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(57)【要約】
【課題】電池モジュールの交換を需要家の要求に合わせ
て効率よく行うことを可能とする蓄電装置保守システム
及び蓄電装置保守方法を提供する。
【解決手段】実施形態によれば、蓄電装置保守システム
は、交換可能な第１の電池モジュールを含む蓄電装置と
、前記蓄電装置に供給可能な第２の電池モジュールの特
性情報を保持するサーバを含むシステムシステムと、を
備える。前記蓄電装置は、計算手段と、判定手段を備え
る。前記計算手段は、前記第２の電池モジュールから選
択された交換用の電池モジュールの特性情報と、前記第
１の電池モジュールのうちの交換対象外の電池モジュー
ルの特性情報を用いて、前記交換用の電池モジュールと
前記交換対象外の電池モジュールを合わせた運用予測を
計算する。前記判定手段は、前記運用予測に基づいて前
記交換用の電池モジュールの適合判定を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つ以上の交換可能な第１の電池モジュールを含む蓄電装置と、
　前記蓄電装置に供給可能な１つ以上の第２の電池モジュールの特性情報を保持するサー
バを少なくとも含むサーバシステムと、
　を備える蓄電装置保守システムであって、
　前記蓄電装置は、
　　通信網を通じて、前記サーバシステムから前記第２の電池モジュールの特性情報を受
信する受信手段と、
　　前記第１の電池モジュールのうちの少なくとも１つの交換対象の電池モジュールと交
換するための交換用の電池モジュールを前記第２の電池モジュールの中から入力する入力
手段と、
　　前記交換用の電池モジュールの特性情報と、前記第１の電池モジュールのうちの交換
対象外の電池モジュールの特性情報を用いて、前記交換用の電池モジュールと前記交換対
象外の電池モジュールを合わせた運用予測を計算する計算手段と、
　　前記運用予測に基づいて前記交換用の電池モジュールの適合判定を行う判定手段と、
　を備える、
　蓄電装置保守システム。
【請求項２】
　前記蓄電装置は、前記蓄電装置に割り当てられた充放電計画を保持する記憶手段を備え
、
　前記計算手段は、前記充放電計画を用いて、前記運用予測を計算する。
　請求項１記載の蓄電装置保守システム。
【請求項３】
　前記蓄電装置は、過去の前記蓄電装置の充放電履歴情報を保持する記憶手段を備え、
　前記計算手段は、前記充放電履歴情報を用いて、任意の時間周期での平均値を前記蓄電
装置の需給特性として計算し、前記需給特性を用いて、前記運用予測を計算する、
　請求項１記載の蓄電装置保守システム。
【請求項４】
　前記入力手段で入力された前記運用予測の適合条件を保持する記憶手段を備え、
　前記計算手段は、前記交換用の電池モジュールの余寿命推定値を前記運用予測として計
算し、
　前記判定手段は、前記適合条件を用いて、前記運用予測の適合判定を行う、
　請求項１記載の蓄電装置保守システム。
【請求項５】
　少なくとも１つ以上の交換可能な第１の電池モジュールを含む蓄電装置と、
　前記蓄電装置に供給可能な１つ以上の第２の電池モジュールの特性情報を保持するサー
バを少なくとも含むサーバシステムと、
　を備える蓄電装置保守システムを制御する蓄電装置保守方法であって、
　前記蓄電装置は、
　　通信網を通じて、前記サーバサーバシステムから前記第２の電池モジュールの特性情
報を受信し、
　　前記蓄電装置の所有者の操作に基づいて、前記第１の電池モジュールのうちの少なく
とも１つの交換対象の電池モジュールと交換するための交換用の電池モジュールを前記第
２の電池モジュールの中から決定し、
　　前記交換用の電池モジュールの特性情報と、前記第１の電池モジュールのうちの交換
対象外の電池モジュールの特性情報を用いて、前記交換用の電池モジュールと前記交換対
象外の電池モジュールを合わせた運用予測を計算し、
　　前記運用予測に基づいて前記交換用の電池モジュールの適合判定を行う、
　蓄電装置保守方法。
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【請求項６】
　少なくとも１つ以上の交換可能な第１の電池モジュールを含む蓄電装置と、
　　前記蓄電装置に供給可能な１つ以上の第２の電池モジュールの特性情報を保持するサ
ーバを含むサーバシステムと、
　を備える蓄電装置保守システムであって、
　前記サーバシステムは、
　　第１の電池モジュールのうちの少なくとも１つの交換対象の電池モジュールと交換す
るための交換用の電池モジュールであって、前記第２の電池モジュールの中から選択され
た前記交換用の電池モジュールの情報を前記蓄電装置から受信する第１の受信手段と、
　　前記通信網を通じて、前記蓄電装置から前記第１の電池モジュールのうちの交換対象
外の電池モジュールの特性情報を受信する第２の受信手段と、
　　前記交換用の電池モジュールの特性情報と、前記第１の電池モジュールのうちの交換
対象外の電池モジュールの特性情報を用いて、前記交換用の電池モジュールと前記交換対
象外の電池モジュールを合わせた運用予測を計算する計算手段と、
　　前記運用予測に基づいて前記交換用の電池モジュールの適合判定を行う判定手段と、
を備える、
　第３のサーバシステムと、
　を備える、
蓄電装置保守システム。
【請求項７】
　前記サーバシステムは、前記通信網を通じて前記蓄電装置から受信した前記蓄電装置に
割り当てられた充放電計画を保持する記憶手段を備え、
　前記計算手段は、前記充放電計画を用いて、前記運用予測を計算する、
　請求項６記載の蓄電装置保守システム。
【請求項８】
　前記サーバシステムは、前記通信網を通じて前記蓄電装置から受信した過去の前記蓄電
装置の充放電履歴情報を保持する記憶手段を備え、
　前記計算手段は、前記充放電履歴情報を用いて、任意の時間周期での平均値を前記蓄電
装置の需給特性として計算し、前記需給特性を用いて、前記運用予測を計算する、
　請求項６記載の蓄電装置保守システム。
【請求項９】
　前記蓄電装置は、前記運用予測の適合条件を入力する入力手段と、前記適合条件を保持
する第１の記憶手段とを備え、
　前記サーバシステムは、前記通信網を通じて前記蓄電装置から受信した前記適合条件を
保持する第２の記憶手段を備え、
　前記計算手段は、前記交換用の電池モジュールの余寿命推定値を前記運用予測として計
算し、
　前記判定手段は、前記適合条件を用いて、前記運用予測の適合判定を行う、
　請求項６記載の蓄電装置保守システム。
【請求項１０】
　少なくとも１つ以上の交換可能な第１の電池モジュールを含む蓄電装置と、
　　前記蓄電装置に供給可能な１つ以上の第２の電池モジュールの特性情報を保持するサ
ーバを含むサーバシステムと、
　を備える蓄電装置保守システムを制御する蓄電装置保守方法であって、
　前記サーバシステムは、
　　通信網を通じて、前記第１の電池モジュールのうちの少なくとも１つの交換対象の電
池モジュールと交換するための交換用の電池モジュールであって、前記第２の電池モジュ
ールの中から選択された前記交換用の電池モジュールの情報を前記蓄電装置から受信し、
　　前記通信網を通じて、前記蓄電装置から前記第１の電池モジュールのうちの交換対象
外の電池モジュールの特性情報を受信し、
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　　前記交換用の電池モジュールの特性情報と、前記第１の電池モジュールのうちの交換
対象外の電池モジュールの特性情報を用いて、前記交換用の電池モジュールと前記交換対
象外の電池モジュールを合わせた運用予測を計算し、
　　前記運用予測に基づいて前記交換用の電池モジュールの適合判定を行う、
　蓄電装置保守方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、蓄電装置の電池モジュールを交換するための蓄電装置保守システム及び
蓄電装置保守方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　温室効果ガスを排出しない太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用した発電設備
と共に、電力の需給調整を目的とした蓄電装置の導入が進められている。蓄電装置は、需
要家の使用形態に合わせて最適な特性を出せるよう、鉛電池や、ニッケル水素電池や、リ
チウムイオン電池など異なる特性の蓄電池を適切に組み合わせて利用することが望ましい
。蓄電池は、使用状況や周囲環境により劣化し、蓄電可能な容量が低下するため、蓄電装
置の電池モジュールの交換が必要となる。モジュール交換は、使用中のモジュールと同一
の新品よりも、経済性に優れる再利用品（中古品）の使用が望まれている。
【０００３】
　例えば、蓄電池の再利用システムとして、蓄電池の寿命を予測して交換の時期を通知す
る仕組みや、その情報を基にした交換サービスを含むリサイクルシステムがある。再利用
品は、同一の種類であっても過去の使用状況によって電気的特性が異なる。そのため、例
えば、再利用の利便性を図るため、電気的特性情報や使用履歴情報からグレード分けして
管理する方法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１２６６６９号公報
【特許文献２】特開２０１１－１４６３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、蓄電装置の電池モジュールの交換が必要となった場合、多種多様の再利
用品から、当該需要家の使用状況に最適なモジュールを選択することが困難であるという
問題がある。従来技術では、電池モジュール供給者から電池モジュール単体として所定の
性能を補償された電池モジュールを入手可能であるが、該当需要家の蓄電装置における非
交換対象の電池モジュールと組み合わせた運用が考慮されていないという問題がある。
【０００６】
　また、再利用品の中でも、電池セル単位での再構築品よりも、電池モジュールのまま流
用する方が経済性に優れるが、過去の使用状態に依存するため規定の性能の電池モジュー
ルを確保することが困難であるという問題もある。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、電池モジュールの交換を需
要家の要求に合わせて効率よく行うことを可能とする蓄電装置保守システム及び蓄電装置
保守方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態によれば、蓄電装置保守システムは、少なくとも１つ以上の交換可能な第１の
電池モジュールを含む蓄電装置と、前記蓄電装置に供給可能な１つ以上の第２の電池モジ
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ュールの特性情報を保持するサーバを含むサーバシステムと、を備える。前記蓄電装置は
、受信手段と、入力手段と、判定手段と、を備える。前記受信手段は、通信網を通じて、
前記サーバシステムから前記第２の電池モジュールの特性情報を受信する。前記入力手段
は、前記蓄電装置の所有者の操作に基づいて、前記第１の電池モジュールのうちの少なく
とも１つの交換対象の電池モジュールと交換するための交換用の電池モジュールを前記第
２の電池モジュールの中から入力する。前記計算手段は、前記交換用の電池モジュールの
特性情報と、前記第１の電池モジュールのうちの交換対象外の電池モジュールの特性情報
を用いて、前記交換用の電池モジュールと前記交換対象外の電池モジュールを合わせた運
用予測を計算する。前記判定手段は、前記運用予測に基づいて前記交換用の電池モジュー
ルの適合判定を行う。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの全体を示すシステム構
成図。
【図２】第１の実施形態に係る一例となる蓄電装置を示すブロック図。
【図３】第１の実施形態に係る一例となる選択判定機能及び選択判定機能を実行するため
のブロック図。
【図４】第１の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの流れを示すシーケンス
図。
【図５】第２の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの全体を示すシステム構
成図。
【図６】第２の実施形態に係る一例となる蓄電装置を示すブロック図。
【図７】第２の実施形態に係る一例となる運用予測サーバの選択判定機能及び選択判定機
能を実行するためのブロック図。
【図８】第２の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの流れを示すシーケンス
図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施形態について図面を参照して説明する。なお、本実施形態は、蓄電装置保
守システムを構成する各要素の機能、動作、作用について説明するが、蓄電装置保守シス
テムが実行する機能をコンピュータ、プロセッサ等によって実現するための蓄電装置保守
方法、プログラム、そのプログラムを記録したコンピュータ可読記録媒体等にも適用され
る。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの全体を示すシステム
構成図である。蓄電装置保守システムは、需要家００１が備える蓄電装置００４と、蓄電
池保守者００２が備える保守管理サーバ００６と、電池モジュール供給者００３が備える
電池モジュール管理サーバ００７とを含む。需要家００１は、少なくとも１以上の電池モ
ジュールを備える。蓄電池保守者００２は、電池モジュールの交換保守を行なう。供給者
００３は、新品の電池モジュールまたは再利用品の電池モジュールを蓄電池保守者００２
に供給する。なお、蓄電装置００４（これを備える需要家００１）と、保守管理サーバ０
０６（これを備える蓄電池保守者００２）と、電池モジュール管理サーバ００７（これを
備える電池モジュール供給者００３）は、それぞれ１つのみ蓄電装置保守システムに含ま
れるように図示されているが、蓄電装置保守システムにそれぞれ複数含まれていてもよい
。また、保守管理サーバ００６と、備える電池モジュール管理サーバ００７は、別個のサ
ーバとして図示されているが、これらの機能が１つのサーバに包含されていてもよい。本
実施形態では、蓄電装置保守システムに含まれる複数のサーバをサーバシステムと言うも
のとする。
【００１２】
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　需要家００１を構成する蓄電装置００４と、蓄電池保守者００２を構成する保守管理サ
ーバ００６と、電池モジュール供給者００３を構成する電池モジュール管理サーバ００７
は、通信網００８を通じて互いに情報を送受信可能な状態で接続されている。なお、通信
網００８は、例えば、インターネット網、専用回線、ＦＡＸ、電話何れを用いてもよく、
限定されない。
【００１３】
　蓄電装置００４は、図２に示すように、少なくとも１以上の交換可能な電池モジュール
０１３と、通信網００８を通じて保守管理サーバ００６または電池モジュール管理サーバ
００７との間で情報を送受信する通信部（インタフェース）０１８とを少なくとも備える
。蓄電装置００４は、外部からの要求に応じて、外部の電力網から電池モジュール０１３
に充電する、または外部の電力網に電池モジュール０１３から放電するように制御する。
蓄電装置００４は、保守管理サーバ００６との間で電池モジュールの交換保守に関する情
報を送受信する。
【００１４】
　保守管理サーバ００６は、通信網００８を通じて蓄電装置００４または電池モジュール
管理サーバ００７との間で情報を送受信する通信部（インタフェース）００６ａを少なく
とも備える。保守管理サーバ００６は、最適な交換用の電池モジュールの選択を容易にす
るために、電池モジュール管理サーバ００７との間のやり取りを中継する。保守管理サー
バ００６は、蓄電装置００４との間で電池モジュールの交換保守に関する情報を送受信す
る。一方、保守管理サーバ００６は、電池モジュール管理サーバ００７との間で電池モジ
ュールの供給に関する情報を送受信する。
【００１５】
　電池モジュール管理サーバ００７は、通信網００８を通じて蓄電装置００４または保守
管理サーバ００６との間で情報を送受信する通信部（インタフェース）００７ａと、情報
を保持（または保存、記憶）する情報記憶部００７ｂを少なくとも備える。情報記憶部０
０７ｂは、電池モジュール供給者００３が保有（管理する）する電池モジュールであって
、電池モジュール供給者００３が需要家００１に供給可能な１つ以上の電池モジュール（
以降、供給可能電池モジュールという）の特性情報（以降、供給可能電池モジュール情報
という）を保持する。供給可能電池モジュール情報は、新品の電池モジュールまたは再利
用品の電池モジュールの少なくともいずれかに関する情報を含む。なお、電池モジュール
管理サーバ００７は、通信網００８を通じて何れかの需要家が売却をリクエストした電池
モジュールの情報を収集し、リクエストされた電池モジュールの情報を供給可能電池モジ
ュール情報に含めてもよい。電池モジュール管理サーバ００７は、保守管理サーバ００６
との間で電池モジュールの供給に関する情報（供給可能電池モジュール情報を含む）を送
受信する。
【００１６】
　図２は、第１の実施形態に係る一例となる蓄電装置００４の構成を示すブロック図であ
る。蓄電装置００４は、電力変換部０１１、充放電部０１２、電池モジュール０１３、情
報収集部０１５、情報記憶部（記憶手段）０１６、制御部０１７、通信部（受信手段）０
１８、操作入出力部（入力手段）０１９を備える。
【００１７】
　電力変換部０１１は、外部の系統電力網０１０と、制御部０１７とに接続している。電
力変換部０１１は、系統電力網０１０と蓄電装置００４の内部との電力変換を制御する。
充放電部０１２は、電力変換部０１１と、制御部０１７とに接続している。充放電部０１
２は、電池モジュール０１３への充放電を制御する。電池モジュール０１３は、充放電部
０１２に接続している。電池モジュール０１３は、電力を蓄積する蓄電池０１３ａと、蓄
電池０１３ａの状態を監視する状態監視部０１３とを備える。電池モジュール０１３は、
交換可能に蓄電装置００４に装着されている。なお、電池モジュール０１３は、２つのみ
蓄電装置００４に含まれているように図示されているが、蓄電装置００４に１つまたは３
つ以上含まれていてもよい。なお、第１の実施形態では、電池モジュール０１３単位を交
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換対象として説明するが、蓄電池０１３ａ単位を交換対象としてもよい。
【００１８】
　情報収集部０１５は、電池モジュール０１３に接続している。情報収集部０１５は、電
池モジュール０１３の状態（電圧値、電流値など）の情報を収集する。情報記憶部０１６
は、各種情報を保持する。情報記憶部０１６が保持する情報については後述する。制御部
０１７は、充放電部０１２と、電力変換部０１１と、情報収集部０１５と、情報記憶部０
１６と、操作入出力部０１９とに接続している。制御部０１７は、各部から通知される情
報を入力し、情報を蓄積し、蓄積した情報に対して演算処理を行った後に、各部へ制御情
報を出力する。通信部０１８は、制御部０１７に接続している。通信部０１８は、通信網
００８を通じて外部と情報を送受信するためのインタフェースである。操作入出力部０１
９は、制御部０１７に接続している。操作入出力部０１９は、所有者（ユーザ）が蓄電装
置００４に対する操作を入力する、または、所有者が操作を入力するのに必要な情報を表
示出力するためのインタフェースである。なお、操作入出力部０１９は、物理的に蓄電装
置００４内にある必要はなく、例えば、通信網００８を介した遠隔地にあってもよく、そ
の態様は限定されない。
【００１９】
　蓄電装置００４は、上記構成により、制御部０１７での演算処理により、または制御部
０１７による制御の下で、例えば、次のような機能を発揮する。蓄電装置００４は、通信
網００８を通じて保守管理サーバ００６に対して、蓄電装置００４に現在搭載されている
使用中の電池モジュール０１３のうち少なくとも１つの交換対象となる電池モジュール０
１３（以降、交換対象の構成電池モジュールという）の保守交換の要求を送信する機能を
備える。なお、蓄電装置００４に現在搭載されている電池モジュール０１３のうち交換対
象とならない使用中の電池モジュール０１３を交換対象外の構成電池モジュールという。
蓄電装置００４は、通信網００８を通じて保守管理サーバ００６から、交換対象の構成電
池モジュールに代わる交換候補となり得る電池モジュール（以降、交換候補の電池モジュ
ールという）の一覧情報を受信する機能を備える。なお、交換候補の電池モジュールは、
上述の供給可能電池モジュールと対応する、または供給可能電池モジュールに含まれる。
蓄電装置００４は、通信網００８を通じて保守管理サーバ００６に対して、交換候補の電
池モジュールのうち、交換対象の構成電池モジュールの交換用として所有者が予約（選択
）する電池モジュール（以降、予約電池モジュールという）の詳細情報を要求する機能を
備える。蓄電装置００４は、交換対象外の電池モジュールと予約電池モジュールを組み合
わせて運用した場合の運用予測をシミュレーションする運用予測機能を備える。つまり、
蓄電装置００４は、交換候補の電池モジュールのうちどれが交換用の電池モジュールとし
て適しているのかのあたりをつける。蓄電装置００４は、運用予測の計算結果に基づいて
、予約電池モジュールの適合判定を行う選択判定機能を備える。
【００２０】
　図３は、第１の実施形態に係る一例となる運用予測機能及び選択判定機能を実行するた
めのブロック図である。　
　情報記憶部０１６は、予約電池モジュール情報０２２と、交換対象外の構成電池モジュ
ール情報０２３ａと、交換対象の構成電池モジュール情報０２３ｂと、充放電履歴情報０
２５と、充放電計画情報０２６と、適合条件情報０２７を保持する。
【００２１】
　予約電池モジュール情報０２２は、上述の予約電池モジュールに関する情報である。予
約電池モジュール情報０２２は、通信網００８を通じて保守管理サーバ００６を経由して
電池モジュール管理サーバ００７から収集される。予約電池モジュール情報０２２は、予
約電池モジュールの動作温度条件（温度のログ）、電流量（上限値、下限値）、電圧量（
上限値、下限値）、残量（ＳＯＣ（state of charge）、ＳＯＣ％）などの予約電池モジ
ュールに関する詳細な特性情報を含む。なお、予約電池モジュール情報０２２は、情報記
憶部０１６に一次保持されている例で示されているが、情報記憶部０１６に必ずしも一次
保持されている必要はない。
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【００２２】
　交換対象外の構成電池モジュール情報０２３ａは、上述の交換対象外の構成電池モジュ
ールに関する情報である。交換対象外の構成電池モジュール情報０２３ａは、交換対象外
の構成電池モジュールの動作温度条件（温度のログ）、電流量（上限値、下限値）、電圧
量（上限値、下限値）、残量（ＳＯＣ（state of charge）、ＳＯＣ％）などの交換対象
外の構成電池モジュールに関する詳細な特性情報を含む。交換対象の構成電池モジュール
情報０２３ｂは、上述の交換対象の構成電池モジュールに関する情報である。交換対象の
構成電池モジュール情報０２３ｂは、交換対象の構成電池モジュールの動作温度条件（温
度のログ）、電流量（上限値、下限値）、電圧量（上限値、下限値）、残量（ＳＯＣ（st
ate of charge）、ＳＯＣ％）などの交換対象外の構成電池モジュールに関する詳細な特
性情報を含む。なお、交換対象の構成電池モジュール情報０２３ｂは、運用予測機能及び
選択判定機能には用いられない。
【００２３】
　充放電履歴情報０２５は、蓄電装置００４に装着されている全ての電池モジュール０１
３を組み合わせて過去に運用（充放電）した日時毎の蓄電装置００４の充放電量（電圧値
、電力値など）に関する情報である。充放電計画情報０２６は、外部からの要求であって
、蓄電装置００４、つまり、これに装着されている全ての電池モジュール０１３により今
後充放電するようにスケジューリングされた（蓄電装置００４に割り当てられた）日時毎
の充放電量のスケジュール（例えば月間予定）に関する情報である。適合条件情報０２７
は、予約電池モジュールが蓄電装置００４に適しているか否かを判定する条件（予約電池
モジュールの適合条件）に関する情報である。適合条件情報０２７は、所有者が操作入出
力部０１９で入力しても、制御部０１７が現在までの電池モジュール０１３の使用に関す
る特性パターンから算出したものであってもよい。適合条件情報０２７は、例えば、後述
する運用予測部０２０が運用予測する予約電池モジュールに要求する余寿命値、残量（容
量）などのうち少なくとも１つの条件である。なお、適合条件情報０２７は、季節などの
外部環境によって異なる条件が設定されていてもよい。
【００２４】
　制御部０１７は、運用予測部（計算手段）０２０、適合判定部（判定手段）０２１を備
える。運用予測部０２０は、情報記憶部０１６に保持されている予約電池モジュール情報
０２２、交換対象外の構成電池モジュール情報０２３ａ、充放電履歴情報０２５、充放電
計画情報０２６のうち少なくとも予約電池モジュール情報０２２、交換対象外の構成電池
モジュール情報０２３ａを用いて、随意に充放電履歴情報０２５、充放電計画情報０２６
を用いて、運用の予測計算を行なう運用予測機能を実行する。例えば、運用予測部０２０
は、充放電計画情報０２６のとおりに交換対象外の電池モジュールと予約電池モジュール
を組み合わせて運用した場合の運用予測をシミュレーション（計算）する。なお、充放電
履歴情報０２５は、電池モジュール１０３の交換予定時点（現在だけでなく将来も含む）
における電池モジュール０１３の特性を算出するために用いられる。これは、電池モジュ
ール０１３の特性は、時間の経過と共に劣化するためである。運用予測部０２０は、充放
電履歴情報０２５を用いて交換予定時における交換対象外の電池モジュール情報０２３ａ
を補正し、運用予測をシミュレーションしてもよい。運用予測部０２０がシミュレーショ
ンする運用予測の計算結果は、例えば、予約電池モジュールを蓄電装置００４に搭載して
運用した場合における予約電池モジュールの余寿命推定値である。なお、運用予測部０２
０は、充放電履歴情報０２５に基づいて、例えば、１か月あるいは１日などの任意の時間
周期内での充放電変化傾向の平均値を所有者の需給特性（充放電特性）として算出し、こ
の需給特性を用いて、交換対象外の電池モジュールと予約電池モジュールを組み合わせて
運用した場合の運用予測をシミュレーションしてもよい。
【００２５】
　適合判定部０２１は、適合条件情報０２７を用いて、運用予測の計算結果による適合判
定を行なう選択判定機能を実行する。例えば、適合判定部０２１は、運用予測の計算結果
と適合条件情報０２７を比較することで、予約電池モジュールの適合判定を行う。例えば
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、適合判定部０２１は、運用予測の計算結果として得られた予約電池モジュールの余寿命
推定値が適合条件情報０２７に含まれる余寿命値を超えているか、予約電池モジュール情
報０２２に含まれる残量が適合条件情報０２７に含まれる残量を超えているか、などの比
較により適合判定を行う。なお、適合判定部０２１は、適合条件情報０２７を用いること
なく、交換対象外の電池モジュールと予約電池モジュールを組み合わせて運用した場合の
運用予測が充放電計画情報０２６のとおりに運用可能か否かに基づいて、予約電池モジュ
ールの適合判定を行ってもよい。
【００２６】
　図４は、第１の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの流れを示すシーケン
ス図である。以下、図１～３を適宜参照して説明する。　
　蓄電装置００４（制御部０１７）は、電池モジュールの劣化等による交換の必要性（モ
ジュール交換要求発生）を検知すると、電池モジュールの交換保守を依頼するためのモジ
ュール交換保守依頼情報００２３を保守管理サーバ００６に送信する。例えば、蓄電装置
００４は、電池モジュールの劣化または故障などを検知することで、モジュール交換要求
発生を検知する。例えば、蓄電装置００４は、任意のタイミングで、蓄電装置００４に現
在搭載されている電池モジュール０１３の特性で充放電計画情報０２６に含まれるスケジ
ュールに完全に応じられるか（寿命が持つか）否かを判断することにより、モジュール交
換要求発生を検知する。つまり、モジュール交換要求発生として検知された電池モジュー
ル０１３が上述の交換対象の構成電池モジュールである。
【００２７】
　次に、保守管理サーバ００６は、供給可能電池モジュールの一覧情報を問い合わせする
ための電池モジュール在庫確認依頼０３２を電池モジュール管理サーバ００７に送信する
。電池モジュール管理サーバ００７は、既に他の需要家から予約されている電池モジュー
ルを除いた供給可能電池モジュール情報（未だ予約されていない供給可能な全ての電池モ
ジュールの一覧情報）０３３を保守管理サーバ００６に送信する。保守管理サーバ００６
は、モジュール交換保守依頼０３１を送信した需要家００１に、供給可能電池モジュール
情報０３４を送信する。なお、保守管理サーバ００６は、供給可能電池モジュール情報０
３３を所定条件に基づいて、フィルタリングして保守管理サーバ００６に送信してもよい
。
【００２８】
　蓄電装置００４（通信部０１８）は、電池モジュール管理サーバ００７から供給可能電
池モジュール情報０３４を受信（取得）する。蓄電装置００４（操作入出力部０１９）は
、供給可能電池モジュール情報０３４を操作入出力部０１９に交換候補の電池モジュール
の一覧として表示し、所有者による選択操作の入力を受け付ける。操作入出力部０１９は
、蓄電装置００４に現在搭載されている使用中の電池モジュール０１３のうち少なくとも
１つの交換対象の構成電池モジュールと交換するための交換用の電池モジュール（予約電
池モジュール）を交換候補の電池モジュールの中から選択して入力するために用いられる
。蓄電装置００４（制御部０１７）は、所有者による選択操作に基づいて、交換候補の電
池モジュールから少なくとも１つ以上の予約電池モジュールを選択（抽出）し、選択され
た電池モジュールの予約を決定する。蓄電装置００４（通信部０１８）は、蓄電装置００
４に現在搭載されている使用中の電池モジュール０１３のうち少なくとも１つの交換対象
の構成電池モジュールと交換するための交換用の電池モジュールであって、交換候補の電
池モジュールの中から選択された交換用の電池モジュールの情報を通知するための仮選択
通知０３５を保守管理サーバ００６に送信する。保守管理サーバ００６は、モジュール仮
選択通知０３５の受信に基づいて、予約電池モジュールを予約するためのモジュール予約
０３６を電池モジュール管理サーバ００７に送信する。また、保守管理サーバ００６は、
モジュール仮選択通知０３５の受信に基づいて、予約電池モジュールの詳細情報である該
当モジュール詳細情報０３７を蓄電装置００４に送信する。なお、該当モジュール詳細情
報０３７は、上述の予約電池モジュール情報０２２に対応する。
【００２９】
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　蓄電装置００４（運用予測部０２０）は、上述の運用予測機能により、予約電池モジュ
ール情報０２２、交換対象外の構成電池モジュール情報０２３ａ、充放電履歴情報０２５
、充放電計画情報０２６のうち少なくとも予約電池モジュール情報０２２、交換対象外の
構成電池モジュール情報０２３ａを用いて、予約電池モジュールと交換対象外の構成電池
モジュールを合わせた運用予測をシミュレーションする。蓄電装置００４（適合判定部０
２１）は、上述の選択判定機能により、運用予測に基づいて、運用予測の計算結果による
予約電池モジュールの適合判定を行う。蓄電装置００４（操作入出力部０１９）は、所有
者による確定操作の入力を受け付ける。蓄電装置００４(制御部０１７）は、所有者によ
る確定操作に基づいて、供給可能電池モジュールからの予約電池モジュールを確定する。
蓄電装置００４（通信部０１８）は、所有者が電池モジュールの選択を確定したことを通
知するためのモジュール選択確定通知０３８を保守管理サーバ００６に送信する。
【００３０】
　保守管理サーバ００６は、モジュール選択確定通知０３８の受信に基づいて、該当する
予約電池モジュールによる交換保守の受付処理を行う。保守管理サーバ００６は、該当す
る予約電池モジュールの予約を確定させえるためのモジュール予約確定０３９を電池モジ
ュール管理サーバ００７に送信する。
【００３１】
（第２の実施形態）
　図５は、第２の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの全体を示すシステム
構成図である。なお、第１の実施形態と同様の構成には同一符号を付して、その説明を省
略する。蓄電装置保守システムは、需要家００１が備える蓄電装置００４と、蓄電池保守
者００２が備える保守管理サーバ００６、運用予測サーバ０４９と、電池モジュール供給
者００３が備える電池モジュール管理サーバ００７とを含む。なお、蓄電装置００４（こ
れを備える需要家００１）と、保守管理サーバ００６（これを備える蓄電池保守者００２
）と、電池モジュール管理サーバ００７（これを備える電池モジュール供給者００３）は
、それぞれ１つのみ蓄電装置保守システムに含まれるように図示されているが、蓄電装置
保守システムにそれぞれ複数含まれていてもよい。また、保守管理サーバ００６と、運用
予測サーバ０４９と、電池モジュール管理サーバ００７は、別個のサーバとして図示され
ているが、これらの機能が少なくとも１つのサーバに包含されていてもよい。本実施形態
では、蓄電装置保守システムに含まれる複数のサーバをサーバシステムと言うものとする
。
【００３２】
　需要家００１を構成する蓄電装置００４と、蓄電池保守者００２を構成する保守管理サ
ーバ００６及び運用予測サーバ０４９と、電池モジュール供給者００３を構成する電池モ
ジュール管理サーバ００７は、通信網００８を通じて互いに情報を送受信可能な状態で接
続されている。
【００３３】
　運用予測サーバ０４９は、通信網００８を通じて蓄電装置００４、保守管理サーバ００
６、電池モジュール管理サーバ００７との間で情報を送受信する通信部（インタフェース
、受信手段）０４９ａを備える。さらに、運用予測サーバ０４９は、第１の実施形態で説
明した運用予測機能及び選択判定機能と同様の機能を備える制御部０４９ｂを備える。運
用予測サーバ０４９による運用予測機能及び選択判定機能については後述する。さらに、
運用予測サーバ０４９は、各種情報を保持する情報記憶部（記憶手段）０４９ｃを備える
。運用予測サーバ０４９は、通信網００８を通じて蓄電装置００４が保持する情報（以降
、装置情報という）を受信する。運用予測サーバ０４９は、直接または保守管理サーバ０
０６を通じて電池モジュール管理サーバ００７が保持する情報を受信する。さらに、運用
予測サーバ０４９は、通信網００８を通じて運用予測機能及び選択判定機能による適合判
定の結果を蓄電装置００７に送信する。
【００３４】
　図６は、第２の実施形態に係る一例となる蓄電装置００４の構成を示すブロック図であ
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る。制御部０５７は、第１の実施形態の制御部０１７同様に、各部から通知される情報を
入力し、情報を蓄積し、蓄積した情報に対して演算処理を行った後に、各部へ制御情報を
出力する。さらに、制御部０５７は、情報記憶部０１６に保持されている交換対象外の構
成電池モジュール情報０２３ａ、充放電履歴情報０２５、充放電計画情報０２６、適合条
件情報０２７を、通信部０１８を通じて運用予測サーバ０４９に送信する機能を備える。
なお、情報記憶部０１６は、第１の実施形態と同様に、交換対象外の構成電池モジュール
情報０２３ａと、交換対象の構成電池モジュール情報０２３ｂと、充放電履歴情報０２５
と、充放電計画情報０２６と、適合条件情報０２７を保持する。
【００３５】
　図７は、第２の実施形態に係る一例となる運用予測サーバ０４９による運用予測機能及
び選択判定機能を実行するためのブロック図である。運用予測サーバ０４９は、運用予測
部（計算手段）０６０と適合判定部（判定手段）０６１とを含む制御部０４９ｂと、電池
モジュール情報データベース（情報記憶部０４９ｃ）０６８と、蓄電装置情報データベー
ス（情報記憶部０４９ｃ）０６９とを備える。運用予測部０６０は、電池モジュール情報
データベース０６８及び蓄電装置情報データベース０６９に保持されている情報を用いて
、第１の実施形態で説明した運用予測部０２０の運用予測機能と同様の機能を実行する。
適合判定部０６１は、電池モジュール情報データベース０６８及び蓄電装置情報データベ
ース０６９に保持されている情報を用いて、第１の実施形態で説明した適合判定部０２１
の選択判定機能と同様の機能を実行する。
【００３６】
　電池モジュール情報データベース０６８は、予約電池モジュール情報０６２を保持する
。予約電池モジュール情報０２２は、通信網００８を通じて直接または保守管理サーバ０
０６を経由して電池モジュール管理サーバ００７から収集される。蓄電装置情報データベ
ース０６９は、交換対象外の構成電池モジュール情報０６３と、充放電履歴情報０６５と
、充放電計画情報０６６と、適合条件情報０６７を装置情報として保持する。交換対象外
の構成電池モジュール情報０６３と、充放電履歴情報０６５と、充放電計画情報０６６と
、適合条件情報０６７は、通信網００８を通じて直接または保守管理サーバ００６を経由
して蓄電装置００４から収集される。
【００３７】
　図８は、第２の実施形態に係る一例となる蓄電装置保守システムの流れを示すシーケン
ス図である。以下、図５～７を適宜参照し、図８を用いて説明する。　
　蓄電装置００４（制御部０５７）は、電池モジュールの劣化等による交換の必要性（モ
ジュール交換要求発生）を検知すると、第１の実施形態と同様にモジュール交換保守依頼
情報００３１を保守管理サーバ００６に送信する。
【００３８】
　次に、保守管理サーバ００６は、第１の実施形態と同様に電池モジュール在庫確認依頼
０３２を電池モジュール管理サーバ００７に送信する。電池モジュール管理サーバ００７
は、第１の実施形態と同様に供給可能電池モジュール情報０３３を保守管理サーバ００６
に送信する。保守管理サーバ００６は、第１の実施形態と同様にモジュール交換保守依頼
０３１を送信した需要家００１に、供給可能電池モジュール情報０３４を送信する。なお
、保守管理サーバ００６は、供給可能電池モジュール情報０３３を所定条件に基づいて、
フィルタリングして保守管理サーバ００６に送信してもよい。なお、運用予測サーバ０４
９は、供給可能電池モジュール一覧情報０３４を保守管理サーバ００６から受信（取得）
して、または電池モジュール管理サーバ００７から直接受信（取得）して共有する。
【００３９】
　蓄電装置００４（通信部０１８）は、電池モジュール管理サーバ００７から供給可能電
池モジュール情報０３４を受信（取得）する。蓄電装置００４（操作入出力部０１９）は
、供給可能電池モジュール情報０３４を操作入出力部０１９に交換候補の電池モジュール
の一覧として表示し、所有者による選択操作を受け付ける。操作入出力部０１９は、蓄電
装置００４に現在搭載されている使用中の電池モジュール０１３のうち少なくとも１つの
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交換対象の構成電池モジュールと交換するための交換用の電池モジュール（予約電池モジ
ュール）を交換候補の電池モジュールの中から選択して入力するために用いられる。蓄電
装置００４（制御部０１７）は、所有者による選択操作に基づいて、交換候補の電池モジ
ュールから少なくとも１つの予約電池モジュールを選択（抽出）し、選択された電池モジ
ュールの予約を決定する。蓄電装置００４（通信部０１８）は、第１の実施形態と同様に
仮選択通知０３５を保守管理サーバ００６に送信する。なお、運用予測サーバ０４９は、
仮選択通知０３５を保守管理サーバ００６から受信（取得）、または蓄電装置００４から
直接受信（取得）する。保守管理サーバ００６は、モジュール仮選択通知０３５の受信に
基づいて、第１の実施形態と同様にモジュール予約０３６を電池モジュール管理サーバ０
０７に送信する。さらに、蓄電装置００４（通信部０１８）は、所有者による選択操作に
基づいて、上述の交換対象外の構成電池モジュール情報０６３と、充放電履歴情報０６５
と、充放電計画情報０６６と、適合条件情報０６７を含む装置情報である蓄電装置詳細情
報０８７を保守管理サーバ００６に送信する。運用予測サーバ０４９は、蓄電装置詳細情
報０８７を保守管理サーバ００６から受信（取得）して、または蓄電装置００４から直接
受信（取得）して共有し、蓄電装置情報データベース０６９に保持する。
【００４０】
　運用予測サーバ０４９（運用予測部０６０）は、上述の運用予測機能により、予約電池
モジュール情報０６２、交換対象外の構成電池モジュール情報０６３、充放電履歴情報０
６５、充放電計画情報０６６のうち少なくとも予約電池モジュール情報０６２、交換対象
外の構成電池モジュール情報０６３を用いて、随意に充放電履歴情報０６５、充放電計画
情報０６６を用いて、予約電池モジュールと交換対象外の構成電池モジュールを合わせた
運用予測をシミュレーションする。運用予測サーバ０４９（適合判定部０６１）は、上述
の選択判定機能により、運用予測に基づいて、運用予測の計算結果による予約電池モジュ
ールの適合判定を行う。なお、運用予測サーバ０４９（制御部０４９ｂ）は、モジュール
仮選択通知０３５を参照して、供給可能電池モジュール一覧情報０３４から予約電池モジ
ュール情報０６２を検索して用いてもよい。また、運用予測サーバ０４９は、モジュール
仮選択通知０３５の受信に基づいて、対応する予約電池モジュール情報０６２の要求を電
池モジュール管理サーバ００７に送信し、電池モジュール管理サーバ００７から予約電池
モジュール情報０６２を受信するようにしてもよい。運用予測サーバ０４９は、適合判定
の結果である選択判定結果通知０８８を蓄電装置００４に送信する。
【００４１】
　蓄電装置００４（操作入出力部０１９）は、選択判定結果通知０８８に基づく情報を操
作入出力部０１９に表示する。蓄電装置００４（操作入出力部０１９）は、所有者による
確定操作の入力を受け付ける。蓄電装置００４（制御部０１７）は、所有者による確定操
作に基づいて、供給可能電池モジュールからの予約電池モジュールを確定する。蓄電装置
００４（通信部０１８）は、所有者が電池モジュールの選択を確定したことを通知するた
めのモジュール選択確定通知０８９を保守管理サーバ００６に送信する。蓄電装置００４
（通信部０１８）は、所有者が電池モジュールの選択を確定したことを通知するためのモ
ジュール選択確定通知０３８を保守管理サーバ００６に送信する。保守管理サーバ００６
は、モジュール選択確定通知０８９の受信に基づいて、該当する予約電池モジュールによ
る交換保守の受付処理を行う。保守管理サーバ００６は、第１の実施形態と同様にモジュ
ール予約確定０３９を電池モジュール管理サーバ００７に送信する。
【００４２】
　第１の実施形態、第２の実施形態によれば、蓄電装置００４の所有者は、任意に選択し
た交換用の電池モジュールが自身が所有する蓄電装置００４の運用形態に適合するかを交
換前に判定されるので、複数の交換候補の中から自身の必要性（価格、寿命、残量など）
に適合する交換用の電池モジュールを適切に選択できる。そのため、所有者は、自身の要
求に応じた蓄電装置００４の保守を行える。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
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のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４４】
　００１…需要家、００２…蓄電池保守者、００３…電池モジュール供給者、００４…蓄
電装置、００６…保守管理サーバ、００６ａ…通信部、００７…電池モジュール管理サー
バ、００７ａ…通信部、００７ｂ…情報記憶部、００８…通信網、０１０…系統電力網、
０１１…電力変換部、０１２…充放電部、０１３…電池モジュール、０１３ａ…蓄電池、
０１３ｂ…状態監視部、０１５…情報収集部、０１６…情報記憶部、０１７…制御部、０
１８…通信部、０１９…操作入出力部、０２０…運用予測部、０２１…適合判定部、０２
２…予約電池モジュール情報、０２３ａ…交換対象外の構成電池モジュール情報、０２３
ｂ…交換対象の構成電池モジュール情報、０２５…充放電履歴情報、０２６…充放電計画
情報、０２７…適合条件情報、０４９…運用予測サーバ、０４９ａ…通信部、０４９ｂ…
制御部、０４９…情報記憶部、０５７…制御部、０６０…運用予測部、０６１…適合判定
部、０６２…予約電池モジュール情報、０６３…交換対象外の構成電池モジュール情報、
０６５…充放電履歴情報、０６６…充放電計画情報、０６７…適合条件情報、０６８…電
池モジュール情報データベース、０６９…蓄電装置情報データベース。
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