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(57)【要約】
【課題】各宅において融通電力量を決定して、効率的に
複数の住戸間で電力を融通し合うことを目的とする。
【解決手段】複数の戸建や共同住宅、集合住宅等の複数
住宅それぞれに蓄電池を備えて、深夜電力等の電気料金
の安い時間帯に充電した蓄電池の電力を住宅１２で利用
する。また、蓄電池の充電量に余裕がある住宅１２から
電力が不足する住宅１２や共用施設１８に電力を融通す
る。電力の融通を行う際には、各住宅１２の日々の電力
使用量を予測し、該電力使用量と蓄電池の充電量に基づ
いて、各住宅１２の融通量を決定し、制御装置１４に通
知する。制御装置１４は、各住宅１２で決定された各住
宅１２の融通量に応じて電力が不足する住宅１２や共用
施設１８へ電力を融通する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住宅で使用する電力を蓄電する蓄電池と、
　前記蓄電池の充放電を制御する充放電制御手段と、
　前記蓄電池に蓄電された電力のうち、他の住宅へ融通する電力量を決定する決定手段と
、
　他の住宅への電力の融通が要求された場合に、前記蓄電池に蓄電された電力を他の住宅
へ融通するように前記充放電制御手段を制御する融通制御手段と、
　を有し、複数の住宅のそれぞれに設けられた住宅電力供給装置と、
　各住宅の前記決定手段の決定結果に基づいて、前記蓄電池の蓄電量に余裕がある住宅に
設けられた前記住宅電力供給装置の前記融通制御手段へ電力の融通を要求して前記蓄電池
の電力が不足する住宅へ電力を融通するように、前記複数の住宅電力供給装置間の電力の
流れを制御する制御装置と、
　を備えた電力融通システム。
【請求項２】
　前記決定手段は、住宅で使用する電力量を予測して、予測した前記電力量と、前記蓄電
池の蓄電量と、に基づいて、他の住宅への電力の融通量を決定する請求項１に記載の電力
融通システム。
【請求項３】
　前記充放電制御手段は、夜間電力を用いて前記蓄電池を充電するように前記蓄電池の充
電を制御する請求項１又は請求項２に記載の電力融通システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、電力の融通元、電力の融通先、及び電力の融通量を含む融通情報を記
憶するように更に制御する請求項１～３の何れか１項に記載の電力融通システム。
【請求項５】
　前記制御装置によって記憶された前記融通情報に基づいて、各住宅間の電力の融通に対
して課金を行う課金手段を更に備えた請求項４に記載の電力融通システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力融通システムにかかり、特に、集合住宅等の複数宅からなる集団住宅内
で利用される電力融通システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電力を蓄電する蓄電池を備えて、深夜電力や発電装置等によって充電して利用す
る技術が提案されている。
【０００３】
　また、特許文献１に記載の技術では、複数の住戸で蓄電池を共有して使用する技術が提
案されている。詳細には、特許文献１に記載の技術では、昼間に夜間充電した上限値の電
力を使い切らない住戸がある場合に、当該住戸の余剰電力量を特定し、特定した余剰電力
量を他の住戸に配分することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９１０４号公報
【発明の概要】
【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に記載の技術では、各宅の蓄電池の充電量が余る場合に、電
力を他の住戸へ融通しているが、蓄電池の残量がなくなったときに電力が余剰となってい
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る住戸から電力を融通しており、各宅の電力の融通量を決定できないため、改善の余地が
ある。
【０００６】
　本発明は、上記事実を考慮して成されたもので、各宅において融通電力量を決定して、
効率的に複数の住宅間で電力を融通し合うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、住宅で使用する電力を蓄電する蓄
電池と、前記蓄電池の充放電を制御する充放電制御手段と、前記蓄電池に蓄電された電力
のうち、他の住宅へ融通する電力量を決定する決定手段と、他の住宅への電力の融通が要
求された場合に、前記蓄電池に蓄電された電力を他の住宅へ融通するように前記充放電制
御手段を制御する融通制御手段と、を有し、複数の住宅のそれぞれに設けられた住宅電力
供給装置と、各住宅の前記決定手段の決定結果に基づいて、前記蓄電池の蓄電量に余裕が
ある住宅に設けられた前記住宅電力供給装置の前記融通制御手段へ電力の融通を要求して
前記蓄電池の電力が不足する住宅へ電力を融通するように、前記複数の住宅電力供給装置
間の電力の流れを制御する制御装置と、を備えることを特徴としている。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、複数の住宅に住宅電力供給装置がそれぞれ設けられて
おり、複数の住宅電力供給装置は、蓄電池、充放電制御手段、決定手段、及び融通制御手
段をそれぞれ備えている。
【０００９】
　蓄電池には、住宅で使用する電力が蓄電され、充放電制御手段によって蓄電池の充放電
が制御される。すなわち、充放電制御手段の制御によって住宅で使用する電力を蓄電池か
ら供給したり、蓄電池を充電したりすることができる。
【００１０】
　また、決定手段では、蓄電池に蓄電した電力のうち、他の住宅へ融通する電力量が決定
される。決定手段は、例えば、請求項２に記載の発明のように、住宅で使用する電力量を
予測して、予測した電力量と、蓄電池の蓄電量と、に基づいて、他の住宅への電力の融通
量を決定する。
【００１１】
　そして、融通制御手段では、他への電力の融通が要求された場合に、蓄電池の電力を他
の住宅へ融通するように充放電制御手段が制御される。
【００１２】
　一方、制御装置では、各住宅の決定手段の決定結果に基づいて、蓄電池の蓄電量に余裕
がある住宅に設けられた住宅電力供給手段の融通制御手段へ電力の融通を要求して蓄電池
の電力が不足する住宅へ電力を融通するように、複数の住宅電力供給装置間の電力の流れ
が制御される。
【００１３】
　すなわち、決定手段によって各住宅の電力の融通量を決定して、決定した融通量に基づ
いて、住宅間で電力を融通するようにしたので、各宅において融通する電力量を決定して
、効率的に複数の住宅間で電力を融通し合うことができる。
【００１４】
　また、充放電制御手段は、請求項３に記載の発明のように、夜間電力を用いて蓄電池を
充電するように蓄電池の充電を制御するようにしてもよい。これによって、電力料金が安
い時間帯の電力を昼間に使用することが可能となる。
【００１５】
　また、制御装置は、請求項４に記載の発明のように、電力の融通元、電力の融通先、及
び電力の融通量を含む融通情報を記憶するように更に制御するようにしてもよい。この場
合には、請求項５に記載の発明のように、課金手段を更に備えることで、制御装置によっ
て記憶された融通情報に基づいて、各住宅間の電力の融通に対して課金を行うことができ
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る。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように本発明によれば、各住宅の電力の融通量を決定して、決定した融通
量に基づいて、住宅間で電力を融通するようにしたので、各宅において融通電力量を決定
して、効率的に複数の住宅間で電力を融通し合うことができる、という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係わる電力融通システムの概略を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係わる電力融通システムを拡張した場合を示す図である。
【図３】各住宅の概要を示す図である。
【図４】住宅電力供給装置の構成を示すブロック図である。
【図５】制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態に係わる電力融通システムの住宅電力供給装置で行われる処
理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係わる電力融通システムの制御装置で行われる処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。図１は、本発明の
実施の形態に係わる電力融通システムの概略を示す図である。なお、図１の点線は、電力
の流れを示し、点線は、情報の流れを示す。
【００１９】
　本発明の実施の形態に係わる電力融通システム１０は、複数の戸建や共同住宅、集合住
宅等の複数住宅１２それぞれに蓄電池を備え、深夜電力等の電気料金の安い時間帯に充電
した蓄電池の電力を住宅１２内に供給すると共に、蓄電池の電力が不足する住宅１２が発
生した場合に、住宅１２間で電力を融通するものである。
【００２０】
　住宅１２間の電力を融通するために、本発明の実施の形態に係わる電力融通システム１
０は、住宅１２間の電力の融通を制御する制御装置１４を備えている。
【００２１】
　各住宅１２には、蓄電池の充電や住宅１２のへの電力供給等を行う住宅電力供給装置１
６が設けられている。
【００２２】
　制御装置１４には、各住宅１２の住宅電力供給装置１６が接続されていると共に、共有
施設１８が接続されている。制御装置１４は、各住宅１２の住宅電力供給装置１６と通信
を行うことによって、電力融通が可能な住宅１２があるか否かを判断し、電力を融通可能
な住宅１２が存在する場合に、電力が不足する住宅１２や共用施設１８へ電力を融通する
ようになっている。電力を融通する共用施設１８としては、街頭や集合住宅のロビーなど
を適用することができる。
【００２３】
　また、制御装置１４は、メイン情報制御装置２０が接続されている。制御装置１４は、
融通した電力の融通元、融通先、及び融通量等の融通情報を記憶し、記憶された融通情報
が、メイン情報制御装置２０へ出力可能とされている。メイン情報制御装置２０は、制御
装置１４に記憶された上記融通情報を管理する。
【００２４】
　また、メイン情報制御装置２０は、図２に示すように、複数の住宅１２の住宅電力供給
装置１６が接続された制御装置１４が複数接続可能とされており、各制御装置１４の情報
を管理可能とされている。すなわち、各住宅１２間の距離が長いと電力を融通する際の損
失が大きいため、電力の融通はまとまって存在する住宅１２間で行い、電力の融通に関す
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る情報のみをメイン情報制御装置２０が統括的に管理するようになっている。
【００２５】
　メイン情報制御装置２０には、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）２２等が接続可能とさ
れており、メイン情報制御装置２０に記憶された融通情報をＰＣ２２に出力することによ
り、融通した電力に応じて電力の融通先に課金を行うことが可能とされている。なお、メ
イン情報制御装置２０にＰＣ２２の機能を備えるようにしてもよい。
【００２６】
　次に、住宅電力供給装置１６を備えた各住宅１２について説明する。図３は、各住宅１
２の概要を示す図である。
【００２７】
　各住宅１２には、上述したように各住宅１２内への電力供給を制御するための住宅電力
供給装置１６を備えている。
【００２８】
　住宅電力供給装置１６には、商用電源２４、太陽電池２６、発電ユニット２８、蓄電池
３０が接続されており、これらの電力を住宅１２で使用する電力として供給する。なお、
太陽電池２６及び発電ユニット２８は省略してもよいし、これらを備えない住宅１２があ
ってもよい。
【００２９】
　太陽電池２６は、太陽エネルギーを電力に変換するソーラーパネルを有し、該ソーラー
パネルによって変換された電力を住宅電力供給装置１６へ供給する。
【００３０】
　発電ユニット２８は、燃料電池を有し、該燃料電池によって発電して、発電した電力を
住宅電力供給装置１６へ供給する。
【００３１】
　住宅電力供給装置１６は、電力会社から供給される電力や、太陽電池２６から供給され
る電力、発電ユニット２８から供給される電力によって蓄電池３０を充電して、充電した
電力や、上記各電力を住宅１２（例えば、照明機器３２や空調装置３４等）へ供給するた
めの制御を行う。
【００３２】
　ここで、住宅電力供給装置１６について詳細に説明する。図４は、住宅電力供給装置１
６の構成を示すブロック図である。
【００３３】
　住宅電力供給装置１６は、住宅１２内の電力の流れを制御する電力制御部３６を備えて
いる。電力制御部３６には、蓄電池３０、発電装置３８、商用電源２４、分電盤４０、及
び上述の制御装置１４が接続されている。
【００３４】
　蓄電池３０は、本実施の形態では、基本的に電気料金の安い深夜電力により充電される
と共に、昼間は発電装置３８によって発電された電力を用いて充電される。
【００３５】
　発電装置３８は、例えば、上述の太陽電池２６や発電ユニット２８からなり、発電した
電力を電力制御部３６へ供給する。また、発電装置３８としては、風力発電や水力発電等
の太陽光以外の他の自然エネルギーを利用した発電装置を適用するようにしてもよい。
【００３６】
　商用電源２４は、電力会社から供給される。商用電源２４から供給される電力は、蓄電
池３０の充電に使用したり、蓄電池３０や発電装置３８の電力だけでは、住宅１２で使用
する電力が不足する場合に使用され、商用電源２４からの電力が住宅１２の各居室４２へ
供給可能とされている。
【００３７】
　分電盤４０は、蓄電池３０、発電装置３８、及び商用電源２４から供給される電力を各
居室４２へ供給する。各居室へ供給する電力の切替は、電力制御部３６の制御によって行
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われる。
【００３８】
　すなわち、電力制御部３６は、蓄電池３０の充放電制御や、発電装置３８によって発電
された電力の供給先の切替制御、商用電源２４から供給される電力の供給制御、他の住宅
１２への電力の融通または他の住宅１２からの電力の融通等を含む電力の流れを制御する
。具体的には、電力制御部３６は、電力会社から供給される電力や、発電装置３８から供
給される電力の蓄電池３０への供給を制御したり、蓄電池３０から供給される電力の住宅
１２の各居室４２への供給を制御したり、他の住宅１２への電力の融通を制御したり、他
の住宅１２からの電力の融通を制御する。なお、住宅１２内への電力の供給は、本実施の
形態では、蓄電池３０に蓄電された電力を主に使用するように電力制御部３６が制御する
。
【００３９】
　また、住宅電力供給装置１６は、上述の制御装置１４と通信可能に接続されていると共
に、電力制御部３６に接続されている情報制御部４４を備えている。
【００４０】
　情報制御部４４は、住宅１２内で使用する電力量を算出すると共に、算出した電力量と
蓄電池３０の充電量等に基づいて、他の住宅への電力の融通量を算出し、算出結果を制御
装置１４へ出力する。また、情報制御部４４は、他の住宅１２へ電力の融通が可能な場合
には、制御装置１４からの要求に応じて電力制御部３６を制御して他の住宅１２や共有施
設１８へ電力を融通する。また、情報制御部４４には、コントローラ４６が接続されてお
り、他の住宅１２へ電力を融通する際の融通量が設定可能とされている。融通量の設定と
しては、例えば、余剰電力に対する融通電力の割合等を設定することができる。
【００４１】
　例えば、情報制御部４４は、季節毎や曜日毎等の予め定めた単位毎に日々の電力の使用
量を記憶し、記憶された日々の電力の使用量に基づいて、その日に使用する電力量を予測
する。また、他の住宅１２への電力の融通量は、例えば、予測した電力使用量に対して予
測による誤差を許容するための値を乗算し、蓄電池３０の充電量から差分演算することに
よって算出してもよいし、予測した電力使用量から、蓄電池３０の充電量を差分演算し、
その結果に対して誤差を許容するための値を乗算するようにしてもよい。すなわち、予想
される余剰電力を融通電力として算出する。また、このとき、予測による誤差を許容する
ための値をコントローラ４６で設定可能とされているので、各宅で自由に電力の融通量を
設定することができる。
【００４２】
　次に、上述の制御装置１４の詳細な構成について説明する。図５は、制御装置１４の詳
細な構成を示すブロック図である。なお、図５中の点線は電力の流れを示し、実線は情報
の流れを示す。
【００４３】
　制御装置１４は、電力制御装置４８、情報制御ユニット５０、及び各住宅１２の住宅電
力供給装置１６との電力の授受を検出するセンサ５２を備えており、情報制御ユニット５
０によって情報の流れが制御され、電力制御装置４８によって電力の流れが制御される。
なお、センサ５２は、各住宅１２に対応して複数設けられている。
【００４４】
　電力制御装置４８は、センサ５２を介して住宅電力供給装置１６の電力制御部３６や共
用施設１８に接続されており、住宅１２や共有施設１８との間で電力の授受が可能とされ
ている。また、授受された電力量はセンサ５２によって検出される。センサ５２の検出結
果は、情報制御ユニット５０に出力されている。情報制御ユニット５０には、センサ５２
の他に、電力制御装置４８及び住宅電力供給装置１６の情報制御部４４が接続されており
、情報の授受が行われる。
【００４５】
　情報制御ユニット５０は、各住宅１２の住宅電力供給装置１６で算出された電力の融通
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量を取得して、取得した各住宅１２の融通量に基づいて、電力に余裕のある住宅１２から
電力が不足する住宅１２へ電力を融通するように電力制御装置４８を制御するようになっ
ている。また、情報制御ユニット５０は、電力の融通元、融通先、及びセンサ５２の検出
結果（電力の融通量）を記憶する。
【００４６】
　さらに、情報制御ユニット５０には、メイン情報制御装置２０が接続されており、記憶
された電力の融通元、電力の融通先、及びセンサ５２の検出結果をメイン情報制御ユニッ
ト２０の要求に応じて出力する。これによってメイン情報制御ユニット２０は、各住宅１
２間の電力の融通量や、共用施設１８への電力の融通量に応じて課金を行うことが可能と
されている。
【００４７】
　続いて、上述のように構成された本発明の実施の形態に係わる電力融通システム１０の
各部の動作について説明する。
【００４８】
　まず、各住宅１２に設けられた住宅電力供給装置１６で行われる基本的な動作について
説明する。
【００４９】
　各住宅１２の住宅電力供給装置１６では、深夜電力の時間帯になると、電力制御部３６
によって商用電源２４からの電力が蓄電池３０へ供給されて、蓄電池３０の充電が開始さ
れる。そして、電力制御部３６が蓄電池３０の充電量を監視して、満充電になった場合、
または深夜電力の時間帯が終了する時間等になった場合に蓄電池３０の充電が終了される
。
【００５０】
　電力制御部３６は、蓄電池３０の充電が終了すると、蓄電池３０の電力を用いて住宅１
２の各居室４２へ電力を供給する。これによって電力料金の安い深夜電力を充電した電力
を昼間に利用することができる。
【００５１】
　なお、電力制御部３６では、発電装置３８によって発電された電力がある場合には、蓄
電池３０の電力よりも優先して使用するように制御するようにしてもよい。または、蓄電
池３０の放電を行いながら、発電した電力で蓄電池３０を充電するようにしてもよいが、
蓄電池３０の発熱や劣化等を考慮すると前者の方が好ましい。
【００５２】
　また、住宅電力供給装置１６は、本実施の形態では、各住宅１２のその日の電力の使用
量を予測して、余剰電力が発生する場合には、電力が不足する住宅１２へ電力を融通する
。
【００５３】
　ここで、本発明の実施の形態に係わる電力融通システム１０の住宅電力供給装置１６で
行われる電力の融通を含む処理について説明する。図６は、本発明の実施の形態に係わる
電力融通システム１０の住宅電力供給装置１６で行われる処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。なお、図６の処理は、例えば、深夜電力によって蓄電池３０を充電して
予め定めた時間になった場合に開始する。
【００５４】
　ステップ１００では、宅内の電力の使用量が情報制御部４４によって設定されてステッ
プ１０２へ移行する。すなわち、情報制御部４４が。季節毎や曜日毎に記憶された電力の
使用量からその日に使用する電力量を予測することによって、電力の使用量を設定する。
【００５５】
　ステップ１０２では、電力の融通量が情報制御部４４によって決定されてステップ１０
４へ移行する。電力の融通量は、ステップ１００で設定された電力の使用量に対して予測
による誤差を許容するための値を乗算し、蓄電池３０の充電量から差分演算することによ
って算出してもよいし、予測した電力使用量から、蓄電池の充電量を差分演算し、その結
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果に対して誤差を許容するための値を乗算するようにしてもよい。このとき、予測による
誤差を許容するための値をコントローラ４６で予め設定されている場合には、その値に応
じて電力の融通量を決定する。なお、以下の説明では、決定された融通量が正の値の場合
には、他の住宅へ融通可能であることを表し、負の値である場合には、電力不足となるの
で他から電力の融通が必要であることを表すものとする。
【００５６】
　ステップ１０４では、融通量の決定結果が制御装置１４に送信されてステップ１０６へ
移行する。すなわち、各住宅で融通量を決定して結果を制御装置１４に送信することによ
り、制御装置１４では、各住宅１２の融通量を知ることができ、住宅１２間の電力の融通
を制御することが可能となる。
【００５７】
　ステップ１０６では、他へ電力を融通可能か否か情報制御部４４によって判定される。
該判定は、ステップ１０２で決定された融通量に基づいて判定する。具体的には、融通量
が正の値か否かを判定し、該判定が肯定された場合にはステップ１０８へ移行し、否定さ
れた場合にはステップ１１０へ移行する。
【００５８】
　ステップ１０８では、制御装置１４からの融通要求に応じて制御装置１４を介して他の
住宅１２や共用施設１８へ電力が融通されてステップ１１０へ移行する。
【００５９】
　ステップ１１０では、電力制御部３６によって使用電力が監視されてステップ１１２へ
移行する。すなわち、電力制御部３６が蓄電池３０の放電量や発電装置３８の発電量等を
監視して、ステップ１００で設定した電力の使用量通りになっているかを監視する。
【００６０】
　ステップ１１２では、電力不足か否かが情報制御部４４によって判定される。該判定は
、ステップ１１０の使用電力の監視結果に基づいて判定し、電力不足になる可能性がある
か否かを判定する。該判定が否定された場合にはステップ１０６に戻って上述の処理が繰
り返され、判定が肯定された場合にはステップ１１４へ移行する。
【００６１】
　ステップ１１４では、情報制御部４４から制御装置１４に対して電力の融通要求が出力
されてステップ１１６へ移行する。
【００６２】
　ステップ１１６では、他の住宅１２から電力融通可能か否か情報制御部４４によって判
定される。該判定は、ステップ１１４で出力された融通要求に対する制御装置１４からの
返信に基づいて判定し、該判定が肯定された場合にはステップ１１８へ移行し、否定され
た場合にはステップ１２０へ移行する。
【００６３】
　ステップ１１８では、他の住宅１２から制御装置１４を介して融通電力が受電されてス
テップ１２２へ移行する。すなわち、電力不足となり、他の住宅１２から電力が融通可能
な場合には、制御装置１４を介して他の住宅１２から電力が融通され、商用電源２４から
の電力よりも安価な電力を得ることができる。
【００６４】
　一方、ステップ１２０では、電力制御部３６の制御によって電源が蓄電池３０から商用
電源２４に切り替えられてステップ１２２へ移行する。すなわち、電力不足となり、他の
住宅１２から電力が融通できない場合には、蓄電池３０から商用電源２４に電源が切り替
えられる。
【００６５】
　ステップ１２４では、予め定めた時間になったか否かが情報制御部４４によって判定さ
れる。該判定は、例えば、その日の融通量を決定する予め定めた時間になったか否かを判
定し、該判定が否定された場合にはステップ１０６に戻って上述の処理が繰り返され、判
定が肯定された場合には一連の処理がリターンされて、上述のステップ１００からの処理
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が新たに開始される。
【００６６】
　次に、制御装置１４で行われる処理について説明する。図７は、本発明の実施の形態に
係わる電力融通システム１０の制御装置１４で行われる処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。なお、図７の処理は、住宅電力供給装置１６の蓄電池３０を充電して予め
定めた時間になった場合に開始する。
【００６７】
　ステップ２００では、各住宅１２の住宅電力供給装置１６の情報制御部４４から電力の
融通量の決定結果が情報制御ユニット５０によって取得されてステップ２０２へ移行する
。すなわち、上述のステップ１０２によって決定されステップ１０４で送信された電力の
融通量の決定結果を情報制御ユニット５０が取得する。
【００６８】
　ステップ２０２では、電力の融通が必要な住宅があるか否か判定される。該判定は、ス
テップ２００で取得した各住宅１２の融通量に基づいて判定し、該判定が肯定された場合
にはステップ２０４へ移行し、否定された場合にはステップ２０６へ移行する。
【００６９】
　ステップ２０４では、電力融通スケジュールが作成されてステップ２０６へ移行する。
電力融通スケジュールは、例えば、均等に電力を融通するために、電力の融通量が多い住
宅１２から電力の不足量が多い住宅１２へ電力を融通するように、融通関係のスケジュー
リングを行う。
【００７０】
　ステップ２０６では、住宅１２の住宅電力供給装置１６の情報制御部４４より電力の融
通要求を受信したか否かが情報制御ユニット５０によって判定される。該判定は、上述の
ステップ１１４で電力の融通要求が住宅１２から行われたか否かを判定し、該判定が肯定
された場合にはステップ２０８へ移行し、否定された場合にはステップ２１８へ移行する
。
【００７１】
　ステップ２０８では、融通電量があるか否かが情報制御ユニット５０によって判定され
る。該判定は、ステップ２００で取得した各住宅１２の融通量の決定結果から電力を融通
できる住宅があるか否かを判定し、該判定が否定された場合にはステップ２１０へ移行し
、肯定された場合にはステップ２１２へ移行する。
【００７２】
　ステップ２１０では、融通電力がないことを表す情報が情報制御ユニット５０から電力
の融通要求元の住宅電力供給装置１６の情報制御部４４に出力されてステップ２１２へ移
行する。これによって各住宅１２の住宅電力供給装置１６では、上述のステップ１１６の
判定が否定されて電源が商用電源２４に切り替えられる。
【００７３】
　ステップ２１２では、電力の融通要求がスケジュール外か否か判定される。該判定は、
上述のステップ２０４で作成したスケジュールとは異なる住宅１２から電力の融通要求が
行われたか否かを判定する。例えば、電力の不足量が多い住宅から順に電力の融通要求が
出力されるので、順番通りに電力の融通要求が行われているか否か等を判定し、該判定が
肯定された場合にはステップ２１４へ移行し、否定された場合にはステップ２１６へ移行
する。
【００７４】
　ステップ２１４では、電力融通スケジュールが再作成されてステップ２１６へ移行する
。
【００７５】
　ステップ２１６では、スケジュールに従って融通要求に応じて電力を融通するように電
力制御装置４８によって電力の流れが制御されてステップ２１８へ移行する。すなわち、
電力の融通要求が行われた住宅１２の住宅電力供給装置１６に対して、電力を融通できる
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って各住宅１２間で電力の融通を行うことができる。
【００７６】
　ステップ２１８では、予め定めた時間になったかか否かが情報制御ユニット５０によっ
て判定される。該判定は、例えば、上述のステップ１２４と同様に、その日の融通量を各
住宅１２が決定する予め定めた時間になったか否かを判定し、該判定が否定された場合に
はステップ２０６に戻って上述の処理が繰り返され、判定が肯定された場合には一連の処
理がリターンされて、上述のステップ２００からの処理が新たに開始される。
【００７７】
　以上のように処理を行うことで、本実施の形態に係わる電力融通システム１０では、各
住宅１２において使用する電力量より蓄電池３０に充電された電力量が多い場合には、当
該住宅１２から蓄電池３０の充電量より使用する電力量が多い住宅１２に電力を融通する
ように制御される。また、この時、各住宅１２毎に住宅電力供給装置１６が電力の融通量
を決定して、決定した融通量に応じて各住宅１２間で電力を融通するように制御装置１４
によって制御されるので、効率的に電力の融通が可能となる。
【００７８】
　また、各住宅１２間の電力の融通については、センサ５２によって制御装置１４が監視
して、電力の融通元、電力の融通先、及び電力の融通量等が記憶されるので、メイン情報
制御装置２０がこれらの情報を取得することによって、各住宅１２間の電力の貸し借りか
ら各住宅１２への課金を行うことができる。例えば、メイン情報制御装置２０を管理会社
等に設置することで、管理会社は、電力の融通先の住宅１２から電力の融通量に応じた料
金を徴収し、電力の融通元の住宅１２へ電力の融通量に応じた料金を支払う等の課金を行
うことができる。また、課金方法としては、現金、カード、銀行引き落とし等の各種方法
を適用することができる。
【００７９】
　なお、上記の実施の形態では、使用電力よりも蓄電池３０の充電量の方が多い場合に、
蓄電池３０の電力を他の住宅１２へ融通するようにしたが、これに限るものではなく、太
陽電池２６や発電ユニット２８等の発電装置３８によって発電された電力を他の住宅１２
へ融通するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８０】
　　　　１０　　電力融通システム
　　　　１２　　住宅
　　　　１４　　制御装置
　　　　１６　　住宅電力供給装置
　　　　２０　　メイン情報制御装置
　　　　３０　　蓄電池
　　　　３６　　電力制御部
　　　　４４　　情報制御部
　　　　４６　　コントローラ
　　　　４８　　電力制御装置
　　　　５０　　情報制御ユニット
　　　　５２　　センサ
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