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(57)【要約】
【課題】余剰電力及び不足電力を車両側蓄電池及び施設
側蓄電池のそれぞれにどのように振り分けて充放電すれ
ばよいのが規定された電力需給システムを提供する。
【解決手段】施設２０が、一又は複数の目標施設充電率
レベルが設定される電力供給部Ｐとしての施設側蓄電池
３１ｂと、電力負荷装置３０へ電力を供給するための電
力供給部Ｐの最適運用計画を作成すると共に施設側蓄電
池３１ｂ及び車両側蓄電池１４ｂの少なくとも一方への
予定合計充電量又は予定合計放電量を導出する最適計画
部２１ｃと、優先順位決定部２１ｄとを有し、車両側蓄
電池１４ｂは一又は複数の目標車両充電率レベルが設定
可能な電力供給部Ｐとして作用する構成で設けられ、優
先順位決定部２１ｄは、目標施設充電率レベル及び目標
車両充電率レベルを合わせた複数のレベルに対して、充
電用優先順位と放電用優先順位とを設定条件に従って決
定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設に設けられた車庫に車両が入庫して前記車両が有する車両側蓄電池が前記施設内の
配電系統に電気的に接続されると、前記配電系統から前記車両側蓄電池への充電及び前記
車両側蓄電池から前記配電系統への放電が可能となる電力需給システムであって、
　前記施設には、電力負荷装置と、前記電力負荷装置に電力を供給するための複数の電力
供給部と、一又は複数の目標施設充電率レベルが設定される、前記電力供給部としての施
設側蓄電池と、前記電力負荷装置へ電力を供給するための前記電力供給部の最適運用計画
を作成すると共に前記施設側蓄電池及び前記車両側蓄電池の少なくとも一方への予定合計
充電量又は前記施設側蓄電池及び前記車両側蓄電池の少なくとも一方からの予定合計放電
量を導出する最適計画部と、優先順位決定部と、が少なくとも設けられ、
　前記車両側蓄電池は、一又は複数の目標車両充電率レベルが設定可能な前記電力供給部
として作用する構成で設けられ、
　前記優先順位決定部は、前記一又は複数の目標施設充電率レベル及び前記一又は複数の
目標車両充電率レベルを合わせた複数のレベルに対して、前記予定合計充電量の充電を行
うときの充電用優先順位と前記予定合計放電量の放電を行うときの放電用優先順位とを、
前記車両と前記配電系統との電気的な接続状態又は前記電力供給部としての商用電力系統
の状態を含む設定条件に従って決定する電力需給システム。
【請求項２】
　前記設定条件は、前記車両が前記配電系統に電気的に接続されているか否かの条件、及
び、前記電力供給部としての商用電力系統に停電が発生しているか否かの条件を含む請求
項１記載の電力需給システム。
【請求項３】
　前記目標車両充電率レベルの一つは、前記車両が一定距離走行するために必要な電力に
相当する充電率レベルである請求項１又は２記載の電力需給システム。
【請求項４】
　前記目標施設充電率レベルの一つは、前記商用電力系統の停電に備えるために必要な電
力に相当する充電率レベルである請求項１～３の何れか一項に記載の電力需給システム。
【請求項５】
　前記目標施設充電率レベルの一つは、前記施設側蓄電池を満充電にさせずに充電余裕を
確保しておくための充電率レベルである請求項１～４の何れか一項に記載の電力需給シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、施設に設けられた車庫に車両が入庫して前記車両が有する車両側蓄電池が前
記施設内の配電系統に電気的に接続されると、前記配電系統から前記車両側蓄電池への充
電及び前記車両側蓄電池から前記配電系統への放電が可能となる電力需給システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　施設に設けられた車庫に車両が入庫して、その車両が有する車両側蓄電池が施設内の配
電系統に電気的に接続されると、配電系統から車両側蓄電池への充電及び車両側蓄電池か
ら配電系統への放電が可能となる電力需給システムが提案されている（例えば、特許文献
１を参照）。特許文献１に記載の電力需給システムは、車両が有する車両側蓄電池への充
電目的の構成に加えて、施設側における商用電力系統の停電時における電力確保等の目的
で、車両の車両側蓄電池から放電させるように構成されている。尚、この車両は、燃料を
利用して発電する発電部を備えるものではなく、車両側蓄電池の電気エネルギにより車両
の車輪を駆動する電気自動車である。
【０００３】
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　一方、車両が、電気エネルギにより車両の車輪を駆動するモータ／ジェネレータと、燃
料を消費して得た機械エネルギにより車輪を駆動する内燃機関とを有するハイブリッド車
両であるようなシステムも提案されている（例えば、特許文献２を参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－８３８０号公報
【特許文献２】特開２００６－１５８１２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　施設に設けられた電力負荷装置へ電力を供給するための複数の電力供給部の最適運用計
画を作成するとき、施設で生じる余剰電力を車両側蓄電池及び施設側蓄電池の少なくとも
一方に充電を行う必要性、或いは、施設で生じる不足電力を車両側蓄電池及び施設側蓄電
池の少なくとも一方から放電を行う必要性が生じることがある。このとき、余剰電力を車
両側蓄電池及び施設側蓄電池の何れに充電すれば良いのか、不足電力を車両側蓄電池及び
施設側蓄電池の何れを放電させて賄えば良いのか、並びに、どのレベルまで充放電を行う
のが良いのかを示したものはなかった。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、余剰電力及び不足電
力を車両側蓄電池及び施設側蓄電池のそれぞれにどのように振り分けて充放電すればよい
のが規定された電力需給システムを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る電力需給システムの特徴構成は、施設に設けら
れた車庫に車両が入庫して前記車両が有する車両側蓄電池が前記施設内の配電系統に電気
的に接続されると、前記配電系統から前記車両側蓄電池への充電及び前記車両側蓄電池か
ら前記配電系統への放電が可能となる電力需給システムであって、
　前記施設には、電力負荷装置と、前記電力負荷装置に電力を供給するための複数の電力
供給部と、一又は複数の目標施設充電率レベルが設定される、前記電力供給部としての施
設側蓄電池と、前記電力負荷装置へ電力を供給するための前記電力供給部の最適運用計画
を作成すると共に前記施設側蓄電池及び前記車両側蓄電池の少なくとも一方への予定合計
充電量又は前記施設側蓄電池及び前記車両側蓄電池の少なくとも一方からの予定合計放電
量を導出する最適計画部と、優先順位決定部と、が少なくとも設けられ、
　前記車両側蓄電池は、一又は複数の目標車両充電率レベルが設定可能な前記電力供給部
として作用する構成で設けられ、
　前記優先順位決定部は、前記一又は複数の目標施設充電率レベル及び前記一又は複数の
目標車両充電率レベルを合わせた複数のレベルに対して、前記予定合計充電量の充電を行
うときの充電用優先順位と前記予定合計放電量の放電を行うときの放電用優先順位とを、
前記車両と前記配電系統との電気的な接続状態又は前記電力供給部としての商用電力系統
の状態を含む設定条件に従って決定する点にある。
【０００８】
　上記特徴構成によれば、車両と配電系統との電気的な接続状態又は電力供給部としての
商用電力系統の状態を含む設定条件に応じて、車両側蓄電池及び施設側蓄電池に予定合計
充電量の充電を行うときの充電用優先順位と、車両側蓄電池及び施設側蓄電池から予定合
計放電量の放電を行うときの放電用優先順位とが、上記複数のレベルについて決定される
。つまり、電力需給システムの置かれている状況を設定条件で判定して、その状況に適切
なように充放電が車両側蓄電池及び施設側蓄電池に振り分けられて行われる。
　従って、余剰電力及び不足電力を車両側蓄電池及び施設側蓄電池のそれぞれにどのよう
に振り分けて充放電すればよいのが規定された電力需給システムを提供できる。
【０００９】
　本発明に係る電力需給システムの別の特徴構成は、前記設定条件は、前記車両が前記配
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電系統に電気的に接続されているか否の条件、及び、前記電力供給部としての商用電力系
統に停電が発生しているか否かの条件を含む点にある。
【００１０】
　上記特徴構成によれば、車両が前記配電系統に電気的に接続されているか否か、及び、
電力供給部としての商用電力系統に停電が発生しているか否かの状況に応じて、充放電が
車両側蓄電池及び施設側蓄電池に振り分けられて行われる。
【００１１】
　本発明に係る電力需給システムの別の特徴構成は、前記目標車両充電率レベルの一つは
、前記車両が一定距離走行するために必要な電力に相当する充電率レベルである点にある
。
【００１２】
　上記特徴構成によれば、車両が一定距離走行するために必要な電力が車両側蓄電池に残
されているように、充放電が車両側蓄電池及び施設側蓄電池に振り分けられて行われる。
【００１３】
　本発明に係る電力需給システムの別の特徴構成は、前記目標施設充電率レベルの一つは
、前記商用電力系統の停電に備えるために必要な電力に相当する充電率レベルである点に
ある。
【００１４】
　上記特徴構成によれば、商用電力系統の停電に備えるために必要な電力が施設側蓄電池
に残されているように、充放電が車両側蓄電池及び施設側蓄電池に振り分けられて行われ
る。
【００１５】
　本発明に係る電力需給システムの別の特徴構成は、前記目標施設充電率レベルの一つは
、前記施設側蓄電池を満充電にさせずに充電余裕を確保しておくための充電率レベルであ
る点にある。
【００１６】
　上記特徴構成によれば、施設側蓄電池を満充電にさせずに充電余裕を残しておくように
、充放電が車両側蓄電池及び施設側蓄電池に振り分けられて行われる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
＜第１実施形態＞
　以下に図面を参照して第１実施形態の電力需給システムについて説明する。
　図１は、第１実施形態の電力需給システムＳ１の機能ブロック図である。電力供給シス
テムは、施設に設けられた車庫に車両が入庫して前記車両が有する車両側蓄電池が前記施
設内の配電系統に電気的に接続されると、配電系統から車両側蓄電池への充電及び車両側
蓄電池から配電系統への放電が可能となるようなシステムである。
【００１８】
　図１に示すように、車両１０は、電力を充放電可能な車両側充放電部１４と、その車両
側充放電部１４に充電されている電力を消費可能な電力負荷部１３と、外部に設置された
施設２０に対して電気的に接続可能な車両側接続部１５と、走行駆動力を出力する走行駆
動部１２とを備える。また、車両１０は、走行駆動部１２の作動を制御する走行制御部１
１ａ、車両側充放電部１４の作動を制御する車両側充放電制御部１１ｂ、及び、車両１０
の状態を検出する車両状態検出部１１ｃを有する車両側制御部１１を備える。車両側充放
電部１４は、インバータ１４ａを含む回路及び車両側蓄電池１４ｂを有する。車両側充放
電部１４からの電力の放電制御及び車両側充放電部１４への電力の充電制御の詳細につい
ては後述する。また、車両１０の車両側制御部１１が取り扱う情報は、車両側制御部１１
によって読み出し及び書き込み可能な状態で車両側記憶部１８に記憶される。更に、車両
１０は、車両１０の乗員などから情報の入力を受け付けると共に、車両１０で取り扱われ
る情報（例えば、乗員から入力された情報や車両側充放電部１４における現在の充電量の
情報など）を出力表示するための入出力部１７、及び、外部との間で情報通信を行う車両
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側通信部１６を備える。この車両側通信部１６は、有線又は無線で外部のインターネット
などの通信網と接続可能である。また或いは、電力線搬送通信技術を用いて、車両側接続
部１５及び施設側接続部２５を介した情報通信を行うこともできる。
【００１９】
　電力負荷部１３は、車両１０のヘッドライトなどの各種電装部品（電力負荷部１３ａ）
や、車両１０の走行駆動力を得るためのモータ／ジェネレータ１３ｂなどを含む。走行駆
動部１２は、電力負荷部１３としてのモータ／ジェネレータ１３ｂと、燃料を消費して得
られる機械エネルギが走行駆動力として利用される内燃機関１９とを有する。また、この
モータ／ジェネレータ１３ｂは、内燃機関１９から出力された機械エネルギの一部を利用
して発電して、発電された電力を車両側充放電部１４に充電可能なジェネレータ（発電部
）としても機能させることができる。加えて、車両側制御部１１は、モータ／ジェネレー
タ１３ｂを、車両１０の減速時において、車両１０の運動エネルギの一部を電気エネルギ
に変換（回生発電）するように作動させることもできる。つまり、本実施形態の車両１０
は、内燃機関１９及びモータ／ジェネレータ１３ｂの少なくとも一方から走行駆動力を得
る、所謂、ハイブリッド車両である。車両１０では、モータ／ジェネレータ１３ｂや他の
電力負荷部１３ａで消費された電力量、モータ／ジェネレータ１３ｂで発電された電力量
、及び、車両側接続部１５を介して施設２０から受け取った電力量は、車両状態検出部１
１ｃで検出される。
【００２０】
　本実施形態において、車両側充放電部１４は、インバータ１４ａを含む回路及び車両側
蓄電池１４ｂを有する。車両側接続部１５はインバータ１５ａを含む接続回路を有する。
車両側充放電部１４が有する車両側蓄電池１４ｂと電力負荷部１３ａ及びモータ／ジェネ
レータ１３ｂとの間の電力のやり取りはインバータ１４ａを介して行われる。具体的には
、車両側充放電制御部１１ｂが、インバータ１４ａを制御して、車両側充放電部１４が有
する車両側蓄電池１４ｂと電力負荷部１３ａ及びモータ／ジェネレータ１３ｂとの間の電
力のやり取りを行う。また、車両側充放電部１４が有する車両側蓄電池１４ｂと車両側接
続部１５（即ち、車両側接続部１５に接続される施設２０）との間の電力のやり取りはイ
ンバータ１５ａを介して行われ、インバータ１４ａを介さない。具体的には、車両側充放
電制御部１１ｂが、インバータ１５ａを制御して、車両側充放電部１４が有する車両側蓄
電池１４ｂと施設２０との間の電力のやり取りを行う。
【００２１】
　施設２０は、熱と電気とを併せて発生する熱電併給装置２３と、自然エネルギをエネル
ギ源とする自然エネルギ発電装置としての太陽光発電装置２９とを備える。また、施設２
０は商用電力系統２２からも電力を受電可能である。施設２０は、電力を充放電可能な施
設側充放電部３１を備える。施設側充放電部３１は、インバータ３１ａを含む回路及び施
設側蓄電池３１ｂを有する。更に、施設２０は、車両１０の車両側接続部１５に対して電
気的に接続可能な施設側接続部２５を備える。そして、車両１０が入庫したときには、車
両側接続部１５及び施設側接続部２５が互いに電気的に接続されて、車両１０の車両側充
放電部１４の車両側蓄電池１４ｂがインバータ１５ａを介して施設２０に対して電気的に
接続された状態となる。また、車両１０のモータ／ジェネレータ１３ｂが、インバータ１
４ａ、車両側蓄電池１４ｂ及びインバータ１５ａを介して、施設２０に対して電気的に接
続された状態となる。或いは、車両１０のモータ／ジェネレータ１３ｂを、インバータ１
４ａ、車両側蓄電池１４ｂ及びインバータ１５ａを介さずに、施設２０に対して電気的に
接続してもよい。
【００２２】
　施設２０には、電力負荷装置３０と熱負荷装置２４とが設置されている。電力負荷装置
３０は、熱電併給装置２３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、施設側充放電部３
１及び車両側充放電部１４の内の少なくとも１つから電力の供給を受ける。
　つまり、電力負荷装置３０に電力を供給するための本発明の電力供給部Ｐは、熱電併給
装置２３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、施設側充放電部３１及び車両側充放
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電部１４である。
【００２３】
　熱負荷装置２４は、熱電併給装置２３から熱の供給を受ける。施設側充放電部３１が有
する施設側蓄電池３１ｂと、電力負荷装置３０、商用電力系統２２、熱電併給装置２３、
太陽光発電装置２９との間の電力のやり取りはインバータ３１ａを介して行われる。具体
的には、施設側制御部２１が有する施設側充放電制御部２１ｂが、インバータ３１ａを制
御して、施設側充放電部３１が有する施設側蓄電池３１ｂから電力負荷装置３０へ電力の
放電を行い、及び、商用電力系統２２、熱電併給装置２３及び太陽光発電装置２９から施
設側蓄電池３１ｂへ電力の充電を行うことができる。また、施設側充放電部３１が有する
施設側蓄電池３１ｂと車両側充放電部１４が有する車両側蓄電池１４ｂとの間の電力のや
り取りも、インバータ３１ａを介して行われる。具体的には、施設側充放電制御部２１ｂ
が、インバータ３１ａを制御して、施設側充放電部３１が有する施設側蓄電池３１ｂと車
両１０の車両側蓄電池１４ｂとの間の電力のやり取りを行う。
【００２４】
　よって、車両１０及び施設２０に供給される電力の発生元（電力発生元）は、熱電併給
装置２３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、及び、車両１０のモータ／ジェネレ
ータ１３ｂの少なくとも何れか一つとなる。つまり、車両１０の車両側充放電部１４、及
び、施設２０の施設側充放電部３１に充電されている電力の電力発生元は、熱電併給装置
２３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、及び、車両１０のモータ／ジェネレータ
１３ｂの少なくとも何れか一つである。
　以下に、施設側充放電部３１が有する施設側蓄電池３１ｂへの電力の充電及び施設側蓄
電池３１ｂからの電力の放電、並びに、車両側充放電部１４が有する車両側蓄電池１４ｂ
への電力の充電及び車両側蓄電池１４ｂからの電力の放電について説明するが、施設側蓄
電池３１ｂのことを施設側充放電部３１と記載し、及び、車両側蓄電池１４ｂのことを車
両側充放電部１４と記載することもある。
【００２５】
　施設２０が備える施設側制御部２１は、熱電併給装置２３の運転制御を行い、施設側充
放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行い、及
び、車両側接続部１５が施設側接続部２５に対して電気的に接続されているときに車両側
充放電部１４への電力の充電制御及び車両側充放電部１４からの電力の放電制御を上記車
両側充放電制御部１１ｂに行わせる。具体的には、施設側制御部２１は、上記電力供給部
Ｐからの電力によって電力負荷装置３０の電力需要量を賄えるように及び熱負荷装置２４
の熱需要量を賄えるように熱電併給装置２３の作動制御を行う。このとき、施設２０が備
える施設側制御部２１は、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して車両の車両側
充放電制御部１１ｂに対して充電制御及び放電制御の指示を与え、その指示を受けて車両
側充放電制御部１１ｂが車両側接続部１５のインバータ１５ａの作動を制御することで、
施設２０と車両側充放電部１４との間の電力のやり取りが行われる。そして、施設側制御
部２１（施設側充放電制御部２１ｂ）は、インバータ３１ａの作動を制御することで、施
設側充放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行
う。尚、施設２０に設けられたボイラなどの熱供給装置（図示せず）から熱負荷装置２４
への熱供給を行ってもよい。
【００２６】
　また、施設２０の施設側制御部２１が取り扱う情報は、施設側制御部２１によって読み
出し及び書き込み可能な状態で施設側記憶部２８に記憶される。更に、施設２０は、施設
２０の使用者などから情報の入力を受け付けると共に、施設２０で取り扱われる情報を出
力表示するための入出力部２７、及び、外部との間で情報通信を行う施設側通信部２６を
備える。この施設側通信部２６は、有線又は無線で外部のインターネットなどの通信網と
接続可能である。
【００２７】
　施設２０において、電力負荷装置３０で消費された電力量、熱負荷装置２４で消費され
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た熱量、商用電力系統２２から受け取った電力量、熱電併給装置２３で発電した電力量、
太陽光発電装置２９で発電した電力量、及び、施設側接続部２５を介して車両１０から受
け取った電力量などは、システム状態検出部２１ａで検出される。
【００２８】
　本実施形態において、施設２０の施設側記憶部２８には、施設側充放電部３１に充電さ
れている電力についての、電力発生元毎の電力量に関する施設側充電情報が記憶されてい
る。そして、施設側充放電制御部２１ｂは、施設側記憶部２８に記憶されている施設側充
電情報を、電力を施設側充放電部３１に充電するとき及び電力を施設側充放電部３１から
放電するときに、充放電される電力の電力発生元に関する情報を参照して更新する。
　同様に、車両１０の車両側記憶部１８には、車両側充放電部１４に充電されている電力
についての、電力発生元毎の電力量に関する車両側充電情報が記憶されている。そして、
車両側充放電制御部１１ｂは、車両側記憶部１８に記憶されている車両側充電情報を、電
力を車両側充放電部１４に充電するとき及び電力を車両側充放電部１４から放電するとき
に、充放電される電力の電力発生元に関する情報を参照して更新する。また、施設２０の
施設側制御部２１は、車両側充放電部１４への電力の充電制御及び車両側充放電部１４か
らの電力の放電制御の指示を車両側充放電制御部１１ｂに与えると共に、車両側充電情報
の更新を車両側充放電制御部１１ｂに行わせる。
【００２９】
　例えば、表１は、車両１０の車両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）によって
読み出し及び書き込み可能に車両側記憶部１８に記憶されている車両側充電情報を例示し
たものである。具体的には、電力発生元毎の、電力の充電率（ＳＯＣ：State Of Charge
）、発電に要するコスト（設備費用や燃料費用を含む）、発電に要する環境負荷（ＣＯ2

原単位）、発電に要する一次エネルギ（一次エネルギ原単位）を例示したものである。表
１において、車両発電電力は、モータ／ジェネレータ１３ｂで発電された電力のことであ
る。また、この例では、車両１０での発電に要するコストは、ガソリンを燃料として内燃
機関１９を運転するときのコストを含む。ここでは例示しないが、施設側記憶部２８に記
憶されている施設側充電情報も表１に示すのと同様の形式である。
【００３０】

【表１】

【００３１】
　以下に、熱電併給装置２３の運転制御、施設側充放電部３１への電力の充電制御及び施
設側充放電部３１からの電力の放電制御、並びに、車両側充放電部１４への電力の充電制
御及び車両側充放電部１４からの電力の放電制御について、図２及び図３に示すフローチ
ャートを参照して説明する。
【００３２】
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　図２は、施設２０の施設側制御部２１が熱電併給装置２３の運転当日にリアルタイムで
行う最適運転計画の作成及び作動制御のフローチャートである。具体的には、熱電併給装
置２３の運転計画の作成、並びに、車両側充放電部１４への電力の充電制御計画及び車両
側充放電部１４からの電力の放電制御計画の作成を行って、その作動を制御するときのフ
ローチャートである。
　尚、以下の説明では、最適計画部２１ｃが、運転当日に最適運転計画の作成を設定タイ
ミング毎に逐次行う場合の例を説明するが、最適計画部２１ｃが他の形態で最適運転計画
を作成してもよい。例えば、運転前日又は運転当日に最適運転計画を作成してその最適運
転計画を実行させておき、所定のイベントが発生したとき（例えば、車両１０が施設２０
に入庫又は出庫したとき、何れかの電力供給元Ｐが故障したとき、太陽光発電装置２９の
発電電力が急低下したとき等）に、図２に示すような最適運転計画の再作成を行うように
してもよい。
【００３３】
　工程＃１００において施設側制御部２１は最適化指標を設定する。この最適化指標の設
定は、例えば、施設２０の電力負荷装置３０へ供給する電力について、発電に要する環境
負荷の小さい電力発生元からの電力を優先して供給（消費）する環境性優先モード、発電
に要するコストの小さい電力発生元からの電力を優先して供給（消費）するコスト優先モ
ード、及び、発電に要する一次エネルギの小さい電力発生元からの電力を優先して供給（
消費）する一次エネルギ優先モードの何れか一つのモードを設定することで行う。
　本実施形態では、設定されるべきモード（最適化指標）は、施設２０の使用者が入出力
部２７を用いて予め何れかのモードを設定し、施設側記憶部２８に記憶させておくことで
、施設側制御部２１によって読み出し可能になっている。また、施設２０で設定されてい
るモードと車両１０で設定されているモードとは同じであるが、別々のモードに設定する
ことも可能である。
【００３４】
　表２は、電力発生元毎の、発電に要するコスト（売電単価、コスト）、発電に要する環
境負荷（ＣＯ2原単位）、発電に要する一次エネルギ（一次エネルギ原単位）を例示した
ものである。施設側記憶部２８には表２に示すような情報が、施設側制御部２１によって
読み出し可能なように記憶されている。例えば、コスト優先モードが設定された場合には
、電力発生元として熱電併給装置２３を用いれば、電力の供給に要するコストを小さくで
きる。また、太陽光発電装置２９の発電量がある場合には、それを売電すれば全体として
コストを小さくできる。更に、夜間であれば、商用電力系統２２から電力の供給を受けれ
ば、コストを小さくできる。また、環境性優先モードが設定された場合には、太陽光発電
装置２９の発電電力を用いれば、最も環境負荷を小さくできる。更に、一次エネルギ優先
モードが設定された場合には、太陽光発電装置２９の発電電力を用いれば最も一次エネル
ギを小さくできる。
【００３５】
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【表２】

【００３６】
　工程＃１０２において施設側制御部２１は、施設側記憶部２８に記憶されているシステ
ム状態検出部２１ａの検出結果を参照して、施設２０のシステム状態に関する情報を得る
。具体的には、システム状態検出部２１ａは、車両１０が施設２０に接続されているか（
即ち、施設２０が車両側充放電部１４を利用可能であるか）、太陽光発電装置２９の発電
電力がどの程度であるかなどのシステム状態を検出する。
【００３７】
　工程＃１０４において施設側制御部２１は、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を
経由して車両１０のシステム状態及び車両１０が車庫に入庫しているか否かを検出する。
具体的には、車両１０のシステム状態として、車両側蓄電池１４ｂの残量（充電率：ＳＯ
Ｃ）を検出する。車庫に入庫しているかどうかは、車両側接続部１５と施設側接続部２５
との接続状態から検出できる。
【００３８】
　工程＃１０６において施設側制御部２１は、検出したシステム状態が演算開始条件を満
たしているか否かを判定する。具体的には、施設側制御部２１は、車両１０が施設２０の
車庫から入庫したとき、車両１０が施設２０の車庫から出庫したとき、天候の急変などに
より太陽光発電装置２９の発電電力が急変したとき、商用電力系統２２が停電した又は停
電から復帰したときなどの場合、最適運用計画を変更するための演算を開始する演算開始
条件が満たされたと判定する。
　施設側制御部２１は、演算開始条件が満たされたと判定すると工程＃１０８に移行し、
満たされていないと判定すると工程＃１０２に戻る。
【００３９】
　工程＃１０８において施設側制御部２１の最適計画部２１ｃは、電力負荷装置３０へ電
力を供給するための電力供給部Ｐの最適運用計画を作成すると共に、施設側蓄電池３１ｂ
及び車両側蓄電池１４ｂの少なくとも一方への予定合計充電量（即ち、余剰電力量）、又
は、施設側蓄電池３１ｂ及び車両側蓄電池１４ｂの少なくとも一方からの予定合計放電量
（即ち、不足電力量）を導出する。また、熱負荷装置の熱需要がある場合には、電力負荷
装置３０の電力需要量を賄えるように及び熱負荷装置２４の熱需要量を賄えるように熱電
併給装置２３が作動されるような最適運用計画が作成される。尚、施設２０に設けられた
ボイラなどの熱供給装置（図示せず）から熱負荷装置２４への熱供給を行ってもよいので
、最適計画部２１ｃは、電力負荷装置３０へ電力を供給するための電力供給部Ｐの最適運
用計画を作成するだけでもよい。本実施形態において、電力供給部Ｐは、熱電併給装置２
３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、施設側充放電部３１（施設側蓄電池３１ｂ
）及び車両側充放電部１４（車両側蓄電池１４ｂ）である。
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【００４０】
　具体的には、最適計画部２１ｃは、施設側記憶部２８に記憶されている過去の電力需要
データ及び熱需要データを参照することで、施設内における予測電力需要及び予測熱需要
を導出できる。また、最適計画部２１ｃは、太陽光発電装置２９の予測発電電力を気象予
報などに基づいて導出できる。そして、最適計画部２１ｃは、その予測電力需要及び予測
熱需要を賄うための電力負荷装置３０への電力供給及び熱負荷装置２４への熱供給を行う
際に生じる環境負荷の最小化を目的として、コストの最小化を目的として、又は、一次エ
ネルギの最小化を目的として、熱電併給装置２３、太陽光発電装置２９、及び、商用電力
系統２２をどのような出力で運用するか、並びに、予定合計充電量（施設側蓄電池３１ｂ
及び車両側蓄電池１４ｂの少なくとも一方への充電）又は予定合計放電量（施設側蓄電池
３１ｂ及び車両側蓄電池１４ｂの少なくとも一方からの放電）が規定された上記最適運用
計画を作成する。
【００４１】
　予定合計充電量又は予定合計放電量を車両側蓄電池１４ｂ及び施設側蓄電池３１ｂのそ
れぞれにどのように振り分けて充放電するのかについては、後述する優先順位決定部２１
ｄが決定している充電順位及び放電順位に従えばよい。
【００４２】
　工程＃１１０において施設側制御部２１は、工程＃１０８において作成した最適運転計
画に従って熱電併給装置２３の作動制御を行い、施設側充放電部３１への電力の充電制御
及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行い、及び、車両側接続部１５が施設側
接続部２５に対して電気的に接続されているときに車両側充放電部１４への電力の充電制
御及び車両側充放電部１４からの電力の放電制御を車両側充放電制御部１１ｂに行わせる
。具体的には、施設２０が備える施設側制御部２１の施設側充放電制御部２１ｂは、施設
側充放電部３１のインバータ３１ａの作動を制御することで、施設側充放電部３１への電
力の充電制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行う。また、施設２０が備
える施設側制御部２１は、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して車両の車両側
充放電制御部１１ｂに対して充電制御及び放電制御の指示を与え、その指示を受けて車両
側充放電制御部１１ｂが車両側接続部１５のインバータ１５ａの作動を制御することで、
施設２０から車両側充放電部１４への電力の充電制御及び車両側充放電部１４から施設２
０への電力の放電制御が行われる。その結果、施設２０において電力の余剰又は不足が発
生しないようになる。
【００４３】
　更に、工程＃１１２において施設側制御部２１は、施設側充放電部３１への電力の充電
制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行うとき施設側充電情報の更新を行
う。このとき、施設２０の施設側制御部２１は、施設２０から車両１０へ、又は、車両１
０から施設２０へ、どの電力発生元からの電力がどれだけ供給されたのかについての情報
、即ち、充放電される電力の電力発生元に関する情報を、車両１０の車両側制御部１１（
車両側充放電制御部１１ｂ）へ、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して提供す
る。
　車両１０の車両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）は、施設２０の施設側制御
部２１から上記車両側充電情報の更新に関する情報（充放電される電力の電力発生元に関
する情報）を施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して受けたとき、車両側充電情
報の更新を行う。具体的には、表１に例示したＳＯＣの値を電力発生元毎に更新する。
【００４４】
　また、車両１０の車両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）は、車両１０が備え
るモータ／ジェネレータ１３ｂで発電を行って、インバータ１４ａを介して車両側充放電
部１４の蓄電部１４ｂに電力を充電したとき、及び、蓄電部１４ｂの電力をインバータ１
４ａを介して電力負荷部１３で消費したときにも車両側充電情報の更新を行う。図３は、
車両１０が備えるモータ／ジェネレータ１３ｂで発電を行ったとき、及び、電力負荷部１
３で電力を消費したときに車両１０の車両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）が
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行う車両側充電情報更新制御を説明するフローチャートである。図３に示すように、工程
＃２００において車両１０の車両側制御部１１は、車両状態検出部１１ｃの検出結果に基
づいて、車両１０のモータ／ジェネレータ１３ｂで発電が行われたか及び電力負荷部１３
で電力消費が行われたか否かを判定する。車両状態検出部１１ｃはカレントトランスなど
によって実現可能である。
【００４５】
　車両１０の内部で発電及び電力消費が行われた場合、工程＃２０２において車両側制御
部１１は、車両側充放電部１４への電力の充電量、或いは、車両側充放電部１４からの電
力の放電量に関する情報、即ち、充放電される電力の電力発生元に関する情報を、車両状
態検出部１１ｃから取得する。そして、工程＃２０４において車両側制御部１１（車両側
充放電制御部１１ｂ）は、表１に例示した車両側充電情報のＳＯＣの値を電力発生元毎に
更新する。
【００４６】
〔予定合計充電量又は予定合計放電量の振り分け〕
　次に、予定合計充電量又は予定合計放電量を車両側蓄電池１４ｂ及び施設側蓄電池３１
ｂのそれぞれにどのように振り分けるのかについて、図４～図７を参照して説明する。
　図４～図７は、充電用優先順位（充電順位）及び放電用優先順位（放電順位）を説明す
る図であり、縦軸は、車両側蓄電池１４ｂ及び施設側蓄電池３１ｂの充電率（ＳＯＣ）で
ある。図４～図７に示すように、車両側蓄電池１４ｂには目標車両充電率レベル（充電率
レベルＡ）が設定され、施設側蓄電池３１ｂには目標施設充電率レベル（充電率レベルＢ
、Ｃ）が設定されている。本実施形態において、車両側蓄電池１４ｂに設定されている充
電率レベルＡは、車両が一定距離走行するために必要な電力に相当する充電率レベルであ
る。また、施設側蓄電池３１ｂに設定されている充電率レベルＢは、施設側蓄電池３１ｂ
を満充電にさせずに充電余裕を確保しておくための充電率レベルであり、充電率レベルＣ
は、商用電力系統２２の停電に備えるために必要な電力に相当する充電率レベルである。
また、それらとは別に、上限充電率レベルと下限充電率レベルとが、車両側蓄電池１４ｂ
及び施設側蓄電池３１ｂの寿命を考慮してそれぞれに設定されている。つまり、図中では
、車両側蓄電池１４ｂの上限充電率レベル及び下限充電率レベルと、施設側蓄電池３１ｂ
の上限充電率レベル及び下限充電率レベルとを同じレベル（％）で例示しているが、それ
らは別々のレベル（％）であってもよい。
【００４７】
　優先順位決定部２１ｄは、一又は複数の目標施設充電率レベル（充電率レベルＡ、上限
充電率レベル、下限充電率レベル）及び一又は複数の目標車両充電率レベル（充電率レベ
ルＢ、充電率レベルＣ、上限充電率レベル、下限充電率レベル）を合わせた複数のレベル
に対して、予定合計充電量の充電を行うときの充電用優先順位と前記予定合計放電量の放
電を行うときの放電用優先順位とを設定条件に従って決定する。この設定条件は、車両１
０と配電系統Ｌとの電気的な接続状態又は電力供給部Ｐとしての商用電力系統２２の状態
を少なくとも含む。本実施形態では、優先順位決定部２１ｄは、車両１０の種別、車両１
０と配電系統Ｌとの電気的な接続状態、及び、商用電力系統２２の正常又は異常（停電な
ど）の状態の種別を設定条件として判定する。
【００４８】
[車両が施設の車庫に入庫しているとき]
　図４は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０の
車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用
電力系統２２が正常である場合の充電順位を示す図である。図４に示した充電用優先順位
をまとめると以下の表３になる。
　図４及び表３に示すように、優先順位決定部２１ｄは、車両１０は自力走行可能なハイ
ブリッド車両であるので、施設２０において商用電力系統２２の停電に備えることを目的
として、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＣまで充電することを第１位とする。優先順
位決定部２１ｄは、車両１０が一定距離走行することを目的として、車両側蓄電池１４ｂ
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を充電率レベルＡまで充電することを第２位とする。優先順位決定部２１ｄは、車両側蓄
電池１４ｂに充電しても車両１０が施設２０の車庫から出庫したときには車両側蓄電池１
４ｂを使用できなくなってしまうことを考慮して、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＢ
まで充電することを第３位とする。優先順位決定部２１ｄは、施設２０で余剰電力が発生
したときの充電余裕を施設側蓄電池３１ｂに残しておくことを目的として、先に車両側蓄
電池１４ｂを上限充電率レベルまで充電することを第４位とする。優先順位決定部２１ｄ
は、最後に、施設側蓄電池３１ｂを上限充電率レベルまで充電することを第５位とする。
【００４９】
【表３】

【００５０】
　図５は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０の
車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用
電力系統２２が正常である場合の放電順位を示す図である。図５に示した放電用優先順位
をまとめると以下の表４になる。
　図５及び表４に示すように、優先順位決定部２１ｄは、施設２０で余剰電力が発生した
ときの充電余裕を施設側蓄電池３１ｂに残しておくことを目的として、先に施設側蓄電池
３１ｂを充電率レベルＢまで放電することを第１位とする。優先順位決定部２１ｄは、車
両１０は自力走行可能なハイブリッド車両であるので、車両側蓄電池１４ｂを充電率レベ
ルＡまで放電することを第２位とする。優先順位決定部２１ｄは、車両１０が一定距離走
行するための車両側蓄電池１４ｂの充電レベルＡを維持することを目的として、先に施設
側蓄電池３１ｂを充電率レベルＣまで放電することを第３位とする。優先順位決定部２１
ｄは、車両１０は自力走行可能なハイブリッド車両であるので、車両側蓄電池１４ｂを下
限充電率レベルまで放電することを第４位とする。尚、施設側蓄電池３１ｂに設定される
充電率レベルＣは、商用電力系統２２の停電に備えるために必要な電力に相当する充電率
レベルであるので、商用電力系統２２が正常である間は充電率レベルＣよりも低く施設側
蓄電池３１ｂを放電させることはない。
【００５１】

【表４】

【００５２】
　図６は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０の
車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用
電力系統２２が停電状態である場合の充電順位を示す図である。図６に示した充電用優先
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順位をまとめると以下の表５になる。
　図６及び表５に示すように、優先順位決定部２１ｄは、車両１０は自力走行可能なハイ
ブリッド車両であり、商用電力系統２２が停電状態であることを考慮して、施設側蓄電池
３１ｂを充電率レベルＣまで充電することを第１位とする。優先順位決定部２１ｄは、同
じく、車両１０は自力走行可能なハイブリッド車両であり、商用電力系統２２が停電状態
であることを考慮して、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＢまで充電することを第２位
とする。優先順位決定部２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂには十分な蓄電池残量が確保でき
たことを考慮して、車両側蓄電池１４ｂを充電率レベルＡまで充電することを第３位とす
る。優先順位決定部２１ｄは、施設２０で余剰電力が発生したときの充電余裕を施設側蓄
電池３１ｂに残しておくことを目的として、先に車両側蓄電池１４ｂを上限充電率レベル
まで充電することを第４位とする。優先順位決定部２１ｄは、最後に、施設側蓄電池３１
ｂを上限充電率レベルまで充電することを第５位とする。
【００５３】
【表５】

【００５４】
　図７は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０の
車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用
電力系統２２が停電状態である場合の放電順位を示す図である。図７に示した放電用優先
順位をまとめると以下の表６になる。
　図７及び表６に示すように、優先順位決定部２１ｄは、商用電力系統２２が停電状態で
あり、車両１０は自力走行可能なハイブリッド車両であるので、車両側蓄電池１４ｂを充
電率レベルＡまで放電することを第１位とする。優先順位決定部２１ｄは、施設２０で余
剰電力が発生したときの充電余裕を施設側蓄電池３１ｂに残しておくことを目的として、
施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＢまで放電することを第２位とする。優先順位決定部
２１ｄは、車両１０は自力走行可能なハイブリッド車両であり、商用電力系統２２の停電
状態において施設側蓄電池３１ｂのＳＯＣを高く保つ必要があることを考慮して、先に車
両側蓄電池１４ｂを下限充電率レベルまで放電することを第３位とする。優先順位決定部
２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＣまで放電することを第４位とする。優先
順位決定部２１ｄは、最後に、施設側蓄電池３１ｂを下限充電率レベルまで放電すること
を第５位とする。
【００５５】
【表６】
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【００５６】
[車両が施設の車庫に入庫していないとき]
　優先順位決定部２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂのみが予定合計充電量の充電及び予定合
計放電量の放電を行うことを考慮して、充電用優先順位及び放電用優先順位は決定しない
。但し、施設側蓄電池３１ｂに設定される充電率レベルＣは、商用電力系統２２の停電に
備えるために必要な電力に相当する充電率レベルであるので、商用電力系統２２が正常で
ある間は充電率レベルＣよりも低く施設側蓄電池３１ｂを放電させることはない。商用電
力系統２２が停電状態であれば充電率レベルＣよりも低い下限充電率レベルまで施設側蓄
電池３１ｂを放電させることが許容される。
【００５７】
　以下に、施設２０で余剰電力（予定合計充電量）が発生した場合について具体例を挙げ
て説明する。例えば、上述したような優先順位を決定することで、余剰電力の２．５ｋＷ
のうちの１．２５ｋＷを施設側充放電部３１に充電し、残りの１．２５ｋＷを車両側充放
電部１４に充電することとなった、それら充電電力の電力発生元に関する内訳は、各電力
発生元の供給電力の比（太陽光発電装置２９：熱電併給装置２３：商用電力系統２２＝２
：２：１）で決定される。例えば、施設２０の施設側制御部２１は、車両１０の車両側充
放電部１４への充電電力を、太陽光発電装置２９から０．５ｋＷ、熱電併給装置２３から
０．５ｋＷ、商用電力系統２２から０．２５ｋＷと決定し、この情報を車両１０の車両側
制御部１１へ、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して提供する。車両１０の車
両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）は、施設２０の施設側制御部２１から上記
車両側充電情報の更新に関する情報を受けると、表１に例示したＳＯＣの値を電力発生元
毎に更新する。
　同様に、施設２０の施設側制御部２１は、施設側充放電部３１への充電電力を、太陽光
発電装置２９から０．５ｋＷ、熱電併給装置２３から０．５ｋＷ、商用電力系統２２から
０．２５ｋＷと決定し、この情報を施設側記憶部２８に記憶されている施設側充電情報に
反映させる。
【００５８】
　また、車両１０の車両側制御部１１は、車両１０の電力負荷部１３で電力が消費される
とき、設定されているモードに従って、適切な電力発生元からの電力が消費されるように
する。本実施形態では、設定されるべきモードは、車両１０の乗員などが入出力部１７を
用いて予め何れかのモードを設定し、車両側記憶部１８に記憶させておくことで、車両側
制御部１１によって読み出し可能になっている。
　具体的には、車両１０の車両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）は、コスト優
先モードが設定されていて、車両１０の電力負荷部１３で消費される電力が３ｋＷのとき
、コストの最も小さい電力発生元（熱電併給装置２３）からの電力が３ｋＷ消費されるよ
うに車両側充放電部１４の放電量を制御する。そして、表１に例示したＳＯＣの値を電力
発生元毎に更新する。
【００５９】
　以上のように、本実施形態の電力需給システムＳ１では、設定条件に応じて、車両側蓄
電池１４ｂ及び施設側蓄電池３１ｂに予定合計充電量の充電を行うときの充電用優先順位
と、車両側蓄電池１４ｂ及び施設側蓄電池３１ｂから予定合計放電量の放電を行うときの
放電用優先順位とが決定される。つまり、電力需給システムＳ１の置かれている状況を設
定条件で判定して、その状況に適切なように充放電が車両側蓄電池１４ｂ及び施設側蓄電
池３１ｂに振り分けられて行われる。
【００６０】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態の電力需給システムは、車両が燃料電池を備えている燃料電池車両である
点で上記第１実施形態と異なっている。以下に、第２実施形態の電力需給システムについ
て説明するが、第１実施形態と同様の構成については説明を省略する。
【００６１】
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　図８は、第２実施形態の電力需給システムＳ２の機能ブロック図である。図８に示すよ
うに、施設２０の構成は第１実施形態と同じである。本実施形態の車両５０は、走行駆動
部５２及び電力負荷部５３の構成が第１実施形態と異なっている。つまり、車両５０の車
両側制御部５１（走行制御部５１ａ、車両側充放電制御部５１ｂ、車両状態検出部５１ｃ
）、車両側充放電部５４（インバータ５４ａを含む回路、蓄電池５４ｂ）、車両側接続部
５５（インバータ５５ａを含む接続回路）、車両側通信部５６、入出力部５７、及び、車
両側記憶部５８の構成は、第１実施形態の車両側制御部１１（走行制御部１１ａ、車両側
充放電制御部１１ｂ、車両状態検出部１１ｃ）、車両側充放電部１４（インバータ１４ａ
を含む回路、蓄電池１４ｂ）、車両側接続部１５（インバータ１５ａを含む接続回路）、
車両側通信部１６、入出力部１７、及び、車両側記憶部１８と同じである。
【００６２】
　燃料電池５９は、水素やアルコールなどの燃料を消費して発電して、発電された電力を
車両側充放電部５４に充電可能である。つまり、燃料電池５９は、第１実施形態で説明し
たモータ／ジェネレータ１３ｂと同様に電力供給部Ｐ（電力発生元）の一つとして利用可
能である。燃料電池５９は、発電セルスタックなどで構成される燃料電池本体５９ａと、
その燃料電池本体５９ａを車両側充放電部５４及び電力負荷部５３に接続するインバータ
５９ｂを含む回路とを有する。
　車両５０の走行駆動部５２は、電力負荷部５３としてのモータ／ジェネレータ５３ｂを
有する。そして、車両５０では、モータ／ジェネレータ５３ｂにおいて電力を消費して得
られるエネルギが走行駆動力として利用される。加えて、車両側制御部５１は、モータ／
ジェネレータ５３ｂを、車両５０の減速時において、車両５０の運動エネルギの一部を電
気エネルギに変換（回生発電）するように作動させることもできる。
【００６３】
　熱電併給装置２３の運転制御、施設側充放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放
電部３１からの電力の放電制御、並びに、車両側充放電部５４への電力の充電制御及び車
両側充放電部５４からの電力の放電制御については、上記実施形態で説明した図２のフロ
ーチャートと同様である。
　つまり、施設側制御部２１の最適計画部２１ｃは、電力負荷装置３０へ電力を供給する
ための電力供給部Ｐの最適運用計画を作成すると共に、施設側蓄電池３１ｂ及び車両側蓄
電池５４ｂの少なくとも一方への予定合計充電量、又は、施設側蓄電池３１ｂ及び車両側
蓄電池５４ｂの少なくとも一方からの予定合計放電量を導出する。本実施形態において、
電力供給部Ｐは、熱電併給装置２３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、施設側充
放電部３１（施設側蓄電池３１ｂ）及び車両側充放電部５４（車両側蓄電池５４ｂ）であ
る。
　車両５０の車両側充放電制御部５１ｂは、施設２０の施設側制御部２１からの指示に従
ってインバータ５５ａの作動を制御して、車両側充放電部５４と施設２０との間における
充放電を制御すると共に、車両側記憶部５８に記憶されている車両側充電情報を、施設２
０から車両側充放電部５４に電力を充電させるとき及び車両側充放電部５４から施設２０
へ電力を放電させるときに電力発生元毎に更新する。
【００６４】
　また、車両１０が備える燃料電池５９で発電を行ったとき、及び、電力負荷部１３で電
力を消費したときに車両１０の車両側制御部１１（車両側充放電制御部１１ｂ）が行う車
両側充電情報更新制御のフローチャートは、上記実施形態で説明した図３のフローチャー
トと同様である。つまり、車両５０の車両側制御部５１（車両側充放電制御部５１ｂ）は
、車両５０が備える燃料電池５９で発電を行って車両側充放電部５４に電力を充電したと
き、及び、電力負荷部５３で電力を消費したときにも車両側充電情報の更新を行う。
【００６５】
　更に、優先順位決定部２１ｄが決定する充電順位及び放電順位も、図４～図７を参照し
て説明したのと同様である。なぜならば、第２実施形態で説明した車両５０は、ハイブリ
ッド車両であった第１実施形態の車両１０と、自力走行可能であるという点で共通してい
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るからである。
【００６６】
＜第３実施形態＞
　第３実施形態の電力需給システムは、車両が発電部を備えていない点で上記実施形態と
異なっている。以下に、第３実施形態の電力需給システムについて説明するが、上記実施
形態と同様の構成については説明を省略する。
【００６７】
　図９は、第３実施形態の電力需給システムＳ３の機能ブロック図である。図９に示すよ
うに、施設２０の構成は第１実施形態と同じである。本実施形態の車両７０は、走行駆動
部７２及び電力負荷部７３の構成が第１実施形態と異なっている。つまり、車両７０の車
両側制御部７１（走行制御部７１ａ、車両側充放電制御部７１ｂ、車両状態検出部７１ｃ
）、車両側充放電部７４（インバータ７４ａを含む回路、蓄電池７４ｂ）、車両側接続部
７５（インバータ７５ａを含む接続回路）、車両側通信部７６、入出力部７７、及び、車
両側記憶部７８の構成は、第１実施形態の車両側制御部１１（走行制御部１１ａ、車両側
充放電制御部１１ｂ、車両状態検出部１１ｃ）、車両側充放電部１４（インバータ１４ａ
を含む回路、蓄電池１４ｂ）、車両側接続部１５（インバータ１５ａを含む接続回路）、
車両側通信部１６、入出力部１７、及び、車両側記憶部１８と同じである。本実施形態に
おいて、車両７０は、所謂、電気車両であるので、表１及び表２に示した「車両発電電力
」は無いものとして取り扱う。
　車両７０の走行駆動部７２は、電力負荷部７３としてのモータ／ジェネレータ７３ｂを
有する。そして、車両７０では、モータ／ジェネレータ７３ｂにおいて電力を消費して得
られるエネルギが走行駆動力として利用される。加えて、車両側制御部７１は、モータ／
ジェネレータ７３ｂを、車両７０の減速時において、車両７０の運動エネルギの一部を電
気エネルギに変換（回生発電）するように作動させることもできる。
【００６８】
　熱電併給装置２３の運転制御、施設側充放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放
電部３１からの電力の放電制御、並びに、車両側充放電部７４への電力の充電制御及び車
両側充放電部７４からの電力の放電制御については、上記実施形態で説明した図２のフロ
ーチャートと同様である。
　つまり、施設側制御部２１の最適計画部２１ｃは、電力負荷装置３０へ電力を供給する
ための電力供給部Ｐの最適運用計画を作成すると共に、施設側蓄電池３１ｂ及び車両側蓄
電池５４ｂの少なくとも一方への予定合計充電量、又は、施設側蓄電池３１ｂ及び車両側
蓄電池５４ｂの少なくとも一方からの予定合計放電量を導出する。本実施形態において、
電力供給部Ｐは、熱電併給装置２３、太陽光発電装置２９、商用電力系統２２、施設側充
放電部３１及び車両側充放電部１４である。
　車両７０の車両側充放電制御部７１ｂは、施設２０の施設側制御部２１からの指示に従
ってインバータ７５ａの作動を制御して、車両側充放電部７４と施設２０との間における
充放電を制御すると共に、車両側記憶部７８に記憶されている車両側充電情報を、電力を
車両側充放電部７４に充電させるとき及び電力を車両側充放電部７４から放電させるとき
に電力発生元毎に更新する。具体的には、車両７０の車両側制御部７１（車両側充放電制
御部７１ｂ）は、施設７０から車両側充電情報の更新に関する情報を施設側通信部２６及
び車両側通信部７６を介して受けたとき、車両側充電情報の更新を行う。
【００６９】
　また、図１０は、車両７０が備える電力負荷部７３で電力を消費したときに車両７０の
車両側制御部７１（車両側充放電制御部７１ｂ）が行う車両側充電情報更新制御を説明す
るフローチャートである。図１０に示すように、工程＃３００において車両７０の車両側
制御部７１は、車両状態検出部７１ｃの検出結果に基づいて、車両７０の電力負荷部７３
で電力消費が行われたか否かを判定する。工程＃３０２において車両側制御部７１は、車
両７０の内部で電力消費が行われた場合には、車両側充放電部７４からの電力の放電量に
関する情報を、車両状態検出部７１ｃから取得する。そして、工程＃３０４において施設
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側制御部７１（車両側充放電制御部７１ｂ）は、表１に例示した車両側充電情報のＳＯＣ
の値を電力発生元毎に更新する。
【００７０】
〔予定合計充電量又は予定合計放電量の振り分け〕
　次に、予定合計充電量又は予定合計放電量を車両側蓄電池７４ｂ及び施設側蓄電池３１
ｂのそれぞれにどのように振り分けるのかについて、図１１～図１４を参照して説明する
。
　上記実施形態と同様に、優先順位決定部２１ｄは、一又は複数の目標施設充電率レベル
（充電率レベルＡ、上限充電率レベル、下限充電率レベル）及び一又は複数の目標車両充
電率レベル（充電率レベルＢ、充電率レベルＣ、上限充電率レベル、下限充電率レベル）
を合わせた複数のレベルに対して、予定合計充電量の充電を行うときの充電用優先順位と
前記予定合計放電量の放電を行うときの放電用優先順位とを設定条件に従って決定する。
本実施形態では、優先順位決定部２１ｄは、車両７０の種別、車両７０と配電系統Ｌとの
電気的な接続状態、及び、商用電力系統２２の正常又は異常（停電など）の状態の種別を
設定条件として判定する。
【００７１】
[車両が施設の車庫に入庫しているとき]
　図１１は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が正常である場合の充電順位を示す図である。図１１に示した充電用優先順位をま
とめると以下の表７になる。
　図１１及び表７に示すように、優先順位決定部２１ｄは、車両７０が車両側蓄電池７４
ｂに残量がないと走行が不可能になる電気車両であることを考慮して、車両側蓄電池７４
ｂを充電率レベルＡまで充電することを第１位とする。優先順位決定部２１ｄは、施設２
０において商用電力系統２２の停電に備えることを目的として、施設側蓄電池３１ｂを充
電率レベルＣまで充電することを第２位とする。優先順位決定部２１ｄは、車両側蓄電池
７４ｂには充分な残量があり、且つ、車両側蓄電池７４ｂに充電しても車両７０が施設２
０の車庫から出庫したときには車両側蓄電池７４ｂを使用できなくなってしまうことを考
慮して、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＢまで充電することを第３位とする。優先順
位決定部２１ｄは、施設２０で余剰電力が発生したときの充電余裕を施設側蓄電池３１ｂ
に残しておくことを目的として、先に車両側蓄電池７４ｂを上限充電率レベルまで充電す
ることを第４位とする。優先順位決定部２１ｄは、最後に、施設側蓄電池３１ｂを上限充
電率レベルまで充電することを第５位とする。
【００７２】
【表７】

【００７３】
　図１２は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が正常である場合の放電順位を示す図である。図１２に示した放電用優先順位をま
とめると以下の表８になる。
　図１２及び表８に示すように、優先順位決定部２１ｄは、施設２０で余剰電力が発生し
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たときの充電余裕を施設側蓄電池３１ｂに残しておくことを目的として、先に施設側蓄電
池３１ｂを充電率レベルＢまで放電することを第１位とする。優先順位決定部２１ｄは、
車両側蓄電池７４ｂを充電率レベルＡまで放電することを第２位とする。優先順位決定部
２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＣまで放電することを第３位とする。尚、
施設側蓄電池３１ｂに設定される充電率レベルＣは、商用電力系統２２の停電に備えるた
めに必要な電力に相当する充電率レベルであるので、商用電力系統２２が正常である間は
充電率レベルＣよりも低く施設側蓄電池３１ｂを放電させることはない。また、車両側蓄
電池７４ｂに設定される充電率Ａは車両７０を一定距離走行させるのに必要な残量であり
、且つ、車両７０が車両側蓄電池７４ｂに残量がないと走行が不可能になる電気車両であ
ることを考慮して、充電率レベルＡよりも低く車両側蓄電池７４ｂを放電させることはな
い。
【００７４】
【表８】

【００７５】
　図１３は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が停電状態である場合の充電順位を示す図である。図１３に示した充電用優先順位
をまとめると以下の表９になる。
　図１３及び表９に示すように、優先順位決定部２１ｄは、商用電力系統２２が停電状態
であることを考慮して、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＣまで充電することを第１位
とする。優先順位決定部２１ｄは、車両７０の走行に必要な蓄電池残量を確保することを
考慮して、車両側蓄電池７４ｂを充電率レベルＡまで充電することを第２位とする。優先
順位決定部２１ｄは、商用電力系統２２が停電状態であることを考慮して、施設側蓄電池
３１ｂを充電率レベルＢまで充電することを第３位とする。優先順位決定部２１ｄは、施
設２０で余剰電力が発生したときの充電余裕を施設側蓄電池３１ｂに残しておくことを目
的として、先に車両側蓄電池７４ｂを上限充電率レベルまで充電することを第４位とする
。優先順位決定部２１ｄは、最後に、施設側蓄電池３１ｂを上限充電率レベルまで充電す
ることを第５位とする。
【００７６】
【表９】

【００７７】
　図１４は、車両７０が図１に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
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入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が停電状態である場合の放電順位を示す図である。図１４に示した放電用優先順位
をまとめると以下の表１０になる。
　図１４及び表１０に示すように、優先順位決定部２１ｄは、商用電力系統２２が停電状
態にあることを考慮して、先に車両側蓄電池７４ｂを充電率レベルＡまで放電することを
第１位とする。優先順位決定部２１ｄは、車両７０が走行不可能になるのを防止すること
を目的として、施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＢまで放電することを第２位とする。
優先順位決定部２１ｄは、車両７０が走行不可能になるのを防止することを目的として、
施設側蓄電池３１ｂを充電率レベルＣまで放電することを第３位とする。優先順位決定部
２１ｄは、車両７０は走行不可能になるが、商用電力系統２２が停電状態であるので、車
両側蓄電池７４ｂを下限充電率レベルまで放電することを第４位とする。優先順位決定部
２１ｄは、最後に、施設側蓄電池３１ｂを下限充電率レベルまで放電することを第５位と
する。
【００７８】

【表１０】

【００７９】
[車両が施設の車庫に入庫していないとき]
　優先順位決定部２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂのみが予定合計充電量の充電及び予定合
計放電量の放電を行うことを考慮して、充電用優先順位及び放電用優先順位は決定しない
。但し、施設側蓄電池３１ｂに設定される充電率レベルＣは、商用電力系統２２の停電に
備えるために必要な電力に相当する充電率レベルであるので、商用電力系統２２が正常で
ある間は充電率レベルＣよりも低く施設側蓄電池３１ｂを放電させることはない。商用電
力系統２２が停電状態であれば充電率レベルＣよりも低い下限充電率レベルまで施設側蓄
電池３１ｂを放電させることが許容される。
【００８０】
＜別実施形態＞
＜１＞
　上記実施形態において、施設側蓄電池及び車両側蓄電池に設定される充電率レベルの数
は適宜変更可能である。例えば、以下に示す例では、車両側蓄電池１４ｂには目標車両充
電率レベル（充電率レベルＡ）が設定され、施設側蓄電池３１ｂには目標施設充電率レベ
ル（充電率レベルＢ）が設定されている。車両側蓄電池１４ｂに設定されている充電率レ
ベルＡは、車両が一定距離走行するために必要な電力に相当する充電率レベルである。ま
た、施設側蓄電池３１ｂに設定されている充電率レベルＢは、上記実施形態において充電
率レベルＣと呼んでいたレベルであり、商用電力系統２２の停電に備えるために必要な電
力に相当する充電率レベルである。また、それらとは別に、上限充電率レベルと下限充電
率レベルとが、車両側蓄電池１４ｂ及び施設側蓄電池３１ｂの寿命を考慮してそれぞれに
設定されている。
【００８１】
　以下、図１５～図１８及び表１１～表１４には、車両が図１に例示したハイブリッド車
両である場合の例を示し、図１９～図２２及び表１５～表１８には、車両が図９に例示し
た電気車両である場合の例を示す。尚、車両が図８に例示した燃料電池車両である場合の
例は図１５～図１８及び表１１～表１４に示すハイブリッド車両の場合と同様である。
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【００８２】
[ハイブリッド車両が施設の車庫に入庫しているとき]
　図１５は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０
の車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商
用電力系統２２が正常である場合の充電順位を示す図である。図１５に示した充電用優先
順位をまとめると以下の表１１になる。
【００８３】
【表１１】

【００８４】
　図１６は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０
の車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商
用電力系統２２が正常である場合の放電順位を示す図である。図１６に示した放電用優先
順位をまとめると以下の表１２になる。
【００８５】

【表１２】

【００８６】
　図１７は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０
の車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商
用電力系統２２が停電状態である場合の充電順位を示す図である。図１７に示した充電用
優先順位をまとめると以下の表１３になる。
【００８７】

【表１３】

【００８８】
　図１８は、車両１０が図１に示したハイブリッド車両であり、その車両１０が施設２０
の車庫に入庫して車両側蓄電池１４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商
用電力系統２２が停電状態である場合の放電順位を示す図である。図１８に示した放電用
優先順位をまとめると以下の表１４になる。
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【表１４】

【００９０】
[ハイブリッド車両が施設の車庫に入庫していないとき]
　優先順位決定部２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂのみが予定合計充電量の充電及び予定合
計放電量の放電を行うことを考慮して、充電用優先順位及び放電用優先順位は決定しない
。但し、施設側蓄電池３１ｂに設定される充電率レベルＢは、商用電力系統２２の停電に
備えるために必要な電力に相当する充電率レベルであるので、商用電力系統２２が正常で
ある間は充電率レベルＢよりも低く施設側蓄電池３１ｂを放電させることはない。商用電
力系統２２が停電状態であれば充電率レベルＢよりも低い下限充電率レベルまで施設側蓄
電池３１ｂを放電させることが許容される。
【００９１】
　次に、車両が電気車両である場合について説明する。
[電気車両が施設の車庫に入庫しているとき]
　図１９は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が正常である場合の充電順位を示す図である。図１９に示した充電用優先順位をま
とめると以下の表１５になる。
【００９２】
【表１５】

【００９３】
　図２０は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が正常である場合の放電順位を示す図である。図２０に示した放電用優先順位をま
とめると以下の表１６になる。
【００９４】
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【表１６】

【００９５】
　図２１は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が停電状態である場合の充電順位を示す図である。図２１に示した充電用優先順位
をまとめると以下の表１７になる。
【００９６】

【表１７】

【００９７】
　図２２は、車両７０が図９に示した電気車両であり、その車両７０が施設２０の車庫に
入庫して車両側蓄電池７４ｂが施設２０内の配電系統Ｌに電気的に接続され、商用電力系
統２２が停電状態である場合の放電順位を示す図である。図２２に示した放電用優先順位
をまとめると以下の表１８になる。
【００９８】

【表１８】

【００９９】
[車両が施設の車庫に入庫していないとき]
　優先順位決定部２１ｄは、施設側蓄電池３１ｂのみが予定合計充電量の充電及び予定合
計放電量の放電を行うことを考慮して、充電用優先順位及び放電用優先順位は決定しない
。但し、施設側蓄電池３１ｂに設定される充電率レベルＢは、商用電力系統２２の停電に
備えるために必要な電力に相当する充電率レベルであるので、商用電力系統２２が正常で
ある間は充電率レベルＢよりも低く施設側蓄電池３１ｂを放電させることはない。商用電
力系統２２が停電状態であれば充電率レベルＢよりも低い下限充電率レベルまで施設側蓄
電池３１ｂを放電させることが許容される。
【０１００】
＜２＞
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　図２３は、別実施形態の電力需給システムＳ４の機能ブロック図である。この別実施形
態は、施設側制御部２１が、車両側充放電部１４への電力の充電制御及び車両側充放電部
１４からの電力の放電制御を行う点で上記実施形態と異なっている。以下に、別実施形態
の車両１０及び施設２０を備える電力需給システムＳ４について説明するが、上記実施形
態と同様の構成については説明を省略する。
【０１０１】
　施設２０の施設側接続部２５はインバータ２５ａを含む接続回路を有する。車両１０に
おいて、車両側充放電部１４が有する車両側蓄電池１４ｂと電力負荷部１３ａ及びモータ
／ジェネレータ１３ｂとの間の電力のやり取りはインバータ１４ａを介して行われる。具
体的には、車両側充放電制御部１１ｂが、インバータ１４ａを制御して、車両側充放電部
１４が有する車両側蓄電池１４ｂと電力負荷部１３ａ及びモータ／ジェネレータ１３ｂと
の間の電力のやり取りを行う。また、車両側充放電部１４が有する車両側蓄電池１４ｂと
施設２０との間の電力のやり取りは、施設側接続部２５のインバータ２５ａ及び車両側接
続部１５を介して行われ、インバータ１４ａを介さない。具体的には、施設２０の施設側
制御部２１が、インバータ２５ａを制御して、車両側充放電部１４が有する施設側蓄電池
１４ｂと施設２０の配電系統Ｌとの間の電力のやり取りを行う。
【０１０２】
　施設２０が備える施設側制御部２１は、熱電併給装置２３の作動制御を行い、施設側充
放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行い、及
び、車両側接続部１５が施設側接続部２５に対して電気的に接続されているときに車両側
充放電部１４への電力の充電制御及び車両側充放電部１４からの電力の放電制御を自身で
行う。具体的には、施設側制御部２１は、上記電力供給部Ｐからの電力によって電力負荷
装置３０の電力需要量を賄えるように及び熱負荷装置２４の熱需要量を賄えるように熱電
併給装置２３の作動制御を行う。このとき、施設２０が備える施設側制御部２１が、施設
側接続部２５のインバータ２５ａの作動を制御することで、施設２０と車両側充放電部１
４との間の電力のやり取りが行われる。また、施設側制御部２１（施設側充放電制御部２
１ｂ）は、インバータ３１ａの作動を制御することで、施設側充放電部３１への電力の充
電制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行う。
【０１０３】
　本実施形態においても、施設２０が備える施設側制御部２１は、車両側充放電部１４へ
の電力の充電制御及び車両側充放電部１４からの電力の放電制御をインバータ２５ａを用
いて行うとき、車両１０の車両側記憶部１８に記憶されている車両側充電情報の更新を車
両側充放電制御部１１ｂに行わせる。具体的には、車両１０の車両側制御部１１（車両側
充放電制御部１１ｂ）は、施設２０の施設側制御部２１から車両側充電情報の更新に関す
る情報を施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して受けたとき、車両側充電情報の
更新を行う。同様に、施設側充放電制御部２１ｂは、施設側記憶部２８に記憶されている
施設側充電情報を、電力を施設側充放電部３１に充電するとき及び電力を施設側充放電部
３１から放電するときに、充放電される電力の電力発生元に関する情報を参照して更新す
る。
【０１０４】
＜３＞
　上記実施形態において、自然エネルギ発電装置として太陽光発電装置を例示したが、他
の発電装置に置き換えることも可能である。例えば、風力発電装置を自然エネルギ発電装
置として利用することもできる。
【０１０５】
＜４＞
　上記実施形態の表１及び表２において、電力発生元毎のコスト、ＣＯ2原単位、及び、
一次エネルギ原単位の値を具体的に示したが、それらの値は単なる例示目的で示したもの
であり、適宜変更される。また、表１に示した電力発生元毎のコスト、ＣＯ2原単位、及
び、一次エネルギ原単位の値について、充放電ロスが考慮されることもある。
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【０１０６】
＜５＞
　上記実施形態において、施設２０が熱を貯留する蓄熱装置（例えば、貯湯装置）を備え
ていてもよい。その場合、熱電併給装置を運転させなくても、蓄熱装置から熱負荷装置へ
熱を供給するような計画を作成できる。
【０１０７】
＜６＞
　上記実施形態では、施設２０の施設側制御部２１が、熱需要量を賄うのに適した運転を
熱電併給装置２３にさせる、つまり、所謂、熱電併給装置２３の熱主運転が行われる例に
ついて説明したが、電力需要量を賄うのに適した運転を熱電併給装置２３にさせる、つま
り、熱電併給装置２３を電主運転させてもよい。
【０１０８】
　例えば、施設２０の施設側制御部２１は、電力発生元から供給される電力によって電力
負荷装置３０の電力需要量を賄えるように、熱電併給装置２３の作動制御を行い、施設側
充放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放電部３１からの電力の放電制御を行い、
及び、車両側充放電部１４への電力の充電制御及び車両側充放電部１４からの電力の放電
制御を車両側充放電制御部１１ｂに行わせる。或いは、施設側制御部２１は、電力発生元
から供給される電力によって電力負荷装置３０の電力需要量を賄えるように、熱電併給装
置２３の作動制御を行い、施設側充放電部３１への電力の充電制御及び施設側充放電部３
１からの電力の放電制御を行い、及び、車両側充放電部１４への電力の充電制御及び車両
側充放電部１４からの電力の放電制御を自身が行う。また、上記実施形態と同様に、施設
側制御部２１は、施設側充電情報の更新を行い、及び、車両側充電情報の更新を車両側充
放電制御部１１ｂに行わせる。
【０１０９】
　この場合、熱電併給装置２３を電主運転させたことで、熱電併給装置２３で発生される
熱量が熱負荷装置２４の熱需要量に満たない場合もある。そのような場合には、施設側制
御部２１が、あるいは、施設側制御部２１からの制御を受けずに、施設２０に設けられた
ボイラなどの熱供給装置（図示せず）の運転を行って、熱需要量を賄えばよい。また、熱
電併給装置２３を電主運転させたことで、熱電併給装置２３で発生される熱量が熱負荷装
置２４の熱需要量を上回る場合には、貯湯装置などの蓄熱装置（図示せず）を用いて余剰
熱量を蓄熱すればよい。
【０１１０】
＜７＞
　上述した例において、施設２０の施設側制御部２１が、車両側記憶部１８に記憶されて
いるのと同じ車両側充電情報を、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して逐次入
手して記憶及び更新するように構成してもよい。具体的には、施設２０の施設側制御部２
１は、施設側通信部２６及び車両側通信部１６を介して車両１０の車両側充放電制御部１
１ｂに対して車両側充電情報の送信要求を行うことで、その返答として車両側充電情報の
送信を受けることができる。
【０１１１】
＜８＞
　上述した例では、自然エネルギ発電装置としての太陽光発電装置２９で発電した電力を
商用電力系統２２へ売電する例について説明したが、太陽光発電装置２９で発電した電力
に限らず、他の電力発生元からの電力を商用電力系統２２へ売電するように改変してもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明の電力需給システムは、余剰電力及び不足電力を車両側蓄電池及び施設側蓄電池
のそれぞれに適切に振り分けるために利用できる。
【図面の簡単な説明】
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【０１１３】
【図１】第１実施形態の電力需給システムの機能ブロック図
【図２】最適運転計画の作成及び作動制御のフローチャート
【図３】車両側充電情報更新制御を説明するフローチャート
【図４】充電順位を説明する図
【図５】放電順位を説明する図
【図６】充電順位を説明する図
【図７】放電順位を説明する図
【図８】第２実施形態の電力需給システムの機能ブロック図
【図９】第３実施形態の電力需給システムの機能ブロック図
【図１０】車両側充電情報更新制御を説明するフローチャート
【図１１】充電順位を説明する図
【図１２】放電順位を説明する図
【図１３】充電順位を説明する図
【図１４】放電順位を説明する図
【図１５】充電順位を説明する図
【図１６】放電順位を説明する図
【図１７】充電順位を説明する図
【図１８】放電順位を説明する図
【図１９】充電順位を説明する図
【図２０】放電順位を説明する図
【図２１】充電順位を説明する図
【図２２】放電順位を説明する図
【図２３】別実施形態の電力需給システムの機能ブロック図
【符号の説明】
【０１１４】
　１０　車両
　１４ｂ　車両側蓄電池
　２０　施設
　２１ｃ　最適計画部
　２１ｄ　優先順位決定部
　３０　電力負荷装置
　３１ｂ　施設側蓄電池
　Ｌ　配電系統
　Ｐ　電力供給部
　Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４　電力需給システム
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