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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバであって、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録手段と、
　前記太陽光発電による発電電力量と前記負荷による消費電力量とを含む電力量と、前記
発電電力量を計測した時間帯を表わす時間帯データとを受信するための電力量受信手段と
、
　前記電力量受信手段により受信された前記電力量に基づいて、アドバイス情報を作成す
るための作成手段と、
　前記作成手段により作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登録す
るホームページ登録手段と、
　前記ホームページ登録手段により前記アドバイス情報が登録された前記ホームページ情
報を、該ホームページ情報をアクセスした前記端末装置に送信するためのホームページ送
信手段と、
　地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基づいて算出される計算発電量と
を記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記アドバイス情報は、前記商用電力を供給する電力会社に支払う料金に関連したアド
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バイスを示す料金アドバイス情報と、前記１つ以上の太陽光発電装置毎に、前記太陽光発
電装置の発電の特性に関してアドバイスするための発電アドバイス情報を含み、
　前記作成手段は、前記計算発電量記憶手段に接続され、登録された地域データと受信し
た時間帯データとに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基づいて
、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置に異常が発生しているという
アドバイスを前記発電アドバイス情報として作成するための手段を含み、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信手段で受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前記作成手
段で作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理サーバ。
【請求項２】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバであって、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録手段と、
　前記太陽光発電による発電電力量を含む電力量と、前記発電電力量を計測した時間帯を
表わす時間帯データとを受信するための電力量受信手段と、
　前記電力量受信手段により受信された前記電力量に基づいて、アドバイス情報を作成す
るための作成手段と、
　前記作成手段により作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登録す
るホームページ登録手段と、
　前記ホームページ登録手段により前記アドバイス情報が登録された前記ホームページ情
報を、該ホームページ情報をアクセスした前記端末装置に送信するためのホームページ送
信手段と、
　地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基づいて算出される計算発電量と
を記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記作成手段は、前記計算発電量記憶手段に接続され、登録された地域データと受信し
た時間帯データとに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基づいて
、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置に異常が発生しているという
アドバイスを前記発電アドバイス情報として作成するための手段を含み、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信手段で受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前記作成手
段で作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理サーバ。
【請求項３】
　前記１つ以上の端末装置は携帯型の前記端末装置を含む、請求項１または２に記載の太
陽光発電管理サーバ。
【請求項４】
　前記太陽光発電装置は、前記発電電力量と、前記消費電力量と、商用電力を供給する電
力会社への売電電力量と、前記電力会社からの買電電力量とを算出して前記太陽光管理サ
ーバに送信するための手段を含み、
　前記電力量受信手段は、前記太陽光発電装置から、前記発電電力量と、前記消費電力量
と、前記売電電力量と、前記買電電力量とを受信し、
　前記作成手段は、前記電力会社における売電料金および買電料金とを記憶するための手
段と、受信した前記売電電力量および前記買電電力量と記憶した前記売電料金および前記
買電料金とに基づいて、前記太陽光発電装置を設置したユーザが前記電力会社に支払う料
金を最低にするためのアドバイスを前記料金アドバイス情報として作成する手段とを含む
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、請求項１に記載の太陽光発電管理サーバ。
【請求項５】
　前記作成手段は、複数の前記電力会社の中から、前記太陽光発電装置を設置したユーザ
が支払う料金を最低にすることのできる前記電力会社を選択して、選択された前記電力会
社を指定する情報を前記料金アドバイス情報にふくませる、請求項４に記載の太陽光発電
管理サーバ。
【請求項６】
　前記アドバイス情報は、前記１つ以上の太陽光発電装置毎に、前記消費電力量の特性に
関してアドバイスするための電力消費アドバイス情報をさらに含む、請求項１に記載の太
陽光発電管理サーバ。
【請求項７】
　前記作成手段は、前記太陽光発電装置毎に、前記負荷を構成する電機機器それぞれの名
称と機種の情報を予め登録する電機機器情報登録手段と、受信した前記消費電力量と登録
された前記電機機器情報に基づいて特定される前記電機機器の電力の消費パターンとを比
較して、比較結果に基づき、電力の消費量が異常である前記電機機器を特定した情報を前
記電力消費アドバイス情報として作成する手段とを含む、請求項６に記載の太陽光発電管
理サーバ。
【請求項８】
　前記作成手段は、登録された前記電機機器情報に基づいて電力の消費量が多い前記電機
機器を特定して、電力の消費量が低減される別の機種を提案するアドバイスを前記電力消
費アドバイス情報として作成する機種提案情報作成手段を含む、請求項６または７に記載
の太陽光発電管理サーバ。
【請求項９】
　前記機種提案情報作成手段は、前記別の機種の前記電機機器の場合における、前記電力
会社に支払う前記料金の低減額を示す情報を前記電力消費アドバイス情報に含ませる、請
求項８に記載の太陽光発電管理サーバ。
【請求項１０】
　前記機種提案情報作成手段は、前記別の機種の前記電機機器の販売価格を示す情報と、
前記低減額を用いて求められた前記販売価格について採算をとるために要する期間を示す
情報とを、前記電力消費アドバイス情報に含ませる、請求項９に記載の太陽光発電管理サ
ーバ。
【請求項１１】
　前記アドバイス情報は、前記地域データの地域の前記時間帯データの前記時間帯におけ
る発電量を示す地域発電量情報をさらに含み、
　前記作成手段は、前記計算発電量記憶手段に接続され、登録された前記地域データと受
信した前記時間帯データとに基づいて算出される前記計算発電量を、前記地域発電量情報
として作成する手段を有する、請求項１または２に記載の太陽光発電管理サーバ。
【請求項１２】
　前記ホームページ送信手段は、前記アドバイス情報に含まれる情報のうち、少なくとも
前記発電アドバイス情報、前記電力消費アドバイス情報および前記料金アドバイス情報は
、前記太陽光発電装置のユーザに対応の前記端末装置に対してのみ前記ホームページ情報
として送信する、請求項６に記載の太陽光発電管理サーバ。
【請求項１３】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバであって、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録手段と、
　地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基づいて算出される計算発電量と
を記憶するための計算発電量記憶手段と、
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　前記１つ以上の太陽光発電装置それぞれについて太陽光発電による実際の発電電力量と
、前記発電電力量を計測した時間帯を表わす時間帯データとを受信するための電力量受信
手段と、
　前記太陽光発電装置の発電の状態を報知するために、前記計算発電量記憶手段に接続さ
れ、登録された地域データと受信した時間帯データとに基づいて算出される計算発電量と
、受信した発電電力量とに基づいて、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電
力装置に異常が発生しているという発電アドバイス情報を作成する手段と、
　作成された前記発電アドバイス情報を、前記ホームページ情報として登録するホームペ
ージ登録手段と、
　前記ホームページ登録手段により前記発電アドバイス情報が登録された前記ホームペー
ジ情報を、該ホームページ情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送
信手段とを有し、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信手段で受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前記作成手
段で作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理サーバ。
【請求項１４】
　前記電力量受信手段により受信された前記発電電力量と予め予測された発電電力量とを
比較して、前記太陽光発電装置の発電の状態を判断する状態判断手段をさらに有し、
　前記状態判断手段により判断された前記状態が、前記太陽光発電装置の発電の異常を示
すときは、前記太陽光発電装置を前記異常の状態から回復状態に移行させるための処理を
実行する、請求項１３に記載の太陽光発電管理サーバ。
【請求項１５】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する機能を有する１つ以上の端末装置とを備え、
　前記太陽光発電管理サーバは、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録手段と、
　前記１つ以上の太陽光発電装置それぞれから、少なくとも太陽光発電による発電電力量
と前記負荷による消費電力量とを含む電力量と、前記発電電力量を計測した時間帯を表わ
す時間帯データとを受信するための電力量受信手段と、
　前記電力量受信手段により受信した前記電力量を、前記太陽光発電装置ごとに記憶する
ための記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された前記太陽光発電装置ごとの前記電力量に基づいて、アド
バイス情報を作成するための作成手段と、
　前記作成手段により作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登録す
るホームページ登録手段と、
　前記ホームページ登録手段により登録された前記ホームページ情報を、該ホームページ
情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送信手段と、
　地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基づいて算出される計算発電量と
を記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記太陽光発電装置それぞれは、
　太陽光により発電する発電モジュールと前記負荷とに接続され、少なくとも前記発電電
力量と前記消費電力量とを含む電力量を計測するための計測手段と、
　前記計測手段により計測された前記電力量を前記太陽光発電管理サーバに送信するため
の電力量送信手段とを含み、
　前記アドバイス情報は、前記１つ以上の太陽光発電装置毎に前記商用電力を供給する電
力会社に支払う料金に関連するアドバイスを示す料金アドバイス情報と、前記１つ以上の
太陽光発電装置毎に、前記太陽光発電装置の発電の特性に関してアドバイスするための発
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電アドバイス情報を含み、
　前記作成手段は、前記計算発電量記憶手段に接続され、登録された地域データと受信し
た時間帯データとに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基づいて
、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置に異常が発生しているという
アドバイスを前記発電アドバイス情報として作成するための手段を含み、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信手段で受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前記作成手
段で作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理システム。
【請求項１６】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する機能を有する１つ以上の端末装置とを備え、
　前記太陽光発電管理サーバは、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録手段と、
　前記１つ以上の太陽光発電装置それぞれから、少なくとも太陽光発電による発電電力量
を含む電力量と、前記発電電力量を計測した時間帯を表わす時間帯データとを受信するた
めの電力量受信手段と、
　前記電力量受信手段により受信した前記電力量を、前記太陽光発電装置ごとに記憶する
ための記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された前記太陽光発電装置ごとの前記電力量に基づいて、アド
バイス情報を作成するための作成手段と、
　前記作成手段により作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登録す
るホームページ登録手段と、
　前記ホームページ登録手段により登録された前記ホームページ情報を、該ホームページ
情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送信手段と、
　地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基づいて算出される計算発電量と
を記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記太陽光発電装置それぞれは、
　太陽光により発電する発電モジュールと前記負荷とに接続され、少なくとも前記発電電
力量と前記消費電力量とを含む電力量を計測するための計測手段と、
　前記計測手段により計測された前記電力量を前記太陽光発電管理サーバに送信するため
の電力量送信手段とを含み、
　前記作成手段は、前記計算発電量記憶手段に接続され、登録された地域データと受信し
た時間帯データとに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基づいて
、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置に異常が発生しているという
アドバイスを前記発電アドバイス情報として作成するための手段を含み、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信手段で受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前記作成手
段で作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理システム。
【請求項１７】
　前記１つ以上の端末装置には携帯型の前記端末装置が含まれる、請求項１５または１６
に記載の太陽光発電管理システム。
【請求項１８】
　前記計測手段は、前記発電電力量と、前記消費電力量と、前記商用電力を供給する前記
電力会社への売電電力量と、前記電力会社からの買電電力量とを算出するための手段を含
み、
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　前記電力量送信手段は、前記発電電力量と前記消費電力量と前記売電電力量と前記買電
電力量とを前記太陽光発電管理サーバに送信し、
　前記電力量受信手段は、前記太陽光発電装置から前記発電電力量と前記消費電力量と前
記売電電力量と前記買電電力量とを受信し、
　前記作成手段は、前記電力会社における売電料金および買電料金とを記憶するための手
段と、受信した前記売電電力量および前記買電電力量と記憶した前記売電料金および前記
買電料金とに基づいて、前記料金アドバイス情報として前記太陽光発電装置を設置したユ
ーザが前記電力会社に支払う料金を最低にするためのアドバイス情報を作成するための手
段とを含む、請求項１５に記載の太陽光発電管理システム。
【請求項１９】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバにおける太陽光発電管理方法であって、
　前記太陽光発電管理サーバは、地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基
づいて算出される計算発電量とを記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記太陽光発電管理方法は、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録ステップと、
　前記太陽光発電による発電電力量と前記負荷による消費電力量とを含む電力量と、前記
発電電力量を計測した時間帯を表わす時間帯データとを受信するための電力量受信ステッ
プと、
　前記電力量受信ステップにより受信された前記電力量に基づいて、アドバイス情報を作
成するための作成ステップと、
　前記作成ステップにより作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登
録するホームページ登録ステップと、
　前記ホームページ登録ステップにより前記アドバイス情報が登録された前記ホームペー
ジ情報を、該ホームページ情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送
信ステップとを含み、
　前記アドバイス情報は、前記１つ以上の太陽光発電装置毎の前記商用電力を供給する電
力会社に支払う料金に関連するアドバイスを示す料金アドバイス情報と、前記１つ以上の
太陽光発電装置毎に、前記太陽光発電装置の発電の特性に関してアドバイスするための発
電アドバイス情報を含み、
　前記作成ステップでは、登録された地域データと受信した時間帯データと前記計算発電
量記憶手段の記憶内容とに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基
づいて、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置には異常が発生してい
るというアドバイスを前記発電アドバイス情報として作成し、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信ステップにより受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前
記作成ステップで作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理方法。
【請求項２０】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバにおける太陽光発電管理方法であって、
　前記太陽光発電管理サーバは、地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基
づいて算出される計算発電量とを記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記太陽光発電管理方法は、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録ステップと、
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　前記太陽光発電による発電電力量を含む電力量と、前記発電電力量を計測した時間帯を
表わす時間帯データとを受信するための電力量受信ステップと、
　前記電力量受信ステップにより受信された前記電力量に基づいて、アドバイス情報を作
成するための作成ステップと、
　前記作成ステップにより作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登
録するホームページ登録ステップと、
　前記ホームページ登録ステップにより前記アドバイス情報が登録された前記ホームペー
ジ情報を、該ホームページ情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送
信ステップとを含み、
　前記作成ステップでは、登録された地域データと受信した時間帯データと前記計算発電
量記憶手段の記憶内容とに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基
づいて、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置には異常が発生してい
るというアドバイスを前記発電アドバイス情報として作成し、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分されるユーザ
情報とを含み、前記共有情報には前記電力量受信ステップにより受信された情報を含み、
前記ユーザ情報には前記作成ステップで作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管
理方法。
【請求項２１】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバにおける太陽光発電管理方法を実現するプ
ログラムを記録した機械読取可能な記録媒体であって、
　前記太陽光発電管理サーバは、地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基
づいて算出される計算発電量とを記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記太陽光発電管理方法は、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録ステップと、
　前記太陽光発電による発電電力量と前記負荷による消費電力量とを含む電力量と、前記
発電電力量を計測した時間帯を表わす時間帯データとを受信するための電力量受信ステッ
プと、
　前記電力量受信ステップにより受信された前記電力量に基づいて、アドバイス情報を作
成するための作成ステップと、
　前記作成ステップにより作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登
録するホームページ登録ステップと、
　前記ホームページ登録ステップにより前記アドバイス情報が登録された前記ホームペー
ジ情報を、該ホームページ情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送
信ステップとを含み、
　前記アドバイス情報は、前記１つ以上の太陽光発電装置毎の前記商用電力を供給する電
力会社に支払う料金に関連するアドバイスを示す料金アドバイス情報と、前記１つ以上の
太陽光発電装置毎に、前記太陽光発電装置の発電の特性に関してアドバイスするための発
電アドバイス情報を含み、
　前記作成ステップでは、登録された地域データと受信した時間帯データと前記計算発電
量記憶手段の記憶内容とに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基
づいて、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置には異常が発生してい
るというアドバイスを前記発電アドバイス情報として作成し、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信ステップにより受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前
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記作成ステップで作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理方法を実現するプロ
グラムを記録した機械読取可能な記録媒体。
【請求項２２】
　ネットワークを介して通信可能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および
太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホーム
ページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理シ
ステムに用いられる前記太陽光発電管理サーバにおける太陽光発電管理方法を実現するプ
ログラムを記録した機械読取可能な記録媒体であって、
　前記太陽光発電管理サーバは、地域および時間帯ごとの日照時間と、前記日照時間に基
づいて算出される計算発電量とを記憶するための計算発電量記憶手段を含み、
　前記太陽光発電管理方法は、
　前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データを登録する登録ステップと、
　前記太陽光発電による発電電力量を含む電力量と、前記発電電力量を計測した時間帯を
表わす時間帯データとを受信するための電力量受信ステップと、
　前記電力量受信ステップにより受信された前記電力量に基づいて、アドバイス情報を作
成するための作成ステップと、
　前記作成ステップにより作成された前記アドバイス情報を、前記ホームページ情報に登
録するホームページ登録ステップと、
　前記ホームページ登録ステップにより前記アドバイス情報が登録された前記ホームペー
ジ情報を、該ホームページ情報を要求した前記端末装置に送信するためのホームページ送
信ステップとを含み、
　前記作成ステップでは、登録された地域データと受信した時間帯データと前記計算発電
量記憶手段の記憶内容とに基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基
づいて、前記計算発電量を下回る前記発電電力量の太陽光電力装置には異常が発生してい
るというアドバイスを前記発電アドバイス情報として作成し、
　前記ホームページ情報は前記太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データ毎に
区分される共有情報と、前記太陽光発電装置を設置しているユーザ毎に区分される当該ユ
ーザに提示されるユーザ情報とを含み、前記共有情報はユーザにより共有される情報であ
って、且つ前記電力量受信ステップにより受信された情報を含み、前記ユーザ情報には前
記作成ステップで作成されたアドバイス情報を含む、太陽光発電管理方法を実現するプロ
グラムを記録した機械読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、住宅等に設置され、商用電源と連系して運転される系統連系分散型太陽光発電
装置に関し、特に、このような太陽光発電装置を設置したユーザへ各種サービスを提供す
る技術に関する。
【０００２】
【背景となる技術】
近年、地球環境対策の観点から各種エネルギー利用の見直しが図られ、特に太陽エネルギ
ーを利用する太陽電池においては、クリーンなエネルギー供給源の代表として期待されて
いる。この太陽電池からの発電による分散型電源と商用電源とを連系し、分散型電源だけ
では必要な消費電力が賄えない場合に、その電力を系統側の商用電源から供給するように
した系統連系分散型太陽光発電装置が開発されている。
【０００３】
このような太陽光発電装置の保守会社または系統連系している電力会社より委託された保
守会社が、系統連系分散型太陽光発電装置の運転状況をオンラインで収集して異常の有無
を監視する太陽光発電装置が、特開平１１－２０６０３８号公報に開示されている。この
公報に開示の技術によれば、高いセキュリティを確保できる。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
太陽光発電装置では、高いセキュリティを実現できても、高額の費用を投資して太陽光発
電装置を設置したユーザにとっては、太陽光発電装置設置後の費用の発生を抑え、太陽光
発電装置の投資コストを早期に回収したいという要求があった。
【０００５】
そこで出願人は、太陽光発電装置の投資コストを早急に回収したいというユーザの要求を
満足させるために、情報収集して各種のアドバイス情報を作成してユーザの太陽光発電装
置に供給して提示することのできるシステムを特願２０００－２８６４９３号で提案して
いる。この提案内容では、ユーザが要求する情報は、ユーザ宅に固定に設置された太陽光
発電装置の出力部を介して表示されていたので、ユーザは、自宅に戻らなければ情報を確
認できないという制限があった。
【０００６】
本発明の目的は、太陽光発電装置を設置したユーザが、費用の発生を抑えて太陽光発電装
置の導入意欲を高めるような情報を、要求に応じて速やかに取得できる太陽光発電管理サ
ーバ、太陽光発電管理システム、太陽光発電管理方法およびその方法を実現するプログラ
ムを記録した機械読取可能な記録媒体を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明のある局面に従えば、太陽光発電管理サーバは、ネットワークを介して通信可能
に接続された該太陽光発電管理サーバと、商用電力および太陽光発電電力を連系させて負
荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホームページ情報を要求して受信して
表示する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理システムに用いられて、以下の構
成を有する。
【０００８】
少なくとも太陽光発電による発電電力量と前記負荷による消費電力量とを含む電力量を受
信するための電力量受信手段と、電力量受信手段により受信された電力量に基づいて、ア
ドバイス情報を作成するための作成手段と、作成手段により作成されたアドバイス情報を
、ホームページ情報に登録するホームページ登録手段と、ホームページ登録手段によりア
ドバイス情報が登録されたホームページ情報を、該ホームページ情報を要求した端末装置
に送信するためのホームページ送信手段とを含む。そして、アドバイス情報は、商用電力
を供給する電力会社に支払う料金に関連したアドバイスを示す料金アドバイス情報を含む
。
【０００９】
上述の発明によると、作成手段は、電力量受信手段が受信した電力量に基づいて、太陽光
発電装置を設置したユーザが商用電力を供給する電力会社に支払う料金に関連したアドバ
イスを示す料金アドバイス情報を作成するので、作成された料金アドバイス情報はホーム
ページ情報に登録される。ホームページ送信手段は、アドバイス情報が登録されたホーム
ページ情報を要求元の端末装置に送信して、端末装置では、これが受信されて表示される
。
【００１０】
これにより、発電電力量が消費電力量を上回ると電力会社へ売電し、下回ると電力会社か
ら買電する場合に、太陽光発電装置を設置したユーザに有利になるような料金アドバイス
情報を作成してホームページ情報としてユーザに提示できる。その結果、太陽光発電装置
を設置したユーザの費用の発生を抑えることにより、ユーザの太陽光発電装置の導入意欲
が高まり、クリーンなエネルギーである太陽光発電による発電量を増加させることができ
る。
【００１１】
また、ホームページ情報によるアドバイス情報の提示先は、ネットワークに接続される１
つ以上の端末装置であるから、ユーザは自宅に居なくても出先などから端末装置を介して
要求すれば、アドバイス情報を速やかに取得できる。
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【００１２】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、作成手段により作成されたアドバイス情報
を、対応の太陽光発電装置に送信するアドバイス送信手段をさらに含み、太陽光発電装置
それぞれは、アドバイス送信手段により送信されたアドバイス情報を受信するためのアド
バイス受信手段と、アドバイス受信手段により受信されたアドバイス情報を出力するため
の装置出力手段とをさらに含む。
【００１３】
したがって、上述のアドバイス情報は発電管理サーバのアドバイス送信手段により送信さ
れると、各ユーザの発電管理装置のアドバイス受信手段により受信されて、装置出力手段
によりユーザに出力される。
【００１４】
したがって、ユーザはこれらのアドバイス情報を端末装置を介してホームページ情報とし
て確認することもできるし、宅内の太陽光発電管理装置を介しても確認できるから、ユー
ザに対するアドバイス情報提供の態様を多様化できる。
【００１５】
上述の太陽光発電管理サーバにおいて、望ましくは、１つ以上の端末装置は携帯型の端末
装置を含む。したがって、ホームページ情報によるアドバイス情報を、ユーザは自宅に居
なくても出先などから携帯型の端末装置を介して、時間、場所に関わらず速やかに取得で
きる。
【００１６】
上述の太陽光発電管理サーバについて、太陽光発電装置は、発電電力量と、消費電力量と
、商用電力を供給する電力会社への売電電力量と、電力会社からの買電電力量とを算出し
て太陽光管理サーバに送信するための手段を含む。
【００１７】
電力量受信手段は、太陽光発電装置から、発電電力量と、消費電力量と、売電電力量と、
買電電力量とを受信する。
【００１８】
作成手段は、電力会社における売電料金および買電料金とを記憶するための手段と、受信
した売電電力量および買電電力量と記憶した売電料金および買電料金とに基づいて、太陽
光発電装置を設置したユーザが電力会社に支払う料金を最低にするためのアドバイスを料
金アドバイス情報として作成する手段とを含む。
【００１９】
したがって、太陽光発電装置にて算出された発電電力量と消費電力量と売電電力量と買電
電力量とは太陽光発電管理サーバに送信される。作成手段は、記憶された電力会社におけ
る売電料金および買電料金と、受信した売電電力量と買電電力量と売電料金と買電料金と
に基づいて、太陽光発電装置を設置したユーザが電力会社に支払う料金を最低にするアド
バイスを料金アドバイス情報として作成する。これにより、太陽光発電装置を設置したユ
ーザが電力会社へ支払う電気料金が最小になるように、アドバイス情報を作成してユーザ
に提示できる。その結果、太陽光発電装置を設置したユーザの費用の発生を抑えることに
より、ユーザの太陽光発電装置の導入意欲が高まり、クリーンなエネルギーである太陽光
発電による発電量を増加させることができる、太陽光発電管理システムを提供できる。
【００２０】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、作成手段は、複数の電力会社の中から、太
陽光発電装置を設置したユーザが支払う料金を最低にすることのできる電力会社を選択し
て、選択された電力会社を指定する情報を料金アドバイス情報にふくませる。
【００２１】
したがって、ユーザが複数の電力会社から買電可能な場合に、作成手段は、複数の電力会
社から、支払う電気料金が最低になる電力会社を選択して、料金アドバイス情報に含ませ
ることができる。ユーザは、提示される料金アドバイス情報に基づいて商用電力の契約内
容を、より経済的な契約内容となるように見直すことが簡単にできる。



(11) JP 4060095 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

【００２２】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、アドバイス情報に、１つ以上の太陽光発電
装置毎に、消費電力量の特性に関してアドバイスするための電力消費アドバイス情報をさ
らに含む。
【００２３】
したがって、負荷による消費電力を下げたりするためのアドバイス情報を消費電力アドバ
イス情報としてを作成してホームページ情報としてユーザに提示できる。
【００２４】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、作成手段は、太陽光発電装置毎に、負荷を
構成する電機機器それぞれの名称と機種の情報を予め登録する電機機器情報登録手段と、
受信した消費電力量と登録された電機機器情報に基づいて特定される電機機器の電力の消
費パターンとを比較して、比較結果に基づき、電力の消費量が異常である電機機器を特定
した情報を電力消費アドバイス情報として作成する手段とを含む。
【００２５】
したがって、電力供給を受けて電力を消費する負荷を構成する電機機器の中から、電力消
費量が異常である電機機器を特定して電力消費アドバイス情報としてホームページ情報に
てユーザに提示できる。ユーザは提示された電力消費アドバイス情報を確認することで、
電力消費の異常が指摘された電機機器を特定して点検することが速やかにできて、異常な
電力消費が速やかに解消できる。
【００２６】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、作成手段は、登録された電機機器情報に基
づいて電力の消費量が多い電機機器を特定して、電力の消費量が低減される別の機種を提
案するアドバイスを電力消費アドバイス情報として作成する機種提案情報作成手段を含む
。
【００２７】
したがって、電力供給を受けて電力を消費する負荷を構成する電機機器の中から、電力消
費量が異常である電機機器を特定して、かつ消費電力低減可能な別の機種を提案するアド
バイスがホームページ情報にてユーザに提示される。ユーザは提示されたアドバイスを確
認することで、電力消費の異常が指摘された電機機器を速やかに特定して点検し、買替え
を希望した時には、買替対象の機種も速やかに特定できる。
【００２８】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、機種提案情報作成手段は、別の機種の電機
機器の場合における、電力会社に支払う料金の低減額を示す情報を電力消費アドバイス情
報に含ませる。
【００２９】
したがって、電機機器を別機種に買い換えた場合の、電力会社に支払う料金の低減額がホ
ームページ情報にて示されるので、ユーザは買い換えするか否かの目安（経済的効果など
）となる情報を得ることもできる。
【００３０】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、機種提案情報作成手段は、別の機種の電機
機器の販売価格を示す情報と、低減額を用いて求められた販売価格について採算をとるた
めに要する期間を示す情報とを、電力消費アドバイス情報に含ませる。
【００３１】
したがって、電機機器を別機種に買い換えた場合のユーザ負担の費用について、電力会社
に支払う料金の低減額により、どれくらいの期間で採算が取れるか一目でわかるので、ユ
ーザは買い換えするか否かの目安（経済的効果）となる情報を簡単に得ることもできる。
【００３２】
上述の発電管理サーバは、好ましくは、１つ以上の太陽光発電装置毎に、太陽光発電装置
の発電の特性に関してアドバイスするための発電アドバイス情報を含む。
【００３３】
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したがって、支払う電気料金がさらに少なくなるように発電電力を上げたりするための発
電アドバイス情報を作成してホームページ情報としてユーザに提示できる。
【００３４】
上述の発電管理サーバは、好ましくは、地域および時間帯ごとの日照時間と、日照時間に
基づいて算出される計算発電量とを記憶するための計算発電量記憶手段をさらに含み、電
力量受信手段は、太陽光発電装置が設置された地域を表わす地域データと、太陽光発電に
よる発電電力量と、発電電力量を計測した時間帯を表わす時間帯データとをさらに受信し
、作成手段は、計算発電量記憶手段に接続され、受信した地域データと時間帯データとに
基づいて算出される計算発電量と、受信した発電電力量とに基づいて、計算発電量を下回
る発電電力量の太陽光電力装置に異常が発生しているというアドバイスを発電アドバイス
情報として作成するための手段を含む。
【００３５】
したがって、計算発電量記憶手段は、地域および時間帯毎の日照時間と、日照時間に基づ
いて算出される計算発電量とを記憶する。電力量受信手段は、太陽光発電装置が設置され
た地域を表わす地域データと、太陽光発電による発電電力量と、発電電力量を計測した時
間帯を表わす時間帯データとを受信する。作成手段は、受信した地域データと時間帯デー
タとに基づいて算出される計算発電量（単位発電容量あたり）と、受信した発電電力量と
に基づいて、計算発電量を下回る発電電力量の太陽光電力装置に異常が発生しているとい
うアドバイスを発電アドバイス情報として作成する。
【００３６】
これにより、計算される発電量よりも、すなわち正常に動作していれば予測される発電量
よりも実際に計測された発電電力量が少ないことに基づいて太陽光発電装置に異常が生じ
ていることを速やかに検知してユーザにホームページ情報よして提示できる。ユーザ側で
は、この異常を取り除くことにより、発電電力量を正常な場合のレベルにまで速やかに回
復させることができる。その結果、太陽光発電装置を設置したユーザの費用の発生を抑え
ることができる太陽光発電管理サーバを提供することができる。
【００３７】
上述の太陽光発電管理サーバは、望ましくは、アドバイス情報は、地域発電量情報をさら
に含み、作成手段は、記憶手段と日照時間記憶手段とに接続され、受信した地域データと
時間帯データとに基づいて算出される計算発電量を、地域データの地域の、時間帯データ
の時間帯における発電量を示す地域発電量情報として作成する手段を有する。
【００３８】
したがって、、地域毎の時間帯毎に計算された（予想される）発電量を示すアドバイス情
報をホームページ情報として提供することができる。
【００３９】
上述の太陽光発電管理システムでは、望ましくは、アドバイス情報に含まれる情報のうち
、発電アドバイス情報、電力消費アドバイス情報および料金アドバイス情報は、太陽光発
電装置のユーザに対応の端末装置に対してのみホームページ情報として送信される。
【００４０】
したがって、ユーザ個人の情報のセキュリティが望まれる種類に該当する発電アドバイス
情報、電力消費アドバイス情報および料金アドバイス情報は、該ユーザに対してのみ提示
されるから、セキュリティは保証される。
【００４１】
この発明の他の局面に係る太陽光発電管理サーバは、ネットワークを介して通信可能に接
続された該太陽光発電管理サーバと、商用電力および太陽光発電電力を連系させて負荷に
電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホームページ情報を要求して受信して表示
する１つ以上の端末装置とを備える太陽光発電管理システムに用いられて、以下の構成を
有する。
【００４２】
１つ以上の太陽光発電装置それぞれについて太陽光発電による実際の発電電力量を受信す
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るための電力量受信手段と、電力量受信手段により受信された発電電力量と予め予測され
た発電電力量とを比較して、太陽光発電装置の発電の状態を判断する状態判断手段と、状
態判断手段により判断された発電状態を報知するための情報を、ホームページ情報として
登録するホームページ登録手段と、ホームページ登録手段により前記報知情報が登録され
た前記ホームページ情報を、該ホームページ情報を要求した端末装置に送信するためのホ
ームページ送信手段とを有する。
【００４３】
したがって、実際の発電電力量が予想される、すなわち正常な状態であれば発電可能な電
力量である予測される発電電力量とを比較して、発電状態が判断されてホームページ情報
として報知される。
【００４４】
それゆえに、端末装置でホームページ情報を確認することで、太陽光発電装置の発電状態
が正常か否かを確認できる。
【００４５】
上述の太陽光発電管理サーバでは、望ましくは、状態判断手段により判断された状態が、
太陽光発電装置の発電の異常を示すときは、太陽光発電装置を異常の状態から回復状態に
移行させるための処理を実行する。
【００４６】
したがって、太陽光発電装置の発電状態が異常と判断されたときは、回復状態に移行させ
るための処理を実行されるので、太陽光発電装置の運転効率を高めて、高めの発電量レベ
ルを維持できる。
【００４７】
この発明の他の局面に従えば、太陽光発電管理システムは、ネットワークを介して通信可
能に接続された太陽光発電管理サーバと、商用電力および太陽光発電電力を連系させて負
荷に電力を供給する１つ以上の太陽光発電装置と、ホームページ情報を要求して受信して
表示する機能を有する１つ以上の端末装置とを備える。
【００４８】
太陽光発電管理サーバは、１つ以上の太陽光発電装置それぞれから、少なくとも太陽光発
電による発電電力量と前記負荷による消費電力量とを含む電力量を受信するための電力量
受信手段と、電力量受信手段により受信した電力量を、太陽光発電装置毎ごとに記憶する
ための記憶手段と、記憶手段により記憶された太陽光発電装置毎ごとの電力量に基づいて
、アドバイス情報を作成するための作成手段と、作成手段により作成されたアドバイス情
報を、ホームページ情報に登録するホームページ登録手段と、ホームページ登録手段によ
りアドバイス情報が登録されたホームページ情報を、該ホームページ情報を要求した端末
装置に送信するためのホームページ送信手段とを含む。
【００４９】
太陽光発電装置それぞれは、太陽光により発電する発電モジュールと負荷とに接続され、
少なくとも発電電力量と消費電力量とを含む電力量を計測するための計測手段と、計測手
段により計測された電力量を太陽光発電管理サーバに送信するための電力量送信手段とを
含む。
【００５０】
アドバイス情報は、１つ以上の太陽光発電装置毎に商用電力を供給する電力会社に支払う
料金に関連するアドバイスを示す料金アドバイス情報を含む。
【００５１】
上述の発明によると、電力量送信手段は、計測手段が計測した太陽光発電による発電電力
量と負荷による消費電力量とを含む電力量を、太陽光発電管理サーバに送信する。作成手
段は、電力量受信手段が受信した電力量に基づいて、ホームページ情報に太陽光発電装置
を設置したユーザが商用電力を供給する電力会社に支払う料金に関連するアドバイスを示
す料金アドバイス情報を含むアドバイス情報を作成する。
【００５２】
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ホームページ送信手段は、ホームページ情報を要求元の端末装置に送信して、端末装置で
は、これが受信されて表示される。
【００５３】
これにより、発電電力量が消費電力量を上回ると電力会社へ売電し、下回ると電力会社か
ら買電する場合に、太陽光発電装置を設置したユーザに有利になるような料金アドバイス
情報を作成してホームページ情報としてユーザに提示できる。その結果、太陽光発電装置
を設置したユーザの費用の発生を抑えることにより、ユーザの太陽光発電装置の導入意欲
が高まり、クリーンなエネルギーである太陽光発電による発電量を増加させることができ
る、太陽光発電管理システムを提供することができる。
【００５４】
また、ホームページ情報にアドバイス情報の提示先は、ネットワークに接続される１つ以
上の端末装置であるから、ユーザは自宅に居なくても出先などから端末装置を介して、こ
れらアドバイス情報を速やかに取得できる。
【００５５】
上述の太陽光発電管理システムにおいて、望ましくは、１つ以上の端末装置は携帯型の端
末装置を含む。したがって、ホームページ情報によるアドバイス情報を、ユーザは自宅に
居なくても出先などから携帯型の端末装置を介して、時間、場所に関わらず速やかに取得
できる。
【００５６】
上述の太陽光発電管理システムにおいて、望ましくは、太陽光発電管理サーバは、作成手
段により作成されたアドバイス情報を、対応の太陽光発電装置に送信するアドバイス送信
手段をさらに含む。そして、太陽光発電装置それぞれは、アドバイス送信手段により送信
されたアドバイス情報を受信するためのアドバイス受信手段と、アドバイス受信手段によ
り受信されたアドバイス情報を出力するための装置出力手段とをさらに含む。
【００５７】
したがって、上述のアドバイス情報は発電管理サーバのアドバイス送信手段により送信さ
れると、各ユーザの発電管理装置のアドバイス受信手段により受信されて、装置出力手段
によりユーザに出力される。
【００５８】
したがって、ユーザはアドバイス情報を端末装置を介してホームページ情報として確認す
ることもできるし、宅内の太陽光発電管理装置を介しても確認できるから、ユーザに対す
るアドバイス情報提供の態様を多様化できる。
【００５９】
上述の太陽光発電管理システムにおいて、望ましくは、計測手段は、発電電力量と、消費
電力量と、商用電力を供給する電力会社への売電電力量と、電力会社からの買電電力量と
を算出するための手段を含み、電力送信手段は、発電電力量と消費電力量と売電電力量と
買電電力量とを太陽光発電管理サーバに送信する。
【００６０】
そして、電力受信手段は、太陽光発電装置から発電電力量と消費電力量と売電電力量と買
電電力量とを受信し、作成手段は、電力会社における売電料金および買電料金とを記憶す
るための手段と、受信した売電電力量および買電電力量と記憶した売電料金および買電料
金とに基づいて、料金情報として太陽光発電装置を設置したユーザが電力会社に支払う料
金を最低にするためのアドバイス情報を作成するための手段とを含む。
【００６１】
したがって、太陽光発電装置の計測手段により計測された発電電力量と消費電力量と売電
電力量と買電電力量とは太陽光発電管理サーバに送信される。作成手段は、記憶された電
力会社における売電料金および買電料金と、受信した売電電力量と買電電力量と売電料金
と買電料金とに基づいて、太陽光発電装置を設置したユーザが電力会社に支払う料金を最
低にするアドバイス情報を作成する。これにより、太陽光発電装置を設置したユーザが電
力会社へ支払う電気料金が最小になるように、アドバイス情報を作成してユーザに提示で
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きる。その結果、太陽光発電装置を設置したユーザの費用の発生を抑えることにより、ユ
ーザの太陽光発電装置の導入意欲が高まり、クリーンなエネルギーである太陽光発電によ
る発電量を増加させることができる、太陽光発電管理システムを提供することができる。
【００６２】
この発明のさらなる他の局面において、ネットワークを介して通信可能に接続された太陽
光発電管理サーバと、商用電力および太陽光発電電力を連系させて負荷に電力を供給する
１つ以上の太陽光発電装置と、ホームページ情報を要求して受信して表示する１つ以上の
端末装置とを備える太陽光発電管理システムに用いられる太陽光発電管理サーバにおける
太陽光発電管理方法は、
少なくとも太陽光発電による発電電力量と負荷による消費電力量とを含む電力量を受信す
るための電力量受信ステップと、
電力量受信ステップにより受信された電力量に基づいて、アドバイス情報を作成するため
の作成ステップと、
作成ステップにより作成されたアドバイス情報を、ホームページ情報に登録するホームペ
ージ登録ステップと、
ホームページ登録ステップによりアドバイス情報が登録されたホームページ情報を、該ホ
ームページ情報を要求した端末装置に送信するためのホームページ送信ステップとを含み
、
アドバイス情報は、１つ以上の太陽光発電装置毎に商用電力を供給する電力会社に支払う
料金に関連するアドバイスを示す料金アドバイス情報を含む。
【００６３】
上述の発明によると、作成ステップは、電力量受信ステップが受信した電力量に基づいて
、ホームページ情報に登録されるアドバイス情報、すなわち太陽光発電装置を設置したユ
ーザが商用電力を供給する電力会社に支払う料金に関連するアドバイスを示す料金アドバ
イス情報を含むアドバイス情報を作成する。
【００６４】
ホームページ送信ステップは、ホームページ情報を要求元の端末装置に送信して、端末装
置では、これが受信されて表示される。
【００６５】
これにより、発電電力量が消費電力量を上回ると電力会社へ売電し、下回ると電力会社か
ら買電する場合に、太陽光発電装置を設置したユーザに有利になるような電力料金に関す
るアドバイスを含むアドバイス情報を作成してホームページ情報としてユーザに提示でき
る。その結果、太陽光発電装置を設置したユーザの費用の発生を抑えることにより、ユー
ザの太陽光発電装置の導入意欲が高まり、クリーンなエネルギーである太陽光発電による
発電量を増加させることができる、太陽光発電管理システムを提供することができる。
【００６６】
また、ホームページ情報によるアドバイス情報の提示先は、ネットワークに接続される１
つ以上の端末装置であるから、ユーザは自宅に居なくても出先などから端末装置を介して
、アドバイス情報を速やかに取得できる。
【００６７】
この発明のさらなる他の局面においては、上述の太陽光発電管理方法をコンピュータで実
行して実現するためのプログラムが提供される。
【００６８】
この発明のさらなる他の局面においては、上述のプログラムを記録した機械読取可能な記
録媒体が提供される。
【００６９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一
の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって
それらについての詳細な説明は繰返さない。



(16) JP 4060095 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

【００７０】
図１を参照して、本発明の実施の形態に係る太陽光発電管理システムの全体構成について
説明する。この太陽光発電管理システムは、ユーザの住宅の屋根などに設置された太陽電
池アレイ１１０を含む複数の太陽光発電装置１００と、ユーザ毎にアドバイス情報を作成
する太陽光発電管理サーバ４００と、各地域毎および各時間帯毎の日照量を太陽光発電管
理サーバ１００に送信するオンライン気象情報配信サーバ５００と、太陽光発電装置１０
０に異常が発生したことを受信して各ユーザ宅にメンテナンス要員を派遣するメンテナン
ス業者のネットワーク端末６００～６０４と、各電力会社のネットワーク端末２０２、２
１２、２２２と、太陽光発電管理システムの複数のユーザ端末７５０とを含む。これらの
太陽光発電装置１００、電力会社のネットワーク端末２０２、２１２、２２２、太陽光発
電管理サーバ４００、オンライン気象情報配信サーバ５００、メンテナンス業者のネット
ワーク端末６００～６０４および複数のユーザ端末７５０は、インターネットを含む各種
のネットワーク３００を介して接続され、データの送受信を互いに行なうことができる。
また、各ユーザは、複数の電力会社から商用電力の供給を受けることができるものとする
。また、ユーザ端末７５０は、基地局７００を介した無線通信によりネットワーク３００
と通信する携帯型の情報処理端末（携帯電話またはＰＤＡ（portable digital assistant
s））や固定設置されたパーソナルコンピュータなどである。
【００７１】
図１に示すように、太陽光発電装置１００は、太陽光エネルギを電気エネルギに変換する
太陽電池アレイ１１０と、太陽電池アレイ１１０に接続され、太陽電池アレイ１１０で発
生した直流電流を交流電流に変換したり、ネットワーク３００を介して太陽光発電管理サ
ーバ４００と通信したりするパワーコンディショナ１２０と、パワーコンディショナ１２
０に接続され、太陽電池アレイ１１０で発生した電力および各電力会社から供給される商
用電力を各負荷に供給する開閉部１４０と、開閉部１４０に接続され、太陽光発電装置１
００が設置されたユーザが使用する電気機器などのユーザ負荷１５０と、太陽光発電装置
１００から電力会社へ売却する売電電力を測定する売電電力計１６０と、電力会社から購
入する買電電力を測定する買電電力計１７０とを含む。
【００７２】
パワーコンディショナ１２０は、太陽電池アレイ１１０にて発生した直流電流を交流電流
に変換するＤＣ／ＡＣインバータ部１２２と、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２に接続され
、短絡電流を測定する短絡電流測定回路１２４と、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２および
短絡電流測定回路１２４に接続され、パワーコンディショナの各部を制御する制御部１２
６と、制御部１２６に接続され、各種データを処理したり各種データを記憶したりするデ
ータ処理・記憶部１３０と、データ処理・記憶部１３０に接続され、ネットワーク３００
を介して太陽光発電管理サーバ４００と通信する通信インターフェイス１２８と、データ
処理・記憶部１３０に接続され、太陽光発電管理サーバ４００にアドバイス情報の受信を
要求するために操作されたり、太陽光発電管理サーバ４００から受信したアドバイス情報
を表示したりする表示・操作部（リモートコントローラ）１３２とを含む。
【００７３】
短絡電流測定回路１２４は、制御部１２６からの制御信号により、入力インピーダンスを
変化させて、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２への直流入力電圧を２０ボルト以下に制御し
、このときの太陽電池アレイ１１０からＤＣ／ＡＣインバータ部１２２への入力電流を測
定する。測定された入力電流値を短絡電流値という。短絡電流値は、日射強度に比例する
ものである。毎日南中時刻等に測定した短絡電流値が低下したことにより、太陽電池アレ
イ１１０に発生した異常を検知したり、太陽電池アレイ１１０の一部に日陰等が発生して
日射量が減少したことなどを検知したりできる。
【００７４】
データ処理・記憶部１３０は、制御部１２６の制御信号により、各時間帯毎の発電電力量
、消費電力量、売電電力量および買電電力量を記憶する。記憶された時間帯毎の発電電力
量、消費電力量、売電電力量および買電電力量は、制御部１２６からの制御信号により、
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通信インターフェイス１２８およびネットワーク３００を介して太陽光発電管理サーバ４
００に送信される。このデータは、測定されて積算された１時間分のデータを、毎時０５
分に太陽光発電管理サーバ４００に送信する。
【００７５】
開閉部１４０は、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２０と、売電電力量計１６０とに接続され、
ユーザ負荷１５０が消費する消費電力を測定する電力検出センサ１４２を含む。このとき
電力検出センサ１４２により測定される消費電力は、太陽電池アレイ１１０による発電電
力と電力会社の配電網からの商用電力とが供給されたユーザ負荷１５０が消費した電力で
ある。
【００７６】
売電電力量計１６０は、電力検出センサ１４２と買電電力量計１７０とに接続され、いず
れかの電力会社へ売却する売電電力の電力量を測定する。なお、このとき測定される売電
電力量は、発電電力量から消費電力量を差し引いた電力量と等しくなる。
【００７７】
買電電力量計１７０は、売電電力量計１６０と、Ａ電力会社配電網２００、Ｂ電力会社配
電網２１０およびＣ電力会社配電網２２０のいずれかの電力会社配電網とに接続され、い
ずれかの電力会社から購入する買電電力の電力量を測定する。なお、このとき測定される
買電電力量は、消費電力量から発電電力量を差し引いた電力量と等しくなる。
【００７８】
Ａ電力会社、Ｂ電力会社およびＣ電力会社は、それぞれの電力会社毎に、ネットワーク３
００を介して、太陽電池発電装置１００のパワーコンディショナ１２０および太陽光発電
管理サーバ４００と、データ通信が可能なネットワーク端末２０２、２１２、２２２を含
む。これらのネットワーク端末２０２、２１２、２２２は、たとえば、太陽光発電管理サ
ーバ４００から異常発生情報を受信して、異常が発生した太陽光発電装置１００のパワー
コンディショナ１２０の制御部１２６に、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２の機能の停止を
指示する。
【００７９】
太陽光発電管理サーバ４００は、太陽光発電装置１００を設置しているユーザに関する情
報を記憶したユーザ情報データベース４０２と、全国各地の地域毎の気象情報を記憶した
気象情報データベース４０４、ネットワーク３００を介して公開するホームページ情報が
登録されるデータベース４０８とに接続されている。これらデータベースは後述の固定デ
ィスク４７４に格納される。また、太陽光発電管理サーバ４００は、全国各地域毎に設置
された管理拠点毎に設置された管理端末４０６と接続されている。太陽光発電管理サーバ
４００は、オンライン気象情報配信サーバ５００から、各時間帯毎に各地域毎の日照量デ
ータを受信し、気象情報データベース４０４に記憶する。
【００８０】
本実施の形態に係る太陽光発電管理サーバ４００における処理は、パーソナルコンピュー
タまたはワークステーションなど、コンピュータ上で実行されるソフトウェアにより実現
される。
【００８１】
図２に、太陽光発電管理サーバ４００の一例であるコンピュータの外観を示す。図２を参
照してこのコンピュータ４５０は、ＦＤ（Flexible Disk）駆動装置４５６およびＣＤ－
ＲＯＭ（Compact Disc-Read Only Memory)駆動装置４５８を備えたコンピュータ本体４５
２と、モニタ４５４と、キーボード４６０と、マウス４６２とを含む。
【００８２】
図３に、このコンピュータ４５０の構成をブロック図形式で示す。図３に示すように、コ
ンピュータ本体４５２は、上記したＦＤ駆動装置４５６およびＣＤ－ＲＯＭ駆動装置４５
８に加えて、相互にバスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）４７０と、メ
モリ４７２と、固定ディスク４７４と、ネットワーク３００などとの通信インターフェイ
ス４７６とを含む。ＦＤ駆動装置４５６にはＦＤ４６６が装着される。ＣＤ－ＲＯＭ駆動
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装置４５８にはＣＤ－ＲＯＭ４６８が装着される。ユーザ端末７５０の構成は図３と同様
の構成を有するので、説明は省略する。ただしユーザ端末７５０が携帯型である場合には
、マウス４５６、ＦＤ駆動装置４５６およびＣＤ－ＲＯＭ駆動装置４５８は含まれない。
【００８３】
既に述べたように、太陽光発電管理サーバ４００は、コンピュータハードウェアとＣＰＵ
４７０により実行されるソフトウェアとにより実現される。一般的にこうしたソフトウェ
アは、ＦＤ４６６、ＣＤ－ＲＯＭ４６８などの記録媒体に格納されて流通し、ＦＤ駆動装
置４５６またはＣＤ－ＲＯＭ駆動装置４５８などにより記録媒体から読取られて固定ディ
スク４７４に一旦格納される。さらに固定ディスク４７４からメモリ４７２に読出されて
、ＣＰＵ４７０により実行される。図２および図３に示したコンピュータのハードウェア
自体は一般的なものである。したがって、本発明の最も本質的な部分は、ＦＤ４６６、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ４６８、固定ディスク４７４などの記録媒体に記録されたソフトウェアである
。
【００８４】
なお、図２および図３に示したコンピュータ自体の動作は周知であるので、ここではその
詳細な説明は繰返さない。
【００８５】
図４を参照して、太陽光発電管理サーバ４００で実行されるプログラムは、アドバイス処
理に関し、以下のような制御構造を有する。
【００８６】
ステップ（以下、ステップをＳと略す。）１００にて、ＣＰＵ４７０は、キーボード４６
０などから入力された各ユーザの太陽光発電装置１００の定格発電容量の入力を検知する
。
【００８７】
Ｓ１０２にて、ＣＰＵ４７０は、キーボード４６０などから入力された、各ユーザの負荷
１５０の容量の入力を検知する。このとき、ユーザ負荷１５０を構成する家庭内の家電機
器（冷蔵庫、エアコンなど）の名称と機種の情報も入力されて、検知される。
【００８８】
Ｓ１０４にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１００およびＳ１０２にて入力された発電容量と負荷
容量とを、固定ディスク４７４のユーザ情報データベース４０２に登録し、電機機器の名
称と機種の情報をホームページ情報データベース４０８に登録する。する。また、このと
きこれらのデータとともに、ユーザを特定するためのユーザＩＤ（identification）、太
陽光発電装置１００が設置された地域を特定するための地域ＩＤ等が登録される。地域Ｉ
Ｄは、太陽光発電装置１００が設置された地域を特定するものであって、日射量が同一と
推定される地域毎に１つのＩＤが割当てられる。
【００８９】
Ｓ１０６にて、ＣＰＵ４７０は、ネットワーク３００を介して太陽光発電装置１００のパ
ワーコンディショナ１２０から、ユーザＩＤと検知データとを受信したか否かを判断する
。なお、このデータは、パワーコンディショナ１２０から毎時０５分に太陽光発電管理サ
ーバ４００に送信される。パワーコンディショナ１２０からユーザＩＤと検知データとを
受信すると（Ｓ１０６にてＹＥＳ）、処理はＳ１０８へ移される。一方、パワーコンディ
ショナ１２０からユーザＩＤと検知データとを受信しないと（Ｓ１０６にてＮＯ）、パワ
ーコンディショナ１２０からのユーザＩＤおよび検知データの受信を待つ。
【００９０】
Ｓ１０８にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１０６にて受信したユーザＩＤ毎に、検知データを固
定ディスク４７４のユーザ情報データベース４０２またはホームページ情報データベース
４０８に記憶して、パワーコンディショナ１２０に受信完了データを送信する。
【００９１】
Ｓ１１０にて、ＣＰＵ４７０は、アドバイス情報の作成処理を行なう。このアドバイス情
報の作成処理の詳細については後述する。
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【００９２】
Ｓ１１２にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１１０にて作成したアドバイス情報を固定ディスク４
７４のホームページ情報データベース４０８などに記憶する。
【００９３】
Ｓ１１４にて、ＣＰＵ４７０は、現在時刻がアドバイス情報の送信時刻であるか否かを判
断する。現在時刻がアドバイス情報の送信時刻である場合には（Ｓ１１４にてＹＥＳ）、
処理はＳ１１６に移される。一方、現在時刻がアドバイス情報の送信時刻でない場合には
（Ｓ１１４にてＮＯ）、処理はＳ１０６へ戻される。送信時刻は、予め設定されているも
のであり、たとえば、１日に１回、６時間に１回等に設定されている。
【００９４】
Ｓ１１６にて、ＣＰＵ４７０は、作成したアドバイス情報を、各ユーザの太陽光発電装置
１００のパワーコンディショナ１２０に送信する。パワーコンディショナ１２０はアドバ
イス情報を受信すると、表示・操作部１３２を介してユーザに表示される。
【００９５】
図５を参照して、太陽光発電装置１００で実行されるプログラムは、データ検知処理に関
し、以下のような制御構造を有する。
【００９６】
Ｓ２００にて、制御部１２６は、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２を介して、太陽光発電装
置１００の発電電力量を検知する。
【００９７】
Ｓ２０２にて、制御部１２６は、電力検知センサ１４２を介して、ユーザ負荷１５０の消
費電力量を検知する。
【００９８】
Ｓ２０４にて、制御部１２６は、売電電力量および買電電力量を算出する。売電電力量は
、売電電力量計１６０が検知した電力量により、買電電力量は、買電電力量計１７０が検
知した電力量により求めることができる。また、売電電力量は、太陽光発電装置１００の
発電電力量から、電力検知センサ１４２が検知した消費電力量を減算することにより求め
ることができる。買電電力量は、電力検知センサ１４２が検知した消費電力量から、太陽
光発電装置１００の発電電力量を減算することにより求めることができる。売電電力量お
よび買電電力量の算出は上述のいずれの方法であってもよい。
【００９９】
Ｓ２０６にて、制御部１２６は、Ｓ２０２～Ｓ２０４にて検知した検知データおよび算出
した算出データを積算して、時間帯毎の発電電力量、消費電力量、売電電力量および買電
電力量を記憶する。
【０１００】
Ｓ２０８にて、制御部１２６は、現在時刻が南中時刻であるか否かを判断する。各太陽光
発電装置１００のデータ処理・記憶部１３０には、太陽光発電装置１００が設置された地
域における南中時刻が記憶されている。この記憶された南中時刻と現在時刻とに基づいて
、現在時刻が南中時刻である場合には（Ｓ２０８にてＹＥＳ）、処理はＳ２１０へ移され
る。一方、現在時刻が南中時刻でない場合には（Ｓ２０８にてＮＯ）、処理はＳ２１２へ
移される。
【０１０１】
Ｓ２１０にて、制御部１２６は、短絡電流測定回路１２４を介して、太陽電池アレイ１１
０からＤＣ／ＡＣインバータ部１２２へ入力される短絡電流値を測定して、検知データに
追加する。
【０１０２】
Ｓ２１２にて、制御部１２６は、現在時刻がデータ送信時刻であるか否かを判断する。本
実施の形態においては、データ送信時刻は毎時０５分として説明する。現在時刻がデータ
送信時刻である場合には（Ｓ２１２にてＹＥＳ）、処理はＳ２１４へ移される。一方、現
在時刻がデータ送信時刻でない場合には（Ｓ２１２にてＮＯ）、処理はＳ２００へ戻され



(20) JP 4060095 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

、再度検知データおよび算出データを積算して、各時間帯毎の発電電力量、消費電力量、
売電電力量および買電電力量を記憶する。
【０１０３】
Ｓ２１４にて、制御部１２６は、データ処理・記憶部１３０に記憶された検知データおよ
び算出データを通信インターフェイス１２８およびネットワーク３００を介して太陽光発
電管理サーバ４００に送信する。
【０１０４】
Ｓ２１６にて、制御部１２６は、太陽光発電管理サーバ４００から受信完了データを受信
したか否かを判断する。太陽光発電管理サーバ１００から受信完了データを受信すると（
Ｓ２１６にてＹＥＳ）、データ検知処理は終了する。一方、太陽光発電管理サーバ４００
から受信完了データを受信しないと（Ｓ２１６にてＮＯ）、処理はＳ２１８へ移される。
【０１０５】
Ｓ２１８にて、制御部１２６は、検知データおよび算出データを太陽光発電管理サーバ４
００に送信してから一定時間が経過したか否かを判断する。検知データおよび算出データ
を送信してから一定時間が経過すると（Ｓ２１８にてＹＥＳ）、処理はＳ２２０へ移され
、通信エラー処理を行なう。一方、検知データおよび算出データを送信してから一定時間
が経過するまでは（Ｓ２１８にてＮＯ）、処理はＳ２１６へ戻され、太陽光発電管理サー
バ１００からの受信完了データの受信を待つ。
【０１０６】
図６を参照して、太陽光発電装置１００のパワーコンディショナ１２０から太陽光発電管
理サーバ４００へ送信される通信データの構造について説明する。図６に示すように、太
陽光発電装置１００から太陽光発電管理サーバ４００へ、毎時０５分に送信されるデータ
には、通信ヘッダ、ユーザＩＤ、毎時発電電力量データ、毎時消費電力量データ、毎時買
電電力量データ、毎時売電電力量データおよび短絡電流データを含む。なお、短絡電流デ
ータについては、毎時０５分に送信されるものではなく、南中時刻を含む時間帯のデータ
にのみ追加されて送信される。
【０１０７】
図７を参照して、太陽光発電管理サーバ４００の固定ディスク４７４に記憶されるユーザ
情報データベース４０２について説明する。図７に示すように、ユーザ情報データベース
４０２は、図４のＳ１０４にて登録されたユーザＩＤ、地域ＩＤなどを記憶する登録デー
タ記憶エリアと、発電電力の実績値を記憶する発電電力記憶エリアと、異常検知情報を記
憶する異常検知情報記憶エリアと、消費電力の実績値を記憶する消費電力記憶エリアと、
消費電力に対する発電電力の比率を示す自家発電率の実績値を記憶する自家発電率記憶エ
リアと、売電電力の実績値を記憶する売電電力記憶エリアと、買電電力の実績値を記憶す
る買電電力記憶エリアと、時間帯別の発電電力を月毎に積算した時間帯別発電電力記憶エ
リアと、時間帯別の消費電力を、月毎に積算した時間帯別消費電力を記憶する時間帯別消
費電力記憶エリアと、時間帯別買電電力を月毎に積算した時間帯別買電電力を記憶する時
間帯別買電電力記憶エリアと、時間帯別売電電力を、月毎に積算した時間帯別売電電力を
記憶する時間帯別売電電力記憶エリアと、Ａ電力会社の電力料金約款に基づいて算出され
たＡ電力会社の各契約種類毎の電力料金を記憶したＡ電力会社電力料金記憶エリアと、Ｂ
電力会社の電力料金約款に基づいて算出されたＢ電力会社の各契約種類毎の電力料金を記
憶したＢ電力会社電力料金記憶エリア等とを含む。
【０１０８】
登録データ記憶エリアは、太陽光発電装置１００を設置したユーザを特定するためのユー
ザＩＤと、太陽光発電装置１００が設置された地域を特定するための地域ＩＤと、太陽電
池アレイ１１０の形式を表わすデータと、パワーコンディショナ１２０の形式を表わすデ
ータと、図４のＳ１０４にて登録された太陽電池アレイ１１０の発電容量を表わすデータ
と、図４のＳ１０４にて登録された各ユーザのユーザ負荷１５０の負荷容量を表わすデー
タと、パワーコンディショナ１２０から最新のデータを受信した時刻とを含む。
【０１０９】
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発電電力記憶エリアは、パワーコンディショナ１２０から最新に受信した発電電力値のデ
ータと、受信した発電電力を日毎に積算したデータと、受信した発電電力を月毎に積算し
たデータとを含む。
【０１１０】
異常検知情報記憶エリアには、地域ＩＤが同じ地域における発電電力量の平均値を表わす
データと、オンライン気象情報配信サーバ５００から受信した地域ＩＤ毎の日射量と、そ
の日射量に基づいて計算された各地域における計算発電電力量を表わすデータと、パワー
コンディショナ１２０から受信した短絡電流値と、地域ＩＤが同じ地域における短絡電流
値の平均値とを含む。地域ＩＤが同じ地域における発電電力量の平均値よりも、受信した
発電電力量が、たとえば２０％以上、下回っている場合に異常発生が検知される。また、
地域ＩＤが同じ地域における計算発電電力よりも、受信した発電電力量が、たとえば２０
％以上、下回っている場合に異常発生が検知される。また、地域ＩＤが同じ地域における
短絡電流の平均値よりも、受信した短絡電流値が、たとえば２０％以上、下回っている場
合に異常発生が検知される。
【０１１１】
消費電力記憶エリアは、パワーコンディショナ１２０から最新に受信した消費電力と、受
信した消費電力を日毎に積算したデータと、受信した消費電力を月毎に積算したデータと
を含む。
【０１１２】
自家発電率記憶エリアは、自家発電率の月平均を表わすデータと、地域ＩＤが同じ地域に
おける太陽光発電装置１００の自家発電率の月平均を表わすデータと、自家発電率に基づ
いて算出された地域ＩＤ毎の各ユーザの順位を表わすデータとを含む。
【０１１３】
売電電力記憶エリアは、パワーコンディショナ１２０から最新に受信した売電電力と、受
信した売電電力を日毎に積算したデータと、受信した売電電力を月毎に積算したデータと
を含む。
【０１１４】
買電電力記憶エリアは、パワーコンディショナ１２０から最新に受信した買電電力と、受
信した買電電力を日毎に積算したデータと受信した買電電力を月毎に積算したデータとを
含む。
【０１１５】
時間帯別発電電力記憶エリア、時間帯別消費電力記憶エリア、時間帯別買電電力記憶エリ
アおよび時間帯別売電電力記憶エリアは、各時間帯毎にそれぞれの電力量のデータを記憶
する。
【０１１６】
電力会社電力料金記憶エリアは、各電力会社の約款に従って契約可能な電力売買契約毎に
、売電電力と買電電力とから算出される電力料金が記憶される。たとえば、Ａ電力会社電
力料金については、従量電灯Ａ、従量電灯Ｂおよび時間帯別電灯の３つの電力売買契約に
基づいて算出された、契約毎の電力料金が記憶される。
【０１１７】
なお、時間帯別発電電力、時間帯別消費電力、時間帯別買電電力および時間帯別売電電力
は、各時間帯毎に１ヶ月分が積算され、その１ヶ月分のデータが１２ヶ月分記憶される。
【０１１８】
図８を参照して、図４のＳ１１０に示すアドバイス情報作成処理は、以下のような制御構
造を有する。なお、このアドバイス情報作成処理は、前日の２４時間分のデータを、０時
０５分に受信した後に行なってもよいし、数時間毎に行なってもよい。
【０１１９】
Ｓ１２０にて、ＣＰＵ４７０は、各ユーザ毎に、受信したデータに基づいて、時間帯毎の
発電電力量、消費電力量、買電電力量および売電電力量を記憶する。このとき、図７に示
すユーザ情報データベース４０２の各記憶エリアにこれらの情報が記憶される。また、受
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信したデータに基づいて、各ユーザ毎に本日発電量、１ヶ月発電量、本日消費電力量、１
ヶ月消費電力量および時間帯別電力量の情報を作成して、ホームページ情報データベース
４０８に登録する。
【０１２０】
Ｓ１２２にて、ＣＰＵ４７０は、各ユーザ毎に、受信したデータに基づいて、その日の発
電電力量、消費電力量、買電電力量および売電電力量を積算する。
【０１２１】
Ｓ１２４にて、ＣＰＵ４７０は、地域ＩＤが同じユーザを抽出して、地域毎の積算発電電
力量の平均値を算出する。このとき、ＣＰＵ４７０は、各ユーザ毎に、積算発電電力量を
登録発電容量で除算した発電容量１ｋＷあたりの発電電力量を計算して、計算された発電
電力量に基づいて、地域毎の平均値（この平均値を積算発電電力量の平均値という。）を
算出する。算出された積算発電電力量の平均値は、図７に示すユーザ情報データベース４
０２の異常検知情報記憶エリアに記憶される。また、共有情報ＣＮＦに、時間帯毎の日照
時間が同じであろうと推定できる地域毎（大阪、東京などの別）の発電量の合計値が算出
されて記憶される。
【０１２２】
Ｓ１２６にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１２４にて算出した平均値よりも２０％以上発電電力
量が下回るユーザのユーザＩＤを抽出する。
【０１２３】
Ｓ１２８にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１２６にて抽出したユーザＩＤに対応のユーザ向けの
アドバイス情報として、太陽光発電装置１００に発電の異常発生の可能性を表わす情報を
作成する。
【０１２４】
図９を参照して、Ｓ１３０にて、ＣＰＵ４７０は、地域ＩＤに基づいて、地域毎かつ時間
帯毎の日射量データを、図７に示す地域内日射量データから読出す。なお、この地域毎か
つ時間帯毎の日射量データは、オンライン気象情報配信サーバ５００から受信される。
【０１２５】
Ｓ１３２にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１３０にて読出した日射量データに基づいて、計算発
電電力量を算出する。このとき、ＣＰＵ４７０は、各地域毎に、日射量データに基づいて
計算上の発電電力量を計算して、各ユーザ毎に、計算上の発電電力量を登録発電容量で除
算した発電容量１ｋＷあたりの計算発電電力量を算出する。算出された計算発電電力量は
、図７に示すユーザ情報データベース４０２の異常検知情報記憶エリアに記憶されるとと
もに、共有情報ＣＮＦに、時間帯毎の日照時間が同じであろうと推定できる地域毎（大阪
、東京などの別）の発電量（予想を含む）として記憶する。
【０１２６】
Ｓ１３４にて、ＣＰＵ４７０は、受信した発電電力量が、Ｓ１３２にて算出した計算発電
電力量よりも２０％以上下回るユーザのユーザＩＤを抽出する。
【０１２７】
Ｓ１３６にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１３４にて抽出したユーザ向けのアドバイス情報とし
て、太陽光発電装置１００に異常発生の可能性を表わす情報を作成する。
【０１２８】
図１０を参照して、Ｓ１３８にて、ＣＰＵ４７０は、受信したデータの中に短絡電流値の
データがあるか否かを判断する。短絡電流値のデータがある場合には（Ｓ１３８にてＹＥ
Ｓ）、処理はＳ１４０へ移される。一方、短絡電流値のデータがない場合には（Ｓ１３８
にてＮＯ）、Ｓ１４０～Ｓ１４４の処理は行なわれず、処理は終了する。
【０１２９】
Ｓ１４０にて、ＣＰＵ４７０は、地域ＩＤが同じユーザを抽出して、地域毎の短絡電流値
の平均値を算出する。このとき、ＣＰＵ４７０は、各ユーザ毎に、短絡電流値を登録発電
容量で除算した発電容量１ｋＷあたりの短絡電流値を計算して、計算された短絡電流値に
基づいて、地域毎の平均値（この平均値を短絡電流平均値という。）を算出する。算出さ
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れた短絡電流平均値は、図７に示すユーザ情報データベース４０２の異常検知情報記憶エ
リアに記憶される。
【０１３０】
Ｓ１４２にて、ＣＰＵ４７０は、受信した短絡電流値が、Ｓ１４０にて算出した短絡電流
平均値よりも２０％以上下回るユーザのユーザＩＤを抽出する。
【０１３１】
Ｓ１４４にて、ＣＰＵ４７０は、Ｓ１４２にて抽出したユーザＩＤに対応のユーザ向けの
アドバイス情報として、太陽光発電装置１００に異常発生の可能性を表わす情報を作成す
る。なお、各ユーザ毎に短絡電流値の経時的変化を記録しておき、短絡電流値の経時的変
化に基づいて、太陽光発電装置１００に異常発生の可能性を表わす情報を作成してもよい
。
【０１３２】
なお、発電異常の判断基準は上述したそれぞれに限定されない。
ここでは、作成されるアドバイス情報は、発電異常に関するものであったが、後述のよう
に、消費電力の異常に関するアドバイス情報、電機機器の買替のアドバイス情報、電力会
社への支払い料金を低減するためのアドバイス情報が作成されてもよい。
【０１３３】
ここで、ホームページ情報データベース４０８の記憶内容例について図１１と図１２を参
照し説明する。図１１においてホームページ情報データベース４０８は太陽光発電装置１
００を取付けたユーザのみに公開されるユーザ専用のホームページ情報４０８Ｂと非ユー
ザ用ホームページ情報４０８Ａを含む。非ユーザ用ホームページ情報４０８Ａは、太陽光
発電装置１００を取付けたユーザを含む、ネットワーク３００を介して太陽光発電管理サ
ーバ４００のホームページ情報データベース４０８をアクセスして要求できる全てのユー
ザに対して公開される。ホームページ情報データベース４０８の内容は、ネットワーク３
００を介して、ユーザ端末７５０により参照される。
【０１３４】
ユーザ専用ホームページ情報４０８Ｂは、各ユーザにより共有される共有情報ＣＮＦ、各
ユーザごとに提示される第１ユーザページ情報Ｆ１、第２ユーザページ情報Ｆ２、第３ユ
ーザページ情報Ｆ３、第４ユーザページ情報Ｆ４および第５ユーザページ情報Ｆ５、なら
びにユーザ情報ＵＲｉ（ｉ＝１、２、３、…ｎ）を含む。非ユーザ用ホームページ情報４
０８Ｂは、太陽光発電装置１００の販売促進用の図示されないがコマーシャル情報と共有
情報ＣＮＦを含む。
【０１３５】
共有情報ＣＮＦは、時間帯毎の日照時間が同じと推定できる地域毎（大阪、東京などの別
）の発電量の合計値、地域毎および時間帯毎の発電量（予想を含む）などの情報を含む。
【０１３６】
第１ユーザページ情報Ｆ１は、対応するユーザの太陽光発電装置１００において検出され
た発電の異常パターンについてのメッセージ情報などを含む。第２ユーザページ情報Ｆ２
は、対応のユーザの短期の電力消費に関するメッセージの情報を含む。第３ユーザページ
情報Ｆ３は、対応のユーザの長期の電力消費に関するメッセージの情報を含む。第４ユー
ザページ情報Ｆ４は、対応のユーザ宅に取付けられているユーザ負荷１５０に対応する家
電機器の買替などに関するアドバイスの情報を含む。第５ユーザページ情報Ｆ５は、対応
のユーザの電力会社へ支払う電力料金を最低にするためのアドバイスの情報を含む。
【０１３７】
ユーザ情報ＵＲｉは、ユーザ情報データベース４０２に登録された各ユーザについての情
報であり、第１～第５ユーザページ情報Ｆ１～Ｆ５を作成するために参照される。
【０１３８】
図１２にはユーザ情報ＵＲｉの内容例が示される。ユーザ情報ＵＲｉは、対応のユーザを
一意に識別するためのユーザＩＤ（ユーザ情報データベース４０２のユーザＩＤに対応す
る）、図４のＳ１１２において登録された異常パターン情報ＦＦ１、異常アドバイス情報
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ＦＦ２、買替アドバイス情報ＦＦ３、電力料金アドバイス情報ＦＦ４、登録機器情報ＦＦ
５、本日発電量情報ＦＦ６、１ヶ月発電量情報ＦＦ７、本日消費電力量情報ＦＦ８、１ヶ
月消費電力量情報ＦＦ９および時間帯別電力チャート情報ＦＦ１０を含む。
【０１３９】
図１２の登録機器情報ＦＦ５には、ユーザ宅において電力供給を受けて動作するユーザ負
荷１５０の家電機器のそれぞれについて、その名称とその機種が予め登録される。この登
録はＳ１０２の入力情報に基づいてなされる。本日発電量情報ＦＦ６は、ユーザ宅の太陽
光発電装置１００による本日の発電量（予想される発電量を含む）を示す情報である。１
ヶ月発電量情報ＦＦ７は、ユーザ宅の太陽光発電装置１００による１ヶ月分の発電量（予
想される発電量）を示す。本日消費電力量情報ＦＦ８は、ユーザ宅において本日消費され
た（予想される消費の）電力量が示される。１ヶ月消費電力量情報ＦＦ９は、ユーザ宅に
おいて１ヶ月間消費された（消費が予測される発電量）が示される。時間帯別電力チャー
ト情報ＦＦ１０は、時間帯別電力量を後述するようなチャートにて示すために参照される
情報である。本日発電量情報ＦＦ６～時間帯別電力チャート情報ＦＦ１０は、ＣＰＵ４７
０により、Ｓ１２０において受信した内容が処理されて、各ユーザ情報ＵＲｉに登録され
ることにより得られる。
【０１４０】
図１３、図１４、図１５および図１６には、図１２の異常パターン情報ＦＦ１、異常アド
バイス情報ＦＦ２、買替アドバイス情報ＦＦ３および電力料金アドバイス情報ＦＦ４のそ
れぞれについての一例が示される。図１３～図１６ではユーザＩＤが“１００１００１”
、“１００１００２”および“１００１００３”の３人のユーザに対する情報が示されて
いる。図１３では、検出された異常パターン情報（発電の異常）が示されている。異常パ
ターンが検出されないときには、その旨が異常パターン情報ＦＦ１として登録されている
。
【０１４１】
図１４のアドバイス情報ＦＦ２には、異常な消費電力が検出されたときの適切なアドバイ
ス情報が示される。消費電力の異常がない場合には、その旨が登録される。
【０１４２】
また負荷１５０の消費電力が異常に大きい場合には、後述するように、登録機器情報ＦＦ
５を参照して、異常な消費電力の要因となる家電機器を特定し、それを用いて異常の要因
に関するアドバイス情報を提示してもよい。
【０１４３】
図１５のアドバイス情報ＦＦ３は、ユーザ宅の家電機器の買替に関するアドバイス情報で
ある。家電機器の買替が必要とされない場合には、その旨が示されて、買替を勧める際に
は、登録機器情報ＦＦ５に基づいて、所定家電機器の新しい機種への（より消費電力の低
い機種）への買替を勧める情報を示す。
【０１４４】
図１６のアドバイス情報ＦＦ４は、ユーザ情報データベース４０２の電力会社、契約種別
および算出した電力料金に基づくアドバイス情報である。現在の契約内容でよければ、お
勧めの電力契約はない旨が示される。現在の電力契約の種別に基づいて、より経済的な電
力契約の種別があれば、その内容と現在の電力契約の内容との比較に従い、電力会社への
支払い電力料金を最低にするためのアドバイスを示す。
【０１４５】
ここで、前述したステップＳ１２８、Ｓ１３６およびＳ１４４で作成される異常発生の可
能性を表わす情報である異常パターン情報ＦＦ１には、一般的に図１７に示されるような
６種類の発電量データの異常パターンＡ～Ｆを適用できる。図１７では、各異常パターン
に対応して、発電量データの異常状態と、この異常状態から回復するために採るべき対応
（処置）が示される。図１７の各異常パターンに対応の状態は日射時間に対応する発電量
のグラフを用いて示される。このグラフにおいて、実線は実際の発電量を示し、破線は算
出される予想発電量（正常な場合の発電量）を示す。
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【０１４６】
図１７の異常パターンＡは、全く出力が検出されない状態であり、重大なシステムの故障
と考えられるので、対応としてはメンテナンス業者へ直接連絡する。異常パターンＢは近
くの木が最近生い茂ったなどの重大でない原因が想定されるので、ホームページにのみ注
意喚起のためにその旨の情報を掲載する。異常パターンＣは発電量が激変した場合であっ
て、発電系統の１つの故障が想定され、これは重大なシステムの故障と考えられるから、
対応としてはメンテナンス業者へ直接連絡する。異常パターンＤは、発電量が徐々に変化
する場合であって、太陽電池アレイ１１０のパネル表面が徐々に汚れたことが想定される
。この場合の対応としてはホームページにその旨を掲載する。
【０１４７】
異常パターンＥは、季節変動の場合の日射の影の影響が考えられ、重大でない原因と想定
されるから、ホームページにのみその旨を掲載する。ただし、常時このような状態となる
場合は、システムの設定ミス、システムの選定ミスが想定されるので、その場合にはメン
テナンス業者へ直接に連絡する。異常パターンＦは、他のデータにより判断して、パネル
の高温によるものであると特定した場合はホームページに掲載し、パワーコンディショナ
１２０の動作異常が原因であると特定した場合は、メンテナンス業者へ直接に連絡する。
【０１４８】
このように、異常パターンＡ、ＣおよびＥが頻繁に発生する状態、および異常パターンＦ
のパワーコンディショナ１２０の動作が異常である状態などが判断されたときは、ＣＰＵ
４７０は、所定の処理手順にて直ちに異常パターンの状態に関する情報をネットワーク３
００を介してメンテナンス業者のネットワーク端末６００（６０２、６０４）に送信する
。また、図１７の異常パターンＢ、ＤおよびＥの季節変動で一時的に状態が生じた場合、
および異常パターンＦの明け方の影の影響でパネルの異常高温が生じている場合などを判
断したときは、ＣＰＵ４７０は、ホームページ作成の処理を実行して、異常パターン情報
をホームページのための異常パターン情報ＦＦ１に加工して、ホームページ情報データベ
ース４０８に登録する。
【０１４９】
図１７のように検出された異常パターンＡ～Ｆに対応するＣＰＵ４７０の処理手順が、図
１８のフローチャートに示される。このフローチャートにおいては、Ｓ２５０、Ｓ２５２
、Ｓ２５４、Ｓ２５６、Ｓ２５８およびＳ２６２のそれぞれのステップにおいて、検出さ
れた異常パターンの種類が判定される。
【０１５０】
そして、検出された異常パターンの種類に対応する処理、すなわちメンテナンス業者に連
絡する処理（Ｓ２５１，Ｓ２５５）、または個人のユーザ情報ＵＲｉの異常パターン情報
ＦＦ１を登録する処理（Ｓ２５３，Ｓ２５７）が行なわれる。
【０１５１】
異常パターンＥが検出された場合は、このような異常状態が一時的であるか否かが判定さ
れて（Ｓ２５９）、一時的である場合は（Ｓ２５９でＹＥＳ）、対応の個人のユーザ情報
ＵＲｉに異常パターン情報ＦＦ１が登録される。一時的でなく頻繁であれば（Ｓ２５９で
ＮＯ）、メンテナンス業者に連絡がなされて、直ちに対応が取られる（Ｓ２６１）。
【０１５２】
異常パターンＦが検出された場合は、検出されたデータの解析が行なわれて（Ｓ２６３）
、解析結果がパネルの高温によるものか否かが判定され（Ｓ２６４）、高温によるもので
あれば、対応の個人のユーザ情報ＵＲｉの異常パターン情報ＦＦ１を登録する（Ｓ２６５
）。高温によるものでなければ、パワーコンディショナ１２０の動作異常が考えられるか
ら、その場合にはメンテナンス業者に連絡が取られて、速やかに対応がなされる（Ｓ２６
６）。
【０１５３】
図１９に示すように、ＣＰＵ４７０は太陽光発電装置１００から逐次、受信する消費電力
を時間経過を追ってモニタすることにより、ユーザ負荷１５０である登録機器情報ＦＦ５
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で示される家電機器の異常または余計な電力消費を発見し、適切なアドバイス情報を作成
して、異常アドバイス情報ＦＦ２としてホームページ上でユーザに連絡することができる
。
【０１５４】
モニタ結果、ユーザの家庭内の全電力消費量が、１日の間に図１９に示されるような変化
を提示した場合、これをユーザに対応の登録機器情報ＦＦ５により示される家電機器の特
徴をもとに分解し、図２０のように家電機器ごとの消費電力で表わす。たとえば、図示さ
れるように小電力で短期間定期的に電力がＯＮ／ＯＦＦするものは冷蔵庫であり、住人の
活動とともにＯＮ／ＯＦＦするものは照明機器であり、住人が活動し暑いときに大きな電
力を消費するものはエアコンであると仮定する。この消費電力は過去からデータとして固
定ディスク４７４に蓄えておき、急に消費電力が増えていないかをチェックし、急増して
いるから異常が起こっていると判定される場合は、点検するなどの適切なアドバイスを異
常アドバイス情報ＦＦ２として登録しホームページ上でユーザに連絡する。
【０１５５】
また、冷蔵庫を例として示すと、最新機種の冷蔵庫のデータ（消費電力量データ、値段デ
ータなど）を図示されないが固定ディスク４７４に蓄積しておき、一般の家庭で使われて
いるものを同等の冷蔵庫と仮定し同等の消費電力は図２１に示されるような低消費電力で
あることを買替アドバイス情報ＦＦ３として登録してホームページ上でユーザに連絡する
。さらに、値段データに基づいて、消費電力の差から買電額と新機種の冷蔵庫を買う費用
との差からどのくらいの期間で採算がとれるか（ペイするか）などのアドバイスも買替ア
ドバイス情報ＦＦ３として登録して、ホームページ上でユーザに連絡する。
【０１５６】
図２２を参照して、Ｓ１１０における電力料金のアドバイス情報ＦＦ４の作成について説
明する。Ｓ１５８にて、ＣＰＵ４７０は、各ユーザの時間帯別電力チャートを作成する。
具体的には、今月分についての時間帯別消費電力と時間帯別発電電力とを算出する。
【０１５７】
Ｓ１６０にて、ＣＰＵ４７０は、時間帯別の買電電力量を算出する。このとき、時間帯ご
とに消費電力量から発電電力量を減算することにより、時間帯別の買電電力量を算出して
もよいし、図７に示す時間帯別買電電力記憶エリアに記憶された時間帯別の買電電力に基
づいて、時間帯別の買電電力量を算出してもよい。
【０１５８】
Ｓ１６２にて、ＣＰＵ４７０は、時間帯別の売電電力量を算出する。Ｓ１６４にて、ＣＰ
Ｕ４７０は、電力会社別の買電・売電料金テーブルを読出す。この電力会社別の買電・売
電料金テーブルは、予め、固定ディスク４７４に記憶されている。また、この電力会社別
の買電・売電料金テーブルは、図１に示す電力会社毎のネットワーク端末２０２、２１２
、２２２から、太陽光発電管理サーバ４００が受信して固定ディスク４７４に記憶する。
各電力会社のネットワーク端末２０２、２１２、２２２は、電力料金が変更される毎に買
電・売電料金テーブルを太陽光発電管理サーバ４００に送信する。
【０１５９】
なお、以下の説明では、電力会社毎に、主として一般家庭向けの従量電灯Ａ契約、主とし
て事業者向けの従量電灯Ｂ契約、および、時間帯毎に電力料金単価が異なる時間帯別電灯
契約の３つの契約があり、各ユーザはこれらの契約のいずれかを選択して電力会社と契約
することができるものとして説明する。
【０１６０】
Ｓ１６６にて、ＣＰＵ４７０は、今月を含む過去１２ヶ月分の電力料金を電力会社別かつ
契約種類別に算出する。
【０１６１】
Ｓ１６８にて、ＣＰＵ４７０は、買電電力に対する電力会社への支払料金から売電電力に
対する電力会社からの受取料金を差し引いた金額が、最も安くなる電力会社と契約種類と
を抽出する。
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【０１６２】
Ｓ１７０にて、ＣＰＵ４７０は、抽出した電力会社の契約種類および算出した電力料金に
基づくアドバイス情報ＦＦ４を作成する。
【０１６３】
次に、ホームページ情報データベース４０８を参照するためにアクセスの要求をすること
によるメッセージおよびアドバイス情報連絡の手順について図２３のフローチャートに従
い説明する。まずユーザ端末７５０にてユーザにより入力されたホームページ情報のアク
セス要求が太陽光発電管理サーバ４００に対して送信される（Ｓ４００）。以下、アクセ
ス要求を送信したユーザ端末を要求元と呼ぶ。このとき、ホームページ情報のアクセス要
求には、太陽光発電装置１００を取付けたシステムのユーザであれば、該ユーザを一意に
識別するためのユーザＩＤが含まれる。太陽光発電管理サーバ４００は、ネットワーク３
００を介してアクセス要求を受信すると（Ｓ３０１でＹＥＳ）、アクセス要求に基づいて
、すなわちアクセス要求にユーザＩＤが含まれるか否かによって、ホームページ情報デー
タベース４０８の非ユーザ用ホームページ情報４０８Ａおよびユーザ専用ホームページ情
報４０８Ｂのいずれを参照するか決定する。ユーザＩＤが含まれていないので非ユーザ用
ホームページ情報４０８Ａを参照すると決定した場合は、非ユーザ用ホームページ情報４
０８Ａを読出し、要求元に対して送信する（Ｓ３０３）。
【０１６４】
一方、ユーザＩＤが含まれているのでユーザ専用ホームページ情報４０８Ｂの参照である
と決定した場合には、アクセス要求に基づいて共有情報ＣＮＦのアクセス要求か否かを判
定する（Ｓ３０４）。共有情報ＣＮＦのアクセス要求であると判定した場合には、共有情
報ＣＮＦを読出し、要求元に送信する。
【０１６５】
一方、共有情報ＣＮＦのアクセス要求でないと判定した場合には（Ｓ３０４でＮＯ）、ア
クセス要求に含まれるユーザＩＤを読込み（Ｓ３０６）、読込んだユーザＩＤに基づいて
ホームページ情報データベース４０８から検索されたユーザ情報ＵＲｉの内容に基づいて
、第１～第５ユーザページ情報Ｆ１～Ｆ５を作成し、作成したユーザページ情報Ｆ１～Ｆ
５を一旦、ホームページ情報データベース４０８に登録して、これらのユーザページ情報
Ｆ１～Ｆ５を順に読出し、または要求に応じたユーザページ情報のみを読出して要求元に
送信する。
【０１６６】
要求元では、太陽光発電管理サーバ４００から送信された情報を受信すると（Ｓ４０１で
ＹＥＳ）、受信内容は図２４～図２９のようにホームページ画面として表示される（Ｓ４
０２）。
【０１６７】
ここでは、ホームページ情報データベース４０８の内容はユーザ端末７５０にのみ供給さ
れてホームページ画面として提示されるとしているが、太陽光発電装置１００のパワーコ
ンディショナ１２０がネットワーク３００において公開されるホームページ情報を参照で
きる機能を有している場合には、ホームページ情報データベース４０８の内容は各太陽光
発電装置１００にも、図２３と同様の手順で供給されて提示されてもよい。
【０１６８】
図２４には、共有情報ＣＮＦに基づく表示画面例が示される。この画面では、時間帯毎の
日照時間が同じであろうと推定できる地域毎（大阪、東京などの別）の発電量の合計値が
示されている。また、図示されないが地域毎および時間帯毎の発電量（予想を含む）など
も画面表示されてよい。図２５には、異常パターン情報ＦＦ１を参照して作成された第１
ユーザページ情報Ｆ１に基づく表示画面例が示される。図２６には、異常アドバイス情報
ＦＦ２を参照して作成された第２ユーザページ情報Ｆ２に基づく表示画面例が示される。
図２７には、異常アドバイス情報ＦＦ２などを参照して作成された第３ユーザページ情報
Ｆ３に基づく表示画面例が示される。図２８には、買替アドバイス情報ＦＦ３を参照して
作成された第４ユーザページ情報Ｆ４に基づく表示画面例が示される。図２９には、電力
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料金アドバイス情報ＦＦ５を参照した作成された第５ユーザページ情報Ｆ５に基づく表示
画面例が示される。
【０１６９】
ここでは、ユーザに提示される、またはホームページ情報として提供されるアドバイス情
報として異常パターン情報ＦＦ１～電力料金アドバイス情報ＦＦ４に従うものを示してい
るが、これに限定されない。太陽光発電管理サーバ４００は固定ディスク４７４に過去に
検出されたユーザの地域および時間帯毎の日照時間と発電量とを予め記憶しておき、Ｓ１
０８で受信した時間帯毎の発電量と、同一条件（地域、時間帯、日照時間）で記憶された
過去の発電量と比較して、比較結果、受信発電量が過去の発電量を下回ると判断したとき
は、発電の異常をアドバイスする情報として登録し、ユーザにホームページ情報として提
供するようにしてもよい。
【０１７０】
以上のようにして、本実施の形態に係る太陽光発電システムは、ネットワーク３００を介
して複数の太陽光発電光装置１００からの情報を分析して異常検知情報を作成したり、太
陽光発電装置１００からの情報を分析して、発電または消費電力に関するアドバイス情報
、電機機器の買替えのアドバイス情報、電力料金に対するアドバイス情報を作成して太陽
光発電装置１００に送信して提示したり、ネットワーク３００を介して公開されるホーム
ページ情報として要求元のユーザ端末７５０に送信して提示できる。また、ユーザ端末７
５０は携帯可能であるからユーザは場所、時間を問わずアドバイス情報を得ることができ
る。その結果、アドバイス情報により太陽光発電装置１００を設置したユーザの費用の発
生を抑えることができ、ユーザの太陽光発電装置１００の導入意欲は高まり、クリーンな
エネルギである太陽光発電による発電量を増加させることができる。
【０１７１】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【０１７２】
【発明の効果】
この発明によれば、発電電力量が消費電力量を上回ると電力会社へ売電し、下回ると電力
会社から買電する場合に、太陽光発電装置を設置したユーザに有利になるような料金アド
バイス情報を作成してホームページ情報としてユーザに提示できる。また、支払う電気料
金がさらに少なくなるように発電電力を上げたり、負荷による消費電力を下げたりするよ
うな発電アドバイス情報や消費電力アドバイス情報を作成してホームページ情報としてユ
ーザに提示できる。その結果、太陽光発電装置を設置したユーザの費用の発生を抑えるこ
とにより、ユーザの太陽光発電装置の導入意欲が高まり、クリーンなエネルギーである太
陽光発電による発電量を増加させることができる、太陽光発電管理システムを提供できる
。
【０１７３】
また、ホームページ情報によるこれらアドバイス情報の提示先は、ネットワークに接続さ
れる１つ以上の端末装置であるから、ユーザは自宅に居なくても出先などから端末装置を
介して、これらアドバイス情報を速やかに取得できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　太陽光発電管理システムの全体構成図である。
【図２】　本発明の実施に形態に係る太陽光発電装置管理サーバを実現するコンピュータ
の外観図である。
【図３】　図２に示すコンピュータの制御ブロック図である。
【図４】　本実施の形態に係る太陽光発電管理サーバにおけるアドバイス処理の制御の手
順を示すフローチャートである。
【図５】　本実施の形態に係る太陽光発電装置におけるアドバイス処理の制御の手順を示
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【図６】　太陽光発電装置から太陽光発電管理サーバに送信されるデータのデータ構造を
示す図である。
【図７】　太陽光発電管理サーバの固定ディスクに記憶されるユーザ情報管理データベー
スの構造を示す図である。
【図８】　本実施の形態に係る太陽光発電管理サーバにおけるアドバイス情報作成処理の
制御の手順を示すフローチャートである。
【図９】　本実施の形態に係る太陽光発電管理サーバにおけるアドバイス情報作成処理の
制御の手順を示すフローチャートである。
【図１０】　本実施の形態に係る太陽光発電管理サーバにおけるアドバイス情報作成処理
の制御の手順を示すフローチャートである。
【図１１】　本実施の形態に係るホームページ情報データベースの構造を示す図である。
【図１２】　図１１のユーザ情報を示す図である。
【図１３】　図１１の異常パターン情報の例を示す図である。
【図１４】　図１１の異常アドバイス情報の例を示す図である。
【図１５】　図１１の買替アドバイス情報の例を示す図である。
【図１６】　図１１の電力料金アドバイス情報の例を示す図である。
【図１７】　本実施の形態による発電量の異常を検出するパターンを示す図である。
【図１８】　本実施の形態による検出された発電量の異常パターンに基づく処理手順を示
すフローチャートである。
【図１９】　本実施の形態による時間経過に従う負荷の電力消費量を示す図である。
【図２０】　図１９の電力消費量を電機機器毎に分解した状態を示す図である。
【図２１】　本実施の形態による最新機種の電機機器（冷蔵庫）の電力消費量を示す図で
ある。
【図２２】　本実施の形態に係る太陽光発電装置におけるアドバイス情報作成の手順を示
すフローチャートである。
【図２３】　本実施の形態に係るホームページアクセスに従うアドバイス情報供給の手順
を示すフローチャートである。
【図２４】　本実施の形態に係るホームページ画面を示す図である。
【図２５】　本実施の形態に係るホームページ画面を示す図である。
【図２６】　本実施の形態に係るホームページ画面を示す図である。
【図２７】　本実施の形態に係るホームページ画面を示す図である。
【図２８】　本実施の形態に係るホームページ画面を示す図である。
【図２９】　本実施の形態に係るホームページ画面を示す図である。
【符号の説明】
１００　太陽光発電装置、１１０　太陽電池アレイ、１２０　パワーコンディショナ、１
４０　消費電力検出部、１５０　ユーザ負荷、１６０　売電電力量計、１７０　買電電力
量計、２００、２１０、２２０　電力会社配電網、２０２、２１２、２２２　電力会社ネ
ットワーク端末、３００　ネットワーク、４００　太陽光発電管理サーバ、４０６　管理
端末、４０８　ホームページ情報データベース、４５０　コンピュータ、４５２　コンピ
ュータ本体、４５４　モニタ、４５６　ＦＤ駆動装置、４５８　ＣＤ－ＲＯＭ駆動装置、
４６０　キーボード、４６２　マウス、５００　オンライン気象情報配信サーバ、６００
　メンテナンス業者ネットワーク端末、７５０　ユーザ端末。
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