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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力需要家における複数の管理対象と通信を行う通信部と、
　前記通信部で受信された前記各管理対象の状態を示す情報に基づいて、前記複数の管理
対象全体のシステム状態が所定の条件を満たすか否か判定する判定部と、
　前記判定部で前記システム状態が前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記通
信部における通信状態を、前記システム状態及び自機の処理性能に応じて調整する調整部
と、
　を備える管理装置。
【請求項２】
　前記通信部で受信する前記各管理対象の状態を示す情報に基づいて、前記各管理対象を
制御するシステム制御部をさらに備える、
　請求項１に記載の管理装置。
【請求項３】
　前記複数の管理対象には、電力を消費する機器と、電力を前記機器に供給する給電シス
テムと、前記機器で消費される電力を計測する電力計測装置とが含まれ、
　前記所定の条件には、電力に関する条件が含まれ、
　前記調整部は、
　前記判定部で、前記システム状態が、電力に関する条件を満たした場合に、前記電力計
測装置の計測値の通信頻度と、前記機器の停止又は能力を抑制する制御指令の通信頻度と
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の少なくとも一方が高くなるように、前記通信部における通信状態を調整する、
　請求項１又は２に記載の管理装置。
【請求項４】
　前記電力に関する条件には、
　電力制限値に対する消費電力の割合と、
　前記給電システムによる電力の給電状態と、
　停電中であるか否かと、の少なくとも一方が含まれる、
　請求項３に記載の管理装置。
【請求項５】
　前記複数の管理対象には、電力を消費する機器と、電力を前記機器に供給する給電シス
テムと、前記機器の消費電力を計測する電力計測装置とが含まれ、
　前記所定の条件には、前記給電システムから供給される電力に基づいて前記機器を制御
する制御モードが設定されていることが含まれ、
　前記調整部は、
　前記判定部で、前記制御モードが設定されていると判定された場合に、前記給電システ
ムの供給電力に関する情報の送信頻度が高くなり、前記機器に対するポーリングの通信頻
度が低くなるように、前記通信部における通信状態を調整する、
　請求項１又は２に記載の管理装置。
【請求項６】
　前記所定の条件には、前記管理対象の台数が所定数以上であることが含まれ、
　前記調整部は、
　前記判定部で、稼働する前記管理対象の台数が所定数以上であると判定された場合に、
前記各管理対象との通信頻度が低くなるように、前記通信部における通信状態を調整する
、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項７】
　前記調整部は、
　前記判定部で前記システム状態が前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記各
管理対象の状態を示す情報をその管理対象に要求する場合に、要求する情報の種別を絞り
こむ、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項８】
　前記調整部は、
　前記各管理対象の通信の優先度と、前記各管理対象に対する前記通信部のポーリングの
周期との少なくとも一方を変更することにより、前記通信部の通信状態を調整する、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の管理装置と、
　前記管理装置と通信を行う複数の管理対象と、
　を備える管理システム。
【請求項１０】
　前記複数の管理対象には、
　発電システムと、蓄電システムと、電力を消費する機器と、所定の物理量を計測する計
測手段との少なくとも１つが含まれる、
　請求項９に記載の管理システム。
【請求項１１】
　電力需要家における複数の管理対象と通信を行う通信部を有する管理装置を用いた管理
方法であって、
　前記管理装置が、前記通信部で受信された前記各管理対象の状態を示す情報に基づいて
、前記複数の管理対象全体のシステム状態が所定の条件を満たすか否か判定する判定工程
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と、
　前記判定工程で前記システム状態が前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記
通信部における通信状態を、前記システム状態及び自機の処理性能に応じて調整する調整
工程と、
　を含む管理方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　電力需要家における複数の管理対象と通信を行う通信部、
　前記通信部で受信された前記各管理対象の状態を示す情報に基づいて、前記複数の管理
対象全体のシステム状態が所定の条件を満たすか否か判定する判定部、
　前記判定部で前記システム状態が前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記通
信部における通信状態を、前記システム状態及び自機の処理性能に応じて調整する調整部
、
　として機能させるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、管理装置、管理システム、管理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のセンサユニットを用いて、野菜や花の栽培施設の複数個所の温度や湿度、更には
その施設への入退室等を検出し、何らかの異常が発生したことを管理者に通報するシステ
ムが開示されている（例えば、特許文献１参照）。このシステムでは、複数のセンサユニ
ット各々について優先度が設定されている。優先度が高いセンサユニットほど、短い周期
でポーリングによるセンサ値の取得が実行され、優先度の低いセンサほど長い周期でポー
リングによるセンサ値の取得が実行される。
【０００３】
　また、複数の子局装置の運転状態及び設備の運用状態を親局装置で監視制御するシステ
ムが開示されている（例えば、特許文献２参照）。このシステムでは、親局装置に、子局
装置のポジション情報の特異性、重要度、優先度、関連性を登録するパラメータ部が設け
られている。親局装置では、パラメータ部に登録された子局装置のポジション情報の特異
性、重要度、優先度、関連性に基づいてポーリングの順番又は周期を変更したり、サーチ
の順番又は周期を変更したり、子局装置間に閉ループを形成したりする。これにより、複
数の子局装置の高効率な最適化制御が可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１８０４１４号公報
【特許文献２】特開平１０－１３９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１及び特許文献２に開示されたシステムでは、主に、管理対象となる
機器がほぼ固定されている。しかしながら、住宅又はビルでは、管理対象となる機器の数
が購入や交換により増減したりする。また、管理対象となる機器は、その機能に応じて使
用される時間や時期が変化する。このような場合には、システム効率の最適化とシステム
の安定性と応答性を維持することが困難になる。特に、管理対象となる機器が増加して、
コントローラの処理性能が不足すると、システムの安定性が得られなくなる可能性がある
。
【０００６】
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　本発明は、上述の事情の下になされたもので、システム効率を最適化するとともに、シ
ステムの安定性、応答性を維持することができる管理装置、管理システム、管理方法及び
プログラ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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、この発明に係る管理装置は、
　電力需要家における複数の管理対象と通信を行う通信部と、
　前記通信部で受信された前記各管理対象の状態を示す情報に基づいて、前記複数の管理
対象全体のシステム状態が所定の条件を満たすか否か判定する判定部と、
　前記判定部で前記システム状態が前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記通
信部における通信状態を、前記システム状態及び自機の処理性能に応じて調整する調整部
と、
　を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、複数の管理対象各々から受信するその管理対象の状態を示す情報に
基づいて、複数の管理対象全体のシステム状態が、所定の条件を満たすと判定した場合に
、通信部における通信状態を、システム状態及び自機の処理性能に応じて調整する。これ
により、コントローラの処理性能と複数の管理対象全体のシステム状態とに応じたシステ
ムの運用が可能となる。この結果、システム効率を最適化するとともに、システムの安定
性、応答性を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この実施の形態に係るエネルギマネジメントシステムの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】図１のコントローラの構成を示すブロック図である。
【図３】図１のエネルギマネジメントシステムの状態遷移を示す図である。
【図４】システム状態Ａに遷移する通信シーケンスの一例を示す図である。
【図５】システム状態Ｂに遷移する通信シーケンスの一例を示す図である。
【図６】システム状態Ｃに遷移する通信シーケンスの一例を示す図である。
【図７】システム状態Ｄに遷移する通信シーケンスの一例を示す図である。
【図８】システム状態Ｅに遷移する通信シーケンスの一例を示す図である。
【図９】追加の通信シーケンスの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１には、この実施の形態に係るエネルギマネジメントシステム１の構成が示されてい
る。このエネルギマネジメントシステム１が管理システムに対応する。図１に示すように
、エネルギマネジメントシステム１は、住宅などの電力需要家２内に設けられている。エ
ネルギマネジメントシステム１は、電力需要家２内に設けられた複数の管理対象のエネル
ギを管理するシステムである。
【００１２】
　電力需要家２には、外部の電源系統３を介して電力が供給されている。電源系統３を介
して供給された電力は、電力需要家２内に施設された電灯線４を介して、複数の機器５に
供給されている。複数の機器５は、電力需要家２内に設置された家電機器又は設備機器で
ある。
【００１３】
　エネルギマネジメントシステム１は、上述の機器５、発電システム６、蓄電システム７
、計測手段８及びコントローラ９を含んで構成されている。この実施の形態では、各機器
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５、発電システム６、蓄電システム７及び計測手段８が管理対象となる。
【００１４】
　各機器５、発電システム６、蓄電システム７、計測手段８及びコントローラ９には、そ
れぞれ無線通信手段１０が接続されている。各無線通信手段１０は、同一通信プロトコル
による無線通信ネットワークを構成する。これにより、電力需要家２内において、コント
ローラ９及び管理対象の間、すなわち管理対象間の無線通信が可能となる。
【００１５】
［機器］
　機器５は、家電機器又は設備機器である。これらの機器５は、基本的に電力を消費する
ことで所定の機能をユーザに提供する。機器５としては、例えば、照明機器、換気扇、Ｉ
Ｈ（Induction Heating）クッキングヒータ、電子レンジ、冷蔵庫、炊飯器、テレビ、パ
ーソナルコンピュータ、ルームエアコン、床暖房（ヒートポンプ式のものを含む）、電気
温水器（ヒートポンプ式のものを含む）、電動窓、電動ブラインドなどのようなものがあ
る。各機器５には無線通信手段１０が接続されている。各機器５に接続された無線通信手
段１０と、コントローラ９に接続された無線通信手段１０との間で無線通信が行われる。
この無線通信を介して、各機器５は、コントローラ９により監視制御される。
【００１６】
［発電システム］
　発電システム６は、発電を行うシステムである。このようなシステムとしては、代表的
なものに、太陽光発電システムや燃料電池、風力発電システムなどがある。発電システム
６は、発電した電力を宅内の機器５の電力として供給するとともに、余剰電力を電源系統
３に逆潮流させる。この逆潮流により、売電が行われる。発電システム６には、無線通信
手段１０が接続されている。発電システム６に接続された無線通信手段１０と、コントロ
ーラ９に接続された無線通信手段１０との間では無線通信が行われる。この無線通信を介
して、発電システム６は、コントローラ９により監視制御される。
【００１７】
［蓄電システム］
　蓄電システム７は、電力の蓄電と放電が可能なシステムである。蓄電システム７として
は、代表的なものに、蓄電池又は宅内に対して充放電が可能な電気自動車などがある。蓄
電システム７には、無線通信手段１０が接続されている。蓄電システム７に接続された無
線通信手段１０と、コントローラ９に接続された無線通信手段１０との間で無線通信が行
われる。この無線通信を介して、蓄電システム７は、コントローラ９により監視制御され
る。
【００１８】
　なお、この実施の形態では、発電システム６と、蓄電システム７とで給電システムが構
成される。
【００１９】
［計測手段］
　計測手段８は、宅内において様々な物理量を計測するためのセンサ類である。計測手段
８は、物理量を計測する。計測手段８は、計測値を、例えば定期的にコントローラ９に無
線通信手段１０を介して送信する。計測手段８には、無線通信手段１０が接続されている
。計測手段８は、例えば、予めコントローラ９等により設定された周期で計測を行い、そ
の計測値をコントローラ９に送信する。
【００２０】
　図１では、計測手段８の一例として、電力計測装置８ａが示されている。電力計測装置
８ａは、宅内全体の売買電力又は売買電力量を計測する。また、電力計測装置８ａは、宅
内の機器５毎又は分岐回路ごとの消費電力又は消費電力量を計測する。さらに、電力計測
装置８ａは、発電システム６で発電される消費電力又は消費電力量を計測する。また、電
力計測装置８ａは、蓄電システム７の充放電により発生する充放電電力又は充放電電力量
を計測する。
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【００２１】
　また、図１では、計測手段８の別の例として、環境計測装置８ｂが示されている。環境
計測装置８ｂは、宅内の環境値として例えば、温度、湿度、照度、ＣＯ2の濃度、日射量
、人の在／不在を計測する。
【００２２】
［コントローラ］
　コントローラ９は、システム全体の統括制御を行う。コントローラ９は、ＣＰＵ及びメ
モリ等のハードウエアを備えるコンピュータである。ＣＰＵがメモリに格納されたプログ
ラムを実行することにより、すなわち、コントローラ９のハードウエア上で動作するソフ
トウエアプログラムの実行により、以下の構成要素の機能が実現される。
【００２３】
　コントローラ９は、自機に接続された無線通信手段１０と、機器５、発電システム６、
蓄電システム７及び計測手段８にそれぞれ接続された無線通信手段１０とを介して無線通
信を行う。この無線通信を用いてコントローラ９は、各管理対象の状態監視や制御を行う
。
【００２４】
　この実施の形態におけるコントローラ９の構成について、図２を参照して説明する。
【００２５】
　図２に示すように、コントローラ９は、通信手段２０、システム状態値データベース２
１、システム制御手段２２、システム状態定義手段２３、動作モード判定手段２４、ネッ
トワーク通信モード切替手段２５、通信パラメータ変更手段２６、機器通信条件設定手段
２７、状態値取得周期設定手段２８及び通信パラメータ設定手段２９を備える。
【００２６】
　通信手段２０は、電力需要家２における複数の管理対象（機器５、発電システム６、蓄
電システム７又は計測手段８）との間での通信処理を行う。通信手段２０は、管理対象へ
状態値取得要求や制御指令（制御設定要求）などを所定の通信フォーマットに変換し、管
理対象に送信する。また、通信手段２０は、システム状態値データベース２１に登録され
た値の更新に応じて、機器５、発電システム６、蓄電システム７又は計測手段８に制御指
令（制御設定要求）を送信する。また、通信手段２０は、管理対象から送信された状態値
を受信する。通信手段２０は、受信した状態値をシステム状態値データベース２１に送信
する。これにより、システム状態値データベース２１の状態値の更新が行われる。
【００２７】
　システム状態値データベース２１は、通信手段２０を介して得られる管理対象より得ら
れる状態値（計測手段８であれば計測値を含む）を保持するデータベースである。システ
ム状態値データベース２１に保持された状態値（計測値を含む）は、通信手段２０を介し
て取得された値に更新される。同様に、システム制御手段２２により、管理対象に対する
制御設定情報がシステム状態値データベース２１に書き込まれる。システム制御手段２２
は、通信手段２０は、制御設定情報を含む制御指令（制御設定要求）を、管理対象に送信
する。
【００２８】
　システム制御手段２２は、通信手段２０を介して受信する各管理対象の状態を示す情報
に基づいて動作モード判定手段２４より出力される動作モードに応じて、管理対象（機器
５、発電システム６、蓄電システム７及び計測手段８）の監視・制御を行う。制御設定情
報に含まれる制御内容としては、例えば以下のようなものがあげられる。
（１）発電システム６の発電電力と蓄電システムの蓄電電力量に応じた機器５の消費電力
抑制制御
（２）発電システム６の発電電力に応じた蓄電システム７の充放電制御
（３）ユーザの節電要求に応じた機器５の消費電力抑制制御
（４）電源系統３の停電時等の非常時における発電システム６と蓄電システム７による自
給運転制御



(7) JP 5253617 B1 2013.7.31

10

20

30

40

50

【００２９】
［システム状態定義手段］
　システム状態定義手段２３は、複数の管理全体のシステム状態を遷移させる遷移条件を
保持している。システム状態定義手段２３は、システム状態値データベース２１内に構築
されている。システム状態値データベース２１に格納される機器５の状態値（計測手段８
の場合には、計測値を含む）のうち、そのシステム状態を特徴付ける状態値に基づいて、
複数の異なるシステム状態に対応する遷移条件がそれぞれ定義されている。システム状態
定義手段２３に設定される遷移条件には、予めシステムに設定されたシステムの自動動作
を定義した自動動作条件と、ユーザからの要望に応じてユーザインターフェイスを介して
入力されるユーザ要求条件とが含まれる。
【００３０】
［動作モード判定手段］
　動作モード判定手段２４は、システム状態値データベース２１に格納される管理対象（
機器５、発電システム６、蓄電システム７及び計測手段８）の状態値（計測値含む）に基
づいて、複数の管理対象全体のシステム状態が、システム状態定義手段２３に定義された
システム状態の遷移条件を満たすか否かを判定する。動作モード判定手段２４は、判定さ
れたシステム状態に応じた動作モードを出力する。
【００３１】
［ネットワーク通信モード切替手段］
　ネットワーク通信モード切替手段２５は、動作モード判定手段２４より出力される動作
モードに応じて、無線通信手段１０により構築されるネットワークの通信モードを変更し
、変更した通信モードを出力する。
【００３２】
［通信パラメータ変更手段］
　通信パラメータ変更手段２６は、ネットワーク通信モード切替手段２５より出力される
通信モードに応じて、機器通信条件設定手段２７、状態値取得周期設定手段２８に対して
、それぞれの通信パラメータの変更を指示する。
【００３３】
［機器通信条件設定手段］
　機器通信条件設定手段２７は、通信パラメータ変更手段２６からの指示に応じて、通信
モードに対応するように管理対象（機器５、発電システム６、蓄電システム７及び計測手
段８）の優先度を変更し設定する。管理対象の優先度には、管理対象の通信や管理対象そ
のものの動作を禁止する設定が含まれる。
【００３４】
［状態値取得周期設定手段］
　状態値取得周期設定手段２８は、通信パラメータ変更手段２６からの指示に応じて、通
信モードに対応するように管理対象（発電システム６、蓄電システム７、機器５、計測手
段８）に対する通信周期を変更し設定する。状態値取得周期設定手段２８は、例えば、通
信モードに応じて、状態値取得通信の通信周期を長くする、状態値取得通信の通信周期を
短くする、状態取得通信を行わない、などのような設定が可能である。通信周期とは、主
として、コントローラ９から各管理対象に対して状態値取得要求を繰り返し送信するとき
の周期である。ここでは、管理対象毎に取得周期を持つことができるだけでなく、管理対
象がもつ複数の状態値のそれぞれに対して異なる通信周期を持つことが可能である。
【００３５】
［通信パラメータ設定手段］
　通信パラメータ設定手段２９は、機器通信条件設定手段２７及び状態値取得周期設定手
段２８で決定された、通信手段２０の通信状態を規定する通信パラメータ（優先度や周期
を決定するパラメータ）を保持する。通信手段２０は、通信パラメータ設定手段２９に保
持された通信パラメータに従って、管理対象（発電システム６、蓄電システム７、機器５
、計測手段８）との間の通信を実行する。
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【００３６】
　通信パラメータとは、管理対象の優先度、管理対象それぞれが有する各種状態値ごとの
取得周期、取得対象となる状態の種別などを規定するパラメータである。
【００３７】
　この実施の形態では、ネットワーク通信モード切替手段２５、通信パラメータ変更手段
２６、機器通信条件設定手段２７、状態値取得周期設定手段２８及び通信パラメータ設定
手段２９が調整部に対応する。これらは、動作モード判定手段２４でシステム状態が前記
所定の条件を満たすと判定された場合に、通信手段２０における通信状態を、システム状
態及び自機の処理性能に応じて調整する調整部である。
【００３８】
　エネルギマネジメントシステム１の構成について、さらに詳細に説明する。
【００３９】
　通信手段２０は、通信パラメータ設定手段２９に保持された通信パラメータに従って、
管理対象（機器５、発電システム６、蓄電システム７又は計測手段８）に状態値取得要求
を送信する。
【００４０】
　管理対象（機器５、発電システム６、蓄電システム７及び計測手段８）は、システム通
信ネットワーク上において、以下の３種類の通信を行う。
（１）コントローラ９からの状態値取得要求（以下、取得要求とする）に対する状態値取
得応答（以下、取得応答とする）の返信
（２）コントローラ９からの制御設定要求（以下、制御指令とする）に対する制御設定応
答（以下、設定応答とする）の返信
（３）自発的な状態変化情報の送信
　なお、計測手段８は、コントローラ９との間で、取得要求及び取得応答の送受信又は、
設定要求及び設定応答の送受信を行わないようにしてもよい。この場合には、計測手段８
は、状態変化情報として、定期的に計測値を送信する。
【００４１】
　通信手段２０は、送信した取得要求の応答（取得応答）を受信する。これにより、シス
テム状態値データベース２１に保持された状態値は、取得応答に含まれる状態値に更新さ
れる。システム制御手段２２は、システム状態値データベース２１に格納される状態値を
用いて、システム制御を行う。より具体的には、システム制御手段２２は、機器５の動作
状態を示す状態値、発電システム６の動作状態又は発電状態を示す状態値、蓄電システム
７の動作状態又は充放電状態を示す状態値、計測手段８の計測値に基づいて、制御対象と
なる機器５、発電システム６又は蓄電システム７を制御する。
【００４２】
［制御指令］
　コントローラから機器５に対する制御指令で指令可能な制御内容は、機器の停止／運転
、機器動作モードの変更、機器設定値の変更、機器運転能力の変更、機器動作制限値（消
費電力上限値）の設定などである。コントローラ９から発電システム６に対する制御指令
で指令可能な制御内容は、発電動作の停止／運転、発電電力の抑制などである。コントロ
ーラ９から蓄電システム７に対する制御指令で指令可能な制御内容は、システムの停止／
運転、充電指示、放電指示、充電電力指示値、放電電力指示値などである。
【００４３】
　コントローラ９は、上述のシステム制御とともに、システム状態の監視を実行する。動
作モード判定手段２４は、システム状態値データベース２１に格納される各種状態値と、
システム状態定義手段２３に定義された各システム状態の遷移条件とを、定期的に比較す
ることにより、システム状態を監視する。
【００４４】
　動作モード判定手段２４は、システム状態値データベース２１に登録された状態値が変
化し、システム状態定義手段２３に定義された各状態の遷移条件と一致した場合に、シス



(9) JP 5253617 B1 2013.7.31

10

20

30

40

50

テム状態が変化したと判定する。システム状態が変化したと判定すると、システム状態定
義手段２３は、変化したシステム状態に対応する動作モードをシステム制御手段２２及び
ネットワーク通信モード切替手段２５に出力する。システム制御手段２２は、出力された
動作モードに応じて、システム制御を実行する。
【００４５】
　一方、動作モード判定手段２４の出力である動作モード（システム状態）が変化した際
に、ネットワーク通信モード切替手段２５は、通信モードの切替を行う。通信パラメータ
変更手段２６は、ネットワーク通信モード切替手段２５によって出力される通信モードに
応じて、機器通信条件設定手段２７及び状態値取得周期設定手段２８の双方又はいずれか
一方に対して通信パラメータの変更を指示する。
【００４６】
　管理対象の優先度の決定には、以下に示す通信レベルが用いられる。
［通信レベル］
　通信レベルには、以下の４つがある。
　通信レベル１：管理対象との間で通信に制限が設けられず、管理対象に対して通常の動
作が許可される。
　通信レベル２：管理対象との間の通信に制限が設けられる。状態値の変化が生じても、
状態変化情報の送信が禁止される。
　通信レベル３：管理対象との間の通信に強い制限が設けられる。状態変化情報の送信が
禁止される。また、自動制御とユーザによる手動運転を含め運転動作自体が制限される。
　通信レベル４：
　管理対象との間の通信に最大の制限が設けられる。通信レベル３の動作に加え、その管
理対象が運転中であった場合においても強制的に運転を停止させる。
【００４７】
［状態値取得周期設定手段］
　状態値取得周期設定手段２８は、通信パラメータ変更手段２６から指示される通信モー
ドに応じて、管理対象の有する状態値ごとに状態値取得要求を送信する周期を変更する。
周期の変更は、以下の状態監視レベルを変更することにより行われる。
［状態監視レベル］
　状態監視レベル１：状態監視を強化するレベルである。このレベルでは、取得要求の送
信周期を短く設定する。
　状態監視レベル２：通常状態である。
　状態監視レベル３：取得要求の送信周期を長く設定する。
　状態監視レベル４：取得要求の送信周期を無限大とし、取得要求の送信自体を停止する
。
　状態監視レベル３、４では、取得要求及び取得応答の送受信が抑制される。管理対象の
すべての状態値に対して状態監視レベル４を設定すると、コントローラ９から取得要求は
一切送信されなくなり、管理対象から状態変化情報のみが送信されることとなる。
【００４８】
［通信パラメータ設定手段２９］
　通信パラメータ設定手段２９は、機器通信条件設定手段２７及び状態値取得周期設定手
段２８により設定された通信パラメータ（通信レベル、状態監視レベル）を保持する。
【００４９】
［コントローラの処理性能に応じた通信パラメータの設定］
　通信パラメータ変更手段２６は、コントローラ９の処理性能に応じた通信パラメータを
設定する。システム効率の最適化とシステムの安定性、応答性を維持するためには、コン
トローラ９が処理する通信量が、コントローラ９の処理性能が示す通信許容量よりも少な
くなるようにする必要がある。通信パラメータ変更手段２６では、コントローラ９の処理
性能が予め設定されている。通信パラメータ変更手段２６は、予め設定された処理性能に
応じて、監視・制御対象となる管理対象の通信パラメータ（通信レベル、状態監視レベル
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）の調整を行う。
【００５０】
　通信パラメータの初期値には、システム全体の処理性能を満たす値が設定される。特に
、エネルギマネジメントを行ううえで重要となる管理対象に関連する通信パラメータには
、システムの制御性能を超えない程度の初期値が設定される。例えば、このような管理対
象には、例えば、発電システム６、蓄電システム７、消費電力の大きな機器５、消費電力
等のエネルギの計測を行う電力計測装置８ａなどがある。
【００５１】
　他の管理対象の通信パラメータの初期値は、エネルギマネジメントシステム１の有する
管理対象、特に、制御対象となる管理対象の数に応じて決められる。したがって、管理対
象の数が多い場合は、各状態値の取得周期は全体的に長くなる。一方、管理対象の数が少
ない場合は、状態値の取得周期は全体的に短くなるように設定される。さらに、運転され
る頻度が低い管理対象については、状態値の取得周期は長くなるように設定される。
【００５２】
　このように、コントローラ９の処理性能に応じた通信パラメータの初期値は、システム
導入時における管理対象の特徴と、管理対象の数に応じて設定される。
【００５３】
　動作モード判定手段２４より得られる動作モードに基づいて、ネットワーク通信モード
切替手段２５が通信モードを出力する。通信パラメータ変更手段２６は、動作モードと通
信モードに応じて予め定められた通信量固定値に基づいて、予想されるシステム全体の通
信量の予測値を求め、その予測値がコントローラ９の処理能力を上回らないように、通信
パラメータの変更を行う。
【００５４】
　次に、図１に示すエネルギマネジメントシステム１の動作について図３を参照して説明
する。
【００５５】
　図３は、エネルギマネジメントシステム１の状態遷移を示す図である。図３に示すよう
に、遷移可能なシステム状態には、通常状態に加え、システム状態Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅが
ある。
【００５６】
　システム状態Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、通常状態の順に、システム制御の重要度又は緊急度
が高くなっている。各システム状態に応じて、動作モード判定手段２４は、動作モードを
出力する。
【００５７】
　各システム状態への遷移は、システム状態定義手段２３に設定された各システム状態の
遷移条件と、状態値との比較により行われる。状態値が各システム状態の遷移条件を満た
す場合に、そのシステム状態への遷移が行われる。また、状態値が各システム状態の遷移
条件を満たさなくなった場合、システム状態は、通常状態へ戻る。通常状態に遷移する際
には、通信パラメータ（通信レベル及び状態監視レベル）は初期値にクリアされ、管理対
象の運転の禁止が解除される。図３では、各システム状態への遷移は、必ず通常状態から
行われるようになっているが、各システム状態間で直接遷移が行われるようにしてもよい
。
【００５８】
　システム状態（動作モード）を遷移させる遷移条件としては、例えば、以下のようなも
のがある。
【００５９】
　（条件１）消費電力（又は買電電力）の制限値に対する消費電力（又は買電電力）の割
合（例えば、５０％、７５％、９０％、１００％、１２０％）
　（条件２）管理対象の稼動状態（例えば、稼動する機器数）
　（条件３）発電システム６の発電電力の状態
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　（条件４）蓄電システム７の蓄電電力量の状態
　（条件５）停電等により電源系統３からの供給が受けられるか否か
　（条件６）通信品質（応答時間、通信速度、無線通信における電波強度、パケットエラ
ーレート）の状態
　（条件７）居住者が操作した機器があるか否か
　（条件８）居住者の生活パターン（在／不在、起床／就寝、家事／娯楽など）
　（条件９）宅内からの操作か宅外（公衆回線経由）からの操作か（送信元のＩＰアドレ
ス情報に基づいて、ローカルネットワークからの発信によるものか、宅内ネットワークか
らの発信によるものかを判別する）
　なお、条件６乃至９については、状態監視レベルを以下のように変更することができる
。
　（条件６）通信品質の低い機器に対しては、再送等により通信量が増えることが想定さ
れる。このため、他の機器との通信への影響を避けるため、通信品質の低い機器の状態監
視レベルを３又は４とし、その優先度を下げる。ただし、その機器の状態がシステム状態
に大きな影響を与える場合は、データ再送等で通信量を増やして、監視を行うことが重要
であるため、逆に、状態監視レベルを１にし通信可能となる割合を高める。
　（条件７）居住者が操作した機器（コントローラからの自動制御で操作されていない機
器）については、状態監視レベルを１に設定する。
　（条件８）居住者が不在時は、全体的に状態監視レベルを３又は４に設定する。また、
居住者が就寝中であれば、寝室のエアコン等の寝室に関係する機器の状態監視レベルを２
に設定し、他の部屋又は他の機器に関する機器への状態監視レベルを３又は４に設定する
。居住者が調理等の家事を行っている場合は、その家事との関係性が最も深い家電機器の
状態監視レベルを１とし、その家事との関係性が低い機器に対しては、家事に関係する度
合いに応じて状態監視レベル２乃至４に設定する。居住者が娯楽中であれば、家全体の機
器の状態監視レベルを２乃至４に設定する。
　（条件９）外部からのアクセスである場合、宅内に居住者がいない可能性があるので、
外部操作に関連しない機器との通信に関しては、状態監視レベルを３又は４とする。
　システム状態Ａ乃至システム状態Ｅへ遷移するための遷移条件については、上記各条件
を単独に定めてもよいし、条件１乃至条件９までを組み合わせて定めてもよい。以下では
、遷移条件を、条件１乃至条件９までを組み合わせたものとした場合の動作について説明
する。
【００６０】
［システム状態Ａ］
　システム状態Ａは、制御応答の高速性が最も求められる状態である。システム状態Ａで
は、コントローラ９から各管理対象（特に機器５）への制御が頻繁に発生する。システム
状態Ａに遷移する遷移条件Ａは、例えば、以下の（１）、（２）を満たすことである。
（１）停電により電源系統３からの電力の供給が停止していること。この場合には、発電
システム６の発電電力と蓄電システム７の蓄電電力量によりシステム全体を動作させる必
要がある。
（２）電力制限値（この場合、発電システムの発電電力と蓄電システムの供給可能電力の
合計値）に対する各機器５の消費電力の合計が９０％超となること
【００６１】
　この状態では、各機器５の消費電力の合計が、電力制限値（自給可能電力値）を上回り
易くなる。各機器５の消費電力の合計が、電力制限値（自給可能電力値）を上回ると、電
力供給ができなくなるので、システムダウンする可能性がある。このような場合には、電
力計測装置８ａによる消費電力の計測と、機器５の停止又は能力抑制とを最優先とする必
要がある。すなわち、電力制限値に対する消費電力の割合が所定値以上であると判定され
た場合に、電力計測装置８ａの計測値の通信頻度と、機器５の停止又は能力抑制の制御指
令の通信頻度との少なくとも一方が高くなるように、通信手段２０における通信状態を調
整する必要がある。このため、上記遷移条件Ａを満たす場合には、システム全体の状態監
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視レベルを状態監視レベル４とする。すなわち、定期的な取得要求の送信については停止
する。これにより、各機器５から送信されるのは、状態変化情報のみとなる。また、消費
電力の高い機器５に対しては、通信レベル４を設定し、運転を禁止させる。このようにす
ることで、急激な消費電力の増加が抑制される。
【００６２】
　ここで、システム状態Ａに遷移する通信シーケンスの一例について、図４を参照して説
明する。図４では、コントローラ９と機器ａ、機器ｂ、機器ｃ、機器ｄ、計測手段８（電
力計測装置８ａ）との間の通信シーケンスが示されている。
【００６３】
　図４に示すように、コントローラ９は、通常状態（図３参照）にあるものとする。まず
、コントローラ９は、機器ａに取得要求を送信する（ステップＳ２０１ａ）。要求される
状態値の種別は、状態値Ａ、Ｂである。機器ａは、取得応答を返信する（ステップＳ２０
２ａ）。この応答に状態値Ａ，Ｂが含まれる。
【００６４】
　続いて、コントローラ９は、機器ｂに取得要求を送信する（ステップＳ２０１ｂ）。要
求される状態値の種別は、状態値Ｃ、Ｄ、Ｅである。機器ｂは、状取得応答を返信する（
ステップＳ２０２ｂ）。この応答に状態値Ｃ、Ｄ、Ｅが含まれる。
【００６５】
　その後、コントローラ９と機器ｃとの間で状態値Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅの取得要求の送信と、
取得応答の返信が行われる（ステップＳ２０１ｃ、Ｓ２０２ｃ）。さらに、コントローラ
９と機器ｄとの間で状態値Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅの取得要求の送信と、取得応答の返信が行われ
る（ステップＳ２０１ｄ、Ｓ２０２ｄ）。
【００６６】
　また、計測手段８は、定期的に計測を実行し（ステップＳ２１３）、得られた計測値を
、状態変化情報に含めて、コントローラ９に送信する（ステップＳ２０５Ｓａ）。
【００６７】
　その後、コントローラ９は、機器ａへの取得要求の送信を、周期Ｔ１ａで繰り返す（ス
テップＳ２０１ａ）。また、コントローラ９は、機器ｂへの取得要求の送信を、周期Ｔ１
ｂで繰り返す（ステップＳ２０１ｂ）。また、コントローラ９は、機器ｃ及び機器ｄに対
しても同様に、状態値取得周期Ｔ１ｃ、Ｔ１ｄで状態値取得要求の送信を繰り返す（ステ
ップＳ２０１ｃ、Ｓ２０１ｄ）。コントローラ９は、通常状態である場合には、同じ周期
で、各機器５への状態値取得要求を繰り返し送信する。このような繰り返し処理を処理Ａ
とする。
【００６８】
　このような処理Ａの繰り返しの間にも、コントローラ９は、必要に応じて、例えば機器
ｂへの設定要求の送信（ステップＳ２０３ｂ）と、設定応答の受信（ステップＳ２０４ｂ
）と、状態変化情報の受信（ステップＳ２０５ｂ）とを行う。
【００６９】
　図４には示されていないが、コントローラ９は、発電システム６及び蓄電システム７に
対しても、通常状態では、一定の周期で取得要求の送信を繰り返す。
【００７０】
　この状態で、電力計測装置８ａから状態変化情報を受信した後、状態変化情報に含まれ
る計測値が上記遷移条件Ａを満たすと、コントローラ９（動作モード判定手段２４）は、
動作モードを変更する（ステップＳ２１０）。これにより、コントローラ９は、通常の状
態からシステム状態Ａへ遷移する。その後、以下のようにして、動作モードに応じた通信
パラメータの変更が行われる。
【００７１】
　まず、通信パラメータ変更手段２６は、変化した動作モードに基づいて、機器通信条件
設定手段２７へ通信パラメータの変更指示を出力する。機器通信条件設定手段２７は、通
信パラメータの通信レベル（例えば消費電力の大きい機器ｃに対して通信レベル４を設定
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）を変更する。通信レベルの変更後、通信手段２０は、機器ｃに対して、制御設定により
機器動作を禁止する旨の設定要求を送信する（ステップＳ２０３ｃ）。機器ｃは、動作を
禁止した旨の制御設定応答を送信する（ステップＳ２０４ｃ）。これにより、機器ｃは、
動作禁止状態となる（ステップＳ２１１）。
【００７２】
　次に、状態値取得周期設定手段２８は、管理対象のすべての状態値に対する状態監視レ
ベルを状態監視レベル４とし、コントローラ９からの取得要求の定期的な送信を停止する
（ステップＳ２１２）。
【００７３】
　その後も、コントローラ９は、例えば、必要に応じて機器ａ、ｂ、ｄ等からの状態変化
情報を受信可能である（ステップＳ２０４ａ、Ｓ２０５ｂ、Ｓ２０５ｄ）。また、計測手
段８からの状態変化情報を受信すると（ステップＳ２０５Ｓａ）、コントローラ９は、必
要に応じて、例えば、機器ａに対して設定要求を送信し（ステップＳ２０３ａ）、機器ａ
を制御する。
【００７４】
［システム状態Ｂ］
　次に、システム状態Ｂについて説明する。
【００７５】
　システム状態Ｂも、制御応答の高速性が求められる状態である。システム状態Ｂでは、
コントローラ９から各管理対象（特に機器５）への制御が頻繁に発生する。システム状態
Ｂに遷移する遷移条件Ｂは、例えば、以下の（１）、（２）を満たすことである。
（１）停電により電源系統３から電力の供給が停止していること
（２）電力制限値（この場合、発電システムの発電電力と蓄電システムの放電可能電力の
合計値）に対する機器５の消費電力合計が５０％以下となること
【００７６】
　この状態では、供給電力に若干の余裕はある。しかしながら、機器５の消費電力合計が
電力制限値（自給可能電力値）を上回ると、電力供給ができなくなるので、システムダウ
ンする可能性がある。このような場合には、電力計測装置８ａによる消費電力の計測と、
機器５の停止又は能力抑制というような機器制御を最優先とする必要がある。すなわち、
電力制限値に対する消費電力の割合が所定値以上であると判定された場合に、電力計測装
置８ａの計測値の通信頻度と、機器５の停止又は能力抑制の制御指令の通信頻度との少な
くとも一方が高くなるように、通信手段２０における通信状態が調整されるようにする必
要がある。このため、上記遷移条件Ｂを満たす場合には、システム全体の状態監視レベル
を状態監視レベル４とする。すなわち、定期的な取得要求の送信については停止する。こ
れにより、各機器５から送信されるのは、状態変化情報のみとなる。
【００７７】
　次に、システム状態Ｂにおける通信シーケンスの一例について、図５を参照して説明す
る。図５では、コントローラ９と機器ａ、機器ｂ、機器ｃ、機器ｄ、計測手段８（電力計
測装置８ａ）との間の通信シーケンスが示されている。
【００７８】
　図５に示すように、コントローラ９は、通常状態では、周期Ｔ１ａ、Ｔ１ｂ、Ｔ１ｃ、
Ｔ１ｄで処理Ａを繰り返している。また、コントローラ９は、必要に応じて、例えば機器
ｂへの設定要求の送信（ステップＳ２０３ｂ）と、設定応答の受信（ステップＳ２０４ｂ
）と、状態変化情報の受信（ステップＳ２０５ｂ）とを行っている。また、図５には示さ
れていないが、コントローラ９は、発電システム６及び蓄電システム７に対しても、一定
の周期で取得要求の送信を繰り返している。また、この間、計測手段８での計測（ステッ
プＳ２１３）、状態変化情報の送信（ステップＳ２０５Ｓａ）が行われる。
【００７９】
　この状態で、電力計測装置８ａから状態変化情報を受信した後、コントローラ９の動作
モード判定手段２４が、状態変化情報に含まれる計測値が上記遷移条件Ｂを満たすと、動
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作モードを変更する（ステップＳ２１０）。これにより、コントローラ９は、通常状態か
らシステム状態Ｂへ遷移する。
【００８０】
　そして、状態値取得周期設定手段２８は、管理対象のすべての状態値に対する状態監視
レベルを状態監視レベル４とする。これにより、取得要求の定期的な送信が停止される（
ステップＳ２１２）。ただし、このとき、通信レベルの変更は行わない。
【００８１】
　その後の処理でシステム状態Ａと異なるのは、機器ｃの状態変化情報を受信可能である
ことである（ステップＳ２０５ｃ）。
【００８２】
［システム状態Ｃ］
　次に、システム状態Ｃについて説明する。
【００８３】
　システム状態Ｃも、制御応答の高速性が求められる状態である。システム状態Ｃでは、
コントローラ９から各管理対象（特に機器５）への制御が頻繁に行われる。システム状態
Ｃに遷移する遷移条件Ｃは、例えば、以下の（１）、（２）を満たすことである。
（１）電源系統３からの電力が供給可能な状態であること
（２）節電目標として設定した電力制限値を超過しないこと
【００８４】
　この状態では、電源系統３からの給電が得られるため、システム状態Ａ、Ｂのように、
高い応答性の求められる制御は不要である。しかし、節電目標を達成するためには、変動
する電力値が電力制御値を超えないように調整を行う必要がある。すなわち、電力制限値
に対する消費電力の割合が所定値以上であると判定された場合に、電力計測装置８ａの計
測値の通信頻度と、機器５の停止又は能力抑制の制御指令の通信頻度との少なくとも一方
が高くなるように、通信手段２０における通信状態が調整されるようにする必要がある。
このため、この状態でも、電力計測装置８ａによる消費電力の計測と、機器５の停止又は
能力抑制を最優先とする。このため、上記遷移条件Ｃを満たす場合には、管理対象の一部
の状態値の状態監視レベルを状態監視レベル４とする。すなわち、管理対象の一部の機器
５に対する定期的な取得要求の送信を停止する。また、急激に消費電力を変化させる可能
性のある消費電力の大きい機器５に対する運転を抑制する。
【００８５】
　次に、システム状態Ｃにおける通信シーケンスの一例について、図６を参照して説明す
る。図６には、コントローラ９と機器ａ、機器ｂ、機器ｃ、機器ｄ、計測手段８（電力計
測装置８ａ）との間の通信シーケンスが示されている。
【００８６】
　図６に示すように、コントローラ９は、通常状態では、図４、図５に示すのと同じ処理
を行う。この状態で、電力計測装置８ａからの状態変化情報を受信した後、状態変化情報
に含まれる計測値が上記遷移条件Ｃを満たすと、コントローラ９（動作モード判定手段２
４）は、動作モードを変更する（ステップＳ２１０）。これにより、コントローラ９は、
通常の状態からシステム状態Ｃへ遷移する。その後、以下のようにして、動作モードに応
じた通信パラメータの変更が行われる。
【００８７】
　まず、通信パラメータ変更手段２６は、機器通信条件設定手段２７へ通信パラメータの
変更指示を出力する。機器通信条件設定手段２７は、機器ａの状態値の通信レベルを４に
変更する。通信レベルの変更後、通信手段２０は、例えば、機器ａに対して、制御設定に
より機器動作を禁止する旨の設定要求を送信する（ステップＳ２０３ａ）。機器ａは、機
器動作を停止した旨の設定応答を返信する（ステップＳ２０４ａ）。これにより、機器ａ
の動作は禁止される（ステップＳ２１１）。
【００８８】
　次に、状態値取得周期設定手段２８は、管理対象の一部（機器ａ、ｂ、ｄ）の状態値に
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対する状態監視レベルを状態監視レベル４とし、コントローラ９からの取得要求の送信を
停止する（ステップＳ２１２）。図６では、機器ａ、ｂ、ｄに対して取得要求の送信を停
止した状態が示されている。
【００８９】
　その後、コントローラ９は、例えば、機器ｂ、ｃの状態変化情報を受信することで（ス
テップＳ２０５ｂ、Ｓ２０５ｃ）、同様に機器ｂ、ｃの制御が継続される。機器ｄに対し
ても同様である。また、機器ｃに対する取得要求の送信及び取得応答の受信は周期Ｔ１ｃ
にて繰り返し実行される（ステップＳ２０１ｃ、Ｓ２０２ｃ）。
【００９０】
［システム状態Ｄ］
　次に、システム状態Ｄについて説明する。
【００９１】
　システム状態Ｄは、管理対象の監視を強化する動作モードである。システム状態Ｄでは
、コントローラ９から各管理対象、特に発電システム６や蓄電システム７に対する状態値
取得要求が中心となる。システム状態Ｄに遷移する遷移条件Ｄは、例えば、以下の（１）
を満たすことである。
【００９２】
（１）電源系統３からの給電が得られる状態であること
（２）さらに、発電システム６による発電電力を有効に利用するため発電電力の状態と蓄
電システム７の蓄電容量の状態に応じて、機器５を制御する制御モードが設定されている
こと
　発電システム６と蓄電システム７とがある程度連携して動作するシステムであれば、コ
ントローラ９は、発電システム６の発電状態に応じて、蓄電システムの充放電をリアルタ
イムに制御する必要は無く、エネルギの消費を行う機器５の監視と制御を行えばよい。し
たがって、システム状態Ｄは、システム状態Ａ乃至システム状態Ｃとは異なり、高い制御
応答性を必要としない状態である。
【００９３】
　このため、システム状態Ｄでは、発電システム６又は蓄電システム７に対する状態値の
取得要求の送信頻度が高くなり、他の管理対象である機器５との間の通信頻度が低くなる
ように通信状態の調整が行われる。なお、節電目標として設定した電力制限値に対して消
費電力を超過抑制する制御を行うにあたり、超過をある程度許容できる場合に、システム
状態Ｄに遷移させるようにしてもよい。
【００９４】
　システム状態Ｄにおける通信シーケンスの例について、図７を参照して説明する。図７
では、コントローラ９と発電システム６、機器ｂ、蓄電システム７、機器ｄ、計測手段８
（電力計測装置８ａ）との間の通信シーケンスが示されている。
【００９５】
　図７に示すように、コントローラ９は、発電システム６に状態値の取得要求を送信する
（ステップＳ２０１ｅ）。発電システム６は、その応答として状態値取得応答を返信する
（ステップＳ２０２ｅ）。コントローラ９が発電システム６に要求する状態値は状態値Ａ
、Ｂである。
【００９６】
　また、コントローラ９は、機器ｂに対して取得要求を送信し（ステップＳ２０１ｂ）、
機器ｂは取得応答を送信する（ステップＳ２０２ｂ）。コントローラ９が機器ｂに要求す
る状態値は状態値Ｃ、Ｄ、Ｅである。コントローラ９は、蓄電システム７、機器ｄについ
ても同様に取得要求の送信（ステップＳ２０１ｆ、Ｓ２０１ｄ）を行い、取得応答を受信
する（ステップＳ２０２ｆ、Ｓ２０２ｄ）。電力計測装置８ａは、定期的に計測を行い（
ステップＳ２１３）、状態変化情報をコントローラ９に送信する（ステップＳ２０５Ｓａ
）。
【００９７】
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　コントローラ９は、発電システム６に対して周期Ｔ１ｅでの取得要求の送信（ステップ
Ｓ２０１ｅ）を繰り返す。また、コントローラ９は、機器ｂへの周期Ｔ１ｂでの取得要求
の送信（ステップＳ２０１ｂ）を繰り返す。コントローラ９は、蓄電システム７及び機器
ｄに対しても同様に周期Ｔ１ｆ、Ｔ１ｄで取得要求の送信（ステップＳ２０１ｆ、Ｓ２０
１ｄ）を繰り返す。このように、コントローラ９は、通常状態では、同じ周期で、発電シ
ステム６と蓄電システム７、各機器５への取得要求の送信を繰り返す。
【００９８】
　ここで、電力計測装置８ａからの状態変化情報が送信され（ステップＳ２０５Ｓａ）、
上記遷移条件Ｄを満たすと、コントローラ９は、システム状態Ｄに遷移して動作モードを
変更する（ステップＳ２１０）。コントローラ９は、動作モードに応じた通信パラメータ
の変更を以下のようにして行う。
【００９９】
　状態値取得周期設定手段２８は、管理対象の一部（機器ｂ、ｄ）の状態値に対する状態
監視レベルを状態監視レベル４とする。これにより、その管理対象に対する取得要求の送
信が停止される（ステップＳ２１２）。図７では、機器ｂ、ｄに対する取得要求の送信が
停止されている状態が示されている。
【０１００】
　その後も、例えば、機器ｂの状態変化情報を受信するなどして（ステップＳ２０５ｂ）
、機器ｂ、ｄへの制御は継続される。また、発電システム６及び蓄電システム７への取得
要求の送信（ステップＳ２０１ｅ、Ｓ２０１ｆ）は、周期Ｔ１ａ、Ｔ１ｃにてそれぞれ繰
り返し実行される。また、例えば、発電システム６及び蓄電システム７からの状態変化情
報も受信される（ステップＳ２０５ｆ）。
【０１０１】
［システム状態Ｅ］
　次に、システム状態Ｅについて説明する。
【０１０２】
　システム状態Ｅは、ネットワークの通信量が増加した状態である。この状態は、稼働す
る機器５等の増加や機器５の買い増しにより発生する。そこで、遷移条件Ｅを、稼働する
機器５の台数が所定数以上であることとする。そして、稼動する機器５が増加したり、機
器の新規参入により通信量が増加したりすると、コントローラ９は、通信量の調整を行う
。すなわち、稼働する機器５の台数が所定数以上であると判定された場合に、各機器５と
の通信頻度が低くなるように、通信手段２０における通信状態が調整される。
【０１０３】
　次に、システム状態Ｅにおける通信シーケンスの例について、図８を参照して説明する
。図８では、コントローラ９と機器ａ、機器ｂ、機器ｃ、機器ｄ、計測手段８（電力計測
装置８ａ）との間の通信シーケンスが示されている。
【０１０４】
　図８に示すように、コントローラ９は、処理Ａを行う。また、コントローラ９は、必要
に応じて、例えば機器ｂへの設定要求の送信（ステップＳ２０３ｂ）と、設定応答の受信
（ステップＳ２０４ｂ）と、状態変化情報の受信（ステップＳ２０５ｂ）とを行っている
。電力計測装置８ａについては、定期的に計測を実行し（ステップＳ２１３）、その結果
を状態変化情報としてコントローラ９に送信する（ステップＳ２０５Ｓａ）。
【０１０５】
　コントローラ９は、それぞれの周期で、処理Ａを繰り返す。また、図８には示されてい
ないが、コントローラ９は、発電システム６及び蓄電システム７に対しても同様に、一定
の周期で、取得要求の送信を繰り返す。
【０１０６】
　ここで、機器ｃ、ｄは、それぞれの運転動作（ステップＳ３０１ｂ、Ｓ３０１ｄ）に伴
って、状態変化情報をコントローラ９に送信する（ステップＳ２０５ｃ、Ｓ２０５ｄ）。
コントローラ９（動作モード判定手段２４）は、システム状態Ｄに遷移して動作モードを
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変更する（ステップＳ２１０）。コントローラ９は、以下のようにして動作モードに応じ
た通信パラメータの変更を行う。
【０１０７】
　動作モードの変更があった場合、状態値取得周期設定手段２８は、その動作モードに対
応する通信モードに基づいて、一部の機器ｂ、ｄの取得要求の送信周期を長くする（Ｔ１
ｂ’、Ｔ１ｄ’）。これにより、通信量の削減を行うことができる。機器ａ、ｃについて
は、これまでの周期Ｔ１ａ、Ｔ１ｃで取得要求の送信が繰り返される。
【０１０８】
　さらに、状態値取得周期設定手段２８は、機器ｃに対しては、状態値Ａ、Ｂのみ取得要
求の送信（ステップＳ４０１ｃ）及び取得応答の受信（ステップＳ４０２ｃ）と、状態値
Ｄ、Ｅのみの取得要求の送信（ステップＳ５０１ｃ）及び取得応答の受信（ステップＳ５
０２ｃ）とを、周期Ｔ１ｃの半分の周期Ｔ１ｃ／２で繰り返すように通信パラメータを規
定するようにしてもよい。これにより、機器ｃについては、取得する状態値の数を減らす
ことなく、また状態値の取得周期を実質的に長くすることなく、送信データのデータサイ
ズを削減することができる。
【０１０９】
［追加される通信シーケンス］
　システム状態Ａ～Ｅの通信シーケンスに追加可能な通信シーケンスについてさらに説明
する。追加される通信シーケンスは、システム状態Ａ～システム状態Ｅの各状態に応じて
前述した通信シーケンスと組み合わせて実行可能である。この通信シーケンスでは、シス
テム状態が所定の条件を満たすと判定された場合に、各管理対象の状態を示す情報をその
管理対象に要求する場合に、要求する情報の種別を絞りこむ。
【０１１０】
　追加される通信シーケンスについて、図９を参照して説明する。図９では、コントロー
ラ９と機器ａ、機器ｂ、機器ｃ、機器ｄ、計測手段８ａとの間の通信シーケンスが示され
ている。
【０１１１】
　図９に示すように、コントローラ９は、処理Ａを行う。また、コントローラ９は、必要
に応じて、例えば機器ｂへの設定要求の送信（ステップＳ２０３ｂ）と、設定応答の受信
（ステップＳ２０４ｂ）と、状態変化情報の受信（ステップＳ２０５ｂ）とを行っている
。電力計測装置８ａについては、定期的に計測が実行され（ステップＳ２１３）、その結
果が状態変化情報としてコントローラ９に送信される（ステップＳ２０５Ｓａ）。
【０１１２】
　コントローラ９は、システム制御手段２２による演算結果に基づいて、機器ｂに対して
設定要求を送信する（ステップＳ２０３ｂ）。機器ｂは、制御設定応答を送信する（ステ
ップＳ２０４ｂ）。また、機器ｂは、状態変化情報を送信する（ステップＳ２０５ｂ）。
【０１１３】
　コントローラ９は、システム状態値データベース２１の状態値の変化により、動作モー
ド判定手段２４は、動作モードを変更する（ステップＳ２１０）。動作モードの変更があ
った場合、状態値取得周期設定手段２８は、その動作モードに対応する通信モードに基づ
いて、取得要求する状態値のうち一部の状態値の取得要求の送信周期を無限大に変更する
。これにより、取得周期が無限大に設定された状態値は、コントローラ９から取得要求が
送信されなくなる。しかしながら、同一の管理対象について、他の状態値の取得要求の送
信は継続される。このようにすれば、通信の発生回数は削減されないものの通信時のデー
タサイズが削減され、通信量の削減を行うことができる。
【０１１４】
　図９では、ステップＳ７１０におけるコントローラ９の動作モード変更後、コントロー
ラ９は、機器ａに対しては、状態値Ａのみの取得要求の送信（ステップＳ６０１ａ）及び
取得応答の受信（ステップＳ６０２ａ）、機器ｂに対しては状態値Ｃのみの取得要求の送
信（ステップＳ６０１ｂ）及び取得応答の受信（ステップＳ６０２ｂ）、機器ｃに対して
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は状態値Ａのみの取得要求の送信（ステップＳ６０１ｃ）及び取得応答の受信（ステップ
Ｓ６０２ｃ）、機器ｄに対しては状態値Ａのみの取得要求の送信（ステップＳ６０１ｄ）
及び取得応答の受信（ステップＳ６０２ｄ）を行う。
【０１１５】
　この実施の形態では、このようにして、システム状態に応じて、図９に示す通信シーケ
ンスによる通信量制御を行うようにしてもよい。また、前述したシステム状態Ａ～システ
ム状態Ｅにおける通信量の制御と組み合わせてこの通信シーケンスによる通信量の制御を
行うようにしてもよい。
【０１１６】
　以上詳細に説明したように、この実施の形態によれば、複数の管理対象（機器５、発電
システム６、蓄電システム７、計測手段８）各々から受信するその管理対象の状態を示す
情報に基づいて、複数の管理対象全体のシステム状態が、所定の遷移条件を満たすと判定
した場合に、複数の管理対象との通信状態を規定するパラメータを、コントローラ９の処
理性能に応じた値に調整する。これにより、コントローラ９の処理性能と複数の管理対象
全体のシステム状態とに応じたシステムの運用が可能となる。この結果、システム効率を
最適化するとともに、システムの安定性、応答性を維持することができる。
【０１１７】
　図１では、管理対象に後付けで接続することにより、無線通信機能を追加する構成につ
いて記載しているが、同等の無線通信機能を各管理対象に実装しておき、管理対象単体で
無線通信を可能としてもよい。
【０１１８】
　また、上記遷移条件として、環境計測装置８ｂによって計測される環境情報の計測値に
基づくものを定めるようにしてもよい。
【０１１９】
　また、上記各実施の形態では、ここではエネルギマネジメントシステム１のネットワー
ク構成を、無線によるネットワーク構成として記載しているが、有線を用いたネットワー
ク構成としてもよい。有線によるネットワークとした場合、無線通信手段１０は、有線通
信手段に変更される。
【０１２０】
　また、発電システム６、蓄電システム７、環境計測装置８ｂは、必ずしも備えられてい
る必要はない。
【０１２１】
　なお、上記実施の形態において、実行されるプログラムは、フレキシブルディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ（Compact Disk Read-Only Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、
ＭＯ（Magneto-Optical Disk）等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布
し、そのプログラムをインストールすることにより、上述の処理を実行するシステムを構
成することとしてもよい。
【０１２２】
　また、プログラムをインターネット等の通信ネットワーク上の所定のサーバ装置が有す
るディスク装置等に格納しておき、例えば、搬送波に重畳させて、ダウンロード等するよ
うにしてもよい。
【０１２３】
　また、上述の機能を、ＯＳ（Operating System）が分担して実現する場合又はＯＳとア
プリケーションとの協働により実現する場合等には、ＯＳ以外の部分のみを媒体に格納し
て配布してもよく、また、ダウンロード等してもよい。
【０１２４】
　この発明は、この発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び
変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この発明を説明するため
のものであり、この発明の範囲を限定するものではない。すなわち、この発明の範囲は、
実施の形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及び
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それと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、この発明の範囲内とみなされ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　この発明は、複数の機器を管理するのに好適である。また、この発明は、電力需要家内
で機器により消費されるエネルギの管理に好適である。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　エネルギマネジメントシステム、２　電力需要家、３　電源系統、４　電灯線、５
　機器、６　発電システム、７　蓄電システム、８　計測手段、８ａ　電力計測装置、８
ｂ　環境計測装置、９　コントローラ、１０　無線通信手段、２０　通信手段、２１　シ
ステム状態値データベース、２２　システム制御手段、２３　システム状態定義手段、２
４　動作モード判定手段、２５　ネットワーク通信モード切替手段、２６　通信パラメー
タ変更手段、２７　機器通信条件設定手段、２８　状態値取得周期設定手段、２９　通信
パラメータ設定手段
【要約】
【課題】システム効率を最適化するとともに、システムの安定性、応答性を維持する。
【解決手段】通信手段２０は、電力需要家における複数の管理対象と通信を行う。動作モ
ード判定手段２４は、通信手段２０で受信する各管理対象の状態を示す情報に基づいて、
複数の管理対象全体のシステム状態が所定の条件を満たすか否か判定する。ネットワーク
通信モード切替手段２５、通信パラメータ変更手段２６、機器通信条件設定手段２７、状
態値取得周期設定手段２８及び通信パラメータ設定手段２９は、動作モード判定手段２４
でシステム状態が所定の条件を満たすと判定された場合に、通信手段２０における通信状
態を、システム状態及び自機の処理性能に応じて調整する。
【選択図】図２
【図１】 【図２】
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