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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電池の充放電を制御する電源制御装置であって、
　所定時間を有する区間における、前記電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供給
する電力供給源の使用電力量の予測値を算出する使用電力予測部と、
　前記使用電力予測部により算出された第一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前
の第二の区間において作成された充放電計画に基づく充放電を行った場合の前記第一の区
間の予測値の増加合計量および減少合計量と、を用いて、前記第一の区間における前記蓄
電池への充電を許容するか否かを制御する電源制御部と、
　を備えることを特徴とする電源制御装置。
【請求項２】
　複数区間分の各区間における、前記制御の内容を示す充放電計画及び前記増加合計量お
よび減少合計量の入力を受け付ける入力受付部と、
　入力された前記複数区間分の各区間における前記充放電計画と、前記増加合計量および
減少合計量とが格納される記憶部と、を有し、
　前記使用電力予測部は、
　前記第一の区間の開始時刻において、前記第一の区間から複数区間分の前記充放電計画
と前記増加合計量および減少合計量が入力されなかった場合に、前記第一の区間から複数
区間の各区間における前記予測値を算出する請求項１記載の電源制御装置。
【請求項３】
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　前記記憶部に、前記第二の区間において取得した、前記第一の区間の前記充放電計画及
び前記増加合計量および減少合計量が格納されていない場合に、
　前記使用電力予測部により算出された前記第一の区間における前記予測値が、前記記憶
部に格納された過去の予測値と、前記使用電力予測部により算出された前記複数区間の各
区間における前記予測値と、の中の最大値であるか否かを判定する第一ピーク判定部を有
し、
　前記電源制御部は、
　最大値であった場合に、前記第一の区間において、前記蓄電池への充電を禁止し、
　最大値でなかった場合に、前記第一の区間において、前記電力供給源から前記蓄電池と
接続された負荷へ、前記蓄電池を介さずに電力を供給させる請求項２記載の電源制御装置
。
【請求項４】
　前記記憶部に、前記第二の区間において取得した、前記第一の区間の前記充放電計画及
び前記増加合計量および減少合計量が格納されており、且つ前記第一ピーク判定部により
、前記第一の区間における前記予測値が最大値でないと判定されたとき、
　前記第二の区間において取得した前記第一の区間の前記増加合計量および減少合計量と
、前記第一の区間の開始時刻において算出された前記第一の区間の前記予測値と、を用い
て前記第一の区間の予測値を修正した修正予測値を算出する予測修正部を有する請求項３
記載の電源制御装置。
【請求項５】
　前記増加合計量および減少合計量は、
　前記電源制御装置と他の電源制御装置のそれぞれが、前記第二の区間において取得した
前記第一の区間の充放電計画を前記第一の区間で実行した際の、
　前記電源制御装置と他の電源制御装置のそれぞれにおける、前記第一の区間の予測値に
対する前記使用電力量の増加量の合計値と、
　前記電源制御装置と他の電源制御装置のそれぞれにおける、前記第一の区間の予測値に
対する前記使用電力量の減少量の合計値と、を含む請求項３又は４記載の電源制御装置。
【請求項６】
　前記第一の区間の修正予測値が、前記記憶部に格納された過去の予測値と、前記使用電
力予測部により算出された前記複数区間の各区間における前記予測値と、の中の最大値で
あるか否かを判定する第二ピーク判定部と、
　前記増加量の合計値が０であるか否かを判定する増加量判定部と、を有し、
　前記電源制御部は、
　前記第二ピーク判定部により前記修正予測値が最大値であると判定され、且つ前記増加
量判定部により前記増加量の合計値が０でないと判定されたとき、
　前記第一の区間において、前記電力供給源から前記蓄電池と接続された負荷へ、前記蓄
電池を介さずに電力を供給させる請求項５記載の電源制御装置。
【請求項７】
　所定時間を有する第一の区間における、電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供
給する電力供給源の使用電力量の予測値を算出し、
　算出された前記第一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前の第二の区間において
作成された充放電計画に基づく充放電を行った場合の前記第一の区間の予測値の増加合計
量および減少合計量と、を用いて、前記第一の区間における前記電源制御装置と接続され
た蓄電池への充電を許容するか否かを制御する、
　処理を前記電源制御装置に実行させる、ことを特徴とする電源制御プログラム。
【請求項８】
　蓄電池の充放電を制御する電源制御装置による電源制御方法であって、
　所定時間を有する第一の区間における、電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供
給する電力供給源の使用電力量の予測値を算出し、
　算出された前記第一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前の第二の区間において
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作成された充放電計画に基づく充放電を行った場合の前記第一の区間の予測値の増加合計
量および減少合計量と、を用いて、前記第一の区間における前記蓄電池への充電を許容す
るか否かを制御する、ことを特徴とする電源制御方法。
【請求項９】
　蓄電池の充放電を制御する複数の電源制御装置と、前記複数の電源制御装置のそれぞれ
へ前記制御の内容を示す充放電計画を配信するサーバと、を有する電源制御システムであ
って、
　前記サーバは、
　所定時間を有する複数の区間分の前記電源制御装置毎の前記充放電計画と、
　前記複数の電源制御装置に電力を供給する電力供給源の使用電力量の、前記複数の区間
分の各区間における予測値の増加合計量および減少合計量と、を前記複数の前記電源制御
装置に配信する配信部を有し、
　前記電源制御装置は、
　前記サーバから第一の区間における前記充放電計画と前記増加合計量および減少合計量
とが配信されない場合において、
　前記第一の区間における前記使用電力量の予測値を算出する使用電力予測部と、
　前記使用電力予測部により算出された前記第一の区間の予測値と、前記第一の区間より
も前の第二の区間において作成された充放電計画に基づく充放電を行った場合の前記第一
の区間の前記増加合計量および減少合計量と、を用いて、前記第一の区間における前記蓄
電池への充電を許容するか否かを制御する電源制御部と、を有することを特徴とする電源
制御システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源制御装置、電源制御プログラム、電源制御方法及び電源制御システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、電力供給の安定化の観点から、例えばビル、家庭、自治体等のコミュニティ
ー単位に設けられた蓄電池を用いて、消費電力の最大値であるピーク電力を削減する技術
が知られている。
【０００３】
　その手法の１つとして、例えば、サーバにより、各蓄電池の最適な充放電計画を作成し
、各蓄電池の充放電を制御する制御装置へ配信するものが知られている。また、他の手法
として、充放電計画が配信されない場合を考慮し、複数区間に渡る各蓄電池の充放電計画
を配信して受信側のメモリに蓄積させ、最新の充放電計画が配信されなかったとき、メモ
リに蓄積された充放電計画を使用するものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１９５３６３号公報
【特許文献２】特開２０１４－１７１３３０号公報
【非特許文献１】永原，quevedo，ostergaard：ネットワーク化制御のためのパケット化
予測制御とスパース表現，第41回制御理論シンポジウム予稿集，pp.131-134，2012
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　メモリに蓄積された充放電計画は、最新の充放電計画ではないため、例えばこの充放電
計画を実行するとき、電力の使用状況が充放電計画の作成時と異なっていた場合等に、ピ
ーク電力を上昇させたり、新たにピークを発生させる可能性がある。
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【０００６】
　１つの側面では、信頼性を向上させることが可能な電源制御装置、電源制御プログラム
、電源制御方法及び電源制御システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一様態によれば、蓄電池の充放電を制御する電源制御装置であって、所定時間を有する
区間における、前記電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供給する電力供給源の使
用電力量の予測値を算出する使用電力予測部と、前記使用電力予測部により算出された第
一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前の第二の区間において作成された充放電計
画に基づく充放電を行った場合の前記第一の区間の予測値の増加合計量および減少合計量
と、を用いて、前記第一の区間における前記蓄電池への充電を許容するか否かを制御する
電源制御部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　信頼性を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】電源制御システムを説明する図である。
【図２】蓄電池システムを説明する図である。
【図３】配信サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図４】電源制御装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図５】電源制御システムの有する配信サーバと電源制御装置の機能を説明する図である
。
【図６】区間を説明する図である。
【図７】充放電計画と付加情報を説明する図である。
【図８】充放電計画を説明する図である。
【図９】増加合計値と減少合計値を説明する図である。
【図１０】配信サーバの動作を説明するフローチャートである。
【図１１】電源制御装置の動作を説明する第一のフローチャートである。
【図１２】電源制御装置の動作を説明する第二のフローチャートである。
【図１３】電源制御システムの効果を説明する第一の図である。
【図１４】電源制御システムの効果を説明する第二の図である。
【図１５】充放電計画の変更を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、図面を参照して本実施形態について説明する。図１は、電源制御システムを説
明する図である。
【００１１】
　本実施形態の電源制御システム１００は、配信サーバ２００と、複数の蓄電池システム
３００－１、３００－２、・・・、３００－Ｎとを有する。本実施形態の配信サーバ２０
０と、蓄電池システム３００とは、例えばネットワークを介して接続されている。
【００１２】
　本実施形態の配信サーバ２００は、残容量データベース２１０と、使用電力データベー
ス２２０と、を有し、充放電計画作成プログラム２３０がインストールされている。本実
施形態の配信サーバ２００は、各データベースを参照して求めた使用電力量の予測値と、
電力使用状況とに基づき蓄電池システム３００－１、３００－２、・・・、３００－Ｎの
有する蓄電池の充放電計画を作成し、各蓄電池システムへ充放電計画を配信する。尚、本
実施形態の使用電力量とは、蓄電池システム３００－１、３００－２、・・・、３００－
Ｎを含むコミュニティー全体に供給された電力の合計を示す。
【００１３】
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　また、本実施形態の配信サーバ２００は、充放電計画に基づく充放電を行った場合の使
用電力の変動を示す付加情報を、各蓄電池システムへ配信する充放電計画に付与する。充
放電計画と付加情報の詳細は後述する。
【００１４】
　本実施形態の蓄電池システム３００－１、３００－２、・・・、３００－Ｎは、それぞ
れが例えば１つのオフィスＸ内に設置されており、パソコン等の電力を消費する負荷に接
続されている。すなわち、以下の本実施形態における使用電力量とは、オフィスＸに対し
て商用電源から供給される電力量とも言える。
【００１５】
　本実施形態の蓄電池システム３００－１、３００－２、・・・、３００－Ｎは、負荷に
電力を供給する蓄電池と、蓄電池の充放電を制御する電源制御装置とを有する。以下の本
実施形態の説明では、蓄電池システム３００－１、３００－２、・・・、３００－Ｎを区
別しない場合には、単に蓄電池システム３００と呼ぶ。
【００１６】
　本実施形態の蓄電池システム３００は、蓄電池システム３００が有する蓄電池の残容量
を示す残容量データを配信サーバ２００へ送信する。残容量データは、配信サーバ２００
の残容量データベース２１０に格納される。
【００１７】
　本実施形態の電源制御装置は、電源制御プログラムがインストールされており、配信さ
れた充放電計画にしたがって蓄電池の充放電を制御する。さらに、本実施形態の電源制御
装置は、最新の充放電計画と付加情報とが配信されなかった場合、過去に配信された充放
電計画と付加情報とを用いて各蓄電池システム３００が充放電を行った場合の使用電力量
の予測値を求め、求めた予測値に応じて蓄電池の蓄電状態を制御する。
【００１８】
　したがって、本実施形態では、配信サーバ２００から、最新の充放電計画が配信されな
い場合でも、負荷に電力を供給する電源の制御の信頼性を向上できる。
【００１９】
　以下に、図２を参照して蓄電池システム３００－１、３００－２、・・・、３００－Ｎ
について説明する。
【００２０】
　図２は、蓄電池システムを説明する図である。図２（Ａ）は、蓄電池システム３００を
説明する図であり、図２（Ｂ－１）～（Ｂ－３）は、蓄電池システム３００の動作を説明
する図である。
【００２１】
　本実施形態の蓄電池システム３００は、図２（Ａ）に示すように、電源制御装置４００
、蓄電池５００を有し、負荷６００に接続される。負荷６００は、単一の機器であっても
よいし、複数の機器であってもよい。
【００２２】
　電源制御装置４００は、配信サーバ２００から配信される充放電計画に基づき、蓄電池
５００の充放電を制御する。蓄電池５００は、負荷６００に電力を供給する。本実施形態
の蓄電池５００は、例えば蓄電池システム３００がノートパソコン等であった場合には、
ノートパソコンのバッテリである。
【００２３】
　本実施形態の電源制御装置４００は、図２（Ｂ－１）～（Ｂ－３）に示す３通りの制御
を行う。
【００２４】
　図２（Ｂ－１）は、蓄電池５００の充電を示している。電源制御装置４００は、蓄電池
５００と商用電源とを接続し、商用電源から供給される電力により蓄電池５００を充電す
る。尚、このとき、負荷６００へは商用電源から電力が供給される。したがって、図２（
Ｂ－１）の動作では、蓄電池システム３００の使用電力は、商用電源から蓄電池５００に
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充電された電力と、商用電源から負荷６００へ供給された電力との合計となる。本実施形
態では、図２（Ｂ－１）に示す動作を、蓄電池５００の充電と呼ぶ。
【００２５】
　図２（Ｂ－２）は、蓄電池５００の放電を示している。電源制御装置４００は、蓄電池
５００と商用電源との接続を遮断し、蓄電池５００と負荷６００とを接続させる。すなわ
ち、負荷６００は、蓄電池５００から電力が供給される。したがって、図２（Ｂ－２）の
動作では、蓄電池システム３００では、商用電源から負荷６００へ電力は供給されない。
本実施形態では、図２（Ｂ－２）に示す動作を、蓄電池５００の放電と呼ぶ。
【００２６】
　図２（Ｂ－３）は、蓄電池５００の充電及び放電を行わない場合を示している。電源制
御装置４００は、負荷６００を商用電源と接続し、蓄電池５００と商用電源及び負荷６０
０との接続を遮断する。すなわち、負荷６００は商用電源から電力が供給される。したが
って、図２（Ｂ－３）の動作では、蓄電池システム３００の使用電力は、負荷６００へ供
給された電力となる。本実施形態では、図２（Ｂ－３）に示す動作をバイパスと呼ぶ。
【００２７】
　次に、本実施形態の電源制御システム１００の有する各装置について説明する。図３は
、配信サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
【００２８】
　本実施形態の配信サーバ２００は、それぞれバスＢで相互に接続されている入力装置２
１、出力装置２２、ドライブ装置２３、補助記憶装置２４、メモリ装置２５、演算処理装
置２６及びインターフェース装置２７を含むコンピュータである。
【００２９】
　入力装置２１はキーボードやマウス等を含み、各種信号を入力するために用いられる。
出力装置２２はディスプレイ装置等を含み、各種ウィンドウやデータ等を表示するために
用いられる。インターフェース装置２７は、モデム、ＬＡＮカード等を含み、ネットワー
クに接続する為に用いられる。
【００３０】
　充放電計画作成プログラム２３０は、配信サーバ２００を制御する各種プログラムの少
なくとも一部である。充放電計画作成プログラム２３０は例えば記録媒体２８の配布やネ
ットワークからのダウンロードなどによって提供される。充放電計画作成プログラム２３
０を記録した記録媒体２８は、ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク等
の様に情報を光学的、電気的或いは磁気的に記録する記録媒体、ＲＯＭ、フラッシュメモ
リ等の様に情報を電気的に記録する半導体メモリ等、様々なタイプの記録媒体を用いるこ
とができる。
【００３１】
　また、充放電計画作成プログラム２３０は、充放電計画作成プログラム２３０を記録し
た記録媒体２８がドライブ装置２３にセットされるとは記録媒体２８からドライブ装置２
３を介して補助記憶装置２４にインストールされる。ネットワークからダウンロードされ
た充放電計画作成プログラム２３０は、インターフェース装置２７を介して補助記憶装置
２４にインストールされる。
【００３２】
　補助記憶装置２４は、インストールされた充放電計画作成プログラム２３０を格納する
と共に、必要なファイル、データ等を格納する。メモリ装置２５は、コンピュータの起動
時に補助記憶装置２４から充放電計画作成プログラム２３０を読み出して格納する。そし
て、演算処理装置２６はメモリ装置２５に格納された充放電計画作成プログラム２３０に
従って、後述するような各種処理を実現している。
【００３３】
　図４は、電源制御装置のハードウェア構成の一例を示す図である。本実施形態の電源制
御装置４００は、ＣＰＵ（Centraｌ Processing Unit）４１、ＲＡＭ（Random Access Me
mory）４２、ＲＯＭ（Read Onｌy Memory）４３を有する。ＲＯＭ４３には、電源制御プ
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ログラムが格納されている。ＲＡＭ４２は、ＣＰＵ４１による演算に必要となる各種の値
が保持されている。ＣＰＵ４１は、電源制御プログラムを実行し、後述する電源制御装置
の機能を実現する。
【００３４】
　次に、図５を参照して本実施形態の電源制御システム１００の配信サーバ２００と、電
源制御装置４００の機能について説明する。図５は、電源制御システムの有する配信サー
バと電源制御装置の機能を説明する図である。
【００３５】
　本実施形態の配信サーバ２００は、残容量データベース２１０と、使用電力データベー
ス２２０と、を有する。また、本実施形態の配信サーバ２００は、充放電計画作成プログ
ラム２３０を実行することより実現される使用電力予測部２３１、充放電計画作成部２３
２、付加情報算出部２３３、残容量管理部２３４、使用電力管理部２３５、配信部２３６
を有する。
【００３６】
　本実施形態の残容量データベース２１０は、各蓄電池システム３００の有する蓄電池５
００の残容量が格納されている。本実施形態の使用電力データベース２２０は、オフィス
Ｘにおける過去の使用電力量が格納されている。
【００３７】
　本実施形態の使用電力予測部２３１は、使用電力データベース２２０に格納された過去
の使用電力量と、外部から配信サーバ２００に入力される気象情報等に基づき、オフィス
Ｘ内の使用電力量の予測値を算出する。尚、使用電力量の予測値の算出は、公知の使用電
力予測技術により行われる。また、本実施形態の気象情報とは、例えば外気温や室温等の
温度に関する情報を含む。
【００３８】
　本実施形態の充放電計画作成部２３２は、使用電力予測部２３１により算出された最新
の使用電力量の予測値と、残容量データベース２１０に格納された最新の各蓄電池５００
の残容量データとに基づき、１区間を所定時間とする複数区間分の充放電計画を作成する
。より具体的には、充放電計画作成部２３２は、使用電力量のピーク電力を含む目的関数
を最小化する最適化問題を解くことで、最適な充放電計画を作成する。本実施形態の充放
電計画作成部２３２は、オフィスＸ内の全ての蓄電池システム３００の蓄電池５００の充
放電計画を作成する。本実施形態の区間の詳細は後述する。
【００３９】
　本実施形態の付加情報算出部２３３は、全ての蓄電池システム３００の蓄電池５００の
充放電計画に付加する付加情報を算出する。本実施形態の付加情報は、ある区間において
、全ての蓄電池システム３００の電源制御装置４００が充放電計画にしたがって蓄電池５
００を制御した場合に増加する使用電力量の合計値（以下、増加合計値）と、減少する使
用電力量の合計値（以下、減少合計値）である。
【００４０】
　本実施形態の残容量管理部２３４は、オフィスＸ内の全ての蓄電池システム３００から
送信される各蓄電池５００の残容量データを残容量データベース２１０に格納する。
【００４１】
　本実施形態の使用電力管理部２３５は、例えば外部の電力供給施設や、オフィスＸに設
けられた電力計等から、オフィスＸに供給された電力量、すなわちオフィスＸにおける使
用電力量の値を取得し、使用電力データベース２２０へ格納する。
【００４２】
　本実施形態の配信部２３６は、オフィスＸ内の全ての蓄電池システム３００の電源制御
装置４００に対し、対応する蓄電池５００の充放電計画と、付加情報算出部２３３により
算出された付加情報とを配信する。本実施形態の配信部２３６は、充放電計画が作成され
る度に、作成された充放電計画と付加情報とを全ての蓄電池システム３００へ配信する。
【００４３】
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　本実施形態の電源制御装置４００は、ＣＰＵ４１が電源制御プログラム４１０を実行す
ることで後述する各部の機能を実現する。
【００４４】
　本実施形態の電源制御装置４００は、入力受付部４１１、通信部４１２、蓄電池監視部
４１３、電源制御部４１４、計画有無判定部４１５、使用電力予測部４１６、第一ピーク
判定部４１７、予測修正部４１８、第二ピーク判定部４１９、増加量判定部４２０を有す
る。
【００４５】
　入力受付部４１１は、電源制御装置４００に対する各種の入力を受け付ける。具体的に
は、入力受付部４１１は、電源制御装置４００と接続された蓄電池５００の充放電計画と
付加情報とを受け付ける。また、入力受付部４１１は、例えば外部の電力供給施設や、オ
フィスＸに設けられた電力計等から、オフィスＸ内の使用電力量の値の入力を受け付ける
。この使用電力量の値は、配信サーバ２００が取得する値と同じである。さらに、本実施
形態の入力受付部４１１は、外部から入力される気象情報等を受け付ける。
【００４６】
　通信部４１２は、外部の装置と電源制御装置４００との通信を行う。
【００４７】
　蓄電池監視部４１３は、蓄電池５００の残容量を監視する。蓄電池５００の残容量は、
残容量データとして、通信部４１２により配信サーバ２００へ送信される。
【００４８】
　電源制御部４１４は、充放電計画に基づき、負荷６００に電力を供給する電源の切り替
えの制御と、蓄電池５００の充放電の制御と、を行う。具体的には電源制御部４１４は、
蓄電池５００に対する充電、蓄電池５００からの放電、電力のバイパスの何れかを行う。
【００４９】
　計画有無判定部４１５は、例えばメモリに配信サーバ２００から受け付けた充放電計画
と付加情報とが蓄積されているか否かを判定する。メモリとは、例えばＲＡＭ４２である
。
【００５０】
　使用電力予測部４１６は、入力受付部４１１により入力を受け付けたオフィスＸ内の使
用電力量の値と、外部から電源制御装置４００に入力される気象情報等に基づき、オフィ
スＸ内の使用電力量の予測値を算出する。使用電力予測部４１６は、配信サーバ２００の
使用電力予測部２３１と同様の手法により、使用電力の予測値を算出しても良い。
【００５１】
　第一ピーク判定部４１７は、使用電力予測部４１６により算出された使用電力の予測値
において、直近の区間において使用電力量のピークが存在するか否かを判定する。
【００５２】
　予測修正部４１８は、第一ピーク判定部４１７により、使用電力量のピークが存在しな
いと判定された場合に、ＲＡＭ４２に格納された付加情報を用いて使用電力の予測値を修
正する。
【００５３】
　第二ピーク判定部４１９は、予測修正部４１８により修正された使用電力量の修正予測
値において、直近の区間において使用電力量のピークが存在するか否かを判定する。
【００５４】
　増加量判定部４２０は、付加情報に含まれる増加合計値が０より大きいか否かを判定す
る。
【００５５】
　尚、本実施形態の第一ピーク判定部４１７、予測修正部４１８、第二ピーク判定部４１
９、増加量判定部４２０の詳細は後述する。
【００５６】
　次に、図６を参照し、本実施形態の区間について説明する。図６は、区間を説明する図
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である。
【００５７】
　本実施形態の区間は、予め設定されたある時刻からある時刻までの時間Ｔを示す。本実
施形態では、例えば時刻ｋから時刻ｋ＋１までの区間を区間ｋ′とし、時刻ｋ＋１から時
刻ｋ＋２までの区間を区間ｋ′＋１とし、時刻ｋ＋２から時刻ｋ＋３までの区間を区間ｋ
′＋２とする。したがって、本実施形態では、例えば時刻ｋからＨ区間分の充放電計画を
作成する場合、充放電計画が作成される区間は、区間ｋ′から区間ｋ′＋Ｈ－１までとな
る。
【００５８】
　また、本実施形態では、充放電計画の作成と付加情報の算出は、各区間の開始時刻に行
われるものとした。したがって、区間ｋ′の充放電計画と付加情報は、区間ｋ′の開始時
刻である時刻ｋにおいて作成及び算出され、蓄電池システム３００の電源制御装置４００
へ配信される。同様に、区間ｋ′＋１の充放電計画と付加情報は、区間ｋ′＋１の開始時
刻（すなわち区間ｋ′の終了時刻）である時刻ｋ＋１において作成及び算出され、蓄電池
システム３００の電源制御装置４００へ配信される。
【００５９】
　次に、図７乃至図９を参照して本実施形態の充放電計画と付加情報について説明する。
図７は、充放電計画と付加情報を説明する図である。
【００６０】
　図７では、配信サーバ２００の充放電計画作成部２３２が３区間分の充放電計画と付加
情報とを配信する場合を示している。また、図７は、例えば蓄電池システム３００－１の
充放電計画と付加情報を示している。
【００６１】
　本実施形態の配信サーバ２００は、時刻ｋにおいて、区間ｋ′と、区間ｋ′＋１と、区
間ｋ′＋２における蓄電池システム３００－１の充放電計画と付加情報とを、蓄電池シス
テム３００－１の電源制御装置４００へ配信する。
【００６２】
　図７では、時刻ｋにおいて作成された区間ｋ′における蓄電池システム３００－１の充
放電計画をＳ１[ｋ′｜ｋ]とし、付加情報に含まれる増加合計値をσｃ[ｋ′｜ｋ]、減少
合計値をσｄ[ｋ′｜ｋ]とした。
【００６３】
　増加合計値σｃ[ｋ′｜ｋ]は、区間ｋ′において配信サーバ２００と接続された全ての
蓄電池システム３００が充放電計画に従って動作した際の、区間ｋ′の使用電力量の増加
量の値である。減少合計値σｄ[ｋ′｜ｋ]は、区間ｋ′において配信サーバ２００と接続
された全ての蓄電池システム３００が充放電計画に従って動作した際の使、区間ｋ′の使
用電力量の減少量の値である。
【００６４】
　同様に、図７では、時刻ｋにおいて作成された区間ｋ＋１の充放電計画をＳ１[ｋ′＋
１｜ｋ]とし、算出された増加合計値をσｃ[ｋ′＋１｜ｋ]、減少合計値をσｄ[ｋ′＋１
｜ｋ]とした。また、図７では、時刻ｋにおいて作成された区間ｋ′＋２の充放電計画を
Ｓ１[ｋ′＋２｜ｋ]とし、算出された増加合計値をσｃ[ｋ′＋２｜ｋ]、減少合計値をσ
ｄ[ｋ′＋２｜ｋ]とした。
【００６５】
　蓄電池システム３００－１の電源制御装置４００は、区間ｋ′の開始時刻である時刻ｋ
において、この３区間分の充放電計画と付加情報を取得し、ＲＡＭ４２等に格納する。
【００６６】
　次に、本実施形態の配信サーバ２００は、区間ｋ′の次の区間ｋ′＋１の開始時刻であ
る時刻ｋ＋１において、区間ｋ′＋１と、区間ｋ′＋２と、区間ｋ′＋３における蓄電池
システム３００－１の充放電計画と付加情報とを、蓄電池システム３００－１の電源制御
装置４００へ配信する。
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【００６７】
　時刻ｋ＋１において作成された区間ｋ′＋１の充放電計画は、時刻ｋにおいて作成され
た区間ｋ′＋１の充放電計画Ｓ１[ｋ′＋１｜ｋ]と同一のものではない。また、時刻ｋ＋
１において算出された区間ｋ′＋１の付加情報も同様に、時刻ｋにおいて作成された区間
ｋ′＋１の付加情報と同一のものではない。
【００６８】
　よって、図７では、時刻ｋ＋１に作成された区間ｋ′＋１における蓄電池システム３０
０－１の充放電計画をＳ１[ｋ′＋１｜ｋ＋１]とし、算出された増加合計値をσｃ[ｋ′
＋１｜ｋ＋１]、減少合計値をσｄ[ｋ′＋１｜ｋ＋１]とした。また、図７では、時刻ｋ
＋１に作成された区間ｋ′＋２における蓄電池システム３００－１の充放電計画をＳ１[
ｋ′＋２｜ｋ＋１]とし、算出された増加合計値をσｃ[ｋ′＋２｜ｋ＋１]、減少合計値
をσｄ[ｋ′＋２｜ｋ＋１]とした。また、図７では、時刻ｋ＋１に作成された区間ｋ′＋
３における蓄電池システム３００－１の充放電計画をＳ１[ｋ′＋３｜ｋ＋１]とし、算出
された増加合計値をσｃ[ｋ′＋３｜ｋ＋１]、減少合計値をσｄ[ｋ′＋３｜ｋ＋１]とし
た。
【００６９】
　本実施形態において、蓄電池システム３００－１の電源制御装置４００は、区間ｋ′＋
１の開始時刻である時刻ｋ＋１において、この３区間分の充放電計画と付加情報を取得し
、ＲＡＭ４２等に格納する。
【００７０】
　尚、図７では、蓄電池システム３００－１の例を示しているが、他の蓄電池システム３
００においても同様に、充放電計画と付加情報とが各区間の開始時刻に配信される。尚、
付加情報は、全ての蓄電池システム３００において、共通の情報である。
【００７１】
　したがって、例えば、時刻ｋにおいて、蓄電池システム３００－２には、蓄電池システ
ム３００－２の区間ｋ′における蓄電池システム３００－２の充放電計画Ｓ２[ｋ′｜ｋ]
と、増加合計値σｃ[ｋ′｜ｋ]と、減少合計値σｄ[ｋ′｜ｋ]と、区間ｋ′＋１における
蓄電池システム３００－２の充放電計画Ｓ２[ｋ′＋１｜ｋ]と、増加合計値σｃ[ｋ′＋
１｜ｋ]と、減少合計値σｄ[ｋ′＋１｜ｋ]と、区間ｋ′＋２における蓄電池システム３
００－２の充放電計画Ｓ２[ｋ′＋２｜ｋ]と、増加合計値σｃ[ｋ′＋２｜ｋ]と、減少合
計値σｄ[ｋ′＋２｜ｋ]と、が配信される。
【００７２】
　次に、図８を参照して充放電計画について説明する。図８は、充放電計画を説明する図
である。図８は、時刻ｋにおいて作成された、蓄電池システム３００－１の区間ｋ′の充
放電計画Ｓ１を示している。
【００７３】
　充放電計画Ｓ１[ｋ′｜ｋ]には、区間ｋ′における蓄電池システム３００－１の動作が
示されている。具体的には、充放電計画Ｓ１[ｋ′｜ｋ]には、時刻ｋから時刻ｋ＋ａまで
の間は、蓄電池５００の充電を行い、時刻ｋ＋ａから区間ｋ′＋１の開始時刻（すなわち
区間ｋ′の終了時刻）である時刻ｋ＋１までの間は電力のバイパスを行うことが示されて
いる。
【００７４】
　本実施形態の電源制御装置４００は、この充放電計画Ｓ１[ｋ′｜ｋ]に従って動作する
ことで、充放電計画を実行する。
【００７５】
　次に、図９を参照して本実施形態の付加情報に含まれる増加合計値と減少合計値につい
て説明する。図９は、増加合計値と減少合計値を説明する図である。図９（Ａ）は、配信
サーバ２００と接続された全ての蓄電池システム３００が、区間ｋ′から区間ｋ′＋２ま
での充放電計画を実行した際の各区間における使用電力量の増減を示している。尚、図９
（Ａ）、（Ｂ）における縦軸の０は、全ての蓄電池システムがバイパス動作した場合に対
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応する。図９（Ｂ）は、各区間の増加合計値と減少合計値を示している。
【００７６】
　図９では、配信サーバ２００に蓄電池システム３００－１～３００－５が接続された例
を示す。
【００７７】
　図９（Ａ）に示すように、区間ｋ′では、蓄電池システム３００－１、３００－２、３
００－３のそれぞれに供給される電力量が増加し、供給される電力量が減少する蓄電池シ
ステム３００は存在しない。すなわち、区間ｋ′では、各蓄電池システム３００のそれぞ
れが区間ｋ′の充放電計画を実行した後に、全ての蓄電池システムがバイパス動作した場
合よりも使用電力量が増加することがわかる。
【００７８】
　同様に、また、区間ｋ′＋１では、蓄電池システム３００－４、３００－５に供給され
る電力量が増加し、供給される電力量が減少する蓄電池システム３００は存在しない。す
なわち、区間ｋ′＋１では、各蓄電池システム３００のそれぞれが区間ｋ′の充放電計画
を実行した後に、全ての蓄電池システムがバイパス動作した場合よりも使用電力量が増加
することがわかる。
【００７９】
　また、区間ｋ′＋２では、蓄電池システム３００－１～３００－５が区間ｋ′＋２の充
放電計画を実行することで、全ての蓄電池システムがバイパス動作した場合よりも使用電
力量が減少することがわかる。
【００８０】
　本実施形態の配信サーバ２００は、付加情報算出部２３３により、複数区間の充放電計
画を配信する際に、複数区間の最初の区間の開始時刻における使用電力量の区間毎の増加
分と減少分とをそれぞれ別々に求め、増加合計値、減少合計値とする。
【００８１】
　図９（Ｂ）では、増加合計値及び減少合計値は、区間ｋ′の開始時刻ｋにおける各区間
の使用電力量の増加分又は減少分を示している。
【００８２】
　例えば、区間ｋ′の増加合計値σｃ[ｋ′｜ｋ]は、３００ｋＷｈであり、減少合計値σ
ｄ[ｋ′｜ｋ]は、０ｋＷｈである。また、区間ｋ′＋１の増加合計値σｃ[ｋ′＋１｜ｋ]
は、２００ｋＷｈであり、減少合計値σｄ[ｋ′＋１｜ｋ]は、０ｋＷｈである。また、区
間ｋ′＋２の増加合計値σｃ[ｋ′＋２｜ｋ]は０ｋＷｈであり、減少合計値σｄ[ｋ′＋
２｜ｋ]は、－５００ｋＷｈである。
【００８３】
　本実施形態では、以上のように、区間毎に、使用電力量の増加量と減少量の両方を算出
する。よって、本実施形態では、例えば使用電力量の増加量と減少量とが同じであり、互
いに相殺することで結果として使用電力量が増減しない場合でも、蓄電池システム３００
毎に供給される電力量の変動を検知できる。
【００８４】
　次に、本実施形態の電源制御システム１００の各装置の動作の説明に先立ち、各種の記
号の定義について説明する。
【００８５】
　本実施形態では、時刻ｋに算出された区間ｌ′の使用電力量の予測値をｐ［ｌ′｜ｋ］
とし、時刻ｍに作成された蓄電池システム３００－ｉの区間ｌ′の充放電計画をＳｉ［ｌ
′｜ｍ］とする。また、充放電計画Ｓｉ［ｌ′｜ｍ］に従って全ての蓄電池システム３０
０が動作した場合の増加合計値をσｃ［ｌ′｜ｍ］、減少合計値をσｄ［ｌ′｜ｍ］とす
る。
【００８６】
　このとき、電源制御装置４００の予測修正部４１８により算出される使用電力量の修正
予測値ｐ～［ｌ′｜ｋ，ｍ］は、以下の式１により示される。
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【００８７】
　尚、使用電力量の修正予測値ｐ～［ｌ′｜ｋ，ｍ］とは、全ての蓄電池システム３００
が、ＲＡＭ４２に蓄積された充放電計画Ｓｉ［ｌ′｜ｍ］を実行したときの使用電力量の
各区間の予測値である。
【００８８】
【数１】

【００８９】
　式１において、時刻ｋは最新時刻であり、時刻ｍは時刻ｋよりも前の時刻、すなわち時
刻ｋから見て過去の時刻である。また、式１において、区間ｍ′は、時刻ｍから開始する
区間を示す。よって、本実施形態の使用電力量の修正予測値ｐ～［ｌ′｜ｋ，ｍ］は、時
刻ｋにおいて算出された区間ｌ′の使用電力量の予測値を、時刻ｋよりも前の時刻ｍにお
いて算出された区間ｌ′の増加合計値と減少合計値を用いて修正した値となる。
【００９０】
　尚、式１において、Ｈは、配信サーバ２００において充放電計画Ｓｉ［ｌ′｜ｍ］が作
成される区間の数であり、予め配信サーバ２００に与えられている。
【００９１】
　次に、図１０を参照し、本実施形態の配信サーバ２００の動作を説明する。図１０は、
配信サーバの動作を説明するフローチャートである。
【００９２】
　本実施形態の配信サーバ２００は、区間ｋ′の開始時刻である時刻ｋとなったか否かを
判定する（ステップＳ１０１）。ステップＳ１０１において、時刻ｋとなっていない場合
、配信サーバ２００は、時刻ｋとなるまで待機する。ステップＳ１０１において、時刻ｋ
になると、配信サーバ２００は、使用電力データベース２２０を参照し、過去の区間の使
用電力量を取得する。また配信サーバ２００、気象情報を取得する（ステップＳ１０２）
。気象情報とは、例えば気温等である。
【００９３】
　続いて配信サーバ２００は、使用電力予測部２３１により、過去の使用電力量と、気象
情報とを用いて、区間ｋ′からＨ区間分の各区間における使用電力量の予測値を算出する
（ステップＳ１０３）。続いて配信サーバ２００は、充放電計画作成部２３２により、残
容量データベース２１０に格納された各蓄電池の残容量と、ステップＳ１０３で算出した
使用電力量の予測値とを参照し、各蓄電池システム３００のＨ区間分の充放電計画を作成
する（ステップＳ１０４）。
【００９４】
　続いて配信サーバ２００は、付加情報算出部２３３により、各区間における増加合計値
と減少合計値とを算出する（ステップＳ１０５）。
【００９５】
　続いて配信サーバ２００は、Ｈ区間分の充放電計画と付加情報とに、タイムスタンプを
付与し、各蓄電池システム３００に配信し、処理を終了する。
【００９６】
　本実施形態の配信サーバ２００は、上記の処理を、区間の開始時刻になる度に実行する
。
【００９７】
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　次に、図１１、１２を参照し、本実施形態の電源制御装置４００の動作について説明す
る。図１１は、電源制御装置の動作を説明する第一のフローチャートである。
【００９８】
　本実施形態の電源制御装置４００は、入力受付部４１１により、Ｈ区間分の最新の充放
電計画と付加情報とを受信したか否かを判定する（ステップＳ１１０１）。
【００９９】
　ステップＳ１１０１において、最新の充放電計画と付加情報とを受信した場合、電源制
御装置４００は、受信した充放電計画と、付加情報とをＲＡＭ４２等のメモリに格納する
（ステップＳ１１０２）。ここで受信した充放電計画は、時刻ｋにおいて作成された区間
ｋ′から区間ｋ′＋Ｈ－１までの充放電計画｛Ｓｉ［ｌ′｜ｋ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′＋Ｈ

－１である。また、ここで受信した付加情報は、時刻ｋにおいて算出された、区間ｌ′か
ら区間ｌ′＋Ｈ－１までの各区間の増加合計値｛σｃ［ｌ′｜ｋ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′＋

Ｈ－１と減少合計値｛σｄ［ｌ′｜ｋ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′＋Ｈ－１である。尚、時刻ｋ
は、現在の時刻（最新の時刻）である。
【０１００】
　続いて電源制御装置４００は、電源制御部４１４により、受信した充放電計画Ｓｉ［ｋ
′｜ｋ］にしたがって、区間ｋ′における蓄電池５００に対する充電、蓄電池５００から
の放電、電力のバイパスの何れかを行う（ステップＳ１１０３）。続いて電源制御装置４
００は、蓄電池監視部４１３により、蓄電池５００の残容量データを取得してタイムスタ
ンプを付与する（ステップＳ１１０４）。そして、電源制御装置４００は、通信部４１２
によりタイムスタンプが付与された残容量データを配信サーバ２００へ送信し（ステップ
Ｓ１１０５）、処理を終了する。
【０１０１】
　ステップＳ１１０１において、最新の充放電計画と付加情報とを受信しなかった場合、
電源制御装置４００は、使用電力予測部４１６により、使用電力量の予測値を算出する（
ステップＳ１１０６）。ここで算出される使用電力量の予測値は、時刻ｋにおける区間ｋ
′から区間ｋ′＋Ｈ－１までの使用電力量の予測値｛ｐ［ｌ′｜ｋ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′

＋Ｈ－１である。尚、ステップＳ１１０６における使用電力量の予測値の算出は、公知の
アルゴリズムにより行われる。
【０１０２】
　続いて電源制御装置４００は、計画有無判定部４１５により、メモリ内に、過去に受信
した充放電計画と付加情報が格納されているか否かを判定する（ステップＳ１１０７）。
【０１０３】
　具体的には、計画有無判定部４１５は、過去に受信した充放電計画が作成された時刻を
ｋｓとすると、時刻ｋｓにおいて作成された区間ｋ′の充放電計画Ｓｉ［ｋ′｜ｋｓ］が
メモリ内に格納されているか否かを判定する。また、計画有無判定部４１５は、時刻ｋｓ
において算出された区間ｋ′の増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］、減少合計値σｄ［ｋ′｜
ｋｓ］がメモリ内に格納されているか否かを判定する。
【０１０４】
　言い換えれば、計画有無判定部４１５は、ステップＳ１１０７において、時刻ｋから見
て過去の時刻ｋｓを開始時刻とする区間を区間ｋｓ′としたときｋ′≦ｋｓ′＋Ｈ－１を
満たすか否かを判定している。すなわち、計画有無判定部４１５は、区間ｋｓ′からＨ区
間分の中に、区間ｋ′が含まれるか否かを判定している。
【０１０５】
　ステップＳ１１０７において、メモリ内に過去の充放電計画と付加情報が格納されてい
る場合、電源制御装置４００は、後述する図１２のステップＳ１２０１の処理へ進む。
【０１０６】
　ステップＳ１１０７において、メモリ内に過去の充放電計画と付加情報が格納されてい
ない場合、電源制御装置４００は、第一ピーク判定部４１７により、ステップＳ１１０６
で算出した使用電力量の予測値がピークとなる区間が、直近の区間ｋ′であるか否かを判
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定する（ステップＳ１１０８）。言い換えれば、第一ピーク判定部４１７は、過去の使用
電力量と、時刻ｋに算出された、区間ｋ′から区間ｋ′＋Ｈ－１までの使用電力量の予測
値｛ｐ［ｌ′｜ｋ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′＋Ｈ－１とを参照し、直近の区間ｋ′の使用電力
量の予測値が最も大きいか否かを判定する。尚、本実施形態の電源制御装置４００は、過
去に検出された実際の使用電力量の値をメモリ内に保持していることが好ましい。
【０１０７】
　ステップＳ１１０８において、区間ｋ′がピークとなる区間である場合、電源制御装置
４００は、電源制御部４１４により、蓄電池５００に対する充電を禁止し、蓄電池５００
から放電することが可能であれば、蓄電池５００から電力を放電させる制御を行い（ステ
ップＳ１１０９）、ステップＳ１１０４へ進む。
【０１０８】
　ステップＳ１１０８において区間ｋ′がピークとなる区間でない場合、電源制御装置４
００は、電源制御部４１４により、電力をバイパスさせる制御を行い（ステップＳ１１１
０）、ステップＳ１１０４へ進む。
【０１０９】
　以上のように、本実施形態の電源制御装置４００は、メモリ内に過去に配信された充放
電計画が格納されていない場合には、自身で最新の使用電力量の予測値を算出して直近に
使用電力量がピークとなる区間があった場合に蓄電池５００への充電を禁止し、蓄電池５
００が放電可能であれば蓄電池５００から電力を放電させる。本実施形態では、蓄電池５
００への充電を禁止することで、蓄電池５００に蓄電する予定であった分の電力量が使用
されなくなる。また、蓄電池５００が放電可能であれば蓄電池５００から電力が放電され
る。したがって、本実施形態では、使用電力量の予測値がピークとなる区間において、使
用電力量を低減させることができる。
【０１１０】
　図１２は、電源制御装置の動作を説明する第二のフローチャートである。本実施形態の
電源制御装置４００は、図１１のステップＳ１１０７において、メモリ内に過去の充放電
計画と付加情報が格納されている場合、図１２のステップＳ１２０１へ進む。
【０１１１】
　図１２のステップＳ１２０１の処理は、図１１のステップＳ１１０８の処理と同様であ
るから、説明を省略する。
【０１１２】
　ステップＳ１２０１において、区間ｋ′がピークとなる区間である場合、電源制御装置
４００は、増加量判定部４２０により、メモリに格納された区間ｋ′の増加合計値σｃ［
ｋ′｜ｋｓ］が０であるか否かを判定する（ステップＳ１２０２）。すなわち、増加量判
定部４２０は、区間ｋ′において、充電が計画されているか否かを判定する。
【０１１３】
　ステップＳ１２０２において増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］が０である場合、電源制御
装置４００は、図１１のステップＳ１１０３へ進む。増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］が０
である場合、時刻ｋｓにおいて作成された区間ｋ′の充放電計画は、区間ｋ′においてピ
ーク電力を増加させたり、新たなピークを発生させることがなく、適切な充放電計画であ
ると言える。したがって、電源制御装置４００は、図１１のステップＳ１１０３へ進み、
メモリ内に格納された、時刻ｋｓに作成された区間ｋ′の充放電計画を実行する。
【０１１４】
　ステップＳ１２０２において、増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］が０でない場合、電源制
御装置４００は、図１１のステップＳ１１０９へ進む。増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］が
０でない場合、時刻ｋｓにおいて作成された区間ｋ′の充放電計画は、直近の区間ｋ′の
使用電力量を増加させる充放電計画であると言える。したがって、電源制御装置４００は
、図１１のステップＳ１１０９へ進み、蓄電池５００に対する充電を禁止する制御を行う
。
【０１１５】
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　ステップＳ１２０１において区間ｋ′がピークとなる区間でない場合、電源制御装置４
００は、ステップＳ１１０６で算出した各区間の使用電力量の予測値と、メモリ内の増加
合計値と減少合計値とを用いて、予測修正部４１８により使用電力量の修正予測値｛ｐ～

［ｌ′｜ｋ，ｋｓ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′＋Ｈ－１を算出する（ステップＳ１２０３）。
【０１１６】
　ステップＳ１１０６で算出された使用電力量の予測値は、時刻ｋにおいて算出された、
区間ｋ′から区間ｋ′＋Ｈ－１までの使用電力量の予測値｛ｐ［ｌ′｜ｋ］｝ｌ′＝ｋ′

～ｋ′＋Ｈ－１である。また、メモリ内の増加合計値は、時刻ｋｓにおいて算出された、
区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋Ｈ－１までの増加合計値｛σｃ［ｌ′｜ｋｓ］｝ｌ′＝ｋｓ

′～ｋｓ′＋Ｈ－１である。メモリに格納された減少合計値は、時刻ｋｓにおいて算出さ
れた、区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋Ｈ－１までの各区間の減少合計値｛σｄ［ｌ′｜ｋｓ
］｝ｌ′＝ｋｓ′～ｋｓ′＋Ｈ－１である。区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋Ｈ－１の中には
、区間ｌ′が含まれる。
【０１１７】
　よって、ステップＳ１２０３で算出される修正予測値｛ｐ～［ｌ′｜ｋ，ｋｓ］｝ｌ′

＝ｋ′～ｋ′＋Ｈ－１は、時刻ｋにおいて算出された各区間の使用電力量の予測値を、時
刻ｋよりも前の時刻ｋｓにおいて算出された各区間の増加合計値と減少合計値を用いて修
正した値となる。
【０１１８】
　続いて電源制御装置４００は、第二ピーク判定部４１９により、区間ｋ′から区間ｋ′
＋Ｈ－１までの修正予測値｛ｐ～［ｌ′｜ｋ，ｋｓ］｝ｌ′＝ｋ′～ｋ′＋Ｈ－１のうち
、直近の区間ｋ′がピークとなる区間であるか否かを判定する（ステップＳ１２０４）。
【０１１９】
　ステップＳ１２０４において、区間ｋ′がピークとなる区間である場合、電源制御装置
４００は、増加量判定部４２０により、メモリに格納された区間ｋ′の増加合計値σｃ［
ｋ′｜ｋｓ］が０であるか否かを判定する（ステップＳ１２０５）。
【０１２０】
　ステップＳ１２０５において、増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］が０である場合、電源制
御装置４００は、図１１のステップＳ１１０３へ進む。
【０１２１】
　ステップＳ１２０５において、増加合計値σｃ［ｋ′｜ｋｓ］が０でない場合、電源制
御装置４００は、図１１のステップＳ１１１０へ進む。
【０１２２】
　ステップＳ１２０５においてＮＯの場合とは、メモリ内の充放電計画を実行した際の使
用電力量の増減を含め、直近の区間ｋ′の使用電力量を予測すると、区間ｋ′の使用電力
量がピークとなり、さらに使用電力量が増加することが見込まれる場合である。すなわち
、この場合は、時刻ｋｓにおいて充放電計画を作成したときとは、電力の使用状況等が変
化し、メモリに格納された充放電計画を実行すると、ピーク電力の増加や新たなピークの
発生といった不都合が生じる場合である。
【０１２３】
　本実施形態では、蓄電池システム３００の電源制御装置４００において、上述した不都
合が生じる場合を検知し、充放電計画を実行せずに電力をバイパスさせる制御を行うこと
で、最新の充放電計画が配信されない場合の制御について、信頼性を向上させることがで
きる。
【０１２４】
　以下に、図１３及び図１４を参照し、本実施形態の効果について説明する。図１３は、
電源制御システムの効果を説明する第一の図である。
【０１２５】
　図１３（Ａ）は、時刻ｋｓにおいて算出された、区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋５までの
使用電力量の予測値を示している。図１３（Ｂ）は、時刻ｋｓにおいて作成された、区間
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ｋｓ′から区間ｋｓ′＋５までの充放電計画を示している。図１３（Ｃ）は、時刻ｋｓに
おいて作成された充放電計画を実行した場合の、区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋５までの使
用電力量の予測値を示している。
【０１２６】
　図１３（Ａ）に示すように、区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋５の中で、区間ｋｓ′＋１の
使用電力量の予測値が最も小さく、区間ｋｓ′＋３の使用電力量の予測値が最も大きい。
【０１２７】
　また、図１３（Ｂ）に示す充放電計画では、区間ｋｓ′における増加合計値σｃ[ｋｓ
′｜ｋｓ′]は０ｋＷｈであり、区間ｋｓ′＋１における増加合計値σｃ[ｋｓ′＋１｜ｋ
ｓ′]は３００ｋＷｈであり、区間ｋｓ′＋２における増加合計値σｃ[ｋｓ′＋２｜ｋｓ
′]は２００ｋＷｈである。また、区間ｋｓ′＋３における減少合計値σｄ[ｋｓ′＋３｜
ｋｓ′]は－５００ｋＷｈである。
【０１２８】
　この充放電計画を実行した場合、区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋５までの使用電力量の予
測値は、図１３（Ｃ）に示すように、区間ｋｓ′＋２の使用電力量の予測値が３００ｋＷ
ｈ増加し、区間ｋｓ′＋２の使用電力量の予測値が２００ｋＷｈ増加し、区間ｋｓ′＋３
の使用電力量の予測値が５００ｋＷｈ減少し、使用電力量が平準化されることがわかる。
【０１２９】
　次に、図１４を参照し、最新の時刻である時刻ｋの充放電計画と付加情報が配信されな
かった場合について説明する。この場合、電源制御装置４００は、メモリ内に格納された
区間ｋｓ′から区間ｋｓ′＋５までの充放電計画と付加情報を参照して、充放電を制御す
る。
【０１３０】
　尚、ここでは、時刻ｋは、区間ｋｓ′＋１の開始時刻である時刻ｋｓ＋１と同一の時刻
であるものとした。すなわち、図１４に示す区間ｋ′は、図１３に示す区間ｋｓ′＋１で
ある。
【０１３１】
　図１４は、電源制御システムの効果を説明する第二の図である。図１４（Ａ）は、区間
ｋ′－１の使用電力量実績値と、時刻ｋにおいて算出された区間ｋ′から区間ｋ′＋５の
使用電力量の予測値を示している。図１４（Ｂ）は、電源制御装置４００のメモリに格納
された充放電計画と付加情報を示している。図１４（Ｃ）は、区間ｋ′－１の使用電力量
実績値と、メモリ内の格納された充放電計画をそのまま実行した場合の使用電力量の予測
値を示している。
【０１３２】
　図１４（Ａ）に示すように、時刻ｋにおいて算出された使用電力量の予測値は、区間ｋ
′（図１３の区間ｋｓ′＋１）の予測値が最大であり、区間ｋ′＋１（図１３の区間ｋｓ
′＋２）の予測値よりも大きい。したがって、時刻ｋにおける電力の使用状況は、時刻ｋ
ｓと比べて変化していることがわかる。
【０１３３】
　この状態において、メモリ内に格納された充放電計画を実行した場合、時刻ｋにおける
区間ｋ′の使用電力量の予測値は４１００ｋＷｈとなり、新たなピークとなる。
【０１３４】
　このとき、区間ｋ′の増加合計値σｃ[ｋ′｜ｋｓ′]（すなわち増加合計値σｃ[ｋｓ
′＋１｜ｋｓ′]）は、３００ｋＷｈであり、０ｋＷｈではない。
【０１３５】
　そこで、本実施形態の電源制御装置４００では、区間ｋ′における蓄電池５００の充電
を禁止して電力をバイパスさせることで、増加合計値を減少させ、区間ｋ′における使用
電力量を削減し、新たなピークの発生を抑制することができる。
【０１３６】
　以下に、図１５を参照し、電源制御装置４００による充放電計画の変更について説明す
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る。図１５は、充放電計画の変更を説明する図である。
【０１３７】
　図１５は、時刻ｋｓにおいて作成された区間ｋ′（すなわち区間ｋｓ′＋１）の充放電
計画と、時刻ｋにおいて変更された区間ｋ′の充放電計画と、を示している。
【０１３８】
　本実施形態の電源制御装置４００は、最新の時刻ｋにおいて充放電計画が配信されない
場合、メモリ内の区間ｋ′の充放電計画を実行した際に直近の区間ｋ′の使用電力量の予
測値がピークとなる場合に、充放電計画を変更する。
【０１３９】
　図１５の例では、時刻ｋｓにおいて作成された充放電計画のうち、充電の動作をバイパ
スの動作へ変更していることがわかる。
【０１４０】
　以上のように、本実施形態の電源制御装置４００は、メモリに格納された充放電計画と
付加情報を用いて、過去に作成された充放電計画を最新の時刻に適した充放電計画に変更
することができ、電源制御の信頼性を向上させることができる。
【０１４１】
　また、本実施形態によれば、配信サーバ２００は、各蓄電池システム３００に対し、充
放電計画と付加情報のみを送信すれば、電源制御の信頼性を向上できる。したがって、本
実施形態では、各蓄電池システム３００の個別の情報を配信サーバ２００から配信する必
要がなく、通信に係る負荷を低減できる。
【０１４２】
　さらに、本実施形態では、配信サーバ２００から、付加情報として、他の蓄電池システ
ム３００の充放電計画を配信する代わりに、増加合計値と減少合計値を配信する。したが
って、本実施形態では、配信サーバ２００が配信するデータの容量を削減し、蓄電池シス
テム３００の電源制御装置４００の処理の負荷を軽減することができる。
【０１４３】
　また、本実施形態では、充放電が制御される対象を蓄電池としたが、これに限定されな
い。本実施形態では、蓄電池の代わりに、キャパシタやフライホイール等の蓄電要素を用
いることができる。また、本実施形態では、蓄電池の代わりに、例えば熱を蓄積する蓄熱
槽を用いても良い。この場合、使用電力量は使用熱量に相当するものとなる。
【０１４４】
　開示の技術では、以下に記載する付記のような形態が考えられる。
（付記１）
　蓄電池の充放電を制御する電源制御装置であって、
　所定時間を有する区間における、前記電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供給
する電力供給源の使用電力量の予測値を算出する使用電力予測部と、
　前記使用電力予測部により算出された第一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前
の第二の区間において取得した、前記第一の区間の予測値に関連する情報とを用いて、前
記第一の区間における前記蓄電池への充電を許容するか否かを制御する電源制御部と、
　を備えることを特徴とする電源制御装置。
（付記２）
　複数区間分の各区間における、前記制御の内容を示す充放電計画及び前記情報の入力を
受け付ける入力受付部と、
　入力された前記複数区間分の各区間における前記充放電計画と、前記情報とが格納され
る記憶部と、を有し、
　前記使用電力予測部は、
　前記第一の区間の開始時刻において、前記第一の区間から複数区間分の前記充放電計画
と前記情報が入力されなかった場合に、前記第一の区間から複数区間の各区間における前
記予測値を算出する付記１記載の電源制御装置。
（付記３）
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　前記記憶部に、前記第二の区間において取得した、前記第一の区間の前記充放電計画及
び前記情報が格納されていない場合に、
　前記使用電力予測部により算出された前記第一の区間における前記予測値が、前記記憶
部に格納された過去の予測値と、前記使用電力予測部により算出された前記複数区間の各
区間における前記予測値と、の中の最大値であるか否かを判定する第一ピーク判定部を有
し、
　前記電源制御部は、
　最大値であった場合に、前記第一の区間において、前記蓄電池への充電を禁止し、
　最大値でなかった場合に、前記第一の区間において、前記電力供給源から前記蓄電池と
接続された負荷へ、前記蓄電池を介さずに電力を供給させる付記２記載の電源制御装置。
（付記４）
　前記記憶部に、前記第二の区間において取得した、前記第一の区間の前記充放電計画及
び前記情報が格納されており、且つ前記第一ピーク判定部により、前記第一の区間におけ
る前記予測値が最大値でないと判定されたとき、
　前記第二の区間において取得した前記第一の区間の前記情報と、前記第一の区間の開始
時刻において算出された前記第一の区間の前記予測値と、を用いて前記第一の区間の予測
値を修正した修正予測値を算出する予測修正部を有する付記３記載の電源制御装置。
（付記５）
　前記情報は、
　前記電源制御装置と他の電源制御装置のそれぞれが、前記第二の区間において取得した
それぞれの前記第一の区間の充放電計画を前記第一の区間で実行した際の、
　前記電源制御装置と他の電源制御装置のそれぞれにおける、前記第一の区間の予測値に
対する前記使用電力量の増加量の合計値と、
　前記電源制御装置と他の電源制御装置のそれぞれにおける、前記第一の区間の予測値に
対する前記使用電力量の減少量の合計値と、を含む付記３又は４記載の電源制御装置。
（付記６）
　前記第一の区間の修正予測値が、前記記憶部に格納された過去の予測値と、前記使用電
力予測部により算出された前記複数区間の各区間における前記予測値と、の中の最大値で
あるか否かを判定する第二ピーク判定部と、
　前記増加量の合計値が０であるか否かを判定する増加量判定部と、を有し、
　前記電源制御部は、
　前記第二のピーク判定部により前記修正予測値が最大値であると判定され、且つ前記増
加量判定部により前記増加量の合計値が０でないと判定されたとき、
　前記第一の区間において、前記電力供給源から前記蓄電池と接続された負荷へ、前記蓄
電池を介さずに電力を供給させる付記５記載の電源制御装置。
（付記７）
　前記使用電力予測部は、
　前記記憶部に格納された過去の前記使用電力量と、外部から入力される気象情報に基づ
き、前記予測値を算出する付記２乃至６の何れか一項に記載の電源制御装置。
（付記８）
　所定時間を有する第一の区間における、電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供
給する電力供給源の使用電力量の予測値を算出し、
　算出された前記第一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前の第二の区間において
取得した、前記第一の区間の予測値に関連する情報とを用いて、前記第一の区間における
前記電源制御装置と接続された蓄電池への充電を許容するか否かを制御する、
　処理を前記電源制御装置に実行させることを特徴とする電源制御プログラム。
（付記９）
　蓄電池の充放電を制御する電源制御装置による電源制御方法であって、
　所定時間を有する第一の区間における、電源制御装置と他の電源制御装置とに電力を供
給する電力供給源の使用電力量の予測値を算出し、
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　算出された前記第一の区間の予測値と、前記第一の区間よりも前の第二の区間において
取得した、前記第一の区間の予測値に関連する情報とを用いて、前記第一の区間における
前記蓄電池への充電を許容するか否かを制御することを特徴とする電源制御方法。
（付記１０）
　蓄電池の充放電を制御する複数の電源制御装置と、前記複数の電源制御装置のそれぞれ
へ前記制御の内容を示す充放電計画を配信するサーバと、を有する電源制御システムであ
って、
　前記サーバは、
　所定時間を有する複数の区間分の前記電源制御装置毎の前記充放電計画と、
　前記複数の電源制御装置に電力を供給する電力供給源の使用電力量の、前記複数の区間
分の各区間における予測値に関連する情報と、を前記複数の前記電源制御装置に配信する
配信部を有し、
　前記電源制御装置は、
　前記サーバから第一の区間における前記充放電計画と前記情報とが配信されない場合に
おいて、
　前記第一の区間における前記使用電力量の予測値を算出する使用電力予測部と、
　前記使用電力予測部により算出された前記第一の区間の予測値と、前記第一の区間より
も前の第二の区間において取得した、前記第一の区間の前記情報とを用いて、前記第一の
区間における前記蓄電池への充電を許容するか否かを制御する電源制御部と、を有するこ
とを特徴とする電源制御システム。
（付記１１）
　複数の蓄電池の充放電を制御する複数の電源制御装置と接続されたサーバであって、
　所定時間を有する区間から複数区間分について、前記複数の電源制御装置に電力を供給
する電力供給源の使用電力量の予測値を算出する使用電力予測部と、
　前記複数区間毎の前記予測値を用いて、前記複数の電源制御装置のそれぞれについて、
前記複数区間分の前記制御の内容を示す充放電計画を作成する充放電計画作成部と、
　前記複数の電源制御装置のそれぞれが、前記複数区間において、前記充放電計画を実行
した際の、各区間における前記使用電力量の増加量と減少量を含む情報を算出する分情報
算出部と、
　前記複数区間分の前記充放電計画と前記情報とを、前記複数の電源制御装置のそれぞれ
へ配信する配信部と、を有するサーバ。
【０１４５】
　本発明は、具体的に開示された実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲か
ら逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１００　電源制御システム
　２００　配信サーバ
　２１０　残容量データベース
　２２０　使用電力データベース
　２３１、４１６　使用電力予測部
　２３２　充放電計画作成部
　２３３　付加情報算出部
　３００　蓄電池システム
　４００　電源制御装置
　４１０　電源制御プログラム
　４１７　第一ピーク判定部
　４１８　予測修正部
　４１９　第二ピーク判定部
　４２０　増加量判定部
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　５００　蓄電池
　６００　負荷
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