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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　需要家に対して計画された第1日付の消費電力の系列である基準消費電力系列を需要抑
制計算装置から受信する基準消費電力受信部と、
　電力計測器により計測される需要家による消費電力系列を日付及び需要抑制強度と関連
づけて内部に記録する電力履歴データベースと、
　温度センサにより計測される需要家宅の外気温系列を日付ごとに内部に記録する気温履
歴データベースと、
　前記第1日付において、第1時刻から、予測時間長後の第2時刻までの予測期間における
需要家宅の予測外気温系列を用い、前記予測期間において前記予測外気温系列と類似する
系列部分をもつ日付を前記気温履歴データベースにおいて特定し、特定した日付のうち前
記需要抑制強度が前記第1日付と一致する消費電力系列を前記電力履歴データベースから
特定し、前記第1時刻に対し過去履歴使用時間長前の第3時刻から前記第2時刻までの全体
期間において、前記特定した消費電力系列群の各時刻の統計分布あるいは代表値を計算す
る消費電力分布計算部と、
　前記第1日付における前記第3時刻から前記第1時刻までの履歴使用期間における前記消
費電力系列と、前記全体期間における前記各時刻の統計分布あるいは代表値から、前記予
測期間における予測消費電力系列を計算する消費電力予測部と、
　前記予測消費電力系列と、前記基準消費電力系列のうち前記予測期間における系列部分
との差分である予備力を計算し、前記予備力を前記需要抑制計算装置に送信する予備力計
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算部と、
　を備えた予備力計算装置。
【請求項２】
　前記消費電力分布計算部は、前記全体期間における前記各時刻の統計分布あるいは代表
値として、前記全体期間における前記各時刻の平均値と標準偏差を計算し、
　前記消費電力予測部は、前記第1日付の前記履歴使用期間における前記消費電力系列の
、前記履歴使用期間の前記各時刻の前記平均値に対する乖離率を計算し、前記乖離率と、
前記予測期間の前記各時刻の前記平均値と前記標準偏差とから、前記予測期間における前
記予測消費電力系列を計算する
　ことを特徴とする請求項1に記載の予備力計算装置。
【請求項３】
　前記消費電力分布計算部は、前記特定した消費電力系列のうち、前記履歴使用期間にお
いて前記第1日付における消費電力系列と類似する系列を用いて、前記平均値と前記標準
偏差を計算する
　ことを特徴とする請求項2に記載の予備力計算装置。
【請求項４】
　前記消費電力予測部は、前記第1日付の前記履歴使用期間における前記消費電力系列に
ついて前記時刻毎の消費電力から、前記履歴使用期間における前記時刻毎の前記平均値を
減算した値を、前記履歴使用期間における前記時刻毎の前記標準偏差で除算して前記時刻
間で総計した値を前記過去履歴使用時間長で除算することにより、前記乖離率を得る
　ことを特徴とする請求項2または3に記載の予備力計算装置。
【請求項５】
　前記消費電力予測部は、前記予測期間における前記時刻毎の前記標準偏差を前記乖離率
に乗算し、前記予測期間における前記時刻毎の前記平均値をさらに加算することにより、
前記予測消費電力系列を得る
　ことを特徴とする請求項4に記載の予備力計算装置。
【請求項６】
　時刻と予測時間長と過去履歴使用時間長との対応を保持した予測パラメータデータベー
スをさらに備え、
　前記消費電力分布計算部は、前記予測時間長の値を前記需要抑制計算装置から受信し、
前記第1時刻と前記受信した予測時間長とに対応する過去履歴使用時間長を、前記予測パ
ラメータデータベースから取得し、取得した過去履歴使用時間長を、前記過去履歴使用時
間長として用いる
　ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか一項に記載の予備力計算装置。
【請求項７】
　前記電力履歴データベースに記録された過去の日の消費電力系列と、前記消費電力分布
計算部および前記消費電力予測部とを用いて、時刻毎に、複数の予測時間長のそれぞれに
対する過去履歴使用時間長を決定する予測パラメータ学習部をさらに備え、
　前記予測パラメータ学習部は、前記時刻毎に、前記複数の予測時間長のそれぞれについ
て、前記時刻から前記予測時間長の期間における前記消費電力系列を予測し、前記期間に
おいて、前記予測した消費電力系列と、前記電力履歴データベースに記録された消費電力
系列との差が閾値以下になるように、前記過去履歴使用時間長を決定する
　ことを特徴とする請求項6に記載の予備力計算装置。
【請求項８】
　需要家宅の予測外気温系列を外部の気温予測装置から受信する手段
　をさらに備えたことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか一項に記載の予備力計算装
置。
【請求項９】
　需要家に対して計画された第1日付の消費電力の系列である基準消費電力系列を需要抑
制計算装置から受信する基準消費電力受信ステップと、
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　電力計測器により計測される需要家による消費電力系列を日付及び需要抑制強度と関連
づけて電力履歴データベースに記録する記録ステップと、
　温度センサにより計測される需要家宅の外気温系列を日付ごとに気温履歴データベース
に記録する記録ステップと、
　前記第1日付において、第1時刻から、予測時間長後の第2時刻までの予測期間における
需要家宅の予測外気温系列を用い、前記予測期間において前記予測外気温系列と類似する
系列部分をもつ日付を前記気温履歴データベースにおいて特定し、特定した日付に対応す
る消費電力系列を前記電力履歴データベースから特定し、特定した日付のうち前記需要抑
制強度が前記第1日付と一致する消費電力系列を前記電力履歴データベースから特定し、
前記第1時刻から過去履歴使用時間長前の第3時刻から前記第2時刻までの全体期間におい
て、特定した消費電力系列群の各時刻の統計分布あるいは代表値を計算する消費電力分布
計算ステップと、
　前記第1日付において前記第3時刻から前記第1時刻までの履歴使用期間における前記消
費電力系列と、前記全体期間における前記各時刻の統計分布あるいは代表値から、前記予
測期間における予測消費電力系列を計算する消費電力予測ステップと、
　前記予測消費電力系列と、前記基準消費電力系列のうち前記予測期間における系列部分
との差分である予備力を計算し、前記予備力を前記需要抑制計算装置に送信する予備力計
算ステップと、
　をコンピュータが実行する予備力計算方法。
【請求項１０】
　需要家に対して計画された第1日付の消費電力の系列である基準消費電力系列を需要抑
制計算装置から受信する基準消費電力受信ステップと、
　電力計測器により計測される需要家による消費電力系列を日付及び需要抑制強度と関連
づけて電力履歴データベースに記録する記録ステップと、
　温度センサにより計測される需要家宅の外気温系列を日付ごとに気温履歴データベース
に記録する記録ステップと、
　前記第1日付において、第1時刻から、予測時間長後の第2時刻までの予測期間における
需要家宅の予測外気温系列を、気温予測装置から受信し、前記予測期間において前記予測
外気温系列と類似する系列部分をもつ日付を前記気温履歴データベースにおいて特定し、
特定した日付に対応する消費電力系列を前記電力履歴データベースから特定し、特定した
日付のうち前記需要抑制強度が前記第1日付と一致する消費電力系列を前記電力履歴デー
タベースから特定し、前記第1時刻から過去履歴使用時間長前の第3時刻から第2時刻まで
の全体期間において、前記特定した消費電力系列群の各時刻の統計分布あるいは代表値を
計算する消費電力分布計算ステップと、
　前記第1日付において前記第3時刻から前記第1時刻までの履歴使用期間における前記消
費電力系列と、前記各時刻の統計分布あるいは代表値から、前記予測期間における予測消
費電力系列を計算する消費電力予測ステップと、
　前記予測消費電力系列と、前記基準消費電力系列のうち前記予測期間における系列部分
との差分である予備力を計算し、前記予備力を前記需要抑制計算装置に送信する予備力計
算ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、予備力計算装置およびその方法、コンピュータプログラムに関し
、たとえば需要家に対して消費電力抑制を要請するデマンドレスポンス(DR)システムにお
いて、DR実行前に予め需要家の削減可能余力(予備力)を計算する予備力計算装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
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　電力会社側に配置されたDRAS（デマンドレスポンス自動化サーバ）が、需要家側に設置
したEMS（エネルギー管理システム）に対して、消費電力削減信号（DR信号）を送信し、
電力逼迫時の消費電力削減処理を自動化する仕組みがOASIS(OpenADR)、ZigBeeなどの標準
化団体により、進められてきている。
【０００３】
　この仕組みに対し、従来、快適性や電気代の指標に基づき、各需要家の機器制御内容を
決定し、日負荷曲線を計算して、全体の需要抑制量を計画する方法が提案されている。こ
の手法では、各需要家のその日の行動を踏まえて計画変更する方法は提案されていない。
また、計画変更時の各需要家の削減可能な余力（予備力）を計算する方法は提案されてい
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2010-166636号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事情に着目してなされたもので、需要家の削減可能余力(予備力)を適正
に見積もることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様としての予備力計算装置は、基準消費電力受信部と、電力履歴データベ
ースと、気温履歴データベースと、消費電力分布計算部と、消費電力予測部と、予備力計
算部とを備える。
【０００７】
　前記基準消費電力受信部は、需要家に対して計画された第1日付の消費電力の系列であ
る基準消費電力系列を需給抑制装置から受信する。
【０００８】
　前記電力履歴データベースは、電力計測器により計測される需要家による消費電力系列
を日付ごとに内部に記録する。
【０００９】
　前記気温履歴データベースは、温度センサにより計測される需要家宅の外気温系列を日
付及び需要抑制強度ごとに内部に記録する。
【００１０】
　前記消費電力分布計算部は、前記第1日付において、第1時刻から、予め与えられた予測
時間長後の第2時刻までの予測期間における需要家宅の予測外気温系列を用い、前記予測
期間において前記予測外気温系列と類似する系列部分をもつ日付を前記気温履歴データベ
ースにおいて特定し、特定した日付のうち前記需要抑制強度が一致する消費電力系列を前
記電力履歴データベースから特定し、特定した消費電力系列群の各時刻の統計分布あるい
は代表値を計算する。
【００１１】
　前記消費電力予測部は、予め与えられた過去履歴使用時間長前の第3時刻から第1時刻ま
での履歴使用期間において、前記第1日付における前記消費電力系列と、前記各時刻の統
計分布あるいは代表値から、前記予測期間における予測消費電力系列を計算する。
【００１２】
　前記予備力計算部は、前記予測消費電力系列と、前記基準消費電力系列のうち前記予測
期間における系列部分との差分である予備力を計算し、前記予備力を前記需要抑制計算装
置に送信する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の実施の形態に係る予備力計算装置を備えた電力管理システムを示す。
【図２】気温履歴DBの例を示す。
【図３】電力履歴DBの例を示す。
【図４】予測パラメータDBの例を示す。
【図５】予備力計算装置のハードウェア構成例を示す。
【図６】予備力計算装置における各要素間の通信手順の一例を示す。
【図７】消費電力分布計算部の処理手順の一例を示す。
【図８】類似する外気温系列を特定する例を示す。
【図９】類似する消費電力系列を特定する例を示す。
【図１０】平均値と標準偏差を計算する例を示す。
【図１１】消費電力予測部の処理手順の一例を示す。
【図１２】乖離率および予測値を計算する例を模式的に示す。
【図１３】予測パラメータ学習部の処理手順の一例を示す。
【図１４】予測パラメータ学習部の処理を説明するための図である。
【図１５】時刻毎に予測時間長の各々ごとに履歴使用時間長を求めることを模式的に表す
。
【図１６】本発明の第2実施形態に係る予備力計算装置を示す。
【図１７】本発明の第3の実施形態に係る予備力計算装置を示す。
【図１８】生活情報履歴DBの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００１５】
　図1は、本発明の実施の形態に係る予備力計算装置101を備えた電力管理システムを示す
。
【００１６】
　電力管理システムは、需要家100側に配置された予備力計算装置101、温度センサ102お
よび電力計測器104と、電力会社側に配置された需給制御サーバ130と、インターネット等
の広域ネットワーク上に配置された気温予測サーバ120と、を備える。
【００１７】
　気温予測サーバ120は、気温予測装置121を備える。気温予測装置121は、外気温を予測
し、予測した外気温を内部に記憶する。予測は、地区ごとに行ってもよいし、住所単位で
行ってもよいし、一定の区画ごとに行ってもよい。気温予測装置121は、予備力計算装置1
01からの要求に応じて、需要家（需要家の住所または需要家を含む領域など）に対して予
測された外気温データを送る。具体的に、本日1日分の外気温の推移データ、または要求
された時刻より後の本日分の外気温の推移データといった外気温データを送る。
【００１８】
　需給制御サーバ130は、需要抑制計算装置131を備える。需要抑制計算装置131は、需要
抑制計画時または需給計画時に需要家毎の消費電力の系列（基準消費電力系列）を計算し
て、各需要家に通知する。基準消費電力は、気温などの影響を考慮して計算する。基準消
費電力は、たとえば1日（24時間）を単位として、消費電力の需要の推移として表される
。後述する図15に、基準消費電力の一例を示す。
【００１９】
　予備力計算装置101は、気温履歴DB(データベース)103、電力履歴DB105、消費電力分布
計算部106、予測パラメータDB107、消費電力予測部108、基準消費電力受信部109、予備力
計算部110、予測パラメータ学習部111を備える。
【００２０】
　予備力計算装置101は、温度センサ102、電力計測器104、気温予測装置121、需要抑制計
算装置131と通信して、データの受信または交換を行う。
【００２１】
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　温度センサ102は、需要家宅の外気温を一定間隔で計測し、計測した値を予備力計算装
置101に送る。温度センサ102は、計測した値を記憶する内部記憶部を備えていてもよい。
【００２２】
　気温履歴DB103は、温度センサ102で計測される外気温の系列を、日付ごとに蓄積する。
【００２３】
　図2に気温履歴DB103の例を示す。1日単位で（24時間ごとに）、外気温の推移が記録さ
れている。蓄積した外気温の履歴は、消費電力分布計算部106で使用される。
【００２４】
　電力計測器104は、需要家宅で、需要家（たとえば宅内機器）により消費された消費電
力を一定間隔で計測する。
【００２５】
　電力履歴DB105は、電力計測器104で計測された消費電力の系列を、日付ごとに、需要抑
制強度（需要抑制なしを含む）ごとに蓄積する。すなわち、1日単位で（24時間ごとに）
、需要家における消費電力系列が記録されている。値の大きさが、需要抑制の要求の程度
を示す。なお需要抑制強度を用いない構成も可能である。
【００２６】
　図3に電力履歴DB105の例を示す。蓄積した消費電力系列の履歴は、消費電力分布計算部
106、消費電力予測部108、予測パラメータ学習部111で使用される。
【００２７】
　予測パラメータDB107は、消費電力分布計算部106および消費電力予測部108で使用する
パラメータ（過去履歴使用時間長）を、時刻（現在時刻）と予測時間長の組み合わせごと
に、記憶する。図4に予測パラメータDB107の例を示す。需要抑制強度が予測パラメータDB
107にさらに含まれても良い。
【００２８】
　予測時間長は、将来の電力消費を予測する時間長である。時刻（現在時刻）は、予測処
理を実行する時刻を表す。過去履歴使用時間長は、消費電力分布計算部106で消費電力系
列間または気温系列間でマッチングを行う際に、現在時刻に対してさかのぼって使用する
過去のデータの区間の長さを表す（詳細は後述）。
【００２９】
　予測パラメータ学習部111は、需要抑制計算装置131から通知される予測時間長の全バリ
エーションのそれぞれについて、時刻毎のパラメータ（過去履歴使用時間長）を、電力履
歴DB105を用いて、予測する。予測パラメータ学習部111は、時刻毎かつ予測時間長毎に計
算したパラメータ（過去履歴使用時間長）を、予測パラメータDB107に格納する。
【００３０】
　消費電力分布計算部106は、予測パラメータDB107と、気温履歴DB103と、需要抑制計算
装置131から通知される予測時間長とに基づき、外気温の推移が本日と類似する過去の日
を波形マッチングにより特定し、特定した過去の日の消費電力系列のうち、需要抑制強度
が一致し、本日の電力消費推移と類似する消費電力系列を波形マッチングにより電力履歴
DB105において特定する。なお、需要抑制強度を用いない場合は、波形マッチングで類似
するものを特定すればよい。
【００３１】
　マッチングを行う期間は以下のように決定する。まず過去履歴使用時間長を予測パラメ
ータDB107から取得する。このとき、予測時間長と需要抑制強度を需要抑制計算装置131か
ら取得し、現在時刻と取得した予測時間長及び需要抑制強度をキーにして、予測パラメー
タDB107から、過去履歴使用時間長を取得する。なお、需要抑制強度を用いない構成も可
能である。
【００３２】
　そして、現在時刻（第1時刻）に対し過去履歴使用時間長前の時刻（第3時刻）から、第
1時刻までの期間を履歴使用期間、現在時刻ｔより後から予測時間長後の時刻（第2時刻）
までの区間を予測期間、履歴使用期間と予測期間を合わせた期間を全期間とする。現在時
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刻をt、過去履歴使用時間長をS、予測時間長をTと表すと、第3時刻はt-S、第2時刻はt+T
と表される。
【００３３】
　気温系列のマッチングはたとえば全期間（t-S～t+T）で行い、消費電力系列のマッチン
グは履歴使用期間で行う。全期間のうち予測期間における本日の気温系列は、気温予測装
置からのデータを用いる。
【００３４】
　類似する消費電力系列を特定したら、これら特定した系列を用いて、全期間において、
時刻毎（一定時間毎）の統計分布あるいは代表値を計算する。本実施形態では、平均と標
準偏差を計算する例を示すが、系列の分布の特徴が表せればよく、これに限定されるもの
ではない。消費電力分布計算部106は、計算した平均および標準偏差の情報を、消費電力
予測部108に送る。
【００３５】
　消費電力予測部108は、消費電力分布計算部106により計算された平均および標準偏差と
、予測パラメータDB107と、電力履歴DB105とに基づいて、予測期間（現在時刻t～t+T）に
おける消費電力を予測する。より詳細に、消費電力予測部108は、過去履歴使用期間（時
刻t－S～現在時刻t）に対して計算された平均値と標準偏差を用いて、本日の消費電力系
列に対し、当該平均値からの乖離率を計算する。この乖離率と、予測期間における上記標
準偏差を使用して、現在時刻tから時刻t＋Tまでの一定時間間隔ごとの本日の平均値を補
正する。補正した値の系列を、消費電力の予測系列として得る。消費電力予測部108は、
取得した予測消費電力系列を、予備力計算部110に送る。
【００３６】
　基準消費電力受信部109は、需要抑制計算装置131から、該当する需要家に対して計画さ
れた消費電力系列（基準消費電力系列）を取得する。基準消費電力受信部109は、取得し
た基準消費電力系列を、予備力計算部110に送る。
【００３７】
　予備力計算部110は、現在時刻tより後から予測時間長Tの区間について、消費電力予測
部108で計算した予測消費電力系列と、基準消費電力受信部109で受信した基準消費電力系
列の差分を、予備力として計算する。予備力計算部110は、計算した予備力を、需要抑制
計算装置131に送る。
【００３８】
　図5は、予備力計算装置101のハードウェア構成例を示す。図1と同一名称の要素には、
同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００３９】
　予備力計算装置101は、コンピュータ装置を基本ハードウェアとして使用することで実
現することができる。コンピュータ装置は、図5に示されるように、CPU203、入力部204、
表示部205、通信部206、主記憶部207、外部記憶部208により構成され、これらはバス202
により相互に通信可能に接続される。
【００４０】
　入力部204は、キーボード、マウス等の入力デバイスを備え、入力デバイスの操作によ
る操作信号をCPU203に出力する。
【００４１】
　表示部205は、LCD（Liquid　Crystal　Display）、CRT（Cathode　Ray　Tube）等の表
示ディスプレイからなる。
【００４２】
　通信部206は、Ethernet（登録商標）、無線LAN（Local　Area　Network）、Bluetooth
（登録商標）、ZigBee（登録商標）等の通信手段を有し、温度センサ102、電力計測器104
、気温予測サーバ120，需給制御サーバ130との間で通信を行う。
【００４３】
　外部記憶部208は、例えば、ハードディスク、若しくはCD－R、CD－RW、DVD－RAM、DVD
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－R等の記憶媒体から構成され、前述の消費電力分布計算部106、消費電力予測部108、基
準消費電力受信部109、予備力計算部110による処理をCPU203に実行させるための制御プロ
グラムが記憶されている。また、気温履歴DB103、電力履歴DB105、予測パラメータDB107
などがデータとして当該記録媒体に格納されている。
【００４４】
　主記憶部207は、メモリ等により構成され、CPU203による制御の下で、外部記憶部208に
記憶された制御プログラムを展開し、当該プログラムの実行時に必要なデータ、当該プロ
グラムの実行により生じたデータ等を記憶する。上記制御プログラムはコンピュータ装置
にあらかじめインストールすることで実現してもよいし、CD－ROM等の記憶媒体に記憶し
て、或いはネットワークを介して上記のプログラムを配布して、このプログラムをコンピ
ュータ装置に適宜インストールしてもよい。
【００４５】
　図6は、気温予測装置121、需要抑制計算装置131、予備力計算装置における電力受信部1
09、消費電力分布計算部106、消費電力予測部108、予備力計算部110が、相互に連携して
動作する際の通信手順の一例を示す。
【００４６】
　ステップS301では、需要抑制計算装置131が、予測時間長と需要抑制強度を含む予備力
計算要求を消費電力分布計算部106に送信し、これにより予備力計算装置101の予備力計算
処理が開始される。
【００４７】
　ステップS302では、気温予測装置121が予測気温系列を、消費電力分布計算部106からの
要求により、消費電力分布計算部106に送信する。送信される予測気温系列は、少なくと
も現在時刻（第1時刻）ｔ以降の系列である。現在時刻（第1時刻）ｔは、予備力計算装置
で計算を行う時刻であり、たとえば予備力計算要求を受けた時刻、予備力計算要求に時刻
指定が含まれるときは当該指定された時刻とする。
【００４８】
　消費電力分布計算部106は、消費電力分布（統計分布あるいは代表値としての、平均お
よび標準偏差。詳細は後述）を計算し、ステップS303において、計算した消費電力分布を
、消費電力予測部108に送信する。
【００４９】
　消費電力予測部108は、当該消費電力分布を用いて、予測期間における消費電力系列を
予測し、ステップS304において、予測した消費電力系列を、予備力計算部110に送信する
。
【００５０】
　一方、ステップS305では、需要抑制計算装置131が、基準消費電力系列を基準消費電力
受信部109に送信する。なお、ステップS305のタイミングは、ステップS301と同一でもよ
いし、基準消費電力受信部109から要求を受けたタイミングでもよい。ここでは、簡単の
ため、ステップS301の一定時間後に、ステップS305が行われたとする。
【００５１】
　ステップS306では、基準消費電力受信部109が、需要抑制計算装置131から受信した基準
消費電力系列を予備力計算部110に送信する。
【００５２】
　予備力計算部110は、予測消費電力系列と、基準消費電力系列をもとに、予備力を計算
し、ステップS307において、計算した予備力を需要抑制計算装置131に送信する。
【００５３】
　図7は、図1における消費電力分布計算部106の処理手順の一例を示す。
【００５４】
　図6のステップS301とステップS302が実行されると、図7のステップS401が実行される。
ステップS401では、現在時刻tと予測時間長Tとをキーにして、予測パラメータDB107（図4
参照）から過去履歴使用時間長（予測パラメータ）Sを取得する。
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【００５５】
　ステップS402では、本日（予備力計算要求を受けた日）における履歴使用期間の消費電
力系列、本日における履歴使用期間における外気温系列、気温予測装置121から取得した
予測期間の予測気温系列、需要抑制計算装置131から取得した需要抑制強度に基づき、過
去において外気温および電力消費のパターンが類似する日を特定し、特定した日の消費電
力系列を、図3の電力履歴DB105から取得する。
【００５６】
　本ステップS402の動作の詳細を説明する。図8に示すように、本日の外気温波形（現在
の外気温波形）のうち履歴使用期間における外気温系列と、予測期間の予測気温系列とを
つなぎ合わせ、履歴使用期間と予測期間とを合わせた期間（合計期間）において、当該つ
なぎ合わせた気温系列と類似する波形（系列部分）をもつ気温系列を、気温履歴DB103に
おいて特定する。たとえばデータ（外気温系列）K3、K4が特定される。履歴の気温系列は
0～24時の時間長を有するが、類似の判定では、当該合計期間（履歴使用期間＋予測期間
）のデータのみ、用いる。
【００５７】
　データ間の類似性を測る距離尺度としては、単純にユークリッド距離を使用する方法や
、系列データを折れ線近似した後に各区間のユークリッド距離を使用する方法などがあり
、距離が近い上位複数個の系列を採用しても良いし、距離が閾値以下の系列を採用しても
良い。
【００５８】
　類似するとして検出した気温系列の日付と同一の日付をもち、（需要抑制強度が一致す
る）過去の消費電力系列を、電力履歴DB105からすべて読み出す。そして、図9に示すよう
に、本日の消費電力系列のうち履歴使用期間の系列と、読み出した過去の消費電力系列（
ここでは系列D1、D2、D3、D4が読み出される）を、履歴使用期間で比較し、過去の類似す
る消費電力系列をすべて特定する。たとえば、データ（消費電力系列）D1,D2が、類似す
るとして特定される（需要抑制強度も一致するとする）。類似の判定処理は、上記に説明
した内容に従う。
【００５９】
　特定する個数（Nとする）が事前に指定されていてもよく、この場合は、指定数だけ、
過去の消費電力系列を特定する。なお、読み出した消費電力系列が、すでに指定数N未満
のときは、上述した外気温系列の類似判断に戻り、類似の基準をゆるめて、処理をやり直
してもよいし、消費電力系列が少ないままでも構わない。
【００６０】
　本処理では気温系列の類似判断で、上記合計期間を対象にしたが、少なくとも予測期間
を含む期間で判断すればよい。本日の開始時刻（0時）から時刻t＋Tまでの期間で判断し
てもよい。
【００６１】
　なお本処理において、気温系列による類似判断を行うのは、外気温により需要家の消費
電力（特にエアコンの消費電力）が大きく影響するためである。
【００６２】
　本実施形態では、過去の気温系列を気温履歴DB103から取得しているが、気温予測サー
バ120等の外部サーバに、過去の気温系列が記憶されているときは、外部サーバから過去
の気温系列を取得してもよい。この場合、温度センサ102および温度履歴DBを需要家宅か
ら除くことができる。
【００６３】
　ステップS403では、ステップS402で特定した消費電力系列をすべて用いて、一定時間間
隔ごとに、平均値μtと標準偏差σtを計算する。図10に示すように、計算は、少なくとも
、上記全体期間（履歴使用期間および予測期間）について行う。具体的に、時刻t－Sから
開始して時刻t＋Tまで、一定時間間隔ごとに、特定した消費電力系列間で、平均値と標準
偏差を計算する。
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【００６４】
　図11は、図1における消費電力予測部108の処理手順の一例を示す。
【００６５】
　図6のステップS303が実行されると、図11のステップS801が実行される。
【００６６】
　ステップS801では、本日分の消費電力系列のうち時刻t－Sから現在時刻tまでのデータ
（履歴使用期間のデータ）を対象に、一定時間間隔ごとに、上記平均値μtからの乖離率n
’を計算する。
【００６７】
　乖離率n’は
　n’=(Σ(yt-μt)/σt)/S　・・・式1
　により計算される。ytは時刻tにおける消費電力を示す。μt、σtは、時刻tにおける平
均値と標準偏差を示す。Sは過去履歴使用時間長を示す。
【００６８】
　ステップS802では、式1により計算された乖離率n’と、予測期間（時刻t～t+T）におけ
る一定時間毎の平均値μtと標準偏差σtを用いて、予測期間における予測消費電力系列zt
を計算する。
【００６９】
　具体的に、予測消費電力系列ztは、下記の式2により計算される。
　zt=μt+n’σt　・・・式2
【００７０】
　すなわち、履歴使用期間で計算された乖離率n’が、現在時刻tより後も一定して続くと
仮定して、消費電力を予測する。本ステップにより乖離率n’および予測値を計算する例
を図12に模式的に示す。
【００７１】
　図13は、図1における予測パラメータ学習部111の処理手順の一例を示す。本処理では、
時刻毎に予測時間長の全バリエーションの各々ごとに、履歴使用期間長を求める。この処
理の過程を模式的に示したのが図１４である。本例では需要抑制強度は用いない場合を示
すが、用いる場合も同様にして行えばよい。
【００７２】
　図13のステップS901では、計算時刻（現在時刻）t、予測時間長T、過去履歴使用時間長
Sの初期値を与える。例えば計算時刻tを00:00:00、予測時間長Tを60分、過去履歴使用時
間長Sを60分とする。
【００７３】
　本ステップS901は、一定時間ごとに行っても良いし、あるいは、電力履歴DB105にデー
タが一定量蓄積された際、あるいは、図1における需要抑制計算装置131から取得した予測
時間の全バリエーションが変化した際に行っても良い。
【００７４】
　ステップS902では、図7のフローで示した消費電力分布計算処理を行い、全体期間（時
刻t－S～時刻t＋T）について、一定時間間隔ごとの消費電力の平均値μtと標準偏差σtを
計算する。具体的に、対象となる日付より前の日付の消費電力系列群を対象に、本処理を
行うことで、平均値μtと標準偏差σtを計算する。対象となる日付は、本処理の実行時に
任意に指定する。たとえば過去の履歴のうち、最新の日付でもよいし、そのほかの日付で
もよい。
【００７５】
　ステップS903では、図11のフローで示した消費電力予測処理を行い、対象となる日付の
予測消費電力系列を計算する。
【００７６】
　ステップS904では、ステップS903で計算した予測消費電力系列と、ステップS902の消費
電力分布計算処理に使用した消費電力系列群と比較して、予測期間における誤差を計算す
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る。具体的に、誤差は、下記の式3により計算する。
【数１】

　ここで、Dは消費電力分布計算処理に使用した消費電力系列の集合を表し、|D|はDに含
まれる消費電力系列の数を表している。
【００７７】
　ステップS905では、ステップS904で計算した誤差Eが閾値以下かどうかを判定し、閾値
以下の場合（収束した場合）にはステップS907を、閾値より大きい場合はステップS906を
実行する。
【００７８】
　ステップS906では、過去履歴使用時間長SをS+ΔSで更新する。ΔSは予め与えておく（
例えば15分）。
【００７９】
　ステップS907では、図1の予測パラメータDB107に計算時刻、予測時間長、過去履歴使用
時間長の情報を書き込む。
【００８０】
　ステップS908では、予測時間長の全バリエーションが終了したかどうかを判定し、終了
した場合はステップS909を、終了していない場合はステップS901に戻り、予測時間長を次
のバリエーションに変更して実行する。予測時間長の全バリエーションは、予め与えられ
ている。予測時間長の全バリエーションは、需要抑制計算装置131から指定されてもよい
。
【００８１】
　ステップS909では、全計算時刻について処理が終了したかどうかを判定し、終了した場
合は、予測パラメータ計算処理を終了し、そうでない場合はステップS901に戻り、計算時
刻（現在時刻）を、次の時刻（例えば15分先に進める）に変更して実行する。
【００８２】
　図15は、予備力計算部110の処理を説明するための図である。
【００８３】
　予備力計算部110は、予測期間（現在時刻t～時刻t＋T）の予測消費電力系列と、需要抑
制計算装置131からの基準消費電力系列のうち予測期間部分との差分を、予備力として計
算する。図示の斜線が施された部分が、予備力に相当する。基準消費電力系列は、気温な
どの影響を考慮して、需給制御サーバが計画した各需要家の需要（電力消費）を示したも
のである。
【００８４】
　以上、本発明の実施形態によれば、電力会社の需給制御サーバがDRを実行する前に、需
要家の消費電力予測を行うことで、需要家の予備力を見積もることが可能となる。
【００８５】
　また、需要家の予備力を計算することにより需給制御サーバにおける消費電力抑制要請
量の計算精度が高まるため、需要家に過剰なインセンティブを支払う可能性を低減するこ
とができる。
【００８６】
　図16は、本発明の第2実施形態に係る予備力計算装置101Aを示す。
【００８７】
　本発明の実施の形態に係る予備力計算装置101Aは、需給制御サーバ130Aの中に設置され
ており、需要家100内に設置された電力計測器104とネットワークを介して接続されている
。それ以外の構成は、第1実施形態と同様であるため、その説明を省略する。
【００８８】
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　図17は、本発明の第3の実施形態に係る予備力計算装置101Bを示す。
【００８９】
　本発明の実施の形態に係る予備力計算装置101Bは、第1実施形態における構成に生活情
報履歴1102が追加されている。需要家宅内に家電機器1101が設けられている。
【００９０】
　生活情報履歴DB1102は、家電機器1101で取得した家電状態や、需要家宅内のセンサの履
歴を定期的に蓄積する。
【００９１】
　図18に生活情報履歴DB1102の例を示す。分単位で、各部屋内の在室人数、外気温、各部
屋の室温、エアコンの設定温度、TV等のオン・オフ状態が示される。生活情報履歴DB1102
のデータは、消費電力分布計算部106で使用される。
【００９２】
　消費電力分布計算部106は、第1実施形態で述べた外気温系列の類似に加え、時刻t-Sか
ら時刻ｔの期間において、過去の生活情報履歴が、本日とどの程度類似するかも判断する
。類似の判断の際は、たとえば図18の各フィールドについて、比較区間で、平均値を求め
る、最頻値を取る、現在時刻の値を取るなどして、各フィールドの代表値を並べたベクト
ルを求め、ベクトル間での比較を行えばよい。そして、ベクトル間の距離が閾値以下の日
付を検出すればよい。これを利用し、本実施形態では、生活履歴、気温履歴および消費電
力履歴で類似する過去の日を特定し、その日の消費電量系列を用いて、予測を行う。具体
的な方法は、第1実施形態の説明から自明であるため、説明を省略する。
【００９３】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【要約】
【課題】需要家の削減可能余力(予備力)を適正に見積もる。
【解決手段】消費電力分布計算部は、第1日付において、第1時刻から予測期間長後の第２
時刻までの予測期間における需要家宅の予測外気温系列を用い、予測外気温系列と類似す
るデータをもつ日付を気温履歴データベースに基づき特定し、特定した日付に対応する消
費電力系列を電力履歴データベースから特定し、第1時刻に対し過去履歴使用時間長前の
第3時刻から、第2時刻までの期間において、特定した消費電力系列間で、統計分布または
代表値を計算する。消費電力予測部は、計算した統計分布または代表値に基づき、予測期
間における予測消費電力系列を計算する。予備力計算部は、予測消費電力系列と、基準消
費電力系列のうち予測期間における系列部分との差分である予備力を計算する。
【選択図】図１
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