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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住宅に設置され、各種情報を表示する表示装置と、
　前記住宅に設置され、電気を起こす発電装置と、
　前記住宅に設置され、前記発電装置の余剰電力を蓄電する蓄電装置と、
　前記住宅に設置され、商用の交流電力を分岐して該住宅の各回路に送り、分岐した各回
路で使用される電気の使用状態を計る分電盤と、
　前記住宅に設置されると共に通信網に接続され、商用の交流電力を前記分電盤に加え、
該分電盤が計った各回路の電気の使用状態を該通信網に送り、該商用の交流電力の停電を
検出すると、前記蓄電装置を制御して直流電力を基にした交流電力を、前記住宅の所定回
路に送ると共に停電情報を該通信網に送る電力量計と、
　前記通信網に接続され、該通信網から停電情報を受け取ると、該通信網から既に受け取
った電気の各使用状態と、停電修理の開始時間とを基に、該開始時間までの前記蓄電装置
による送電可否を、各回路の組み合わせ毎に調べて、送電可否情報を前記通信網に送る処
理装置と、
を備え、前記電力量計は、前記通信網から送電可否情報を受け取ると、該送電可否情報を
前記表示装置に表示する、
ことを特徴とする屋内送電システム。
【請求項２】
　前記表示装置は、表示された項目の選択を可能にするテレビジョンであり、
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　前記電力量計は、前記通信網から送電可否情報を受信すると、どの回路に電気を供給す
るかを選択可能に、前記テレビジョンに表示すると共に、該送電可否情報を該テレビジョ
ンに表示する、
ことを特徴とする請求項１に記載の屋内送電システム。
【請求項３】
　前記処理装置は、前記通信網から停電情報を受信すると、該停電情報を端末に出力する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の屋内送電システム。
【請求項４】
　前記処理装置は、前記住宅の所定回路と、停電時に使用されていた使用回路とによる送
電可否を、前記送電可否情報に含める、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の屋内送電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、停電時に屋内に対して電気を供給する屋内送電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自然のエネルギーとして、例えば太陽光を利用して電気を起こすソーラパネルの設置が
一般の住宅にも普及している。ソーラパネルを利用した太陽光発電では、昼間の発電が主
になる。昼間の電力使用量が少ない家庭では、家庭で使用される電力に比べて、太陽光発
電による電力が多くなり、余剰電力が発生する。こうした余剰電力を電力会社が買い取る
売電が、家庭での太陽光発電では一般的である。
【０００３】
　一方で、燃料電池を利用した発電システムには、燃料電池で発生した余剰電力を蓄電し
、温水器のヒータに通電するものがある（例えば、特許文献１参照。）。このシステムに
よれば、売電以外でも余剰電力が利用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２６６４７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、落雷等の突発的な気象変化によって、停電が発生することがある。この場合
には、停電した住宅に対して直ちに給電をすることが、電力会社側による最善の対応策で
ある。しかし、電力会社側では、個別の住宅で発生した停電状況を把握することが困難で
ある。このために、電力会社側は、電気の使用者である、住宅に住む顧客からの電話連絡
により、停電発生を把握して停電に対応することになる。こうした場合に備えるために、
停電時に余剰電力を家庭内で有効に利用する技術が望まれる。このためには、先に述べた
ように、
ａ．停電した住宅に対して余剰電力を利用した給電を直ちに開始する
ｂ．電力会社側により個別住宅の停電を把握する
という課題に加えて、
ｃ．停電復旧の作業が始まるまで、余剰電力を利用し続けるために給電を制御する
という課題がある。
【０００６】
　この発明の目的は、前記の課題を解決し、停電時に余剰電力を有効に利用することを可
能にする屋内送電システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　前記の課題を解決するために、請求項１の発明は、住宅に設置され、各種情報を表示す
る表示装置と、前記住宅に設置され、電気を起こす発電装置と、前記住宅に設置され、前
記発電装置の余剰電力を蓄電する蓄電装置と、前記住宅に設置され、商用の交流電力を分
岐して該住宅の各回路に送り、分岐した各回路で使用される電気の使用状態を計る分電盤
と、前記住宅に設置されると共に通信網に接続され、商用の交流電力を前記分電盤に加え
、該分電盤が計った各回路の電気の使用状態を該通信網に送り、該商用の交流電力の停電
を検出すると、前記蓄電装置を制御して直流電力を基にした交流電力を、前記住宅の所定
回路に送ると共に停電情報を該通信網に送る電力量計と、前記通信網に接続され、該通信
網から停電情報を受け取ると、該通信網から既に受け取った電気の各使用状態と、停電修
理の開始時間とを基に、該開始時間までの前記蓄電装置による送電可否を、各回路の組み
合わせ毎に調べて、送電可否情報を前記通信網に送る処理装置と、を備え、前記電力量計
は、前記通信網から送電可否情報を受け取ると、該送電可否情報を前記表示装置に表示す
る、ことを特徴とする屋内送電システムである。
【０００８】
　請求項１の発明では、住宅には、表示装置と発電装置と蓄電装置と分電盤と電力量計と
が設置されている。電力量計は、通信網に接続され、商用の交流電力を分電盤に加える。
また、電力量計は、分電盤が計った各回路の電気の使用状態を通信網に送る。さらに、電
力量計は、商用の交流電力の停電を検出すると、蓄電装置を制御して直流電力を基にした
交流電力を、住宅の所定回路に送ると共に停電情報を通信網に送る。一方、処理装置は、
通信網から停電情報を受け取る。そして、処理装置は、通信網から既に受け取った電気の
各使用状態と停電修理の開始時間とを基に、開始時間までの蓄電装置による送電可否を、
各回路の組み合わせ毎に調べて、送電可否情報を通信網に送る。電力量計は、通信網から
送電可否情報を受け取ると、送電可否情報を表示装置に表示する。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の屋内送電システムにおいて、前記表示装置は、表
示された項目の選択を可能にするテレビジョンであり、前記電力量計は、前記通信網から
送電可否情報を受信すると、どの回路に電気を供給するかを選択可能に、前記テレビジョ
ンに表示すると共に、該送電可否情報を該テレビジョンに表示する、ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載の屋内送電システムにおいて、前記処理装
置は、前記通信網から停電情報を受信すると、該停電情報を端末に出力することを特徴と
する。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の屋内送電システムにおいて、
前記処理装置は、前記住宅の所定回路と、停電時に使用されていた使用回路とによる送電
可否を、前記送電可否情報に含める、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、停電した住宅に対して、蓄電装置による余剰電力を利用した
給電を、直ちに行うことができる。また、この発明によれば、処理装置を電力会社側に設
置すると、停電情報を受信することにより、電力会社側による個別住宅の停電の把握を可
能にする。さらに、この発明によれば、各回路の組み合わせ毎に送電可否を調べて、送電
可否情報を通信網に送信するので、停電の故障修理の開始までの間、余剰電力を利用し続
けるために、電気の使用者による給電の制御を可能にする。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、余剰電力を利用し続けるための給電制御と、給電する回路の
選択であって電気の使用者による選択とを、テレビジョンの利用により可能にする。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、処理装置を電力会社側に設置することにより、電力会社によ
り個別住宅の停電を把握することを可能にする。
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【００１５】
　請求項４の発明によれば、停電時に使用されていた使用回路と所定回路とにより電気を
使用した場合に、停電修理の開始時間まで蓄電装置が電気を供給するかどうかを、電気の
使用者に知らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態１による屋内送電システムを示す構成図である。
【図２】顧客データの一例を示す図である。
【図３】残存容量データの一例を示す図である。
【図４】作業データの一例を示す図である。
【図５】電力使用データの一例を示す図である。
【図６】分電盤の一例を示す構成図である。
【図７】蓄電ユニットの一例を示す構成図である。
【図８】スマートメータの一例を示す構成図である。
【図９】選択処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】緊急屋内送電処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】表示情報の一例を示す図である。
【図１２】修理完了処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】送電可否処理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】
【００１７】
　次に、この発明の各実施の形態について、図面を用いて詳しく説明する。
【００１８】
　（実施の形態１）
　この実施の形態による屋内送電システムを図１に示す。図１の屋内送電システムは、基
地サーバ装置１０と、スマートメータ２０と、分電盤３０と、太陽光発電装置４０と、蓄
電ユニット５０とを備えている。基地サーバ装置１０は電力会社に設置され、スマートメ
ータ２０と分電盤３０と太陽光発電装置４０と蓄電ユニット５０との各設備は、電気の需
要家である顧客の住宅Ａに設置されている。なお、図１以下の図では、図面の簡略化のた
めに、売電のための構成を省略している。この実施の形態では、需要家側である住宅Ａが
停電した場合に、屋内の蓄電ユニット５０を利用して住宅Ａに対して緊急に送電（以下、
「緊急屋内送電」という）を行うときに、電力会社は、緊急屋内送電を支援するための緊
急屋内送電サービスを住宅Ａに対して提供する。なお、この実施の形態では、信号の配線
系統を図中の細線で示し、住宅Ａでの電力の配線系統を太線で示して、２つを区別してい
る。また、住宅Ａは、多数の中の代表例を示している。
【００１９】
　住宅Ａには、各種の電気機器が設置されているが、図１では、テレビジョン（ＴＶ）２
０１とエアコン２０２とを例示している。テレビジョン２０１は、地上デジタル放送に対
応するものであり、地上デジタル波を受信して得られる映像信号により各種の画面を表示
する。この実施の形態では、テレビジョン２０１は、スマートメータ２０から送られて来
る映像信号も表示可能である。特に、スマートメータ２０からの映像信号による表示画面
に、複数の選択可能な項目がある場合には、住宅Ａに住む顧客である電気の使用者が、リ
モコン２０１Ａを使用して、表示画面の項目を選び出す。そして、テレビジョン２０１は
、選択された項目を表す選択信号を、スマートメータ２０に送る。つまり、テレビジョン
２０１は、表示画面の項目の選択機能を持つ。
【００２０】
　電力会社の基地サーバ装置１０は、緊急屋内送電サービスを提供するものであり、通信
制御装置１１と、基地サーバ１２と、記憶装置１３と、端末１４とを備えている。
【００２１】
　基地サーバ装置１０の通信制御装置１１は、通信網ＮＷを経由したデータ通信を可能に
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する。つまり、通信制御装置１１は、住宅Ａから送信される電力使用量等に関するデータ
を受信すると、社内ネットワーク１１Ａを経て、受信したデータを基地サーバ１２に送る
。また、通信制御装置１１は、基地サーバ１２からのデータであって、住宅Ａに対する緊
急屋内送電サービスに関するデータを、通信網ＮＷを経て住宅Ａのスマートメータ２０に
送信する。
【００２２】
　基地サーバ装置１０の端末１４は、電力会社の担当者によって操作される専用のコンピ
ュータである。端末１４は、例えば、基地サーバ１２からのデータを基に、住宅Ａの停電
発生等を表示する。
【００２３】
　基地サーバ装置１０の記憶装置１３は、緊急屋内送電サービスに必要とする各種データ
を記憶している。記憶装置１３が記憶するデータに地図データがある。地図データは、住
宅Ａの場所などを表すために用いられる。
【００２４】
　基地サーバ装置１０が記憶するデータに顧客データがある。顧客データは、電力会社の
顧客に関するデータであり、需要家である顧客が住む住宅に設置されている計器などを示
す。この顧客データの一例を図２に示す。この顧客データには、顧客の氏名および住所、
顧客宅に設置されている電力量計の計器番号、この電力量計がスマートメータである場合
に電力量計のアドレスなどが記録されている。
【００２５】
　基地サーバ装置１０が記憶するデータに残存容量データがある。残存容量データは、住
宅Ａの顧客が蓄電ユニット５０を設置している場合に、蓄電ユニット５０の蓄電状態を表
している。残存容量データの一例を図３に示す。この残存容量データには、顧客の氏名と
顧客番号と共に電力量計の計器番号が記録され、顧客番号に対応して、蓄電ユニット５０
の残存容量が記録されている。この残存容量データは、基地サーバ１２により更新されて
いく。
【００２６】
　基地サーバ装置１０が記憶するデータに作業データがある。作業データは、配電系統な
どの保守・点検を行う作業責任者の、当日の作業予定を示す。作業データの一例を図４に
示す。この作業データには、作業責任者の氏名、当日の各作業を行う時間、作業を行う場
所、作業の内容が、作業時間、作業場所、作業内容として記録されている。
【００２７】
　基地サーバ装置１０が記憶するデータに電力使用データがある。電力使用データは、緊
急屋内送電サービスを受ける顧客の住宅、この実施の形態では住宅Ａに設置されている各
分岐ブレーカ（後述のＡ分岐ブレーカ～Ｎ分岐ブレーカ）から供給される電力の使用量を
示す。電力使用データの一例を図５に示す。この電力使用データには、住宅Ａの顧客の顧
客番号および計器番号に対応して、各日毎の、分岐ブレーカ毎の電力使用量が負荷データ
として記録されている。そして、電力使用データにおける当日の各負荷データは、基地サ
ーバ１２によって随時に更新されていく。
【００２８】
　基地サーバ装置１０の基地サーバ１２は、緊急屋内送電サービスを提供するために、各
種の処理を行う。この基地サーバ１２については、住宅Ａの各設備を説明した後で詳述す
る。
【００２９】
　住宅Ａでは、配電線１０１（図１）からの電気がスマートメータ２０を経て、分電盤３
０で分岐される。分電盤３０は、図６に示すように、メインブレーカ３１と、電流センサ
３２１～３２ｎと、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎと、発電側ブレーカ３
４とを備えている。さらに、この実施の形態では、スマートメータ２０に対しては、分電
盤３０、太陽光発電装置４０の後述するパワーコンディショナ４２、蓄電ユニット５０お
よびテレビジョン２０１が接続されている。これにより、分電盤３０、パワーコンディシ
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ョナ４２、蓄電ユニット５０およびテレビジョン２０１とスマートメータ２０との間でデ
ータの送受信が可能である。
【００３０】
　住宅Ａに設置されているメインブレーカ３１には、スマートメータ２０から供給される
電力により電流が流れ、メインブレーカ３１は過電流を検出して遮断する。同様に、発電
側ブレーカ３４には、太陽光発電装置４０から供給される電力により電流が流れ、発電側
ブレーカ３４は過電流を検出して遮断する。
【００３１】
　分電盤３０のＡ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎは、分岐された電流を住宅
Ａの各部屋の回路に流す際に、各回路の配電線の漏電を検出して遮断する。各部屋の回路
には電気機器接続用のコンセントが取り付けられている。各部屋の回路に流れる電流は、
スマートメータ２０や太陽光発電装置４０からの供給電力によるものである。この実施の
形態では、Ａ分岐ブレーカ３３１を流れる電流は、回路のコンセントを経てテレビジョン
２０１に供給され、Ｎ分岐ブレーカ３３ｎを流れる電流は、回路のコンセントを経てエア
コン２０２に供給されている。また、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎは、
スマートメータ２０からの遮断信号によって、流れる電流を遮断する。つまり、各回路の
Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎは、監視制御ユニット２４から入・切制御
を受ける。
【００３２】
　電流センサ３２１～３２ｎは、分電盤３０のＡ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３
３ｎに併設されている。電流センサ３２１～３２ｎは、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブ
レーカ３３ｎを流れる電流つまり各回路の電流をそれぞれ計測する。この実施の形態では
、電流センサ３２１がテレビジョン２０１で使用される電流を計測し、電流センサ３２ｎ

がエアコン２０２で使用される電流を計測する。そして、電流センサ３２１～３２ｎは、
電流の計測結果をスマートメータ２０にそれぞれ送る。
【００３３】
　住宅Ａに設置されている太陽光発電装置４０（図１）は、ソーラパネル４１とパワーコ
ンディショナ４２とを備えている。ソーラパネル４１は、照射される太陽光を電気に変換
して、太陽光発電を行う。パワーコンディショナ４２は、ソーラパネル４１または蓄電ユ
ニット５０からの直流電力を、商用の交流電力に変換する装置である。パワーコンディシ
ョナ４２は、スマートメータ２０からの制御によって直流電力の変換動作を行う。
【００３４】
　蓄電ユニット５０は、ソーラパネル４１とパワーコンディショナ４２とに接続されて用
いられる。蓄電ユニット５０の一例を図７に示す。図７の蓄電ユニット５０は、監視部５
１とスイッチ部５２Ａ～５２Ｃと蓄電池５３とを備えている。蓄電ユニット５０は、蓄電
池５３の形状等により、例えば電気温水器に搭載されている。蓄電池５３は、ソーラパネ
ル４１からの電気を充電し、また、充電した電気をパワーコンディショナ４２に供給する
。スイッチ部５２Ａ～５２Ｃは、監視部５１の制御によって、蓄電池５３に対するパワー
コンディショナ４２およびソーラパネル４１の接続を切り替える。
【００３５】
　蓄電ユニット５０の監視部５１は、蓄電池５３の電圧と電流とから、蓄電池５３の残存
容量を調べる。そして、監視部５１は、調べた残存容量のデータをスマートメータ２０に
送る。
【００３６】
　また、蓄電ユニット５０の監視部５１は、スマートメータ２０からの指示により各種動
作を行う。具体的には、監視部５１は、スマートメータ２０から蓄電開始指示を受け取る
と、スイッチ部５２Ａ～５２Ｃをオンにして、ソーラパネル４１を蓄電池５３とパワーコ
ンディショナ４２とに接続する。これにより、ソーラパネル４１の余剰電力を蓄電池５３
が充電することになる。余剰電力は、住宅Ａで使用される電力に比べて、太陽光発電装置
４０の発電による電力が多くなることで発生する。例えば、住宅Ａでテレビジョン２０１
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だけが使用されている場合、ソーラパネル４１からの電流は、テレビジョン２０１に必要
とする分だけ、スイッチ部５２Ｂを経てパワーコンディショナ４２に流れる。この結果、
太陽光発電による余剰の電流は、スイッチ部５２Ｃを経て蓄電池５３に流れる。つまり、
蓄電池５３は太陽光発電の余剰電力で充電される。
【００３７】
　蓄電ユニット５０の監視部５１は、スマートメータ２０からの送電開始指示を受け取る
と、スイッチ部５２Ａをオフにすると共にスイッチ部５２Ｂ、５２Ｃをオンにして、蓄電
池５３の直流電力をパワーコンディショナ４２に供給する。さらに、監視部５１は、スマ
ートメータ２０からの売電開始指示を受け取ると、スイッチ部５２Ａ、５２Ｂをオンにす
ると共にスイッチ部５２Ｃをオフにして、ソーラパネル４１の直流電力をパワーコンディ
ショナ４２に供給する。
【００３８】
　蓄電ユニット５０の監視部５１は、スマートメータ２０からの送電停止指示、蓄電終了
または売電終了の指示を受け取ると、スイッチ部５２Ａ～５２Ｃをオフにして、蓄電池５
３に対する接続を開放し、ソーラパネル４１や蓄電池５３からの直流電力の供給を停止す
る。
【００３９】
　スマートメータ２０（図１）は、配電線１０１から住宅Ａに供給される電力量を計量す
る電力量計であり、かつ、通信機能を持つ電力量計である。つまり、スマートメータ２０
は、通信網ＮＷを介在して、電力会社の基地サーバ装置１０の通信制御装置１１とデータ
の送受信が可能な状態にある。これにより、スマートメータ２０は、住宅Ａでの電力使用
量などを基地サーバ装置１０に送信し、基地サーバ装置１０から各種のデータ等を受け取
る。また、スマートメータ２０は、分電盤３０、パワーコンディショナ４２、蓄電ユニッ
ト５０およびテレビジョン２０１に接続され、これらとデータの送受信を行う。こうした
スマートメータ２０の一例を図８に示す。図８のスマートメータ２０は、通信ユニット２
１と、計量ユニット２２と、電源ユニット２３と、監視制御ユニット２４とを備えている
。
【００４０】
　スマートメータ２０の通信ユニット２１は、通信網ＮＷに接続されている。これにより
、通信ユニット２１は、監視制御ユニット２４の制御によって、電力会社の基地サーバ装
置１０の通信制御装置１１とデータの送受信が可能な状態にある。
【００４１】
　スマートメータ２０の計量ユニット２２は、配電線１０１から住宅Ａに供給される交流
電力の使用量を計量する。計量ユニット２２は、電力使用量の計量結果を監視制御ユニッ
ト２４に送る。
【００４２】
　スマートメータ２０の電源ユニット２３は、監視制御ユニット２４からの入・切制御を
受ける。通常、電源ユニット２３は、入制御によって配電線１０１の電源を分電盤３０に
接続する。また、電源ユニット２３は、切制御により、配電線１０１から計量ユニット２
２を経て、住宅Ａに供給される交流電力を遮断する。具体的には、監視制御ユニット２４
が配電線１０１の電源の異常を感知した場合に、監視制御ユニット２４の指示により、電
源ユニット２３は交流電力の供給を遮断する。
【００４３】
　スマートメータ２０の監視制御ユニット２４は、電力会社の基地サーバ装置１０と共に
緊急屋内送電サービスのための各種の処理と制御を行う。また、監視制御ユニット２４は
、基地サーバ装置１０から各種の指示等を受け取る。また、監視制御ユニット２４は、分
電盤３０、パワーコンディショナ４２、蓄電ユニット５０およびテレビジョン２０１に通
信線で接続され、これらとデータの送受信を行う。また、監視制御ユニット２４は、停電
時に優先して接続機器に電流を供給するために、入制御を行う回路（以下、「優先回路」
という）の分岐ブレーカを、あらかじめ記憶している。この実施の形態では、テレビジョ
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ン２０１に電気を送る回路が優先回路であり、優先回路の分岐ブレーカがＡ分岐ブレーカ
３３１である。さらに、監視制御ユニット２４は、テレビジョン２０１に情報を表示する
ための映像信号を生成する機能を持つ。
【００４４】
　まず、監視制御ユニット２４は、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎによる
電流の計測結果を受け取ると、各電流の計測結果を、負荷データとする。そして、監視制
御ユニット２４は、データ送信処理により、通信ユニット２１を制御して、負荷データを
通信網ＮＷに送信する。この負荷データは、通信網ＮＷを経て、電力会社の基地サーバ装
置１０に送られる。また、監視制御ユニット２４は、蓄電ユニット５０の監視部５１から
残存容量のデータを受け取ると、データ送信処理により、この残存容量データを基地サー
バ装置１０に送信する。
【００４５】
　監視制御ユニット２４は選択処理を行う。この選択処理の一例を図９に示す。監視制御
ユニット２４は、通常、この選択処理を行っている。つまり、監視制御ユニット２４は、
テレビジョン２０１に対して、選択画面の映像信号を生成して送る（ステップＳ１）。こ
の選択画面は、ソーラパネル４１が発電した直流電力であって余剰電力の売電を行うか、
この余剰電力の蓄電を行うかの選択画面を表示するためのものである。
【００４６】
　ステップＳ１が終了すると、監視制御ユニット２４はテレビジョン２０１からの選択信
号を待つ（ステップＳ２）。ステップＳ２で受け取った選択信号が売電を示すと（ステッ
プＳ３）、監視制御ユニット２４は、蓄電ユニット５０に対して売電開始指示を送る（ス
テップＳ４）。この後、監視制御ユニット２４は、テレビジョン２０１に対して売電を継
続するか、売電を終了するかの選択画面を表示する映像信号を生成してテレビジョン２０
１に送り（ステップＳ５）、選択信号を待つ（ステップＳ６）。この後、監視制御ユニッ
ト２４は売電終了を示す選択信号を受け取ると（ステップＳ７）、蓄電ユニット５０に対
して売電終了指示を送る（ステップＳ８）。
【００４７】
　一方、ステップＳ３で選択信号が蓄電を示すと、監視制御ユニット２４は、蓄電ユニッ
ト５０に対して蓄電開始指示を送る（ステップＳ９）。この後、監視制御ユニット２４は
、蓄電ユニット５０から受け取ったデータから残存容量を調べる（ステップＳ１０）。監
視制御ユニット２４は、残存容量が所定値以上になると（ステップＳ１１）、蓄電ユニッ
ト５０に対して、蓄電終了指示を送る（ステップＳ１２）。ステップＳ１２が終了するか
、または、ステップＳ７で売電が継続の場合、監視制御ユニット２４は選択処理を終了す
る。この後、監視制御ユニット２４は定期的に選択処理を繰り返す。
【００４８】
　このように、選択処理により、通常は太陽光発電装置４０の余剰電力の売電を行うが、
住宅Ａに住む顧客が必要とする場合に、この余剰電力を蓄電ユニット５０に蓄電すること
ができる。
【００４９】
　監視制御ユニット２４は、配電線１０１から供給される商用の交流電源が停電すると、
蓄電ユニット５０を用いた緊急屋内送電を行う。このために、監視制御ユニット２４は、
内部に電圧センサ（図示を省略）を備えている。この電圧センサは、配電線１０１の交流
電圧を検出する。監視制御ユニット２４は、電圧センサが検出した交流電圧の検出結果を
基に、交流電源側の異常を感知する。監視制御ユニット２４は、交流電源の停電を感知す
ると、緊急屋内送電処理を行う。この緊急屋内送電処理の一例を図１０に示す。監視制御
ユニット２４は、緊急屋内送電処理を開始すると、あらかじめ記憶している優先回路の分
岐ブレーカに対して入制御を行うと共に電源ユニット２３に対して切制御を行う（ステッ
プＳ２１）。この実施の形態では、Ａ分岐ブレーカ３３１に対して入制御が行われる。電
源ユニット２３に対する切制御は、緊急屋内送電による住宅Ａでの電流が、他の住宅に流
れて影響を与えることを防ぐためである。
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【００５０】
　この後、監視制御ユニット２４は、停電の発生を知らせる停電情報を、電力会社の基地
サーバ装置１０に送信すると共に蓄電ユニット５０に対して送電開始指示を送る（ステッ
プＳ２２）。停電情報には、
Ａ１．スマートメータ２０の顧客番号および計器番号
Ａ２．停電発生の日付や時刻のデータ
Ａ３．優先回路に使用されている分岐ブレーカ
Ａ４．停電の直前まで電流が流れていた回路（以下、「使用回路」という）の分岐ブレー
カ
などが含まれる。なお、送電開始指示により、住宅Ａでは蓄電ユニット５０とパワーコン
ディショナ４２とによる交流電力が、分電盤３０を経てスマートメータ２０に供給される
ので、スマートメータ２０は、動作を継続することができる。また、監視制御ユニット２
４は、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎに併設されている電流センサ３２１

～３２ｎからの計測結果を基に、使用回路の分岐ブレーカを判別する。
【００５１】
　ステップＳ２２が終了すると、監視制御ユニット２４は、基地サーバ装置１０から送信
されるデータであって、送電開始指示に対する応答を待つ（ステップＳ２３）。監視制御
ユニット２４は、基地サーバ装置１０から、送電開始指示に対する応答である送電可否情
報をステップＳ２３で受信すると、送電可否の映像信号を生成してテレビジョン２０１に
送る（ステップＳ２４）。この映像信号は、送電可否情報と分岐ブレーカ配列情報とをテ
レビジョン２０１に表示するためのものである。送電可否情報は、優先回路や使用回路に
対して緊急屋内送電を行った場合に、蓄電ユニット５０が送電することが可能な時間を基
に、送電の可否を表す情報である。また、分岐ブレーカ配列情報は、住宅Ａの各部屋の回
路に設けられているＡ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎの配置の様子を表す。
【００５２】
　例えば図１１に示すように、ステップＳ２５で生成される映像信号により、テレビジョ
ン２０１が表す表示情報３００に、分岐ブレーカ配列情報３０１が含まれる。なお、図１
１の表示情報３００は、Ａ分岐ブレーカ～Ｆ分岐ブレーカを用いている場合を例としてい
る。分岐ブレーカ配列情報３０１は、あらかじめ監視制御ユニット２４に保存され、住宅
の各回路で使用されているＡ分岐ブレーカ～Ｆ分岐ブレーカを、住宅の各間取りの中で表
したものである。つまり、分岐ブレーカ配列情報３０１では、Ａ分岐ブレーカ～Ｆ分岐ブ
レーカの配置が、住宅Ａの顧客に理解されやすいように、視覚的に表されている。そして
、分岐ブレーカ配列情報３０１では、Ａ分岐ブレーカ～Ｆ分岐ブレーカが、リモコン２０
１Ａを用いた、テレビジョン２０１の選択機能により、個別に選択可能である。また、テ
レビジョン２０１の表示情報３００にはブレーカ情報３０２が含まれる。ブレーカ情報３
０２は、優先回路のＡ分岐ブレーカと、使用回路の分岐ブレーカとを表している。また、
表示情報３００は送電可否情報３０３を含む。送電可否情報３０３は、ステップＳ２３で
基地サーバ装置１０から受信したものである。さらに、表示情報３００は残存容量情報３
０４を含む。残存容量情報３０４は、蓄電ユニット５０の監視部５１から受け取った残存
容量のデータを基に、残存容量を割合で表したものである。
【００５３】
　ステップＳ２４が終了すると、監視制御ユニット２４は、テレビジョン２０１から送ら
れて来る、分岐ブレーカの選択信号を待つ（ステップＳ２５）。選択信号による選択指示
がある場合には（ステップＳ２６）、監視制御ユニット２４は、選択指示された分岐ブレ
ーカに対して入切制御を行うと共に該当しない分岐ブレーカに対して切制御を行う（ステ
ップＳ２７）。
【００５４】
　ステップＳ２７が終了するか、または、ステップＳ２６で選択指示がない場合、監視制
御ユニット２４は、基地サーバ装置１０からの送信される到着予定時間を受信する（ステ
ップＳ２８）。この後、監視制御ユニット２４は、到着予定時間を表す映像信号を生成し
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てテレビジョン２０１に送り（ステップＳ２９）、緊急屋内送電処理を終了する。
【００５５】
　このように、緊急屋内送電処理により、停電時には優先回路に対する入制御を行い、こ
の後、テレビジョン２０１を見た顧客により、蓄電ユニット５０による交流電力を供給す
る回路が選択される。つまり、優先回路に対する入制御の後で最終的に給電する回路は、
顧客の生活スタイルに応じて変更が自由である。この場合、顧客がテレビジョン２０１に
表示される送電可否情報を参照することになる。
【００５６】
　監視制御ユニット２４は、内部の電圧センサが配電線１０１の交流電圧を検出すると、
つまり、停電の故障修理が完了すると、修理完了処理を行う。この修理完了処理の一例を
図１２に示す。監視制御ユニット２４は、修理完了処理を開始すると、電源ユニット２３
に対して入制御を行う（ステップＳ４１）。この後、監視制御ユニット２４は、蓄電ユニ
ット５０に対して送電停止指示を送る（ステップＳ４２）。ステップＳ４２が終了すると
、監視制御ユニット２４は、停電の故障修理が完了したことを表す映像信号を生成してテ
レビジョン２０１に送る（ステップＳ４３）。この後、監視制御ユニット２４は、住宅Ａ
のＡ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎに対して入制御を行い（ステップＳ４４
）、修理完了処理を終了する。
【００５７】
　この修理完了処理により、復旧後に住宅Ａでは、通常の電気の使用を自動的に可能にす
ることができる。
【００５８】
　ところで、基地サーバ装置１０（図１）の基地サーバ１２は、先に述べたように、緊急
屋内送電サービスを提供するために次ぎの各処理を行う。まず、基地サーバ１２は、通信
網ＮＷと通信制御装置１１を経て、住宅Ａのスマートメータ２０から負荷データを受信す
る。基地サーバ１２は、負荷データを受信すると、記憶装置１３に記憶されている電力使
用データ（図５）を更新する。つまり、記憶装置１３には、常に直近の負荷データが記憶
されている。また、基地サーバ１２は、蓄電ユニット５０の残存容量のデータをスマート
メータ２０から受け取ると、このデータにより記憶装置１３の残存容量データ（図３）を
更新する。つまり、記憶装置１３には、常に直近の残存容量のデータが記憶されている。
【００５９】
　基地サーバ１２は、スマートメータ２０から停電情報を受信すると、停電情報に含まれ
る顧客番号を基に、次ぎの送電可否処理を行う。停電情報はスマートメータ２０の緊急屋
内送電処理で送られて来たものである。この送電可否処理の一例を図１３に示す。基地サ
ーバ１２は、送電可否処理を開始すると、受信した停電情報に含まれる顧客番号により、
該当する顧客のデータを記憶装置１３から抽出する（ステップＳ６１）。ステップＳ６１
で、基地サーバ１２は、顧客データと電力使用データと残存容量データとを抽出する。こ
の実施の形態では、基地サーバ１２は、住宅Ａの顧客の電力使用データと残存容量データ
とを抽出する。
【００６０】
　ステップＳ６１の後、基地サーバ１２は、停電情報に含まれる優先回路の分岐ブレーカ
と使用回路の分岐ブレーカとに対して、蓄電ユニット５０の直流電力を利用して住宅Ａに
送電した場合に、蓄電ユニット５０の送電可能な時間（以下、「送電可能時間」という）
を、電力使用データと残存容量のデータとを参照して算出する（ステップＳ６２）。ステ
ップＳ６２で、基地サーバ１２は、停電情報に含まれる優先回路の分岐ブレーカと使用回
路の分岐ブレーカとの直近の電力使用量を、ステップＳ６１で読み出した電力使用データ
から調べる。そして、基地サーバ１２は、各分岐ブレーカの電力使用量と、ステップＳ６
１で読み出した残存容量データとから、優先回路の分岐ブレーカと使用回路の分岐ブレー
カとの両方に給電をした場合の送電可能時間を算出する。
【００６１】
　ステップＳ６２が終了すると、基地サーバ１２は、
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Ｂ１．優先回路と残りの回路中の１回路に対する送電した場合の送電可能時間
Ｂ２．優先回路と残りの回路中の２回路に送電した場合の送電可能時間
Ｂ３．優先回路と残りの回路中の３回路に送電した場合の送電可能時間
　　　…
Ｂ４．すべての回路に送電した場合の送電可能時間
のように、優先回路と残りの１回路以上とを組み合わせた場合の送電可能時間を算出する
（ステップＳ６３）。
【００６２】
　ステップＳ６３が終了すると、基地サーバ１２は、停電修理のために、住宅Ａに到着す
る予定の時間（「到着予定時間」という）を算出する（ステップＳ６４）。ステップＳ６
４で、基地サーバ１２は、先ず、記憶装置１３の作業データを参照して、停電に対応可能
な作業責任者を抽出する。この場合、基地サーバ１２は、例えば電子メールの送受信によ
り、停電に対応可能な責任者であって住宅Ａから最短の作業現場にいる責任者を選び出す
。この後、基地サーバ１２は、停電に対応可能な作業責任者の作業場所と、ステップＳ６
１で抽出した顧客データの住所とを利用し、記憶装置１３に記憶している地図データから
、到着予定時間を算出する。
【００６３】
　ステップＳ６４が終了すると、基地サーバ１２は、ステップＳ６２、Ｓ６３で算出した
送電可能時間とステップＳ６４で算出した到着予定時間とを対比して（ステップＳ６５）
、送電可能時間が次ぎの２つのどちらかに該当するかを調べる（ステップＳ６６）。
Ｃ１．送電可能時間が到着予定時間に比べて長い
Ｃ２．送電可能時間が到着予定時間に比べて短い
そして、ステップＳ６２、Ｓ６３で調べた、優先回路を基にした各回路の組み合わせを表
す情報に対して、上記Ｃ１が該当する場合には、「送電可」の情報を添付し（ステップＳ
６７）、また、上記Ｃ２が該当する場合には、「送電不可」の情報を添付する（ステップ
Ｓ６８）。
【００６４】
　この後、基地サーバ１２は、ステップＳ６７、Ｓ６８で生成した、優先回路を基にした
各回路の組み合わせを表す情報を送電可否情報とし、顧客データのアドレスを用い、通信
制御装置１１と通信網ＮＷとを経て、送電可否情報をスマートメータ２０に送信する（ス
テップＳ６９）。これにより、送電可否情報は、通信網ＮＷを経てスマートメータ２０に
送信される。この後、基地サーバ１２は、ステップＳ６４で算出した到着予定時間を通信
制御装置１１と通信網ＮＷとを経てスマートメータ２０に送信する（ステップＳ７０）。
ステップＳ６９が終了すると、基地サーバ１２は送電可否処理を終了する。
【００６５】
　基地サーバ装置１０は、受信した停電情報や、送電可否処理で生成した各情報を、端末
１４に表示する。これにより、電力会社の担当者は、住宅Ａで停電が発生したことを知る
ことができる。
【００６６】
　次にこの実施の形態による作用について説明する。通常、緊急屋内送電サービスを受け
る住宅Ａでは、スマートメータ２０によるデータ送信処理により、住宅Ａの各回路の負荷
データと残存容量データとが通信網ＮＷを経て基地サーバ装置１０に送信される。この送
信は所定時間毎に行われる。基地サーバ装置１０は、受信した各データを記憶していく。
また、住宅Ａでは、スマートメータ２０による選択処理により、通常は太陽光発電装置４
０の余剰電力の売電を行うが、住宅Ａの顧客の選択により、余剰電力を蓄電ユニット５０
に蓄電することができる。
【００６７】
　こうした状態のときに、住宅Ａの配電線１０１で停電が発生すると、スマートメータ２
０は、この停電を感知し、緊急屋内送電処理を行う。スマートメータ２０は、この処理を
行うと、あらかじめ設定された優先回路のＡ分岐ブレーカ３３１に対して入制御を行い、
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蓄電ユニット５０に対して送電開始指示を送る。これにより、住宅Ａでは蓄電ユニット５
０の直流電力を使用した交流電力を優先回路に送電する。
【００６８】
　また、スマートメータ２０は、緊急屋内送電処理により、基地サーバ装置１０に対して
停電情報を送信する。これにより、基地サーバ装置１０は、送電可否処理を行い、優先回
路を基にした各回路の組み合わせによる送電可否を表す送電可否情報を生成して、スマー
トメータ２０に送信する。また、基地サーバ装置１０は、停電の故障修理のために作業者
が住宅Ａに到着するまでの到着予定時間をスマートメータ２０に送信する。さらに、基地
サーバ装置１０は端末１４に停電情報を表示する。これにより、電力会社の担当者は、住
宅Ａで停電が発生したことを知ることができる。
【００６９】
　住宅Ａのスマートメータ２０は、送電可否情報を受信すると、緊急屋内送電処理により
、受信した送電可否情報と、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐ブレーカ３３ｎの配列情報と
を表す映像信号を生成し、優先回路のコンセントに接続されているテレビジョン２０１に
、この映像信号を送る。顧客がテレビジョン２０１を見ると、送電可否情報と分岐ブレー
カの配列情報とが表示される。これを見た顧客は、必要に応じて、蓄電ユニット５０の直
流電力を使用した交流電力を送電する部屋の分岐ブレーカを選択する。これにより、テレ
ビジョン２０１は、分岐ブレーカの選択を表す選択信号をスマートメータ２０に送る。
【００７０】
　スマートメータ２０は、テレビジョン２０１から選択信号を受け取ると、緊急屋内送電
処理により、該当する分岐ブレーカに対して入制御を行うと共に該当しない分岐ブレーカ
に対して切制御を行う。これにより、顧客は選択した部屋の電気を使用することができる
。
【００７１】
　この後、スマートメータ２０は、基地サーバ装置１０から受信した到着予定時間を表す
映像信号を生成して、テレビジョン２０１に送る。テレビジョン２０１は、この映像信号
により到着予定時間を表示する。テレビジョン２０１を見ている顧客は、選択した部屋で
電気を使用しながら、停電回復を待つことができる。
【００７２】
　この後、停電の故障修理が終了すると、スマートメータ２０は、停電回復を感知して修
理完了処理を行う。これにより、スマートメータ２０は、停電の故障修理が完了したこと
を表す映像信号を生成して、テレビジョン２０１に送る。テレビジョン２０１は、この映
像信号により、停電の故障修理が完了したことを示す。これにより、顧客は停電の故障修
理が完了したことを知ることができる。
【００７３】
　さらに、スマートメータ２０は、修理完了処理により、Ａ分岐ブレーカ３３１～Ｎ分岐
ブレーカ３３ｎに対して入制御を行うので、住宅Ａでは通常の電気使用が自動的に可能に
なる。
【００７４】
　以上説明したように、この実施の形態によれば、停電した住宅Ａに対して余剰電力を利
用した送電を直ちに行うことを可能にする。また、テレビジョン２０１が設置されている
部屋の回路を優先回路にして、停電時にこの優先回路に対して蓄電ユニット５０を利用し
た電気を送ることができる。また、住宅Ａの顧客の生活スタイルに応じて、停電時に電気
を必要とする部屋などを、顧客が自由に選択することができる。このとき、テレビジョン
２０１には、送電可否情報が表示されるので、少なくとも停電の故障修理作業が始まるま
で、余剰電力を利用し続けるために送電を制御することを、顧客の選択の際に可能にする
。さらに、スマートメータ２０は停電情報を電力会社に送信するので、電力会社側では住
宅Ａの個別停電を把握することが可能である。
【００７５】
　（実施の形態２）
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　この実施の形態では、需要家側ではテレビジョン２０１の代わりにパーソナルコンピュ
ータを用いる。さらに、このパーソナルコンピュータとスマートメータ２０との間を家庭
内ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続する。これより、パーソナル
コンピュータのような各種データ端末の使用を可能にする。
【００７６】
　（実施の形態３）
　先の実施の形態では、基地サーバ装置１０の基地サーバ１２が到着予定時間を送電可否
処理で算出した。この実施の形態では、例えば作業データを利用して、停電の故障修理に
要する平均的な作業時間を基地サーバ１２があらかじめ算出する。この後、基地サーバ１
２は、到着予定時間に作業時間を加えて停電復旧時間を算出する。そして、この停電復旧
時間を到着予定時間の代わりに用いる。
【００７７】
　これにより、停電が復旧するまで、蓄電ユニット５０による交流電力を利用し続けるた
めの、分岐ブレーカの入切による給電の制御を、住宅Ａ内で行うことを可能にする。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　この発明は、太陽光発電に限らずガスや風などのエネルギーを利用し、家庭に設置され
る各種の発電方式にも利用可能である。
【符号の説明】
【００７９】
１０　基地サーバ装置（処理装置）
２０　スマートメータ（電力量計）
　２１　通信ユニット
　２２　計量ユニット
　２３　電源ユニット
　２４　監視制御ユニット
３０　分電盤
４０　太陽光発電装置
５０　蓄電ユニット（蓄電装置）
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