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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力供給を受ける負荷が接続された蓄電設備と、電力を供給する電力系統と、前記蓄電
設備の充放電電力を表す電力情報を管理する管理サーバとからなる蓄電設備管理システム
であって、
　前記蓄電設備は、
　蓄電部と、
　前記蓄電部を充電するための電力を電力系統から取得する電力受電部と、
　前記蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給部と、
　前記電力受電部の充電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電力情報を生成する電
力情報生成部と、
　前記電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の電力取得時間情報と、負荷が電力消
費した時の電力使用時間情報と、負荷の電力使用形態に設定された消費区分情報とを前記
管理サーバへ送信する通信部と
を備え、
　前記管理サーバは、
　蓄電部を充電する電力取得時間と負荷が電力消費する電力使用時間との電力使用のタイ
ムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報と、環境負荷の小さい発電設
備による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、負荷によって消費される電力使
用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報とを記憶
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する記憶部と、
　前記蓄電設備から送信される電力情報と、電力取得時間情報と、電力使用時間情報と、
消費区分情報とを受信する受信部と、
　前記対価情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電力情報と、電力取得時間情報と、
電力使用時間情報と、消費区分情報に基づいて対価を決定する対価決定部と
を備えたことを特徴とする蓄電設備管理システム。
【請求項２】
　発電設備と、電力供給を受ける負荷が接続された蓄電設備と、電力を供給する電力系統
と、前記蓄電設備の充放電電力を表す電力情報を管理する管理サーバとからなる蓄電設備
管理システムであって、
　前記蓄電設備は、
　蓄電部と、
　前記発電設備からの電力または電力系統からの電力によって前記蓄電部を充電するため
の電力を受電する電力受電部と、
　前記蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給部と、
　前記電力受電部の充電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電力情報を生成する電
力情報生成部と、
　前記電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の電力取得時間情報と、負荷が電力消
費した時の電力使用時間情報と、負荷の電力使用形態に設定された消費区分情報と、発電
設備の種類、立地条件或いは負荷から発電設備までの距離を含む発電設備情報とを前記管
理サーバへ送信する通信部と
を備え、
　前記管理サーバは、
　蓄電部を充電する電力取得時間と負荷が電力消費する電力使用時間との電力使用のタイ
ムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報と、環境負荷の小さい発電設
備による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、負荷によって消費される電力使
用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、発電
設備の環境改善度に対して予め設定された対価情報とを記憶する記憶部と、
　前記蓄電設備から送信される電力情報と、電力取得時間情報と、電力使用時間情報と、
消費区分情報と、発電設備情報とを受信する受信部と、
　前記対価情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電力情報及び電力取得時間情報と、
電力使用時間情報と、消費区分情報と、発電設備情報に基づいて対価を決定する対価決定
部と
を備えたことを特徴とする蓄電設備管理システム。
【請求項３】
　前記発電設備は、自然エネルギーを利用した発電設備、燃料電池、またはガスエンジン
発電機を用いた発電設備であることを特徴とする請求項２に記載の蓄電設備管理システム
。
【請求項４】
　電力供給を受ける負荷が接続された蓄電設備と、電力を供給する電力系統と、前記蓄電
設備の充放電電力を表す電力情報を管理する管理サーバとからなる蓄電設備管理システム
であって、
　前記蓄電設備は、
　蓄電部と、
　前記蓄電部を充電するための電力を電力系統から取得する電力受電部と、
　前記蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給部と、
　前記電力受電部の充電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電力情報を生成する電
力情報生成部と、
　前記電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の電力取得時間情報と、負荷が電力消
費した時の電力使用時間情報と、負荷の電力使用形態に設定された消費区分情報とを前記
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管理サーバへ送信する通信部と
を備え、
　前記管理サーバは、
　前記蓄電設備から送られてきた蓄電設備を設置する契約者の電力情報を契約者ごとに格
納した契約者情報記憶部と、
　蓄電部を充電する電力取得時間と負荷が電力消費する電力使用時間との電力使用のタイ
ムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報と、環境負荷の小さい発電設
備による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、負荷によって消費される電力使
用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報とを記憶
する記憶部と、
　前記蓄電設備から送信される電力情報と、電力取得時間情報と、電力使用時間情報と、
消費区分情報とを受信する受信部と、
　前記対価情報と、前記蓄電設備から送信される電力情報と、電力取得時間情報と、電力
使用時間情報と、消費区分情報に基づいて対価を決定する対価決定部と、
　蓄電設備管理システムによって生み出された価値に対価を提供する価値取得希望者が予
め設定した取得希望の電力設定情報と対価を決定する対価情報を記憶した価値取得希望者
情報記憶部と
を備え、
　前記対価決定部が決定した対価と、前記価値取得希望者情報記憶部に記憶された対価が
一致した場合に、取引成立を決定することを特徴とする蓄電設備管理システム。
【請求項５】
　前記管理サーバは、前記対価情報を含む開示情報を記憶した開示情報記憶部を更に備え
、
　前記価値取得希望者情報記憶部に記憶される対価情報が複数個ある場合に、前記蓄電設
備から受信した電力情報に関係づけられた対価情報をすべて選択し、前記選択されたすべ
ての対価情報を含む開示情報を前記蓄電設備の通信部及び管理サーバの受信部を含む通信
経路上に閲覧可能なように公開状態とし、前記管理サーバが蓄電設備の契約者が前記閲覧
可能な開示情報のうち特定の対価情報を選択した旨の情報を受信した場合に、その選択さ
れた対価情報に含まれる対価をその契約者の対価に決定し、通信部によりその契約者に通
知することを特徴とする請求項４に記載の蓄電設備管理システム。
【請求項６】
　蓄電部を充電する電力または蓄電部から負荷へ供給した電力を表す電力情報と、充電し
た時の電力取得時間情報と、負荷が電力を使用した時の電力使用時間情報と、負荷の電力
使用形態に設定された消費区分情報とを蓄電設備から受信する通信部と、
　前記受信した電力情報と、電力取得時間情報と、電力使用時間情報と、消費区分情報と
を前記蓄電設備を所有する契約者ごとに格納する契約者情報記憶部と、
　蓄電部を充電する電力取得時間と負荷が電力消費する電力使用時間との電力使用のタイ
ムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報と、環境負荷の小さい発電設
備による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、負荷によって消費される電力の
電力使用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報と
を記憶する記憶部と、
　前記対価情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電力情報と、電力取得時間情報と、
電力使用時間情報と、消費区分情報に基づいて対価を決定する対価決定部と、
　蓄電設備管理システムによって生み出された価値に対価を支払う価値取得希望者ごとに
予め設定した取得希望の対価を記憶した価値取得希望者情報記憶部と
を備え、
　前記対価決定部が決定した対価と、前記価値取得希望者情報記憶部に記憶された対価が
一致した場合に、取引成立を決定することを特徴とする蓄電設備管理システムの管理サー
バ。
【請求項７】
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　電力供給を受ける負荷が接続された蓄電設備と、電力を供給する電力系統と、前記蓄電
設備の充放電電力を表す電力情報を管理する管理サーバとからなる蓄電設備管理方法であ
って、
　電力受電部を用いて、蓄電部を充電するための電力を電力系統から取得する電力受電ス
テップと、
　電力供給部を用いて、蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給ステップと、
　前記電力受電ステップにおいて取得された充電電力あるいは電力供給ステップにおいて
供給された放電電力を表す電力情報を生成する電力情報生成ステップと、
　前記電力情報と、蓄電部を充電する電力取得時間と負荷が電力消費する電力使用時間と
の電力使用のタイムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報と、環境負
荷の小さい発電設備による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、負荷によって
消費される電力使用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された
対価情報と、電力取得時間情報と、電力使用時間情報と、消費区分情報に基づいて対価を
決定する対価ステップと
を備えたことを特徴とする蓄電設備管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電力を貯蔵する蓄電設備の管理システム、または発電設備を併設した蓄電設備
の管理システムに係わり、特にユーザが蓄電設備を設置することにより、蓄電設備に蓄電
して、その電力を消費することによって得られる経済的な価値に加えて、さらに蓄電設備
を設置したことによる社会的な地位や環境貢献に対する価値が付与されるシステムを構築
して、ユーザメリットを拡大し、蓄電設備の導入促進を可能にするシステムに関する。
また本発明は蓄電設備管理方法と蓄電設備管理プログラム、さらに蓄電設備管理システム
を構成する管理サーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　日本国内の電力需要は、家庭では冷蔵庫、電子レンジ、調理機器、洗濯機、空調機器等
の各種電化製品、テレビ、音響機器、パソコン、ゲーム機器が普及し、また企業や各種団
体のようなオフィスではパソコン、複写機、ファクシミリ、プリンター等のＯＡ機器、や
冷暖房設備が備えられ、また店舗では照明器具や展示品が備えられ、近隣施設や地域にも
多くの電子機器、電気機器が設置され、電力消費量は年々上昇している。さらに、ピーク
時の電力消費量と平均の電力消費量の比率である負荷率は年々悪化してきている。負荷率
の悪化は電力会社がピーク電力に対応するための発電設備を維持する必要があり、発電設
備の効率的な運用ができないという問題を有する。また、負荷変動に対応する発電設備と
しては起動、停止が容易である火力発電が主に使用されているため、全電力の平均に比べ
、ＣＯ２の排出量が大きいなど、対環境面でも好ましくはなく、負荷平準化を進めるべく
、種々の検討や取り組みが行われている。
　また、近年の環境意識の高まりから、環境負荷の少ない、自然エネルギーを用いた発電
システムや燃料電池などの発電設備の導入が全世界的に推進されている。現在これらの発
電設備は、各国の補助金による支援策などによって全体または部分的に補助されることに
より導入が推進されている。今後これらの発電設備の普及とともに、蓄電設備を併設した
発電設備も普及していくものと考えられる。
【０００３】
　蓄電設備を備え、低価格時に電力を購入し、高価格時に売電するシステムが特許文献１
に開示されている。特許文献１は電力価格の価格変動情報をもとに所定の購入ルールに従
って最適な電力の購入量、購入時期を決定する購入意思決定装置と、購入した電力を貯え
る蓄電装置と、電力価格の価格変動情報をもとに所定の販売ルールに従って最適な蓄電し
た電力の販売量、販売時期を決定する販売意思決定装置と、電力売買に伴う金銭の授受を
電子決済により行う電子決済装置を備えるシステムである。
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【０００４】
　また二酸化炭素排出権の取引方法および取引システムが特許文献２に開示されている。
特許文献２は、エンティティが取得している二酸化炭素排出権より実際の二酸化炭素の排
出量が多い場合に、その超過分に見合った二酸化炭素排出権を取得するように、センタが
そのエンティティへ指示を送り、一方他のエンティティが太陽光発電を行った場合、その
発電量に応じた二酸化炭素排出権をセンタがそのエンティティへ付与する。この両者の二
酸化炭素排出権の取引をインターネット上で行うものであり、二酸化炭素排出権の売買価
格は、センタにて決定するか、または変動相場制で決定する。
【特許文献１】特開２００２－２３３０５３号公報
【特許文献２】特開２００１－３０６８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１は比較的低価格の深夜電力を貯蔵して、比較的高価格になる昼間に電力を売
電することにより利益を得るシステムであるが、蓄電設備に蓄電し、その電力を消費する
ことによって得られる経済的な価値に加えて、環境貢献に対する価値を評価して価値を付
与するシステムではない。また特許文献２は二酸化炭素排権の取引方法に関する発明であ
り、太陽光発電による二酸化炭素排出権を取引するものであって、蓄電設備を備え、環境
への貢献を評価して価値を付与するシステムではない。
【０００６】
　一般に電力貯蔵用の蓄電装置はその設置コストやメンテナンス費用が高いために、十分
に普及していないのが現状である。国内においては前記のように負荷率の悪化の問題があ
るにもかかわらず、蓄電設備や発電設備が負荷率の低減に影響を与える電力使用形態の価
値等については、その状況を把握、評価するシステムが存在せず、かつ電力の種類を実際
に分類することが不可能なため、現状は深夜電力メニューのように時間帯による電力メニ
ューによって電力料金に価格差等を設定するにとどまっている。そのような状況下では、
蓄電設備の保有者は電力購入メニューによって設定された夜間電力の価格と昼間電力の価
格差によって、その経済的利益を得るだけであるため、結局、十分な経済的利益が得られ
ない場合が多いことが普及を妨げている理由のひとつと考えられる。
【０００７】
　また、環境負荷の小さい発電設備は今後さらに普及するものと考えられるが、導入コス
トを含めた発電コストは、大型の発電設備で発電を行う電力会社の発電コストに比べると
、まだ同等のレベルには達していない。現在ではその差額は国や自治体などから受ける補
助、電力会社が提供する有利な条件の料金メニュー、あるいは環境意識の高い個人の負担
によってまかなわれているが実情である。
　特に、家庭用などの小規模の蓄電設備を保有するユーザが、深夜電力を蓄電して昼間に
電力を使用し、負荷平準化することによって、発電時に発生する二酸化炭素の削減が可能
となる環境貢献度や、小規模発電設備によって発電した電力を自己消費することにより、
大型発電所の負荷平準化に寄与し、それによる環境貢献度を評価する手段が存在しない。
また、その貢献度は個々にみると絶対量が少ないため、その価値を取得したい第三者が存
在しても集めるシステムがないため、その価値を流通させることは不可能であった。例え
ば二酸化炭素排出権のような価値として取引（売買）を行うことができない。
　一方ではユーザは環境貢献のみならず、設置に要した投資をできるだけ早期に回収した
いという要求がある。従って電力貯蔵用の蓄電システム、さらには環境負荷の小さい発電
システムと組み合わせた蓄電システムの本格的普及を目指すためには、そのようなユーザ
の要求を満たす必要がある。
【０００８】
　本発明は以上のような事情を考慮してなされたものであり、小規模の蓄電設備や発電設
備を併設した蓄電設備を設置することによる社会的な地位や環境貢献に対する価値を適正
に評価し、それら設備の導入促進を可能にするシステムを提供する。また蓄電設備管理方
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法および蓄電設備管理プログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明の蓄電設備管理システムは、蓄電設備と、管理サーバとからなる蓄電設備管理
システムであって、前記蓄電設備は、蓄電部と、前記蓄電部を充電するための電力を電力
系統から取得する電力受電部と、前記蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給
部と、前記電力受電部の充電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電力情報を生成す
る電力情報生成部と、前記電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の電力取得時間情
報、負荷が電力消費した時の電力使用時間情報、または負荷の電力使用形態に設定された
消費区分情報を前記管理サーバへ送信する通信部とを備え、前記管理サーバは、蓄電部の
充電時間と負荷の電力消費時間のタイムシフトによる環境改善度に対して予め設定された
対価情報、または負荷の電力使用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予
め設定された対価情報を記憶する記憶部と、前記蓄電設備から送信される電力情報と、電
力取得時間情報、電力使用時間情報、または消費区分情報を受信する受信部と、前記対価
情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電力情報及び電力取得時間情報、電力使用時間
情報、または消費区分情報に基づいて対価を決定する対価決定部とを備え、前記課題を解
決する。
　また、本発明の蓄電設備管理システムは、発電設備と、蓄電設備と、管理サーバとから
なる蓄電設備管理システムであって、前記蓄電設備は、蓄電部と、前記発電設備からの電
力または電力系統からの電力によって前記蓄電部を充電するための電力を受電する電力受
電部と、前記蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給部と、前記電力受電部の
充電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電力情報を生成する電力情報生成部と、前
記電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の電力取得時間情報、負荷が電力消費した
時の電力使用時間情報、負荷の電力使用形態に設定された消費区分情報、または発電設備
の種類、立地条件或いは負荷から発電設備までの距離を含む発電設備情報を前記管理サー
バへ送信する通信部とを備え、前記管理サーバは、蓄電部の充電時間と負荷の電力消費時
間のタイムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報、負荷の電力使用形
態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報、または発電
設備の環境改善度に対して予め設定された対価情報を記憶する記憶部と、前記蓄電設備か
ら送信される電力情報と、電力取得時間情報、電力使用時間情報、消費区分情報、または
発電設備情報を受信する受信部と、前記対価情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電
力情報及び電力取得時刻情報、電力使用時刻情報、消費区分情報、または発電設備情報に
基づいて対価を決定する対価決定部とを備え、発電設備を併用する蓄電設備の管理システ
ムを構成する。
【００１０】
　また本発明は、前記発電設備が、自然エネルギーを利用した発電設備、燃料電池または
、ガスエンジン発電機を用いた発電設備である蓄電設備管理システムを提供する。
　また本発明は、前記発電設備が、前記対価情報と、更に電熱併合の有無、蓄電設備の蓄
電と放電における電力効率情報、蓄電システムの廃棄処理時の環境負荷のいずれかの情報
に基づいて対価を決定する蓄電設備管理システムを提供するものである。
　また本発明は、前記電力情報が、環境貢献の程度情報、二酸化炭素削減貢献情報、発電
コスト削減費用情報、あるいは前記各情報を算出可能な情報として発電電力の種類、電力
の消費時間、電力の消費形態のいずれかを含む蓄電設備管理システムを提供するものであ
る。
【００１１】
　本発明の蓄電設備管理システムは、蓄電設備と、前記蓄電設備の電力情報を管理する管
理サーバとからなり、前記蓄電設備が、充電するための電力を取得する電力受電部と、充
電された電力を負荷に供給する電力供給部と、前記電力受電部あるいは電力供給部の充放
電により電力情報を生成する情報制御部と、前記電力情報を前記管理サーバへ送信する通
信部を備え、前記管理サーバが、前記蓄電設備から送られてきた契約者の電力情報を契約
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者ごとに格納した契約者情報記憶部と、予め価値取得希望者が設定した電力設定情報と対
価とを関係づけた対価情報を記憶した価値取得希望者情報記憶部と、前記対価情報を前記
蓄電設備から送られてきた電力情報の対価を決定する情報管理部を備えるものである。
【００１２】
　さらには、本発明の蓄電設備管理システムは、前記管理サーバが、対価情報を含む開示
情報を記憶した開示情報記憶部を備え、前記価値取得希望者情報記憶部に記憶される対価
情報が複数個ある場合に、前記情報管理部が、前記蓄電設備から受信した電力情報に関係
づけられた対価情報をすべて選択し、前記選択されたすべての対価情報を含む開示情報を
閲覧可能な状態とし、蓄電設備の契約者が前記閲覧可能な開示情報のうち特定の対価情報
を選択した旨の情報を受信した場合に、その選択された対価情報に含まれる対価をその契
約者の対価に決定するものである。
【００１３】
　本発明は別の局面として、電力を充電または放電する蓄電設備から充電または放電に関
する電力情報を受信する通信部と、前記受信した電力情報を、前記蓄電設備を所有する契
約者ごとに格納する契約者情報記憶部と、前記電力情報と対価を関係づけた対価情報を、
その対価を支払う価値取得希望者ごとに予め記憶した価値取得希望者情報記憶部と、前記
対価情報を用いて、受信した電力情報に対応する対価を決定する情報管理部とを備え、前
記通信部が対価を決定されたことを、前記契約者およびその対価を設定していた価値取得
希望者に通知する蓄電設備管理システムの管理サーバを提供するものである。
　また本発明は、蓄電設備を充電するための電力を取得する電力受電ステップと、蓄電設
備に充電された電力を負荷に供給する電力供給ステップと、前記電力受電ステップあるい
は電力供給ステップにおいて取得された充放電に関する電力情報を生成する電力情報生成
ステップと、前記電力情報を管理サーバへ送信する通信ステップと、前記管理サーバが、
予め設定された対価情報を用いて前記蓄電設備から送信されてきた電力情報に対する対価
を決定する情報管理ステップとを備え、蓄電設備管理方法を提供するものである。
　また本発明は、蓄電設備を充電するための電力を取得する電力受電ステップと、蓄電設
備に充電された電力を負荷に供給する電力供給ステップと、前記電力受電ステップあるい
は電力供給ステップにおいて取得された充放電に関する電力情報を生成する電力情報生成
ステップと、前記電力情報を管理サーバへ送信する通信ステップと、前記管理サーバが、
予め設定された対価情報を用いて前記蓄電設備から送信されてきた電力情報に対する対価
を決定する情報管理ステップとを備え、コンピュータに実行させる蓄電設備管理プログラ
ムを提供するものである。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、この発明の蓄電設備管理システムは、蓄電設備と、管理サーバとからな
る蓄電設備管理システムであって、前記蓄電設備は、蓄電部と、前記蓄電部を充電するた
めの電力を電力系統から取得する電力受電部と、前記蓄電部に充電された電力を負荷に供
給する電力供給部と、前記電力受電部の充電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電
力情報を生成する電力情報生成部と、前記電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の
電力取得時間情報、負荷が電力消費した時の電力使用時間情報、または負荷の電力使用形
態に設定された消費区分情報を前記管理サーバへ送信する通信部とを備え、前記管理サー
バは、蓄電部の充電時間と負荷の電力消費時間のタイムシフトによる環境改善度に対して
予め設定された対価情報、または負荷に設定された消費区分による環境改善度に対して予
め設定された対価情報を記憶する記憶部と、前記蓄電設備から送信される電力情報と、電
力取得時間情報、電力使用時間情報、または消費区分情報を受信する受信部と、前記対価
情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電力情報及び電力取得時間情報、電力使用時間
情報、または消費区分情報に基づいて対価を決定する対価決定部とを備えることを特徴と
する。
　本発明は、蓄電設備に蓄電して、その電力を消費することによって経済的な価値を得る
とともに、これまで明確に定義されていなかった蓄電設備の環境貢献に対する価値を取得
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することを可能にする。即ち、蓄電部の充電時間と負荷の電力消費時間のタイムシフトに
よる環境改善度に対して予め設定された対価情報、または負荷の電力使用形態に設定され
た消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、電力情報及び電力取得
時間情報、電力使用時間情報、または消費区分情報に基づいて対価を決める。その結果、
そのような価値を認め対価を与える事業者（価値取得希望者）と、蓄電設備の所有者の双
方が対価を基準にして取引が可能となり、そのため事業者（価値取得希望者）と、蓄電設
備の所有者の双方にとって好ましい利益を与え、蓄電設備の導入促進が可能となる。
【００１５】
また、本発明の蓄電設備管理システムは、発電設備と、蓄電設備と、管理サーバとからな
る蓄電設備管理システムであって、前記蓄電設備は、蓄電部と、前記発電設備からの電力
または電力系統からの電力によって前記蓄電部を充電するための電力を受電する電力受電
部と、前記蓄電部に充電された電力を負荷に供給する電力供給部と、前記電力受電部の充
電電力あるいは電力供給部の放電電力を表す電力情報を生成する電力情報生成部と、前記
電力情報と、電力受電部が電力を取得した時の電力取得時間情報、負荷が電力消費した時
の電力使用時間情報、負荷の電力使用形態に設定された消費区分情報、または発電設備の
種類、立地条件或いは負荷から発電設備までの距離を含む発電設備情報を前記管理サーバ
へ送信する通信部とを備え、前記管理サーバは、蓄電部の充電時間と負荷の電力消費時間
のタイムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報、負荷の電力使用形態
に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報、または発電設
備の環境改善度に対して予め設定された対価情報を記憶する記憶部と、前記蓄電設備から
送信される電力情報と、電力取得時間情報、電力使用時間情報、消費区分情報、または発
電設備情報を受信する受信部と、前記対価情報と、前記蓄電設備から送信されてきた電力
情報及び電力取得時刻情報、電力使用時刻情報、消費区分情報、または発電設備情報に基
づいて対価を決定する対価決定部とを備え、発電設備を併用する蓄電設備の管理システム
を構成することを特徴とする。
本発明は、発電設備を併設する蓄電設備に蓄電して、その電力を消費することによって経
済的な価値を得るとともに、これまで明確に定義されていなかった蓄電設備の環境貢献に
対する価値を取得することを可能にする。即ち、蓄電部の充電時間と負荷の電力消費時間
のタイムシフトによる環境改善度に対して予め設定された対価情報、または負荷の電力使
用形態に設定された消費区分による環境改善度に対して予め設定された対価情報と、電力
情報及び電力取得時間情報、電力使用時間情報、または消費区分情報に基づいて対価を決
める。その結果、そのような価値を認め対価を与える事業者（価値取得希望者）と、蓄電
設備の所有者の双方が対価を基準にして取引が可能となり、そのため事業者（価値取得希
望者）と、蓄電設備の所有者の双方にとって好ましい利益を与え、蓄電設備や分散型発電
設備の導入促進が可能となる。
【００１６】
　また本発明の蓄電設備管理システムは、発電設備が、自然エネルギーを利用した発電設
備あるいは燃料電池または、ガスエンジン発電機であるので、蓄電設備と併用することに
より、環境に対して貢献することができ、発電設備を普及させることが可能になる。
　また本発明の蓄電設備管理システムは、電力受電部の受電電力情報に、電力の種類、受
電時間のいずれかの情報を含むので、環境負荷の小さい発電設備を普及させ、また負荷平
準化を可能にする。
　また本発明の蓄電設備管理システムは、電力供給部の供給電力情報に、前記蓄電設備か
ら負荷へ電力が供給された時間、消費区分のいずれかの情報を含むので、環境負荷が小さ
くなる電力消費を推進することができる。
　また本発明の蓄電設備管理システムは、対価が、前記電力受電部の受電電力情報と、前
記電力供給部の供給電力情報に環境負荷の差、系統に対する負荷率軽減の少なくともいず
れかに対して設定するので、環境負荷を小さくする電力の使用形態を推進し、また負荷率
軽減を推進することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
　本発明において、「蓄電設備」とは、鉛蓄電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電
池などの二次電池や電気二重層キャパシタなどの蓄電素子と、この蓄電素子に対して充放
電させ、電力情報を生成する構成を備えた設備を言う。或いは電気で水の電気分解をして
水素を貯蔵し、必要に応じて水素を燃料電池に供給して電力を取り出すような蓄電装置で
あってもよい。また「環境負荷の小さい発電設備」とは、代表的には、太陽光発電装置、
風力発電装置、マイクロ水力発電装置、燃料電池、ガスエンジンによる発電などが挙げら
れる。
　これらの蓄電設備や発電設備は、一戸建ての住宅、マンション、ビルなどの建物ごとに
設置され、あるいは信号機や公共施設、公道の街路灯などに設置される。蓄電設備や発電
設備は、設備規模には制限はないが、大規模な設備であれば単独で、取引を行うことが可
能である。本発明はこのように大規模設備だけでなく、単独では取引が困難な小型システ
ム、或いは大規模設備と小型設備が混在している場合には、これらを集合することにより
取引を可能にする。
【００１８】
　小型システムとは一般家庭あるいは小規模の企業、各種団体等で使用されるような設備
である。蓄電設備の場合は１００ｋＷｈ以下、より好ましくは５０ｋＷｈ以下、０．５ｋ
Ｗｈ以上程度の規模であり、発電設備の場合は２０ｋＷ以下、さらには好ましくは１０ｋ
Ｗｈ以下、０．５ｋＷｈ以上の発電設備である。これらの蓄電設備或いは発電設備が複数
台ネットワークによって接続され、数千台以上の規模で接続されている状態において、特
に本発明の有効活用が可能となる。或いはインターネットオークションのように小規模の
取引も有効にすることができる。
【００１９】
　また、本発明において、管理サーバは、蓄電設備や発電設備の電力情報を集計し、その
電力情報の提供者と価値の取得希望者との仲介を行う会社や業者などに設置されるコンピ
ュータである。本発明において、蓄電設備や発電設備を保有する蓄電システムと、前記価
値取得希望者と、管理サーバは、インターネットや専用回線等のネットワークを介して接
続される。本発明では、例えば管理サーバにおいて電力情報に基づいて対価が決定される
が、対価を決定する要因として、蓄電設備に蓄電したときの時間や、蓄電に用いた電力の
種類などが用いられる。電力の種類には発電形態があり、例えば、水力発電、火力発電、
原子力発電の種類を区別する情報のほか、発電設備の立地条件、発電所までの距離、発電
した時間帯を区別する情報が挙げられる。
【００２０】
本発明において、上記「価値」は次のような意味である。例えば、蓄電に関しては、深夜
電力を貯蔵し、電力需要の大きな昼間の時間帯に電力を貯蔵した電力を使用する場合（電
力需要の大きな時間帯は系統の電力を使用しない）に、電力使用のタイムシフトによって
行われた環境貢献度による価値や電力系統への負荷率軽減に寄与した価値が発生し、この
価値について対価が決定される。他の事例としては、太陽電池で午前中に発電した電力を
、電力需要の大きな昼間の時間帯まで電力を貯蔵し、昼間の時間帯に使用する場合には、
太陽光発電によって発電した電力が有する価値と、昼間の電力系統の負荷軽減に寄与した
価値が発生する。つまり発電設備と蓄電設備を組み合わせることにより、従来価値を有し
ていた太陽光発電によって得られた電力消費の価値に、新たに、上記のような環境貢献度
や負荷軽減の価値を加えることができ、価値を高めることが可能となる。
【００２１】
本発明における、「対価情報」とは、電力会社から購入した電力を蓄電設備に蓄電するこ
とによる電力消費、または蓄電設備に蓄電した電力や自己が保有する発電設備で発電した
電力を消費するような自己消費に対する対価を意味するものではなく、本発明の蓄電シス
テムによって深夜電力を貯蔵し、または発電設備からの電力を貯蔵し、昼間に蓄電した電
力を消費することにより電力使用のタイムシフト、または環境負荷の小さい発電設備によ
る発電電力またはその発電電力の消費形態によって区別された消費区分に、予めそれぞれ
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設定された価値に与えられる情報を意味し、この発明で初めて導入した環境貢献に対する
価値情報である。より具体的には、たとえば、蓄電システムによってタイムシフトされた
電力は、昼間電力と夜間電力の負荷平準化に貢献するので、その貢献度に対する価値や、
また蓄電システムによってタイムシフトされた電力は、火力発電の場合の二酸化炭素排出
を軽減するなど環境改善するので、その環境改善度に対する価値が考えられる。そしてこ
の価値の大きさの程度はそれら電力情報を管理することによって、電力情報と対価情報に
基づいて対価を決定することにより、その貢献度の程度に応じた価値を特定できる。した
がって、前記電力情報は、対価を決定するための電力の価値に関するデータとして、たと
えば、環境貢献の程度情報、二酸化炭素削減貢献情報、発電コスト削減費用情報などのよ
うなデータを意味し、契約者の蓄電システムから送信されてきた電力情報と、対価情報に
基づいて、対価を決定することができる。即ち、電力情報と対価情報に基づいて対価を決
定するため、四則演算などによって変換（加工）するために利用されるデータである。
【００２２】
また、本発明の蓄電設備管理システムは、その消費形態（消費区分情報）に応じて対価を
決定することができる。消費形態（消費区分情報）による環境貢献の価値に対して対価を
決めることにより負荷平準化を推進することが可能になる。
　本願発明における「消費区分情報」とは、自己の建物内の設備で電力消費する場合であ
っても、通常生活に必要な設備（たとえば、冷蔵庫）による消費と、最低限の生活には不
必要であった消費であり、がまんすれば消費することが節約することができたであろうと
考えられる設備（娯楽設備，ゲーム）による消費とが区別できるように設定された情報で
ある。このようにして消費区分を設定できれば、両者の間に異なる対価を設定することな
どが考えられる。また、それらを細かく設定することが困難な場合においても、消費電力
量を何段階かに重み付けを設定し、それぞれに対価を設定することなどが考えられる。
【００２３】
また、蓄電設備或いは発電設備の所有者（契約者）と、この管理システムの提供者、価値
取得希望者あるいは電力会社との契約内容によっても対価に差をつけることも考えられる
ので、管理サーバが管理する電力契約情報に契約内容の情報を含めてもよい。たとえば、
発電設備を併設する蓄電設備においては、売電契約に、売電契約期間、売電の時間帯、売
電の最大電力量などの情報を電力契約情報に含めてもよい。また、近隣設備への電力供給
の有無、電力に対する価値の設定方法や決済方法、代行業者の種類などの契約内容によっ
ても対価を区別できるように、これらの契約内容の情報を電力契約情報に含めてもよい。
本発明は、上記のように、蓄電システムによって深夜電力を貯蔵し、または発電設備から
の電力を貯蔵し、昼間に蓄電した電力を消費することにより電力使用のタイムシフト、ま
たは環境負荷の小さい発電設備による発電電力またはその発電電力の消費形態によって区
別された消費区分に、予めそれぞれ設定された価値を定量化したものが対価情報であり、
対価は、対価情報と電力情報に基づいて決定されるので、対価情報は対価を得るための条
件を構成する。対価情報に基づいて決定される対価としては金銭だけでなく、物品、金券
、貢献ポイントなどがある。対価情報は、対価の条件（価値取得条件とも呼ぶ）を示した
ような形式で与えられるため、たとえば、対価情報が予め設定されていれば、消費電力に
ついて「Ａ」という条件が満たされれば、「Ｂ」という商品（対価）を無償で与えるとい
うような情報を数値化または記号化したデータである。具体例を後述の実施例で説明する
。前記物品として、ガーデンチェア、無農薬野菜セット、国内航空券、観劇鑑賞券、プレ
ミア入場券のように趣味・嗜好品、希少価値商品であってもよい。
【００２４】
　なお、この価値は絶対的な基準を設けた上で固定的な価格で運用しても良いし、価値を
提供する契約者とその価値の取得を希望する価値取得希望者との間の需要と供給の関係に
よって価格が変動するように決定されるシステムであってもよい。
　また、電力情報に対して一定の対価を決定する場合において、蓄電設備側および発電設
備側で一定期間中に発生した充放電による電力情報にそれらを区別する情報を付加して管
理サーバに送り、管理サーバで累積してもよいが、蓄電設備側或いは発電設備側で、充放
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電による電力情報を累積していき、一定量を超えるごとに管理サーバに送るようにしても
よい。またデータの送信方法は自動送信しても良いし、蓄電設備或いは発電設備の表示部
に表示される数値を読み取り、ユーザが端末を用いて送信する形態でもかまわない。
【００２５】
　本発明において、価値取得希望者は、蓄電システムによって生み出された価値に対価を
提供する者、たとえば、蓄電池のメーカ及び太陽電池、風力発電機、マイクロ水力発電機
、燃料電池、ガスエンジンのメーカや、環境改善の推進団体、公共団体、企業、慈善団体
、電力事業者、或いは二酸化炭素排出権の購入希望者（事業者）を意味する。
　開示情報とは、たとえば、契約者の電力情報および電力価値データ、価値取得希望者の
取得対価情報などを意味し、ネットワーク３００を介して、この発明のシステムの利用者
に公開される情報である。
【００２６】
　発電設備と管理サーバ間の送信手順（プロトコル）や通信ネットワークは現在用いられ
ているあらゆるものを用いることができ、特定のものに限定されるものではない。ただし
、通信の互換性、秘密性、スピードなどを十分考慮して、発電設備と管理サーバとの間で
適切なものを選択するべきである。
　さらに、前記設備にて契約者が電力消費時間をシフトした電力や発電した電力などが適
宜分類されて電力量が積算される手段と、価値の取得を希望する契約者（設備を保有しな
い）が事業活動において消費した電力の使用量を積算する手段と、前記電力量と使用量と
を比較しかつ相殺する手段を有するようにしてもよい。
【実施例１】
【００２７】
　以下、実施例に基づいて本発明を詳述する。なお、本発明はこれによって限定されるも
のではない。
＜蓄電設備管理システムの構成＞
　図１に、この発明における蓄電設備管理システムの全体構成ブロック図を示す。
　この発明の蓄電設備管理システムは、主として蓄電システム１００と、管理サーバ４０
０とから構成され、必要に応じて、電力会社２００が保有するネットワーク端末であって
、この発明の蓄電管理システムと連係するためのネットワーク端末２０４、価値取得希望
者５００のネットワーク端末であって、この発明の蓄電管理システムと連係するためのネ
ットワーク端末５０１、蓄電システム１００の保有者、あるいは管理者などが保有するネ
ットワーク端末であって、この発明の蓄電管理システムと連係し、自身の電力情報や公開
されている対価情報などを閲覧するためのネットワーク端末６００を含む。複数の蓄電シ
ステム１００、複数の価値取得希望者５００のネットワーク端末と、管理サーバ４００、
および電力会社のネットワーク端末２０４、ネットワーク端末６００は、それぞれインタ
ーネット等のネットワーク３００を介して接続される。通信インターフェース１２４、ネ
ットワーク端末２０４、５０１はインターネットに対してＴＣＰ／ＩＰによるデータ通信
を行う機能を有する。管理サーバ４００およびネットワーク端末２０４、５０１はパーソ
ナルコンピューターやワークステーション、（状況によっては携帯電話、携帯情報端末（
ＰＤＡ）などを含む）であり、その情報処理機能は、ＲＯＭ等に内蔵した本発明の処理プ
ログラムや制御プログラムに基づき、また通常のＯＳやソフトウエアを用いてコンピュー
タが動作することにより実現される。
【００２８】
　蓄電システム１００は、利用者の個人住宅、マンションなどの建物、会社や各種団体あ
るいは地域に蓄電を目的として設置された蓄電システムなどが該当する。蓄電システム１
００は、蓄電設備１１０、パワーコンディショナー１２０、開閉部１４０、ユーザ負荷１
５０、電力量計１６０とから構成される。
【００２９】
　蓄電設備１１０は前述の二次電池やキャパシタ等である。パワーコンディショナー１２
０は、主として、蓄電設備１１０から取り出された直流電流を交流電流に変換するＤＣ／
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ＡＣインバータ部１２２、充放電電力に関係する情報を処理し記憶するデータ記憶部１２
６、ネットワーク３００に接続してデータ通信を行う通信インターフェース１２４、ユー
ザがデータを入力するための入力部１２７、データを表示し、またシステムの動作状況を
出力する出力部１２８、これらの各構成要素の動作を制御する制御部１２５とからなる。
入力部１２７は、キーボード、マウス等であり、ユーザがデータ入力し、蓄電システムの
操作、指示、命令を行う手段である。出力部１２８は、ＣＲＴ、ＬＣＤなどの表示装置お
よびプリンターのような印刷装置が用いられる。通信インターフェース１２４は、ネット
ワーク３００に対して接続制御とデータの送受信を行う部分である。パワーコンディショ
ナー１２０は蓄電設備１１０の蓄電状態を表す蓄電情報および充電情報と、負荷への放電
情報を管理し、電力情報を生成する。すなわち制御部１２５がＤＣ／ＡＣインバータ部１
２２の電流方向を制御し、その電力、時間の情報を取得して、前記データ記憶部１２６に
、蓄電設備１１０の充電時間と放電時間、および電力量を充放電情報として記憶する。ま
た蓄電設備１１０の電力をユーザ負荷１５０へ供給した時間、電力量などを消費電力情報
として記憶する。これらの記憶情報は、蓄電システムの電力情報として通信インターフェ
ース１２４によりネットワーク３００を介して、管理サーバ４００へ送信される。
【００３０】
　開閉部１４０は、前記ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２、電力量計１６０およびユーザ負
荷１５０に接続され、蓄電設備１１０から取り出した電力と、電力会社から供給される商
用電力のいずれか一方をユーザ負荷１５０に供給するように切り替え動作する。蓄電設備
１１０に十分蓄電されている場合は蓄電設備から電力を供給し、また深夜のように電気料
金が安い時間帯は電力会社から電力を供給するように設定しておくとよい。また開閉部１
４０はユーザ負荷１５０の消費電力及び時間を検出するための電力検出センサ１４２を備
える。電力検出センサ１４２は、蓄電設備１１０より供給された電力と、電力会社の配電
網２０２を介して供給された電力をそれぞれ別々に検出することができる。ユーザ負荷１
５０としては、家庭では冷蔵庫、電子レンジ、調理機器、洗濯機、空調機器、テレビ、音
響機器、パソコン、ゲーム機等であり、また企業や各種団体のようなオフィスではパソコ
ン、複写機、ファクシミリ、プリンター等のＯＡ機器、や冷暖房設備であり、店舗では照
明器具や展示品や自動販売機のような各種施設、或いは交通信号機、街灯のように地域に
設置された近隣設備や付帯設備などである。
【００３１】
電力量計１６０は、買電側の電力量計１６２と、売電側の電力量計１６４の２つあり、電
力量計１６２は電力会社の配電網２０２を介して購入する電力（買電電力と呼ぶ）を測定
し、電力量計１６４は電力会社の配電網２０２を介して販売する電力（売電電力と呼ぶ）
を測定する。電力量計１６２および１６４は電力量を測定するとともに、その時間を測定
するようにするとよい。さらには、ユーザ負荷１５０として備えられた家電製品や各種電
子機器、電気機器と通信する機能を持ち、電気機器ごとの消費電力量を管理する機能を追
加すると、電気機器ごと、時間ごとの消費電力を測定することができ、電気機器の消費形
態及びその電気機器の使用時間に関しても価値を設定することができる。
【００３２】
　電力会社は、いわゆる商用電力を利用者に供給する配電網２０２の他に、ネットワーク
端末２０４を備え、この発明の蓄電システム１００や管理サーバ４００とデータ通信を行
う。この端末２０４は、管理サーバ４００に格納されている電力情報を受信して、蓄電シ
ステム１００に制御指示を与えることも可能である。たとえば、電力会社が発電量のピー
クを下げるために必要とする時間に、強制的にユーザの蓄電設備１１０に放電するよう指
示をする。または、発電設備の運転平準化し効率向上のために、深夜に蓄電するよう起動
、停止などの指示を送信する。このような強制的な機能は、蓄電システムの所有者との契
約内容に含め、拒否も可能であり、また有利な条件を提供してもよい。
【００３３】
　管理サーバ４００は、例えばユーザに設置された蓄電設備によって生み出される電力価
値を集計し、その価値の提供者と価値の取得希望者との仲介を行う会社などに設置される
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ものであり、蓄電システム１００や契約者に関する情報の管理と、これらの情報の提供を
行う装置である。管理サーバ４００は、図１に示すように、主として、契約者情報データ
ベース４０２と、価値取得希望者データベース４０４と、データ処理・記憶部４０６、情
報開示部４０８と、これらの各部分を含み、記憶情報を取得、加工、提供する情報管理部
４０１とから構成される。
　契約者情報データベース４０２は、蓄電システム１００を設置している契約者に関する
情報（氏名、住所、装置識別番号、電力情報、個人の趣味嗜好など）を格納する。契約者
情報は、契約者がこの管理システムを利用する前に、図示しない入力装置を用いて、ある
いは、通信により蓄電システム１００からダウンロードすることにより、予めそのデータ
ベース４０２に記憶される。
【００３４】
価値取得希望者データベース４０４は、蓄電システム１００によって生み出された電力の
価値の取得を希望する者（価値取得希望者）に関する情報（氏名、住所、希望項目、取得
希望電力量、取得電力単位、取得電力に対して提供可能な対価や物品など）を格納する。
データベース４０４に格納される価値取得希望者情報も前記契約者情報と同様にシステム
利用開始前に予めに記憶される。
データ処理・記憶部４０６は、電力の価値に関するデータを格納する。情報開示部４０８
は、契約者に閲覧可能な開示情報を格納する。情報管理部４０１は、蓄電システム１００
に対して各種情報を送受信し、入手した電力情報を用いて電力の価値の分類、評価、決定
等を行い、対価情報の生成、記憶、開示情報の生成、記憶等の処理を行う。
また、以上のような契約者情報データベース４０２と、価値取得希望者データベース４０
４と、データ処理・記憶部４０６、情報開示部４０８を含む情報管理部４０１は、管理サ
ーバ４００に設けるのではなく、各蓄電システム１００内に設けてもよい。この場合には
、蓄電システム内で自己完結的に電量の対価を決定することができる。そして、各蓄電シ
ステム１００が対価を公開することによって、ネットワークを介して接続された管理サー
バ４００では、決定された対価を参照することができる。
【００３５】
　価値取得希望者５００は、ネットワーク３００を介して管理サーバ４００に接続するネ
ットワーク端末５０１と、消費電力量計５０２を備える。ここで、ネットワーク端末５０
１は、管理サーバ４００に対して自己の希望情報を与えたり、管理サーバ４００から開示
情報を入手したりする。また、消費電力量計５０２は、価値取得希望者が現実に使用した
電力量を測定するものであり、例えば価値提供者の電力と価値取得希望者の電力を本シス
テム上で相殺するために利用されるものである。
　ネットワーク端末６００は、契約者がネットワーク３００を介して管理サーバ４００に
アクセス可能な端末である。このネットワーク端末６００により契約者が自己の電力情報
を確認したり、価値取得希望者が提供する対価情報、広告情報などを参照することが可能
である。
【００３６】
　図２は、蓄電システムが太陽光発電設備として太陽電池アレイ１１２を保有し、蓄電設
備１１０をこの太陽電池アレイ１１２からの電力によって充電する太陽光発電設備併用の
蓄電システム１０２の実施例を示す。制御部１２５ａは太陽電池アレイ１１２の出力を検
出して、蓄電設備１１０を太陽電池アレイ１１２の出力で充電するか、電力会社の配電網
２０２から商用電力を受電して充電するかを制御する部分である。太陽電池アレイ１１２
から出力が得られる場合に、蓄電設備１１０の充電量の大きさと、ユーザ負荷１５０の動
作状況を見て、蓄電設備１１０が満充電でない場合は蓄電設備１１０を充電し、余剰電力
がある場合は電力会社の配電網２０２へ逆潮流により売電するよう制御する。蓄電設備１
１０が満充電でなく、太陽電池アレイから出力が得られない場合は、電力会社から商用電
力を受電して充電する。その他の部分は図１と同じであるので、同一符号を付した。
【００３７】
＜蓄電システムにおける情報処理＞
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　まず、蓄電システム１００の電力情報の取得生成処理について説明する。図１と、図２
の蓄電システムはほぼ同じ動作であるので、以下に同時に説明する。
　図３は、この発明の蓄電システム１００のフローチャートを示す。
　蓄電設備１１０の電力受電（蓄電設備の充電）、あるいは蓄電設備からユーザ負荷への
電力消費（蓄電設備の放電）が発生すると、双方向への変換が可能なＤＣ／ＡＣインバー
タ部１２２に電流が流れるので、制御部１２５は、この電流を制御し、このＤＣ／ＡＣイ
ンバータ部１２２の動作状況により、蓄電システムの起動および停止と、充電および放電
が確認できる。図３のステップＳ１１において、ＤＣ／ＡＣインバータ部１２２の動作状
況により、蓄電システムの起動状態または停止状態を確認する。蓄電システムの起動状態
または停止状態を確認し、稼動している場合は、電力検出センサ１４２から電力に関する
情報を取得する（ステップＳ１２）。電力検出センサ１４２から、蓄電設備の充電情報、
放電情報またはユーザ負荷１５０による消費情報が得られる。
【００３８】
　次に、ステップＳ１３において、パワーコンディショナー１２０は、上記充電情報、放
電情報または消費情報を取得し、データ記憶部１２６に記憶する。ここで、たとえば、１
日毎に電力情報を集計して管理サーバ４００に送信するものとすると、蓄電システム１０
０では、蓄電された電力量と負荷に供給された電力量がそれぞれ加減算されて一日分の電
力量が集計される。ただし、送信単位は、１日毎に限られるものではなく、１週間や１月
単位であってもよい。電力量の加減算は単純に加減算するだけでなく、時間ごとに、負荷
の種類ごとに、または充電電力の種類ごとに加減算してもよい。これらの区分はそれぞれ
重み付けをして集計すれば加減算が容易になる。
　ステップＳ１４において、制御部１２５は、集計した充電情報、放電情報、消費情報を
用いて、送信情報を作成する。送信情報は、この蓄電システム１００を所有する契約者の
識別情報，蓄電電力量、放電電力量、蓄電された時間、放電された時間、消費形態などか
ら構成される。ステップＳ１５において、通信インターフェース１２４が、作成された送
信情報を、ネットワーク３００を介して管理サーバ４００へ送信する。この送信情報は、
前記した電力情報に相当する。
【００３９】
＜管理サーバにおける情報処理＞
　次に、管理サーバ４００における情報処理を説明する。
　図４に、この発明の管理サーバ４００による情報処理のフローチャートを示す。
　この情報処理は、情報管理部４０１により実行されるものである。
　まず、ステップＳ４１において受信データがあるか否かを確認し、蓄電システム１００
の通信インターフェース１２４または価値取得希望者５００のネットワーク端末５０１か
らデータを受信した場合は、ステップＳ４２へ進む。ステップＳ４２において、情報管理
部４０１は受信したデータの内容を確認し、蓄電システムからの電力情報であるか、否か
判断する。電力情報の場合は、ステップＳ４３へ進む。ステップＳ４３において、情報管
理部４０１は、受信した電力情報をデータ解析し、所定の記憶部またはデータベースに保
存する。すなわちその電力情報に含まれる契約者の識別情報を確認し、契約者情報データ
ベース４０２の中のその契約者に関する記憶領域に、受信した電力情報を格納する。
【００４０】
　一方、受信したデータが、電力情報でなく、価値取得希望者５００からの対価情報であ
ることを情報管理部４０１が解析した場合、受信したデータはステップＳ４７において、
価値取得希望者情報として取得し、価値取得希望者データベース４０４に保存する。また
、価値取得希望者自身を特定する情報、価値取得希望者が提供する対価情報、広告情報な
どを含む場合は、その情報に対応して価値取得希望者情報データベース４０４の中のその
価値取得希望者の情報の記憶領域に、その受信した情報を保存する。或いは受信データが
蓄電システム保有者からの契約者情報である場合は、契約者自身を特定する情報、契約者
の対価取得の契約情報を、価値取得希望者データベース４０２の中のその契約者の情報の
記憶領域に、その受信した情報を保存する。ステップＳ４７で情報の取得および保存をし
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た後、ステップＳ４１へ戻り、データ受信の待機状態となる。
　ステップＳ４３で電力情報を保存した後、ステップＳ４４へ進み、その電力情報を提供
した契約者が、既に対価契約をしているか否か確認する。対価契約があればステップＳ４
５へ進み、なければステップＳ４１へ戻る。ここで、対価契約とは、契約者Ａが、電力価
値取得希望者である事業者Ｂとの間に締結した電力量に対応した価値取得の契約をいう。
　この対価契約の情報は、ステップＳ４７の処理により、予め、契約者情報データベース
４０２の中に格納されている。たとえば、ステップＳ４４において、契約者情報データベ
ース４０２の中に、受信した電力量データの契約者Ａが、事業者Ｂと契約しているという
情報があれば、ステップＳ４５へ進む。
【００４１】
　ステップＳ４５において、対価契約の内容をチェックし、契約者の現在の状態が、価値
取得条件を満たしているか否か、確認する。ここで、２つのデータベース４０２、４０４
と、データ処理・記憶部４０６に記憶されている対価情報と、受信した電力情報に基づい
て対価を演算し、対価契約の内容（条件）を満たすか否かを判断する。
　対価契約条件が満たされた場合、価値取得条件が成立したとして、ステップＳ４６へ進
み、対価契約の内容に基づいて、条件が成立したことを示す条件成立情報を、対価契約を
結んでいる契約者Ａと事業者Ｂの双方へ、送信する。価値取得条件が未成立の場合は、ス
テップＳ４１へ戻る。
【００４２】
<ステップＳ４５の対価契約の具体例>
　ステップＳ４５の具体例を説明する。
　契約者情報データベース４０２に、契約者Ａに関する次のような情報が格納されていた
とする。
（Ａ－１）契約者Ａの特定情報：氏名、住所、ＩＤ番号、電話番号
（Ａ－２）対価契約情報：契約事業者名Ｂ、事業者ＩＤ番号
（Ａ－３）現在の蓄電設備によって深夜電力を貯蔵し昼間に使用した積算電力量
　　　：１４００ｋＷｈ
【００４３】
　また、価値取得希望者情報データベース４０４に、契約事業者名Ｂの次のような情報が
格納されていたとする。
（Ｂ－１）：事業者名Ｂの特定情報：名称、住所、ＩＤ番号
（Ｂ－２）：取得希望総電力量＝３００００ｋＷｈ
（Ｂ－３）：対価情報：
　　　　　（１）対象商品＝ガーデンチェア
　　　　　（２）交換のために必要な電力量１5００ｋＷｈ　先着２０名
　　　　　（３）契約者は、深夜電力を貯蔵し昼間に使用した電力と事業者Ｂが製品の
　　　　　　製造に使用した電力とを相殺し、その旨を指定ラベルに表示して販促活動に
　　　　　　用いることを許可すること。
【００４４】
　ここで、指定ラベルとは、たとえば図５に示したようなラベルを意味し、事業者Ｂは、
自社製品の販売促進のために、自社の製品にこのラベルを貼付け、販売する。一方その代
償として、事業者Ｂは契約者に対し、事業者Ｂの商品（たとえば、ガーデンチェア）を提
供することを約束する。
　ここで、一具体例として、契約者Ａと事業者Ｂとの間の対価契約の内容が、「深夜電力
を貯蔵し昼間に使用した積算電力量が合計１５００ｋＷｈに到達したとき、ガーデンチェ
ア１脚を無償提供する」というものであったとする。
　このような状況において、ステップＳ４５において、契約者Ａの現在の深夜電力を貯蔵
し、昼間に使用した積算電力量と事業者Ｂの対価契約内容の価値取得条件である（１５０
０ｋＷｈ）とが比較される。
【００４５】
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　上記した条件設定（Ａ－３）では、契約者の現在の深夜電力を貯蔵し昼間に使用した積
算電力量（１４００ｋＷｈ）はまだ総電力量に達していないので、そのままステップＳ４
１へ戻ることになる。
　一方、契約者Ａの深夜電力を貯蔵し昼間に使用した積算電力量が１５００ｋＷｈになっ
たとすると、これは予め設定された価値取得条件（１５００ｋＷｈ）に達したので、ステ
ップＳ３５の比較処理により対価契約の条件が成立したと判断される。
　この場合、ステップＳ４６へ進み、条件が成立したことが契約者Ａと事業者Ｂの双方に
通知される。この後、この条件成立の通知を確認した事業者Ｂは、約束のガーデンチェア
１脚を、契約者Ａに配送する。
　なお、図５のラベルにおいて、前年度の実績を基に価値を取得した電力量を表現してい
るが（５％に相当の部分）が、図1に記載の消費電力計５０２によって計測された電力量
に基づいて決定された電力量を基準として表現することにより、時差の少ない表示が可能
となるため、好ましい。
【００４６】
　以上のような一連の処理を行うことにより、蓄電管理システムに関係する者に、種々の
利益を与えることができる。たとえば、蓄電システム１００を設置しているユーザ（契約
者Ａに相当）は、深夜電力を貯蔵し昼間に使用することによって環境改善に貢献しても、
これまでは、電力料金メニューの昼間と夜間の価格差によって経済性を議論するのみであ
ったが、本システムによって対価（ガーデニングチェア）を得ることができる。
　また、蓄電システムを提供する者にとっては、ユーザが対価を得ることにより、より多
くのユーザが蓄電設備を導入することになれば、経済的利益を得ることができる。さらに
、蓄電システムを提供するもののみならず、一般の事業者（契約事業者Ｂに相当）にとっ
ても、契約者に対価を与える代わりに、自社製品を購入してもらうことが期待できるユー
ザに対して、有力な宣伝（ラベルの貼付に相当）を行うことなどによって環境改善などの
取り組みとしてＰＲすることができる。
【００４７】
　なお、上記の説明においては、価値の決定を管理サーバにおいて行ったが、これに限ら
れるものではなく、管理サーバのデータを参照の上、発電設備側のシステムや、電力情報
を閲覧するための個人の端末などで対価の決定をすることも可能である。
　言いかえれば、蓄電システムによる電力のタイムシフトが新たな価値を生み出し、蓄電
システムの所有者は、その価値を認めてもらうことで対価を得ることができ、その価値を
購入（取得）した事業者は、対価を蓄電設備の所有者に与える代わりに、自社製品の購入
予定者に対して効率的かつ容易に宣伝することができるという利益を得ることができる。
　なお、上記具体例では、自己消費分の自己発電電力量と事業者が環境貢献のアピールに
用いることを条件に、自己発電した電力のうち、自己消費した電力と事業者Ｂが製品の製
造に使用した電力とを相殺することにより対価を得る例を示したが、価値の対象としては
、種々の価値が考えられる。
【００４８】
　深夜電力を貯蔵し昼間に使用することによって得られる価値には、たとえば、次のよう
なものが考えられる。
（１）昼間の電力と深夜電力の二酸化炭素（ＣＯ２）排出原単位の差から、二酸化炭素　
など排出削減に貢献した程度に対する価値。
（２）電力会社に電力を売り、負荷平準化に寄与したことにより、商用電力の発電コス　
ト（運転経費，設置経費など）の削減に寄与したことに対する価値。
【００４９】
　このような価値は、数値化されて、予めデータ処理・記憶部４０６に記憶される。
　上記の価値は、深夜電力を貯蔵し昼間に使用した電力量と、その時間のデータがあれば
算出可能であり、例えば１ｋＷｈを１ポイントとして設定し、ポイント制とし、そのポイ
ントに対し金銭的な価値を付与することも可能である。さらに時間帯の情報に関しては、
単に時間のみならず季節の因子を加えることも可能であり、例えば深夜電力を夏の昼間（
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一定期間の一定時間範囲内）にタイムシフトした電力に関しては１ｋＷｈを２ポイントと
するなど、細かくポイントを設定することも可能である。これらのようにポイント制にす
る場合においては、電力量とポイントの換算を一律で行ってもよいし、価値取得希望者の
利益に基づいて価値取得希望者が任意に設定するものであってもかまわない。
【００５０】
　事業者Ｂ（価値取得希望者）は、たとえばポイント数によって、対価として契約者に与
えるべき商品、金銭、金券等を適宜設定すればよい。
　また、このような価値評価基準（１）を利用する場合は、ステップＳ４５において、条
件の確認のために、消費電力量を用いるのではなく、対象となる電力量について電力情報
を参照し、データに変換（加工）する処理を行って、ポイントを算出し、そのポイントと
予め設定された価値取得条件とを比較するようにすればよい。
　このように、データ処理・記憶部４０６に記憶された数値データは、消費電力量を上記
したような価値データに変換するために用いられる。
【００５１】
　また、データ処理・記憶部４０６には、価値を決定づける要素と、その要素の重要度の
ような情報を記憶してもよい。上記では発電および消費の時間の例を示したが、その他の
「要素」としては、発電設備の種類や消費形態なども使用できる。
「要素の重要度」とは、評価の重みづけを意味し、真夏の昼間に発電した電力に関しては
高い重要度を与え、需要の少ない時間帯の発電電力には低い重要度を与えるということを
意味する。
　このような要素や重要度情報を用いれば、受信した消費電力量の大きさだけでなく、消
費電力の質や消費時間帯，設備規模といった要因を考慮して消費電力の価値の大きさを設
定することができる。
【実施例２】
【００５２】
　次に、対価が複数個ある場合に、契約者がいずれかの対価を選択する実施形態の一具体
例について説明する。ここでは、図２に示した太陽光発電装置付き蓄電システムの例を参
考に説明する。基本的な構成、動作やフローチャートは実施例１と同様である。本システ
ムにおいては、さらに太陽光発電装置を用いて発電した発電電力情報が付加される。この
発電情報に関しては、例えば真夏の昼間に太陽電池で発電し、ユーザ負荷あるいは系統へ
の逆潮流を行った場合に高い価値を設定することなどが考えられる。このように発電設備
と蓄電システムが共存する場合にはそれぞれの価値を数値化しやすいようにあらかじめ設
定されたポイントなどに変換して取り扱うことが可能である。以下に具体例として、電力
ポイントを設定し、その価値を流通させる場合について説明する。
【００５３】
<電力ポイントの基準> 
１ｋＷｈ＝２ポイントを付与する場合
・太陽光発電によって発電した電力をタイムシフトし、１２時～１６時の間に電力　を消
費した場合：
１ｋＷｈ＝１ポイントを付与する場合
・太陽光発電によって発電した電力を上記時間以外に消費した場合
・蓄電システムを用いて深夜電力を蓄電し、１２時～１６時の間に電力を消費した　場合
【００５４】
　そして、次のような情報が、予め管理サーバ４００の情報記憶部に格納されているもの
とする。
価値取得希望者情報データベース４０４に格納されている情報
（１）提供者：ガーデン用品を製造販売する事業者Ｂ。
　　　条件：環境貢献のホームページに支援状況を掲載すること。
　　　対価：ガーデンチェアを無償提供すること。
　　　必要電力ポイント：１０００ポイントに
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　　　取得希望電力量：３００００ｋＷｈ（先着３０名）
（２）提供者：宅配便により無農薬野菜を販売する事業者Ｃ。
　　　条件：環境貢献のホームページに支援状況を掲載すること。
　　　対価：無農薬野菜セットを無償で配達すること。
　　　必要電力ポイント：１５００ポイント
　　　取得希望電力量：３００００ｋＷｈ（先着2０名）
（３）提供者：航空サービスを提供する事業者Ｄ。
　　　条件：環境貢献のホームページに支援状況を掲載すること。
　　　対価：指定日の中から選択された国内航空券（往復）
　必要電力ポイント：３０００ポイント
　　　取得希望電力量：３００００ｋＷｈ（先着３０名）
【００５５】
　開示情報記憶部４０８に格納されている開示情報
（４）事業者Ｂの対価（ガーデンチェア）と必要電力ポイント
（５）事業者Ｃの対価（無農薬野菜セット）と必要電力ポイント
（６）事業者Ｄの対価（指定日の中から選択された国内航空券）と必要電力ポイント
（７）契約者Ａの現在の交換可能な累積電力ポイント
【００５６】
　ここで、開示情報記憶部４０８に格納されている開示情報は、少なくとも契約者や価値
取得希望者が、管理サーバ４００にアクセスすれば閲覧可能な状態になっているものとす
る。
【００５７】
　図６に、この発明における対価の選択処理フローチャートを示す。
　以上のような状況下において、契約者Ａが例えば端末から管理サーバ４００に接続し、
開示情報の閲覧確認要求操作をする。管理サーバ４００は閲覧確認要求を受信した場合（
ステップＳ６１）、契約者Ａの開示情報を、契約者Ａに送信する（ステップＳ６２）。契
約者Ａの端末等では、この開示情報が表示される。この開示情報により、契約者Ａは自己
の現在の交換可能な電力ポイントを確認できる。このとき、開示情報部４０８に格納され
ている対価と交換可能な電力量ポイントが３１００ポイントであったとする。
【００５８】
　また、現在の対価と交換可能な電力量ポイントが３１００ポイントであることを確認し
た契約者Ａは、この消費電力量で取得可能な対価があるかどうか検索あるいは確認する。
送られてきた開示情報の中に、契約者Ａの消費電力量で取得できる対価が上記（４）～（
６）のように３つ存在するものとすると、契約者Ａは、これら３つの事業者（Ｂ，Ｃ，Ｄ
）によって提供される対価情報があることを確認する。
【００５９】
　契約者Ａは、この３つの対価情報の中に希望する対価があれば、その対価を選択する。
たとえば、契約者Ａは事業者Ｄが提供する指定日の国内航空券の中から希望の国内航空券
を選択する操作をする。この操作により、選択された情報（対価選択要求）が管理サーバ
４００に送られる。管理サーバ４００の情報管理部４０１は、この要求を受信すると（ス
テップＳ６３）、契約者Ａと事業者Ｄとの間に消費電力量と対価の交換が成立したと判断
し、契約者Ａおよび事業者Ｄに、対価交換契約が成立した旨を示す対価決定情報を送信す
る（ステップＳ６４）。
　そして、契約者Ａに対して対価交換契約が成立したことを確認した事業者Ｄは、契約者
Ａに、指定日の中から選択された国内航空券を送付する。
　以上のように、契約者Ａの消費電力量に対して交換可能な対価が複数存在する場合には
、その対価情報を契約者Ａにすべて開示しているので、契約者Ａは、希望する対価を選択
することができる。
【００６０】
　上記実施例では発電設備として太陽光発電を挙げたが、その他の環境負荷の小さい発電
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の種類として，風力発電、燃料電池、マイクロ水力発電、ガスエンジンを用いた発電設備
を用いたシステムにも当然適用可能である。
　さらには、それらの発電設備の種類と発電時間の組み合わせなどによって細かくポイン
トを設定することも可能である。例えば、風力発電，燃料電池、マイクロ水力発電、ガス
エンジンを用いた発電では発電する時間に制限はないが、昼間に発電した電力と夜間に発
電した電力に差をつけたり、温水などを併用する熱電併給の有無によって差をつけたりす
ることなどが考えられる。
　蓄電設備についても、その蓄電設備の蓄電と放電における電力効率、廃棄処理時の環境
負荷などによってランクづけを行い、そのランクによってポイントに差をつけることなど
が考えられる。
　このようにポイントへの変換の定義を明確にし、ポイントとして共通の単位にすること
によって種々のシステムが混在していても本発明の管理システムを容易に運用することが
可能となる。
【実施例３】
【００６１】
＜異業種とのサービスの相互サービス＞
　カード会社や航空会社、種々の販売店などでユーザの囲い込みを狙ったマイレージサー
ビスやポイント制による商品獲得、換金の制度が普及しているが、そのようなサービスと
の相互サービスの具体例について説明する。
　この場合はそれぞれの価値情報に基づいて、電力情報によって得られる電力量をポイン
トなどに変換し、共通の単位として取り扱う必要がある。以下にカード会社との相互サー
ビスについて説明する。
【００６２】
ポイントの基準
１ｋＷｈ＝２ポイント
・太陽光発電によって発電し、１２時～１６時の間に電力を消費した場合（蓄電池　によ
るタイムシフトを含む）
・コジェネレーションシステムを有する燃料電池により発電し、１２時～１６時の　間に
電力を消費した場合（蓄電池によるタイムシフトを含む）
【００６３】
１ｋＷｈ＝１ポイント
・太陽光発電によって発電した電力を上記時間以外に消費した場合
・燃料電池によって発電した電力を上記時間以外に消費した場合
・蓄電システムを用いて深夜電力を蓄電し、１２時～１６時の間に電力を消費した　場合
【００６４】
Ｊ社カードご利用額　：1万円につき２ポイント
【００６５】
　３ｋＷｈの太陽光発電システム付蓄電システムを保有する契約者Ｚが、年間の生活費、
通信費などＪ社のカードを用いて支払い、その支払い総額が１００万円であった場合の契
約者Ｚの情報は以下のようになる。
（Ｚ－１）契約者Ｚの特定情報：氏名，住所，ＩＤ番号，電話番号
（Ｚ－２）対価契約情報：未定
（Ｚ－３）現在の交換可能ポイント
　　　設備1：２０００ポイント
　　　カード利用によって交換可能なポイント：２００ポイント（ご利用額1００万円）
【００６６】
　上記契約者情報を用いる以外は、上記した実施例１や２と同様の手法によって対価との
交換を行うことが可能である。契約者Ｚが交換可能なポイントを利用した場合は２２００
ポイント相当の対価との交換が可能である。
【００６７】
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　また、新規電力事業者の参入により、同じ時期や時間帯の電力でも、複数の事業者の間
で設定する対価に違いが出てくる可能性がある。
　このような場合、電力価値を予め固定的に設定するのではなく、電力価値の変動や差異
に柔軟に対応できるように、データ処理・記憶部４０６等に格納されている情報をその都
度、更新できるようにすることが好ましい。
　このように、種々の状況に応じて電力価値を変動させるようにすれば、契約者の省エネ
ルギーや創エネルギーに対する意識をより高めることができ、契約者および事業者の互い
の利益をより的確なものとすることができ、さらに、蓄電設備の導入を促進させることが
できる。
　また、蓄電設備や発電設備の普及という観点からは、多くのユーザに発電設備そのもの
を設置してもらうことが必要である。しかし、現在は、設備導入にまだ多額の資金が必要
であるので、自らは設備導入をしなくても、第三者の設備導入に資金を投入してもらい、
その投入資金に対して対価を与えるという管理システムや、省エネルギー関連の行事への
参加回数、あるいは蓄電設備や発電設備を設置した建物の利用回数と利用金額に対応して
それらを電力量によって決定されるポイントなどに変換し、対価取得時に与えるという管
理システムを形成すれば、間接的ではあるが、蓄電設備や発電設備の普及を図ることがで
きる。
【実施例４】
【００６８】
＜オフィスの場合＞
　オフィスなどの電力需要は伸びる一方であり、今後ＣＯ2の排出量削減のためには、オ
フィスの電力消費を効率化することが有効である。本発明のシステムをオフィスの事務機
器に使用した例を複写機の事例を用いて説明する。
　この場合は複写機ごとに設置された蓄電池設備、あるいは蓄電設備を保有する複数台の
複写機の蓄電設備の合計をひとつの蓄電設備としてみなしたものが、これまで説明してき
たユーザが保有する蓄電設備となる。
　　複写機：シャープ製複合複写機AR-L501（平均消費電力は１７３Wh）
　　蓄電設備付き複写機契約台数：５０台
【００６９】
　上記の複写機に併設した蓄電設備によって、平均消費電力換算で３時間分相当の深夜電
力を蓄電し、午後１２時～１５時に蓄電設備から電力を供給するように設定する。
上記システムにより、２５．９５ｋＷ／日の電力シフトが可能であり、事業所の営業日24
0日とすると６，２２８ｋＷ／年の電力シフトが可能となる。
　これを実施例２の事例と同様に扱えば、年間６，２２８ポイントを取得可能となり、同
様の仕組みとして扱うことも可能であるが、通常は事業者には負荷率の差によって電力料
金がことなるなどの電力料金メニューが設定されているため、そのような電力プランを活
用することが現実的である。
　最近の複写機は複合機（ファックス機能を有している）が多く、電話回線にすでに接続
された事務機器であることから、蓄電装置以外に追加で必要とする機器が少なく、本願発
明を実施するために好適な事務機器である。この場合の蓄電設備併設複写機はユーザが所
有してもかまわないし、現在の複写機におけるビジネスモデルのように、リース契約とし
て使用量に応じて課金する、あるいはリース会社が電力事業者との契約により利益を享受
することなどが考えられる。
【実施例５】
【００７０】
＜交通信号機の場合＞
　信号機の消費電力を低減可能にするLED式の信号機が普及してきている。LEDの信号機は
これまでの信号機の消費電力に比べてかなり小さいため、設置の妨げにならない比較的小
さな蓄電設備にて動作させることが可能となる。
　ここでは信号機に本システムを適用した場合について説明する。
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　　信号機消費電力（交差点あたり）：３００Ｗ
　　蓄電設備設置信号機数：１，０００式
　上記の信号機システムに併設した蓄電設備によって、平均消費電力換算で3時間分相当
の深夜電力を蓄電し、午後１２時～１５時に蓄電設備から電力を供給するように設定する
。
上記システム全体により、９００ｋＷ／日の電力シフトが可能であり、信号機は365日作
動するため、３２８，５００ｋＷｈ／年の電力シフトが可能となる。
　信号機は公的な設備であり、これまでの実施例とは異なるが、電力会社との契約により
、深夜電力の利用促進により信号機に必要な電気代を節約する、あるいはCO2排出量の削
減（深夜電力と昼間電力とのCO２排出量の差を定量化し、国の削減目標に加える）などに
よって公益を得ることが可能となる。さらに、電源を併設することにより、非常時に蓄電
設備からの電力で信号を点灯することが可能であり、災害時などの対応としても非常に有
用な設備となる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】この発明の蓄電管理システムの一実施例の全体構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の太陽光発電装置付き蓄電管理システムの一実施例の全体構成を示すブ
ロック図である。
【図３】この発明の蓄電設備の電力情報の取得生成処理のフローチャートである。
【図４】この発明の管理サーバにおける情報処理のフローチャートである。
【図５】この発明において、商品に貼付されるラベルの一実施例の説明図である。
【図６】この発明の対価の選択処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【００７２】
１００ 蓄電システム
１１０ 蓄電設備
１２０ パワーコンディショナー
１２２ DC/ACインバーター部
１２４ 通信ターフェース
１２５ 制御部
１２６ データ処理・記憶部
１２８ 表示部
１４０ 開閉部
１４２ 電力検出センサ
１５０ ユーザ負荷
１６０ 電力計
２００ 電力会社のコンピュータ
２０２ 電力会社配電網
２０４ 端末
３００ ネットワーク
４００ 管理サーバ
４０１ 情報管理部
４０２ 契約者情報データベース
４０４ 価値取得希望者情報データベース
４０６ データ処理・記憶部
４０８ 開示情報記憶部
５００ 価値取得希望者
５０１ 端末
５０２ 消費電力計
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