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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　需要家の保有する負荷機器それぞれに対する複数の制御指示と、該制御指示に各々対応
付けられた電力削減予測量とを含む制御指示効果情報を格納する記憶部と、
　電力削減指示をＥＭＳサーバから取得する指示取得部と、
　前記制御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、前記電力削減指示を満たす
制御指示の組合せを作成する制御指示作成部と、
　前記組合せに係る複数の制御指示を実行し、前記制御指示を実行したことによる電力削
減量の実績に基づいて前記電力削減予測量を更新し、更新した前記電力削減予測量を含む
前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバに送信する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記負荷機器の駆動状態又は消費電力量に関する測定値を取得し、前記
測定値を前記ＥＭＳサーバに送信する、電力制御装置。
【請求項２】
　前記指示取得部が、いずれかの負荷機器に対する具体的動作指示をＥＭＳサーバから取
得した場合、指定された負荷機器に対し、指定された動作に応じた制御を行うよう指示す
ることを特徴とする、請求項１に記載の電力制御装置。
【請求項３】
　前記制御指示効果情報はさらに、前記制御指示に各々対応付けられた応答時間を含み、
　前記制御指示作成部はさらに、前記指示取得部が前記電力削減指示を取得した時間から
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算出されるデマンド残り時間と、前記制御指示効果情報に含まれる応答時間とに基づき、
前記電力削減指示を満たす制御指示の組合せを作成することを特徴とする、請求項１又は
２に記載の電力制御装置。
【請求項４】
　前記電力制御装置は、前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバから取得して前記記憶
部に記憶することを特徴とする、請求項１又は２に記載の電力制御装置。
【請求項５】
　それぞれの制御指示には優先順位が付されており、
　前記制御指示作成部はさらに、稼働中の負荷機器に関する制御指示のうち、前記優先順
位の上位のものの組合せから、前記電力削減指示を満たす制御指示の組合せを作成するこ
とを特徴とする、請求項１又は２に記載の電力制御装置。
【請求項６】
　需要家の保有する負荷機器それぞれに対する複数の制御指示と、該制御指示に各々対応
付けられた電力削減予測量とを含む制御指示効果情報を格納する記憶ステップと、
　電力削減指示をＥＭＳサーバから取得する指示取得ステップと、
　前記制御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、前記電力削減指示を満たす
制御指示の組合せを作成する制御指示作成ステップと、
　前記組合せに係る複数の制御指示を実行し、前記制御指示を実行したことによる電力削
減量の実績に基づいて前記電力削減予測量を更新し、更新した前記電力削減予測量を含む
前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバに送信するステップと、
　前記負荷機器の駆動状態又は消費電力量に関する測定値を取得し、前記測定値を前記Ｅ
ＭＳサーバに送信するステップと、
を含む電力制御方法。
【請求項７】
　電力制御装置と、ＥＭＳサーバとを備える電力制御システムであって、
　前記ＥＭＳサーバは、電力削減指示を生成し、
　前記電力制御装置は、需要家の保有する負荷機器それぞれに対する複数の制御指示と、
該制御指示に各々対応付けられた電力削減予測量とを含む制御指示効果情報を格納し、
　前記電力制御装置はさらに、前記電力削減指示を前記ＥＭＳサーバから取得し、前記制
御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、前記電力削減指示を満たす制御指示
の組合せを作成し、
　前記電力制御装置はさらに、前記組合せに係る複数の制御指示を実行し、前記制御指示
を実行したことによる電力削減量の実績に基づいて前記電力削減予測量を更新し、更新し
た前記電力削減予測量を含む前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバに送信し、
　前記電力制御装置はさらに、前記負荷機器の駆動状態又は消費電力量に関する測定値を
取得し、前記測定値を前記ＥＭＳサーバに送信することを特徴とする電力制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＥＭＳサーバからの制御指示に基づいて、負荷機器を制御する電力制御装置
、電力制御方法、及び電力制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットを介して、遠隔地から多様な機器を制御するシステムが提案され
ている（特許文献１参照）。インターネットなどのネットワークを介した機器の制御にお
いてサーバが機器を直接制御するためには、制御対象の機器を一意に特定するグローバル
ＩＰアドレスなどの固有の識別番号が機器に割当てられる必要がある。制御対象となる機
器の数に対して固有の識別番号は有限であり、すべての制御機器に固有の識別番号を割当
てると、識別番号が枯渇するおそれがある。
【０００３】
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　そこで、インターネットなどのネットワークを介して機器を制御する際に、ローカルの
制御装置からサーバにアクセスしてサーバからの制御指示を読取り、読取った制御指示に
基づいて、ローカルの電力制御装置が負荷機器の制御を行うシステムが提案されている（
特許文献２参照）。このようなポーリングによる制御指示を取得してローカルの制御装置
が機器の制御を行う構成によれば、機器毎への固有の識別番号の割当が不要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３３６１８０号公報
【特許文献２】特開２００９－２６０９１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら従来は、ＥＭＳサーバが、各電力制御装置に最適な制御指示の組合せを作
成し、当該制御指示の組合せに基づき、電力制御装置が負荷機器の制御を行っている。そ
のため、例えばＥＭＳサーバの管理地域内の電力を一律に削減する場合等、複数の電力制
御装置に属する各負荷機器の制御を同時に行う場合、ＥＭＳサーバの処理負荷が増大し、
処理遅延が生じるおそれがあった。
【０００６】
　また、ＥＭＳサーバから各電力制御装置に送信する情報に複数の制御指示の組合せを含
むため、通信量が増大し、通信による処理の遅延が生じるおそれがあった。
【０００７】
　従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、例えばＥＭＳサーバの
管理地域内の電力を一律に削減する場合等、複数の電力制御装置に属する各負荷機器の制
御を同時に行う場合に、ＥＭＳサーバの処理負荷の増大を抑制し、また、ＥＭＳサーバ及
び電力制御装置間の通信量の増大を抑制することのできる電力制御装置、電力制御方法、
及び電力制御システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明に係る電力制御装置は、
　需要家の保有する負荷機器それぞれに対する複数の制御指示と、該制御指示に各々対応
付けられた電力削減予測量とを含む制御指示効果情報を格納する記憶部と、
　電力削減指示をＥＭＳサーバから取得する指示取得部と、
　前記制御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、前記電力削減指示を満たす
制御指示の組合せを作成する制御指示作成部と、
　前記組合せに係る複数の制御指示を実行し、前記制御指示を実行したことによる電力削
減量の実績に基づいて前記電力削減予測量を更新し、更新した前記電力削減予測量を含む
前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバに送信する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記負荷機器の駆動状態又は消費電力量に関する測定値を取得し、前記
測定値を前記ＥＭＳサーバに送信することを特徴とする。
【０００９】
　また本発明に係る電力制御装置は、
　前記指示取得部が、いずれかの負荷機器に対する具体的動作指示をＥＭＳサーバから取
得した場合、指定された負荷機器に対し、指定された動作に応じた制御を行うよう指示す
ることを特徴とする。
【００１０】
　また本発明に係る電力制御装置は、
　前記制御指示効果情報がさらに、前記制御指示に各々対応付けられた応答時間を含み、
　前記制御指示作成部はさらに、前記指示取得部が前記電力削減指示を取得した時間から
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算出されるデマンド残り時間と、前記制御指示効果情報に含まれる応答時間とに基づき、
前記電力削減指示を満たす制御指示の組合せを作成することを特徴とする。
【００１１】
　また本発明に係る電力制御装置は、
　前記電力制御装置は、前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバから取得して前記記憶
部に記憶することを特徴とする。
【００１２】
　また本発明に係る電力制御装置は、
　それぞれの制御指示には優先順位が付されており、
　前記制御指示作成部はさらに、稼働中の負荷機器に関する制御指示のうち、前記優先順
位の上位のものの組合せから、前記電力削減指示を満たす制御指示の組合せを作成するこ
とを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る電力制御方法は、
　需要家の保有する負荷機器それぞれに対する複数の制御指示と、該制御指示に各々対応
付けられた電力削減予測量とを含む制御指示効果情報を格納する記憶ステップと、
　電力削減指示をＥＭＳサーバから取得する指示取得ステップと、
　前記制御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、前記電力削減指示を満たす
制御指示の組合せを作成する制御指示作成ステップと、
　前記組合せに係る複数の制御指示を実行し、前記制御指示を実行したことによる電力削
減量の実績に基づいて前記電力削減予測量を更新し、更新した前記電力削減予測量を含む
前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバに送信するステップと、
　前記負荷機器の駆動状態又は消費電力量に関する測定値を取得し、前記測定値を前記Ｅ
ＭＳサーバに送信するステップと、
を含むことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る電力制御システムは、
　電力制御装置と、ＥＭＳサーバとを備える電力制御システムであって、
　前記ＥＭＳサーバは、電力削減指示を生成し、
　前記電力制御装置は、需要家の保有する負荷機器それぞれに対する複数の制御指示と、
該制御指示に各々対応付けられた電力削減予測量とを含む制御指示効果情報を格納し、
　前記電力制御装置はさらに、前記電力削減指示を前記ＥＭＳサーバから取得し、前記制
御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、前記電力削減指示を満たす制御指示
の組合せを作成し、
　前記電力制御装置はさらに、前記組合せに係る複数の制御指示を実行し、前記制御指示
を実行したことによる電力削減量の実績に基づいて前記電力削減予測量を更新し、更新し
た前記電力削減予測量を含む前記制御指示効果情報を前記ＥＭＳサーバに送信し、
　前記電力制御装置はさらに、前記負荷機器の駆動状態又は消費電力量に関する測定値を
取得し、前記測定値を前記ＥＭＳサーバに送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明における電力制御装置、電力制御方法、及び電力制御システムによれば、例えば
ＥＭＳサーバの管理地域内の電力を一律に削減する場合等、複数の電力制御装置に属する
各負荷機器の制御を同時に行う場合に、ＥＭＳサーバの処理負荷の増大を抑制し、また、
ＥＭＳサーバ及び電力制御装置間の通信量の増大を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る電力制御システムの概略構成を示す図である。
【図２】ある同一のＬＡＮ内に存在する機器の機能ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る電力制御装置の機能ブロック図である。
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【図４】本発明の一実施形態に係る制御指示効果情報の例である。
【図５】本発明の一実施形態に係る電力制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係る制御指示効果情報の変形例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
（実施の形態）
　まず、本発明の一実施形態に係る電力制御システムについて説明する。図１は、本発明
の一実施形態に係る電力制御システムの概略構成を示す通信システム構成図である。
【００１９】
　図１に示すように、電力制御システムは、複数の電力制御装置１０ａ～１０ｃと、複数
のユーザ端末１１ａ～１１ｃと、ＥＭＳ（Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔ
ｅｍ）サーバ２０とを有する。図１においては、電力制御装置及びユーザ端末がそれぞれ
３台ずつある例を示しているがこれに限られず、それぞれ２台であってもよく、４台以上
であってもよい。
【００２０】
　インターネット３０は、複数の電力制御装置１０ａ～１０ｃ、複数のユーザ端末１１ａ
～１１ｃ、およびＥＭＳサーバ２０を接続し、データおよび制御指示などの信号を通信す
る。また電力制御装置１０ａ及びユーザ端末１１ａ、電力制御装置１０ｂ及びユーザ端末
１１ｂ、及び電力制御装置１０ｃ及びユーザ端末１１ｃはそれぞれ独立したＬＡＮ（Ｌｏ
ｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）４０ａ～４０ｃ内に存在する。
【００２１】
　電力制御装置１０ａ～１０ｃは、例えばＥＭＳ Ｇａｔｅｗａｙである。電力制御装置
１０ａ～１０ｃは、後述するセンサが検出する消費電力量などの測定値を、定期的にＥＭ
Ｓサーバ２０に送信する。また、電力制御装置１０ａ～１０ｃは、ポーリングによりＥＭ
Ｓサーバ２０から、自己の属するＬＡＮ４０ａ～４０ｃ内に存在する負荷機器の制御指示
を取得する。電力制御装置１０ａ～１０ｃは、ＥＭＳサーバ２０から受信した制御指示に
基づいて、自己の属するＬＡＮ４０ａ～４０ｃ内に存在する負荷機器を制御する。
【００２２】
　ユーザ端末１１ａ～１１ｃはディスプレイを有し、自己の属するＬＡＮ４０ａ～４０ｃ
内に存在するセンサが測定した測定値及びＬＡＮ４０ａ～４０ｃに存在する負荷機器の運
転状態を表示可能である。ユーザ端末１１ａ～１１ｃは、測定値及び制御状態を表示する
ときには、ＥＭＳサーバ２０にＨＴＴＰによりデータを取得し、ユーザ端末１１ａ～１１
ｃのウェブブラウザが測定値表示ページを形成する。また、ユーザ端末１１ａ～１１ｃに
おいて、自己の属するＬＡＮ４０ａ～４０ｃ内に存在する負荷機器の制御指示を発行する
。制御指示の発行はウェブブラウザが構成する機器制御ページ上におけるユーザの操作の
検出に基づく。ユーザ端末１１ａ～１１ｃは、発行した制御指示をＥＭＳサーバ２０に送
信する。
【００２３】
　ＥＭＳサーバ２０は電力制御装置１０ａ～１０ｃから送信される測定値を受信し、記憶
する。また、ＥＭＳサーバ２０は、ユーザ端末１１ａ～１１ｃが発行した制御指示を受付
ける。また、ＥＭＳサーバ２０は、各負荷機器の制御指示を作成する。受付けた制御指示
または作成した制御指示を、各電力制御装置１０ａ～１０ｃがポーリングにより読出す。
また、ＥＭＳサーバ２０は、各ＬＡＮ４０ａ～４０ｃ内に存在するセンサ情報の登録を受
付け、また更新をする。
【００２４】
　さらにＥＭＳサーバ２０は、例えばＥＭＳサーバの管理地域内の電力を一律に削減する
場合に、各負荷機器の制御指示の替わりに、各ＬＡＮ４０ａ～４０ｃ内にて削減すべき電
力総量の指示（以下、電力削減指示）を作成する。電力削減指示は、例えば“２ｋＷ以上
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削減”等である。当該電力削減指示を、各電力制御装置１０ａ～１０ｃがポーリングによ
り読出す。
【００２５】
　ＥＭＳサーバ２０は、データコレクタ２０１と、コントローラ２０２と、コントロール
キュー２０３と、メモリ２０４とを有する。
【００２６】
　データコレクタ２０１は、測定値およびセンサの登録情報を定期的に収集し、記憶又は
更新する。
【００２７】
　コントローラ２０２は、多様な目的を達成するように、多様なアルゴリズムで各負荷機
器の制御指示を作成する。さらにコントローラ２０２は、電力削減指示を作成する。コン
トロールキュー２０３は、ユーザ端末１１ａ～１１ｃから受付けた制御指示、コントロー
ラ２０２が作成した制御指示、及び電力削減指示を保管する。
【００２８】
　メモリ２０４はコントローラ２０２が制御指示を作成するために用いる多様なデータを
記憶する。例えばメモリ２０４は、各制御指示に各々対応付けられた電力削減予測量とを
含む制御指示効果情報を記憶する。当該制御指示効果情報に基づき、コントローラ２０２
は、適切な制御指示の組合せを作成することが可能である。各制御指示に対応する電力削
減予測量は、制御指示に対する過去の電力削減値の実績を電力制御装置１０ａ～１０ｃか
ら受信して作成及び更新する。
【００２９】
　次に、電力制御装置１０ａ～１０ｃによる測定値の送信および負荷機器の制御について
説明する。図２は、ＬＡＮ４０ａに存在する機器、デマンド監視装置１７及び電力計１８
の機能ブロック図である。ＬＡＮ４０ｂ、４０ｃに存在する機器、デマンド監視装置及び
電力計の機能ブロック図については、ＬＡＮ４０ａに存在する機器、デマンド監視装置１
７及び電力計１８の機能ブロック図と同様構成であるため説明は省略する。
【００３０】
　ＬＡＮ４０ａ内には、第１のセンサ１２と、センサ管理部１３と、第２のセンサ１４と
、第３のセンサ１９と、負荷機器１５～１６と、電力制御装置１０ａと、ユーザ端末１１
ａとが存在する。また、電力制御装置１０ａは、デマンド監視装置１７を介して電力計１
８と接続する。図２では負荷機器が２台存在する例を示しているがこれに限られず、負荷
機器は、１台であってもよく、３台以上であってもよい。
【００３１】
　第１のセンサ１２は、例えば電流センサ、電力センサ、温度センサ、または照度センサ
などの任意のセンサであって、ＬＡＮ４０ａ内に存在する負荷機器１５及び１６の駆動状
態に関する測定値を検出する。
【００３２】
　センサ管理部１３は第１のセンサ１２から測定値を検出する。センサ管理部１３は例え
ばＺｉｇＢｅｅ（登録商標）のＳＥＰ２．０（Ｓｍａｒｔ Ｅｎｅｒｇｙ Ｐｒｏｆｉｌｅ
　２．０）およびＥｃｈｏｎｅｔ（登録商標）などの標準のプロトコルによって電力制御
装置１０ａと定期的に通信する。
【００３３】
　第２のセンサ１４は、例えば電流センサ、電力センサ、温度センサ、または照度センサ
などの任意のセンサであって、ＬＡＮ４０ａ内に存在する負荷機器１５～１６の駆動状態
に関する測定値を検出する。また、第１のセンサ１２と異なり、第２のセンサは独自のプ
ロトコルによって電力制御装置１０ａと通信する。
【００３４】
　第３のセンサ１９は、例えば電流センサ、電力センサ、温度センサ、または照度センサ
などの任意のセンサであって、ＬＡＮ４０ａ内に存在する負荷機器１５～１６の駆動状態
に関する測定値を検出する。また、第１のセンサ１２および第２のセンサ１４と異なり、
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第３のセンサ１９は、例えばＳＥＰ２．０およびＥｃｈｏｎｅｔ（登録商標）などの標準
のプロトコルによって電力制御装置１０ａと直接通信を行う。
【００３５】
　負荷機器１５～１６は、例えばエアコン、灯具、冷蔵庫などの電力に基づいて駆動する
機器である。負荷機器１５～１６は、温度調整、照度調整などの運転状態の調整が可能で
あり、これらの調整により負荷機器１５～１６の消費電力が変動する。負荷機器１５～１
６は、ＳＥＰ２．０およびＥｃｈｏｎｅｔ（登録商標）などの標準のプロトコルによって
電力制御装置１０ａと通信する。
【００３６】
　前述のように電力制御装置１０ａは、センサ管理部１３および第２のセンサ１４と通信
可能であり、第１のセンサ１２および第２のセンサ１４の測定値を、定期的にインターネ
ット３０を介してＥＭＳサーバ２０に送信する。また、前述のように、電力制御装置１０
ａはポーリングによりＥＭＳサーバ２０から、自己が属するＬＡＮ４０ａに存在する負荷
機器１５～１６の制御指示を取得し、当該制御指示に基づいて、負荷機器１５～１６の運
転状態を制御する。
【００３７】
　また、電力制御装置１０ａは、デマンド監視装置１７の出力からデマンド時限の始期を
認識する。また、電力制御装置１０ａは、後述するように、デマンド監視装置１７の出力
から現時点のデマンド時限におけるＬＡＮ４０ａ内の全負荷機器（負荷機器１５～１６を
含む）の消費電力の現在値を取得する。
【００３８】
　前述のようにユーザ端末１１ａは、自己の属するＬＡＮ４０ａ内に存在する第１のセン
サ１２および第２のセンサ１４の測定値を表示し、各負荷機器１５～１６の運転状態を表
示する。また、前述のように、ユーザ端末１１ａにおいて、各負荷機器１５～１６の直接
的な制御指示、例えば温度そのものの設定、照度そのものの設定の指示が可能である。
【００３９】
　電力計１８は、デマンド時限における店舗毎の累積消費電力（以下、デマンド電力（使
用電力）という。）を測定する。デマンド時限とは、店舗などを運営する事業者（需要家
）および電力会社の契約電力の取決めに用いられる基準時間である。例えば、デマンド時
限が３０分で契約電力が３００ｋＷである場合に、任意のデマンド時限において消費電力
が一時的に３００ｋＷを超えても３０分間の平均値が３００ｋＷ未満であれば契約が履行
されたことを意味する。電力計１８は、デマンド時限の始期にデマンド電力をリセットし
、デマンド時限の始期から現在までのデマンド電力を測定する。デマンド時限の終期にお
ける消費電力を測定することにより、当該デマンド時限におけるデマンド電力を測定可能
である。デマンド監視装置１７は、電力計１８が出力するパルスを読出し、電力制御装置
１０ａに出力する。なお、電力計１８およびデマンド監視装置１７は、ＬＡＮ４０ａ内の
電力制御装置１０ａに対してだけでなく、ＬＡＮ４０ｂ、４０ｃ内の電力制御装置にも設
けられる。
【００４０】
　図３は、本発明の一実施形態に係る電力制御装置１０ａの機能ブロックを詳細に示した
図である。電力制御装置１０ｂ～１０ｃは同一構成であるため説明は省略する。
【００４１】
　電力制御装置１０ａは、記憶部１０１と、指示取得部１０２と、制御指示作成部１０３
と、制御部１０４とを備える。
【００４２】
　記憶部１０１は、複数の制御指示と、該制御指示に各々対応付けられた電力削減予測量
とを含む制御指示効果情報を記憶する。当該制御指示効果情報は、ＥＭＳサーバ２０のメ
モリ２０４に記憶されている制御指示効果情報と同一である。電力制御装置１０ａは、定
期的にＥＭＳサーバ２０から制御指示効果情報を取得し、記憶部１０１に格納する。
【００４３】
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　図４に、制御指示効果情報の例を示す。図４ではテーブルの形式にて制御指示効果情報
を示している。例えば制御指示効果情報には、制御指示“エアコンの設定温度をｘ℃上げ
る”と、当該制御指示による電力削減予測量“４００Ｗ”が含まれる。
【００４４】
　指示取得部１０２は、ポーリングにより制御指示又は電力削減指示をＥＭＳサーバ２０
から取得する。制御指示作成部１０３は、指示取得部１０２がポーリングにより電力削減
指示を取得した場合、制御指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、ＥＭＳサー
バ２０から取得した電力削減指示を満たす制御指示の組合せを作成する。例えば電力削減
指示が“２ｋＷ以上削減”であった場合、制御指示作成部１０３は、図４に示す制御指示
効果情報に基づき、制御指示を抽出し、電力削減予測量の合計が２ｋＷ以上となる組合せ
を作成する。例えば制御指示作成部１０３は、制御指示“エアコンの設定温度をｚ℃上げ
る”と、“灯具の照度を下げる”と、“冷蔵庫の設定温度を下げる”との組合せを作成す
る。これらの制御指示による電力削減予測量の合計は２．２ｋＷ（１２００Ｗ＋５００Ｗ
＋５００Ｗ）であり、電力削減指示を満たす。ここで、制御指示の抽出自体はランダムで
あってもよいが、需要家における影響の少ない順に、制御指示にはそれぞれ優先順位が付
されており、この順に抽出して電力削減指示を満たすことが望ましい。そして制御指示作
成部１０３は、各負荷機器が稼働中か否かも判別し、稼働中の負荷機器に関する制御指示
であって、優先順位の上位のものを抽出し、要求された電力削減量を充足する最低限の組
み合わせを決定する、という処理を有していると良い。
【００４５】
　制御部１０４は、電力制御装置１０ａに係る各種制御を行う。具体的には制御部１０４
は、指示取得部１０２がポーリングにより取得したデータが電力削減指示であるか否かを
判定する。電力削減指示である場合に制御部１０４は、制御指示作成部１０３に制御指示
の組合せを作成させる。また制御部１０４は、ポーリングにより取得した制御指示を実行
する。また制御部１０４は、制御指示作成部１０３が作成した制御指示の組合せに係る複
数の制御指示を実行する。
【００４６】
　次に、本発明の一実施形態に係る電力制御装置１０ａについて、図５に示すフローチャ
ートによりその動作を説明する。電力制御装置１０ｂ～１０ｃの動作は、電力制御装置１
０ａの動作と同一であるため説明は省略する。電力制御装置１０ａは定期的にＥＭＳサー
バ２０から制御指示効果情報を取得しており、記憶部１０１には予め制御指示効果情報が
格納されているものとして説明する。
【００４７】
　はじめに指示取得部１０２は、ポーリングにより制御指示又は電力削減指示をＥＭＳサ
ーバ２０から取得する（ステップＳ１）。
【００４８】
　続いて制御部１０４は、指示取得部１０２がポーリングにより取得したデータが電力削
減指示であるか否かを判定する（ステップＳ２）。ポーリングにより取得したデータが電
力削減指示でない場合、ステップＳ３に進み、ポーリングにより取得したデータが電力削
減指示である場合、ステップＳ４に進む。
【００４９】
　ポーリングにより取得したデータが電力削減指示でない場合、つまり取得したデータが
負荷機器を直接指定しており、指定した負荷機器に対する具体的な動作（設定温度の値や
電源のオンオフなど）を指示する制御指示である場合、制御部１０４は、ポーリングによ
り取得した制御指示を実行する（ステップＳ３）。すなわち、指定された負荷機器に対し
て、指定された動作に応じた制御を行うよう指示する。そして処理が終了する。
【００５０】
　一方、ポーリングにより取得したデータが電力削減指示である場合、制御部１０４は、
制御指示作成部１０３に制御指示の組合せを作成させる。制御指示作成部１０３は、制御
指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、ＥＭＳサーバ２０から取得した電力削
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減指示を満たす制御指示の組合せを作成する（ステップＳ４）。
【００５１】
　続いて制御部１０４は、制御指示作成部１０３が作成した制御指示の組合せに係る複数
の制御指示を実行する（ステップＳ５）。そして処理が終了する。
【００５２】
　このように本発明によれば、電力制御装置１０ａが、ＥＭＳサーバ２０から電力削減指
示を取得した場合に、自律的に制御指示を作成するため、例えばＥＭＳサーバの管理地域
内の電力を一律に削減する場合等、複数の電力制御装置に属する各負荷機器の制御を同時
に行う場合に、ＥＭＳサーバの処理負荷の増大を抑制することができる。さらに、電力制
御装置１０ａとＥＭＳサーバ２０との間の通信が、電力削減指示のみでもよく、この場合
、ＥＭＳサーバ及び電力制御装置間の通信量の増大を抑制することができる。
【００５３】
　ここで、ステップＳ５の後に、制御部１０４は、制御指示を実行したことによる電力削
減量に基づき、記憶部１０１に格納された制御指示効果情報に含まれる電力削減予測量を
更新してもよい。このようにすることにより、制御指示作成部１０３が、より新しい制御
指示効果情報に含まれる電力削減予測量に基づき、ＥＭＳサーバ２０から取得した電力削
減指示を満たすより精度の高い制御指示の組合せを作成する。
【００５４】
　さらに制御部１０４は、このようにして更新した制御指示効果情報を、ＥＭＳサーバ２
０に送信してもよい。このようにすることにより、より新しい制御指示効果情報に基づき
ＥＭＳサーバ２０がより精度の高い制御指示を作成することができる。
【００５５】
　ここで、記憶部１０１に格納される制御指示効果情報は、ＥＭＳサーバ２０のメモリ２
０４に記憶されている制御指示効果情報の一部であってもよい。具体的には例えばＥＭＳ
サーバ２０のメモリ２０４に記憶されている制御指示効果情報のうち直近２週間以内に記
録されたもののみを、記憶部１０１に記憶してもよい。さらに、この場合には、直近２週
間以内に記録されたものに加えて、適宜、効果の大きい制御指示に係る制御指示効果情報
を格納してもよい。また、台風等、特別のイベント期間中に生じ得る指示情報に係る制御
指示効果情報等を格納してもよい。
【００５６】
　また本実施の形態においては、制御指示効果情報を電力制御装置１０ａがＥＭＳサーバ
２０から定期的に取得する例を示したがこれに限られない。電力制御装置１０ａが制御指
示を実行した場合に、制御指示を実行したことによる電力削減量に基づき、電力制御装置
１０ａが制御指示効果情報を作成及び更新してもよい。
【００５７】
　また本実施形態においては、制御指示効果情報は制御指示と、該制御指示に各々対応付
けられた電力削減予測量とを含むものを示したが、これに限られない。制御指示効果情報
はさらに、制御指示に各々対応付けられた応答時間を含んでもよい。図６に、応答時間を
含む制御指示効果情報の例を示す。図６に示すとおり、制御指示効果情報には、例えば制
御指示“エアコンの設定温度をｘ℃上げる”、電力削減予測量“４００Ｗ”、及び応答時
間“１分”が含まれる。
【００５８】
　具体的にはこの場合、制御部１０４は、前記指示取得部が前記電力削減指示を取得した
時間と、デマンド監視装置１７の出力からデマンド時限の始期に基づき、デマンド残り時
間を算出する。そして制御指示作成部１０３は、当該デマンド残り時間と、制御指示効果
情報に含まれる応答時間とに基づき、電力削減指示を満たす制御指示の組合せを作成する
。例えばデマンド残り時間が２分未満である場合には、制御指示“エアコンをＯＦＦにす
る”、“冷蔵庫の設定温度を下げる”等の制御指示はデマンド残り時間中に実行しても効
果が間に合わないため、制御指示作成部１０３は、これらの制御指示を除外して、電力削
減指示を満たす制御指示の組合せを作成する。



(10) JP 6012313 B2 2016.10.25

10

20

30

【００５９】
　このように構成することにより、電力制御装置１０ａは、制御指示の応答期間も考慮し
たうえで、電力削減指示を満たすより精度の高い制御指示の組合せを作成することができ
る。
【００６０】
　本発明を諸図面及び実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種
々の変形及び修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形及
び修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各手段、各ステップ等に
含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段及びステップ
等を１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０ａ～１０ｃ　電力制御装置
　１０１　記憶部
　１０２　指示取得部
　１０３　制御指示作成部
　１０４　制御部
　１０５　記録部
　１１ａ～１１ｃ　ユーザ端末
　１２　第１のセンサ
　１３　センサ管理部
　１４　第２のセンサ
　１５～１６　負荷機器
　１７　デマンド監視装置
　１８　電力計
　１９　第３のセンサ
　２０　ＥＭＳサーバ
　３０　インターネット
　４０ａ～４０ｃ　ＬＡＮ
　２０１　データコレクタ
　２０２　コントローラ
　２０３　コントロールキュー
　２０４　メモリ
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