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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力を充電する蓄電手段と当該蓄電手段より電力の消費応答が遅い負荷手段とを制御す
る負荷制御装置において、
　前記蓄電手段および前記負荷手段に接続する自然エネルギー発電手段からの出力に関す
る値が第１の閾値を上回る場合、前記蓄電手段および前記負荷手段の負荷電力を増加させ
た後、事前に設定された時間経過後に前記蓄電手段の負荷電力を減少させる制御手段を備
える、
　負荷制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記自然エネルギー発電手段の出力に関する値が前記第１の閾値より
低い値の第２の閾値を下回る場合、前記負荷手段の負荷電力を減少させる
　請求項１に記載の負荷制御装置。
【請求項３】
　電力を充放電する蓄電手段と当該蓄電手段より電力の消費応答が遅い負荷手段とを制御
する負荷制御装置において、
　自然エネルギー発電手段からの出力に関する値が第１の閾値を上回る場合、前記蓄電手
段の充電量を増加させた後、前記蓄電手段の蓄電量が第２の閾値を上回る時間と事前に設
定された時間とに基づいて算出される時間経過後に前記負荷手段の負荷電力を増加させる
制御手段を備える、
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　負荷制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記自然エネルギー発電手段の出力に関する値が前記第１の閾値より
低い値の第３の閾値を下回る場合、前記負荷手段の負荷電力を減少させる
　請求項３に記載の負荷制御装置。
【請求項５】
　電力を充放電する蓄電手段と当該蓄電手段より電力の消費応答が遅い負荷手段とを制御
する負荷制御装置において、
　前記蓄電手段および前記負荷手段に接続する自然エネルギー発電手段からの出力に関す
る値が第１の閾値を上回る場合、前記蓄電手段および前記負荷手段の負荷電力を増加さ
せた後、事前に設定された時間経過後に前記蓄電手段の負荷電力を減少させる制御手段を
備える、
　負荷制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、負荷制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅に自然エネルギー発電装置、例えば太陽光発電装置を設置する場合、同時に
蓄電装置も設置して充放電することがある。太陽光発電装置が発電を行っている時間帯に
蓄電装置の充電量が満杯であった場合に家庭内で電力を消費している機器の稼動を停止す
ると家庭内の電力使用量が減って、家庭から配電系統への電力の逆潮流が発生するが、こ
のとき太陽光発電装置からの発電量が抑制される場合がある。
【０００３】
　これは、家庭における太陽光発電装置の発電量が、電力使用量を上回ると商用電源側の
配電系統へ逆潮流させる方法を取っているが、逆潮流が順調に行われるためには家庭側の
電圧が配電系統側の電圧を上回っていなければならないため、近隣の多くの家庭が一斉に
逆潮流を行うなどにより配電系統側の電圧が上昇すると逆潮流を行うことが困難になり、
太陽光発電装置のパワーコンディショナが発電量そのものを抑制するためである。
【０００４】
　また、蓄電装置へ充電を行う際にはその時点での充電量を考慮していないため、太陽光
発電装置の発電電力が家庭内の負荷全体の電力使用量を越える場合、蓄電装置の充電量が
満杯になって、それ以上蓄電することができずに逆潮流が発生する場合もある。この場合
も同様にして、太陽光発電装置の発電量が抑制されて太陽光のエネルギーの有効活用にな
らないおそれがある。また、計画的に充電量を算出していないため、安価な商用電源の利
用が効率的にならない場合もある。
【０００５】
　そこで、前記課題を解決するために、太陽光発電装置の発電量が最大となるように、ま
た、安価な深夜電力の利用量を増加させることによって、省エネルギー性と経済性の両方
を向上させる負荷制御装置が考えられている。
【０００６】
　この負荷制御装置は、過去の履歴に基づいた太陽光発電装置の発電量の予測値である予
測発電量を算出する発電予測部と、過去の履歴に基づいた電力の使用量の予測値である予
測負荷量を算出する負荷予測部と、予測負荷量と機器の稼動時刻の変更によって深夜に蓄
電装置に蓄える電力量を算出する充電量算出部と、蓄電装置に蓄えられている所定時間間
隔毎の電力量の推移である蓄電量カーブと蓄えた電力の所定時間間隔毎の料金単価である
蓄電単価カーブを算出する蓄電単価算出部と、予測発電量と予測負荷量と蓄電量カーブと
蓄電単価カーブと商用電源の料金とから１日の電力料金を算出する料金算出部と、算出し
た充電量に基づいて蓄電装置の制御を行う蓄電制御部と、算出した機器の稼動スケジュー
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ルに基づいて機器の制御を行う機器制御部とを有し、最も省エネルギーと省コストとなる
ように、蓄電装置と機器の制御を行う。 
　これにより、太陽光発電装置の予測発電量が予測電力使用量を超える時間に、機器の稼
動時刻を制御することによって太陽光発電の余剰電力を削減し、機器の稼動時刻変更によ
って削減される余剰発電量と、予測電力負荷と蓄電装置内の残存電力量から、充電すべき
深夜電力量である充電量を算出し、蓄電装置の充電量を制御することによって、太陽光発
電装置の発電量を最大にし、かつ、安価な深夜電力の使用量を増やす。
【０００７】
　これにより、太陽光発電装置から得られる自然エネルギーを効率的に利用し、安価な深
夜電力の利用料を増加させることができるため、省エネルギー性を高めると同時に、経済
性も高めることが可能である。
【０００８】
　上述した負荷制御装置においては、過去の履歴に基づいた太陽光発電予測発電量と、過
去の履歴に基づいた予測負荷量を用いて、蓄電装置の充電量や機器の稼動スケジュールを
あらかじめ決め、それにしたがって蓄電装置を制御する。
【０００９】
　しかし、実際の電力系統では、逆潮流を阻害するほど配電電圧が上昇するか否か、また
、家電機器の実際に運用があらかじめ想定したとおりか否か、天気が予報どおりになるか
どうかなど、あらかじめ決めたスケジューリング制御では対応できない事象が多々存在す
る。そのために、スケジューリングされた蓄電計画が、太陽光発電を最も有効に使うもの
とは限らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－２９５６８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の実施形態は、自然エネルギー発電装置の出力抑制を回避し、自然エネルギー発
電装置による発電量の利用効率を向上させることのできる負荷制御装置を得ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の実施形態における負荷制御装置は、電力を充電する蓄電手段と当該蓄電手段よ
り電力の消費応答が遅い負荷手段とを制御する。また、前記蓄電手段および前記負荷手段
に接続する自然エネルギー発電手段からの出力に関する
値が第１の閾値を上回る場合、前記蓄電手段および前記負荷手段の負荷電力
を増加させた後、事前に設定された時間経過後に前記蓄電手段の負荷電力を減少さ
せる制御手段を備える。

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態における家庭用エネルギー管理システムの構成を示す図。
【図２】（ａ）第１の実施形態における太陽光発電装置１の発電量を示す図。（ｂ）第１
の実施形態における電圧計測装置５により計測される電圧値を示す図。（ｃ）第１の実施
形態における蓄電装置２および貯湯式給湯器３の総負荷電力量を示す図。
【図３】（ａ）第１の実施形態において、蓄電装置２を制御しない場合の太陽光発電装置
１の発電量を示す図。（ｂ）第１の実施形態において、蓄電装置２を制御しない場合の電
圧計測装置５により計測される電圧値を示す図。（ｃ）第１の実施形態において、蓄電装
置２を制御しない場合の蓄電装置２および貯湯式給湯器３の総負荷電力量を示す図。
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【図４】第２の実施形態における家庭用エネルギー管理システムの構成を示す図。
【図５】（ａ）第２の実施形態における太陽光発電装置１の発電量を示す図。（ｂ）第２
の実施形態における電圧計測装置５により計測される電圧値を示す図。（ｃ）第２の実施
形態における蓄電装置２および貯湯式給湯器３の総負荷電力量を示す図。
【図６】第３の実施形態における家庭用エネルギー管理システムの構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明係る実施形態における家庭用エネルギー管理システムについて、図面を参
照して説明する。
【００１５】
（第１の実施形態）
（構成）
　第１の実施形態の家庭用エネルギー管理システムの構成について図１を用いて説明する
。本実施形態の家庭用エネルギー管理システムは、太陽光発電装置１、蓄電装置２、貯湯
式給湯器３、電圧計測装置５、および負荷制御装置６を備える。
【００１６】
　太陽光発電装置１は、自然エネルギー発電装置の一つであり、商用系統７（商用電源、
送電線、配電線等を含む）と接続点４にて接続し、発電した電力は商用系統７に送電する
。さらに、図示しないが、太陽光発電装置１が発電した直流電力を交流単相の電力に変換
するパワーコンディショナー（以下、ＰＣＳと呼ぶ）が設けられ、このＰＣＳには商用系
統７の保護回路が設けられており、出力電圧が所定の電圧範囲１０１Ｖ±６Ｖの上限であ
る１０７Ｖを逸脱した時に出力を停止する機能を有している。
【００１７】
　蓄電装置２は、例えば蓄電池、フライホイール、キャパシタ、ＳＭＥＳ等であり、電気
エネルギーを蓄え、任意のタイミングで蓄えた電気エネルギーを出力することが可能であ
る。この蓄電装置２は商用系統７と接続し、充電時は商用系統７から電力を供給され、放
電時は商用系統７に電力を放出する。また、蓄電装置２は負荷制御装置６と接続し、負荷
制御装置６から蓄電装置充電制御信号を受信した場合に充電し、蓄電装置停止制御信号を
受信した場合は充電を停止する。
【００１８】
　さらに、図示しないが、蓄電装置２の充放電を制御するＰＣＳが設けられ、このＰＣＳ
には発電装置の発熱を考慮しながら充放電を制御する機能を有している。このＰＣＳによ
る制御はインバータ制御であるため、蓄電装置充電制御信号を受信すると、ほぼ遅れなく
充電を開始し、蓄電装置停止制御信号を受信すると、ほぼ遅れなく充電を停止する。
【００１９】
　貯湯式給湯器３は、ヒートポンプ型の給湯器であり、ヒートポンプを使用して温度が低
い水を温めて貯湯しておき、居住者による貯湯されている湯の任意のタイミングでの使用
を可能とするものである。この貯湯式給湯器３は、商用系統７と接続し、貯湯時（水を温
める時）は商用系統７から供給される電力にて水を温める。また、貯湯式給湯器３は負荷
制御装置６と接続し、負荷制御装置６から貯湯開始制御信号を受信した場合に貯湯を開始
し、貯湯停止制御信号を受信した場合に貯湯を停止する。
【００２０】
　しかし、この貯湯式給湯器３が負荷制御装置６から貯湯開始制御信号を受信し、貯湯を
開始した場合でも、ヒートポンプの保護のため、貯湯開始から５分程度の保護運転が行わ
れる。そのため、この保護運転時間経過後に全負荷運転（フルパワー運転）が行われる。
【００２１】
　電圧計測装置５は、太陽光発電装置１と接続点４との間における系統電圧Ｖ０を計測し
ており、その計測結果を負荷制御装置６に出力する。
【００２２】
　負荷制御装置６は、電圧比較手段８、給湯器起動時刻算出手段９、および機器制御手段
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１０を備える。
【００２３】
　電圧比較手段８は、電圧計測装置５により計測された系統電圧Ｖ０と、事前に設定され
た第１の基準電圧Ｖ１および第２の基準電圧Ｖ２とを比較する。系統電圧Ｖ０が事前に設
定された第１の基準電圧値Ｖ１を超えると、給湯器起動時刻算出手段９に対して、蓄電装
置２の充電を開始させるための蓄電装置充電信号と、貯湯式給湯器３の貯湯を開始させる
ための貯湯開始信号を出力する。系統電圧Ｖ０が事前に設定された第２の基準電圧Ｖ２を
下回ると、給湯器起動時刻算出手段９に対して、貯湯式給湯器３を停止させるための貯湯
停止信号を出力する。ここでの第１の基準電圧Ｖ１は第２の基準電圧Ｖ２より高く設定し
ている。
【００２４】
　給湯器起動時刻算出手段９は、電圧比較手段８から蓄電装置充電信号および貯湯開始信
号を受信した場合は、機器制御手段１０にこの蓄電装置充電信号および貯湯開始信号を受
け渡すと共に、事前に設定された貯湯式給湯器３の保護運転時間待機する。そして、給湯
器起動時刻算出手段９は、蓄電装置充電信号および貯湯開始信号を受け渡した時間から保
護運転時間経過し、貯湯式給湯器３が全負荷運転となったことを確認すると、機器制御手
段１０に対して、蓄電装置２の充電を停止させるための蓄電装置停止信号を出力する。
【００２５】
　また、給湯器起動時刻算出手段９が電圧比較手段８から貯湯停止信号を受信した場合は
、機器制御手段１０に受信した貯湯停止信号を受け渡す。
【００２６】
　機器制御手段１０は、給湯器起動時刻算出手段９から蓄電装置充電信号を受信した場合
は、蓄電装置２に対して蓄電装置充電制御信号を出力し、蓄電装置停止信号を受信した場
合は、蓄電装置２に対して蓄電装置停止制御信号を出力する。同様に、機器制御手段１０
は、給湯器起動時刻算出手段９から貯湯開始信号を受信した場合は、貯湯式給湯器３に対
して貯湯開始制御信号を出力し、貯湯停止信号を受信した場合は、貯湯式給湯器３に対し
て貯湯停止制御信号を出力する。
【００２７】
（作用）
　次に、本実施形態の家庭用エネルギー管理システムの動作について図２を用いて説明す
る。図２は、本実施形態の家庭用エネルギー管理システムを用いて蓄電装置２および貯湯
式給湯器３を制御した場合の（ａ）太陽光発電装置１の発電量、（ｂ）電圧計測装置５に
より計測される電圧値、（ｃ）蓄電装置２および貯湯式給湯器３の総負荷電力を示してい
る。
【００２８】
　図２（ａ）に示すように、太陽光発電装置１により発電される１日の発電量は、日中に
最大となり、夜間に最小となる。そのため、図２（ｂ）に示すように、電圧計測装置５に
より計測される電圧値は日中に上昇して第１の基準電圧Ｖ１を超えたり、夜間に減少して
第２の基準電圧Ｖ２を下回ったりすることがある。
【００２９】
　第１の基準電圧Ｖ１を超えたことを電圧比較手段８が検出し、給湯器起動時刻算出手段
９に対して、蓄電装置２の充電を開始させるための蓄電装置充電信号と、貯湯式給湯器３
の貯湯を開始させるための貯湯開始信号を出力する。蓄電装置充電信号および貯湯開始信
号を受信した給湯器起動時刻算出手段９は、機器制御手段１０にこの蓄電装置充電信号お
よび貯湯開始信号を受け渡す。
【００３０】
　蓄電装置充電信号および貯湯開始信号を受信した機器制御手段１０は、蓄電装置２に蓄
電装置充電制御信号を出力して充電を開始させ、貯湯式給湯器３に貯湯開始制御信号を出
力して貯湯を開始させる。
【００３１】
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　さらに、給湯器起動時刻算出手段９は、蓄電装置充電信号および貯湯開始信号を受け渡
した時間から事前に設定された保護運転時間経過し、貯湯式給湯器３が全負荷運転したこ
とを確認すると、機器制御手段１０に対して、蓄電装置２の充電を停止させるための蓄電
装置停止信号を出力する。蓄電装置停止信号を受信した機器制御手段１０は、蓄電装置２
に蓄電装置停止制御信号を出力して充電を停止させる。
【００３２】
　その後、太陽光発電装置１の発電量の減少に伴い、電圧計測装置５により計測される電
圧値が第２の基準電圧Ｖ２を下回ったことを電圧比較手段８が検出し、給湯器起動時刻算
出手段９に対して貯湯停止信号を出力する。貯湯停止信号を受信した給湯器起動時刻算出
手段９は、機器制御手段１０に対して貯湯停止信号を受け渡す。貯湯停止信号を受信した
機器制御手段１０は、貯湯式給湯器３に貯湯停止信号を出力し、貯湯式給湯器３を停止さ
せることで貯湯は停止する。
【００３３】
（効果）
　本実施形態では、太陽光発電装置１の出力抑制を回避し、太陽光発電装置１による発電
量の利用効率を向上させることが可能である。
【００３４】
　この発電量の利用効率の向上について、以下に説明する。蓄電装置２を用いず、電圧計
測装置５により計測される電圧値が第１の基準電圧Ｖ１を超えた場合に貯湯式給湯器３の
貯湯を開始し、第２の基準電圧Ｖ２を下回った場合に貯湯を停止した場合について図３を
用いて説明する。図３（ａ）は、太陽光発電装置１の発電量、図３（ｂ）電圧計測装置５
により計測される電圧値、図３（ｃ）貯湯式給湯器３の負荷電力を示している。
【００３５】
　電圧計測装置５により計測される電圧値が第１の基準電圧Ｖ１を超えた場合、貯湯式給
湯器３の貯湯を開始するが、貯湯開始後は５分程度の保護運転期間が設定されており、電
圧値が即応して下がらない。そのため、保護運転期間に電圧値がＰＣＳの電圧範囲の上限
である１０７Ｖを超えると太陽光発電装置１による発電を停止させていた。
【００３６】
　つまり、本実施形態では、貯湯式給湯器３に加えて、充電動作の応答が速い蓄電装置２
を起動・停止を制御しているため、太陽光発電装置１を停止させ、出力抑制する必要がな
いため、発電量の利用効率を向上させることが可能である。
【００３７】
　また、貯湯式給湯器３が全負荷運転を開始すると、蓄電装置２の充電を停止するため、
蓄電装置２の蓄電量が満杯になることが少なく、蓄電装置２に対する負荷を抑えることが
可能である。
【００３８】

　なお、本実施形態の電圧比較手段８は、蓄電装置停止信号および貯湯停止信号を給湯器
起動時刻算出手段９に出力していたが、直接、蓄電装置２および貯湯式給湯器３に対して
出力してもよい。この時、蓄電装置停止信号を受信した蓄電装置２は充電を停止し、貯湯
停止信号を受信した貯湯式給湯器３は貯湯を停止する。
【００３９】
　また、本実施形態の機器制御手段１０は、給湯器起動時刻算出手段９から蓄電装置充電
信号および蓄電装置停止信号を受信し、蓄電装置２に対して蓄電装置充電制御信号および
蓄電装置停止制御信号を出力する。また機器制御手段１０は、給湯器起動時刻算出手段９
から貯湯開始信号および貯湯停止信号を受信し、貯湯式給湯器３に対して貯湯開始信号お
よび貯湯停止信号を出力している。しかし、給湯器起動時刻算出手段９から直接、蓄電装
置２に対して蓄電装置充電信号および蓄電装置停止信号、貯湯式給湯器３に対して貯湯開
始信号および貯湯停止信号を出力してもよい。
【００４０】
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　この時、蓄電装置２は、蓄電装置充電信号を受信した場合は充電を開始し、蓄電装置停
止信号を受信した場合は充電を停止する。同様に、貯湯式給湯器３は、貯湯開始信号を受
信した場合は貯湯を開始し、貯湯停止信号を受信した場合は貯湯を停止する。
【００４１】
　また、本実施形態の給湯器起動時刻算出手段９は、機器制御手段１０に蓄電装置充電信
号および貯湯開始信号を出力した時間から、事前に設定された保護運転時間を待機し、蓄
電装置停止信号を機器制御手段１０に対して出力している。しかし、保護運転時間終了直
後に蓄電装置２を停止させるための蓄電装置停止信号を出力する必要はなく、保護運転時
間終了後から蓄電装置２の蓄電量が満杯になる前であれば、同様の効果を得ることが可能
である。
【００４２】
　また、貯湯式給湯器３の保護運転時間は、起動時の外気温、気圧、等の変化パラメータ
により変化があるため、給湯器起動時刻算出手段９は、これらの現在の変化パラメータを
図示しない温度計、気圧計から受信し、受信した変化パラメータに基づいて、事前に設定
された保護運転時間の調整を行うことによって、より正確な制御を可能とする。
【００４３】

（第２の実施形態）
　次に、本発明に係る第２の実施形態について図４を用いて説明する。なお第１の実施形
態と同一の構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。第１の実施形態との構
成の違いは、給湯器起動時刻算出手段９に替えて、充電可能時間算出手段１１を有してい
ることである。
【００４４】
　また、電圧比較手段８は、電圧計測装置５により計測された系統電圧Ｖ０と第１の基準
電圧Ｖ１および第２の基準電圧Ｖ２を比較する。系統電圧Ｖ０が事前に設定された第１の
基準電圧値Ｖ１を超えると、充電可能時間算出手段１１に対して、蓄電装置２の充電を開
始させるための蓄電装置充電信号を出力する。系統電圧Ｖ０が事前に設定された第２の基
準電圧Ｖ２を下回ると、充電可能時間算出手段１１に対して、貯湯式給湯器３を停止させ
るための貯湯停止信号を出力する。
【００４５】
　充電可能時間算出手段１１は、電圧比較手段８から蓄電装置充電信号を受信した場合は
、機器制御手段１０にこの蓄電装置充電信号を受け渡すと共に、（１）式により貯湯待機
時間を計算する。この貯湯待機時間は、充電可能時間算出手段１１が機器制御手段１０に
蓄電装置充電信号を受け渡した時間から、貯湯式給湯器３が貯湯を開始するための貯湯開
始信号を出力するまでの待機時間である。蓄電装置充電信号を受け渡した時間から貯湯待
機時刻経過後に貯湯開始信号を出力することで、蓄電装置２の蓄電量が満杯になるタイミ
ングにて貯湯式給湯器３が全負荷運転させることができる。
【００４６】
　貯湯待機時間＝（蓄電容量－現在蓄電量）／（充電電力値）－（保護運転時間）・・・
（１）式
　ここで、蓄電容量は蓄電装置２の蓄電量の上限値であり、現在蓄電量は蓄電装置２の現
在の蓄電量であり、充電電力値は単位時間当たりの充電量である。
【００４７】
　そして、充電可能時間算出手段１１は機器制御手段１０に蓄電装置充電信号を受け渡し
た時間から、貯湯待機時間経過したことを確認すると、機器制御手段１０に対して、貯湯
式給湯器３の貯湯を開始させるための貯湯開始信号を出力する。
【００４８】
　また、電圧比較手段８から貯湯停止信号を受信した場合、充電可能時間算出手段１１は
、機器制御手段１０に受信した蓄電装置停止信号と貯湯停止信号を受け渡す。
【００４９】
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（作用）
　次に、本実施形態の家庭用エネルギー管理システムの動作について図５を用いて説明す
る。図５は、本実施形態の家庭用エネルギー管理システムを用いて蓄電装置２および貯湯
式給湯器３を制御した場合の（ａ）太陽光発電装置１の発電量、（ｂ）電圧計測装置５に
より計測される電圧値、（ｃ）蓄電装置２および貯湯式給湯器３の総負荷電力を示してい
る。
【００５０】
　第１の実施形態と同様に、図５（ａ）太陽光発電装置１により発電される１日の発電量
は、日中に最大となり、夜間に最小となる。そのため、図５（ｂ）に示すように、電圧計
測装置５により計測される電圧値は日中に上昇して第１の基準電圧Ｖ１を超えたり、夜間
に減少して第２の基準電圧Ｖ２を下回ったりすることがある。
【００５１】
　第１の基準電圧Ｖ１を超えたことを電圧比較手段８が検出し、充電可能時間算出手段１
１に対して、蓄電装置２の充電を開始させるための蓄電装置充電信号を出力する。蓄電装
置充電信号を受信した充電可能時間算出手段１１は、機器制御手段１０にこの蓄電装置充
電信号を受け渡す。
【００５２】
　蓄電装置充電信号を受信した機器制御手段１０は、蓄電装置２に蓄電装置充電制御信号
を出力し、蓄電装置２を起動させることで充電を開始する。
【００５３】
　さらに、充電可能時間算出手段１１は、機器制御手段１０に蓄電装置充電信号を受け渡
した時間から貯湯待機時間経過したことを確認すると、機器制御手段１０に対して、貯湯
式給湯器３の充電を開始させるための貯湯開始信号を出力する。貯湯開始信号を受信した
機器制御手段１０は、貯湯式給湯器３に貯湯開始制御信号を出力し、貯湯式給湯器３を起
動させることで貯湯を開始する。その後、蓄電装置２の蓄電量が満杯になった場合、蓄電
装置２は停止する。
【００５４】
　さらに、太陽光発電装置１の発電量の減少に伴い、電圧計測装置５により計測される電
圧値が第２の基準電圧Ｖ２を下回ったことを電圧比較手段８が検出し、充電可能時間算出
手段１１に対して貯湯停止信号を出力する。貯湯停止信号を受信した給湯器起動時刻算出
手段９は、機器制御手段１０に対して貯湯停止信号を受け渡す。貯湯停止信号を受信した
機器制御手段１０は、貯湯式給湯器３に貯湯停止制御信号を出力し、貯湯式給湯器３の貯
湯を停止させる。
【００５５】
（効果）
　本実施形態では、貯湯式給湯器３に加えて、充電動作の応答が速い蓄電装置２の起動・
停止を制御しているため、太陽光発電装置１を停止させ、出力抑制する必要がないため、
発電量の利用効率を向上させることが可能である。
【００５６】

　なお、本実施形態の充電可能時間算出手段１１は、蓄電装置２の蓄電量が満杯になるタ
イミングにて貯湯式給湯器３の保護運転時間が終了して全負荷運転を開始するように、機
器制御手段１０に対して蓄電開始信号を出力した時間から貯湯待機時間経過後に、貯湯開
始信号を出力している。しかし、蓄電装置２の蓄電量が満杯になることを防ぐ場合は、貯
湯待機時間を（２）式で算出し、保護運転時間が終了するタイミングにて蓄電装置２を停
止させるための蓄電装置停止信号を充電可能時間算出手段１１が機器制御手段１０に出力
するとよい。（２）式は、蓄電装置２の上限蓄電量の８０％まで達するタイミングにて、
貯湯式給湯器３が全負荷運転を開始し、蓄電装置２が停止する場合の貯湯待機時間を示し
ている。
【００５７】
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　貯湯待機時間＝（蓄電容量×０．８－現在蓄電量）／（充電電力値）－（保護運転時間
）・・・（２）式
　ここでの「（蓄電容量×０．８－現在蓄電量）／（充電電力値）」は、蓄電装置２の現
在の蓄電量が、事前に設定された蓄電量（ここでは上限蓄電量の８０％）になるまでの時
間を示す設定蓄電量時間と呼んでいる。
【００５８】

　なお、第１の実施形態および第２の実施形態において、蓄電装置２および貯湯式給湯器
３は単数としているが、複数であっても同様の制御を行うことによって、同様の効果を得
ることが可能である。また、蓄電装置２が例えば蓄電池とフライホイールの種類が異なる
ものであっても、同様の制御にて同様の効果を得ることが可能である。
【００５９】
　また、太陽光発電装置１の発電量が短期間（数秒単位）で激しく変動する場合には、電
圧計測装置５により計測される電圧値も同様に変化する虞がある。その場合は、電圧比較
手段８は、電圧計測装置５により計測される電圧値のうち、任意の時間帯の平均値または
ＲＭＳ値（Root Mean Square：二乗平均平方根）と、第１の基準電圧Ｖ１および第２の基
準電圧Ｖ２とを比較しても同様の効果を得ることが可能である。
【００６０】

（第３の実施形態）
（構成・作用）
　第３の実施形態の家庭用エネルギー管理システムの構成について図６を用いて説明する
。本実施形態の家庭用エネルギー管理システムは、太陽光発電装置１、蓄電装置２、貯湯
式給湯器３、電圧計測装置５、および負荷制御装置６を備える。
【００６１】
　太陽光発電装置１は、自然エネルギー発電装置の一つであり、商用系統７（商用電源、
送電線、配電線等を含む）と接続点４にて接続し、発電した電力は商用系統７に送電する
。さらに、図示しないが、太陽光発電装置１が発電した直流電力を交流単相２００Ｖの電
力に変換するパワーコンディショナー（以下、ＰＣＳと呼ぶ）が設けられ、このＰＣＳに
は商用系統７の保護回路が設けられており、出力電圧が所定の電圧範囲１０１Ｖ±６Ｖを
逸脱した時に出力を停止する機能を有している。
【００６２】
　蓄電装置２は、例えば蓄電池、フライホイール、キャパシタ、ＳＭＥＳ等であり、電気
エネルギーを蓄え、任意のタイミングで蓄えた電気エネルギーを出力することが可能であ
る。この蓄電装置２は商用系統７と接続し、充電時は商用系統７から電力を供給され、放
電時は商用系統７に電力を放出する。さらに、図示しないが、蓄電装置２の充放電を制御
するＰＣＳが設けられ、このＰＣＳには発電装置の発熱を考慮しながら充放電を制御する
機能を有している。このＰＣＳによる制御はインバータ制御であるため、ほぼおくれなく
制御に応答する。
【００６３】
　貯湯式給湯器３は、ヒートポンプ型の給湯器であり、ヒートポンプを使用して温度が低
い水を温めて貯湯しておき、居住者が貯湯されている湯の任意のタイミングでの使用を可
能とするものである。この貯湯式給湯器３は、商用系統７と接続し、貯湯時（水を温める
時）は商用系統７から供給される電力にて水を温める。しかし、この貯湯式給湯器３が貯
湯を開始した場合でも、ヒートポンプの保護のため、貯湯開始から５分程度の保護運転が
行われる。そのため、この保護運転時間経過後に全負荷運転（フルパワー運転）が行われ
る。
【００６４】
　電圧計測装置５は、太陽光発電装置１と接続点４との間における系統電圧Ｖ０を計測し
ており、その計測結果を負荷制御装置６に出力する。
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【００６５】
　負荷制御装置６は、電圧ＤＢ１３、発電ＤＢ１４、電圧予測手段１５、発電予測手段１
６、発電抑制量算出手段１７、蓄電・貯湯必要量算出手段１８、蓄電・貯湯スケジュール
制御手段１９、負荷予測手段２０、負荷ＤＢ２１を備える。
【００６６】
　電圧ＤＢ１３は、電圧計測装置５により計測される電圧値を記憶し、発電ＤＢ１４は、
太陽光発電装置１の発電量を記憶する。また、負荷ＤＢ２１は、図示しない負荷の電力消
費量を記憶する。
【００６７】
　電圧予測手段１５は、電圧ＤＢ１３に記憶された電圧値と、天気予報ＤＢ１２から受信
した天気予報から翌日の電圧値を示す予測電圧値を算出し、発電抑制量算出手段１７に出
力する。
【００６８】
　発電予測手段１６は、発電ＤＢ１４に記憶された発電量と、天気予報ＤＢ１２から受信
した天気予報から翌日の発電量を示す予測発電量を算出し、発電抑制量算出手段１７に出
力する。
【００６９】
　負荷予測手段２０は、負荷ＤＢ２１に記憶された電力消費量と、天気予報ＤＢ１２から
受信した天気予報から翌日の電力消費量を示す予測電力消費量を算出し、発電抑制量算出
手段１７に出力する。
【００７０】
　ここでは、電圧予測手段１５、発電予測手段１６、および負荷予測手段２０は、夫々、
翌日の予測電圧値、予測発電量、および予測電力消費量を予測しているが、予測する期間
を示す予測期間は利用者が任意に設定可能である。
【００７１】
　発電抑制量算出手段１７は、予測電圧値、予測発電量、および予測電力消費量から、翌
日に電圧計測装置５により計測される電圧値が高すぎるために、太陽光発電装置１の発電
が抑制される時間を示す抑制時間と、その時間帯に太陽光発電装置１により発電される発
電量を示す抑制発電量を算出し、この抑制時間および抑制発電量を蓄電・貯湯必要量算出
手段１８に出力する。
【００７２】
　蓄電・貯湯必要量算出手段１８は、蓄電装置２における現在の蓄電量と貯湯式給湯器３
における現在の貯湯量を取得し、取得した現在の蓄電量および現在の貯湯量と、発電抑制
量算出手段１７から受信した抑制時間および抑制発電量とから、蓄電装置２の起動・停止
をスケジューリングした蓄電スケジュールと、貯湯式給湯器３の起動・停止をスケジュー
ルリングした貯湯スケジュールとを作成する。このとき、蓄電スケジュールおよび貯湯ス
ケジュールは、翌日の太陽光発電装置１による発電が抑制されないよう、予測した抑制時
間の前に予測した抑制発電量分を蓄電装置２または貯湯式給湯器３にて消費できるよう、
スケジューリングされている。
【００７３】
　蓄電・貯湯スケジュール制御手段１９は、蓄電・貯湯必要量算出手段１８により作成さ
れた蓄電スケジュールおよび貯湯スケジュールに基づいて、蓄電装置２および貯湯式給湯
器３の起動・停止を制御する。
【００７４】
（効果）
　本実施形態では、太陽光発電装置１の出力抑制を回避し、太陽光発電装置１による発電
量の利用効率を向上させることが可能である。
【００７５】

　本発明に係る実施形態によれば、自然エネルギー発電装置の出力抑制を回避し、自然エ
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【００７６】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、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。これら新規な実施
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、変更を行うことが出来る。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共に、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。
【符号の説明】
【００７７】
１…太陽光発電装置
２…蓄電装置
３…貯湯式給湯器
４…接続点
５…電圧計測装置
６…負荷制御装置
７…商用系統
８…電圧比較手段
９…給湯器起動時刻算出手段
１０…機器制御手段
１１…蓄電可能時間算出手段
１２…天気予報ＤＢ
１３…電圧ＤＢ
１４…発電ＤＢ
１５…電圧予測手段
１６…発電予測手段
１７…発電抑制量算出手段
１８…蓄電・貯湯必要量算出手段
１９…蓄電・貯湯スケジュール制御手段
２０…負荷予測手段
２１…負荷ＤＢ
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