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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の系統電力と、住宅に設けられた自家発電手段と、前記住宅に設けられた蓄電手段
と、走行体に設けられた走行体用蓄電手段と、前記住宅に設けられた家庭内負荷とが連携
され、これらによるエネルギー消費および供給を管理する住宅用エネルギー管理システム
であって、
　前記系統電力を制御する制御器と、前記自家発電手段を制御する制御器と、前記蓄電手
段を制御する制御器と、前記走行体用蓄電手段を制御する制御器と、前記家庭内負荷を制
御する制御器とが接続される共通コントローラを備え、
　前記共通コントローラが前記各制御器を制御することによって、前記エネルギー消費お
よび供給を管理しており、
　前記共通コントローラは、前記自家発電手段によって発電された余剰のエネルギーを売
電する売電コントローラおよび／または電力融通する融通コントローラを制御することを
特徴とする住宅用エネルギー管理システム。
【請求項２】
　外部の系統電力と、住宅に設けられた自家発電手段と、前記住宅に設けられた蓄電手段
と、走行体に設けられた走行体用蓄電手段と、前記住宅に設けられた家庭内負荷とが連携
され、これらによるエネルギー消費および供給を管理する住宅用エネルギー管理システム
であって、
　前記系統電力を制御する制御器と、前記自家発電手段を制御する制御器と、前記蓄電手
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段を制御する制御器と、前記走行体用蓄電手段を制御する制御器と、前記家庭内負荷を制
御する制御器とが接続される共通コントローラを備え、
　前記共通コントローラが前記各制御器を制御することによって、前記エネルギー消費お
よび供給を管理しており、
　前記自家発電手段、前記蓄電手段、前記走行体用蓄電手段、前記家庭内負荷のそれぞれ
に接続された複数の制御器のうちの少なくとも一つの制御器に、この制御器を制御可能な
端末コントローラが接続されており、
　前記共通コントローラは、前記端末コントローラに前記制御器の制御を前記共通コント
ローラより優先させることが可能であることを特徴とする住宅用エネルギー管理システム
。
【請求項３】
　外部の系統電力と、住宅に設けられた自家発電手段と、前記住宅に設けられた蓄電手段
と、走行体に設けられた走行体用蓄電手段と、前記住宅に設けられた家庭内負荷とが連携
され、これらによるエネルギー消費および供給を管理する住宅用エネルギー管理システム
であって、
　前記系統電力を制御する制御器と、前記自家発電手段を制御する制御器と、前記蓄電手
段を制御する制御器と、前記走行体用蓄電手段を制御する制御器と、前記家庭内負荷を制
御する制御器とが接続される共通コントローラを備え、
　前記共通コントローラが前記各制御器を制御することによって、前記エネルギー消費お
よび供給を管理しており、
　前記共通コントローラは、前記系統電力および自家発電手段と、前記蓄電手段、前記走
行体用蓄電手段および前記家庭内負荷との間の接続状態を表示可能であり、かつ、これら
のエネルギー消費および供給を制御可能であり、
　前記共通コントローラは、前記蓄電手段および前記走行体用蓄電手段の接続が解除され
そうな状態を検知した際に、前記蓄電手段および前記走行体用蓄電手段のエネルギー状態
が不十分であると判断すると、警告および十分なエネルギー状態になるまでに必要な時間
を表示することを特徴とする住宅用エネルギー管理システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の住宅用エネルギー管理システムにおいて、
　前記共通コントローラは、前記系統電力、前記自家発電手段、前記蓄電手段、前記走行
体用蓄電手段、前記家庭内負荷による住宅全体のエネルギー収支状況、前記自家発電手段
によるエネルギー供給状況、前記蓄電手段および前記走行体用蓄電手段のエネルギー収支
状況、前記家庭内負荷によるエネルギー消費状況を表示可能であることを特徴とする住宅
用エネルギー管理システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の住宅用エネルギー管理システムにおいて、
　前記各制御器と、前記共通コントローラとは、前記住宅を構成する少なくとも一部の建
物ユニットに予め工場等で設けられた通信手段を介して接続されることを特徴とする住宅
用エネルギー管理システム。
【請求項６】
　請求項３に記載の住宅用エネルギー管理システムにおいて、
　前記走行体用蓄電手段を制御する制御器に、端末コントローラが接続されており、
　この端末コントローラは、前記警告および時間を表示することを特徴とする住宅用エネ
ルギー管理システム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の住宅用エネルギー管理システムにおいて、
　前記共通コントローラは、複数の自動運転モードを有し、かつ、所望の自動運転モード
を選択可能となっており、
　これら複数の自動運転モードのうち、エコロジーモードが選択された場合、前記共通コ
ントローラは、住宅内でのエネルギーの自給自足を最優先し、余剰のエネルギーが発生し
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た場合、前記蓄電手段と前記走行体用蓄電手段に備蓄するように、前記各制御器を制御す
ることを特徴とする住宅用エネルギー管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅用エネルギー管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　個人住宅や小規模店舗において利用されるエネルギーを管理するシステムの一例として
特許文献１に記載のものが知られている。
　この管理システムは、室内の空気調和を行う複数の空気調和設備と、複数の検出器ある
いは複数のセンサと、前記複数の空気調和設備の運転を設定・制御する複数のコントロー
ラと、室内の複数の家電機器あるいは照明器具を制御する複数のコントローラと、システ
ムへの入力ができ、かつシステムの状態を表示する複数のモニタ端末とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３３１３７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来の管理システムでは、住宅全体におけるエネルギーの移動を把握して
一元管理できなかった。
　特に、近年では、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）や電気自動車（ＥＶ）等の電気
エネルギーで走行する自動車が開発され、一部は既に市場に投入されているが、このよう
な電気エネルギーで走行する自動車（走行体）を含めた住宅全体におけるエネルギー状態
を把握して一元管理できなかった。
　また、住宅の様々な場所に、機器ごとの表示・操作端末が散在しており、利用者は各機
器の運転や設定に関する操作を各々の表示操作端末で行わなければならず、誤操作や勘違
いの原因となっていた。
　また、
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、住宅全体におけるエネルギー状態を一元管
理でき、かつ各機器を一つのコントローラで制御できる住宅用エネルギー管理システムを
提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、例えば図１および図２に示すよ
うに、外部の系統電力１と、住宅に設けられた自家発電手段２と、前記住宅に設けられた
蓄電手段３と、電気で駆動する走行体に設けられた走行体用蓄電手段４と、前記住宅に設
けられた家庭内負荷５とが連携され、これらによるエネルギー消費および供給を管理する
住宅用エネルギー管理システムであって、
　前記系統電力１を制御する制御器７と、前記自家発電手段２を制御する制御器２ａと、
前記蓄電手段３を制御する制御器３ｃと、前記走行体用蓄電手段４を制御する制御器４ｃ
と、前記家庭内負荷５を制御する制御器５ｄ，５ｅ，５ｆとが接続される共通コントロー
ラ８を備え、
　前記共通コントローラ８が前記各制御器７，２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆを制
御することによって、前記エネルギー消費および供給を管理しており、
　前記共通コントローラ８は、前記自家発電手段２によって発電された余剰のエネルギー
を売電する売電コントローラ９ａおよび／または電力融通する融通コントローラ９ｂを制
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御することを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、共通コントローラ８が、系統電力１、自家発電手段２
、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５の各々の制御器を制御することによっ
て、エネルギー消費および供給を管理するので、住宅全体におけるエネルギー消費および
供給を一元管理でき、かつ各機器を一つのコントローラ（共通コントローラ）８で制御で
きる。
　また、共通コントローラ８が売電コントローラ９ａおよび／または電力融通する融通コ
ントローラ９ｂを制御することによって、売電および電力融通を含めた住宅全体における
エネルギーの消費および供給を一元管理できる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、外部の系統電力１と、住宅に設けられた自家発電手段２と、
前記住宅に設けられた蓄電手段３と、電気で駆動する走行体に設けられた走行体用蓄電手
段４と、前記住宅に設けられた家庭内負荷５とが連携され、これらによるエネルギー消費
および供給を管理する住宅用エネルギー管理システムであって、
　前記系統電力１を制御する制御器７と、前記自家発電手段２を制御する制御器２ａと、
前記蓄電手段３を制御する制御器３ｃと、前記走行体用蓄電手段４を制御する制御器４ｃ
と、前記家庭内負荷５を制御する制御器５ｄ，５ｅ，５ｆとが接続される共通コントロー
ラ８を備え、
　前記共通コントローラ８が前記各制御器７，２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆを制
御することによって、前記エネルギー消費および供給を管理しており、
　前記自家発電手段２、前記蓄電手段３、前記走行体用蓄電手段４、前記家庭内負荷５の
それぞれに接続された複数の制御器のうちの少なくとも一つの制御器に、この制御器を制
御可能な端末コントローラ１０ａ～１０ｆが接続されており、
　前記共通コントローラ８は、前記端末コントローラ１０ａ～１０ｆに前記制御器の制御
を前記共通コントローラ８より優先させることが可能であることを特徴とする。
　つまり、共通コントローラ８を有する一方で、各機器（自家発電手段２、蓄電手段３、
走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５等）別の端末コントローラ１０ａ～１０ｆを有する。
そして、優先的に制御を行うコントローラを端末コントローラ１０ａ～１０ｆにするのか
共通コントローラ８にするのかを、例えば共通コントローラに設けられた選択スイッチに
よって選択可能とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、共通コントローラ８が、系統電力１、自家発電手段２
、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５の各々の制御器を制御することによっ
て、エネルギー消費および供給を管理するので、住宅全体におけるエネルギー消費および
供給を一元管理でき、かつ各機器を一つのコントローラ（共通コントローラ）８で制御で
きる。
　また、共通コントローラ８が、端末コントローラ１０ａ～１０ｆに制御器の制御を共通
コントローラ８より優先させることが可能であるので、必要に応じて端末コントローラ１
０ａ～１０ｆによって、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷
５に接続された制御器を制御することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、外部の系統電力１と、住宅に設けられた自家発電手段２と、
前記住宅に設けられた蓄電手段３と、電気で駆動する走行体に設けられた走行体用蓄電手
段４と、前記住宅に設けられた家庭内負荷５とが連携され、これらによるエネルギー消費
および供給を管理する住宅用エネルギー管理システムであって、
　前記系統電力１を制御する制御器７と、前記自家発電手段２を制御する制御器２ａと、
前記蓄電手段３を制御する制御器３ｃと、前記走行体用蓄電手段４を制御する制御器４ｃ
と、前記家庭内負荷５を制御する制御器５ｄ，５ｅ，５ｆとが接続される共通コントロー
ラ８を備え、
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　前記共通コントローラ８が前記各制御器７，２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆを制
御することによって、前記エネルギー消費および供給を管理しており、
　前記共通コントローラ８は、前記系統電力１および自家発電手段２と、前記蓄電手段３
、前記走行体用蓄電手段４および前記家庭内負荷５との間の接続状態を表示可能であり、
かつ、これらのエネルギー消費および供給を制御可能であり、
　前記共通コントローラ８は、前記蓄電手段３および前記走行体用蓄電手段４の接続が解
除されそうな状態を検知した際に、前記蓄電手段３および前記走行体用蓄電手段４のエネ
ルギー状態が不十分であると判断すると、警告および十分なエネルギー状態になるまでに
必要な時間を表示することを特徴とする。
　また、共通コントローラ８は、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４への充電量（エネ
ルギー状態）が不十分か否かによらず、エネルギーレベルと充電に必要な充電時間を常に
表示することが好ましい。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、共通コントローラ８が、系統電力１、自家発電手段２
、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５の各々の制御器を制御することによっ
て、エネルギー消費および供給を管理するので、住宅全体におけるエネルギー消費および
供給を一元管理でき、かつ各機器を一つのコントローラ（共通コントローラ）８で制御で
きる。
　また、系統電力１および自家発電手段２によるエネルギーを供給する側と、蓄電手段３
、走行体用蓄電手段４および家庭内負荷等５によるエネルギーを備蓄または消費する側と
の接続状態を表示することができるとともに、これらエネルギー消費および供給を制御す
ることができる。また、共通コントローラ８に、エネルギー消費量、コストを表示させる
こともできる。
　また、共通コントローラ８が、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエネルギー状態
が不十分であると判断すると、警告および十分なエネルギー状態になるまでに必要な時間
を表示するので、利用者は蓄電手段３および走行体用蓄電手段４に、フル充電状態になる
までエネルギーを蓄電するか否かを決めることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の住宅用エネルギー管理
システムにおいて、
　前記共通コントローラ８は、前記系統電力１、前記自家発電手段２、前記蓄電手段３、
前記走行体用蓄電手段４、前記家庭内負荷５による住宅全体のエネルギー収支状況、前記
自家発電手段２によるエネルギー供給状況、前記蓄電手段３および前記走行体用蓄電手段
４のエネルギー収支状況、前記家庭内負荷５によるエネルギー消費状況を表示可能である
ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、共通コントローラ８が住宅全体のエネルギー収支状況
、自家発電手段２によるエネルギー供給状況、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエ
ネルギー収支状況、家庭内負荷５によるエネルギー消費状況等を表示することによって、
利用者はこれらの状況を容易に確認できる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載の住宅用エネルギー管理
システムにおいて、
　前記各制御器と、前記共通コントローラ８とは、前記住宅を構成する少なくとも一部の
建物ユニットに予め工場等で設けられた通信手段を介して接続されることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、通信手段が設けられた建物ユニットによって住宅を構
築することによって、各制御器と共通コントローラ８を通信手段によって容易に接続でき
るので、本システムの構築が容易となる。
【００２０】
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　請求項６に記載の発明は、請求項３に記載の住宅用エネルギー管理システムにおいて、
　前記走行体用蓄電手段４を制御する制御器４ｃに、端末コントローラ１０ｃが接続され
ており、
　この端末コントローラ１０ｃは、前記警告および時間を表示することを特徴とする。
【００２１】
　請求項６に記載の発明によれば、走行体用蓄電手段４のエネルギー状態が不十分である
と判断すると、端末コントローラ１０ｃが警告および十分なエネルギー状態になるまでに
必要な時間を表示するので、利用者は端末コントローラ１０ｃを確認することによって、
走行体用蓄電手段４に、フル充電状態になるまでエネルギーを蓄電するか否かを決めるこ
とができる。
【００２２】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の住宅用エネルギー管理
システムにおいて、
　前記共通コントローラ８は、複数の自動運転モードを有し、かつ、所望の自動運転モー
ドを選択可能となっており、
　これら複数の自動運転モードのうち、エコロジーモードが選択された場合、前記共通コ
ントローラ８は、住宅内でのエネルギーの自給自足を最優先し、余剰のエネルギーが発生
した場合、前記蓄電手段３と前記走行体用蓄電手段４に備蓄するように、前記各制御器を
制御することを特徴とする。
【００２３】
　請求項７に記載の発明によれば、共通コントローラ８が、住宅内でのエネルギーの自給
自足を最優先するので、自家発電手段２で発電されたエネルギーは、家庭内負荷５によっ
て消費され、余剰のエネルギーが発生した場合、前記蓄電手段３と前記走行体用蓄電手段
４に備蓄するので、最適なエネルギー運用が可能となる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、系統電力を制御する制御器と、自家発電手段を制御する制御器と、蓄
電手段を制御する制御器と、走行体用蓄電手段を制御する制御器と、家庭内負荷を制御す
る制御器とが接続される共通コントローラを備え、この共通コントローラが各制御器を制
御することによって、エネルギー消費および供給を管理するので、住宅全体におけるエネ
ルギー消費および供給を一元管理でき、かつ各機器を一つのコントローラ（共通コントロ
ーラ）で制御できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る住宅用エネルギー管理システムの一例を示すもので、その概略構成
を示す図である。
【図２】同、概略構成を示すブロック図である。
【図３】同、エコロジーモードを説明するためのフローチャートである。
【図４】同、エコノミーモードにおいて、低電力料金時間帯に電力を蓄電する方法を説明
するためのフローチャートである。
【図５】同、エコノミーモードを説明するためのフローチャートである。
【図６】同、非常時対応モードを説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明に係る住宅用エネルギー管理システムの一例を説明する
。
　図１は、本発明に係る住宅用エネルギー管理システムの概略構成を示すものである。図
１に示すように、住宅用エネルギー管理システムは、外部の系統電力１と、住宅に設けら
れた自家発電手段２と、前記住宅に設けられた蓄電手段３と、電気で駆動する走行体に設
けられた走行体用蓄電手段４と、前記住宅に設けられた家庭内負荷５とが連携され、これ
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らによるエネルギー消費および供給を管理するものである。
【００２７】
　系統電力１は電力会社からの供給される交流電力であり、住宅内に設けられた集中分電
盤６に供給されるようになっている。
　集中分電盤６には、系統電力１を蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５に供
給する制御器７が設けられており、この制御器７は集中分電盤６を介して共通コントロー
ラ８に接続されている。そして、この共通コントローラ８によって、制御器７を制御する
ことによって、系統電力１を、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５のうちの
所望の機器に供給できるようになっている。
　共通コントローラ８は、前記制御器７、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用蓄電手
段４、家庭内負荷５をそれぞれ制御する制御部８ａを備えている。
【００２８】
　また、集中分電盤６には、自家発電手段２によって発電された余剰のエネルギー（電力
）を系統側に売電する売電コントローラ９ａと、他の地域などに電力融通する融通コント
ローラ９ｂとが設けられており、これら売電コントローラ９ａおよび融通コントローラ９
ｂは、共通コントローラ８に接続されている。そして、この共通コントローラ８の制御部
８ａによって、売電コントローラ９ａを制御することによって、前記余剰のエネルギーを
系統側に売電でき、融通コントローラ９ｂを制御することによって、前記余剰のエネルギ
ーを他の住宅や他の地域に供給できるようになっている。
【００２９】
　前記自家発電手段２は、例えば電力エネルギーを創出する太陽光発電装置や燃料電池で
あり、この自家発電手段２は、それを制御する制御器２ａを備え、この制御器２ａは集中
分電盤６を介して前記共通コントローラ８に接続されている。そして、この共通コントロ
ーラ８の制御部８ａが制御器２ａを制御することによって、自家発電手段２が制御される
ようになっている。
　共通コントローラ８には、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内
負荷５等の機器別に表示画面や操作画面が表示されるようになっており、自家発電手段２
用の操作画面上で操作・設定入力情報を入力できるようになっている。例えば、操作画面
上で、自家発電手段２の起動、停止、運転時間等を設定することができるようになってい
る。
【００３０】
　前記蓄電手段３は、自家発電手段２によって発電された余剰の発電電力（エネルギー）
や、割安な夜間（低電力料金時間帯）の系統電力１を蓄電し、かつ、必要に応じて放電可
能な装置であり、リチウムイオン電池等で構成された蓄電池３ａと、電力変換機３ｂと、
制御器３ｃと、電力量計３ｄを備えている。
　電力変換機３ｂは、交流の系統電力１を直流電力に変換するものであり、制御器３ｃに
よって制御されている。そして、この制御器３ｃは、電力変換機３ｂによって直流電力に
変換された系統電力１を蓄電池３ａに蓄電したり、自家発電手段２によって発電された直
流の発電電力を蓄電池３ａに蓄電したり、また、蓄電池３ａに蓄電されている電力を必要
に応じて放電するように、蓄電池３ａの充放電を制御するようになっている。
　そして、放電された電力（エネルギー）は、走行体用蓄電手段４や家庭内負荷５に供給
される。制御器３ｃは、共通コントローラ８に接続されており、この共通コントローラ８
の制御部８ａが制御器３ｃを制御することによって、蓄電手段３が制御されるようになっ
ている。
　例えば、共通コントローラ８の蓄電手段３用の操作画面上で、操作・設定入力情報を入
力することによって、制御器３ｃに充放電指示を行えるようになっている。充放電指示を
行う場合、共通コントローラ８の操作画面上にて、運転モード、充放電開始時刻、充放電
完了時刻、充電する際の電力の優先順位などの条件を設定するようになっている。
　なお、充電する際の電力の優先順位とは、系統電力１と自家発電手段２の発電電力のう
ちのどちらを優先して、充電電力として使用するかの順位を意味する。
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　また、制御器３ｃは、蓄電池３ａに蓄電されている蓄電量（充電量）を検出する機能を
備えている。
【００３１】
　前記走行体用蓄電手段４は、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）や電気自動車（ＥＶ
）等の電気エネルギーで走行する走行体用の蓄電手段であり、蓄電池４ａと電力変換機４
ｂと制御器４ｃを備えている。電力変換機４ｂは、交流の系統電力を直流電力に変換する
ものであり、制御器４ｃによって制御されている。そして、この制御器４ｃは、電力変換
機４ｂによって直流電力に変換された系統電力を蓄電池４ａに蓄電したり、自家発電手段
２によって発電された直流の発電電力を蓄電池４ａに蓄電したり、また、蓄電池４ａに蓄
電されている電力を必要に応じて放電するように、蓄電池４ａの充放電を制御するように
なっている。
　走行体用蓄電手段４には、充電ケーブルが着脱可能に接続されており、この充電ケーブ
ルが集中分電盤６に接続されている。
　また、制御器４ｃは、集中分電盤６を介して共通コントローラ８に接続されており、こ
の共通コントローラ８の制御部８ａが制御器４ｃを制御することによって、走行体用蓄電
手段４が制御されるようになっている。
　例えば、共通コントローラ８の走行体用蓄電手段４用の操作画面上で、操作・設定入力
情報を入力することによって、制御器４ｃに充放電指示を行えるようになっている。充放
電指示を行う場合、共通コントローラ８の操作画面上にて、運転モード、充放電開始時刻
、充放電完了時刻、充電する際の電力の優先順位などの条件を設定するようになっている
。
　なお、充電する際の電力の優先順位とは、系統電力１と自家発電手段２の発電電力のう
ちのどちらを優先して、充電電力として使用するかの順位を意味する。
　また、制御器４ｃは、蓄電池４ａに蓄電されている蓄電量（充電量）を検出する機能を
備えている。
【００３２】
　前記家庭内負荷５としては、例えば、ヒートポンプ技術を利用して、空気の熱で湯を沸
かすことができる電気給湯器である蓄熱装置５ａ、エアコン等の空調機器５ｂ、住宅内に
備えられた冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、照明等の電気機器５ｃ等が挙げられる。
　これら家庭内負荷５（５ａ，５ｂ，５ｃ）は、それぞれこれらを制御する制御器５ｄ，
５ｅ，５ｆを備え、これら制御器５ｄ，５ｅ，５ｆは集中分電盤６を介して前記共通コン
トローラ８に接続されている。そして、この共通コントローラ８の制御部８ａが制御器５
ｄ，５ｅ，５ｆを制御することによって、家庭内負荷５（５ａ，５ｂ，５ｃ）が制御され
るようになっている。
　例えば、共通コントローラ８の家庭内負荷５用の操作画面上で、操作・設定入力情報を
入力することによって、家庭内負荷５（５ａ，５ｂ，５ｃ）の起動、停止、運転時間等を
設定することができるようになっている。
【００３３】
　また、前記自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５等の機器
の制御器２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆには、これら制御器を制御可能な端末コン
トローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｆが集中分電盤６を介して接続
さている。これら端末コントローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｆは
、住宅内の適宜の場所に設置されている。
　そして、共通コントローラ８は、端末コントローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，
１０ｅ，１０ｆに制御器２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆの制御を共通コントローラ
８の制御部８ａによる制御より優先させることを可能とするようになっている。
　端末コントローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｆのそれぞれには、
表示画面や操作画面が表示され、それぞれの操作画面上で操作・設定入力情報を入力でき
るようになっている。
　したがって、必要に応じて端末コントローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ
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，１０ｆによって、機器２，３，４，５に接続された制御器２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５
ｅ，５ｆを制御することができる。
【００３４】
　前記各制御器２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆと、共通コントローラ８とは、住宅
を構成する少なくとも一部の建物ユニットに予め工場等で設けられた通信手段を介して接
続されるようになっている。
　建物ユニットは直方体状の骨組みを有するものであり、この建物ユニットを複数現場で
組み合わせることによって、ユニット式住宅が構築される。
　建物ユニットの上面には、天井が設けられ、下面には床が設けられ、側面には外壁材や
内壁材で構成される壁が設けられる。
　そして、天井、床、壁に、予め工場等において、各制御器２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５
ｅ，５ｆと、共通コントローラ８とを接続する通信手段を設けておく。
　通信手段は、有線、無線あるいはこれらを組み合わせたものを採用する。
　有線の場合、所定の建物ユニットに集中分電盤６を取り付けておくとともに、各制御器
２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆと集中分電盤６とを接続する導線および集中分電盤
６と共通コントローラ８とを接続する導線を予め適宜の建物ユニットの天井、床、壁に配
置しておく。
　また、無線の場合、集中分電盤６と共通コントローラ８とに、それぞれ無線通信手段を
設けておき、この無線通信手段によって、集中分電盤６と共通コントローラ８とを接続す
るようにする。
【００３５】
　このように、建物ユニットの天井、床、壁に、予め工場等において、各制御器２ａ，３
ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆと、共通コントローラ８とを接続する通信手段を設けられて
いるので、通信手段が設けられた建物ユニットによって住宅を構築することによって、各
制御器２ａ，３ｃ，４ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆと共通コントローラ８を通信手段によって容
易に接続でき、よって、本システムの構築が容易となる。
【００３６】
　また、共通コントローラ８は、前記系統電力１、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体
用蓄電手段４、家庭内負荷５による住宅全体のエネルギー収支状況、自家発電手段２によ
るエネルギー供給状況、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエネルギー収支状況、家
庭内負荷５によるエネルギー消費状況を表示可能である。
【００３７】
　すなわちまず、図２に示すように、系統電力１、自家発電手段２、家庭内負荷５、走行
体用蓄電手段４には、それぞれ第１電力量検出手段１１、第２電力量検出手段１２、第３
電力量検出手段１５、第４電力量検出手段１６が接続されている。これら電力量検出手段
は前記集中分電盤６に設けられている。また、前記蓄電手段３には、電力量計３ｄが備え
られている。
　共通コントローラ８は、消費電力量表示部３０ａと供給電力量表示部３０ｂとを備えて
いる。
　消費電力量表示部３０ａは、家庭内負荷５の消費電力量を、第３電力量検出手段１５に
よってそれぞれ検出された消費電力量に基づいて、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに
表示する。
　また、消費電力量表示部３０ａは、走行体用蓄電手段４の充電による消費電力量を、第
４電力量検出手段１６によってそれぞれ検出された消費電力量に基づいて、系統電力、発
電電力、蓄電電力ごとに表示する。
　さらに、消費電力量表示部３０ａは、蓄電手段３の充電による消費電力量を、電力量計
３ｄによってそれぞれ検出された消費電力量に基づいて、系統電力、発電電力ごとに表示
する。
【００３８】
　供給電力量表示部３０ｂは、第１電力量検出手段１１によって検出された電力量に基づ
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く系統電力１の供給電力量を表示する。
　また、供給電力量表示部３０ｂは、第２電力量検出手段１２によって検出された電力量
に基づく発電電力の供給電力量を表示する。
　さらに、供給電力量表示部３０ｂは、蓄電手段３に内蔵された電力量計３ｄおよび第４
電力量検出手段１６によって検出された蓄電手段３および走行体用蓄電手段４の放電によ
る電力量に基づく蓄電電力の供給電力量を、蓄電手段３と走行体用蓄電手段４ごとにそれ
ぞれ表示する。
　そして、このような消費電力量や供給電力量の表示は、日単位、月単位、年単位で消費
電力量表示部３０ａおよび供給電力量表示部３０ｂに表示されるようになっている。消費
電力量や供給電力量の表示は、数値による表示とグラフによる表示との双方で行われるよ
うになっている。
【００３９】
　このように、系統電力１、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４によるエ
ネルギーの供給量と、蓄電手段３、走行体用蓄電手段４、家庭内負荷５によるエネルギー
の消費量とが表示される。つまり、系統電力１、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用
蓄電手段４、家庭内負荷５による住宅全体のエネルギー収支状況が表示される。
　また、自家発電手段２によるエネルギー（発電電力）供給状況、蓄電手段３および走行
体用蓄電手段４のエネルギー（蓄電電力）収支状況、家庭内負荷５によるエネルギー消費
状況が表示される。
【００４０】
　共通コントローラ８には、データ記録部３３が設けられており、このような消費電力量
や供給電力量のデータは、データ記録部３３に記録される。
　さらに、共通コントローラ８には、利用者が消費電力量の目標値を設定することができ
、この目標値の達成割合を日単位、月単位、年単位で表示するようになっている。なお、
目標値とは、消費電力量の最大値であり、この最大値を目標値として、これを超えないよ
うに電力を消費するように設定された値である。
【００４１】
　前記共通コントローラ８は、二酸化炭素排出量演算手段３１を備えている。この二酸化
炭素排出量演算手段３１は、第１電力量検出手段１１によって検出された系統電力の消費
電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出するもので、
算出された二酸化炭素排出量が表示部３１ａに表示されるようになっている。
　また、二酸化炭素排出量演算手段３１は、第３電力量検出手段１５によって検出された
系統電力の家庭内負荷５の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化
炭素排出量を算出し、算出された二酸化炭素排出量が表示部３１ｂに表示されるようにな
っている。
　また、二酸化炭素排出量演算手段３１は、第４電力量検出手段１６によって検出された
系統電力の走行体用蓄電手段４の充電による消費電力量に相当する電力量を生成する際に
排出される二酸化炭素排出量を算出し、算出された二酸化炭素排出量が表示部３１ｃに表
示されるようになっている。
　さらに、二酸化炭素排出量演算手段３１は、電力量計３ｄによって検出された系統電力
の蓄電手段３の充電による消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化
炭素排出量を算出し、算出された二酸化炭素排出量が表示部３１ｄに表示されるようにな
っている。
【００４２】
　そして、このような二酸化炭素排出量の表示は、日単位、月単位、年単位で表示部３１
ａ～３１ｄに表示されるようになっている。二酸化炭素排出量の表示は、数値による表示
とグラフによる表示との双方で行われるようになっている。
　また、二酸化炭素排出量演算手段３１には、利用者が二酸化炭素排出量の目標値を設定
することができ、この目標値の達成割合を日単位、月単位、年単位で表示部３１ａ，３１
ｂ，３１ｃ，３１ｄに表示するようになっている。なお、目標値とは、二酸化炭素排出量



(11) JP 5592182 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

の最大値であり、この最大値を目標値として、これを超えないように二酸化炭素を排出す
るように設定された値である。
【００４３】
　また、二酸化炭素排出量演算手段３１は、系統電力全体の消費電力量に相当する電力量
を生成する際に排出される二酸化炭素排出量、家庭内負荷５による系統電力の消費電力量
に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量、走行体用蓄電手段４の充
電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排
出量、蓄電手段３の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排
出される二酸化炭素排出量をそれぞれ積算して算出可能であり、算出された積算二酸化炭
素排出量がそれぞれ表示部３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄに表示されるようになってい
る。
　さらに、二酸化炭素排出量演算手段３１は、走行体用蓄電手段４を備えた自動車と同規
模の自動車がガソリンを使用して走行した際に発生する二酸化炭素排出量から、走行体用
蓄電手段４の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出され
る二酸化炭素排出量を減じるような演算を行う。そして、この算出された値は例えば表示
部３１ｃに表示されるようになっている。
【００４４】
　前記共通コントローラ８は、電気料金演算手段３２を備えている。この電気料金演算手
段３２は、第１電力量検出手段１１によって検出された系統電力の消費電力量に基づいて
系統電力全体の消費電力量に相当する電気料金を算出するもので、算出された電気料金が
表示部３２ａに表示されるようになっている。
　また、電気料金演算手段３２は、第３電力量検出手段１５によって検出された系統電力
の家庭内負荷５の消費電力量に相当する電気料金を算出し、算出された電気料金が表示部
３２ｂに表示されるようになっている。
　また、電気料金演算手段３２は、第４電力量検出手段１６によって検出された系統電力
の走行体用蓄電手段４の充電による消費電力量に相当する電気料金を算出し、算出された
電気料金が表示部３２ｃに表示されるようになっている。
　さらに、電気料金演算手段３２は、電力量計３ｄによって検出された系統電力の蓄電手
段４の充電による消費電力量に相当する電気料金を算出し、算出された電気料金が表示部
３２ｄに表示されるようになっている。
【００４５】
　また、電気料金演算手段３２は、自家発電手段２によって発電された余剰の発電電力を
売電や融通した際に、売電コントローラ９ａや融通コントローラ９ｂに内蔵された電力量
計によって検出された売電電力量や融通電力量に相当する電気料金を算出し、系統電力全
体の消費電力量に相当する電気料金から売電電力量や融通電力量に相当する電気料金を減
じた電気料金を算出し、この算出された電気料金が表示部３２ａに表示されるようになっ
ている。
　そして、このような電気料金の表示は、日単位、月単位、年単位でそれぞれの表示部３
２ａ，３２ｂ，３２ｃ，３２ｄに表示されるようになっている。電気料金の表示は、数値
による表示とグラフによる表示との双方で行われるようになっている。
　また、電気料金演算手段３２には、利用者が電気料金の目標値を設定することができ、
この目標値の達成割合を日単位、月単位、年単位で表示部３２ａ，３２ｂ，３２ｃ，３２
ｄに表示するようになっている。なお、目標値とは、電気料金の最大値であり、この最大
値を目標値として、これを超えないように電気を使用するように設定された値である。
【００４６】
　また、共通コントローラ８には、消費電力量の目標値、二酸化炭素排出量の目標値、電
気料金の目標値の達成に向けたアドバイス表示機能が設けられている。このアドバイス表
示機能は、例えば、目標値に対して９０％以上になると、音声やランプの点滅等によって
利用者に省エネを促すようになっている。
　また、共通コントローラ８には、最も二酸化炭素排出量の少ない電力を、蓄電手段３へ
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の充電、走行体用蓄電手段４のへの充電、蓄熱装置５ａの運転等に、優先順位をつけて利
用することをアドバイスする機能を有しており、このアドバイスは音声や表示画面に文字
や図等によって利用者に伝達される。また、前記優先順位は利用者が共通コントローラ８
の選択画面から予め設定できる。
【００４７】
　また、共通コントローラ８は、系統電力１および自家発電手段２と、蓄電手段３、走行
体用蓄電手段４および家庭内負荷５との間の接続状態を表示可能であり、かつ、これらの
エネルギー消費および供給を制御可能である。
　すなわち、共通コントローラ８が制御器７，２ａを制御して系統電力１や自家発電手段
２から電力（エネルギー）を導入するとともに、制御器３ｃを制御して当該電力を蓄電手
段３に蓄電することができ、この場合、この電力量が電力量計３ｄによって検出されるの
で、系統電力１や自家発電手段２と蓄電手段３とが接続している状態となる。したがって
、この状態を共通コントローラ８の表示画面に表示することによって、系統電力１や自家
発電手段２と蓄電手段３との接続状態を表示できる。この表示は例えば、接続状態の場合
は、接続状態を示すランプの点灯、非接続状態の場合は消灯としてもよいし、その他の手
段で表示してもよい。
【００４８】
　また、共通コントローラ８が制御器７，２ａを制御して系統電力１や自家発電手段２か
ら電力（エネルギー）を導入するとともに、制御器４ｃを制御して当該電力を走行体用蓄
電手段４に蓄電することができ、この場合、この電力量が第４電力量検出手段１６によっ
て検出されるので、系統電力１や自家発電手段２と走行体用蓄電手段４とが接続している
状態となる。したがって、この状態を共通コントローラ８の表示画面に表示することによ
って、系統電力１や自家発電手段２と走行体用蓄電手段４との接続状態を表示できる。
　さらに、共通コントローラ８が制御器７，２ａを制御して系統電力１や自家発電手段２
から電力（エネルギー）を導入するとともに、制御器５ｄ，５ｅ，５ｆを制御して当該電
力を家庭内負荷５に供給することができ、この場合、この電力量が第３電力量検出手段１
５によって検出されるので、系統電力１や自家発電手段２と家庭内負荷５とが接続してい
る状態となる。したがって、この状態を共通コントローラ８の表示画面に表示することに
よって、系統電力１や自家発電手段２と家庭内負荷５との接続状態を表示できる。
【００４９】
　また、共通コントローラ８は、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４の接続が解除され
そうな状態を検知した際に、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエネルギー状態（充
電量）が不十分であると判断すると、警告および十分なエネルギー状態になるまでに必要
な時間を表示するようになっている。
　すなわちまず、共通コントローラ８の操作画面には、系統電力１や自家発電手段２と、
蓄電手段３および走行体用蓄電手段４とを接続するための接続ボタンと、これらの接続を
解除する解除ボタンとが設けられている。
　そして、接続状態において解除ボタンを押すと、これを共通コントローラ８が認識した
うえで、解除の再確認を利用者に対して操作画面上に表示する。これによって、共通コン
トローラ８は、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４の接続が解除されそうな状態を検知
できる。
　蓄電手段３および走行体用蓄電手段４に蓄電されている電力量（充電量）は、前記制御
器３ｃ，４ｃによって検出されるので、共通コントローラ８は、この電力量の情報に基づ
いて、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエネルギー状態（充電量）を検出し、エネ
ルギー状態（充電量）が不十分であると判断すると（例えば充電量がフル充電の８０％未
満であると判断すると）、警告および十分なエネルギー状態になるまでに必要な時間を算
出して操作画面に表示するようになっている。
　また、共通コントローラ８には、端末コントローラ１０ｂ，１０ｃが接続されているの
で、この端末コントローラ１０ｂ，１０ｃの画面にも、前記警告および十分なエネルギー
状態になるまでに必要な時間を表示するようになっている。



(13) JP 5592182 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

【００５０】
　前記共通コントローラ８は、複数の自動運転モードを有し、かつ、所望の自動運転モー
ドを選択可能となっている。この選択は共通コントローラの操作画面で行えるようになっ
ている。
　自動運転モードは、以下の５種類を備えている。
（１）エコロジーモード
　この自動運転モードは、住宅と自動車を合せて、二酸化炭素排出量を最も少なくするた
めの運転モードで、環境への配慮を最優先に行う。
　二酸化炭素排出量を最も少なくするためには、自家発電手段２による電力をできる限り
自家で有効に利用する必要がある。このため、自家発電手段２の余剰電力は、蓄電手段３
への充電（蓄電）、走行体用蓄電手段４への充電（蓄電）、蓄熱装置５ａの運転に優先的
に利用する。
　この場合、蓄電手段３への充電、走行体用蓄電手段４への、蓄熱装置５ａの運転におけ
る優先順位については、予め利用者が共通コントローラ８の操作画面で設定する。
【００５１】
　エコロジーモードが選択された場合、共通コントローラ８は、住宅内でのエネルギーの
自給自足を最優先し、余剰のエネルギーが発生した場合、蓄電手段３と走行体用蓄電手段
４に備蓄するように、前記各制御器３ｃ，４ｃを制御する。
　すなわちまず、共通コントローラ８の操作画面でエコロジーモードを選択すると、自家
発電手段２で発電された発電電力は、家庭内負荷５ｂ，５ｃに供給され、足りない電力が
系統電力１によって補われる。
　そして、家庭内負荷５ｂ，５ｃの必要電力が全て発電電力で足りている場合、図３に示
すように、自家発電手段２に余剰電力が発生しているか否かを共通コントローラ８が判断
する（ステップＳ１）。この判断は、家庭内負荷５ｂ，５ｃで必要とされる消費電力と、
自家発電手段２による発電電力を比較して、この発電電力が消費電力より大きいことによ
って行える。
　余剰電力が発生していない場合、自家発電手段２による発電電力の全てを家庭内負荷５
ｂ，５ｃに供給する（ステップＳ２）。
　余剰電力が発生していた場合、蓄電手段３の蓄電池３ａがフル充電状態か否かを共通コ
ントローラ８が判断する（ステップＳ３）。この判断は、制御器３ｃが、蓄電池３ａに蓄
電されている蓄電量（充電量）を検出する機能を備えているので、この制御器３ｃから共
通コントローラ８に蓄電量の情報を送信することによって行える。
　蓄電池３ａがフル充電状態でなかった場合、余剰電力を蓄電池３ａに供給して充電する
（ステップＳ４）。
　蓄電池３ａがフル充電状態である場合、走行体用蓄電手段４の蓄電池４ａがフル充電状
態か否かを共通コントローラ８が判断する（ステップＳ５）。この判断は、制御器４ｃが
、蓄電池４ａに蓄電されている蓄電量（充電量）を検出する機能を備えているので、この
制御器４ｃから共通コントローラ８に蓄電量の情報を送信することによって行える。
　蓄電池４ａがフル充電状態でなかった場合、余剰電力を蓄電池４ａに供給して充電する
（ステップＳ６）。
　蓄電池４ａがフル充電状態である場合、余剰電力を蓄熱装置５ａに供給して、蓄熱装置
５ａを運転する（ステップＳ７）。
　なお、夏季等で日射量が多く、自家発電手段２に余剰電力がさらにある場合、共通コン
トローラ８が融通コントローラ９ｂを制御して、この住宅がある地域内の他の住宅または
その他の地域に余剰電力を融通する。このようにすれば、地域を含めた環境への配慮を行
える。
【００５２】
（２）エコノミーモード
　この自動運転モードは、住宅と自動車を合せて、エネルギーコストを抑える運転モード
で、利用者にとって最も経済的な運転を行う。
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　時間帯別電力料金に対応し、低電力料金時間帯での優先的な蓄電、蓄熱を行う。また、
利用者への電力料金抑制のためのアドバイスを行うほか、過去の電力使用実績データから
、定期的に最適な電力契約を推奨する機能があり、利用者はエネルギーコスト抑制のため
の最適な機器運用方法と電力契約について知ることができる。
【００５３】
　エコノミーモードが選択された場合、共通コントローラ８は、低電力料金時間帯で、系
統電力１を蓄電手段３と走行体用蓄電手段４に備蓄（蓄電）するように、前記各制御器３
ｃ，４ｃを制御する。
　すなわち、図４に示すように、共通コントローラ８の操作画面でエコノミーモードを選
択すると、現在が低電力料金時間帯であるか否かを共通コントローラ８が判断する。なお
、共通コントローラ８には時計機能が備えられており、これによって、低電力料金時間帯
であるか否かを判断できる（ステップＳ１）。
　低電力料金時間帯である場合、蓄電手段３の蓄電池３ａがフル充電状態か否かを共通コ
ントローラ８が判断する（ステップＳ２）。フル充電状態でなかった場合、低電力料金の
系統電力１を蓄電池３ａに供給して充電する（ステップＳ３）。
　蓄電池３ａがフル充電状態である場合、走行体用蓄電手段４の蓄電池４ａがフル充電状
態か否かを共通コントローラ８が判断する（ステップＳ４）。フル充電状態でなかった場
合、低電力料金の系統電力１を蓄電池４ａに供給して充電する（ステップＳ５）。
　蓄電池４ａがフル充電状態である場合、低電力料金の系統電力を蓄熱装置５ａに供給し
て、蓄熱装置５ａを運転する（ステップＳ６）。
【００５４】
　また、家庭内負荷５に電力を供給する場合、図５に示すように、共通コントローラ８は
、家庭内負荷５の必要電力が全て発電電力で足りているか否かを判断する（ステップＳ１
）。足りている場合、家庭内負荷５に発電電力を供給する。
　家庭内負荷５の必要電力が発電電力で足りていない場合、共通コントローラ８は、足り
ない分の必要電力が蓄電手段３の蓄電池３ａの電力で足りるか否かを判断する（ステップ
Ｓ２）。足りる場合、蓄電池３ａを放電させて（ステップＳ３）、前記発電電力とともに
家庭内負荷５に供給する。
　足りない分の必要電力が蓄電手段３の蓄電池３ａの電力（蓄電出力）でもさらに足りな
い場合、共通コントローラ８は、さらに足りない分の必要電力が走行体用蓄電手段４の蓄
電池４ａの電力で足りるか否かを判断する（ステップＳ４）。足りる場合、蓄電池４ａを
放電させて（ステップＳ５）、前記発電電力、蓄電池３ａから放電した電力（蓄電出力）
とともに家庭内負荷５に供給する。
　さらに足りない分の必要電力が走行体用蓄電手段４の蓄電池４ａの電力（蓄電出力）で
も足りない場合、共通コントローラ８は系統電力１から足りない分の電力を補って、発電
電力、蓄電池３ａ，４ａから放電した電力（蓄電出力）とともに家庭内負荷５に供給する
。
　なお、走行体用蓄電手段４の電力を使用したくない場合、前記ステップＳ４，Ｓ５を削
除すればよい。これは、共通コントローラ８の操作画面で行うことができる。
【００５５】
（３）非常時対応モード
　この自動運転モードは、あらゆるエネルギーをできるだけ多く蓄える運転モードで、災
害や停電などの非常時に備えた運転を行う。時間帯、電力料金に拘わらず、蓄電、蓄熱を
最大限に行う。気象情報や地域情報などをもとにして、台風や大雨などの予期可能な災害
に対して、普段からエネルギーを蓄えるための運転設定が可能で、蓄えるエネルギーの種
類と量を利用者が予め設定することもできる。
【００５６】
　非常時対応モードが選択された場合、共通コントローラ８は、系統電力１や自家発電手
段２による発電電力を蓄電手段３と走行体用蓄電手段４に備蓄するように、前記各制御器
３ｃ，４ｃを制御する。
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　すなわちまず、共通コントローラ８の操作画面で非常時対応モードを選択すると、共通
コントローラ８は、家庭内負荷５のうち、必要最小限度の家庭内負荷５に、系統電力１、
発電電力、蓄電電力を供給する。
　次に、図６に示すように、蓄電手段３の蓄電池３ａがフル充電状態か否かを共通コント
ローラ８が判断する（ステップＳ１）。フル充電状態でなかった場合、系統電力や発電電
力を蓄電池３ａに供給して充電する（ステップＳ２）。
　蓄電池３ａがフル充電状態である場合、走行体用蓄電手段４の蓄電池４ａがフル充電状
態か否かを共通コントローラ８が判断する（ステップＳ３）。フル充電状態でなかった場
合、系統電力や発電電力を蓄電池４ａに供給して充電する（ステップＳ４）。
　蓄電池４ａがフル充電状態である場合、系統電力や発電電力を蓄熱装置５ａに供給して
、蓄熱装置５ａを運転する（ステップＳ５）。
【００５７】
　なお、蓄電池３ａ，４ａに系統電力や発電電力を充電する場合、共通コントローラ８の
操作画面で利用者が、停止してもよい家庭内負荷５を選択することによって、当該家庭内
負荷５への電力供給を停止する。
　また、共通コントローラ８に操作画面で、蓄電池３ａ，４ａに充電する電力を選択する
とともに、蓄電池３ａ，４ａへの蓄電量を選択する。
【００５８】
（４）防犯対策・安全モード
　この自動運転モードは、共通コントローラ８と玄関ドア錠、窓を連携させることで、外
出する際に玄関、窓の施錠状態を確認できるほか、インターホンとの連携により、外出中
における訪問者および帰宅者の情報を携帯電話で確認することができる。また、長期外出
のために各機器運転設定を変更することも可能で、利用者が長期外出する場合の住宅全体
のエネルギー管理を最適に行うことができる。
【００５９】
　共通コントローラ８には、図１に示すように、玄関ドア錠４０および窓錠４１が接続さ
れており、防犯対策・安全モードで、窓錠４１を施錠すると、その情報が共通コントロー
ラ８に送信され、その画面に窓錠４１の施錠状態が表示される。例えば、画面には複数の
窓に対応させて、窓ごとに施錠されたか否かが表示される。
　また、防犯対策・安全モードで、玄関ドア錠４０を施錠すると、その情報が共通コント
ローラ８に送信される。共通コントローラ８は、インターネットに接続されており、玄関
ドア錠４０の施錠情報は、インターネットを介して、外出する利用者が所持している携帯
電話４４に送信される。したがって、利用者は携帯電話を確認することによって、玄関ド
ア錠４０が施錠されたかを確認できる。
【００６０】
　また、共通コントローラ８にはインターホン４３が接続されている。そして、防犯対策
・安全モード中に、訪問者があった場合、インターホン４３が訪問者の顔や音声の情報を
取得し、この情報は共通コントローラ８に送信され、データ記録部３３（図２参照）に記
録される。そして、この情報はインターネットを介して、外出する利用者が所持している
携帯電話４４に送信される。したがって、利用者は携帯電話４４を確認することによって
、訪問者の情報を確認できる。
　さらに、防犯対策・安全モードで、住人の一人が帰宅した場合、その帰宅者が玄関ドア
錠４０を解錠するので、その情報が共通コントローラ８に送信され、この共通コントロー
ラ８からインターネットを介して、外出している他の住人が所持している携帯電話４４に
送信される。したがって、他の住人は携帯電話４４を確認することによって、玄関ドア錠
４０が施錠されたかを確認できる。なお、複数の住人が所持している鍵には、ＩＤ番号が
付されており、このＩＤ番号の情報が携帯電話４４に送信されるので、他の住人は、誰が
帰宅したかを確認できる。
【００６１】
　また、共通コントローラ８の操作画面で防犯対策・安全モードを選択すると、共通コン
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トローラ８が、停止させてもよい家庭内負荷５を選択して、当該家庭内負荷５を停止させ
る。
　停止させてもよい家庭内負荷５としては、エアコン等の空調機器５ｂ、照明等が挙げら
れるが、これらは、予め共通コントローラ８の画面上で設定する。
　また、照明は防犯のために、例えば夜の所定時間だけ点灯させるように、共通コントロ
ーラ８の画面上で設定してもよい。
　さらに、共通コントローラ８は、防犯対策・安全モードが選択されると、夜の低電力料
金時間帯に、系統電力１を蓄電手段３に蓄電しておき、昼は、冷蔵庫等の常時電力を供給
しておく必要がある家庭内負荷５ｃのみに、自家発電手段２による発電電力を優先して供
給し、それだけでは足りない場合に、蓄電手段３に蓄電されている電力を供給し、さらに
足りない場合に系統電力１を供給するように、各制御器を制御する。
　また、共通コントローラ８には、インターネットを介して携帯電話４４が接続されてい
るので、携帯電話４４から共通コントローラ８に、各機器の制御を行うための情報を送信
することもできる。これによって、外出中に各機器２，３，４，５の遠隔操作を行える。
【００６２】
（５）健康生活モード
　この自動運転モードは、現在の屋内外気温、湿度、屋内照明などの環境データを収集し
、エアコン、照明の運転と連携したうえで、窓の自動開閉による外気の取り込み、太陽光
の取り込み量を自動制御することができる。また、天気予報や気象情報をもとに、洗濯・
掃除などのお奨め予報についても通知する。
【００６３】
　共通コントローラ８には、屋内外に設置された温度計、湿度計、各部屋に設置された照
度計が接続されており、これらの情報が共通コントローラ８に送信される。
　また、共通コントローラ８には、天窓や窓を電気的に自動的に開閉する窓開閉手段や、
窓に設けたブラインドを自動的に開閉するブラインド開閉手段が接続されている。なお、
これら窓開閉手段やブラインド開閉手段は、家庭内負荷である。
　そして、健康生活モードが選択された場合、共通コントローラ８は、温度計、湿度計に
よる情報に基づいて、エアコン等の空調機器５ｂの制御器５ｅや、窓開閉手段の制御器、
ブラインド開閉手段の制御器を制御する。すなわち、予め共通コントローラ８に設定され
ている適温、適湿の値と、温度計、湿度計による値とを比較して、屋内の温度、湿度が適
温、適湿に近付くように各制御器を制御する。
　また、共通コントローラ８は、照度計による情報に基づいて、照明の制御器やブライン
ド開閉手段の制御器を制御する。すなわち、予め共通コントローラ８に設定されている最
適な照度の値と、照度計による値とを比較して、各部屋の照度が最適な照度に近付くよう
にブラインド開閉手段の制御器や照明の制御器を制御する。この場合、昼間は、窓からの
太陽光の取り込み量（ブラインドの開閉量）による照度調整を優先して行う。
　さらに、共通コントローラ８は、昼間の所定時刻に、窓を開放して外気を取り込むよう
に、窓開閉手段の制御器を制御する。窓を開放する時刻は、共通コントローラ８の画面上
から適宜設定できるようになっている。
【００６４】
　また、共通コントローラ８は、インターネットを介して、天気予報や気象情報のサイト
に接続され、これらサイトから天気予報や気象情報を取得する。そして、この所得した情
報に基づいて、洗濯や掃除などをするのにお奨めな日時等を、共通コントローラ８の画面
やスピーカを介して利用者に通知する。
【００６５】
　本実施の形態では以下のような効果を得ることができる。
　共通コントローラ８が、系統電力１、自家発電手段２、蓄電手段３、走行体用蓄電手段
４、家庭内負荷５の各々の制御器を制御することによって、エネルギー消費および供給を
管理するので、住宅全体におけるエネルギー消費および供給を一元管理でき、かつ各機器
を一つのコントローラ（共通コントローラ）８で制御できる。
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　また、共通コントローラ８が、自家発電手段２によって発電された余剰のエネルギーを
売電する売電コントローラ９ａおよび他の地域げ電力融通する融通コントローラ９ｂを制
御するので、売電および電力融通を含めた住宅全体におけるエネルギーの消費および供給
を一元管理できる。
【００６６】
　さらに、共通コントローラ８が住宅全体のエネルギー収支状況、自家発電手段２による
エネルギー供給状況、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエネルギー収支状況、家庭
内負荷５によるエネルギー消費状況等を表示するので、利用者はこれらの状況を容易に確
認できる。
　また、共通コントローラ８が、端末コントローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１
０ｅ，１０ｆに制御器の制御を共通コントローラ８より優先させることが可能であるので
、必要に応じて端末コントローラ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｆによ
って、機器に接続された制御器を制御することができる。
　また、共通コントローラ８は、系統電力１および自家発電手段２と、蓄電手段３、走行
体用蓄電手段４および家庭内負荷５との間の接続状態を表示可能であり、かつ、これらの
エネルギー消費および供給を制御可能であるので、エネルギーを供給する側と、蓄エネル
ギーを備蓄または消費する側との接続状態を表示することができるとともに、これらエネ
ルギー消費および供給を制御することができる。
　さらに、共通コントローラ８が、蓄電手段３および走行体用蓄電手段４のエネルギー状
態が不十分であると判断すると、警告および十分なエネルギー状態になるまでに必要な時
間を表示するので、利用者は蓄電手段３および走行体用蓄電手段４に、フル充電状態にな
るまでエネルギーを蓄電するか否かを決めることができる。
【００６７】
　また、端末コントローラ１０ｃが、走行体用蓄電手段４のエネルギー状態が不十分であ
ると判断すると、警告および十分なエネルギー状態になるまでに必要な時間を表示するの
で、利用者は端末コントローラ１０ｃを確認することによって、走行体用蓄電手段４に、
フル充電状態になるまでエネルギーを蓄電するか否かを決めることができる。
　また、複数の自動運転モードのうち、エコロジーモードが選択された場合、共通コント
ローラ８が、住宅内でのエネルギーの自給自足を最優先し、余剰のエネルギーが発生した
場合、蓄電手段３と走行体用蓄電手段４に備蓄するように、制御器３ｃ，４ｃを制御する
ので、最適なエネルギー運用が可能となる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　系統電力
　２　自家発電手段
　２ａ　制御器
　３　蓄電手段
　３ｃ　制御器
　４　走行体用蓄電手段
　４ｃ　制御器
　５　家庭内負荷
　５ｄ，５ｅ，５ｆ　制御器
　６　集中分電盤
　７　制御器
　８　共通コントローラ
　９ａ　売電コントローラ
　９ｂ　融通コントローラ
　１０ａ～１０ｆ　端末コントローラ
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