなく、電力料金を低減することを可能
とする充電システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明は、バッテリを充電する充電システムにおいて、供給
される電力を消費して前記バッテリを充電する充電部を備え、前記充電部が、電力会社か
ら供給される系統電力を消費して前記バッテリを充電し得るものであり、前記電力会社が
、各単位時間に供給した電力量の最大値が大きくなるほど高くなる電力料金を設定し、前
記充電部により行われる１回の充電は、隣り合う単位時間のうち前方の単位時間において
開始され、前記隣り合う単位時間のうち後方の単位時間において終了される構成とする。
【００１０】
　このような構成によれば、充電部の１回の充電動作で消費される系統電力の電力量を、
２つの単位時間に分配することが可能となる。そのため、各単位時間に消費される系統電
力の電力量を、比較的小さくすることが可能となる。したがって、単位時間に消費される
系統電力の電力量の最大値を抑制することが可能となり、電力料金を低減することが可能
となる。
【００１１】
　また、前記電力会社が設定する電力料金に、固定性の基本料金と、従量制の使用料金と
が含まれ、単位時間に供給した電力量の最大値が大きくなるほど、前記基本料金が高くな
ることとしても構わない。
【００１２】
　また、上記構成において、前記充電部により行われる前記１回の充電にかかる時間が単
位時間以下であることとしてもよい。
【００１３】
　このような構成によれば、単位時間以下の時間で充電を行うために消費する電力が大き
くなりやすい場合でも、各単位時間に消費される系統電力の電力量を、比較的小さくする
ことが可能となる。したがって、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を抑制
することが可能となり、電力料金を低減することが可能となる。
【００１４】
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　また、上記構成において、前記充電部により行われる前記１回の充電の中間の時刻と、
前記隣り合う単位時間の境界の時刻とが略等しくなることとしてもよい。
【００１５】
　このような構成によれば、充電部の１回の充電動作で消費する系統電力の電力量を、容
易に２つの単位時間に略等しく分配することが可能となる。そのため、単位時間に消費さ
れる系統電力の電力量の最大値を、効果的に抑制することが可能となる。
【００１６】
　また、上記構成において、放電により電力を供給する蓄電部をさらに備え、前記充電部
により行われる前記１回の充電で、前記充電部が、系統電力と前記蓄電部から供給される
電力との両方を消費するものであることとしてもよい。
【００１７】
　このような構成によれば、蓄電部が供給可能な電力量に対応した時間だけ、充電部の充
電を行う時間の変動を許容することが可能となる。さらに、充電部が系統電力と蓄電部か
ら供給される電力との両方を同時に消費して充電することを許容することで、充電時間を
長くすることなく、蓄電部が放電により供給する電力を小さくすることが可能となる。そ
のため、蓄電部に大きな電力を急激に放電させることを抑制し、蓄電部の負担を軽減する
ことが可能となる。
【００１８】
　また、上記構成において、ユーザの指示が入力される入力部と、前記充電部の動作を制
御する制御部と、ユーザに報知を行う報知部と、をさらに備え、前記入力部に、ユーザが
前記バッテリの充電を予約する指示を入力するとき、前記制御部が、前記充電部による前
記バッテリの充電スケジュールを作成し、前記報知部を制御して当該充電スケジュールの
少なくとも一部をユーザに報知することとしてもよい。
【００１９】
　このような構成によれば、バッテリの充電をするべくユーザが店舗等に出向いたときに
、他のユーザが先に充電しており迅速な充電ができない状況（充電待ち）が発生すること
を、抑制することが可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を抑制することが可
能となり、電力料金を低減することが可能となる。
【００２１】
　本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明によりさらに明らかとなろう
。ただし、以下の実施の形態は、あくまでも本発明の実施の形態の一つであって、本発明
ないし各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の一形態である充電システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】系統電力の電力料金の算出方法の概要を示すグラフである。
【図３】充電部の充電動作を好ましくない方法で制御した場合に消費される電力の一例を
示すグラフである。
【図４】図３に示すように充電部の充電動作を制御した場合における、各単位時間に消費
される系統電力の電力量を示すグラフである。
【図５】充電部の充電動作を好ましい方法で制御した場合に消費される電力の一例を示す
グラフである。
【図６】図５に示すように充電部の充電動作を制御した場合における、各単位時間に消費
される系統電力の電力量を示すグラフである。
【図７】充電部の充電動作を別の好ましい方法で制御した場合に消費される電力の一例を
示すグラフである。
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【図８】図７に示すように充電部の充電動作を制御した場合における、各単位時間に消費
される系統電力の電力量を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施の一形態である充電システムについて、以下図面を参照して説明する。ま
ず、本発明の実施の一形態である充電システムの構成及び動作の一例について、図面を参
照して説明する。
【００２４】
　＜充電システム＞
　図１は、本発明の実施の一形態である充電システムの構成例を示すブロック図である。
なお、図中の各ブロックを接続する実線の矢印は電力のやり取りを示し、破線の矢印は情
報のやり取りを示している。
【００２５】
　図１に示す充電システム１は、供給される電力を消費することで電動車両Ｃに備えられ
るバッテリＢに電力を供給して充電する充電部１１と、供給される電力を充電するととも
に放電により電力を供給する蓄電部１２と、ユーザの指示が入力される入力部１３と、ユ
ーザに報知を行う報知部１４と、入力部１３からユーザの指示が入力されるとともに充電
部１１及び蓄電部１２の動作を制御する制御部１５と、を備える。
【００２６】
　充電システム１には、電力会社から供給される電力（以下、系統電力とする）が供給さ
れる。系統電力は、充電システム１を備える店舗等の各種機器（例えば、照明や空調装置
、冷蔵庫など。以下、負荷部Ｒとする）にも供給され、消費される。
【００２７】
　充電部１１は、系統電力や、蓄電部１２の放電により供給される電力を適宜変換して（
例えば、交流電力を直流電力に変換したり、電動車両ＣのバッテリＢに供給する直流電力
の電圧値などを調整したりして）、電動車両ＣのバッテリＢに電力を供給することで充電
する。
【００２８】
　蓄電部１２は、供給される系統電力を必要に応じて変換し（例えば、交流電力を直流電
力に変換したり、直流電力の電圧値などを調整したりして）、充電する。また、充電した
電力を放電することで、充電部１１に電力を供給する。なお、蓄電部１２が供給する電力
が、負荷部Ｒに供給されるように構成しても構わない。
【００２９】
　入力部１３は、ユーザに操作されたり、ユーザの所有物（例えば、携帯端末など）から
送信される指示内容を受信したりすることで、ユーザの指示が入力される。また、入力部
１３は、入力されたユーザの指示を制御部１５に伝える。ユーザの指示として、例えば、
電動車両ＣのバッテリＢの充電を開始する指示や、電動車両ＣのバッテリＢの充電を予約
する指示、電動車両ＣのバッテリＢの充電を停止する指示などがある。
【００３０】
　報知部１４は、例えば、表示装置やスピーカなどを備えて画像や音声を出力したり、送
信装置を備えてユーザの所有物（例えば、事前に充電システム１に登録された携帯端末な
ど）に情報を送信したりすることで、ユーザに報知を行う。報知部がユーザに報知する内
容として、例えば、充電が予約された電動車両ＣのバッテリＢの充電スケジュールや、充
電の開始や終了、停止などがある。
【００３１】
　制御部１５は、充電部１１の充電動作や、蓄電部１２の充電動作及び放電動作を制御す
る。また、制御部１５は、電動車両ＣのバッテリＢの充電を予約する旨の指示が入力部１
２に入力されたことを確認すると、当該指示に基づいて充電スケジュールを作成する。そ
して、報知部１４を制御して、ユーザに充電スケジュールの一部または全部を報知する。
【００３２】
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　また、制御部１５は、電動車両ＣのバッテリＢを充電する時間帯を制限することなく、
店舗等にかかる電力料金を低減することを可能とする充電スケジュールを作成する。そし
て、作成した充電スケジュールに沿って、充電部１１や蓄電部１２の動作を制御する。な
お、充電スケジュール（即ち、充電部１１や蓄電部１２の制御方法）の詳細については、
後述する。
【００３３】
　充電スケジュールには、電動車両ＣのバッテリＢの充電の開始時刻や終了時刻が含まれ
得る。また、蓄電部１２の充電及び放電を行う時刻も含まれ得る。ユーザは、報知部１４
により充電スケジュールを報知されることで、少なくとも充電の開始時刻を認識する。そ
して、例えば電動車両Ｃと充電部１１とが当該開始時刻までに接続されれば、当該開始時
刻から電動車両ＣのバッテリＢの充電が開始される。
【００３４】
　以上のように構成すると、例えば、電動車両ＣのバッテリＢの充電をするべくユーザが
店舗等に出向いたときに、他のユーザが先に充電しており迅速な充電ができない状況（充
電待ち）が発生することを、抑制することが可能となる。
【００３５】
　また、充電システム１は、充電待ちの発生を抑制するとともに、電力料金を低減するこ
とができるため、ユーザ側にも店舗等の側にも好ましいものとなる。そのため、充電シス
テム１の普及を見込むことができる。そして、充電システム１を普及させることで、電動
車両の普及の促進、ひいては二酸化炭素排出量の削減を図ることが可能となる。
【００３６】
　なお、図１に示す充電システムの構成は一例に過ぎず、他の構成としても構わない。例
えば、充電部１１や蓄電部１２、負荷部Ｒなどに電力を供給可能な他の電力源（例えば、
太陽電池など）を備える構成としても構わない。
【００３７】
　また、充電部１１が、充電を行う１台の電動車両Ｃにのみ接続可能としても構わないし
、複数の電動車両Ｃに接続可能としても構わない。また、充電部１１を複数の電動車両Ｃ
に接続可能な構成とする場合、制御部１５が充電部１１を制御することで、充電部１１に
接続されたそれぞれの電動車両ＣのバッテリＢを、順次充電する構成としても構わない。
【００３８】
　＜電力料金の算出方法＞
　次に、系統電力の電力料金の算出方法の一例について、図面を参照して説明する。図２
は、系統電力の電力料金の算出方法の概要を示すグラフである。なお、図２に示すグラフ
は、１２時０分～１２時３０分、１２時３０分～１３時０分、１３時０分～１３時３０分
及び１３時３０分～１４時０分のそれぞれの単位時間（毎時０分～３０分及び３０分～０
分のそれぞれの３０分間）において、充電システム１を備える店舗等の全体で消費された
系統電力の電力量を、グラフの高さとして示したものである。
【００３９】
　系統電力の電力料金には、例えば、固定性の基本料金と、従量制の使用料金とが含まれ
る。一般的に電力会社は、効率良く発電する（発電する電力を平準化する）などの理由か
ら、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値が大きくなるほど、基本料金が高く
なるように設定している。
【００４０】
　図２に示す例では、１３時０分～１３時３０分の単位時間に消費される電力量ＷＰが、
他の単位時間に消費される電力量よりも大きいため、最大値となる。そのため、１３時０
分～１３時３０分の単位時間に消費される電力量ＷＰに基づいて、基本料金が設定される
ことになる。なお、図２では説明の簡略化のため、４つの単位時間のみを示しているが、
一般的な電力会社では、もっと多数の単位時間（例えば、１年分）の中から電力量の最大
値を求めることとしている。
【００４１】
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　＜充電スケジュール＞
　上述のように、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を低減することで、電
力料金（特に、基本料金。以下同じ。）を低減することができる。以下、単位時間に消費
される系統電力の電力量の最大値を低減するための充電スケジュール（制御部１５による
充電部１１の充電動作の制御方法）について、図面を参照して説明する。まず、比較のた
めに、図３及び図４を参照して、充電部１１の充電動作の好ましくない制御方法について
説明する。
【００４２】
　図３は、充電部の充電動作を好ましくない方法で制御した場合に消費される電力の一例
を示すグラフである。また図４は、図３に示すように充電部の充電動作を制御した場合に
おける、各単位時間に消費される系統電力の電力量を示すグラフである。図３及び図４の
いずれも、図２に示す時間（１２時～１４時）と同じ時間について示すものである。また
、図３では、充電部１１が消費する系統電力の大きさ（系統電力を用いてバッテリＢを充
電する電力の大きさ）を白塗の領域の高さで示し、負荷部Ｒが消費する系統電力の大きさ
を、灰色塗の領域の高さで示している。
【００４３】
　また、以下では説明の簡略化のため、図３に示すように、負荷部Ｒが消費する系統電力
の大きさが、時刻に関係なく一定であることとする。そのため、図４に示すように、各単
位時間において負荷部Ｒが消費する系統電力の電力量ＷＲも一定となる。また、図３に示
すように、充電部１１が充電動作を行う時に消費する（電動車両ＣのバッテリＢに充電さ
れる）電力の大きさも、時刻に関係なく一定であることとする。さらに、図３に示すよう
に、充電部１１の１回の充電動作にかかる時間（電動車両Ｃの１台当たりの充電時間）が
、単位時間（３０分）以下の時間（２０分）であり、毎回同じ時間になることとする。
【００４４】
　図３に示す例では、１２時０分～１２時２０分の時間と、１３時５分～１３時２５分の
時間とにおいて、充電部１１による電動車両ＣのバッテリＢの充電が行われることとして
いる。いずれの時間も、単位時間（１２時０分～１２時３０分、１３時０分～１３時３０
分）内に全て収まっている。
【００４５】
　図３に示すように充電部１１の充電動作を行うと、充電部１１の１回の充電動作で消費
される電力量の全てが、１つの単位時間に充電部１１で消費される系統電力の電力量にな
る。特に、単位時間以下の時間で充電を行う急速充電では、消費する電力が大きくなる。
そのため、１つの単位時間で消費される系統電力の電力量が、大きくなり得る。したがっ
て、図４に示すように、充電部１１の充電動作が行われた単位時間（１２時０分～１２時
３０分、１３時０分～１３時３０分）に消費された系統電力の電力量ＷＰＵが、比較的大
きくなる。
【００４６】
　この場合、最低でも充電部１１の充電動作が行われた単位時間（１２時０分～１２時３
０分、１３時０分～１３時３０分）の電力量ＷＰＵに基づいて、電力料金が設定される。
したがって、電力料金が増大し得る。
【００４７】
　これに対して、図５及び図６を参照して、充電部１１の充電動作の好ましい制御方法に
ついて説明する。
【００４８】
　図５は、充電部の充電動作を好ましい方法で制御した場合に消費される電力の一例を示
すグラフであり、好ましくない制御方法について示した図３に相当するものである。図６
は、図５に示すように充電部の充電動作を制御した場合における、各単位時間に消費され
る系統電力の電力量を示すグラフであり、好ましくない制御方法について示した図４に相
当するものである。なお、図５において、充電部１１を動作させる時間が図３に示す時間
と異なること以外は、図３と同様である。そのため、以下図５について、図３と同様とな
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る部分については説明を省略し、異なる部分について詳細に説明する。
【００４９】
　図５に示す例では、１２時２０分～１２時４０分の時間と、１３時２５分～１３時４５
分の時間と、のそれぞれで充電部１１による電動車両ＣのバッテリＢの充電が行われるこ
ととしている。いずれの充電が行われる時間も、それぞれ異なる（重複しない）単位時間
（１２時０分～１２時３０分及び１２時３０分～１３時０分、１３時０分～１３時３０分
及び１３時３０分～１４時０分）に及ぶ（またがる）ものとしている。
【００５０】
　以上のように構成すると、単位時間以下の時間で充電を行うために消費する電力が大き
くなりやすい場合（例えば、急速充電を行う場合）でも、充電部１１の１回の充電動作で
消費される系統電力の電力量を、２つの単位時間に分配することが可能となる。そのため
、図６に示すように、各単位時間に消費される系統電力の電力量ＷＰ１～ＷＰ３を、比較
的小さくすることが可能となる。例えば、図４に示す電力量ＷＰＵよりも小さくすること
が可能となる。したがって、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を抑制する
ことが可能となり、電力料金を低減することが可能となる。
【００５１】
　さらに、充電部１１の充電動作を行う時間を僅かに変更するだけで済むため、充電する
時間帯を深夜や早朝などに制限する必要がない。したがって、充電する時間帯を制限する
ことなく、容易に電力料金を低減することが可能となる。
【００５２】
　また、充電部１１が複数の充電動作を行う場合に、それぞれの充電が行われる時間が、
それぞれ異なる単位時間に及ぶものとしている。そのため、充電部１１の複数の充電動作
で消費される系統電力の電力量が、重複した単位時間に分配されることで、当該単位時間
に消費される系統電力の電力量が増大することを抑制することが可能となる。
【００５３】
　ところで、図５に示す１２時２０分～１２時４０分の時間で行われる充電動作は、その
中間の時刻（１２時３０分）と、２つの単位時間の境界の時刻（１２時３０分）と、が略
等しくなるようにしている。このように構成すると、充電部１１の１回の充電動作で消費
する系統電力の電力量を、容易に２つの単位時間に略等しく分配することが可能となる。
そのため、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を、効果的に抑制することが
可能となる（以下、このように充電部１１の充電動作が行われる時間を、「基準時間」と
する）。
【００５４】
　しかしながら、諸般の事情（例えば、ユーザの都合による充電開始時刻の変更など）に
より、基準時間（上述の例では毎時２０分～４０分（または毎時５０分～１０分でも良い
））に必ず充電が行われるように制御することは困難である。また、充電動作を実行する
時間を必要以上に限定すると、効率良く電動車両ＣのバッテリＢを充電することが困難に
なる。
【００５５】
　そこで以下では、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を効果的に抑制しつ
つも、充電動作を実行する時間の変動を許容することができる充電スケジュール（制御部
１５による充電部１１の充電動作及び蓄電部１２の放電動作の制御方法）を、図７及び図
８を参照して説明する。
【００５６】
　図７は、充電部の充電動作を別の好ましい方法で制御した場合に消費される電力の一例
を示すグラフであり、上述の好ましい方法について示した図５に相当するものである。図
８は、図７に示すように充電部の充電動作を制御した場合における、各単位時間に消費さ
れる系統電力の電力量を示すグラフであり、上述の好ましい方法について示した図６に相
当するものである。なお、図７において、充電部１１を動作させる時間が図５に示す時間
と異なることや、蓄電部１２の放電により供給される電力を充電部１１の充電動作に利用
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すること以外は、図５と同様である。そのため、以下図７について、図５と同様となる部
分については説明を省略し、異なる部分について詳細に説明する。なお、図７では、蓄電
部１２から供給されて充電部１１が消費する電力の大きさ（蓄電部１２から供給される電
力を用いてバッテリＢを充電する電力の大きさ）を黒塗の領域の高さで示している。
【００５７】
　図７に示す例では、１２時１５分～１２時３５分の時間と、１３時５分～１３時２５分
の時間と、のそれぞれで充電部１１による電動車両ＣのバッテリＢの充電が行われること
としている。ただし、１２時１５分～１２時２０分の時間と、１３時５分～１３時１５分
の時間とのそれぞれの充電動作において、系統電力だけでなく蓄電部１２の放電により供
給される電力をも用いて、電動車両ＣのバッテリＢを充電する。
【００５８】
　以上のように構成すると、各単位時間において、充電部１１が充電動作により消費する
系統電力の電力量に上限（本例では、１回の充電動作で消費する系統電力の電力量の半分
）が設けられることとなる。そのため、図８に示すように、各単位時間に消費される系統
電力の電力量ＷＰ１，ＷＰ２，ＷＲを、比較的小さくすることが可能となる。例えば、図
６に示す電力量ＷＰ１以下にすることが可能となる。したがって、単位時間に消費される
系統電力の電力量の最大値を効果的に抑制することが可能となり、電力料金をさらに低減
することが可能となる。
【００５９】
　また、蓄電部１２が供給可能な電力量に対応した時間だけ、充電部１１の充電動作を行
う時間の変動を許容することが可能となる。例えば、蓄電部１２に充電されている電力量
が、充電部１１の充電動作で消費される電力量の１／４に相当するものであれば、充電部
１１の充電動作を行う時間を基準時間から１／４（上述の例では５分）だけ変動させるこ
とが可能となる。
【００６０】
　したがって、単位時間に消費される系統電力の電力量の最大値を効果的に抑制しつつも
、充電動作を実行する時間の変動を許容することが可能となる。具体的に例えば、ユーザ
が充電動作を実行する時間を変動させたとしても、その変動された時間に充電を行いつつ
、電力料金を効果的に低減することが可能となる。
【００６１】
　また、図７及び図８に示す制御方法において、充電部１１の充電動作で消費される電力
量の１／２以上に相当する電力量を蓄電部１２から供給可能な場合、例えば図７の１３時
５分～１３時２５分の時間の充電動作に示すように、任意の時間に充電動作を実行するこ
とが可能となる。
【００６２】
　なお、図７において、充電部１１の充電動作開始後の所定の時間に、蓄電部１２を放電
させて電力を供給することとしたが、充電部１１の充電動作終了前の所定の時間に、蓄電
部１２を放電させて電力を供給しても構わない。特に、充電部１１の充電動作を行う時間
を、基準時間の前方に変動させる場合は、図７に示すように充電部１１の充電動作開始後
の所定の時間に蓄電部１２を放電させ、基準時間の後方に変動させる場合は、充電部１１
の充電動作終了前の所定の時間に蓄電部１２を放電させても構わない。
【００６３】
　また、図７において、充電部１１が系統電力を消費する充電と、蓄電部１２の放電によ
り供給される電力を消費する充電と、を別々に行うこととしたが、同時に行う場合が含ま
れても構わない。具体的に例えば、図７の１２時１５分～１２時３５分の充電において、
蓄電部１２が１２時１５分～１２時２０分に電力を供給する代わりに、その１／３の電力
を１２時１５分～１２時３０分に分散して供給しても構わない。
【００６４】
　このように構成すると、充電時間を長くすることなく、蓄電部１２が放電により供給す
る電力を小さくすることが可能となる。そのため、蓄電部１２に大きな電力を急激に放電
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させる（さらに、充電する）ことを抑制し、蓄電部１２の負担を軽減することが可能とな
る。また、このような構成としても、上述のように、単位時間に消費される系統電力の電
力量の最大値を、効果的に抑制することが可能である。
【００６５】
　また、充電部１１の充電動作を行う時間を、基準時間の前方に変動させる場合、後方の
単位時間（図８の例では、１２時３０分～１３時０分、１３時３０分～１４時０分）では
、充電部１１で消費される系統電力の電力量が小さくなり得る。そのため、この単位時間
において、系統電力により蓄電部１２を充電しても構わない。同様に、充電部１１の充電
動作を行う時間を、基準時間の後方に変動させる場合、前方の単位時間において、系統電
力により蓄電部１２を充電しても構わない。
【００６６】
　また、図５及び図７に示す時間は、電力会社が設置する電力計等に付随する時計で測定
されるものであり、実際の時間に対してずれが生じる場合もある。当該ずれにより、例え
ば単位時間が、実際の時間で毎時１０分～４０分及び４０分～１０分になっていると、好
ましい。この場合、基準時間の開始時刻を毎時０分（または３０分でも良い）にすること
が可能になる。そのため、ユーザにとってキリが良く覚えやすい時刻を、充電の開始時刻
とすることが可能となる。
【００６７】
　また、説明の簡略化のため、充電部１１が充電動作をする際に消費する電力の大きさを
時刻によらず一定としたが、一定でなくても構わない。この場合、充電部１１の１回の充
電動作で消費される系統電力の電力量を２つの単位時間に略等しく分配するために、充電
部１１による充電動作の中間の時刻を、２つの単位時間の境界となる時刻とずらして設定
しても構わない。また、この場合でも、制御部１５による充電部１１の制御の簡略化のた
め、充電部１１の１回の充電動作の中間の時刻と、２つの単位時間の境界の時刻と、が略
等しくなるように設定しても構わない。
【００６８】
　＜変形例＞
　本発明の実施形態における充電システム１について、制御部１５などの一部または全部
の動作を、マイコンなどの制御装置が行うこととしても構わない。さらに、このような制
御装置によって実現される機能の全部または一部をプログラムとして記述し、該プログラ
ムをプログラム実行装置（例えばコンピュータ）上で実行することによって、その機能の
全部または一部を実現するようにしても構わない。
【００６９】
　また、上述した場合に限らず、図１に示す充電システム１は、ハードウェア、或いは、
ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現可能である。また、ソフトウェア
を用いて充電システムの一部を構成する場合、ソフトウェアによって実現される部位につ
いてのブロックは、その部位の機能ブロックを表すこととする。
【００７０】
　以上、本発明における実施形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定される
ものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実行することができる
。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、電動車両に備えられるバッテリなどを充電する充電システムに利用可能であ
る。特に、消費する電力が大きく単位時間以下の時間で充電を行う急速充電を行い得る充
電システムに適用すると、好適である。
【符号の説明】
【００７２】
　　　１　　充電システム
　　１１　　充電部
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　　１２　　蓄電部
　　１３　　入力部
　　１４　　報知部
　　１５　　制御部
　　　Ｂ　　バッテリ
　　　Ｃ　　電動車両
　　　Ｒ　　負荷部

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】



(15) JP WO2011/122517 A1 2011.10.6

10

20

30

40

【国際調査報告】



(16) JP WO2011/122517 A1 2011.10.6

10

20

30

40



(17) JP WO2011/122517 A1 2011.10.6

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(72)発明者  清水　敦志
            大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号　三洋電機株式会社内
(72)発明者  村島　弘嗣
            大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号　三洋電機株式会社内
Ｆターム(参考) 5G066 KA01  KA04  KA12  KB03  KB06  KD04 
　　　　 　　  5G503 AA01  AA04  BA02  BB01  CB16  DA18  EA05  FA06  GD04  GD06 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

