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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出部と、
　前記発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予
想消費電力量を前記所定期間毎に算出する消費電力量算出部と、
　前記予想発電量が前記予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断す
る余剰電力期間判断部と、
　前記余剰電力期間における前記予想発電量から前記予想消費電力量を差し引いた電力量
である予想余剰電力量を算出する余剰電力量算出部と、
　予め設定された充電量から現在の電池の残量を差し引いた量が前記予想余剰電力量より
大きい場合、前記余剰電力期間の開始時の前記電池の残量を、前記予め設定された充電量
から前記予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、前記電池を充電する充放電制御部と
を備える充放電制御装置。
【請求項２】
　発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出部と、
　前記発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予
想消費電力量を前記所定期間毎に算出する消費電力量算出部と、
　前記予想発電量が前記予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断す
る余剰電力期間判断部と、
　前記余剰電力期間における前記予想発電量から前記予想消費電力量を差し引いた電力量



(2) JP 5430994 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

である予想余剰電力量を算出する余剰電力量算出部と、
　電池を搭載して前記電池で駆動される車両の使用スケジュールを取得する使用スケジュ
ール取得部と、
　前記使用スケジュールから前記車両の不使用期間を判断する不使用期間判断部と、
　前記不使用期間に含まれる前記余剰電力期間の開始時の前記電池の残量を、予め設定さ
れた充電量から前記予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、前記電池の充放電を制御す
る充放電制御部と
を備える充放電制御装置。
【請求項３】
　前記充放電制御部は、前記予め設定された充電量から現在の前記電池の残量を差し引い
た量が前記予想余剰電力量より大きい場合、前記余剰電力期間の開始時の前記電池の残量
を、前記予め設定された充電量から前記予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、前記電
池を充電する
請求項２に記載の充放電制御装置。
【請求項４】
　発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出部と、
　前記発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予
想消費電力量を前記所定期間毎に算出する消費電力量算出部と、
　前記予想発電量が前記予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断す
る余剰電力期間判断部と、
　前記余剰電力期間における前記予想発電量から前記予想消費電力量を差し引いた電力量
である予想余剰電力量を算出する余剰電力量算出部と、
　電池を搭載して前記電池で駆動される車両の使用スケジュールを取得する使用スケジュ
ール取得部と、
　前記使用スケジュールに基づいて、前記車両の使用に必要とされる充電量である必要充
電量を算出する充電量算出部と、
　前記余剰電力期間の開始時の電池の残量を、前記必要充電量から前記予想余剰電力量を
差し引いた量にすべく、前記電池の充放電を制御する充放電制御部と
を備える充放電制御装置。
【請求項５】
　前記充放電制御部は、前記必要充電量から現在の前記電池の残量を差し引いた量が前記
予想余剰電力量より大きい場合、前記余剰電力期間の開始時の前記電池の残量を、前記予
め設定された充電量から前記予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、前記電池を充電す
る
請求項４に記載の充放電制御装置。
【請求項６】
　発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出段階と
、
　前記発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予
想消費電力量を前記所定期間毎に算出する消費電力量算出段階と、
　前記予想発電量が前記予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断す
る余剰電力期間判断段階と、
　前記余剰電力期間における前記予想発電量から前記予想消費電力量を差し引いた電力量
である予想余剰電力量を算出する余剰電力量算出段階と、
　予め設定された充電量から現在の電池の残量を差し引いた量が前記予想余剰電力量より
大きい場合、前記余剰電力期間の開始時の前記電池の残量を、前記予め設定された充電量
から前記予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、前記電池を充電する充放電制御段階と
を備える充放電制御方法。
【請求項７】
　発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出段階と
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、
　前記発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予
想消費電力量を前記所定期間毎に算出する消費電力量算出段階と、
　前記予想発電量が前記予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断す
る余剰電力期間判断段階と、
　前記余剰電力期間における前記予想発電量から前記予想消費電力量を差し引いた電力量
である予想余剰電力量を算出する余剰電力量算出段階と、
　電池を搭載して前記電池で駆動される車両の使用スケジュールを取得する使用スケジュ
ール取得段階と、
　前記使用スケジュールから前記車両の不使用期間を判断する不使用期間判断段階と、
　前記不使用期間に含まれる前記余剰電力期間の開始時の前記電池の残量を、予め設定さ
れた充電量から前記予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、前記電池の充放電を制御す
る充放電制御段階と
を備える充放電制御方法。

【請求項８】
　発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出段階と
、
　前記発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予
想消費電力量を前記所定期間毎に算出する消費電力量算出段階と、
　前記予想発電量が前記予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断す
る余剰電力期間判断段階と、
　前記余剰電力期間における前記予想発電量から前記予想消費電力量を差し引いた電力量
である予想余剰電力量を算出する余剰電力量算出段階と、
　電池を搭載して前記電池で駆動される車両の使用スケジュールを取得する使用スケジュ
ール取得段階と、
　前記使用スケジュールに基づいて、前記車両の使用に必要とされる充電量である必要充
電量を算出する充電量算出段階と、
　前記余剰電力期間の開始時の電池の残量を、前記必要充電量から前記予想余剰電力量を
差し引いた量にすべく、前記電池の充放電を制御する充放電制御段階と
を備える充放電制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池の充放電を制御する充放電制御装置、及び充放電制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、翌日の太陽電池の発電量が翌日の消費電力より小さい場合は、不足分の電力を電
池に充電して、翌日の太陽電池の発電量が翌日の消費電力より大きい場合は、電池を充電
しない技術が知られている。また、家庭等に太陽電池を設置させて、太陽電池で発電され
た電力量を家庭等に設けられた負荷に供給することで、電力を節約することが知られてい
る。電力系統の電力は、電線を介してそれぞれの家庭に供給される。また、太陽電池が発
電した電力量が、負荷が消費する消費電力より多い場合は、余った余剰電力を電力系統に
出力する技術も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－３８３８４号公報
【特許文献２】特開２００８－４３１７０号公報
【特許文献３】特開２００３－１５８８２５号公報
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【特許文献４】特開２００４－２９１６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、電力系統の電線電圧は、一定の範囲の電圧となるように制御されているので、
電線電圧が上限電圧の場合は、余った余剰電力を電力系統に出力することはできない。太
陽の日射量が多い日は、各家庭で余剰電力が発生し易く、各家庭が余剰電力を電力系統の
電線に出力しようとすると、膨大な電力が電線に出力されて、電線電圧が上限値に達して
しまい、余剰電力を電力系統に出力できない家庭も多数発生する。このような場合は、電
気自動車に搭載している電池に電力を供給することで、余剰電力を有効に使えるが、一般
的に電力料金が安い夜間に電気自動車の電池をフルに充電してしまうので、電気自動車に
電力を供給することができない。したがって、余剰電力が発生した場合は、該余剰電力を
有効に使用することができず、余剰電力を無駄にしなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様においては、充放電制御装置であって
、発電部による将来の発電量である予想発電量を所定期間毎に算出する発電量算出部と、
発電部によって発電された電力を消費する電力負荷が将来消費する電力量である予想消費
電力量を所定期間毎に算出する消費電力量算出部と、予想発電量が予想消費電力量より大
きくなる期間である余剰電力期間を判断する余剰電力期間判断部と、余剰電力期間におけ
る予想発電量から予想消費電力量を差し引いた電力量である予想余剰電力量を算出する余
剰電力量算出部と、余剰電力期間の開始時の電池の残量を、予め設定された充電量から予
想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池の充放電を制御する充放電制御部とを備える
。
【０００６】
　充放電制御部は、予め設定された充電量から現在の電池の残量を差し引いた量が予想余
剰電力量より大きい場合、余剰電力期間の開始時の電池の残量を、予め設定された充電量
から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池を充電してもよい。
【０００７】
　充放電制御部は、予め設定された充電量から現在の電池の残量を差し引いた量が予想余
剰電力量より小さい場合、余剰電力期間の開始時の電池の残量を、予め設定された充電量
から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池を放電させて電力負荷に供給してもよ
い。
【０００８】
　電池は、電池で駆動される車両に搭載されてよい。
【０００９】
　車両の使用スケジュールを取得する使用スケジュール取得部と、使用スケジュールから
車両の不使用期間を判断する不使用期間判断部とをさらに備えてよく、充放電制御部は、
不使用期間に含まれる余剰電力期間の開始時の電池の残量を、予め設定された充電量から
予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池の充放電を制御してよい。
【００１０】
　充放電制御部は、余剰電力期間の開始時の電池の残量を、電池の満充電量から予想余剰
電力量を差し引いた量にすべく、電池の充放電を制御してよい。
【００１１】
　使用スケジュールに基づいて、車両の使用に必要とされる充電量である必要充電量を算
出する充電量算出部をさらに備えてよく、充放電制御部は、余剰電力期間の開始時の電池
の残量を、必要充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池の充放電を制御
してよい。
【００１２】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
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、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】電力供給システム１００の一例を示す。
【図２】充放電制御装置３００の一例を示す。
【図３】翌日の予想発電量、予想消費電力量、及び予想余剰電力量の様子の一例を示す。
【図４】充放電制御装置の動作のフローチャートの一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１５】
　図１は、電力供給システム１００の一例を示す。電力供給システム１００は、車両２０
０、充放電制御装置３００、電力負荷４００、及び発電部５００を有する。車両２００は
、電池２０１を搭載する。電池２０１は、車両２００を駆動させる電力を蓄電する。電池
２０１は、車両２００のモータに電力を供給することで、車両２００を駆動させる。車両
２００は、ユーザによって入力された車両２００の使用スケジュールを登録する使用スケ
ジュール登録部を有する。使用スケジュールは、車両２００の使用開始時刻、出発地、及
び目的地等の情報を含んでよい。使用スケジュール登録部は、情報処理装置によって実現
してよい。
【００１６】
　電力系統の電力は、充放電制御装置３００に供給される。電力負荷４００は、電力を消
費する。電力負荷４００は、発電部５００によって発電された電力を消費する。また、電
力負荷４００は、電力系統からの電力、車両２００の電池２０１の電力の少なくとも１つ
を消費してよい。電力負荷４００は、例えば、家等の建物に設置されたエアコン、ヒータ
、及び照明等の建物全体の負荷であってよい。発電部５００は、電力を発電する。発電部
５００は、太陽光、風等の自然エネルギーを電力に変換する自然エネルギー発電機であっ
てよい。発電部５００は、太陽光発電機であってもよく、風力発電機であってもよい。
【００１７】
　充放電制御装置３００は、電池２０１の充放電を制御する。充放電制御装置３００は、
電力系統からの電力を電池２０１に供給して電池２０１を充電する。また、充放電制御装
置３００は、発電部５００が発電した電力を電池２０１に供給して電池２０１を充電する
。また、充放電制御装置３００は、電力系統からの電力を電力負荷４００に供給する。ま
た、充放電制御装置３００は、発電部５００が発電した電力を電力負荷４００に供給する
。また、充放電制御装置３００は、電池２０１を放電させて、電池２０１の電力を電力負
荷４００に供給する。充放電制御装置３００は、家等の建物に設置されてよい。
【００１８】
　図２は、充放電制御装置３００の一例を示す。充放電制御装置３００は、発電量算出部
３０１、発電情報取得部３０２、消費電力量算出部３０３、使用情報取得部３０４、余剰
電力期間判断部３０５、余剰電力量算出部３０６、充放電制御部３０７、使用スケジュー
ル取得部３０８、不使用期間判断部３０９、及び充電量算出部３１０を備える。所定のプ
ログラムを読み込んだＣＰＵ等の情報処理装置が充放電制御装置３００として機能してよ
い。また、充放電制御装置３００の各部を、情報処理装置によって実現してもよい。
【００１９】
　発電量算出部３０１は、発電部５００による将来の発電量である予想発電量を所定期間
毎に算出する。例えば、発電量算出部３０１は、翌日の７時から８時までの発電部５００
が発電する予想発電量、８時から９時までの予想発電量、９時から１０時までの予想発電
量という具合に、発電部５００による翌日の予想発電量を１時間毎に算出してよい。発電
量算出部３０１は、天気予報、過去の発電量、過去の天気毎の発電量、太陽の日射量等、
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天気毎の日射量の少なくとも１つを用いて将来の予想発電量を算出してよい。例えば、発
電量算出部３０１は、将来の天気から予想発電量を算出してもよく、過去の発電量をその
まま予想発電量としてもよい。また、発電量算出部３０１は、過去の発電量を用いて、将
来の天気から算出した予想発電量を補正してよもよい。天気は、気圧・気温・湿度・風向
・風速・雲量・降水量などを総合した大気の状態を示す情報を含む。
【００２０】
　発電情報取得部３０２は、発電情報を取得する。発電情報は、発電部５００の発電量を
予測するための情報であってよい。発電情報取得部３０２は、発電情報として、過去の発
電部５００が発電した所定期間毎の発電量を取得してよい。発電情報取得部３０２は、翌
日の日にち、週、月、又は季節と、同じ日にち、週、月、又は季節の過去の１日の所定期
間毎の発電量を取得してよい。例えば、翌日の月が７月の場合は、過去の７月の１日の所
定期間毎の発電量を取得してよい。発電情報取得部３０２は、翌日の天気、及び、週又は
月又は季節と、同じ天気、及び、週又は月又は季節の過去の１日の所定期間毎の発電量を
取得してよい。例えば、翌日の月が７月で、翌日の天気が晴れの場合は、７月で天気が晴
れのときの過去の１日の所定期間毎の発電量を取得してよい。
【００２１】
　また、発電情報取得部３０２は、発電情報として、翌日の日にち、週、月、又は季節と
、同じ日にち、週、月、又は季節の過去の１日の所定期間毎の日射量を取得してよい。例
えば、翌日の月が７月の場合は、７月の１日の所定期間毎の日射量を取得してよい。発電
情報取得部３０２は、翌日の天気、及び、週又は月又は季節と、同じ天気、及び、週又は
月又は季節の過去の１日の所定期間毎の日射量を取得してよい。例えば、翌日の月が７月
で、翌日の天気が曇りの場合は、７月で天気が曇りのときの１日の所定期間毎の日射量を
取得してよい。発電情報取得部３０２は、インターネット等を介して、天気予報を取得す
ることで将来の天気を取得してよい。また、発電情報取得部３０２は、日、週、月、又は
季節毎の発電量を記録したデータベースから過去の発電量を取得してよい。また、発電情
報取得部３０２は、週、月、又は季節毎のそれぞれの天気における発電量を記録したデー
タベースから過去の発電量を取得してよい。また、発電情報取得部３０２は、日、週、月
、又は季節毎の太陽の日射量を記録したデータベースから日射量を取得してよい。また、
発電情報取得部３０２は、週、月、又は季節毎のそれぞれの天気における太陽の日射量を
記録したデータベースから日射量を取得してよい。
【００２２】
　発電量算出部３０１は、発電情報取得部３０２から発電情報を取得して翌日の所定期間
毎の予想発電量を算出してよい。例えば、取得した翌日の天気及び月と同じ天気及び月の
過去の１日の所定期間毎の発電量を予想発電量としてよい。また、取得した翌日の天気及
び日射量から１日の所定期間毎の予想発電量を算出してよい。また、取得した翌日の天気
及び月と同じ天気及び月の過去の発電量を用いて、翌日の天気及び日射量から算出した予
想発電量を補正してよい。発電量算出部３０１は、所定期間毎の予想発電量を算出する。
発電量算出部３０１は、算出した所定期間毎の予想発電量を余剰電力期間判断部３０５及
び余剰電力量算出部３０６に出力する。
【００２３】
　消費電力量算出部３０３は、電力負荷４００が将来消費する電力量である予想消費電力
量を所定期間毎に算出する。例えば、消費電力量算出部３０３は、翌日の７時から８時ま
での電力負荷４００が消費する予想消費電力量、８時から９時までの予想消費電力量、９
時から１０時までの予想消費電力量という具合に、電力負荷が翌日消費する消費電力量を
１時間毎に算出してよい。消費電力量算出部３０３は、天気予報、過去の消費電力量、過
去の天気毎の消費電力量の少なくとも１つを用いて将来の予想消費電力量を算出してよい
。例えば、消費電力量算出部３０３は、将来の天気から予想消費電力量を算出してもよく
、過去の消費電力量をそのまま予想消費電力量としてもよい。また、消費電力量算出部３
０３は、過去の消費電力量を用いて、将来の天気から算出した予想消費電力量を補正して
もよい。
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【００２４】
　使用情報取得部３０４は、電力負荷４００の使用情報を取得する。使用情報取得部３０
４は、使用情報として、過去の電力負荷４００が消費した１日の所定期間毎の消費電力量
を取得してよい。使用情報取得部３０４は、翌日の日にち、週、月、又は季節と、同じ日
にち、週、月、又は季節の過去の１日の所定期間毎の消費電力量を取得してよい。例えば
、翌日の月が７月の場合は、過去の７月の１日の所定期間毎の消費電力量を取得してよい
。使用情報取得部３０４は、翌日の天気、及び、週又は月又は季節と、同じ天気、及び、
週又は月又は季節の過去の１日の所定期間毎の消費電力量を取得してよい。例えば、翌日
の月が７月で、翌日の天気が晴れの場合は、７月で天気が晴れのときの過去の１日の所定
期間毎の消費電力量を取得してよい。
【００２５】
　使用情報取得部３０４は、使用情報として、翌日の日にち、週、月、又は季節と、同じ
日にち、週、月、又は季節の１日の所定期間毎の電力負荷使用量を取得してよい。例えば
、翌日の月が７月の場合は、７月の１日の所定期間毎の電力負荷使用量を取得してよい。
使用情報取得部３０４は、翌日の天気、及び、週又は月又は季節と、同じ天気、及び、週
又は月又は季節の１日の所定期間毎の電力負荷使用量を取得してもよい。例えば、翌日の
月が７月で、翌日の天気が雨の場合は、７月で天気が雨のときの１日の所定期間毎の電力
負荷消費量を取得してよい。使用情報取得部３０４は、インターネット等を介して、天気
予報を取得することで将来の天気を取得してよい。また、使用情報取得部３０４は、日、
週、月、又は季節毎の消費電力量を記録したデータベースから過去の消費電力量を取得し
てよい。使用情報取得部３０４は、週、月、又は季節毎のそれぞれの天気における消費電
力量を記録したデータベースから過去の消費電力量を取得してよい。また、使用情報取得
部３０４は、日、週、月、又は季節毎の電力負荷使用量を記録したデータベースから過去
の電力負荷使用量を取得してよい。また、使用情報取得部３０４は、月、週、又は季節毎
のそれぞれの天気における電力負荷使用量を記録したデータベースから過去の電力負荷使
用量を取得してよい。
【００２６】
　消費電力量算出部３０３は、使用情報取得部３０４から取得した使用情報を取得して翌
日の所定期間毎の予想消費電力量を算出してよい。例えば、取得した翌日の天気及び月と
同じ天気及び月の過去の１日の所定期間毎の消費電力量を予想消費電力量としてよい。ま
た、取得した翌日の天気及び月と同じ天気及び月の過去の１日の所定期間毎の電力負荷使
用量から所定期間毎の予想消費電力量を算出してよい。消費電力量算出部３０３は、算出
した予想消費電力量を余剰電力期間判断部３０５及び余剰電力量算出部３０６に出力する
。
【００２７】
　余剰電力期間判断部３０５は、送られてきた所定期間毎の予想発電量及び予想消費電力
量から、予想発電量が予想消費電力量より大きくなる期間である余剰電力期間を判断する
。余剰電力期間判断部３０５は、判断した余剰電力期間を余剰電力量算出部３０６及び充
放電制御部３０７に出力する。余剰電力量算出部３０６は、余剰電力期間における予想発
電量から予想消費電力を差し引いた予想余剰電力量を算出する。余剰電力量算出部３０６
は、算出した予想余剰電力量を充放電制御部３０７に出力する。
【００２８】
　使用スケジュール取得部３０８は、車両２００の使用スケジュールを取得する。使用ス
ケジュール取得部３０８は、車両２００の使用スケジュール登録部から使用スケジュール
を取得する。使用スケジュール取得部３０８は、取得した使用スケジュールを不使用期間
判断部３０９及び充電量算出部３１０に出力する。不使用期間判断部３０９は、使用スケ
ジュールから車両２００の不使用期間を判断する。車両２００の不使用期間とは、車両２
００を使用していない期間のことをいい、たとえば、自宅に車両２００がある状態のこと
をいう。ここで、車両２００を充放電制御装置３００が設置された建物以外の場所、例え
ば、会社、パーキング、デパート等に駐車している場合は、車両２００は使用されていな
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い状態であるが、これらの場合は不使用期間に含まれない。不使用期間とは、充放電制御
装置３００が車両２００の電池２０１を充電可能な期間のことをいう。充電可能な期間と
は、例えば、充放電制御装置３００が車両２００と充電ケーブルで接続できる場合等をい
う。不使用期間判断部３０９は、判断した車両２００の不使用期間を充放電制御部３０７
に出力する。
【００２９】
　充電量算出部３１０は、車両２００の使用スケジュールに基づいて、車両２００の次回
の使用に必要とされる充電量である必要充電量を算出する。使用スケジュールには、出発
地及び目的地が含まれているので、出発地から目的地までの走行距離、出発地から目的地
までの標高の変化、過去の消費電力データとから次回の車両２００の使用に必要な必要充
電量を算出してよい。充電量算出部３１０は、算出した必要充電量を充放電制御部３０７
に出力する。
【００３０】
　充放電制御部３０７は、予想余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を、予め定めら
れた充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池２０１の充放電を制御する
。充放電制御部３０７は、予め設定された充電量から現在の電池２０１の残量を差し引い
た量が予想余剰電力量より大きい場合は、余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を、
予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池２０１を充電す
る。充放電制御部３０７は、予め設定された充電量から現在の電池２０１の残量を差し引
いた量が予想余剰電力量より小さい場合は、余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を
、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池２０１を放電
させて電力負荷４００に供給する。
【００３１】
　また、充放電制御部３０７は、車両２００の不使用期間に含まれる余剰電力期間の開始
時の電池２０１の残量を、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にす
べく、電池２０１の充放電を制御してよい。また、予め設定された充電量とは、電池２０
１の満充電量であってよい。つまり、充放電制御部３０７は、余剰電力期間の開始時の電
池２０１の残量を、電池２０１の満充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、
電池２０１の充放電を制御してよい。また、予め設定された充電量とは、車両２００の次
回の使用に必要とされる充電量である必要充電量であってもよい。つまり、充放電制御部
３０７は、余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を、必要充電量から予想余剰電力量
を差し引いた量にすべく、電池２０１の充放電を制御してよい。
【００３２】
　図３は、翌日の予想発電量、翌日の予想消費電力量、及び予想余剰電力量の様子の一例
を示す。予想発電量は実線で、予想消費電力量は破線で示す。発電部５００は、朝の６時
前から徐々に電力を発電していき、１２時に発電のピークを迎える。そして、夜の７時ぐ
らいに発電を終了する。図３では、太陽光発電機を用いた場合の発電量を示している。ま
た、電力負荷４００は、朝の５時ぐらいから消費する電力が増えていき、朝の８時３０分
当たりで消費電力の第１のピークを迎える。そして、夜の７時ぐらいに消費電力の第２の
ピークを迎える。その後、徐々に消費電力が少なくなる。発電量算出部３０１及び消費電
力量算出部３０３は、所定期間毎に、たとえば、３０分毎に、その予想発電量及び予想消
費電力量を算出する。
【００３３】
　また、予想発電量が予想消費電力量より大きくなる期間が余剰電力期間となる。この余
剰電力期間においては、電力負荷４００が予想発電量を消費することができず、余剰電力
になると予想される。斜線で示している領域は、予想余剰電力量を示している。つまり、
斜線で示している領域は、余剰電力期間における予想発電量から予想消費電力量を差し引
いた予想余剰電力量を示している。この場合、この予想余剰電力を電力系統に出力するこ
とも考えられるが、発電量が大きくなると予想される日は、発電部５００を備えている家
庭では電力が余ってしまうことが考えられる。
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【００３４】
　したがって、発電部５００を備えているすべての家庭が余剰電力を電力系統の電線に出
力しようとすると、電線に出力される電力量が膨大になるので、電線の電圧が上限値に達
してしまい電力系統に電力を出力できない家庭も多数出てくる。したがって、この予想余
剰電力を車両２００の電池２０１に充電できれば、発電した電力を無駄にすることなく、
有効に使える。したがって、予想余剰電力量を電池２０１に充電できる容量を確保するた
めに、電池２０１の充放電を制御する。
【００３５】
　具体的には、予め設定された充電量から現在の電池２０１の残量を差し引いた量が予想
余剰電力量より大きい場合は、予想余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を、予め設
定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池２０１を充電する。こ
れにより、無駄に電池２０１を充電することがなく、予想余剰電力を電池２０１に充電す
ることができる。また、予想余剰電力を電池２０１に充電したときに予め設定された充電
量となるので、車両２００の次回の使用の支障をきたさない。また、予め設定された充電
量から現在の電池２０１の残量を差し引いた量が予想余剰電力量より小さい場合は、予想
余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を、予め設定された充電量から予想余剰電力量
を差し引いた量にすべく、電池２０１を放電させて電力負荷４００に供給する。これによ
り、電力会社から電力負荷４００に供給させる電力を低減させることができ、予想余剰電
力を電池２０１に充電することができる。また、予想余剰電力を電池２０１に充電したと
きに予め設定された充電量となるので、車両２００の次回の使用の支障をきたさない。
【００３６】
　また、余剰電力期間前は、発電部５００の予想発電量より、電力負荷４００の予想消費
電力量が大きいので、電力系統からの電力を電力負荷４００に供給する必要がある。しか
し、予め設定された充電量から現在の電池残量を差し引いた量が、予想余剰電力量より大
きい場合は、余剰電力期間前に電池２０１を放電させて電力負荷４００に供給することで
、電力系統から電力負荷４００に供給させる電力量を抑えることができる。また、予め設
定され充電量から現在の電池残量を差し引いた量が、予想余剰電力量より小さい場合は、
夜間に電力系統からの電力を用いて電池２０１を充電することで、安い電力料金で電池２
０１を充電させることができる。
【００３７】
　図４は、充放電制御装置の動作のフローチャートの一例を示す。ステップＳ６０１で、
発電量算出部３０１は、発電部５００による翌日の発電量である予想発電量を所定期間毎
に算出する。ステップＳ６０２で、消費電力量算出部３０３は、電力負荷４００が翌日に
消費する電力量である予想消費電力量を所定期間毎に算出する。ステップＳ６０３で、余
剰電力期間判断部３０５は、所定期間毎に算出された予想発電量と所定期間毎に算出され
た予想消費電力量とから、予想発電量が予想消費電力量より大きくなる余剰電力期間を判
断する。ステップＳ６０４で、余剰電力量算出部３０６は、所定期間毎に余剰電力期間に
おける予想発電量から予想消費電力量を差し引いた余剰電力量を算出する。
【００３８】
　ステップＳ６０５で、充放電制御部３０７は、予め設定された充電量から現在の電池２
０１の残量を差し引く。予め設定された充電量は、電池２０１の満充電量であってもよく
、車両２００の次の使用に必要な必要充電量であってよい。また、予め設定された充電量
は、ユーザが指定した充電量であってもよい。ステップＳ６０６で、充放電制御部３０７
は、差し引いた量が、余剰電力量より大きいか否かを判断する。なお、充放電制御部３０
７は、余剰電力期間が不使用期間内にない場合は、余剰電力を電池２０１に充電すること
ができないので、そのまま処理を終了してよい。また、充放電制御部３０７は、余剰電力
期間が不使用期間内に完全に含まれずに、余剰電力期間と不使用期間とが一部重複する場
合は、重複する余剰電力期間における余剰電力しか電池２０１に充電することができない
ので、差し引いた量が当該重複する余剰期間における予想余剰電力量より大きいか否かを
判断してよい。
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【００３９】
　ステップＳ６０６で、差し引いた量が予想余剰電力量より大きいと判断された場合は、
ステップＳ６０７で、充放電制御部３０７は、余剰電力期間の開始時に電池２０１の残量
を、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池２０１を充
電する。これにより、余剰電力を電池２０１に充電することができる。また、次の車両２
００の使用時には、予め定められた充電量に電池２０１を充電することができる。一方、
ステップＳ６０６で、差し引いた量が予想余剰電力量より大きくない、つまり小さいと判
断された場合は、ステップＳ６０８で、充放電制御部３０７は、予め設定された充電量か
ら予想余剰電力量を差し引いた量にすべく、電池２０１を放電させて電力負荷４００に電
力を供給する。
【００４０】
　このように、余剰電力を無駄にすることがなく、余剰電力を有効に使用することができ
る。また、余剰電力を有効に使用するので、電力会社から供給される電力量を抑えること
ができ経済的になる。なお、発電量算出部３０１は、将来の発電量として、便宜上、翌日
の予想発電量を算出したが、将来の一定の期間における予想発電量を算出すればよい。ま
た、消費電力量算出部３０３は、将来の電力負荷４００が消費する消費電力量として、便
宜上、翌日の予想消費電力量を算出したが、将来の一定の期間における予想消費電力量を
算出すればよい。また、発電量算出部３０１が予想発電量を算出する一定の期間と、消費
電力量算出部３０３が予想消費電力量を算出する一定の期間は、同一の期間であってよい
。
【００４１】
　また、予め定められた充電量から現在の電池２０１の残量を差し引いた量が、余剰電力
量より小さいと判断して、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にす
べく電池２０１を余剰電力期間前に放電させても、余剰電力期間前の消費電力量が大きい
場合は、電池２０１からの電力量では足りなくなり不足電力量が発生する。この場合は、
電力系統からの電力を必要とする。したがって、余剰電力期間前に電力負荷４００が使用
する消費電力を電池２０１が供給できるように、予め夜間に当該予測される不足電力量を
電池２０１に充電してもよい。これにより、余剰電力期間の開始時の電池２０１の残量を
、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量にすることができるとともに
、電池２０１の電力で余剰電力期間前の電力負荷４００の消費電力を補うことができる。
【００４２】
　また、予め定められた充電量から現在の電池２０１の残量を差し引いた量が、余剰電力
量より大きいと判断された場合は、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引い
た充電量に、余剰電力期間前に消費されると予測される消費電力量分の充電量を加えた充
電量となるように予め夜間に電池２０１を充電してよい。これにより、余剰電力期間の開
始時の電池２０１の残量を、予め設定された充電量から予想余剰電力量を差し引いた量に
することができるとともに、電池２０１の電力で余剰電力期間前の電力負荷４００の消費
電力を補うことができる。
【００４３】
　なお、予想発電量より実際に発電された発電量が少ない場合には、得られると思ってい
た余剰電力量が得られなくなり、電池２０１を満充電することができなくなる。したがっ
て、発電量算出部３０１は、予想発電量の算出対象となる日、曜日等に応じて、予想発電
量を補正してよい。発電量算出部３０１は、算出した予想発電量に補正係数をかけて補正
してよい。予想発電量を補正した場合は、補正後の発電量が予想発電量となる。補正係数
は、１以下の正数であることが好ましい。予想発電量を少なめにすることで、実際に発電
された発電量が補正前の予想発電量より少ない場合であっても対応することができる。
【００４４】
　また、予想消費電力より実際に消費された消費電力量が多い場合は、得られると思って
いた余剰電力量が得られなくなり、電池２０１を満充電することができなくなる。したが
って、消費電力量算出部３０３は、予想消費電力量の算出対象となる日、曜日等に応じて
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、予想消費電力量を補正してよい。消費電力量算出部３０３は、算出した予想消費電力量
に補正係数をかけて補正してよい。予想消費電力量を補正した場合は、補正後の電力量が
予想消費電力量となる。補正係数は１以上の値であることが好ましい。予想消費電力量を
多めにすることで、実際に消費された消費電力量が補正前の予想消費電力量より多い場合
であっても対応することができる。消費電力量算出部３０３は、イベントがある日は補正
係数を大きくしてよい。イベントとは、例えば、甲子園の決勝戦、オリンピック等の本来
より消費する電力量が多くなると思われるものを含む。逆に、実際に消費する消費電力量
が少なくなる見込みがある日は、補正係数を１以下の正数にしてもよい。これにより、電
池２０１の電力を有効に使用することができる。
【００４５】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００４６】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００４７】
１００　電力供給システム、２００　車両、２０１　電池、３００　充放電制御装置、３
０１　発電量算出部、３０２　発電情報取得部、３０３　消費電力量算出部、３０４　使
用情報取得部、３０５　余剰電力期間判断部、３０６　余剰電力量算出部、３０７　充放
電制御部、３０８　使用スケジュール取得部、３０９　不使用期間判断部、３１０　充電
量算出部、４００　電力負荷、５００　発電部
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