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(57)【要約】
【課題】過度の充電電流値で充電されるのを防止し、蓄
電池の長寿命化を実現することができる蓄電システムを
提供する。
【解決手段】蓄電システム１は、自然エネルギーから電
力を発電する発電部２と、発電部２によって発電された
電力を貯蔵する蓄電池４と、蓄電池４の残容量を検出す
る残容量検出部５と、蓄電池４の充放電を制御する蓄電
池制御部３と、負荷の使用電力量の時間変化を負荷使用
電力パターンとして蓄電池制御部３に入力する負荷使用
電力パターン入力部６と、将来の発電部２の発電量の時
間変化を発電予測パターンとして蓄電池制御部３に入力
する発電予測パターン入力部７とを備え、蓄電池制御部
３は、残容量と負荷使用電力パターンと発電予測パター
ンとに基づいて、充電電流値を制限する制限期間を決定
し、制限期間内における充電電流値を算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自然エネルギーから電力を発電する発電部と、
　前記発電部によって発電された電力を貯蔵する蓄電池と、
　前記蓄電池の残容量を検出する残容量検出部と、
　前記蓄電池の充放電を制御する蓄電池制御部と、
　負荷の使用電力量の時間変化を負荷使用電力パターンとして前記蓄電池制御部に入力す
る負荷使用電力パターン入力部と、
　将来の前記発電部の発電量の時間変化を発電予測パターンとして前記蓄電池制御部に入
力する発電予測パターン入力部とを備え、
　前記蓄電池制御部は、前記残容量検出部によって検出された前記残容量と、前記負荷使
用電力パターン入力部によって入力された前記負荷使用電力パターンと、前記発電予測パ
ターン入力部によって入力された前記発電予測パターンとに基づいて、充電電流値を制限
する制限期間を決定し、前記制限期間内における充電電流値を算出することを特徴とする
蓄電システム。
【請求項２】
　前記蓄電池制御部は、所定の時刻毎に対応付けて前記蓄電池の充電容量を予め記憶して
おり、所定の時刻において検出される前記残容量と、予め記憶されている前記所定の時刻
における前記充電容量とを前記制限期間内において比較し、予め記憶されている前記充電
容量と前記残容量とが略一致しない場合、前記充電電流値を修正することを特徴とする請
求項１記載の蓄電システム。
【請求項３】
　前記蓄電池制御部は、前記発電予測パターンと前記負荷使用電力パターンとを重ね合わ
せ、前記発電量が前記使用電力量より多い時間帯を充電時間帯とし、前記発電量が前記使
用電力量より少ない時間帯を放電時間帯として決定し、前記充電時間帯における充電電流
値と前記放電時間帯における放電電流値とを算出し、前記充電電流値を所定の電流値に制
限した状態で充放電を開始してから、充電量が所定の目標容量に到達するまでの期間の開
始時刻と終了時刻とを前記制限期間の電流制限開始時刻と電流制限終了時刻として決定す
ることを特徴とする請求項１又は２記載の蓄電システム。
【請求項４】
　前記蓄電池制御部は、前記蓄電池の用途毎に目標とする最大の充電量を表す最大目標容
量と目標とする最小の充電量を表す最小目標容量とを予め記憶しており、前記最大目標容
量、現在の前記残容量、前記電流制限開始時刻及び前記電流制限終了時刻に基づいて、前
記充電電流値を制限する場合の最大となる充電電流値を最大電流制限値として算出し、前
記最小目標容量、現在の前記残容量、前記電流制限開始時刻及び前記電流制限終了時刻に
基づいて、前記充電電流値を制限する場合の最小となる充電電流値を最小電流制限値とし
て算出することを特徴とする請求項３記載の蓄電システム。
【請求項５】
　前記蓄電池制御部は、前記最大電流制限値及び前記最小電流制限値を下記の（１）式及
び（２）式に基づいて算出することを特徴とする請求項４記載の蓄電システム。
　最大電流制限値＝（最大目標容量－現在の残容量）／（電流制限終了時刻－電流制限開
始時刻）・・・（１）
　最小電流制限値＝（最小目標容量－現在の残容量）／（電流制限終了時刻－電流制限開
始時刻）・・・（２）
【請求項６】
　前記蓄電池制御部は、前記制限期間内における前記発電量が増加している期間の充電電
流値を前記最大電流制限値に設定し、前記制限期間内における前記発電量が減少している
期間の充電電流値を前記最小電流制限値に設定することを特徴とする請求項４又は５記載
の蓄電システム。
【請求項７】
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　商用電源をさらに備え、
　前記蓄電池制御部は、所定の時刻毎に対応付けて前記蓄電池の充電容量を予め記憶して
おり、前記電流制限開始時刻において、前記充電電流値を前記最小電流制限値に設定し、
所定の時刻において検出される前記残容量が予め記憶されている前記所定の時刻における
前記充電容量より小さい場合、前記最小電流制限値を所定の電流値だけ増加させるととも
に、前記商用電源から追加で蓄電池に対して電力を供給させることを特徴とする請求項４
又は５記載の蓄電システム。
【請求項８】
　前記蓄電池制御部は、所定の時刻毎に対応付けて前記蓄電池の充電容量を予め記憶して
おり、前記電流制限開始時刻において、前記充電電流値を前記最大電流制限値に設定し、
所定の時刻において検出される前記残容量が予め記憶されている前記所定の時刻における
前記充電容量より大きい場合、前記最大電流制限値を所定の電流値だけ減少させることを
特徴とする請求項４又は５記載の蓄電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自然エネルギーを利用した蓄電システムに関し、特にその蓄電システムに用
いられる蓄電池の長寿命化に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境の保全及びＣＯ２排出量削減の観点から、自然エネルギーを用いた蓄電
システムの導入が活発に進められている。特に、風力発電装置や太陽電池などの発電部を
持つ蓄電システムについては、蓄電池を組み合わせることによって、出力電力を安定化さ
せることが可能となっている。このような安定化は風力発電において特に用いられており
、自然界の不安定な風力に対して安定的に電力を出力させるために、様々な提案がなされ
ている。一般的に風力発電では、大型、小型に関わらず、ある一定時間の風力発電出力値
を平均化した値を目標発電出力値とする方法が採用されている。
【０００３】
　しかしながら、風力は気象条件に左右され、安定的に電力を供給することが困難である
。そこで、発電出力を平滑化する目的で、自然エネルギーの発電変化量を予測し、不足分
又は過剰分は二次電池からの充放電を行うことで、安定した出力を可能とする方法が提案
されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この提案によれば、負荷の電力消費量を風力発電量のみで供給できない場合、蓄電池か
らの放電で補うことが可能という理由で、負荷に対する電力供給の安定性を向上させるこ
とが可能となっている。
【特許文献１】特開２００７－３７２２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明は、発電システム自体の出力を安定化させるこ
とが目的であり、予測によって発電出力を上下させるものの、発電システムとして不足又
は過剰である電力は、蓄電池からの充放電によって補っている。従って、風力発電量の変
動が激しく、予測に対応できなかった場合、蓄電池からの大電流の充放電が、継続して行
われ、蓄電池が発熱によって劣化し、寿命が短くなる虞がある。また、過充電又は過放電
によって蓄電池が故障し、風力発電設備自体も使用不可となるという課題を有していた。
【０００６】
　また、一般的に街路灯や山小屋などの独立電源といった特定の用途が多い小型風力発電
では、負荷使用電力が増大する時間帯が決まっている。このことから、毎日、負荷使用電
力が少なく、かつ発電量が増大する時間帯をあらかじめ知ることができる。この時間帯は
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、蓄電池に対して過大な電流による充放電が行われる時間帯でもある。この過大な電流に
よる充放電は蓄電池を発熱させ、特性を劣化させ、寿命を低下させるという課題を有して
いた。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、過度の充電電流値で充電され
るのを防止し、蓄電池の長寿命化を実現することができる蓄電システムを提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る蓄電システムは、自然エネルギーから電力を発電する発電部と、前記発電
部によって発電された電力を貯蔵する蓄電池と、前記蓄電池の残容量を検出する残容量検
出部と、前記蓄電池の充放電を制御する蓄電池制御部と、負荷の使用電力量の時間変化を
負荷使用電力パターンとして前記蓄電池制御部に入力する負荷使用電力パターン入力部と
、将来の前記発電部の発電量の時間変化を発電予測パターンとして前記蓄電池制御部に入
力する発電予測パターン入力部とを備え、前記蓄電池制御部は、前記残容量検出部によっ
て検出された前記残容量と、前記負荷使用電力パターン入力部によって入力された前記負
荷使用電力パターンと、前記発電予測パターン入力部によって入力された前記発電予測パ
ターンとに基づいて、充電電流値を制限する制限期間を決定し、前記制限期間内における
充電電流値を算出する。
【０００９】
　この構成によれば、発電部によって、自然エネルギーから電力が発電され、発電部によ
り発電された電力が蓄電池に貯蔵される。残容量検出部によって、蓄電池の残容量が検出
され、蓄電池制御部によって、蓄電池の充放電が制御される。また、負荷使用電力パター
ン入力部によって、負荷の使用電力量の時間変化が負荷使用電力パターンとして蓄電池制
御部に入力され、発電予測パターン入力部によって、将来の発電部の発電量の時間変化が
発電予測パターンとして蓄電池制御部に入力される。そして、蓄電池制御部によって、残
容量検出部により検出された残容量と、負荷使用電力パターン入力部により入力された負
荷使用電力パターンと、発電予測パターン入力部により入力された発電予測パターンとに
基づいて、充電電流値を制限する制限期間が決定され、制限期間内における充電電流値が
算出される。
【００１０】
　したがって、蓄電池の残容量と負荷使用電力パターンと発電予測パターンとに基づいて
、蓄電システムでの充電量が増大する期間が充電電流値を制限する制限期間として決定さ
れ、制限期間内における充電電流値が算出されるので、過度の充電電流値で充電されるの
を防止し、蓄電池の長寿命化を実現することができる。
【００１１】
　また、上記の蓄電システムにおいて、前記蓄電池制御部は、所定の時刻毎に対応付けて
前記蓄電池の充電容量を予め記憶しており、所定の時刻において検出される前記残容量と
、予め記憶されている前記所定の時刻における前記充電容量とを前記制限期間内において
比較し、予め記憶されている前記充電容量と前記残容量とが略一致しない場合、前記充電
電流値を修正することが好ましい。
【００１２】
　この構成によれば、自然エネルギーの発電量が少なく、蓄電池の残容量が目標とする充
電容量よりも少なかったとしても、制限期間内における充電電流値を修正することで、予
め設定した充電容量に到達させることができる。
【００１３】
　また、上記の蓄電システムにおいて、前記蓄電池制御部は、前記発電予測パターンと前
記負荷使用電力パターンとを重ね合わせ、前記発電量が前記使用電力量より多い時間帯を
充電時間帯とし、前記発電量が前記使用電力量より少ない時間帯を放電時間帯として決定
し、前記充電時間帯における充電電流値と前記放電時間帯における放電電流値とを算出し
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、前記充電電流値を所定の電流値に制限した状態で充放電を開始してから、充電量が所定
の目標容量に到達するまでの期間の開始時刻と終了時刻とを前記制限期間の電流制限開始
時刻と電流制限終了時刻として決定することが好ましい。
【００１４】
　この構成によれば、発電予測パターンと負荷使用電力パターンとが重ね合わされ、発電
量が使用電力量より多い時間帯が充電時間帯とし、発電量が前記使用電力量より少ない時
間帯が放電時間帯として決定される。そして、充電時間帯における充電電流値と放電時間
帯における放電電流値とが算出される。その後、充電電流値を所定の電流値に制限した状
態で充放電を開始してから、充電量が所定の目標容量に到達するまでの期間の開始時刻と
終了時刻とが制限期間の電流制限開始時刻と電流制限終了時刻として決定される。
【００１５】
　したがって、充電電流値の制限を開始する電流制限開始時刻と、充電電流値の制限を終
了する電流制限終了時刻とを決定することができ、電流制限開始時刻と電流制限終了時刻
とに基づいて充放電を制御することができる。
【００１６】
　また、上記の蓄電システムにおいて、前記蓄電池制御部は、前記蓄電池の用途毎に目標
とする最大の充電量を表す最大目標容量と目標とする最小の充電量を表す最小目標容量と
を予め記憶しており、前記最大目標容量、現在の前記残容量、前記電流制限開始時刻及び
前記電流制限終了時刻に基づいて、前記充電電流値を制限する場合の最大となる充電電流
値を最大電流制限値として算出し、前記最小目標容量、現在の前記残容量、前記電流制限
開始時刻及び前記電流制限終了時刻に基づいて、前記充電電流値を制限する場合の最小と
なる充電電流値を最小電流制限値として算出することが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、蓄電池の用途毎に目標とする最大の充電量を表す最大目標容量と目
標とする最小の充電量を表す最小目標容量とが予め記憶されている。そして、最大目標容
量、現在の残容量、電流制限開始時刻及び電流制限終了時刻に基づいて、充電電流値を制
限する場合の最大となる充電電流値が最大電流制限値として算出される。また、最小目標
容量、現在の残容量、電流制限開始時刻及び電流制限終了時刻に基づいて、充電電流値を
制限する場合の最小となる充電電流値が最小電流制限値として算出される。
【００１８】
　したがって、充電電流値を制限する場合の最大となる充電電流値が最大電流制限値と、
充電電流値を制限する場合の最小となる充電電流値が最小電流制限値とを算出することが
でき、最大電流制限値と最小電流制限値とに基づいて充放電を制御することができる。
【００１９】
　また、上記の蓄電システムにおいて、前記蓄電池制御部は、前記最大電流制限値及び前
記最小電流制限値を下記の（１）式及び（２）式に基づいて算出することが好ましい。
【００２０】
　最大電流制限値＝（最大目標容量－現在の残容量）／（電流制限終了時刻－電流制限開
始時刻）・・・（１）
　最小電流制限値＝（最小目標容量－現在の残容量）／（電流制限終了時刻－電流制限開
始時刻）・・・（２）
　この構成によれば、上記の（１）式及び（２）式に基づいて最大電流制限値及び最小電
流制限値が算出されるので、算出された最大電流制限値と最小電流制限値とに基づいて充
放電を制御することができる。
【００２１】
　また、上記の蓄電システムにおいて、前記蓄電池制御部は、前記制限期間内における前
記発電量が増加している期間の充電電流値を前記最大電流制限値に設定し、前記制限期間
内における前記発電量が減少している期間の充電電流値を前記最小電流制限値に設定する
ことが好ましい。
【００２２】
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　この構成によれば、制限期間内における発電量が増加している期間の充電電流値が最大
電流制限値に設定され、制限期間内における発電量が減少している期間の充電電流値が最
小電流制限値に設定される。したがって、最大電流制限値と最小電流制限値とを適切に用
いて充放電を制御することができる。
【００２３】
　また、上記の蓄電システムにおいて、商用電源をさらに備え、前記蓄電池制御部は、所
定の時刻毎に対応付けて前記蓄電池の充電容量を予め記憶しており、前記電流制限開始時
刻において、前記充電電流値を前記最小電流制限値に設定し、所定の時刻において検出さ
れる前記残容量が予め記憶されている前記所定の時刻における前記充電容量より小さい場
合、前記最小電流制限値を所定の電流値だけ増加させるとともに、前記商用電源から追加
で蓄電池に対して電力を供給させることが好ましい。
【００２４】
　この構成によれば、所定の時刻毎に対応付けて蓄電池の充電容量が予め記憶されている
。そして、電流制限開始時刻において、充電電流値が最小電流制限値に設定され、所定の
時刻において検出される残容量が予め記憶されている所定の時刻における充電容量より小
さい場合、最小電流制限値が所定の電流値だけ増加されるとともに、商用電源から追加で
蓄電池に対して電力が供給される。
【００２５】
　したがって、蓄電システムが商用電源を備える場合、途中で充電容量が不足したとして
も商用電源から直ちに充電することが可能であるので、最小電流制限値を用いることによ
って、蓄電池の発熱を抑えることができ、蓄電池の長寿命化を実現することができる。
【００２６】
　また、上記の蓄電システムにおいて、前記蓄電池制御部は、所定の時刻毎に対応付けて
前記蓄電池の充電容量を予め記憶しており、前記電流制限開始時刻において、前記充電電
流値を前記最大電流制限値に設定し、所定の時刻において検出される前記残容量が予め記
憶されている前記所定の時刻における前記充電容量より大きい場合、前記最大電流制限値
を所定の電流値だけ減少させることが好ましい。
【００２７】
　この構成によれば、所定の時刻毎に対応付けて蓄電池の充電容量が予め記憶されている
。そして、電流制限開始時刻において、充電電流値が最大電流制限値に設定され、所定の
時刻において検出される残容量が予め記憶されている所定の時刻における充電容量より大
きい場合、最大電流制限値が所定の電流値だけ減少される。
【００２８】
　したがって、最大電流制限値を用いて充電を開始し、蓄電池の残容量が予め記憶されて
いる所定の充電容量よりも大きくなった場合、最大電流制限値が所定の電流値だけ減少さ
れるので、自然エネルギーによって発電された電力を効率よく蓄電池に充電することがで
きる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、蓄電池の残容量と負荷使用電力パターンと発電予測パターンとに基づ
いて、蓄電システムでの充電量が増大する期間が充電電流値を制限する制限期間として決
定され、制限期間内における充電電流値が算出されるので、過度の充電電流値で充電され
るのを防止し、蓄電池の長寿命化を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。尚、以下の実施
の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のもの
ではない。
【００３１】
　図１は、本発明の一実施の形態における蓄電システム１の構成を示すブロック図である
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。図１において、蓄電システム１は、発電部２、蓄電池制御部３、蓄電池４、残容量検出
部５、負荷使用電力パターン入力部６及び発電予測パターン入力部７を備える。
【００３２】
　発電部２は、自然エネルギーから電力を発電する。自然エネルギーとは、風力、太陽光
及び地熱など、利用者によって発電量を任意の出力に制御することが不可能であるエネル
ギーのことを指す。火力発電、原子力発電及び水力発電は、燃料又は水量によって出力制
御が可能なため、本蓄電システムでは対象外とする。風力発電の場合、発電部２は、例え
ば風車で構成される。なお、発電部２を構成する風車の基数や、水平軸風車及び垂直軸風
車などの風車の型は問わない。発電部２によって発電された発電量は、蓄電池制御部３に
入力される。
【００３３】
　蓄電池４は、発電部２によって発電された電力を貯蔵する。蓄電池４は、全ての種類の
２次電池が使用可能であるが、ニッケル水素電池又はリチウムイオン電池が好ましい。ニ
ッケル水素電池は、リチウムイオン電池に比べて体積エネルギー密度が小さく設備が大き
くなる。しかし、発煙発火に至る危険性は少なく安全である。一方、リチウムイオン電池
は、過充電及び過放電に弱く安全のために必要なコストが大きい。しかし、体積エネルギ
ー密度が高いため、設備にかかるコストは小さくて済む。一般的にこれらの二次電池は充
電時に大電流を流すと発熱し電池特性が劣化するため、寿命が短くなることが知られてい
る。
【００３４】
　残容量検出部５は、蓄電池４の残容量を検出し、検出した残容量を蓄電池制御部３に伝
える。検出方法は、電流値を積算した電流積算値により残容量を検出する方法、電流積算
値と電圧補正とにより詳細に残容量を検出する方法など、残容量が検出できるのであれば
、いずれの方法を用いても良い。
【００３５】
　負荷使用電力パターン入力部６は、負荷の使用電力量の時間変化を負荷使用電力パター
ンとして蓄電池制御部３に入力する。負荷は、蓄電システム１に接続されており、発電部
２によって発電された電力又は蓄電池４に貯蔵されている電力を消費する。負荷使用電力
パターンは、利用者によって入力される。現在、自然エネルギー発電の利用先として、山
小屋の電源、牧場の電源、及び街路灯又は防犯灯など小型の負荷装置に対する独立電源と
して良く用いられている。これらの用途では使用電力の傾向が大きく異なり、負荷使用電
力パターンもそれぞれ異なる。
【００３６】
　発電予測パターン入力部７は、蓄電システム１が設置されている地域、使用されている
時期、又は使用している自然エネルギーの特徴などから予測される将来の発電部２の発電
量の時間変化を発電予測パターンとして蓄電池制御部３に入力する。発電予測パターンは
、利用者によって入力される。一般的に、風力発電では、上空と地表面との温度差が大き
くなる日中に風力が強くなり、発電量が多くなる傾向がある。また、太陽光発電では、日
光が発電パネルに照射する日中に発電量が多くなる。
【００３７】
　図２は、一般的な風力予測パターンの一例を示す図である。図２において、縦軸は風力
を表し、横軸は時間を表している。図２では、１日（２４時間）の風力の変化を風力予測
パターンとして表している。図２に示す風力予測パターンにより風力発電の発電予測パタ
ーンは図３のようになる。図３は、発電予測パターンの一例を示す図である。図３におい
て、縦軸は発電量を表し、横軸は時間を表している。図３では、１日（２４時間）の発電
量の変化を発電予測パターンとして表している。図３に示すように、風力の時間変化と発
電量の時間変化とは、略同一となっている。風力は、地形、季節及び時間帯などに応じて
推測可能であり、また、ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）より提供され
ている「局所的風況予測モデル」（ＬＡＷＥＰＳ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｗｉｎｄ　Ｅ
ｎｅｒｇｙ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて予測を行っても良い。
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【００３８】
　蓄電池制御部３は、充電及び放電のいずれを行うかを決定すると共に、充電時及び放電
時における電流値とを決定し、蓄電池４の充放電を制御する。蓄電池制御部３は、残容量
検出部５によって検出された蓄電池４の残容量と、負荷使用電力パターン入力部６によっ
て入力された負荷使用電力パターンと、発電予測パターン入力部７によって入力された発
電予測パターンとに基づいて、充電電流値を制限する制限期間を決定し、制限期間内にお
ける充電電流値を算出する。また、蓄電システム１の設置場所が、電力会社に売電不可能
な場所である場合、蓄電池制御部３は、蓄電池４に充電できなかった電力を負荷に消費さ
せる。蓄電システム１の設置場所が、電力会社に売電可能な場所である場合、蓄電池制御
部３は、蓄電池４に充電できなかった電力を電力会社に売電する。
【００３９】
　具体的に、蓄電池制御部３は、所定の時刻毎に対応付けて蓄電池４の充電容量を予め記
憶している。蓄電池制御部３は、所定の時刻において検出される残容量と、予め記憶され
ている所定の時刻における充電容量とを制限期間内において比較し、予め記憶されている
充電容量と残容量とが略一致しない場合、充電電流値を修正する。
【００４０】
　また、蓄電池制御部３は、発電予測パターンと負荷使用電力パターンとを重ね合わせ、
発電量が使用電力量より多い時間帯を充電時間帯とし、発電量が使用電力量より少ない時
間帯を放電時間帯として決定する。そして、蓄電池制御部３は、充電時間帯における充電
電流値と放電時間帯における放電電流値とを算出する。蓄電池制御部３は、充電電流値を
所定の電流値に制限した状態で充放電を開始してから、充電量が所定の目標容量に到達す
るまでの期間の開始時刻と終了時刻とを制限期間の電流制限開始時刻と電流制限終了時刻
として決定する。
【００４１】
　さらに、蓄電池制御部３は、蓄電池４の用途毎に目標とする最大の充電量を表す最大目
標容量と目標とする最小の充電量を表す最小目標容量とを予め記憶している。蓄電池制御
部３は、最大目標容量、現在の残容量、電流制限開始時刻及び電流制限終了時刻に基づい
て、充電電流値を制限する場合の最大となる充電電流値を最大電流制限値として算出する
。また、蓄電池制御部３は、最小目標容量、現在の残容量、電流制限開始時刻及び電流制
限終了時刻に基づいて、充電電流値を制限する場合の最小となる充電電流値を最小電流制
限値として算出する。
【００４２】
　蓄電池制御部３は、制限期間内における発電量が増加している期間の充電電流値を最大
電流制限値に設定し、制限期間内における発電量が減少している期間の充電電流値を最小
電流制限値に設定する。
【００４３】
　次に、本実施の形態に係る蓄電システム１の動作について説明をする。図４及び図５は
、本実施の形態に係る蓄電システム１の動作について説明するためのフローチャートであ
る。なお、以下の説明では、蓄電システム１が、自然エネルギーとして風力を用い、山小
屋での独立電源として使用されている場合を想定する。
【００４４】
　まず、ステップＳ１において、発電部２は、発電を開始する。次に、ステップＳ２にお
いて、蓄電池制御部３は、現在の時刻が所定の時刻であるか否かを判断する。なお、ここ
での所定の時刻とは、１日のうちの電流制限開始時刻、電流制限終了時刻、最大電流制限
値及び最小電流制限値を算出する時刻であり、例えば午前０時である。ここで、所定の時
刻でないと判断された場合（ステップＳ２でＮＯ）、所定の時刻になるまで、発電が行わ
れる。
【００４５】
　一方、所定の時刻であると判断された場合（ステップＳ２でＹＥＳ）、ステップＳ３に
おいて、発電予測パターン入力部７は、発電予測パターンを蓄電池制御部３に入力する。
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本蓄電システム１が一般的な海岸線に設置されている場合、蓄電システム１の利用者は、
海岸線の風力状況を自治体などより入手し、図３に示すような発電予測パターンを作成す
る。利用者は、作成した発電予測パターンを発電予測パターン入力部７に対して入力する
。発電予測パターン入力部７は、利用者によって作成された発電予測パターンを受け付け
る。
【００４６】
　次に、ステップＳ４において、負荷使用電力パターン入力部６は、負荷使用電力パター
ンを蓄電池制御部３に入力する。山小屋は登山客の休憩場所として用いられるため、一般
的に朝食時、昼食時、夕食時及び夜間時に電力を使用する。一方、その他の時間帯では、
利用客は登山に出ているため、電力はほとんど使用されない。したがって、山小屋での負
荷使用電力パターンとしては図６のようなパターンが得られる。
【００４７】
　図６は、負荷使用電力パターンの一例を示す図である。図６において、縦軸は電力を表
し、横軸は時間を表している。図６では、負荷が使用する１日（２４時間）の電力の変化
を負荷使用電力パターンとして表している。図６に示すように、山小屋における１日（２
４時間）の負荷使用電力パターンは、朝食時、昼食時、夕食時及び夜間時に使用電力が増
加している。蓄電システム１の利用者は、図６に示すような負荷使用電力パターンを作成
し、作成した負荷使用電力パターンを負荷使用電力パターン入力部６に対して入力する。
負荷使用電力パターン入力部６は、利用者によって作成された負荷使用電力パターンを受
け付ける。
【００４８】
　ここで、ステップＳ３の処理とステップＳ４の処理とはどちらを先に行っても良く、ス
テップＳ３の処理とステップＳ４の処理とは順不同である。
【００４９】
　次に、ステップＳ５において、蓄電池制御部３は、発電予測パターンと負荷使用電力パ
ターンとに基づいて、１日のうちの、充電を行う充電時間帯と、放電を行う放電時間帯と
を決定する。すなわち、蓄電池制御部３は、発電予測パターンと、負荷使用電力パターン
とを重ね合わせ、発電量が負荷使用電力量より多い時間帯を充電時間帯とし、発電量が負
荷使用電力量より少ない時間帯を放電時間帯として決定する。
【００５０】
　図７は、充電が行われる時間帯と、放電が行われる時間帯との分布を示す図である。図
７において、縦軸は電力を表し、横軸は時間を表している。図７では、図３に示す発電予
測パターンと、図６に示す負荷使用電力パターンとを重ね合わせている。図７に示すよう
に、午前８時から１０時の時間帯及び午後１４時から１７時の時間帯に、負荷使用電力量
と発電量との差が大きくなっていることが分かる。
【００５１】
　次に、ステップＳ６において、蓄電池制御部３は、充電時間帯における充電電流値及び
放電時間帯における放電電流値を算出する。すなわち、蓄電池制御部３は、負荷使用電力
パターンにおける負荷使用電力と、発電予測パターンにおける発電予測電力との差分値を
算出し、差分値に応じた充電電流値及び放電電流値を算出する。
【００５２】
　図８は、充電電流値及び放電電流値の時間変化の一例を示す図である。図８において、
縦軸は電流値を表し、横軸は時間を表している。図８に示すように、負荷使用電力と発電
予測電力との差分値が大きくなるほど、充放電時における電流値は大きくなっている。
【００５３】
　次に、ステップＳ７において、蓄電池制御部３は、充電電流値を所定の電流値に制限し
た状態で充放電を開始してから、充電量が所定の目標容量に到達するまでの期間の開始時
刻と終了時刻とを制限期間の電流制限開始時刻と電流制限終了時刻として決定する。具体
的に、蓄電池制御部３は、例えば０．１Ｃの充電電流値で充放電を行った場合の充電量が
所定の目標容量と同等の値を得ることができる期間を制限期間として決定し、制限期間の
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開始される時刻を電流制限開始時刻として決定し、制限期間の終了される時刻を電流制限
終了時刻として決定する。なお、１Ｃは、ある蓄電池を１時間で満充電にするために必要
な電流値を表す。
【００５４】
　ここで、制限期間について図８を用いて具体的に説明する。図８において、７時から１
７時までの連続した充放電の時間帯を考える。７時から１７時までの時間帯において、９
時に充電電流が４Ａとなり、１６時に充電電流が５Ａとなり、それぞれ０．１Ｃ（３Ａ）
を超えている。また、７時から１７時までの総充電量は２８Ａｈである。このとき、目標
容量まで２５Ａｈの充電が必要とすると、０．１Ｃ（３Ａ）に電流値を制限したとしても
、７時から１７時までの総充電量は十分に目標容量に達することができる。したがって、
蓄電池制御部３は、７時から１７時までの期間を制限期間として決定する。
【００５５】
　このように、充電電流値の制限を開始する電流制限開始時刻と、充電電流値の制限を終
了する電流制限終了時刻とを決定することができ、電流制限開始時刻と電流制限終了時刻
とに基づいて充放電を制御することができる。
【００５６】
　なお、本実施の形態では、電流制限開始時刻と電流制限終了時刻とを決定する際に用い
られる所定の電流値は０．１Ｃとしているが、本発明は特にこれに限定されず、１Ｃ以下
であればどのような値であってもよい。また、所定の電流値は、利用者によって設定され
、蓄電池制御部３に予め記憶される。
【００５７】
　また、本実施の形態では、蓄電池制御部３は、充電電流値を所定の電流値に制限した状
態で充放電を開始してから、充電量が所定の目標容量に到達するまでの期間を制限期間と
しているが、本発明は特にこれに限定されず、蓄電池制御部３は、例えば１０時間という
単位時間を予め決めておき、所定の単位時間内において例えば０．１Ｃの所定の充電電流
値で充放電した場合の充電量が所定の目標容量と同等となる期間を制限期間として決定し
てもよい。さらに、蓄電池制御部３は、充電電流値の制限を開始する電流制限開始時刻を
予め決めておき、電流制限開始時刻から例えば０．１Ｃの所定の充電電流値で充放電を開
始し、総充電量が所定の目標容量に到達した時刻を電流制限終了時刻として決定してもよ
い。
【００５８】
　次に、ステップＳ８において、蓄電池制御部３は、ステップＳ７で決定した電流制限開
始時刻を設定する。図８の場合、７時が電流制限開始時刻として設定される。次に、ステ
ップＳ９において、蓄電池制御部３は、ステップＳ７で決定した電流制限終了時刻を設定
する。図８の場合、１７時が電流制限終了時刻として設定される。
【００５９】
　次に、ステップＳ１０において、蓄電池制御部３は、最大目標容量及び最小目標容量を
決定する。蓄電池の定格容量が３０Ａｈであり、電流制限終了時刻後の用途が、充放電を
繰り返すサイクル用途である場合、目標容量は例えば１５Ａｈである。一方、蓄電池の定
格容量が３０Ａｈであり、電流制限終了時刻後の用途が、常時充電状態で維持され、非常
時に放電されるバックアップ用途である場合、目標容量は例えば２５Ａｈである。この目
標容量に利用者によって許容可能な許容範囲が加算されることで、最大目標容量と最小目
標容量とが決定される。
【００６０】
　すなわち、蓄電池制御部３は、用途毎に最大目標容量と最小目標容量とを決定する。サ
イクル用途であれば、目標容量の許容範囲は±２Ａｈとなり、最大目標容量は、１５＋２
＝１７Ａｈとなり、最小目標容量は、１５－２＝１３Ａｈとなる。また、バックアップ用
途であれば、目標容量の許容範囲は±２Ａｈとなり、最大目標容量は、２５＋２＝２７Ａ
ｈとなり、最小目標容量は、２５－２＝２３Ａｈとなる。なお、目標容量の許容範囲は、
使用用途によって異なるため、ユーザにより任意に設定可能である。なお、最大目標容量
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と最小目標容量とは、ユーザによって入力され、蓄電池制御部３に予め記憶される。
【００６１】
　ここで、ステップＳ８，９，１０の処理はどの処理を先に行っても良く、ステップＳ８
の処理とステップＳ９の処理とステップＳ１０の処理とは順不同である。
【００６２】
　次に、ステップＳ１１において、蓄電池制御部３は、現在の時刻が電流制限開始時刻で
あるか否かを判断する。ここで、電流制限開始時刻でないと判断された場合（ステップＳ
１１でＮＯ）、蓄電池制御部３は、電流制限開始時刻になるまで所定時間ごとに現在の時
刻が電流制限開始時刻であるか否かを判断する。
【００６３】
　一方、電流制限開始時刻であると判断された場合（ステップＳ１１でＹＥＳ）、ステッ
プＳ１２において、残容量検出部５は、蓄電池４の現在の残容量を検出する。
【００６４】
　次に、ステップＳ１３において、蓄電池制御部３は、最大目標容量、現在の残容量、電
流制限開始時刻及び電流制限終了時刻に基づいて、充電電流値を制限する場合の最大とな
る充電電流値を最大電流制限値として算出し、最小目標容量、現在の残容量、電流制限開
始時刻及び電流制限終了時刻に基づいて、充電電流値を制限する場合の最小となる充電電
流値を最小電流制限値として算出する。
【００６５】
　具体的に、蓄電池制御部３は、ステップＳ７，１０，１２で得られた電流制限開始時刻
、電流制限終了時刻、最大目標容量、最小目標容量及び現在の残容量を用いて、充電時に
おける最大電流制限値及び最小電流制限値を、下記の（３）式及び（４）式を用いて算出
する。
【００６６】
　最大電流制限値＝（最大目標容量－現在の残容量）／（電流制限終了時刻－電流制限開
始時刻）・・・（３）
　最小電流制限値＝（最小目標容量－現在の残容量）／（電流制限終了時刻－電流制限開
始時刻）・・・（４）
　例えば、最大目標容量が２５Ａｈであり、午前７時の段階で５Ａｈが既に充電されてお
り、午前７時から午後１７時まで電流値を制限する場合、最大電流制限値は次式のように
算出される。
【００６７】
　最大電流制限値＝（２５Ａｈ－５Ａｈ）／（１７ｈ－７ｈ）＝２．０Ａ
　また、例えば、最小目標容量が２０Ａｈであり、午前７時の段階で５Ａｈが既に充電さ
れており、午前７時から午後１７時まで電流値を制限する場合、最小電流制限値は次式の
ように算出される。
【００６８】
　最小電流制限値＝（２０Ａｈ－５Ａｈ）／（１７ｈ－７ｈ）＝１．５Ａ
　図９は、最大電流制限値及び最小電流制限値で充電した場合における充電容量と時間と
の関係を示す図である。図９の充電容量の時間変化Ｂ１に示すように、電流制限開始時刻
において既に５Ａｈ充電されており、１．５Ａの最小電流制限値で充電を行った場合、１
０時間後の電流制限終了時刻における充電容量は２０Ａｈとなっている。また、図９の充
電容量の時間変化Ｂ２に示すように、電流制限開始時刻において既に５Ａｈ充電されてお
り、２．０Ａの最大電流制限値で充電を行った場合、１０時間後の電流制限終了時刻にお
ける充電容量は２５Ａｈとなっている。
【００６９】
　このように、充電電流値を制限する場合の最大となる充電電流値が最大電流制限値と、
充電電流値を制限する場合の最小となる充電電流値が最小電流制限値とを算出することが
でき、最大電流制限値と最小電流制限値とに基づいて充放電を制御することができる。ま
た、上記の（３）式及び（４）式に基づいて最大電流制限値及び最小電流制限値が算出さ
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れるので、算出された最大電流制限値と最小電流制限値とに基づいて充放電を制御するこ
とができる。
【００７０】
　次に、ステップＳ１４において、蓄電池制御部３は、算出した最大電流制限値及び最小
電流制限値に基づいて、充電時における電流値を制限する。発電が効率的に進んだ場合、
電流値は増加し、発電が行われない場合、電流値は減少する。そこで、蓄電池制御部３は
、発電量が増加している場合、最大電流制限値を用いて充電時における電流値を制限し、
発電量が減少している場合、最小電流制限値を用いて充電時における電流値を制限する。
【００７１】
　図１０は、電流制限を行った場合の充放電電流分布の一例を示す図である。図３に示す
発電予測パターンでは、午前６時から午後１３時までの期間と午後１５時から午後１６時
までの期間とに発電量は増加し、午後１３時から午後１５時までの期間と午後１６時以降
とに発電量は減少している。そのため、図１０に示すように、蓄電池制御部３は、電流制
限開始時刻である午前７時から電流制限終了時刻である午後１７時までの制限期間のうち
、発電量が増加している期間Ａ，Ｃは、最大電流制限値２．０Ａで制御し、発電量が減少
している期間Ｂ，Ｄは、最小電流制限値１．５Ａで制御する。
【００７２】
　このように、制限期間内における発電量が増加している期間の充電電流値が最大電流制
限値に設定され、制限期間内における発電量が減少している期間の充電電流値が最小電流
制限値に設定される。したがって、最大電流制限値と最小電流制限値とを適切に用いて充
放電を制御することができる。
【００７３】
　なお、本実施の形態では、蓄電池制御部３は電流制限値を一定に保っているが、本発明
は特にこれに限定されず、電流制限値を一定に保つ必要はない。図１１は、充電容量の時
間変化の一例を示す図である。予測される充電容量が、電流値を制限する制限期間の始め
に増加し、その後減少する場合、図１１の充電容量の時間変化Ｃ１のように、蓄電池制御
部３は、電流値を制限する制限期間の始めにおいて、算出した電流制限値よりも高い電流
制限値で充電し、その後、算出した電流制限値よりも低い電流制限値で充電しても構わな
い。このように、電流値を制限する制限期間の前半と後半とで変化する電流制限値を用い
ることで、早めに蓄電池４に充電しておき、自然エネルギーの変化による蓄電池４の充電
不足を避けることが可能になる。
【００７４】
　同様に、予測される充電容量が、電流値を制限する制限期間の始めに減少し、その後増
加する場合、図１１の充電容量の時間変化Ｃ２のように、蓄電池制御部３は、電流値を制
限する制限期間の始めにおいて、算出した電流制限値よりも低い電流制限値で充電し、そ
の後、算出した電流制限値よりも高い電流制限値で充電しても構わない。このように、電
流値を制限する制限期間の前半と後半とで変化する電流制限値を用いることで、電流値を
制限する制限期間の後半に得られる発電量を失うことなく、効率的に充電することが可能
になる。
【００７５】
　なお、風力は日によってばらつきがあるため、十分な量の充放電が行えるとは限らない
。そこで、本実施の形態において、蓄電池制御部３は、制限時間の任意の時間における充
放電量が予定通りとなっているかを確認する。
【００７６】
　すなわち、ステップＳ１５において、蓄電池制御部３は、現在の時刻が所定の時刻であ
るか否かを判断する。ここで、所定の時刻でないと判断された場合（ステップＳ１５でＮ
Ｏ）、ステップＳ１７の処理に移行する。なお、ステップＳ１５の判断処理は、例えば８
時から１７時までの１時間毎に行われる。
【００７７】
　一方、所定の時刻であると判断された場合（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ステップＳ１
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６において、蓄電池制御部３は、充電量が適正値であるか否かを判断する。具体的には、
蓄電池制御部３は、所定の時刻と、所定の時刻における適正な充電量とを対応付けたテー
ブルデータを予め記憶している。蓄電池制御部３は、所定の時刻になると、予め記憶して
いるテーブルデータを参照し、所定の時刻に対応する充電量を読み出す。そして、蓄電池
制御部３は、読み出した充電量と、現在の充電量とを比較し、現在の充電量が適正である
か否かを判断する。なお、蓄電池制御部３は、読み出した充電量と、現在の充電量とが略
一致する場合、現在の充電量が適正であると判断する。ここで、略一致する場合とは、値
が完全に一致する場合だけでなく、例えば±１Ａｈ程度の誤差を有する場合も含まれる。
【００７８】
　ここで、充電量が適正値でないと判断された場合（ステップＳ１６でＮＯ）、ステップ
Ｓ７の処理へ戻り、蓄電池制御部３は、再度、電流制限開始時刻及び電流制限終了時刻を
決定する。
【００７９】
　このように、自然エネルギーの発電量が少なく、蓄電池４の残容量が目標とする充電容
量よりも少なかったとしても、制限期間内における充電電流値を修正することで、予め設
定した充電容量に到達させることができる。
【００８０】
　一方、充電量が適正値であると判断された場合（ステップＳ１６でＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１７において、蓄電池制御部３は、現在の時刻が電流制限終了時刻であるか否かを判断
する。ここで、電流制限終了時刻でないと判断された場合（ステップＳ１７でＮＯ）、ス
テップＳ１４の処理へ戻る。一方、電流制限終了時刻であると判断された場合（ステップ
Ｓ１７でＹＥＳ）、蓄電池制御部３は、電流値の制限を終了し、ステップＳ２の処理へ戻
る。
【００８１】
　このように、蓄電池４の残容量と負荷使用電力パターンと発電予測パターンとに基づい
て、蓄電システム１での充電量が増大する期間が充電電流値を制限する制限期間として決
定され、制限期間内における充電電流値が算出されるので、過度の充電電流値で充電され
るのを防止し、蓄電池の長寿命化を実現することができる。
【００８２】
　従来のように、蓄電システム自体の出力を安定化させることを目的とし、予測によって
発電出力を上下させる場合、蓄電システムとして不足又は過剰である電力は、蓄電池４か
らの充放電によって補われる。従って、風力発電量の変動が激しく、予測に対応できなか
った場合、蓄電池４からの大電流の充放電が継続して行われ、蓄電池４が発熱によって劣
化し、寿命が短くなる虞がある。
【００８３】
　図１２は、従来の蓄電システムにおいて、満充電による充電の停止が発生した場合の充
放電電流の一例を示す図であり、図１３は、従来の蓄電システムにおいて、風速がカット
アウト風速に達した場合の充放電電流の一例を示す図である。
【００８４】
　図１２に示すように、大電流での充電が継続することによって、午後１７時前に満充電
になることで、途中で充電が終了することがある。また、図１３に示すように、午前９か
ら午前１０時までの期間及び午後１５時から午後１７時までの期間において、風力が強く
なり、風速がカットアウト風速に達することで、急遽に充電が終了することがある。この
ように、風力に依存して蓄電池４の充放電電流値を決定すると、不要な大電流での充電を
行い、発熱等により蓄電池の損傷を促進させる虞がある。
【００８５】
　なお、本実施の形態では、主に風力発電について説明しているが、本発明は特にこれに
限定されず、太陽光発電にも適用可能である。太陽光発電の場合、風力に比較して発電予
測パターンは周期的及び規則的に変化する。そのため、蓄電池に対しての充放電電流も、
規則的に大電流が流れることとなり、蓄電池が発熱し、劣化の進行が早くなる。
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【００８６】
　また、太陽電池の場合、晴れの際は、電流制限を行ったとしても発電が高い確率で行わ
れ、目標容量に未達となることが少ない。したがって、本実施の形態で示した蓄電システ
ム１と同様に、太陽光発電における蓄電システムは、太陽光発電での発電予測パターン、
負荷使用電力予測パターン、蓄電池４の残容量とに基づいて、充電電流値を制限する制限
期間を決定し、制限期間内における最大電流制限値及び最小電流制限値を算出して、充電
電流値を制限する。これにより、蓄電池４への過大な電流による充放電が制限され、蓄電
池４の長寿命化を実現することができる。
【００８７】
　なお、本実施の形態における蓄電システム１は、商用電源を備えておらず、独立電源と
して用いられているが、本発明は特にこれに限定されず、商用電源を備えてもよい。図１
４は、本実施の形態の変形例における蓄電システムの構成を示すブロック図である。
【００８８】
　図１４に示す蓄電システム１１は、発電部２、蓄電池制御部３、蓄電池４、残容量検出
部５、負荷使用電力パターン入力部６、発電予測パターン入力部７及び商用電源８を備え
る。なお、図１４に示す蓄電システム１１において、図１に示す蓄電システム１と同じ構
成については同じ符号を付し、説明を省略する。
【００８９】
　商用電源８は、蓄電池制御部３を介して蓄電池４に接続されている。このとき、充電量
が不足した場合、商用電源８から追加の充電も可能であるため、常に最小電流制限値を用
いて充電することも可能である。
【００９０】
　すなわち、蓄電池制御部３は、所定の時刻毎に対応付けて蓄電池４の充電容量を予め記
憶している。蓄電池制御部３は、電流制限開始時刻において、充電電流値を最小電流制限
値に設定し、所定の時刻において検出される残容量が予め記憶されている所定の時刻にお
ける充電容量より小さい場合、最小電流制限値を所定の電流値だけ増加させるとともに、
商用電源８から追加で蓄電池４に対して電力を供給させる。
【００９１】
　ここで、商用電源８を備える蓄電システム１１の具体的な動作について図４及び図５の
フローチャートを用いて説明する。図４のステップＳ１～図５のステップＳ１３までの処
理が行われる。次に、図５のステップＳ１４において、蓄電池制御部３は、算出した最小
電流制限値に基づいて、充電時における電流値を制限する。
【００９２】
　次に、ステップＳ１５において、蓄電池制御部３は、現在の時刻が所定の時刻であるか
否かを判断する。ここで、所定の時刻でないと判断された場合（ステップＳ１５でＮＯ）
、ステップＳ１７の処理に移行する。
【００９３】
　一方、所定の時刻であると判断された場合（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ステップＳ１
６において、蓄電池制御部３は、充電量が適正値であるか否かを判断する。なお、ステッ
プＳ１６の処理については上述の通りである。
【００９４】
　ここで、充電量が適正値でないと判断された場合（ステップＳ１６でＮＯ）、蓄電池制
御部３は、現在の充電量が予め記憶されている所定の充電量より小さいか否かを判断する
。ここで、現在の充電量が予め記憶されている所定の充電量以上であると判断された場合
、ステップＳ７の処理へ戻り、蓄電池制御部３は、再度、電流制限開始時刻及び電流制限
終了時刻を算出する。
【００９５】
　一方、現在の充電量が予め記憶されている所定の充電量より小さいと判断された場合、
蓄電池制御部３は、最小電流制限値を増加させるとともに、商用電源８からの電力の供給
を開始する。なお、このとき、蓄電池制御部３は、ステップＳ１３で算出された最小電流
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制限値に所定の値を加えることで最小電流制限値を増加させているが、本発明は特にこれ
に限定されない。すなわち、蓄電池制御部３は、ステップＳ１３で算出された最小電流制
限値に所定の時間毎に所定の値を加えることで最小電流制限値を徐々に増加させてもよい
。
【００９６】
　一方、充電量が適正値であると判断された場合（ステップＳ１６でＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１７の処理へ移行し、ステップＳ１７及びステップＳ１８の処理が行われる。
【００９７】
　このように、蓄電システム１１が商用電源８を備える場合、途中で充電容量が不足した
としても商用電源８から直ちに充電することが可能であるので、最小電流制限値を用いる
ことによって、蓄電池４への充電量が制限され、蓄電池４の発熱を抑えることができ、蓄
電池４の長寿命化をさらに実現することができる。また、発電量が過多となり、電力が余
剰となった場合には、電力会社に対して売電することも可能である。
【００９８】
　また、蓄電システムが、商用電源を備えておらず、独立電源として用いられる場合、発
電部２によって発電された電力を効率的に充電させる必要があるため、常に最大電流制限
値を用いることも可能である。この場合、最大電流制限値を用いたとしても、発熱が抑え
られる範囲内で充電が行われるため、蓄電池の寿命が短縮する可能性は低い。また、発電
量が過多となり、電力が余剰となった場合には、蓄電池制御部３内での負荷によって消費
される。
【００９９】
　さらに、電流制限開始時刻から最大電流制限値で充電を開始し、所定の時刻において、
残容量が予め記憶されている充電容量より大きい場合、最大電流制限値を減少させてもよ
い。すなわち、蓄電池制御部３は、所定の時刻毎に対応付けて蓄電池４の充電容量を予め
記憶している。蓄電池制御部３は、電流制限開始時刻において、充電電流値を最大電流制
限値に設定し、所定の時刻において検出される残容量が予め記憶されている所定の時刻に
おける充電容量より大きい場合、最大電流制限値を所定の電流値だけ減少させる。
【０１００】
　具体的に、図５のステップＳ１６で充電量が適正値でないと判断された場合、蓄電池制
御部３は、現在の充電量が予め記憶されている所定の充電量より大きいか否かを判断する
。ここで、現在の充電量が予め記憶されている所定の充電量以下であると判断された場合
、ステップＳ７の処理へ戻る。
【０１０１】
　一方、現在の充電量が予め記憶されている所定の充電量より大きいと判断された場合、
蓄電池制御部３は、最大電流制限値を減少させる。なお、このとき、蓄電池制御部３は、
ステップＳ１３で算出された最大電流制限値から所定の値を減算することで最大電流制限
値を減少させているが、本発明は特にこれに限定されない。すなわち、蓄電池制御部３は
、ステップＳ１３で算出された最大電流制限値から所定の時間毎に所定の値を減算するこ
とで最大電流制限値を徐々に減少させてもよい。
【０１０２】
　この場合、最大電流制限値を用いて充電を開始し、蓄電池４の残容量が予め記憶されて
いる所定の充電容量よりも大きくなった場合、最大電流制限値が所定の電流値だけ減少さ
れるので、自然エネルギーによって発電された電力を効率よく蓄電池４に充電することが
できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明に係る蓄電システムは、過度の充電電流値で充電されるのを防止し、蓄電池の長
寿命化を実現することができ、自然エネルギーを利用した蓄電システムとして有用である
。
【図面の簡単な説明】
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【０１０４】
【図１】本発明の一実施の形態における蓄電システムの構成を示すブロック図である。
【図２】一般的な風力予測パターンの一例を示す図である。
【図３】発電予測パターンの一例を示す図である。
【図４】本実施の形態に係る蓄電システムの動作について説明するための第１のフローチ
ャートである。
【図５】本実施の形態に係る蓄電システムの動作について説明するための第２のフローチ
ャートである。
【図６】負荷使用電力パターンの一例を示す図である。
【図７】充電が行われる時間帯と、放電が行われる時間帯との分布を示す図である。
【図８】充電電流値及び放電電流値の時間変化の一例を示す図である。
【図９】最大電流制限値及び最小電流制限値で充電した場合における充電容量と時間との
関係を示す図である。
【図１０】電流制限を行った場合の充放電電流分布の一例を示す図である。
【図１１】充電容量の時間変化の一例を示す図である。
【図１２】従来の蓄電システムにおいて、満充電による充電の停止が発生した場合の充放
電電流の一例を示す図である。
【図１３】従来の蓄電システムにおいて、風速がカットアウト風速に達した場合の充放電
電流の一例を示す図である。
【図１４】本実施の形態の変形例における蓄電システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１，１１　　蓄電システム
　２　　発電部
　３　　蓄電池制御部
　４　　蓄電池
　５　　残容量検出部
　６　　負荷使用電力パターン入力部
　７　　発電予測パターン入力部
　８　　商用電源



(17) JP 2010-41883 A 2010.2.18

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(18) JP 2010-41883 A 2010.2.18

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(19) JP 2010-41883 A 2010.2.18

【図１４】



(20) JP 2010-41883 A 2010.2.18

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5G066 HA15  HB02  HB05  HB09 
　　　　 　　  5G503 AA01  AA06  AA07  BA01  BB01  CA01  CA08  DA04 
　　　　 　　  5H030 AA03  AS03  BB10  FF41  FF42  FF52 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

