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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電体と、
　災害のリスクの度合いを指数化したリスク指数に応じて、前記蓄電体の目標充電容量を
算出する算出手段と、
　前記目標充電容量に基づいて前記蓄電体の充放電を制御する制御手段と
　を備え、
　前記リスク指数は、災害リスクの度合いを割合で示したものであり、前記算出手段は、
停電時において普段通りの生活を過ごすために必要な第１充電量と前記リスク指数との乗
算結果を、前記目標充電容量とすることを特徴とする電池制御装置。
【請求項２】
　前記リスク指数は、所定の外部装置にて算出され、前記電池制御装置に送信されること
を特徴とする請求項１記載の電池制御装置。
【請求項３】
　前記リスク指数は、所定の外部装置から送信される所定の災害情報に少なくとも基づい
て前記電池制御装置側にて算出されることを特徴とする請求項１記載の電池制御装置。
【請求項４】
　前記乗算結果が、停電時に最低限の生活を過ごすために必要な第２充電量を下回った場
合、前記算出手段は、前記第２充電量を前記目標充電容量とすることを特徴とする請求項
１記載の電池制御装置。
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【請求項５】
　前記第１充電量および前記第２充電量は、所定の入力装置あるいは所定の通信網を介し
て、ユーザにより任意に設定されることを特徴とする請求項４記載の電池制御装置。
【請求項６】
　前記リスク指数は、災害の種類や規模、過去の経験値、災害の前記電池制御装置までの
距離等を総合的に判断することにより決定されることを特徴とする請求項１－５のいずれ
か１項に記載の電池制御装置。
【請求項７】
　前記災害が地震である場合であって、単位時間当たりの地震発生回数の増加率が所定の
増加基準を超えた場合、あるいは単位時間当たりの平均地震規模が所定の規模基準を超え
た場合、前記リスク指数の値は、前記各基準を超えない場合に比べて高い値に設定される
ことを特徴とする請求項１－６のいずれか１項に記載の電池制御装置。
【請求項８】
　蓄電体を制御する電池制御方法であって、
　災害のリスクの度合いを指数化したリスク指数に応じて、前記蓄電体の目標充電容量を
算出し、
　前記目標充電容量に基づいて前記蓄電体の充放電を制御し、
　前記リスク指数を、災害リスクの度合いを割合で示したものとし、停電時において普段
通りの生活を過ごすために必要な第１充電量と前記リスク指数との乗算結果を、前記目標
充電容量とする
　ことを特徴とする電池制御方法。
【請求項９】
　蓄電体を制御する電池制御装置のコンピュータに、
　災害のリスクの度合いを指数化したリスク指数に応じて、前記蓄電体の目標充電容量を
算出する機能と、
　前記目標充電容量に基づいて前記蓄電体の充放電を制御する機能と、
　前記リスク指数を、災害リスクの度合いを割合で示したものとし、停電時において普段
通りの生活を過ごすために必要な第１充電量と前記リスク指数との乗算結果を、前記目標
充電容量とする機能と
　を実行させるための電池制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電体の充放電を制御する電池制御装置、電池制御方法、及び電池制御プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン電池に代表される蓄電池は、携帯端末から電気自動車まで幅広く使用さ
れている。さらに、近年の二次電池のエネルギー密度向上に伴って、蓄電池は、定置型蓄
電池としても活用され始めている。定置型蓄電池は、たとえば、災害時等に系統電力が途
絶えた場合のバックアップ電源として使用される。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、災害発生予報を受信した際に、二次電池の目標充電容量を
通常時の第１目標充電容量から災害時の第２目標充電容量に変更する技術が記載されてい
る。災害発生予測は、たとえば、気象庁から報知される、台風や地震についての予測情報
、あるいは宅内に設置された火災感知器の感知結果である。また、第２目標充電容量は、
系統電力停止の長期化や災害時の使用機器の増加等を想定して、第１目標充電容量よりも
高い値に設定されている。
【０００４】
　特許文献１記載の技術により、災害等による停電が発生した場合であっても、ユーザは
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、電灯やテレビ等の機器を動作させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１４８０７０号公報（ページＮｏ．８－９）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、たとえば、台風の進路が予測と異なる進路となった場合や火災が速やかに鎮
火された場合など、災害発生予測が通知されたからといって必ずしも停電が発生しない場
合がある。さらに、そもそも、定置型蓄電池は、割安な夜間電力で蓄積したエネルギーを
昼間に利用することで電力コストを削減することを目的としている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の技術の場合、災害発生予測が通知された時点から、目標充
電容量は、通常よりも高い第２目標充電容量に固定されてしまう。従って、予測が外れた
場合には、無駄な充電（換言すれば、必要以上の放電の抑制）が長期間に亘って実行され
ることになる。このことは、割安なエネルギーが使用される機会が減少し、結果として電
力コストが増大することを意味する。すなわち、特許文献１の技術の場合、バックアップ
電源としての機能（災害発生時における必要な電力の確保）は達成されるが、電力コスト
を削減することは困難である。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、災害発生時に必要な電力の
確保と電力コストの削減とを両立させることが可能な電池制御装置、電池制御方法、及び
電池制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の電池制御装置は、蓄電体と、災害のリスクの度合いを指数化したリスク指数に
応じて、前記蓄電体の目標充電容量を算出する算出手段と、前記目標充電容量に基づいて
前記蓄電体の充放電を制御する制御手段とを備える。
【００１０】
　本発明の電池制御方法は、蓄電体を制御する電池制御方法であって、災害のリスクの度
合いを指数化したリスク指数に応じて、前記蓄電体の目標充電容量を算出し、前記目標充
電容量に基づいて前記蓄電体の充放電を制御することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の電池制御プログラムは、蓄電体を制御する電池制御装置のコンピュータに、災
害のリスクの度合いを指数化したリスク指数に応じて、前記蓄電体の目標充電容量を算出
する機能と、前記目標充電容量に基づいて前記蓄電体の充放電を制御する機能とを実行さ
せるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、災害発生時に必要な電力の確保と電力コストの削減とを両立させるこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電池制御装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る蓄電システムの構成例を示すブロック図である。
【図３】図２に示す電池制御装置の動作例を説明するためのフローチャートである。
【図４】台風が第１の接近経路にて接近する場合のリスク指数の変化を説明するための模
式図である。
【図５】台風が第２の接近経路にて接近する場合のリスク指数の変化を説明するための模
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式図である。
【図６】台風発生時の充電量の推移と蓄電により日中の割高電力で購入した電力の積算と
の関係を、第２の実施形態の場合および特許文献１に代表される一般技術の場合のそれぞ
れで示したグラフである。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る蓄電システムの動作例を説明するための図であり
、詳細には、地震が発生した場合のリスク指数と充電量の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る電池制御装置１００の構成例を示すブロック図
である。電池制御装置１００は、算出部１０２（算出手段）と、制御部１０３（制御手段
）と、蓄電体１０４と、を備える。
【００１５】
　算出部１０２は、災害のリスクの度合いを指数化したリスク指数に応じて、蓄電体１０
４の目標充電容量を算出する。制御部１０３は、算出された目標充電容量に基づいて蓄電
体１０４の充放電を制御する。
【００１６】
　以上説明した第１の実施形態において、災害発生以後、目標充電容量は一定ではなく、
災害リスクの度合い応じて逐次変化する（具体的には、目標充電容量は、リスク指数に応
じて変化する）。第１の実施形態の場合、無駄な充電（換言すれば、必要以上の放電の抑
制）が長期間に亘って実行されることはない。このことは、割安なエネルギーが使用され
る機会を増大させ、結果として電力コストを低下させることを意味する。以上を纏めると
、第１の実施形態によれば、災害発生時に必要な電力の確保と電力コストの削減とを両立
させることが可能となる。
［第２の実施形態］
（構成の説明）
　図２は、本発明の第２の実施形態に係る蓄電システム１０の構成例を示すブロック図で
ある。蓄電システム１０は、蓄電体を制御する電池制御装置１２と、電池制御装置１２に
対してリスク指数（後述）を供給する外部装置の一例としてのクラウドサーバ１４と、を
備える。
【００１７】
　電池制御装置１２は、蓄電体２０と、コンバータ２２と、充電器２４と、充電量入力部
２６と、リスク指数受信部２８と、通信部３０と、容量算出部３２と、充放電量算出部３
４と、充放電制御部３６と、を備える。
【００１８】
　蓄電体２０は、一つ以上の直列もしくは並列接続されたリチウムイオン電池などの二次
電池や電気二重層キャパシタや鉛蓄電池等で構成され、充放電により電流を出し入れする
事で電荷を蓄積する。
【００１９】
　コンバータ２２は、充放電制御部３６からの指示に基づいて蓄電体２０の放電を実行す
る。充電器２４は、充放電制御部３６からの指示に基づいて蓄電体２０への充電を実行す
る。
【００２０】
　充電量入力部２６は、キーボード等の入力装置あるいはインターネット等の通信網を介
して、ユーザによって設定されたユーザ設定充電量を入力する。ユーザ設定充電量は、第
１充電量（停電時において普段通りの生活を過ごすために必要な充電量）と第２充電量（
停電時に最低限の生活を過ごすために必要な充電量）を含む。充電量入力部２６は、入力
されたユーザ設定充電量を、充放電量算出部３４へ出力する。
【００２１】
　リスク指数受信部２８は、クラウドサーバ１４から、リスク指数を受信する。リスク指
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数は、災害のリスクの度合いを指数化したものであり、たとえば、割合（百分率等）で示
される。リスク指数は、災害情報（災害の種類や規模）、過去の経験値、災害の電池制御
装置１２までの距離等を総合的に判断することにより決定される。なお、災害情報は、た
とえば、気象庁やＳＮＳ（Social Networking Service）等から供給される。もちろん、
リスク指数の算出方法は、上記に限定されない。リスク指数受信部２８は、受信したリス
ク指数を、充放電量算出部３４へ出力する。
【００２２】
　通信部３０は、容量算出部３２によって算出された蓄電容量や充電器２４の充電能力を
、クラウドサーバ１４等の外部装置へ出力する。
【００２３】
　容量算出部３２は、電流測定器、電圧測定器、温度測定器などの測定器で構成され、こ
れらの測定器で計測された計測値から蓄電体２０の蓄電容量を算出する。容量算出部３２
は、算出した蓄電容量を、通信部３０および充放電量算出部３４へ出力する。
【００２４】
　充放電量算出部３４は、まず、目標充電容量を算出する。第１に、充放電量算出部３４
は、仮の目標充電容量（たとえば、第１充電量×リスク指数）を算出する。第２に、充放
電量算出部３４は、仮の目標充電容量が第２充電量を下回っているか否かを判定する。充
放電量算出部３４は、仮の目標充電容量が第２充電量を下回っていない場合には仮の目標
充電容量を目標充電容量に設定し、仮の目標充電容量が第２充電量を下回っている場合に
は第２充電量を目標充電容量に設定する。仮の目標充電容量が第２充電量を下回っている
場合に第２充電量を目標充電容量に設定することにより、停電時に最低限の生活を過ごす
ために必要な充電量（すなわち、災害発生時に必要な電力を供給するための充電量）が確
保される。
【００２５】
　充放電量算出部３４は、次いで、蓄電体２０の現在の蓄電容量が、上記算出された目標
充電容量よりも大きいか否かを判定する。蓄電容量が目標充電容量よりも大きい場合、充
放電量算出部３４は、放電可能容量（蓄電容量－目標充電容量）を算出する。充放電量算
出部３４は、算出した目標充電容量および放電可能容量を、充放電制御部３６へ出力する
。
【００２６】
　充放電制御部３６は、目標充電容量に基づいて充電器２４を制御し、放電可能容量に基
づいてコンバータ２２を制御する。
（動作の説明）
　図３は、図２に示す電池制御装置１２の動作例を説明するためのフローチャートである
。
【００２７】
　リスク指数受信部２８は、クラウドサーバ１４からリスク指数を受信する（ステップＳ
１）。
【００２８】
　充放電量算出部３４は、まず、目標充電容量を算出する（ステップＳ２）。具体的には
、充放電量算出部３４は、仮の目標充電容量（たとえば、第１充電量×リスク指数）を算
出する。充放電量算出部３４は、仮の目標充電容量が第２充電量を下回っているか否かを
判定する。仮の目標充電容量が第２充電量を下回っていない場合、充放電量算出部３４は
、仮の目標充電容量を目標充電容量に設定する。一方、仮の目標充電容量が第２充電量を
下回っている場合、充放電量算出部３４は、第２充電量を目標充電容量に設定する。
【００２９】
　充放電量算出部３４は、蓄電体２０の現在の蓄電容量が、上記算出された目標充電容量
よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ３）。蓄電容量が目標充電容量よりも大きい
場合（ステップＳ３においてＹｅｓ）、充放電量算出部３４は、放電可能容量（蓄電容量
－目標充電容量）を算出する（ステップＳ４）。充放電量算出部３４は、算出した放電可
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能容量を、充放電制御部３６へ出力する。充放電制御部３６は、コンバータ２２に対して
、放電可能容量までの放電を許可する（ステップＳ５）。
【００３０】
　一方、蓄電容量が目標充電容量よりも小さい場合（ステップＳ３においてＮｏ）、充放
電量算出部３４は、充放電制御部３６に対して放電の停止を指示する（ステップＳ６）。
そして、充放電制御部３６は、充電器２４に対して、充放電量算出部３４から入力した目
標充電容量に到達するまで蓄電体２０を充電する充電指令を発行する（ステップＳ７）。
【００３１】
　以上説明したステップＳ１～Ｓ７の処理は、リスク指数を受信する度に実行される。す
なわち、第２の実施形態の場合、災害発生以後、目標充電容量は一定ではなく、リスク指
数に応じて変化する。
【００３２】
　図４は、台風が第１の接近経路にて接近する場合のリスク指数の変化を説明するための
模式図である。図４において、Ａｎ、Ｂｎ、Ｃｎは、リスク指数の更新点を表し、各ポジ
ションは、台風の位置を表している。更新点とは、たとえば、リスク指数の変化点、ある
いは台風が到達するまでの距離と充電器の充電能力と第１充電量および第２充電量とから
決定される充電開始点等である。
【００３３】
　まず、前提条件について纏めて説明する。まず、第１充電量は５ｋｗに設定され、第２
充電量は１ｋｗに設定されているものとする。また、リスク指数受信部２８は、更新点Ａ
２、Ｂ３、Ｂ４、Ａ５、Ａ６の順にリスク指数を受信するものと仮定する。ここで、更新
点Ａｎのリスク指数が１００％であり、更新点ＢｎおよびＣｎのリスク指数が７０％であ
る場合を例に挙げる。なお、各更新点における上記リスク指数は、あくまで一例である。
そして、更新点Ａ２における蓄電体２０の蓄電容量が３ｋｗであると仮定する。
【００３４】
　更新点Ａ２において、リスク指数受信部２８は、リスク指数１００％を受信する。充放
電量算出部３４は、第１充電量５ｋｗとリスク指数１００％とを乗算し、目標充電容量５
ｋｗを算出する。充放電量算出部３４は、容量算出部３２で算出された蓄電体の蓄電容量
３ｋｗとの差分を充電に必要な容量と判断し、充電器２４に対し目標充電容量５ｋｗに達
するまで充電指令を伝える。
【００３５】
　更新点Ｂ３において、リスク指数受信部２８は、リスク指数７０％を受信する。充放電
量算出部３４は、第１充電量５ｋｗとリスク指数７０％とを乗算し、新たな目標充電容量
３．５ｋｗを算出する。ここで、更新点Ｂ３における蓄電体２０の蓄電容量が４ｋｗであ
ると仮定する。充放電量算出部３４は、蓄電容量４ｋｗと目標充電容量３．５ｋｗの差分
から放電可能容量０．５ｋｗを算出する。充放電量算出部３４は、充放電制御部３６に対
して、放電可能容量０．５ｋｗを出力する。充放電制御部３６は、放電可能容量０．５ｋ
ｗを下回らない様にコンバータ２２の放電を制御する。放電可能容量０．５ｋｗの全てが
放電された場合、充放電制御部３６は、コンバータ２２の出力を停止する。この場合、必
要に応じて、充放電制御部３６は、ユーザに対して、コンバータ２２の出力が停止された
旨のアナウンスを行ってもよい。
【００３６】
　更新点Ｂ４において、リスク指数受信部２８は、リスク７０％を受信する。充放電量算
出部３４は、第１充電量５ｋｗとリスク指数７０％とを乗算し、新たな目標充電容量３．
５ｋｗを算出する。
【００３７】
　更新点Ａ５において、リスク指数受信部２８は、リスク１００％を受信する。更新点Ａ
５における蓄電体２０の蓄電容量が３．５ｋｗであると仮定する。充放電量算出部３４は
、第１充電量５ｋｗとリスク指数１００％とを乗算し、新たな目標充電容量５ｋｗを算出
する。この時点において、災害（台風）が到着するまでに充電器２４に充電できる最大充
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電量を２ｋｗとすると、（蓄電容量３．５ｋｗ＋最大充電量２ｋｗ）＞目標充電容量５ｋ
ｗとなるため、災害到着時には十分な電力が蓄電される。
【００３８】
　図５は、台風が第２の接近経路にて接近する場合のリスク指数の変化を説明するための
模式図である。この場合、リスク指数受信部２８は、更新点Ｂ２、Ｃ３、Ｄ４、Ｅ５、Ｆ
６の順にリスク指数を受信するものと仮定する。図５において、更新点Ｂ２のリスク指数
は７０％であり、更新点Ｃ３のリスク指数は５０％であり、更新点Ｄ４のリスク指数は３
０％であり、更新点Ｅ５のリスク指数は２０％であり、更新点Ｆ６のリスク指数は１０％
であるものと仮定する。目標充電容量は、更新点Ｂ２において３．５ｋｗ（第１充電量５
ｋｗ×７０％）となり、更新点Ｃ３において２．５ｋｗ（第１充電量５ｋｗ×５０％）と
なり、更新点Ｄ４において１．５ｋｗ（第１充電量５ｋｗ×３０％）となり、更新点Ｅ５
において１．３ｋｗ（第１充電量１ｋｗ×２０％）となり、更新点Ｆ６において０．５ｋ
ｗ（第１充電量５ｋｗ×１０％）となる。なお、更新点Ｆ６において計算された目標充電
容量（０．５ｋｗ）がユーザによって設定された第２充電量１ｋｗを下回ったので、更新
点Ｆ６における目標充電容量は、最終的には、第２充電量１ｋｗとなる。
（効果の説明）
　図６は、台風発生時の充電量の推移と蓄電により日中の割高電力で購入した電力の積算
との関係を、本実施形態の場合および特許文献１に代表される一般技術の場合のそれぞれ
で示したグラフである。図６において、台風は３日前に発生したものと仮定する。また、
図６において、台風の発生から４８時間前までのリスク指数は０％であり、２４時間前の
リスク指数は４０％であり、３時間前のリスク指数は１００％であると仮定する。
【００３９】
　一般技術の場合、災害発生直後から目標充電容量までの充電が開始され、災害到着まで
は放電が停止してしまう為、本来、昼間に蓄電体からの電力で賄う事ができるはずの５ｋ
ｗ相当の電力を割高な電力系統から購入しなければならない。その積算容量は、図６に示
されるように、災害（台風）の到着までに約２０ｋｗになる。
【００４０】
　一方、本実施形態の場合、目標充電容量は一定ではなく、災害リスクの度合い応じて逐
次変化する（具体的には、目標充電容量は、台風の規模、蓄電体までの距離、過去の経験
値等から決定されるリスク指数に応じて変化する）。そして、その積算容量は、図６に示
されるように、約５ｋｗとなり、一般技術の約２０ｋｗと比較して大幅に小さくなる。す
なわち、十分なコストメリットが得られる。しかも、本実施形態の場合、災害発生時に必
要な電力（充電量）は十分に確保されている。
【００４１】
　以上を纏めると、第２の実施形態によれば、災害発生時に必要な電力の確保と電力コス
トの削減とを両立させることが可能となる。
［第３の実施形態］
　地震と台風とでは、リスク指数を算出する際の考え方が異なる。たとえば、台風であれ
ば現在の位置と充電器の充電能力から目標充電容量まで充電が可能かどうかを加味してリ
スク指数を算出する事が可能である。一方、地震の場合、停電するまでの時間が予測でき
ない為に実際に充電できる充電量を見積もることが困難である。そこで、地震のリスク指
数を算出する場合、単位時間当たりの地震回数の増加率がある一定の基準を超えた場合や
、単位時間当たりの平均地震規模がある一定以上の基準を超えた場合などは、リスク指数
を１００％に設定する。以下、図７を用いて具体的に説明する。
【００４２】
　なお、第３の実施形態の蓄電システム（電池制御装置）の構成は、第２の実施形態の蓄
電システム１０と同一である。従って、第３の実施形態の構成についての説明は省略され
る。
【００４３】
　図７は、地震が発生した場合のリスク指数と充電量の関係を示すグラフである。クラウ
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ドサーバ１４は、時間当たりの地震の発生回数と、その時の平均規模と、それらの時系列
の推移からリスク指数を算出し、電池制御装置１２に通知する。図７において、時点Ｃｎ
におけるリスク指数は０％であり、時点Ｂｎにおけるリスク指数は４０％であり、時点Ａ
ｎにおけるリスク指数は１００％であるものとする。なお、上記リスクの算出方法および
上記各数値は、あくまで一例であり、上記に限定されない。また、本実施形態において、
第１充電量は１０ｋｗであり、第２充電量は５ｋｗであるものとする。
【００４４】
　まず、時点Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３において、リスク指数は０％であるから目標充電容量は０
ｋｗとなる。この場合の蓄電容量との差分は放電可能容量となる。時点Ｂ４において、目
標充電容量は、４ｋｗ（第１充電量１０ｋｗ×リスク指数４０％）となるが、上述したと
おり、第２充電量が５ｋｗである為、最終的な目標充電容量は５ｋｗとなる。時点Ｂ５の
場合も時点Ｂ４の場合と同様に、最終的な目標充電容量は５ｋｗとなる。時点Ａ６、Ａ７
の場合、目標充電容量は、１０ｋｗ（第１充電量１０ｋｗ×リスク指数１００％）となる
。
（変形例についての説明）
　以上の説明では、電池制御装置１２がクラウドサーバ１４側からリスク指数を受信する
場合が例示されているが、リスク指数は、電池制御装置１２側で決定されてもよい。その
場合、図２に示すリスク指数受信部２８は、リスク指数そのものを受信するのではなく、
リスク指数を算出するために必要な情報（災害の種類や規模、過去の経験値、災害の電池
制御装置１２までの距離等）を、クラウドサーバ１４から受信する。たとえば、リスク指
数受信部２８あるいは充放電量制御部３４は、受信した各種情報や電池制御装置１２固有
の情報を総合的に判断することによりリスク指数を決定する。
【００４５】
　また、目標充電容量の下限を維持する下限維持処理（すなわち、第１充電量×リスク指
数が、第２充電量を下回っている場合に、第２充電量を目標充電容量に設定する処理）は
、必ずしも常に実行される必要はない。下限維持処理の実行の可否は、ユーザによって任
意に設定されてもよい。たとえば、ユーザは、リスク指数が所定の閾値（たとえば、５％
）以上となった場合に限り下限維持処理を実行するよう設定することができる。
【００４６】
　また、以上の説明では、災害の一例として台風あるいは地震を例に挙げているが、第１
～第３の実施形態は、これらの災害のみに限定されることなく、他の災害（たとえば、火
事、津波、大雨、雷、ハリケーン、大雪、竜巻、雹、テロ等）にも広く対応可能である。
【００４７】
　また、以上説明した各実施形態の全部又は一部の機能を実現するためのプログラムは、
コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータシステムにより実行され
てもよい。
【００４８】
　「コンピュータシステム」の例としては、たとえば、ＣＰＵ（Central Processing Uni
t）を挙げることができる。
【００４９】
　「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、たとえば、非一時的な記憶装置である。
非一時的な記憶装置の例としては、たとえば、光磁気ディスク、ＲＯＭ（Read Only Memo
ry）、不揮発性半導体メモリ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードデ
ィスクを挙げることができる。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、一時
的な記憶装置であってもよい。一時的な記憶装置の例としては、たとえば、インターネッ
ト等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線
、あるいは、コンピュータシステム内部の揮発性メモリを挙げることができる。
【００５０】
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、
更に前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合
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【００５１】
　以上、各実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は、上記各実施形
態の記載に限定されない。上記各実施形態に多様な変更又は改良を加えることが可能であ
ることは当業者にとって自明である。従って、そのような変更又は改良を加えた形態もま
た本発明の技術的範囲に含まれることは説明するまでもない。また、以上説明した各実施
形態において使用される、数値や各構成の名称等は例示的なものであり適宜変更可能であ
る。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　　蓄電システム
　１２　　電池制御装置
　１４　　クラウドサーバ
　２０　　蓄電体
　２２　　コンバータ
　２４　　充電器
　２６　　充電量入力部
　２８　　リスク指数受信部
　３０　　通信部
　３２　　容量算出部
　３４　　充放電量算出部
　３６　　充放電制御部
　１００　　電池制御装置
　１０２　　算出部
　１０３　　制御部
　１０４　　蓄電体
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