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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギーを供給するエネルギー供給機器、エネルギーを消費するエネルギー消費機器
及びエネルギーを貯蔵するエネルギー貯蔵機器のうち少なくとも一つの制御対象機器につ
いて、将来の所定の期間におけるエネルギー消費機器の消費エネルギー若しくはエネルギ
ー供給機器の供給エネルギーの予測値を設定するエネルギー予測部と、
　前記予測値、前記制御対象機器の特性及びエネルギー使用料金の単価に基づいて、前記
所定の期間における制御対象機器の運転スケジュールを、所定の評価指標により最適化す
るスケジュール最適化部と、
　前記予測値と、電力抑制に対してインセンティブを与える用意のある時刻である電力抑
制対象時刻と、インセンティブを与えるか否かのしきい値であるベースラインとに基づい
て、インセンティブを受け取れる可能性のある時刻を判定するインセンティブ受取可否判
定部と、
　前記予測値、前記制御対象機器の特性及びインセンティブを算定する単価を加味した、
前記インセンティブ受取可否判定部が判定したインセンティブを受け取れる可能性のある
時刻におけるエネルギー使用料金の単価に基づいて、前記所定の期間における制御対象機
器の運転スケジュールを、所定の評価指標により最適化する電力抑制スケジュール最適化
部と、
　所定の評価指標若しくは外部から入力された選択指示に基づいて、前記スケジュール最
適化部が最適化した運転スケジュールと、前記電力抑制スケジュール最適化部が最適化し
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た運転スケジュールのいずれか一方を選択する採用スケジュール選択部と、
　を有することを特徴とする電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項２】
　前記運転スケジュールと、前記運転スケジュールに基づいて運転された前記制御対象機
器の運用データとに基づいて、再度、運転スケジュールを最適化する必要があるか否かを
判定する再スケジューリング要否判定部を有することを特徴とする請求項１記載の電力抑
制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項３】
　前記採用スケジュール選択部により選択された運転スケジュールに基づいて、前記制御
対象機器の制御情報を出力する制御情報出力部と、
　を有することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置
。
【請求項４】
　前記インセンティブ受取可否判定部が、インセンティブの受け取り可否を判定する時刻
の優先順位を記憶した優先順位記憶部を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項に記載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項５】
　前記優先順位は、前記エネルギー予測部が予測したエネルギーの予測値の大きい時刻ほ
ど、優先順位が高いことを特徴とする請求項４記載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項６】
　前記優先順位は、前記エネルギー予測部が予測したエネルギーの予測値の小さい時刻ほ
ど、優先順位が高いことを特徴とする請求項４記載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項７】
　前記優先順位を入力する優先順位入力部を有することを特徴とする請求項４のいずれか
１項に記載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項８】
　前記インセンティブ受取可否判定部は、インセンティブを受け取り可能な電力量の上限
に基づいて、インセンティブを受け取れる可能性のある時刻を判定し、
　前記電力抑制スケジュール最適化部は、前記インセンティブを受け取り可能な時刻につ
いては、前記の上限及び削減する電力量の下限に基づいて、制御対象機器の運転スケジュ
ールを最適化することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の電力抑制型蓄電
蓄熱最適化装置。
【請求項９】
　前記スケジュール最適化部が最適化した運転スケジュールと前記電力抑制スケジュール
最適化部が最適化した運転スケジュールとを表示するスケジュール表示部を有することを
特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項１０】
　前記スケジュール最適化部が最適化した運転スケジュールと前記電力抑制スケジュール
最適化部が最適化した運転スケジュールのうち、いずれの運転スケジュールを選択するか
の支持を入力する指示入力部を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記
載の電力抑制型蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項１１】
　コンピュータ又は電子回路が、
　エネルギーを供給するエネルギー供給機器、エネルギーを消費するエネルギー消費機器
及びエネルギーを貯蔵するエネルギー貯蔵機器のうち少なくとも一つの制御対象機器につ
いて、将来の所定の期間におけるエネルギー消費機器の消費エネルギー若しくはエネルギ
ー供給機器の供給エネルギーの予測値を設定するエネルギー予測処理と、
　前記予測値、前記制御対象機器の特性及びエネルギー使用料金の単価に基づいて、前記
所定の期間における制御対象機器の運転スケジュールを、所定の評価指標により最適化す
るスケジュール最適化処理と、
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　前記予測値と、電力抑制に対してインセンティブを与える用意のある時刻である電力抑
制対象時刻と、インセンティブを与えるか否かのしきい値であるベースラインとに基づい
て、インセンティブを受け取れる可能性のある時刻を判定するインセンティブ受取可否判
定処理と、
　前記予測値、前記制御対象機器の特性及びインセンティブを算定する単価を加味した、
前記インセンティブ受取可否判定処理によって判定されたインセンティブを受け取れる可
能性のある時刻におけるエネルギー使用料金の単価に基づいて、前記所定の期間における
制御対象機器の運転スケジュールを、小弟の評価指標により最適化する電力抑制スケジュ
ール最適化処理と、
　所定の評価指標若しくは外部から入力された選択指示に基づいて、前記スケジュール最
適化処理により最適化した運転スケジュールと、前記電力抑制スケジュール最適化処理に
より最適化した運転スケジュールのいずれか一方を選択する採用スケジュール選択処理と
、
　を実行することを特徴とする電力抑制型蓄電蓄熱最適化方法。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　エネルギーを供給するエネルギー供給機器、エネルギーを消費するエネルギー消費機器
及びエネルギーを貯蔵するエネルギー貯蔵機器のうち少なくとも一つの制御対象機器につ
いて、将来の所定の期間におけるエネルギー消費機器の消費エネルギー若しくはエネルギ
ー供給機器の供給エネルギーの予測値を設定するエネルギー予測処理と、
　前記予測値、前記制御対象機器の特性及び電力料金の単価に基づいて、前記所定の期間
における制御対象機器の運転スケジュールを、所定の評価指標により最適化するスケジュ
ール最適化処理と、
　前記予測値と、電力抑制に対してインセンティブを与える用意のある時刻である電力抑
制対象時刻と、インセンティブを与えるか否かのしきい値であるベースラインとに基づい
て、インセンティブを受け取れる可能性のある時刻を判定するインセンティブ受取可否判
定処理と、
　前記予測値、前記制御対象機器の特性及びインセンティブを算定する単価を加味した、
前記インセンティブ受取可否判定処理によって判定されたインセンティブを受け取れる可
能性のある時刻におけるエネルギー使用料金の単価に基づいて、前記所定の期間における
制御対象機器の運転スケジュールを、所定の評価指標により最適化する電力抑制スケジュ
ール最適化処理と、
　所定の評価指標若しくは外部から入力された選択指示に基づいて、前記スケジュール最
適化処理により最適化した運転スケジュールと、前記電力抑制スケジュール最適化処理に
より最適化した運転スケジュールのいずれか一方を選択する採用スケジュール選択処理と
、
　を実行させることを特徴とする電力抑制型蓄電蓄熱最適化プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、たとえば建物や工場において、エネルギー供給機器、エネルギー
消費機器、エネルギー貯蔵機器等の制御対象機器の運用スケジュールを、最適化する技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国内におけるビル等の建物の民生業務部門の消費エネルギーは、最終エネルギー消費全
体の２０％程度である。このため、建物の管理者、利用者が、継続して省エネルギーを実
行できれば、最終エネルギー消費の抑制に有効である。
【０００３】
　さらに、最近の電力需要のひっ迫を受けて、需要がピークとなる時間帯における消費エ



(4) JP 5981313 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

ネルギーを削減するピークカットのニーズが高まっている。たとえば、ビル等の大口需要
家に、使用電力の上限を課すことが行われている。また、蓄電池や蓄熱装置を活用して、
消費エネルギーがピークとなる時間をずらすピークシフトのニーズも高い。
【０００４】
　このような背景から、今後は、エネルギー消費の抑制のために、太陽光や太陽熱等の再
生可能エネルギーを利用するエネルギー供給機器の導入が、一層加速すると見込まれる。
【０００５】
　ただし、再生可能エネルギーを利用するエネルギー供給機器の出力は、天候等の気象条
件に大きく左右される。このため、これを補償できる蓄電池や蓄熱装置などのエネルギー
貯蔵機器の導入も、今後は増加すると考えられる。
【０００６】
　以上のことから、ビル等の設備内に導入されるエネルギー供給機器、エネルギー貯蔵機
器は、多様化することが想定される。そして、これらの機器を、既存の機器等と上手に連
携させて、建物全体で効率的に運用するための運用計画の立案手法が必要となる。
【０００７】
　たとえば、蓄熱槽を有するエネルギー供給設備について、所定期間における消費エネル
ギー、コスト、ＣＯ２発生量を最小化する手法がある。また、空調負荷の予測に基づくピ
ークカットを行う手法、氷蓄熱空調をピークカットに活用する手法などが存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３７６３７６７号公報
【特許文献２】特許第３５１９３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のような技術によれば、蓄熱槽等を有するエネルギー供給設備について、電力やガ
スの使用量に応じて課金されるコストやＣＯ２の最小化、ピーク時の消費電力の削減を実
現する運転スケジュールの作成や制御が実現できる。
【００１０】
　一方、上記のような電力需要のひっ迫を受けて、電力会社などの外部から、需要家に使
用電力抑制を働きかけるデマンドレスポンス（以降、ＤＲと略す場合がある）の導入が徐
々に現実味を帯びてきている。
【００１１】
　このＤＲの一形態として、所定の条件で電力料金を割り引くインセンティブ型ＤＲがあ
る。ここでいうインセンティブは、需要家に電力の抑制を動機付けし、誘引し又は促進す
るために、需要家が抑制した電力量に対応して与えられる料金割引である。
【００１２】
　インセンティブ型ＤＲにおいては、需要家の過去の一定期間の使用電力量に基づいて、
インセンティブの有無を決定する使用電力量のしきい値であるベースラインを設定する。
そして、需要家の使用電力量がベースラインを下回った場合にのみ、インセンティブを付
与する。
【００１３】
　しかし、上記のような技術を用いて、インセンティブ型ＤＲを考慮に含めたコスト最小
の運転スケジュールを作成する場合、インセンティブ分の消費エネルギー及びコストを厳
密に定式化して最適化を実施するには、以下の問題がある。
【００１４】
　つまり、コストを最小化する最適値を求めるための目的関数が、複雑な形式となる。こ
れは、複数の機器の運転スケジュール等に基づいて計算される建物全体の使用電力量と、
ベースラインに対する使用電力量の関係から、インセンティブの有無を表す不連続な変数
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を有する項が、目的関数に付加されるためである。そして、この最適値の求解には、不連
続変数を許容する最適化手法を適用する必要がある。
【００１５】
　たとえば、決定された運転スケジュールに基づく消費電力量から、インセンティブが計
算され、そのインセンティブを含めて最適化しようとすると、運転スケジュールがまた変
わる。さらに、ベースラインを上回るか下回るかで、インセンティブの有無も変わる。こ
れらを考慮した式を１つにまとめると、非常に複雑になってしまう。
【００１６】
　本発明の実施形態は、上記のような従来技術の問題を解決するために提案されたもので
あり、その目的は、インセンティブ型のデマンドレスポンスに対応して、定式化や最適化
方法の複雑化を避けつつ、最適化した運転スケジュールを求めることができる電力抑制型
蓄電蓄熱最適化技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の目的を達成するため、本発明の実施形態は、以下の発明特定事項を有する。
　(1) エネルギーを供給するエネルギー供給機器、エネルギーを消費するエネルギー消費
機器及びエネルギーを貯蔵するエネルギー貯蔵機器のうち少なくとも一つの制御対象機器
について、将来の所定の期間におけるエネルギー消費機器の消費エネルギー若しくはエネ
ルギー供給機器の供給エネルギーの予測値を設定するエネルギー予測部
　(2) 前記予測値、前記制御対象機器の特性及びエネルギー使用料金の単価に基づいて、
前記所定の期間における制御対象機器の運転スケジュールを、所定の評価指標により最適
化するスケジュール最適化部
　(3) 前記予測値、電力抑制に対してインセンティブを与える用意のある時刻である電力
抑制対象時刻、インセンティブを与えるか否かのしきい値であるベースラインに基づいて
、インセンティブを受け取れる可能性のある時刻を判定するインセンティブ受取可否判定
部
　(4) 前記予測値、前記制御対象機器の特性及びインセンティブを算定する単価を加味し
たエネルギー使用料金の単価に基づいて、前記所定の期間における制御対象機器の運転ス
ケジュールを、所定の評価指標により最適化する電力抑制スケジュール最適化部
　(5) 所定の評価指標若しくは外部から入力された選択指示に基づいて、前記スケジュー
ル最適化部が最適化した運転スケジュールと、前記電力抑制スケジュール最適化部が最適
化した運転スケジュールのいずれか一方を選択する採用スケジュール選択部
【００１８】
　なお、他の態様として、上記の各部の機能をコンピュータ又は電子回路により実現する
ための方法及びコンピュータに実行させるプログラムとして捉えることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】蓄電蓄熱最適化システムの一例を示す接続構成図
【図２】建物内の制御対象機器の構成例を示す接続構成図
【図３】第１の実施形態の蓄電蓄熱最適化装置の構成例を示すブロック図
【図４】最適化処理部の構成を示すブロック図
【図５】使用電力量とベースラインの関係の一例を示す図
【図６】電力抑制によるコストの推移の一例を示す図
【図７】蓄電蓄熱最適化装置の翌日スケジュール立案時の処理手順を示すフローチャート
【図８】状態最適化のための最適化変数の一例を示す図
【図９】インセンティブ受取可否の判定の処理手順を示すフローチャート
【図１０】インセンティブ受取可否の判定時刻の優先順位の一例を示す図
【図１１】当日再スケジューリングを行う場合の処理手順を示すフローチャート
【図１２】第２の実施形態のインセンティブ受取可否の判定時刻の優先順位の一例を示す
図



(6) JP 5981313 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

【図１３】第３の実施形態の蓄電蓄熱最適化装置の構成を示すブロック図
【図１４】第４の実施形態のインセンティブ受取可否の判定の処理手順を示すフローチャ
ート
【図１５】第５の実施形態の蓄電蓄熱最適化装置の構成を示すブロック図
【図１６】運転スケジュールの提示画面の一例を示す図
【図１７】他の実施形態を示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
［Ａ．第１の実施形態］
［１．蓄電蓄熱最適化システムの概要］
　本実施形態が適用される蓄電蓄熱最適化システム５は、図１に示すように、対象となる
建物１に設置された各種の制御対象機器２、ローカル制御装置３、蓄電蓄熱最適化装置４
を有している。
【００２１】
　制御対象機器２は、エネルギー消費機器、エネルギー供給機器、エネルギー貯蔵機器の
うち、少なくとも一つを含む。エネルギー消費機器は、供給されたエネルギーを消費する
機器である。たとえば、空気調和機器（空調）、照明機器、熱源機器は、エネルギー消費
機器に含まれる。
【００２２】
　エネルギー供給機器は、エネルギーをエネルギー消費機器、エネルギー貯蔵機器に供給
する機器である。たとえば、太陽光発電装置（ＰＶ）、太陽熱温水器は、エネルギー供給
機器に含まれる。
【００２３】
　エネルギー貯蔵機器は、供給されたエネルギーを貯蔵する機器である。たとえば、蓄電
池、蓄熱槽はエネルギー貯蔵機器に含まれる。本実施形態の制御対象機器２には、エネル
ギー消費機器、エネルギー供給機器、エネルギー貯蔵機器のいずれかを兼ねた機器も含ま
れる。
【００２４】
　なお、「蓄電蓄熱」とは、運転スケジュールの最適化に当たって、エネルギー貯蔵機器
によるエネルギー貯蔵能力を活用することであり、蓄電及び蓄熱の少なくとも一方を活用
できればよい。
【００２５】
　ローカル制御装置３は、制御対象機器２に接続され、各制御対象機器２の作動を制御す
る装置である。たとえば、ローカル制御装置３は、各制御対象機器２の起動、停止、出力
等を制御する。なお、以下の説明では、起動、停止を発停と呼ぶ場合がある。
【００２６】
　このローカル制御装置３は、制御対象機器２毎に設けてもよいし、複数の制御対象機器
２をまとめて制御する構成でもよい。各ローカル制御装置３による制御は、各ローカル制
御装置３にネットワークＮを介して接続された蓄電蓄熱最適化装置４からの制御情報に従
う。
【００２７】
　蓄電蓄熱最適化装置４は、エネルギー使用料金の単価、プロセスデータ、電力抑制対象
時刻、ベースライン、インセンティブ単価などの情報に基づいて、制御対象機器２の運転
スケジュールを最適化する装置である。
【００２８】
　エネルギー使用料金の単価とは、消費エネルギーのうち、購入対象となるエネルギーの
消費量に応じて賦課される料金の単価である。インセンティブ単価は、エネルギー使用料
金の対象となるエネルギー消費量のうち、削減した消費量に乗算することにより、インセ
ンティブの金額を算定するための単価である。たとえば、これらの単価は、円／ｋＷ、円
／ｋＷｈといった単位で表現できる。
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【００２９】
　エネルギー使用料金の対象となるエネルギーは、使用に対して対価を支払うエネルギー
であり、たとえば、電力、ガスが含まれる。水も、ここでいうエネルギーに含まれる。こ
のため、エネルギー使用料金には、電力料金、ガス料金、水道料金が含まれる。また、イ
ンセンティブの対象となるエネルギー使用料金は、一般的には電力料金であり、本実施形
態では、電力料金に基づいた処理となっている。ただし、他のエネルギー使用料金がイン
センティブの対象となる場合には、そのような対象を含める処理を排除するものではない
。
【００３０】
　運転スケジュールは、将来の所定の期間における時間帯別の各制御対象機器の作動のス
ケジュールである。たとえば、運転スケジュールには、制御対象機器を何時から何時まで
起動させるかといった発停の情報、制御対象機器が複数台ある場合には、そのうちの何台
を何時から何時まで起動させるかといった情報が含まれる。
【００３１】
　また、運転スケジュールには、制御対象機器の出力をどの程度とするかという情報が含
まれる。たとえば、何ｋＷ、何ｋＷｈのように、定量的な数値で表せるような値で示すこ
とができる制御設定値も、運転スケジュールに含まれる。制御設定値は、各制御対象機器
２の作動状態を決定するパラメータである。
【００３２】
　たとえば、制御設定値は、エネルギー消費機器である空調機の温度設定値やＰＭＶ設定
値、照明の照度設定値などを含む。なお、ＰＭＶは、Predicted Mean Voteの略であり、
空調の温熱指標ＩＳＯ７７３０が規定している。ＰＭＶは、人の寒冷の感じ方を数値化し
たものであり、０が快適、－が寒い、＋が暖かいを示す。ＰＭＶの算出に用いるパラメー
タは、温度、湿度、平均輻射温度、着衣量、活動量、風速等である。
【００３３】
　プロセスデータは、時間の経過により変化する外部からの情報を含む。たとえば、気象
データ、運用データはプロセスデータに含まれる。気象データは、過去の気象データ、天
気予報データを含む。運用データは、過去の各制御対象機器２の制御設定値、運転スケジ
ュールの実行時における各制御対象機器２の状態量を含む。
【００３４】
　運転スケジュールの実行時における各制御対象機器２の状態量は、各制御対象機器２の
消費エネルギー、生産エネルギーを含む。たとえば、状態量は、エネルギー供給機器とし
てのＣＧＳ、電気式冷凍機、吸収式冷温水器の出力、負荷率なども含む。さらに、状態量
は、エネルギー貯蔵機器である蓄電池の放電量、蓄熱量、蓄熱装置の放熱量、蓄熱量など
を含む。
【００３５】
　電力抑制対象時刻は、使用電力量の削減による抑制に成功したら、インセンティブを与
える用意がある時刻をいう。たとえば、インセンティブを与える時刻として、１時から４
時の間としたものは、電力抑制対象時刻に含まれる。
【００３６】
　ベースラインは、インセンティブを与えるか否かの基準となる使用電力量のしきい値で
ある。このベースラインは、需要家の過去の一定期間の使用電力量に基づいて設定するこ
とができる。
【００３７】
　たとえば、過去の何日間又は何週間かの建物等における電力需要の実績値に基づいて、
ベースラインが算定される。なお、本実施形態のベースラインは、一日単位で設定され、
一日の中では一定のものを一例として採用するものとする。
【００３８】
［２．制御対象機器の接続構成］
　各種の制御対象機器２の接続構成と、冷水、温水、電気、ガス等のエネルギーのフロー
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の一例を、図２に示す。これらの制御対象機器２のエネルギー授受の関係は、外部からの
受電した電力、外部から供給されたガスをエネルギー源として、電気、冷熱、温熱を部屋
１１０の空調機１１１等に供給するものである。
【００３９】
　制御対象機器２としては、蓄電池１００、ＰＶ１０１、ＣＧＳ１０２、電気式冷凍機１
０３、吸収式冷温水器１０４、蓄熱槽１０５が設置されている。なお、ここで示した制御
対象機器２は一例であり、いずれの制御対象機器２を使用するか又は使用しないかは自由
である。また、本実施形態は、例示されていない制御対象機器２を排除するものではない
。
【００４０】
　たとえば、空冷ＨＰ（ヒートポンプ）、水冷冷凍機、太陽熱温水器等、他の制御対象機
器も設置可能である。つまり、本実施形態の制御対象は、上記の機器構成に限定するもの
ではなく、一部の機器が無い場合や本実施形態の手法を拡張して容易に適用できる場合の
構成も含まれる。
【００４１】
　蓄電池１００は、充電及び放電の双方を行うことが可能な二次電池を利用した設備であ
る。ＰＶ１０１は、太陽光のエネルギーを電気エネルギーに変換する太陽光パネルを備え
た発電設備である。ＰＶ１０１は、天候等の気象条件により、電気エネルギーの供給量が
変化する機器の一つである。
【００４２】
　ＣＧＳ(Co-Generation System)１０２は、内燃機関や外燃機関による発電とともに、そ
の排熱を利用可能なシステムである。この例のＣＧＳ１０２は、ガスをエネルギー源とし
て発電するとともに、排熱を利用可能な熱電併給システムである。発電及び熱源として、
燃料電池を用いてもよい。
【００４３】
　電気式冷凍機１０３は、気体の冷媒の圧縮、凝縮、蒸発のプロセスにより冷却を行う圧
縮式の冷凍機であり、冷媒を圧縮するために、電動の圧縮機を用いる。
【００４４】
　吸収式冷温水器１０４は、冷媒の凝縮器と蒸発器との間に、水蒸気の吸収と熱源による
再生のプロセスを介在させて、冷水又は温水を供給する機器である。熱源のエネルギーと
しては、ガスや、ＣＧＳ１０２等からの排熱を利用できる。
【００４５】
　蓄熱槽１０５は、貯留した熱媒により蓄熱を行う槽である。なお、上記の電気式冷凍機
１０３、吸収式冷温水器１０４、蓄熱槽１０５は、部屋１１０に設置された空調機１１１
のための温水、冷水を供給することができる。
【００４６】
　設定パラメータは、たとえば、処理タイミング、重み係数、評価指標、機器特性、優先
順位等の本実施形態の処理に用いる各種のパラメータを含む。処理タイミングは、後述す
る最適化処理部４０が処理を開始するタイミング、再スケジューリング要否判定部１７が
再スケジューリングの要否を判定するタイミングを含む。
【００４７】
　重み係数は、後述する類似度演算に用いられる係数である。評価指標は、消費エネルギ
ー、供給エネルギー、コストなど、最適化のために最小化すべき指標である。機器特性は
、各制御対象機器２の定格、下限出力、ＣＯＰ等、それぞれの機器の特性に応じて定まる
各種のパラメータを含む。これらのパラメータには、後述する各種の演算に用いられるパ
ラメータが含まれる。
【００４８】
　なお、ＣＯＰ（Coefficient of performance)は、ヒートポンプ等の熱源機器の成績係
数であり、冷却又は加熱能力を消費電力で割ったものである。優先順位は、後述するイン
センティブの受取の可否を判定する判定時刻の優先順位である。
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【００４９】
［３．蓄電蓄熱最適化装置の構成］
　蓄電蓄熱最適化装置４の構成を、図３及び図４を参照して説明する。図３は、蓄電蓄熱
最適化装置４の全体構成を示すブロック図、図４は、最適化処理部４０を示すブロック図
である。
【００５０】
　蓄電蓄熱最適化装置４は、最適化処理部４０、データ取得部２０、設定パラメータ入力
部２１、処理データ記憶部２２、最適化データ記憶部２３、送受信部２４を有する。
【００５１】
［３－１．最適化処理部］
　最適化処理部４０は、エネルギー予測部１０、スケジュール最適化部１１、インセンテ
ィブ受取可否判定部１２、電力抑制スケジュール最適化部１３、採用スケジュール選択部
１４、制御情報出力部１５、開始指示部１６、再スケジューリング要否判定部１７を有す
る。
【００５２】
（１）エネルギー予測部
　エネルギー予測部１０は、制御対象機器２の消費エネルギー又は生産エネルギーを予測
する処理部である。この予測の手法は、特定のものには限定されない。本実施形態のエネ
ルギー予測部１０は、たとえば、図４に示すように、類似度演算部１０ａ、類似日抽出部
１０ｂ、予測値設定部１０ｃを有する。
【００５３】
　類似度演算部１０ａは、所定の類似度演算式に基づいて、処理データ記憶部２２に記憶
された過去の曜日、天候、温湿度から、最適化すべき運転スケジュールの実行日と、過去
の日との類似度を演算する処理部である。類似日抽出部１０ｂは、類似度演算部１０ａに
より演算された類似度に基づいて、運転スケジュールの実行日と類似する日を抽出する処
理部である。
【００５４】
　予測値設定部１０ｃは、類似日抽出部１０ｂにより抽出された類似日における運用デー
タに基づいて、当該日付の制御対象機器２の消費エネルギー又は生産エネルギーを、エネ
ルギー予測値として設定する処理部である。
【００５５】
（２）スケジュール最適化部
　スケジュール最適化部１１は、制御対象機器２の評価指標が最小化するように、運転ス
ケジュールを最適化する処理部である。本実施形態の評価指標としては、たとえば、制御
対象機器２を作動させた場合のエネルギーに要するコストとする。この最適化は、たとえ
ば、エネルギー予測部１０のエネルギー予測値に基づいて、目的関数が最小となるように
、制約条件式の変数を最適化することにより行う。
【００５６】
（３）インセンティブ受取可否判定部
　インセンティブ受取可否判定部１２は、使用電力の削減によってインセンティブの受け
取りが可能な時刻を判定する処理部である。インセンティブの受け取りが可能な時刻とは
、電力抑制対象時刻のうち、最適化された運転スケジュールにおいて、需要家がインセン
ティブが受け取れる時刻をいう。
【００５７】
　このインセンティブ受取可否判定部１２は、初期状態決定部１２１、判定時刻決定部１
２２、運転点導出部１２３、使用電力量判定部１２４、割当キャンセル部１２５、受取可
否判定部１２６、終了判定部１２７を有している。
【００５８】
　(a)初期状態決定部
　初期状態決定部１２１は、蓄電池１００のＳＯＣ（State Of Charge）及び蓄熱槽の残
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存蓄熱量の初期状態を決定する処理部である。ＳＯＣは、蓄電池１００の充電状態を示す
単位である。満充電時に対する充電残量の比率を相対的に表したものである。
【００５９】
　(b)判定時刻決定部
　判定時刻決定部１２２は、あらかじめ設定された優先順位に従って、インセンティブの
受け取りの可否を判定する時刻を決定する処理部である。このような優先順位を設定する
ことにより、種々の要請に対応した電力量の削減パターンを作成できる。たとえば、本実
施形態では、エネルギー予測部１０で予測された予測電力消費エネルギーの値が大きい順
に、判定時刻を決定する。
【００６０】
　(c)運転点導出部
　運転点導出部１２３は、判定時刻の使用電力量を最小とする機器の運転点を決定する処
理部である。
【００６１】
　(d)使用電力量判定部
　使用電力量判定部１２４は、導出された運転点の使用電力量が、所定の基準を超えるか
、所定の基準以下かを判定する処理部である。所定の基準としては、たとえば、ベースラ
インを含む。
【００６２】
　(e)割当キャンセル部
　割当キャンセル部１２５は、使用電力量判定部１２４の判定結果に応じて、蓄熱槽１０
５からの放熱量及び蓄電池１００からの放電量の割り当てをキャンセルする処理部である
。このキャンセルは、割り当てられる量の放熱、放電をしないことを意味する。キャンセ
ルした放熱量及び放電量は、次順位の判定時刻の判定に用いることもできる。
【００６３】
　(f)受取可否判定部
　受取可否判定部１２６は、使用電力量判定部１２４の判定結果に応じて、インセンティ
ブの受け取りの可否を判定する処理部である。
【００６４】
　(g)終了判定部
　終了判定部１２７は、ＤＲ対象時刻の全てについて、インセンティブの受け取りの可否
の判定を終了したか否かを判定する処理部である。
【００６５】
（４）電力抑制スケジュール最適化部
　電力抑制スケジュール最適化部１３は、インセンティブを考慮に含めて、制御対象機器
２の評価指標を最小化するように、運転スケジュールを最適化する処理部である。たとえ
ば、評価指標は、スケジュール最適化部１１と同様とする。
【００６６】
　この最適化には、たとえば、上記の目的関数、制約条件式を用いることができる。ただ
し、電力抑制スケジュール最適化部１３は、インセンティブ受取可と判定された時刻にお
ける電力料金の単価に、インセンティブ単価を加味するとともに、当該最適化における使
用電力量の上限をベースラインとする。
【００６７】
（５）採用スケジュール選択部
　採用スケジュール選択部１４は、スケジュール最適化部１１と電力抑制スケジュール最
適化部１３により得られたそれぞれの運転スケジュールのうち、実際に採用する運転スケ
ジュールを決定する処理部である。この決定は、たとえば、上記のようにコストを評価指
標とする場合には、一日合計の電力料金、ガス料金を計算して、小さい方の運転スケジュ
ールを採用することにより行う。
【００６８】
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（６）制御情報出力部
　制御情報出力部１５は、採用された運転スケジュールに基づいて、制御対象機器２の制
御情報を、ローカル制御装置３に出力する処理部である。制御情報は、運転スケジュール
に従って制御対象機器２を動作させるための情報であり、たとえば、各時間帯ごとの発停
、制御設定値などの情報が含まれる。
【００６９】
（７）開始指示部
　開始指示部１６は、あらかじめ設定されたタイミングで、最適化処理部４０による最適
化処理の実行を開始させる処理部である。たとえば、実行日の前日に蓄電蓄熱スケジュー
ルを設定する場合、毎日の所定時間を設定タイミングとすることが考えられる。これを何
日おきにするか、何時にするかは、自由に設定可能である。
【００７０】
（８）再スケジューリング要否判定部
　再スケジューリング要否判定部１７は、あらかじめ設定されたタイミングで、再度、運
転スケジュールを最適化する必要があるか否かを判定する処理部である。
【００７１】
［３－２．データ取得部］
　データ取得部２０は、最適化処理部４０の処理に必要なデータを、外部から取得する処
理部である。取得されるデータとしては、プロセスデータ、インセンティブ単価、電力抑
制対象時刻、ベースラインが含まれる。
【００７２】
［３－３．設定パラメータ入力部］
　設定パラメータ入力部２１は、最適化処理部４０の処理に必要な設定パラメータを入力
する処理部である。設定パラメータとしては、上記のように、処理タイミング、重み係数
、評価指標、機器特性、優先順位を含む。
【００７３】
［３－４．処理データ記憶部］
　処理データ記憶部２２は、最適化処理部４０の処理に必要なデータを記憶する処理部で
ある。このデータは、エネルギー使用料金の単価、プロセスデータ、インセンティブ単価
、電力抑制対象時刻、ベースライン、設定パラメータを含む。
【００７４】
　この処理データ記憶部２２には、上記で例示したものの他、各部の処理に必要な情報が
含まれる。たとえば、各部の演算式、パラメータが含まれる。したがって、料金を算出す
るための電力料金及びガス料金の単価等も、処理データ記憶部２２が記憶している。
【００７５】
［３－５．最適化データ記憶部］
　最適化データ記憶部２３は、最適化処理部４０による最適化処理で求められたデータを
記憶する処理部である。たとえば、最適化データ記憶部２３は、スケジュール最適化部１
１及び電力抑制スケジュール最適化部１３により最適化された運転スケジュールを記憶す
る。
【００７６】
　この最適化データ記憶部２３が記憶したデータを、過去の運用データとして、処理デー
タ記憶部２２が記憶することもでき、最適化処理部４０における上記の各部の演算処理に
用いることもできる。
【００７７】
［３－６．送受信部］
　送受信部２４は、ネットワークＮを介して、蓄電蓄熱最適化装置４と、ローカル制御装
置３、建物管理者の端末、上位の監視制御装置、気象情報等を提供するサーバ等との情報
の送受信を行う処理部である。なお、処理データ記憶部２２、最適化データ記憶部２３が
記憶したデータを、送受信部２４が送信することにより、上記のような外部の装置が活用
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できる。
【００７８】
　なお、蓄電蓄熱最適化装置４は、各部の処理に必要な情報の入力、処理の選択や指示を
入力する入力部、情報入力のためのインタフェース、処理結果等を出力する出力部を有し
ている。
【００７９】
　入力部としては、キーボード、マウス、タッチパネル、スイッチ等、現在又は将来にお
いて利用可能な入力装置を含む。入力部は、上記のデータ取得部２０、設定パラメータ入
力部２１の機能を果たすこともできる。
【００８０】
　出力部としては、表示装置、プリンタ等、現在又は将来において利用可能なあらゆる出
力装置を含む。なお、処理データ記憶部２２、最適化データ記憶部２３が記憶したデータ
を、出力部が表示等することにより、オペレータが参照できる。
【００８１】
［４．蓄電蓄熱最適化装置の作用］
　以上のような本実施形態による蓄電蓄熱最適化装置４の作用を、図２、図５～１１を参
照して説明する。
【００８２】
［４－１．エネルギーの流れ］
　まず、制御対象機器２における電気、ガス、冷水、温水の流れを、図２を参照して説明
する。すなわち、電力系統から受電された電力は、蓄電池１００が貯蔵するか、上記のエ
ネルギー消費機器へ供給される。
【００８３】
　ＰＶ１０１及びＣＧＳ１０２で発電された電力も、蓄電池１００が貯蔵するか、上記の
エネルギー消費機器へ供給される。エネルギー消費機器に供給された電気は、電気式冷凍
機１０３が熱製造のために消費する。
【００８４】
　一方、ガス供給系統からのガスは、ＣＧＳ１０２、吸収式冷温水器１０４に供給される
。なお、吸収式冷温水器１０４は、ＣＧＳ１０２で発生した温熱によっても、冷熱製造が
可能である。さらに、吸収式冷温水器１０４は、ガス投入によっても、冷熱製造量を増加
できる。なお、吸収式冷温水器１０４は、ガス投入のみでも温熱供給が可能である。
【００８５】
　電気式冷凍機１０３、吸収式冷温水器１０４で製造した冷熱は、蓄熱槽１０５が貯蔵す
るか、部屋１１０に設置された空調機１１１に供給される。供給された冷熱により、空調
機１１１は部屋１１０の空調を行う。また、空調機１１１は、ＣＧＳ１０２、吸収式冷温
水器１０４のいずれかで発生する温水の供給を受けて、暖房を行うことも可能である。
【００８６】
［４－２．使用電力量とベースラインとの関係］
　ここで、インセンティブ型ＤＲが採用される場合における建物の使用電力量、ベースラ
イン、電力抑制対象時刻、電力削減量の関係を、図５を参照して説明する。図５は、建物
の一日分の使用電力量の推移を表したものであり、横軸を一日分の時刻とし、縦軸を建物
の使用電力量とする。
【００８７】
　ベースラインは、上記のように、対象となる建物、工場等における過去の電力需要（消
費電力量）の実績値に基づいて決定される。たとえば、何日間、何週間又は一カ月分の電
力抑制対象時刻における最大使用電力を、ベースラインに設定できる。ただし、ベースラ
インの設定方法はこれには限定されない。
【００８８】
　図５のハッチング箇所の例に示すように、ＤＲによる電力抑制対象時刻（この例では、
１３時～１６時）において、設定されたベースラインに対して、使用電力量が下回った分
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だけが、電力削減量とみなされる。
【００８９】
　なお、図５において、時刻Ａは電力抑制対象時刻ではないため、ベースラインを下回る
使用電力量であっても、インセンティブを受け取ることはできない。時刻Ｂは電力抑制対
象時刻であるため、ベースラインを下回る分に応じて、インセンティブを受け取ることが
可能となる。
【００９０】
　ただし、インセンティブを含む契約体系の例としては、以下のＰＴＲ、Ｌ－ＰＴＲ、Ｃ
ＣＰが想定されている。
 (1) ＰＴＲ：Peak Time Rebate
　ＰＴＲは、上記電力削減量に、インセンティブ単価を乗じた額が、需要家に支払われる
場合の契約体系である。
 (2) Ｌ－ＰＴＲ：Limited Peak Time Rebate
　Ｌ－ＰＴＲは、ＰＴＲとほぼ同様であるが、支払われるインセンティブに上限がある場
合の契約体系である。
 (3) ＣＣＰ：Capacity Commitment Program
　ＤＲ対象時刻の全ての時間において、あらかじめ決められた電力削減量の目標値を上回
った場合にのみ、ベースラインと目標値に応じた固定額が支払われる場合の契約体系であ
る。
【００９１】
　つまり、単純に電力削減量に比例する金額がインセンティブとなるとは限らず、何らか
の限界を設ける場合もある。なお、これらはあくまでも例示であり、一般的にこれらの手
法のみが確立し又は実施が予定されているわけではない。実際の適用にあたっては、種々
の異なる手法も適用可能である。
【００９２】
［４－３.電力抑制によるコスト推移］
　ここで、電力抑制によるコスト推移の概念を、図６を参照して説明する。図６は、ＤＲ
対象時刻の使用電力を徐々に抑制した場合のコストの推移を表したグラフであり、縦軸を
電力・ガス等のコスト、横軸をＤＲ対象時刻の最大使用電力量とする。図中の各黒点[1]
～[5]の意味と、その推移の説明は、以下の通りである。
【００９３】
　まず、黒点[1]は、電力抑制対策を、一切行わない場合を示す。この黒点[1]を起点に、
２種の料金体系１、２に基づいて、蓄熱または蓄電を用いた負荷シフトによる電力抑制を
実施する場合を考える。
【００９４】
　ここで、料金体系１は、ＤＲ対象時刻における電力単価が、他の時刻に比べて高い場合
である。料金体系２は、ＤＲ対象時刻における電力単価が、他の時刻とほぼ同等又は安い
場合である。
【００９５】
　たとえば、料金体系１の場合、負荷シフトにより、コストと最大使用電力量の双方が低
下する。負荷シフトとは、購入する電力を使用する時間帯をずらすことをいう。負荷シフ
トの例は、料金の単価が安い夜中のうちに蓄電池１００に蓄電しておいて、料金の単価が
高い昼間の時間に、蓄電池１００から電力を得ることにより、購入する電力量を減らして
コストを下げる場合である。
【００９６】
　このような手法で、ベースラインまで部分的に電力を抑制した時点を、黒点[2]に示す
。蓄電池１００の量に余裕があって、さらに、昼間の電力消費量を抑えられる場合には、
より一層コストを下げることができる。つまり、最大使用電力量がベースラインを下回る
まで電力抑制を継続する場合には、インセンティブ分も加味されて、コストの削減度合い
が大きくなる。これにより、最大まで電力を抑制した時点を、黒点[3]に示す。



(14) JP 5981313 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

【００９７】
　一方、料金体系２の場合、ＤＲ対象時刻における電力単価が、他の時刻とほぼ同等又は
安いので、負荷シフトによりコストが増加する可能性がある。つまり、充電時間を夜中と
しても、夜中の電力料金が昼間と比べて変わらないか又は高い。このため、電力のロスが
出ることも考慮すると、却ってコストが上がってしまう。このように、ベースラインまで
部分的に電力を抑制した時点を、黒点[4]に示す。
【００９８】
　更に、最大使用電力量がベースラインを下回り、電力抑制を継続する場合には、インセ
ンティブ分が加味されてコスト増加度合いは小さくなる。または、一転してコストが減少
方向に転じる可能性はある。コストが減少方向になり、最大まで電力を抑制した時点を、
黒点[5]に示す。
【００９９】
　ところが、料金体系２の場合、図６の[1][5]に示すように、最大まで電力を抑制しても
、電力を抑制しない場合よりもコスト高となる可能性がある。このため、料金体系２の場
合においては、結果的に電力抑制対策を一切行わないことが、コストが最小となる一例と
言える。なお、[1][2][3]と[1][4][5]の軌跡の違いは、たとえば、電力料金の単価の相違
により生じる場合もあれば、他のパラメータの相違により生じる場合もある。
【０１００】
　上記のように、ＤＲ対象時刻の電力単価を仮想的に変更して最適化したとしても、ベー
スラインまでの電力抑制に関わるコスト増加の影響が加味されない場合が生じる。このた
め、コストが増加するにもかかわらず、電力の抑制を図るという誤った運転スケジュール
が導出されてしまう。
【０１０１】
　さらに、使用電力量がベースラインを上回る時間帯があった場合には、実際には当該時
刻においてインセンティブを受け取れない。このため、得られた運転スケジュールは、正
しいものとは言えない。
【０１０２】
　本実施形態においては、上記のような状況に新たに着目して、インセンティブを考慮す
る場合と考慮しない場合とを比較して、いずれか一方を選択することとしている。たとえ
ば、上記の例では、[3]及び[5]の運転スケジュールを立てて、最後に比較すれば、最適な
計画が得られる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、演算を簡易化するために、たとえば、インセンティブが付与さ
れる時間帯について、インセンティブ分を上乗せした仮想的な電力単価を想定して最適化
する方法を採用している。つまり、インセンティブを考慮した計算の途中では、使用電力
量をインセンティブに対してどれだけ下げたかを厳密には評価せず、単価だけを安いもの
に入れ替えることにより、計算を簡略化している。
【０１０４】
［４－４．翌日の運転スケジュールを前日に最適化する処理］
　蓄電蓄熱最適化装置４の処理手順について、図７及び図９のフローチャートに沿って説
明する。以下に説明する処理は、たとえば、建物１における制御対象機器２の翌日の運転
スケジュールを、前日の夜に最適化する例である。なお、最適化する運転スケジュールは
、将来の所定の期間であればよく、翌日であるか、翌日より後のいずれかの一日であるか
は限定されない。
【０１０５】
［最適化実行開始処理］
　まず、開始指示部１６は、あらかじめ設定された時刻に、エネルギー予測部１０に最適
化処理の実行を指示する。たとえば、前日の２１時になると、最適化処理部４０が、最適
化処理の実行を開始する。図７のフローチャートは、開始指示部１６の指示で、最適化処
理の実行が開始された後の処理フローを示す。
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【０１０６】
［エネルギー予測処理］
　エネルギー予測部１０は、処理データ記憶部２２に記憶された過去の所定期間の気象デ
ータ及び運用データに基づいて、制御対象機器２の消費エネルギー又は供給エネルギーを
予測する（ステップ０１）。
【０１０７】
　ここで、エネルギー予測部１０による予測処理の一例を説明する。まず、類似度演算部
１０ａが、気象データ及び運用データとして処理データ記憶部２２に保存された過去の曜
日、天候、温湿度に基づいて、類似度を演算する。類似度の演算式の一例を、以下の式（
１）に示す。
【０１０８】

【０１０９】
　ここで「曜日による重み」は、あらかじめ設定しておいた曜日毎の重み係数を使用する
。ａ、ｂ、ｃは、各因子の重み係数である。「天候による重み」も同様に、あらかじめ設
定しておいた天候毎の重み係数を使用する。
【０１１０】
　たとえば、翌日が「火曜日」であれば、「曜日による重み」は、「火曜日」の重みを用
いる。翌日の天気予報に基づく天候が「晴れ」ならば、「天候による重み」は、「晴れ」
の重みを用いる。翌日の最高気温、最低気温、相対湿度は予想のものを用いる。
【０１１１】
　そして、過去の気象データとして、過去の日の日番号に対応して記録されたそれぞれの
日の最高気温ＴＭｉ、最低気温ＴＬｉ、相対湿度ＲＨｉを用いる。日番号とは、処理デー
タ記憶部２２に記憶された運用データ及びこれに対応する気象データを、日毎に並べて割
り振った通し番号である。
【０１１２】
　各重みの設定は自由である。たとえば、翌日の予報に基づく天候が「晴れ」の場合に、
過去のデータは「晴れ」であれば重み係数は小さくなるが、過去のデータが「雨」であれ
ば重み係数は大きくなる。
【０１１３】
　なお、「曜日による重み」と「天候による重み」、ａ、ｂ、ｃなどの各因子の重み係数
は、設定パラメータ入力部２１から入力され、処理データ記憶部２２に記憶されたものを
、予測精度に応じて任意に設定可能である。
【０１１４】
　このように、式（１）によって、過去の日の類似度を演算により求める。なお、その他
の類似度の算出方法も存在するので、本実施形態は、この手法には限定されない。
【０１１５】
　そして、類似日抽出部１０ｂは、上記のように求めた類似度が最小となる日番号を抽出
する。予測値設定部１０ｃは、抽出された日番号に該当する日付における、制御対象機器
２の消費エネルギー又は供給エネルギーを翌日の予測値として設定する。
【０１１６】
［スケジュール最適化処理］
　次に、スケジュール最適化部１１は、エネルギー予測部１０の予測値に基づいて機器の
運転スケジュールを最適化する（ステップ０２）。ここでは、最小化する指標がコストで
あっても、電力抑制によるインセンティブを考慮しない。
【０１１７】
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　最小化する目的関数は、以下の式（２）のように定義でき、制約条件式は、以下の式（
３）～（８）のように定義することができる。なお、図３のエネルギーフローを表現した
ものが、制約条件式の（３）～（６）である。（７）～（８）は制御対象機器２の容量の
制約式である。ただし、これらの定式化も一例にすぎない。
【０１１８】

【０１１９】

【０１２０】
　式（２）を最小化する変数Ｘ１～Ｘ８を、式（３）～（８）により求めることにより、
最適化が可能となる。最適化する変数Ｘ１～Ｘ８の一例をまとめたものを、図８に示す。
Ｘ１は使用電力量、Ｘ２～Ｘ６は制御対象機器２の負荷率、Ｘ７は残存蓄熱量、Ｘ８は残
存蓄電量である。ここで、式（２）～（８）における変数等のｔは時刻（たとえば、単位
を一時間とする）を表す。
【０１２１】
　なお、式（２）の電力係数およびガス係数は最適化する指標によって異なる。たとえば
、コスト最小化であればそれぞれ電力料金の単価、ガス料金の単価となり、ＣＯ２最小化
であれば、それぞれのＣＯ２排出量又はこれに対応する係数になる。
【０１２２】
　式（３）～（８）は、主だった制約条件式であり、これらの条件を満足しつつ、最適化
指標を最小とする変数値を、数理計画手法またはシミュレーションによる繰り返し演算な
どで導出する。ここで得られた運転スケジュールを、以降はスケジュール(I)と表現する
。
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【０１２３】
［インセンティブ受取可否の判定］
　インセンティブ受取可否判定部１２は、ＤＲ対象時刻のうち、使用電力の引き下げによ
り、インセンティブを受け取れる可能性のある時刻を選定する（ステップ０３）。このよ
うなインセンティブ受取可否判定部１２における動作を、図９のフローチャートを参照し
て説明する。
【０１２４】
（初期状態の決定）
　まず、初期状態決定部１２１は、蓄電池１００のＳＯＣおよび蓄熱槽１０５の残存蓄熱
量の初期状態を決定する（ステップ１１）。たとえば、ここでは前日にスケジュールを作
成する場合を対象としているため、これらを満蓄状態であると仮定する。
【０１２５】
（判定時刻の決定）
　次に、判定時刻決定部１２２が、判定時刻を決定する（ステップ１２）。つまり、図１
０に示すように、ＤＲ対象時刻におけるエネルギー予測部１０で予測された予測電力消費
エネルギーの値が大きい順に、判定時刻を決定する。図中の丸数字が小さい程、優先順位
が高いことを示す。
【０１２６】
　予測電力消費エネルギーの値が大きい順として、判定時刻を決定することは、電力抑制
の要請が高い時刻から、優先的に抑制対象とすることになる。つまり、予測電力消費エネ
ルギーが最大の時刻は、需要が最大の時刻である。
【０１２７】
　この時刻は、社会全体として見ると、電力需要のピーク時と重なる場合が多い。このた
め、この時刻を優先的に抑制すると、社会の要請に応じることができる。つまり、社会全
体のことを考えると、ピークから下げていくことが望ましいため、需要の多い時間帯から
、次に多い時間帯へと順次抑制していく。
【０１２８】
（運転点の導出）
　運転点導出部１２３は、判定時刻の使用電力を最小とする機器の運転点を導出する（ス
テップ１３）。ここで、使用電力量Ｘ１は、式（３）の各項を移項した以下の式（９）で
算出できる。
【０１２９】

【０１３０】
　ここでは、前記の式（４）～（８）を満足するように、使用電力量Ｘ１を最小化する機
器の運転点を導出する。
【０１３１】
（使用電力量の判定）
　使用電力量判定部１２４は、算出された使用電力量がベースラインＰＢＡＳＥ［ｋＷｈ
］未満又は以下か、ベースライン以上又はベースラインを超えるかを判定する（ステップ
１４）。
【０１３２】
（受取可否の判定）
　使用電力量判定部１２４が、算出された使用電力量がベースライン未満又は以下である
と判定した場合（ステップ１４のＹＥＳ）、受取可否判定部１２６は、当該判定時刻はイ
ンセンティブ受取「可」と判定する（ステップ１５）。
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【０１３３】
　使用電力量判定部１２４が、算出された使用電力量がベースライン以上又はこれを超え
ると判定した場合（ステップ１４のＮＯ）、割当キャンセル部１２５が今回の蓄熱槽の放
熱量、蓄電池１００の放電量の割当てをキャンセルする（ステップ１６）。そして、受取
可否判定部１２６は、当該判定時刻は、インセンティブ受取「否」と判定する（ステップ
１７）。
【０１３４】
　終了判定部１２７は、ＤＲ対象時刻の全ての判定を終了したか否かを判定する（ステッ
プ１８）。終了判定部１２７が、ＤＲ対象時刻の全ての判定を終了していないと判定した
場合には（ステップ１８のＮＯ）、次に優先順位の高い時刻を判定時刻として（ステップ
１２）、上記と同様にステップ１３以降の動作を繰り返す。
【０１３５】
　終了判定部１２７が、ＤＲ対象時刻の全ての判定を終了したと判定した場合には（ステ
ップ１８のＹＥＳ）、インセンティブ受取可否判定部１２による一連の判定処理を終了す
る。
【０１３６】
　以上のように、一連のインセンティブ受取可否判定部１２の動作によって、ＤＲ対象時
間について、使用電力を最大限に削減した場合の各時刻におけるインセンティブ受取可否
が判定できる。
【０１３７】
［電力抑制スケジュールの最適化］
　次に、図７に示すように、電力抑制スケジュール最適化部１３が、インセンティブの受
け取りが可と判定された時刻について、電力抑制によるインセンティブを考慮に含めた運
転スケジュールの最適化を実施する（ステップ０４）。
【０１３８】
　このとき、電力係数ＥＣｔ［円／ｋＷｈ］を、以下の式（１０）のように変更する。ま
た、当該時刻の使用電力量Ｘ１の上限を、ベースラインに変更する。
【０１３９】
　なお、式（１０）のＥＣＨＧｔ［円／ｋＷｈ］は時刻ｔの電力従量料金単価であり、Ｉ
ＮＣｔ［円／ｋＷｈ］は時刻ｔにおけるインセンティブ単価である。これにより、電力料
金にインセンティブ単価が加味される。ここで得られた運転スケジュールを、以降はスケ
ジュール(II)と表現する。
【０１４０】

【０１４１】
［採用スケジュールの選択］
　採用スケジュール選択部１４は、スケジュール最適化部１１で得られたスケジュール(I
)、電力抑制スケジュール最適化部１３で得られたスケジュール(II)のうち、採用する運
転スケジュールを選択する（ステップ０５）。
【０１４２】
　すなわち、採用スケジュール選択部１４は、スケジュール(I)、スケジュール(II)のそ
れぞれの一日の合計の電力料金・ガス料金を計算し、いずれか小さい方を選択する。選択
されたスケジュールが、実際に適用される運転スケジュールとして決定される。
【０１４３】
［制御情報の出力］
　最後に、制御設定値出力部１５が、制御対象機器２に制御設定値を含む運転スケジュー
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ルに基づく制御情報を出力する（ステップ０６）。なお、制御情報の出力タイミングは、
種々のものが考えられる。たとえば、出力タイミングを、運転スケジュールの実行日の前
日とし、各ローカル制御装置３が受信した制御設定値を保持しておく。そして、各ローカ
ル制御装置３が、実行日に制御情報に基づく制御を実行する。また、運転スケジュールの
実行日の当日を出力タイミングとしてもよい。
【０１４４】
　なお、得られた運転スケジュールを始めとする一連の処理で計算された値は最適化デー
タ記憶部２３が保存する。以上が、翌日の運転スケジュールを前日のうちに最適化する場
合の、蓄電蓄熱最適化装置４の動作フローである。
【０１４５】
　なお、上記の一連の処理は、最小化する評価指標を、コストとした。しかし、評価指標
は、コスト以外のものであってもよい。たとえば、ＣＯ２、ピーク受電量、消費エネルギ
ー等についても、最小化する評価指標とすることができる。また、これらの評価指標を組
み合わせた複合指標を用いることもできる。
【０１４６】
［４－５．当日にスケジュールを変更する場合］
　以上のように、前日夜に最適化した運転スケジュールに基づいて、翌日、実際に制御対
象機器２が運用を開始する。
【０１４７】
　ここで、制御対象機器２を運用している当日に、スケジュールを変更する場合の蓄電蓄
熱最適化装置４の動作を、図１１のフローチャートを参照して説明する。なお、再スケジ
ューリング開始後の基本的な処理は、上記の前日夜に最適化する処理と同様であるため、
説明は簡略化する。
【０１４８】
　制御対象機器２の運用開始後、再スケジューリング要否判定部１７は、所定のタイミン
グで、再スケジュールが必要か否かを判定する（ステップ２１）。判定は、最適化データ
記憶部２３に記憶されている運転スケジュールと、処理データ記憶部２２に記憶されてい
る運用データ等を照合することにより行う。
【０１４９】
　判定するタイミングとしては、たとえば、以下のようなものを設定可能である。
(1)あらかじめ定めた間隔（たとえば、５分）
(2)オペレータからの要求が入力された場合
(3)予測の対象であるＰＶ１０１などの供給エネルギーまたは消費エネルギーに急変が生
じた場合
(4)予測に用いた天気予報から実際の気象条件（たとえば、気温、湿度、天気など）が外
れた場合あるいは急変が生じた場合
(5)制御情報出力部１５から出力された運転スケジュールと実際の機器の運用状態がずれ
た場合
(6)ＤＲに関わるインセンティブ単価やＤＲ対象時刻、ベースラインが変更された場合
【０１５０】
　なお、インセンティブ単価も変動する可能性がある。つまり、運転スケジュールを実行
する当日になって、急に、電力会社が、特定の時間のインセンティブ単価を変更をする場
合が想定される。その場合には、これをトリガーにして、運転スケジュールを変更するこ
とになる。
【０１５１】
　判定のために比較するデータとしては、たとえば、以下のようなものを利用する。
(a)供給エネルギー及び消費エネルギーの実測値と予測値
(b)最適化された運転スケジュールと実際の機器の運用状態
【０１５２】
　再スケジューリング要否判定部１７は、これらの比較するデータの差分が、それぞれあ
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らかじめ処理データ記憶部２２に設定されたしきい値を超えない場合、再スケジューリン
グは不要と判定する（ステップ２１のＮＯ）。これらの差分が、しきい値を超えた場合に
、再スケジューリングが必要と判定する（ステップ２１のＹＥＳ）。
【０１５３】
　このように再スケジューリング要否判定部１７が、再スケジューリングが必要と判定し
た場合、開始指示部１６が、再スケジューリングの実行開始を指示する（ステップ２２）
。これにより、図９のフローチャートで示したように、再スケジューリングが開始する。
【０１５４】
　ここで、図９のフローチャートにおけるステップ１１の動作においては、蓄電池１００
のＳＯＣおよび蓄熱槽１０５の残存蓄熱量の初期状態は、現在のＳＯＣ及び現在の残存蓄
熱量が設定される。他の動作は、上記の前日にスケジュールを作成する場合と同様である
。
【０１５５】
［５．効果］
　以上、本実施形態によれば、インセンティブの受け取りが可能な時刻を事前に判定して
、その時刻についてのみインセンティブを反映した電力単価で最適化した運転スケジュー
ルを導出する。このため、現実に即した正しいＤＲ運転スケジュールが得られる。
【０１５６】
　また、インセンティブを考慮した演算を行う際には、インセンティブ単価分、電力の使
用量に対する単価が安くなったものとして、最適化の演算を行う。このため、ベースライ
ンに対する使用電力量の変化に伴う厳密な定式化による複雑な演算が不要となる。
【０１５７】
　また、インセンティブを考慮しないで最適化した場合の運転スケジュールと、インセン
ティブを考慮して最適化した場合の運転スケジュールの双方を計算し、いずれか評価指標
の良好な方を採用する。たとえば、コストが安い方を実際に適用する運転スケジュールと
するので、コストが最小となる運転スケジュールを確実に得ることができる。
【０１５８】
　さらに、運転スケジュールと実際の運用状態にずれが生じた場合にも、運転スケジュー
ルを再度最適化することができる。このため、より現実に即した運転スケジュールとする
ことができ、追加のエネルギー調達を最低限に抑え、全体として効率的な運用が可能とな
る。
【０１５９】
［Ｂ．第２の実施形態］
［１．構成]
　本実施形態の構成は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様である。ただし、イン
センティブ受取可否判定部１２における判定時刻決定部１２２が判定する判定時刻の優先
順位が、異なっている。すなわち、本実施形態では、エネルギー予測部１０で予測された
予測電力消費エネルギーの値が小さい順に、判定時刻を決定する。
【０１６０】
［２．作用］
　以上のような本実施形態の作用は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様である。
ただし、運転スケジュールを作成する場合、図９に示したフローチャートのステップ１２
において、判定時刻決定部１２２は、エネルギー予測部１０で設定された予測消費エネル
ギーが小さい時刻から順に、判定時刻とする。
【０１６１】
　このようにして決定されたインセンティブ受取可否判定時刻の優先順位の一例を、図１
２に示す。図中の丸数字が小さい程、優先順位が高いことを示す。その他の動作は、上記
の第１の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１６２】
[３．効果]
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　以上のような本実施形態によれば、エネルギー予測部１０で得られた予測電力消費エネ
ルギーが小さい時刻から順に、インセンティブの受取可否を判定する。このため、電力抑
制により得られるインセンティブを最大化するコスト最小運転スケジュールを得ることが
できる。
【０１６３】
　つまり、蓄電、蓄熱を用いて負荷シフトできる量には限界がある。そこで、対象時刻中
で、本来需要が少ない時刻を優先して電力を下げていくと、負荷シフトする量を抑えつつ
も、ベースラインに対する下げ幅を最大化できる。
【０１６４】
［Ｃ．第３の実施形態］
［１．構成］
　本実施形態の構成は、基本的には上記の第１の実施形態と同様である。ただし、本実施
形態においては、図１３に示すように、優先順位入力部２５を有している。優先順位入力
部２５は、ユーザがどの時刻を優先して抑制するかの優先順位を入力する処理部である。
【０１６５】
　なお、優先順位入力部２５は、上記の入力部と共通のものを用いることができる。また
、優先順位入力部２５は、送受信部２４を介して入力された優先順位を受け付けて、処理
データ記憶部２２に設定する処理部として構成することもできる。さらに、ネットワーク
Ｎを介して送受信部２４に接続されたユーザの入出力端末も、優先順位入力部２５に含ま
れる。
【０１６６】
［２．作用］
　以上のような本実施形態の作用は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様である。
ただし、運転スケジュールを作成する場合、図９に示したフローチャートのステップ１２
において、判定時刻決定部１２２は、ユーザから入力された優先順に従った順に判定時刻
とする。その他の動作は、上記の第１の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１６７】
［３．効果］
　以上のような本実施形態によれば、優先順位入力部２５によりインセンティブ受取可否
の判定時刻の優先順位を外部から入力できる。これにより、ユーザの希望に沿った時刻に
、電力の抑制を実施するコスト最小運転スケジュールを得ることができる。
【０１６８】
　つまり、どの時刻を優先して抑制するかをユーザ側で選ぶことができる。何らかの理由
で、特定の時刻に最大限に電力を抑制したい場合、その時刻の優先順位が最も高くなる。
他の時刻が同等であれば、同じ順位をつけるといった個別の事情に対応することもできる
。
【０１６９】
［Ｄ．第４の実施形態］
［１．構成］
　本実施形態の構成は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様である。ただし、本実
施形態は、Ｌ－ＰＴＲ型のＤＲもしくはＣＰＰ型のＤＲの実施に際しても、必要なデータ
を用いて運転スケジュールの最適化が可能な構成である。
【０１７０】
　このために、本実施形態では、Ｌ－ＰＴＲ型の場合のインセンティブの上限額、ＣＰＰ
型の場合の電力削減の目標値が、データ取得部２０を介して入力され、処理データ記憶部
２２に設定されている。また、使用電力のマージンが、設定パラメータ入力部２１を介し
て入力され、処理データ記憶部２２に設定されている。
【０１７１】
　なお、本実施形態においては、上記の上限額、目標値、マージンに基づく上限及び下限
の値を、インセンティブ受取可否判定部１２及び電力抑制スケジュール最適化部１３にお
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ける処理に用いる。Ｌ－ＰＴＲ型とＣＰＰ型の上限及び下限は、それぞれ以下の通りとな
る。
【０１７２】
・Ｌ－ＰＴＲ型のＤＲ実施の場合
使用電力量Ｘ１の上限：ベースライン
使用電力量Ｘ１の下限：インセンティブ上限額を達成する使用電力量
・ＣＰＰ型のＤＲ実施の場合
使用電力量Ｘ１の上限：電力削減目標値を満足する使用電力量（下記の式（１１）参照）
使用電力量Ｘ１の下限：上記の上限からマージンを際し引いたもの（下記の式（１２）参
照）
【０１７３】
　マージンとは、以下の通りである。まず、ＣＰＰの場合には、ベースラインを下回って
も、さらに目標値を下回らないと、インセンティブは支払われない。目標値を下回れば、
ベースラインから目標値までの削減量の部分については、インセンティブが支払われる。
しかし、目標値を下回る削減量の部分については、インセンティブは支払われない。そこ
で、目標値よりも下側に、さらに下限を設けて、目標値を下回るけれども、下限は上回る
ようにする必要がある。この目標値と下限との幅がマージンである。
【０１７４】
　下限を設けないと、目標値を下回っているにもかかわらず、無駄に電力量を下げること
になるので、歯止めをかけるために下限が必要となる。マージンに収まる使用電力になる
ようにすれば、インセンティブが支払われる通りに、無駄に電力を抑制することがなくな
る。
【０１７５】
　また、本実施形態のインセンティブ受取可否判定部１２における使用電力量判定部１２
４は、使用電力量が上限を達成可能か否かを判定する処理部である。受取可否判定部１２
６は、使用電力量が上限を達成可能か否かにより、インセンティブの受け取りの可否を判
定する処理部である。
【０１７６】
［２．作用］
　以上のような本実施形態の作用は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様である。
ただし、本実施形態では、図１４のフローチャートに示すように、インセンティブ受取可
否判定部１２における判定処理が、図９に示した手順と、一部異なっている。
【０１７７】
　まず、図１４では、初期状態の決定（ステップ３０１）、判定時刻の決定（ステップ３
０２）、運転点の導出（ステップ３０３）は、上記の実施形態と同様である。その後、ス
テップ３０４で、使用電力量判定部１２４が、最小化された判定時刻における使用電力量
がその上限以下又は未満か否かを判定する。
【０１７８】
　なお、ここで使用電力量の上限設定とは、上記のように、Ｌ－ＰＴＲ型のＤＲ実施の場
合はベースラインＰＢＡＳＥ［ｋＷｈ］である。また、ＣＰＰ型ＤＲ実施の場合の上限設
定は、以下の式（１１）に記す電力削減目標値ΔＰＬ［ｋＷｈ］を満足する使用電力量Ｐ
ＵＢ［ｋＷｈ］である。
【０１７９】

【０１８０】
　使用電力量判定部１２４が、使用電力量が上限以下又は未満でないと判定した場合には
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（ステップ３０４のＮＯ）、割当キャンセル部１２５が、今回割り当てられた放熱量及び
放電量をキャンセルする（ステップ３０６）。そして、受取可否判定部１２６が、当該時
刻はインセンティブ受取「否」と判定する（ステップ３０７）。
【０１８１】
　使用電力量判定部１２４が、使用電力量が上限設定以下若しくは未満であると判定した
場合には（ステップ３０４のＹＥＳ）、受取可否判定部１２６が、当該時刻はインセンテ
ィブ受取可と判定する（ステップ３０５）。
【０１８２】
　次いで、割当キャンセル部１２５は、使用電力が上限設定を下回った分だけ、放熱量及
び放電量の割り当てをキャンセルする（ステップ３０９）。この操作は、上限を下回った
分の蓄熱槽の放熱量や蓄電池１００の放電量を、次順位以降の判定時刻に有効活用するた
めである。
【０１８３】
　終了判定部１２７は、ＤＲ対象時刻の全ての判定を終了していないと判定した場合には
（ステップ３０８のＮＯ）、次に優先順位の高い時刻を判定時刻として（ステップ３０２
）、上記と同様にステップ３０３以降の動作を繰り返す。
【０１８４】
　終了判定部１２７が、ＤＲ対象時刻の全ての判定を終了したと判定した場合には（ステ
ップ３０８のＹＥＳ）、インセンティブ受取可否判定部１２による判定処理を終了する。
【０１８５】
　そして、電力抑制スケジュール最適化部１３は、インセンティブ受取可否判定部１２に
おいて、インセンティブ受取が可と判定された時刻の電力係数ＥＣｔ［円／ｋＷｈ］を、
式（１０）のように変更し、使用電力量Ｘ１の上限と下限を上記のように設定して、イン
センティブを考慮した運転スケジュールの最適化を実施する。以降の動作は、上記の第１
の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１８６】
［３．効果］
　以上のような本実施形態によれば、使用電力の目標達成が可能と判定された時刻におい
て、使用電力量の上限及び下限を設定することで、インセンティブが生じない領域での過
度の電力抑制を回避できる。そして、Ｌ－ＰＴＲ型又はＣＰＰ型のＤＲに対応して、コス
ト最小の運転スケジュールを得ることができる。
【０１８７】
［Ｅ．第５の実施形態］
［１．構成］
　本実施形態の構成を図１５に示す。本実施形態は、基本的には、上記の第１の実施形態
と同様である。ただし、本実施形態は、スケジュール表示部２６が追加されている。スケ
ジュール表示部２６は、上記の出力部と共通のものを用いることができる。さらに、ネッ
トワークを介して送受信部２４に接続されたユーザの入出力端末も、スケジュール表示部
２６に含まれる。
【０１８８】
　なお、本実施形態の採用スケジュール選択部１４は、上記の基準で運転スケジュールを
選択するのではなく、スケジュール表示部２６を介して、ユーザが選択した運転スケジュ
ールを選択するように設定されている。つまり、スケジュール表示部２６は、スケジュー
ル選択指示を入力する指示入力部としても機能する。
【０１８９】
［２．作用］
　以上のような本実施形態の作用は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様である。
ただし、採用スケジュール選択部１４による運転スケジュールの選択の前に、スケジュー
ル表示部２６に、最適化処理部４０で得られたインセンティブを考慮しない運転スケジュ
ールと、インセンティブを考慮した運転スケジュールとを、表示してユーザに了知させる
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。
【０１９０】
　たとえば、スケジュール表示部２６の表示画面に表示される画面例を、図１６に示す。
図１６の上部は、インセンティブを考慮しないで最適化した場合の運転スケジュール(I)
である。図１６の下部は、インセンティブを考慮して、最適化した場合の運転スケジュー
ル(II)である。
【０１９１】
　それぞれの運転スケジュールには、評価指標値とともに、時間帯毎の電力需要、受電量
、蓄電池放電量が、グラフ表示されている。これに加えて、指示入力部としてのスケジュ
ール承認ボタン、熱需給画面への移行ボタンも表示されている。
【０１９２】
　このように運転スケジュールの提示を受けたユーザは、いずれかの運転スケジュールを
適用すべきかを判断する。そして、決定した運転スケジュールの承認ボタンを選択するこ
とにより、採用スケジュール選択部１４に、採用スケジュールの選択を指示する。これに
より、ユーザが選択した運転スケジュールが、実行される運転スケジュールとして決定す
る。
【０１９３】
［３．効果］
　以上のように、本実施形態によれば、インセンティブを考慮しないで最適化した場合の
運転スケジュールと、インセンティブを考慮して最適化した場合の運転スケジュールの双
方を、オペレータが事前に確認できる。このため、評価指標値に応じて、いずれの運転ス
ケジュールを承認するか否かを判断して、指示することができる。
【０１９４】
［Ｆ．他の実施形態］
　本実施形態は、上記の態様に限定されるものではない。
（１）制御対象機器は、上記で例示したものには限定されない。たとえば、エネルギー供
給機器としては、太陽光発電設装置、太陽熱温水器の代わりに、又はこれに加えて、風力
発電設備等、気象条件によって出力が変化する設備を用いることもできる。なお、本実施
形態は、ビル等の所定の建物内に設置された制御対象機器を管理するシステムであるＢＥ
ＭＳ（Building Energy Management System）に適している。ただし、制御対象機器の設
置位置は、単一の建物か複数の建物かには限定されず、屋外を含んでいてもよい。つまり
、所定の領域に設置された制御対象機器を制御するＥＭＳ（Energy Management System）
として、広く適用可能である。
【０１９５】
（２）蓄電蓄熱最適化装置、ローカル制御装置、端末等は、ＣＰＵ等を含むコンピュータ
を所定のプログラムで制御することによって実現できる。この場合のプログラムは、コン
ピュータのハードウェアを物理的に活用することで、上記のような各部の処理を実現する
ものである。
【０１９６】
　上記の各部の処理を実行する方法、プログラム及びプログラムを記録した記録媒体も、
実施形態の一態様である。また、ハードウェアで処理する範囲、プログラムを含むソフト
ウェアで処理する範囲をどのように設定するかは、特定の態様には限定されない。たとえ
ば、上記の各部のいずれかを、それぞれの処理を実現する回路として構成することも可能
である。
【０１９７】
（３）上記の各処理部、記憶部等は、共通のコンピュータにおいて実現してもよいし、ネ
ットワークで接続された複数のコンピュータによって実現してもよい。たとえば、処理デ
ータ記憶部、最適化データ記憶部を、最適化処理部とネットワークで接続されたサーバに
構成してもよい。
【０１９８】
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　さらに、図１７に示すように、制御対象機器２を設置した建物などに設けられた情報通
信装置６に、遠隔に設置された蓄電蓄熱最適化装置４を、ネットワークＮ２を介して接続
した構成とすることも可能である。情報通信装置６は、パーソナルコンピュータ、制御パ
ネル等により構成することができる。
【０１９９】
　情報通信装置６は、たとえば、送受信部６１、制御情報出力部６２、表示部６３を有す
る。送受信部６１は、蓄電蓄熱最適化装置４との情報の送受信を行う処理部である。たと
えば、送受信部６１は、蓄電蓄熱最適化装置４からの制御情報を含む運転スケジュールを
受信し、蓄電蓄熱最適化装置４へ、優先順位や運転スケジュールの選択指示を送信するこ
とができる。
【０２００】
　制御情報出力部６２は、ネットワークＮ２で接続されたローカル制御装置３に制御情報
を出力する処理部である。表示部６３は、制御情報を含む受信した運転スケジュール等を
表示する処理部である。入力部６４は、優先順位や運転スケジュールの選択指示等を入力
する処理部である。表示部６３及び入力部６４は、上記のスケジュール表示部２６及び優
先順位入力部２５としての機能を有する。
【０２０１】
　さらに、需要家側には、蓄電蓄熱最適化装置４から出力された制御情報を受信する受信
部のみが存在して、受信部が受信した制御情報に基づいて、ローカル制御機器３が制御さ
れる構成とすることも可能である。
【０２０２】
　このように、たとえば、クラウドコンピューティングのように、ネットワークを介して
、制御対象機器２から遠隔の地に構成された単一若しくは複数のサーバにより、蓄電蓄熱
最適化装置４を実現する態様も、本実施形態の一態様である。これにより、需要家側の設
備を簡略化して、導入コストを節約することができ、普及の促進に繋がる。
【０２０３】
（４）処理データ記憶部、最適化データ記憶部に記憶される各データの記憶領域は、それ
ぞれが各データの記憶部として構成できる。これらの記憶部は、典型的には、内蔵された
又は外部接続された各種メモリ、ハードディスク等により構成できる。ただし、記憶部と
しては、現在又は将来において利用可能なあらゆる記憶媒体を利用可能である。演算に用
いるレジスタ等も、記憶部として捉えることができる。記憶の態様も、長時間記憶が保持
される態様のみならず、処理のために一時的に記憶され、短時間で消去又は更新される態
様も含まれる。
【０２０４】
（５）実施形態に用いられる情報の具体的な内容、値は自由であり、特定の内容、数値に
は限定されない。実施形態において、しきい値に対する大小判断、一致不一致の判断等に
おいて、以上、以下、として値を含めるように判断するか、より大きい、より小さい、超
える、超えない、上回る、下回る、未満として値を含めないように判断するかも自由であ
る。したがって、たとえば、値の設定によっては、「以上」を「より大きい」、「超える
」、「上回る」に、「以下」を「より小さい」、「超えない」、「下回る」、「未満」に
読み替えても、実質的には同じである。
【０２０５】
（６）本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるも
のである。
【符号の説明】
【０２０６】
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１…建物
２…制御対象機器
３…ローカル制御装置
４…蓄電蓄熱最適化装置
５…蓄電蓄熱最適化システム
６…情報通信装置
１０…エネルギー予測部
１０ａ…類似度演算部
１０ｂ…類似日抽出部
１０ｃ…予測値設定部
１１…スケジュール最適化部
１２…インセンティブ受取可否判定部
１３…電力抑制スケジュール最適化部
１４…採用スケジュール選択部
１５、６２…制御情報出力部
１６…開始指示部
１７…再スケジューリング要否判定部
２０…データ取得部
２１…設定パラメータ入力部
２２…処理データ記憶部
２３…最適化データ記憶部
２４、６１…送受信部
２５…優先順位入力部
２６…スケジュール表示部
４０…最適化処理部
６３…表示部
６４…入力部
１００…蓄電池
１０１…ＰＶ
１０２…ＣＧＳ
１０３…電気式冷凍機
１０４…吸収式冷温水器
１０５…蓄熱槽
１１０…部屋
１１１…空調機
１２１…初期状態決定部
１２２…判定時刻決定部
１２３…運転点導出部
１２４…使用電力量判定部
１２５…割当キャンセル部
１２６…受取可否判定部
１２７…終了判定部
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