
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池を有する電気自動車と、
　

給電電力系統と 家屋の電力系統とに接続され、前記電気
自動車の前記二次電池と接続可能であり、前記給電電力系統からの給電電力を

前記家屋 力系統に供給する制御ボックス
　 具備し、
　前記制御ボックスは、前記電気自動車が接続さ 、
　　前記二次電池 電量が予め設定された基準残量を超える場合 記給電電力を前記
家屋 力系統に供給することなく、前記二次電池の電池電力を前記家屋 力系統に供
給す
　 力制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力制御システムにおいて、
　前記制御ボックスは 充電量が前記基準残量未満の場合 記電池電力を前記家屋

力系統に供 記給電電力を用いて前記二次電池の充電を行な
　 力制御システム。
【請求項３】
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前記電気自動車の車庫又は駐車場における家屋の配電盤よりも給電電力系統側に設けら
れ、前記 前記配電盤を介して前記

前記配電盤
を介して の電 と

を
れたとき

の充 、前
の電 の電
る

電

、前記 、前
の電 給しながら、前 う

電

請求項２に記載の電力制御システムにおいて、



　
　

　

　
　
【請求項４】
　
　 記制 は、前記電気自動車が接続さ 、深夜電力料金の時間帯にの 記

電力を用いて前記二次電池の充電を行なう
　 力制御システム。
【請求項５】
　
　 記制 は、 記給電電力の供給が停止した場合
、前 池電力を前記家屋 力系統へ供給する
　 力制御システム。
【請求項６】
　
　前記制 、
　前記二次電池の充電又は放電の際に前記二次電池の充放電データを取得し、予め保持す
る二次電池の基準充放電データと前記充放電データに基づいて、前記二次電池の特性を診
断する
　 力制御システム。
【請求項７】
　
　メーカーに属する遠隔監視システ 具備し、
　
　前記制 は、前記二次電池の充電又は放電の際に前記二次電池の充放電データを取得
し、前記遠隔監視システムへ前記充放電データを送信し、
　前記遠隔監視システムは、前記充放電データと前記遠隔監視システムが予め保持する二
次電池の基準充放電データとに基づいて、前記二次電池の特性を診断し、前記制 へ前
記診断の結果を送信す
　電力制御システム。
【請求項８】
　
　前記家屋は、前記制御ボックスに対して情報の入力及び出力を行なう屋内制御 具備
す
　 力制御システム。
【請求項９】
　
　電気を貯えることが可能な予備二次電 更に具備し
　前記制 は 記予備二次電池が接続さ の供給が停止した場
合、前記予備二次電池の 電池電力を前記家屋 力系統へ供給する

　 力制御システム。
【請求項１０】
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前記制御ボックスは、
前記電気自動車が接続されたとき、前記電池電力を前記家屋の電力系統へ供給し、又は

、前記二次電池及び前記家屋の電力系統へ前記給電電力を供給する連系部と、
前記電気自動車が接続されたとき、前記充電量が前記基準残量を超える場合、前記電池

電力を前記家屋の電力系統へ供給し、前記充電量が前記基準残量未満の場合、前記給電電
力を前記家屋の電力系統に供給しながら、前記給電電力を用いて前記二次電池の充電を行
なうように前記連系部を制御する制御部と

を備える
電力制御システム。

請求項３に記載の電力制御システムにおいて、
前 御部 れたとき み前 給

電 ように前記連系部を制御する
電

請求項３又は４に記載の電力制御システムにおいて、
前 御部 前記電気自動車が接続されたとき、前

記電 の電 ように前記連系部を制御する
電

請求項３乃至５のいずれか一項に記載の電力制御システムにおいて、
御部は

ように前記連系部を制御する
電

請求項３乃至５のいずれか一項に記載の電力制御システムにおいて、
ムを更に

前記電気自動車及び前記制御ボックスは、ユーザーに属し、
御部

御部
る

請求項３乃至７のいずれか一項に記載の電力制御システムにおいて、
部を

る
電

請求項３乃至８のいずれか一項に記載の電力制御システムにおいて、
池を 、

御部 、前 れたとき、前記電池電力
予備 の電 ように前記連系部

を制御する
電

電力制御システムを用いた電力制御方法であって、



　
　　
　　

　　
　
　 二次電池の充電量が予め設定された基準残量未満の場
合、前記二次電池からの電池電力を前記家屋 力系統に供 給電電力を
用いて前記二次電池の充電を行なうステップと、
　 前記充電量が前記基準残量を超える場合、前記給電電力を

力系統に供給することなく、前記電池電力を 力系統に供給する
ステップ
　 具備す
　 力制御方法。
【請求項１１】
　
　
　
　 二次電池の充電又は放電の際に前記二次電池の充放電
データを取得するステップと、
　 前記制御ボックスが 遠隔監視システムへ前記充放電データを送信するステ
ップと、
　 前記遠隔監視システムが、前記充放電データと前記遠隔監視システムが予め保持
する二次電池の基準充放電データとに基づいて、前記二次電池の特性を診断するステップ
と、
　 前記遠隔監視システムが、前記制御ボックスへ前記診断の結果を送信するステッ
プ
　 具備す
　 力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気自動車の電力を制御するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在主流であるガソリンや軽油を用いる従来型の自動車については、燃料の価格変動が大
きいことや原油の埋蔵量の減少などの供給面の問題、温暖化ガスや環境汚染物質の排出な
どの環境面の問題がある。そこで、電気自動車や燃料電池自動車、ＣＮＧ（圧縮天然ガス
）車のような供給に不安が少なく、環境負荷の少ない自動車の開発が進んでいる。
【０００３】
特に、二次電池だけを動力源とする完全電気自動車は、排出ガスがゼロである完全無公害
車（ＺＥＶ：Ｚｅｒｏ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｖｅｈｉｃｌｅ）であり、その普及が望まれ
る。しかし、従来型のガソリン車等と同等の性能を得ようとすると、二次電池のエネルギ
ー密度、出力密度、サイクル寿命等の要求仕様が非常に高いものとなる。そして、それを
満たす為には高いコストの二次電池を使用せざるを得ず、それが普及の遅れにつながって
いた。
【０００４】
コストの問題は、技術開発による低コスト化、及び、普及が進み生産量が増加することに
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ここで、電力制御システムは、
二次電池を有する電気自動車と、
前記電気自動車の車庫又は駐車場における家屋の配電盤よりも給電電力系統側に設け

られ、前記給電電力系統と前記配電盤を介して前記家屋の電力系統とに接続され、前記電
気自動車の前記二次電池と接続可能であり、前記給電電力系統からの給電電力を前記配電
盤を介して前記家屋の電力系統に供給する制御ボックスと

を具備し、
前記電気自動車が前記制御ボックスに接続されたとき、
（ａ）前記制御ボックスが、前記

の電 給しながら、前記

（ｂ）前記制御ボックスが、
前記家屋の電 前記家屋の電

と
を る
電

請求項１０に記載の電力制御方法において、
前記電気自動車及び前記制御ボックスは、ユーザーに属し、
前記電力制御システムが、メーカーに属する遠隔監視システムに接続され、
（ｃ）前記制御ボックスが、前記

（ｄ） 、前記

（ｅ）

（ｆ）
と
を る
電



より克服することが可能である。生産量の増加（＝普及の促進）に関しては、その普及の
初期段階において、コストの高い製品をいかに有効に使用して実質のコストを下げるか、
というアイディアやそれに関連システムの開発も重要である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、電気自動車の二次電池を家庭用の電力として使用できる電力制
御システム及び電力制御方法を提供することである。
【０００６】
本発明の別の目的は、家庭用電力貯蔵装置として使用することが可能な電力制御システム
及び電力制御方法を提供することである。
【０００７】
また、本発明の更に別の目的としては、家庭での電力料金を低減することが可能な電力制
御システム及び電力制御方法を提供することである。
【０００８】
また、本発明の更に別の目的としては、電気自動車の二次電池の充電を自動的に制御する
ことが出来る電力制御システム及び電力制御方法を提供することである。
【０００９】
本発明の更に別の目的としては、電気自動車の二次電池の家庭の電力用としての放電を自
動的に制御することが出来る電力制御システム及び電力制御方法を提供することである。
【００１０】
本発明の更に別の目的は、家庭用の非常用電力源として使用できる電力制御システム及び
電力制御方法を提供することである。
【００１１】
本発明の更に別の目的は、電気自動車の実質的なコストを低減することが可能な電力制御
システム及び電力制御方法を提供することである。
【００１２】
本発明の更に別の目的としては、電気自動車の普及を促進することが可能な電力制御シス
テム及び電力制御方法を提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本課題を解決するための手段の項における、図番号、符号は、特許請求の範囲と発明の実
施の形態との対応を示すために記したものであり、特許請求の範囲の解釈に用いてはなら
ない。
【００１４】
上記課題を解決するために、本発明の電力制御システムは、二次電池（図１，２）を有す
る電気自動車（図１，１）と、給電電力系統と家屋（図１，４）の電力系統とに接続され
、前記電気自動車（図１，１）の前記二次電池（図１，２）と接続可能であり、前記給電
電力系統からの給電電力を前記家屋（図１，４）の前記電力系統に供給する制御ボックス
（図１，３）とを具備する。
そして、前記制御ボックス（図１，３）は、前記電気自動車（図１，１）が接続されてお
り、前記二次電池の前記充電量が予め設定された基準残量を超える場合、前記給電電力系
統からの前記給電電力を前記家屋（図１，４）の前記電力系統に供給することなく、前記
二次電池（図１，２）の電池電力を前記家屋（図１，４）の前記電力系統に供給する。
【００１５】
また、本発明の電力制御システムは、上述の電力制御システムにおいて、前記制御ボック
ス（図１，３）が、前記二次電池（図１，２）の充電量が前記基準残量未満の場合、前記
二次電池（図１，２）からの前記電池電力を前記家屋（図１，４）の前記電力系統に供給
することなく、前記給電電力系統からの前記給電電力を用いて前記二次電池（図１，２）
の充電を行なう。
【００１６】
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また、本発明の電力制御システムは、二次電池を有する電気自動車（図１，１）と、給電
電力系統と家屋（図１，４）の電力系統とに接続され、前記電気自動車（図１，１）と接
続可能であり、前記給電電力系統からの電力を前記家屋（図１，４）の前記電力系統に供
給する制御ボックス（図１，３）とを具備する。
そして、前記制御ボックス（図１，３）は、前記電気自動車（図１，１）が接続されてお
り、深夜電力料金の時間帯にのみ前記給電電力系統からの前記電力を用いて前記二次電池
（図１，２）の充電を行なう。
【００１７】
更に、本発明の電力制御システムは、二次電池（図１，２）を有する電気自動車（図１，
１）と、給電電力系統、前記電気自動車（図１，１）の前記二次電池（図１，２）、及び
家屋（図１，４）の電力系統とに接続され、前記給電電力系統からの給電電力を前記家屋
（図１，４）の前記電力系統と前記電気自動車（図１，１）の前記二次電池（図１，２）
に供給する制御ボックス（図１，３）とを具備する。
そして、前記制御ボックス（図１，３）は、前記給電電力系統からの前記給電電力の供給
が停止した場合、前記二次電池（図１，２）の電池電力を前記家屋（図１，４）の前記電
力系統へ供給する。
【００１８】
更に、本発明の電力制御システムは、上記の電力制御システムにおいて、前記制御ボック
ス（図１，３）が、更に前記二次電池（図１，２）の充電又は放電の際に前記二次電池（
図１，２）の充放電データを取得し、予め保持する二次電池の基準充放電データと前記充
放電データに基づいて、前記二次電池（図１，２）の特性を診断する。
【００１９】
更に、本発明の電力制御システムは、ユーザー（図７，１３）に属し二次電池（図７，２
）を有する電気自動車（図７，１）と、前記ユーザー（図７，１３）に属し給電電力系統
と家屋の電力系統とに接続され、前記電気自動車（図７，１）と接続可能であり、前記給
電電力系統からの電力を前記家屋（図７，４）の前記電力系統に供給する制御ボックス（
図７，３）と、メーカー（図７，１４）に属する遠隔監視システム（図７，１５）とを具
備する。
前記制御ボックス（図７，３）は、前記二次電池（図７，２）の充電又は放電の際に前記
二次電池（図７，２）の充放電データを取得し、前記遠隔監視システム（図７，１５）へ
前記充放電データを送信する。そして、前記遠隔監視システム（図７，１５）は、前記充
放電データと前記遠隔監視システム（図７，１５）が予め保持する二次電池の基準充放電
データとに基づいて、前記二次電池（図７，２）の特性を診断し、前記制御ボックス（図
７，３）へ前記診断の結果を送信する。
【００２０】
更に、本発明の電力制御システムは、上記の電力制御システムにおいて、前記家屋（図６
又は７，２）が、前記制御ボックス（図６又は７，３）に対して情報の入力及び出力を行
なう屋内制御部（図６又は７，１２）とを具備する。
【００２１】
更に、本発明の電力制御システムは、電気を貯えることが可能な予備二次電池（図８，１
６）とを更に具備する。そして、前記制御ボックス（図８，３）は、更に、前記予備二次
電池（図８，１６）が接続されており、前記電気自動車（図８，１）からの前記給電電力
の供給が停止した場合、前記予備二次電池（図８，１６）の電池電力を前記家屋（図８，
４）の前記電力系統へ供給する。
【００２２】
更に、本発明の電力制御システムは、前記制御ボックス（図８，３）が、深夜電力料金の
時間帯にのみ前記給電電力系統からの前記電力を用いて前記予備二次電池（図８，１６）
の充電を行なう。
【００２３】
上記課題を解決するために、本発明の電力制御方法は、電気自動車（図１，１）に搭載さ
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れた二次電池（図１，２）の充電量が予め設定された基準残量未満の場合、前記二次電池
（図１，２）からの電池電力を家屋（図１，４）の電力系統に供給することなく、給電電
力系統からの給電電力を用いて前記二次電池（図１，２）の充電を行なうステップと、前
記充電量が前記基準残量を超える場合、前記給電電力を前記電力系統に供給することなく
、前記電池電力（図１，２）を前記電力系統に供給するステップとを具備する。
【００２４】
また、本発明の電力制御方法は、ユーザーに属する制御ボックス（図７，３）が、電気自
動車（図７，１）に搭載された二次電池（図７，２）の充電又は放電の際に前記二次電池
（図７，２）の充放電データを取得するステップと、前記制御ボックス（図７，３）が、
メーカーに属する遠隔監視システム（図７，１５）へ前記充放電データを送信するステッ
プと、前記遠隔監視システム（図７，１５）が、前記充放電データと前記遠隔監視システ
ム（図７，１５）が予め保持する二次電池の基準充放電データとに基づいて、前記二次電
池（図７，２）の特性を診断するステップと、前記遠隔監視システム（図７，１５）が、
前記制御ボックス（図７，３）へ前記診断の結果を送信するステップとを具備する。
【００２５】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
まず、本発明である電力制御システムにおける本実施例の基本的な考え方を説明する。
一般の家庭（月平均電気代が１万円程度の家庭）のための家庭用蓄電用二次電池の容量は
、１６ｋＷｈ程度あれば、一日分の電力量として充分である。
一方、電気自動車は、一充電あたりの平均走行距離を２００～４００ｋｍと設定すると、
約２０～４０ｋＷｈの二次電池を搭載することが必要になる。ところが、通常の平日の一
般家庭で使用される自動車の走行距離は数１０ｋｍ程度である。すなわち、自動車として
使用する電力容量は数ｋＷｈ程度である。従って、通常の家庭での用途では、残りの十数
ｋＷｈ～三十数ｋＷ程度の電力が電気自動車内の二次電池に未使用の状態で存在している
。以上から、電気自動車においては、多くの未使用電力が残存しており、その残りを家庭
用電力として使用したとしても、必要充分な量を確保することが出来ることがわかる。
【００２６】
ここで、一般の家庭における深夜電力による電気料金格差は７～８万円／年である。もし
、上記のように電気自動車の二次電池を家庭用に１０年間利用すると、充電を全て深夜電
力でまかなうことで７０～８０万円の電気代の削減が可能となる。このことから、電気自
動車の二次電池を、自動車用駆動電源だけでなく家庭用電力貯蔵装置という用途において
も用いることで、二次電池を有効に使用でき、電気自動車の経済性が向上する。
すなわち、電気自動車の普及の促進に大きく貢献することが可能となる。
【００２７】
以下、本発明である電力制御システムの第一の実施の形態に関して、添付図面を参照して
説明する。本実施例において、給電電力系統に接続された家屋と二次電池を有する電気自
動車とを具備する電力制御システムについて説明するが、給電電力系統に接続された他の
施設と二次電池を有する他の移動体のような組合せにおいても適用可能である。ここで、
給電電力系統とは、一般家庭や施設などに電力を供給する電力系統である。
【００２８】
図１は、本発明の電力制御システムの第１の実施例の構成を示すブロック図であり、電気
自動車１、二次電池２、制御ボックス３、家屋４、配電盤５、より構成されている。また
、図２を参照して、制御ボックス３は、連系部６、交直流変換部７、制御部８を具備して
いる。そして、電力の接続用に、連系部６と家屋４との間は給電ライン１１で、また交直
流変換部７と二次電池２との間は充放電ライン９で、それぞれ接続されている。また、制
御部８は、充電量検知ライン１０で二次電池２と接続され、その制御を行なう。
【００２９】
本発明においては、電気自動車１の動力源として搭載する二次電池２を、一般の家庭用の
電源としても用いる。すなわち、二次電池２は、給電電力としての給電電力系統からの電
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力の内、安価な深夜電力によって充電する。そして、昼間に電気自動車１を使用しない時
は、電池電力としての二次電池２の電力を家庭用電力として家屋４の電力系統へ供給して
使用する。二次電池２に蓄積した安価な深夜電力を用いることが出来るので、電気自動車
１を有する一般家庭の電力料金を大幅に低減することが可能となる。そして、電気自動車
１を使用しなくても、二次電池２の利用回数が増加し、その利用率が向上する。
【００３０】
では、本発明の電力制御システムの第１の実施例の構成について、詳細に説明する。
図１を参照して、電気自動車１は、動力源として二次電池２を搭載した電気自動車である
。本実施例では、二次電池２だけを動力源とする完全電気自動車である。ただし、二次電
池２を搭載していれば、完全電気自動車である必要は必ずしもない。電気自動車１は、使
用されていない場合には、ユーザーの家屋４の車庫又は駐車場に保管されている。
【００３１】
二次電池２は、電気自動車１に搭載され、その電源用として用いられる二次電池（蓄電池
）である。鉛蓄電池、ニッケル－カドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電
池、リチウム電池などが用いられる。本実施例では、エネルギー密度の高いリチウム－マ
ンガン電池を用いている。通常、電気自動車１が使用されていない場合には、ユーザーの
家屋４の車庫又は駐車場において、充放電ライン９及び充電量検知ライン１０により制御
ボックス３と接続され、制御されている。そして、その制御により、夜間電力を用いた充
電や、家屋４の電力系統（配電盤５）への電力供給（放電）を行なう。
【００３２】
制御ボックス３は、給電電力系統、家屋４、電気自動車１のぞれぞれと接続し、それらの
間の電力の動きを制御する制御装置である。電気自動車１の置かれている車庫又は駐車場
にある。制御は、▲１▼　給電電力系統からの電力を家屋４で使用する為に、家屋４の電
力系統（配電盤５）へ送る、▲２▼　給電電力系統からの電力を電気自動車１の二次電池
２を充電する為に、電気自動車１へ送る、▲３▼　▲１▼＋▲２▼を同時に行なう、▲４
▼　電気自動車１の二次電池２を放電し、その二次電池２の電力を家屋４へ送る、という
４種類に関するものである。制御ボックス３の詳細について図２を参照して説明する。
【００３３】
連系部６は、制御部８（後述）の制御により、上記▲１▼～▲４▼の制御に関わる電力移
動の中継を行なう。すなわち、▲１▼の場合には、給電電力系統からの電力を、家屋４の
電力系統のみへ向けて供給する。▲２▼の場合には、給電電力系統からの電力を、電気自
動車１の二次電池２のみへ向けて（交直流変換部７へ）供給する。▲３▼の場合には、給
電電力系統からの電力を、家屋４の電力系統及び電気自動車１の二次電池２へ向けて、同
時に供給を行う。▲４▼の場合には、給電電力系統からの電力をストップし、電気自動車
１の二次電池２の電力を、家屋４の電力系統へ送る。
また、給電電力系統又は二次電池２のどちらか一方の側に異常が発生した場合（電圧、電
流、周波数の異常）、他方の側へ異常が伝播しないように、双方の接続を素早く切断する
保護制御を行なう。さらに、高調波抑制フィルタや給電電力系統からの侵入サージ防止機
能を有する。
【００３４】
交直流変換部７は、電圧調整機能及び周波数調整機能を有している。すなわち、二次電池
２の充電を行なう場合には、給電電力系統から連系部６経由で送られてくる交流電力を、
充電用に直流電力に変換する。直流電圧の設定値は、二次電池２の種類により可変可能で
ある。一方、二次電池２が放電を行なう場合（家屋４へ電力を供給する）場合には、二次
電池２からの直流電力を交流電力（一般家庭用の電力、例えば１００Ｖ、５０Ｈｚ）へ変
換する。
【００３５】
制御部８は、全体に調和の取れた動作が行なえるように、各部を監視、制御する。特に、
上記▲１▼～▲４▼に関して、連系部６、交直流変換部７、二次電池２の制御を行なう。
▲１▼の場合、連系部６に対して、給電電力系統からの電力を家屋４の電力系統のみに供
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給するように制御を行なう。
▲２▼の場合、充電量検知ライン１０により、二次電池２の充電量を確認する。そして、
予め設定された値よりも充電量が少ない場合、かつ、深夜電力料金の時間帯の場合には、
給電電力系統から充電を行うように、連系部６、交直流変換部７を制御する。深夜電力料
金の時間帯で無い場合にも、電気自動車１を緊急に動かす必要がある場合のような事態に
おいては、外部の入力機器（図示せず）からの充電指示を受けて、同様に充電を行う。
▲３▼の場合、深夜電力料金の時間帯において家屋４での通常の電力使用がある場合や、
昼間の電気自動車１を緊急に動かす必要がある場合のような事態における緊急充電時にお
いて、制御部８は、家屋４及び電気自動車１の双方へ向かい電力を供給するように連系部
６の制御を行なう。
▲４▼の場合、電気自動車１を使用しない昼間の時間帯において、深夜電力料金の時間帯
で充電した二次電池２の電力を放電し、それを家屋４の電力系統へ供給する。その為に、
交直流変換部７を制御し、二次電池２を放電させその電力を交流電力（商用電力、例えば
１００Ｖ、５０Ｈｚ）へ変換し、連系部６を制御し、給電電力系統からの電力をストップ
し、交直流変換部７からの電力を家屋４の電力系統へ供給する。
【００３６】
制御部８への制御内容の入力は、制御ボックス３付属のディスプレイ付き簡易端末（図示
せず）で行なう。但し、無線あるいは有線により、家屋４の内部にディスプレイ付き簡易
端末（図示せず）を接続し、家屋４内部から制御することも可能である。
また、充電量の残量を知るために必要な、充放電に関するデータ（基準となる充放電デー
タ及び充放電毎に測定する二次電池２の充放電データ）は、制御部８の記憶部（図示せず
）に保持されている。
【００３７】
充放電ライン９は、交直流変換部７と二次電池２を結ぶ、電力のやり取りを行なう電線で
ある。二次電池２のプラス電極とマイナス電極は、それぞれ、交直流変換部７のプラス電
極とマイナス電極に接続されている。
【００３８】
充電量検知ライン１０は、制御部８が二次電池２の充電量を検知するために、二次電池２
の端子間電圧を測定するための電圧ラインである。この充電量検知ライン１０で検出され
た端子間電圧と、予め内部に保持する放電容量（二次電池２が満充電の状態から放電した
電力容量）と二次電池２の端子間電圧との関係（図３、後述）とから、制御部８は、二次
電池２の電力の残量を検知する。それにより、制御部８は、二次電池２の残量が予め設定
した電力容量の値よりも小さくなった場合には、充電を開始する。
【００３９】
では、本発明の電力制御システムの第一の実施の形態の動作について、図１～図５を参照
して詳細に説明する。
まず、電気自動車１の充電の動作について説明する。
図２及び図４を参照して、まず、前提として、電気自動車１は、ユーザーが使用しない時
、車庫又は駐車場へ格納されて、充放電ライン９及び充電量検知ライン１０が接続されて
いる。その状態で、制御部８が、以下のような制御を行なうことにより、電力制御システ
ムの動作を実行する。
制御部８は、適当な時間間隔で充電量検知ライン１０で二次電池２の端子間電圧を測定す
る（Ｓ１０１）。そして、端子間電圧から二次電池２の充電量の残量を算出する。適当な
時間間隔は、５分毎、３０分毎のように制御部８にて設定可能である。
【００４０】
ここで、端子間電圧から二次電池２の充電量の残量を算出する方法について説明する。図
３は、二次電池２が（満充電の状態から）放電した電力容量である放電容量と二次電池２
の端子間電圧との関係を示す。充電の場合には、電圧ゼロ（曲線の右端）から始まって逆
に進み、満充電で電圧最大（曲線の左端）となるので、充電及び放電の電圧と電力容量と
の関係ともいえる。二次電池２が放電した容量（Ａｈ）、縦軸が、二次電池２の端子間電
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圧である。この図から分かるように、電池が正常であるならば、放電容量が大きくなるに
伴い、端子間電圧が緩やかに減少することがわかる。正常な場合の傾向は、個々の二次電
池間でほぼ同等である。すなわち、端子間電圧を検知すれば、二次電池２の放電容量が分
かるので、充電量の残量を知ることが出来る。これらの充放電に関するデータ（基準とな
る充放電データ及び充放電毎に測定する二次電池２の充放電データ）は、制御部８に保持
されている。
【００４１】
次に、算出された二次電池２の充電量の残量と設定値とを比較する（Ｓ１０２）。
ここで、設定値とは、予め設定した基準残量であって、所定の期間（例えば、翌日）内の
電気自動車１の使用予定距離に基づいて決定する電力量（例えば、電気自動車１の移動で
翌日使用する電力量＋予備電力量など）である。その値に、家屋内で使用する電力量を付
加した値でも良い。また、満充電の電力用を設定値としても良い。
【００４２】
二次電池２の充電量の残量が、基準残量である設定値よりも小さい場合、充電が必要であ
る。そこで、現在の時間を確認する（Ｓ１０３）。ここで、時間確認を行なうのは、二次
電池２の充電は、緊急の場合を除き、電力料金の安価な深夜電力料金時間帯に行なうから
である（ただし、ユーザーの意向により、充電の時間帯を別の時間に設定変更することは
可能である）。
【００４３】
もし、時間が深夜電力の時間帯に入っていれば、充電を行なう（Ｓ１０５）。充電量は、
前述の予め設定した基準残量以上である。通常モードでの充電にかかる時間は、電池容量
４０ｋＷｈ、１００Ｖ－５０Ｈｚ充電で、８時間である。急速モードでは、３時間である
。
【００４４】
時間が深夜時間帯ではないとき、急に電気自動車１が必要になった場合のような緊急に充
電が必要な場合かどうかを判断する（Ｓ１０４）。緊急に充電を行なう必要がある場合に
は、急速モードで充電を行なう（Ｓ１０５）。
そして、緊急に充電を行なう必要がない場合、又は、充電量の残量が設定値よりも多くあ
る場合には、充電プロセスを終了する。以上の動作を自動的に適宜行なうことにより、適
切な充電量を保持することが可能となる。
【００４５】
次に、充電を行なっていない時の動作について説明する。充電は通常深夜に行なわれるの
で、朝から夜までは、二次電池２に蓄積された電力を使用する時間帯となる。
前提として、電気自動車１は、ユーザーが使用しない時、車庫又は駐車場へ格納されて、
充放電ライン９及び充電量検知ライン１０が接続されている。また、電気自動車１のユー
ザーは、日々の電気自動車１の使用スケジュールを制御ボックス３の制御部８に入力して
いる。入力内容は、使用距離及び使用時間であり、その日の予定をその日に入力しても良
いが、前日までに入力することが望ましい。
まず、制御部８は、内部に保持するそのスケジュールに基づいて、その日に電気自動車１
が移動で使用する使用予定電力量を算出する（Ｓ２０１）。次に、充電量検知ライン１０
で二次電池２の端子間電圧を測定する（Ｓ２０２）。そして、測定した端子間電圧から、
二次電池２の充電量の残量を図３のデータに基づいて算出する。
【００４６】
そして、算出された充電量の残量（現在の充電量）と使用予定電力量とを比較する。この
時、使用予定電力量の予備分（＋α）を考慮し、充電量の残量と使用予定電力量＋αとを
比較することとする（Ｓ２０３）。そして、現在の充電量（充電量の残量）＞使用予定電
力量＋α　ならば、二次電池２の電力が余るので、余剰の電力分を家屋４において使用す
る。制御部８は、交直流変換部７及び連系部６を制御して、二次電池２の余剰分の電力を
家屋４の電力系統に供給する（Ｓ２０４）。但し、途中で余剰分の供給を停止する停止信
号が入った場合には、供給を停止する（Ｓ２０５）。信号は、ユーザーが必要に応じて制
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御部８へ入力する。停止信号が入らない場合には、一定の時間毎に、このプロセスを繰り
返す。
【００４７】
一方、現在の充電量（充電量の残量）＜使用予定電力量＋α　ならば、二次電池２の電力
は、その日に電気自動車１の移動に使用する分が不足しているので、制御部８は、交直流
変換部７及び連系部６を制御して、給電電力系統からの電力により二次電池２の充電を行
なう（Ｓ２０６）。電気自動車１の使用スケジュールに応じて、急速モードを選択しても
良い。
また、現在の充電量（充電量の残量）＝使用予定電力量＋α　ならば、二次電池２の電力
は、その日に電気自動車１の移動に使用する必要かつ充分な電力が存在する。従って、制
御部８は、連系部６を制御して家屋４へは、通常の給電電力系統からの電力の供給を行な
う。
【００４８】
電気自動車１を動かす時の動作については、以下のようになる。電気自動車１は、充放電
ライン９及び充電量検知ライン１０が接続された状態で、車庫又は駐車場に格納されてい
る。ユーザーは、電気自動車１を使用する時、制御部８の表示部（図示せず）により、電
気自動車１の二次電池２の充電量の残量がその日に予定している運転距離に対して充分な
量であることを確認する。次に、充放電ライン９及び充電量検知ライン１０を電気自動車
１から取り外す。しかる後、電気自動１車を使用する。
電気自動車１の使用が終了した場合、所定の車庫又は駐車場に入れ、充放電ライン９及び
充電量検知ライン１０を接続する。接続が確認されると、制御部８による制御が開始され
る。
【００４９】
以上の制御により、電気自動車１搭載の二次電池２の充電及び放電は、自動的に制御され
る。そして、その充電は、給電電力系統の電力料金の安い深夜電力料金の時間帯に充電が
行なわれ、昼間に電気自動車１の駆動用として使用する予定の無い時は、家庭用電力とし
て家屋４内で使用することが可能となる。すなわち、電気自動車１に蓄積した安価な深夜
電力を、自動車を使用しない時は家庭用電力として使用することで、二次電池２の利用回
数が増加し、実質的に安価な電気自動車１と家庭用電力貯蔵装置を提供することができる
。
また、ユーザーは、スケジュールの入力以外は、電気自動車１の充電、放電兼用コードで
ある充放電ライン９を繋ぐことのみによって自動的に放電あるいは充電が行なわれるので
、操作が少なく判断も不要である。
【００５０】
なお、本実施例において、各設定値（充電時間、基準残量、使用予定電力の算出時間間隔
、等）の変更や、電気自動車１の使用スケジュールの入力・変更等は、家屋４内部から行
なうことが可能である。その場合、図６に示すように家屋内部に屋内制御部１２を設置し
、それと制御部８とを接続する。無線で情報の授受を行なっても良い。そうすることによ
り、制御部８に対する入出力・情報確認・充電量の残量確認などが、家屋４内から行なう
ことが可能となる。
【００５１】
（実施例２）
以下、本発明である電力制御システムの第二の実施の形態に関して、添付図面を参照して
説明する。本実施例において、給電電力系統に接続された家屋と二次電池を有する電気自
動車とを具備する電力制御システムについて説明するが、給電電力系統に接続された他の
施設と二次電池を有する他の移動体のような組合せにおいても適用可能である。ここで、
給電電力系統とは、一般家庭や施設などに電力を供給する電力系統である。
【００５２】
図１及び図２は、本発明の電力制御システムの第２の実施例の構成を示すブロック図であ
る。実施例１と同様であるので、説明を省略する。
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本発明においては、電気自動車１の動力源として搭載する二次電池２を一般の家庭用の電
源として用いる際、給電電力系統の異常により停電が起きたときの無停電電源あるいは災
害時の非常用電源として用いる点が、第１の実施例と異なる。すなわち、家屋４において
、供給電力としての給電電力系統からの電力を供給されている状態において、落雷や電力
機器トラブル等により瞬間停電（瞬停）が発生した場合、電池電力としての二次電池２の
電力を家屋４の電力系統に供給し、無停電電源として使用する。また、地震や局地災害等
で電力供給がストップした場合、非常用の電力供給源として使用する。瞬間停電を防止で
きるので、家庭内での情報機器を安定的に不安無く使用することが可能である。また、災
害が発生しても、使用方法によっては数日間電力を持たせることができるので、災害に対
しても有効な備えとなる。すなわち、二次電池２は、電気自動車１専用ではなく、他の有
効な利用方法を備えているので、電気自動車１の有効性が高まり、その普及を促進するこ
とが可能となる。
【００５３】
では、本発明の電力制御システムの第２の実施例の構成について詳細に説明する。
図１を参照して、電気自動車１は、動力源として二次電池２を搭載した電気自動車である
。本実施例では、二次電池２だけを動力源とする完全電気自動車である。ただし、二次電
池２を搭載していれば、完全電気自動車である必要は必ずしもない。使用されていない場
合には、ユーザーの家屋４の駐車場に保管されている。図２は、図１をより詳細に表した
図である。
【００５４】
連系部６は、家屋４の電力系統（配電盤５）へ給電電力系統の電力を供給している場合に
は、制御部８からの指示により、給電電力系統からの電力が停止した場合、二次電池２の
電力に切り換えるように設定される。給電電力系統からの電力が停止した場合（給電電力
系統の異常による瞬間停電、一時的な停電、災害時などの長期的停電）、素早く二次電池
２の（交直流変換部７経由の）電力を家屋４へ供給する。そして、給電電力系統からの電
力が復帰次第、家屋４へ供給する電力を、給電電力系統からの電力に戻す。その他の機能
は、実施例１と同様であるので詳細は書略する。
【００５５】
制御部８は、充電量検知ライン１０により、二次電池２の充電量の残量を確認している。
また、給電電力系統からの電力が停止した場合、二次電池２の電力に切り換えるように交
直流変換部７及び連系部６を設定する。そして、全体に調和の取れた電力の切り換え動作
が行なえるように、各部を監視、制御する。
また、二次電池２を無停電電源あるいは非常用電源として使用する際の設定は、制御部８
に対して、制御ボックス３付属のディスプレイ付き簡易端末（図示せず）で行なう。但し
、無線あるいは有線により、家屋４の内部にディスプレイ付き簡易端末（図示せず）を接
続し、家屋内部から制御することも可能である。
その他の機能は、実施例１と同様であるので詳細は省略する。
【００５６】
図１及び図２における、その他の構成については、実施例１と同様であるので詳細は省略
する。
【００５７】
では、本発明の電力制御システムの第二の実施の形態の動作について、図２を参照して詳
細に説明する。
電気自動車１のユーザーは、給電電力系統からの電力を供給されている状態において、制
御部８で、二次電池２を無停電電源あるいは非常用電源（以下、「補助電力用電源」とも
いう）として使用する設定をする。その場合において、ユーザーは、補助電力用電源に用
いる充電量を指定する。指定は、例えば、停電時に全量を補助電力用電源として使用する
、その日のスケジュールで使用予定の電力量を除き余った分を補助電力用電源として使用
する、５ｋＷｈのみ使用する、のような方法で行なう。
設定変更は、制御部８において、何時でも可能である。また、制御部８において、ユーザ
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ーは、昼間であっても非常事態に備えて、二次電池２の充電を行なわせることも可能であ
る。
【００５８】
給電電力系統からの電力が停止した場合（給電電力系統の異常による瞬間停電、一時的な
停電、災害時などの長期的停電）、連系部６及び交直流変換部７は連係し、素早く二次電
池２の（交直流変換部７経由の）電力を家屋４の電力系統へ供給する。それと共に、制御
部８は供給される電力を監視する。そして、連系部７は、給電電力系統からの電力が復帰
次第、家屋４の電力系統へ供給する電力を、給電電力系統の電力に変更する。
【００５９】
以上の動作により、家屋４において、電気自動車１の二次電池２を補助電力用電源として
用いることにより、落雷や電力機器トラブル等により瞬間停電（瞬停）を避けられるので
、家庭内においてパーソナルコンピューターやインターネット機器などの情報機器を安定
的に不安無く使用することが可能となる。また、地震や局地災害等で電力供給がストップ
した場合でも電力供給が途絶えず、使用方法によっては数日間電力を持たせることができ
るので、電力の復帰が多少遅れても生活の不自由さを大幅に改善でき、災害に有効な備え
となる。以上により、電気自動車１専用ではなく、他の有効な利用手段を備えた二次電池
を有しているので、電気自動車１の有効性が高まり普及を促進することが可能となる。
【００６０】
（実施例３）
以下、本発明である電力制御システムの第三の実施の形態に関して、添付図面を参照して
説明する。本給電電力系統に接続された家屋と二次電池を有する電気自動車とを具備する
電力制御システムについて説明するが、給電電力系統に接続された他の施設と二次電池を
有する他の移動体のような組合せにおいても適用可能である。ここで、給電電力系統とは
、一般家庭や施設などに電力を供給する電力系統である。
【００６１】
図７は、本発明の電力制御システムの第３の実施例の構成を示すブロック図である。ユー
ザー１３とメーカー１４とから成る。ユーザー１３は、二次電池２を有する電気自動車１
と、連系部６、交直流変換部７、制御部８を有する制御ボックス３と、配電盤５、屋内制
御部１２を有する家屋４とを具備する。メーカー１４は、遠隔監視システム１５を具備す
る。そして、電力の接続用に、連系部６と家屋４との間は給電ライン１１で、また交直流
変換部７と二次電池２との間は充放電ライン９で、それぞれ接続されている。また、制御
部８は、充電量検知ライン１０で二次電池２と接続され、その制御を行なう。
【００６２】
本発明においては、ユーザー１３の電気自動車１の動力源として搭載する二次電池２につ
いて、メーカー１４が電池の特性を遠隔監視により適宜把握し、必要に応じて二次電池２
の修理、交換等のサービスのアドバイスなどを行う。すなわち、まず、ユーザー１３が充
電を行なうに際して、その充電（又は放電）電力と端子間電圧の関係である充放電データ
をメーカー１４の遠隔監視システム１５が取得する。次に、そのデータと遠隔監視システ
ム１５が予め保持している二次電池の標準的な充放電データ（基準充放電データ）とを比
較する。そして、二次電池２の性能を診断し、その診断結果に基づいて、必要に応じて二
次電池２の修理、交換等のアドバイスなどを行なう。以上により、電気自動車１の二次電
池２を常に正常な状態に保つことができるので、電気自動車１の心臓部である二次電池２
に不安を持たずにを安心して使用することが出来る。従って、電気自動車の信頼性が高ま
り普及を促進することが可能となる。
【００６３】
では、本発明の電力制御システムの第３の実施例の構成について、詳細に説明する。
図７を参照して、ユーザー１３は、電気自動車１のユーザーであり、実施例１と同様であ
る。
制御部８は、二次電池２の充電（又は放電）に際して、充電（又は放電）容量と端子間電
圧のデータ（充放電に関するデータ：充放電毎に測定する二次電池２の充放電データ）を
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取り、内部の記憶部（図示せず）保持している（図３参照）。そして、そのデータは、メ
ーカー１４の遠隔監視システム１５の要求により、屋内制御部１２経由で遠隔監視システ
ム１５へ送信される。その他の機能に付いては、実施例１と同様であるので説明は省略す
る。
【００６４】
屋内制御部１２は、家屋４内にて、制御部８の表示部で表示される二次電池２に関する情
報（二次電池２の充電量の残量、電気自動車１の使用スケジュール、給電電力系統との関
係など）が表示される。また、制御部８が行なう各制御に関する各設定値（充電時間、基
準残量、使用予定電力の算出時間間隔、等）の変更や、電気自動車１の使用スケジュール
の入力・変更等を行なう端末である。その場合、図７に示すように有線で制御部８と接続
しても良いし、無線で情報の授受を行なっても良い。また、メーカー１４の遠隔監視シス
テム１５と二次電池２に関わるデータの送受信を行ない、必要に応じて、その情報に基づ
いた表示を行なう。送受信は、公衆回線やインターネット、専用回線などを介して行なう
。
【００６５】
メーカー１４は、二次電池２のメーカーである。遠隔監視により、ユーザー１３の二次電
池２の状況を遠隔監視し、必要に応じて、使用方法のアドバイスや、故障や寿命に関する
情報をユーザー１３へ送信する。
遠隔監視システム１５は、二次電池２のメーカー１４に属し、ユーザー１３の二次電池２
の状況を遠隔監視するサーバー（図示せず）及び二次電池に関する情報（図３に例示され
る正常及び不良状態の充放電データ、充放電データと寿命との関係、充放電データと故障
との関係などの情報）を保持するデータベース（図示せず）から成る。二次電池２の専用
である必要は無く、他の二次電池と兼用でも良い。また、他の制御等のシステムを兼ねて
いても良い。遠隔監視システム１５は、屋内制御部１２経由で、制御部８の保持する二次
電池２の充放電データを取得する。そして、そのデータとデータベースに保持する二次電
池に関する情報とから二次電池２の状態を診断する。そして、診断結果に基づいて、屋内
制御部１２（及び制御部８）へ、アドバイスなど（二次電池の使用方法に関するアドバイ
ス、警告、二次電池２の寿命や故障に関する情報など）を送信する。
【００６６】
その他の各構成の機能は、実施例１と同様であるので説明を省略する。
【００６７】
では、本発明の電力制御システムの第三の実施の形態の動作について、図３、図７を参照
して詳細に説明する。
ユーザー１３の制御部８は、二次電池２の充電（又は放電）毎に、充電（又は放電）容量
と端子間電圧のデータ（二次電池２の充放電データ）を取り、内部の記憶部（図示せず）
保持している。図３は、二次電池２の放電容量と端子間電圧との関係を示す。充電の場合
には、電圧ゼロ（曲線の右端）から始まって逆に進み、満充電で電圧最大（曲線の左端）
となるので、充電及び放電の電圧と電力容量との関係ともいえる。二次電池２が放電した
容量（Ａｈ）、縦軸が、二次電池２の端子間電圧である。この図から分かるように、電池
が正常であるならば、放電容量が大きくなるに伴い、端子間電圧が緩やかに減少すること
が分かる。しかし、電池が不良であるならば、放電容量が大きくなるに伴い、端子間電圧
は瞬く間に減少し、ゼロと成ることが分かる。すなわち、充放電データを取れば、二次電
池２が正常であるか、不良の状態にあるかが判断できる。これらの二次電池２の充放電デ
ータは、制御部８に保持されている。
【００６８】
メーカー１４の遠隔監視システム１５は、予め設定された期間毎に、屋内制御部１２を経
由して、制御部８より、前述の充放電データを取得する。そして、そのデータを遠隔監視
システム１４のデータベースに保持するデータと比較することにより、二次電池２の状況
を診断する。
具体的には、以下のようなデータとの比較により、二次電池２の状況を把握する。すなわ
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ち、（ａ）標準的な二次電池の充放電データ（図３に例示される正常な状態のデータと不
良な状態のデータ）との比較、（ｂ）満充電時の電圧（開放電圧）の絶対値等の他の電池
物性データとの比較、（ｃ）予め保持する充放電データと寿命との関係のデータとの比較
、（ｄ）予め保持する充放電データと故障との関係のデータとの比較、などである。これ
らのデータ比較から、二次電池２における、劣化部位、故障部位、予想残存寿命、を判断
する。
【００６９】
そして、得られた診断結果に基づいて、二次電池２のユーザー１３に対して、アドバイス
や警告を行なう。内容としては、診断結果、故障状況、予想残存寿命、使用方法の改善の
ような情報である。ユーザー１３は、それらの情報に基づいて、二次電池２及び電気自動
車１の使用方法やメインテナンスについて、検討し、必要に応じて、修理、電池交換、使
用方法改善等をメーカー１４に依頼する。依頼は、屋内制御部１２からメーカー１４の遠
隔監視システム１５へ、電子メール等により行なうことが可能である。メーカー１４は、
既に二次電池２の状況を把握しているので、迅速に対応することができる。
【００７０】
本電力制御システムのその他の動作は、実施例１と同様であるので、省略する。
【００７１】
以上の動作により、電気自動車１の二次電池２を常に正常な状態に保つことができるので
、電気自動車１の心臓部である二次電池２に不安を持たずにを安心して使用することが出
来る。従って、電気自動車の信頼性が高まり普及を促進することが可能となる。
【００７２】
なお、本実施例において、遠隔監視システム１５は、屋内制御部１２を経由して制御部８
の情報を取得したが、直接情報を取得できるように回線をつなげても良い。
【００７３】
（実施例４）
次に、本発明である電力制御システムの第四の実施の形態に関して、添付図面を参照して
説明する。本実施例において、給電電力系統に接続された家屋と二次電池を有する電気自
動車とを具備する電力制御システムについて説明するが、給電電力系統に接続された他の
施設と二次電池を有する他の移動体のような組合せにおいても適用可能である。ここで、
給電電力系統とは、一般家庭や施設などに電力を供給する電力系統である。
【００７４】
図８は、本発明の電力制御システムの第４の実施例の構成を示すブロック図であり、電気
自動車１、二次電池２、制御ボックス３、家屋４、配電盤５、予備二次電池１６より構成
されている。また、図９を参照して、制御ボックス３は、連系部６、交直流変換部７、制
御部８を具備している。そして、電力の接続用に、連系部６と家屋４との間は給電ライン
１１で、交直流変換部７と二次電池２との間は充放電ライン９で、交直流変換部７と予備
二次電池１６との間は予備充放電ライン１７で、それぞれ接続されている。また、制御部
８は、充電量検知ライン１０で二次電池２と接続され、予備充電量検知ライン１８で予備
二次電池１６と接続され、その制御を行なう。
【００７５】
本実施例においては、電気自動車１の動力源として搭載する二次電池２を、一般の家庭用
の電源としても用いる一方で、小容量の予備二次電池１６を用意し、一般の家庭用の電源
として、二次電池２と併せて用いる点が実施例１と異なる。すなわち、二次電池２及び予
備二次電池１６は、給電電力としての給電電力系統からの電力の内、安価な深夜電力によ
って充電する。そして、昼間に電気自動車１を使用しない場合は、電池電力としての二次
電池２の電力を家庭用電力として家屋４の電力系統へ供給して使用する。一方、電気自動
車１を使用する場合には、予備二次電池１６の電力を家庭用電力として家屋４の電力系統
へ供給して使用する。予備二次電池１６は、二次電池２の補助用として用いる為、小容量
で充分であり安価で購入が可能である。そして、二次電池２及び予備二次電池１６に蓄積
した安価な深夜電力を用いることが出来るので、電気自動車１及び予備二次電池１６を有
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する一般家庭の電力料金を大幅に低減することが可能となる。すなわち、二次電池２は、
電気自動車１専用ではなく、他の有効な利用方法を備えているので、電気自動車１の有効
性が高まり、その普及を促進することが可能となる。
【００７６】
では、本発明の電力制御システムの第四の実施の形態の構成について詳細に説明する。
【００７７】
図９は、図８をより詳細に表した図である。
図９を参照して、制御ボックス３は、給電電力系統、電気自動車１、家屋４、予備二次電
池１６のぞれぞれと接続し、それらの間の電力の動きを制御する制御装置である。電気自
動車１の置かれている車庫又は駐車場にある。制御は、▲１▼　給電電力系統からの電力
を家屋４で使用する為に、家屋４の電力系統（配電盤５）へ送る、▲２▼　給電電力系統
からの電力を電気自動車１の二次電池２を充電する為に、電気自動車１へ送る、▲３▼　
▲１▼＋▲２▼を同時に行なう、▲４▼　電気自動車１の二次電池２を放電し、その電力
を家屋４へ送る、▲５▼　給電電力系統からの電力を、予備二次電池１６を充電する為に
、予備二次電池１６へ送る、▲６▼　▲１▼＋▲５▼を同時に行なう。▲７▼　予備二次
電池１６を放電し、その電力を家屋４へ送る、という７種類に関するものである。
【００７８】
制御ボックス３の詳細について図９を参照して説明する。
連系部６は、制御部８（後述）の制御により、上記▲１▼～▲７▼の制御に関わる電力移
動の中継を行なう。この内、▲１▼～▲４▼は、実施例１と同様なので、説明を省略する
。▲５▼の場合には、給電電力系統からの電力を、予備二次電池１６のみへ向けて（交直
流変換部７へ）供給する。▲６▼の場合には、給電電力系統からの電力を、家屋４の電力
系統及び予備二次電池１６へ向けて、同時に供給を行う。▲７▼の場合には、給電電力系
統からの電力をストップし、予備二次電池１６の電力を、家屋４の電力系統へ送る。
また、給電電力系統、又は、二次電池２及び予備二次電池１６のどちらか一方の側に異常
が発生した場合（電圧、電流、周波数の異常）、他方の側へ異常が伝播しないように、双
方の接続を素早く切断する保護制御を行なう。さらに、高調波抑制フィルタや給電電力系
統からの侵入サージ防止機能を有する。
【００７９】
交直流変換部７は、電圧調整機能及び周波数調整機能を有している。すなわち、二次電池
２及び予備二次電池１６の充電を行なう場合には、給電電力系統から連系部６経由で送ら
れてくる交流電力を、充電用に直流電力に変換する。直流電圧の設定値は、二次電池２及
び予備二次電池１６の種類により可変可能である。一方、二次電池２及び予備二次電池１
６が放電を行なう場合（家屋４へ電力を供給する）場合には、二次電池２及び予備二次電
池１６からの直流電力を交流電力（一般家庭用の電力、例えば１００Ｖ、５０Ｈｚ）へ変
換する。
【００８０】
制御部８は、全体に調和の取れた動作が行なえるように、各部を監視、制御する。特に、
上記▲１▼～▲７▼に関して、連系部６、交直流変換部７、二次電池２及び予備二次電池
１６の制御を行なう。▲１▼～▲４▼に関しては、実施例１と同様なので、その説明を省
略する。
▲５▼の場合、予備充電量検知ライン１８により、予備二次電池１６の充電量を確認する
。そして、予め設定された値よりも充電量が少ない場合であって、電気自動車１の二次電
池２の充電が終了し、かつ、深夜電力料金の時間帯の場合には、給電電力系統から充電を
行うように、連系部６、交直流変換部７を制御する。
▲６▼の場合、深夜電力料金の時間帯において家屋４での通常の電力使用があり、電気自
動車１の二次電池２の充電が終了した場合において、制御部８は、家屋４及び予備二次電
池１６の双方へ向かい電力を供給するように連系部６の制御を行なう。
▲７▼の場合、電気自動車１が使用されている昼間の時間帯において、深夜電力料金の時
間帯で充電した二次電池２の電力が使用できない為、その代りとして、予備二次電池１６
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の電力を放電し、それを家屋４の電力系統へ供給する。その為に、交直流変換部７を制御
し、予備二次電池１６を放電させその電力を交流電力（商用電力、例えば１００Ｖ、５０
Ｈｚ）へ変換し、連系部６を制御し、給電電力系統からの電力をストップし、交直流変換
部７からの電力を家屋４の電力系統へ供給する。
【００８１】
制御部８への制御内容の入力は、制御ボックス３付属のディスプレイ付き簡易端末（図示
せず）か、又は、家屋４の屋内制御盤１２から制御することも可能である。
また、充電量の残量を知るために必要な、充放電に関するデータ（基準となる充放電デー
タ及び充放電毎に測定する二次電池２及び予備二次電池１６の充放電データ）は、制御部
８の記憶部（図示せず）に保持されている。
【００８２】
予備充放電ライン１７は、交直流変換部７と予備二次電池１６を結ぶ、電力のやり取りを
行なう電線である。予備二次電池１６のプラス電極とマイナス電極は、それぞれ、交直流
変換部７のプラス電極とマイナス電極に接続されている。
【００８３】
予備充電量検知ライン１８は、制御部８が予備二次電池１６の充電量を検知するために、
予備二次電池１６の端子間電圧を測定するための電圧ラインである。この予備充電量検知
ライン１８で検出された端子間電圧と、予め内部に保持する放電容量（予備二次電池１６
が満充電の状態から放電した電力容量）と予備二次電池１６の端子間電圧との関係（図３
、実施例１で説明）とから、制御部８は、予備二次電池１６の電力の残量を検知する。そ
れにより、必要に応じて、制御部８は、予備二次電池１６の残量が予め設定した電力容量
の値よりも小さくなった場合には、充電を開始する。
【００８４】
屋内制御部１２は、家屋４内にて、制御部８の表示部で表示される二次電池２及び予備二
次電池１６に関する情報（二次電池２及び予備二次電池１６の充電量の残量、電気自動車
１の使用スケジュール、給電電力系統との関係など）が表示される。また、制御部８が行
なう各制御に関する各設定値（充電時間、基準残量、使用予定電力の算出時間間隔、等）
の変更や、電気自動車１の使用スケジュールの入力・変更等を行なう端末である。その場
合、図９に示すように有線で制御部８と接続しても良いし、無線で情報の授受を行なって
も良い。
【００８５】
図８及び図９における、その他の構成については、実施例１と同様であるので詳細は省略
する。
【００８６】
では、本発明の電力制御システムの第四の実施の形態の動作について、図８、図９を参照
して詳細に説明する。
まず、予備二次電池１６の充電の動作について説明する。
前提として、予備二次電池１６は、電気自動車１を使用する場合に、予め予備二次電池１
６に蓄積しておいた安価な深夜電力を用いることで、一般家庭の電力料金を低減するため
に用いることが目的である。従って、充電時間は、深夜電力料金の時間帯である。また、
電気自動車１の二次電池２の補助的な役割であるので、深夜電力料金の時間帯の充電は、
二次電池２の充電が優先である。
【００８７】
制御部８は、まず、深夜電力料金の時間帯で、充電量検知ライン１０で二次電池２の端子
間電圧を測定し、端子間電圧から二次電池２の充電量の残量を算出する。そして、必要に
応じて、二次電池２の充電量を行なう。
二次電池２の充電を行なわない場合、又は充電が終了した後、制御部８は、予備充電量検
知ライン１８で予備二次電池１６の端子間電圧を測定し、端子間電圧から予備二次電池１
６の充電量の残量を算出する。
その充電量が予め設定された量（ユーザーが事前に設定した値、満充電、満充電の８割な

10

20

30

40

50

(16) JP 3758986 B2 2006.3.22



ど）より小さい場合には、給電電力系統を用いて、予備充放電ライン１７により予備二次
電池１６の充電を行なう。
【００８８】
その際、家屋４で給電電力系統を使用している場合には、制御部８は、家屋４での電力の
使用に影響しないように充電を行なう。また、深夜電力料金の時間帯が終了した場合には
、それと同時に充電も終了する。予備二次電池１６の充電は、電力料金の安価な深夜電力
料金時間帯に行なうからである（ただし、ユーザーの意向により、充電の時間帯を別の時
間に設定変更することは可能である）。
【００８９】
充電量が予め設定された量に達した場合、あるいは、深夜電力料金の時間帯が終了した場
合、制御部８は、充電を終了する。
【００９０】
次に、放電の動作について説明する。
前提として、予備二次電池１６の放電は、深夜電力料金の適用されない時間帯において、
電力を使用する場合に行なわれる。その際、電気自動車１の二次電池２に蓄積された電力
を使用することを優先する。しかし、電気自動車１が使用されていたり、電気自動車１の
使用予定から二次電池２の電力が使用できない場合に、予備二次電池１６が使用される。
【００９１】
制御部８は、深夜電力料金の適用されない時間帯において、まず、二次電池２の充電量を
充放電検知ライン１０により確認する。それと共に、電気自動車１のスケジュールを確認
し、二次電池２の充電量のうち家屋４で使用できる電力量を算出する。また、予備二次電
池１６の充電量を予備充電量検知ライン１８により確認しておく。
その結果、使用できる電力量があれば、その分を家屋４において使用する。そして、その
電力量を使い切った時点で、予備二次電池１６に充分な電力量があれば、予備二次電池１
６に切り換える。
使用できる電力量が無ければ、予備二次電池１６に充分な電力量があれば、予備二次電池
１６の電力を使用する。
【００９２】
ただし、予備二次電池１６の使用方法として、常に、家屋４で使用するように設定せず、
深夜電力料金の適用されない時間帯において、二次電池２あるいは予備二次電池１６に切
り換えた方が電力料金が安くなることを屋内制御部１２で表示し、ユーザーの判断で使用
電力量を最終決定するようにすることも可能である。
【００９３】
その場合には、例えば、制御部８が、まず、深夜電力料金の適用されない時間帯であるこ
とを確認し、次に、二次電池２あるいは予備二次電池１６の充電量を確認し、続いて、電
気自動車１のスケジュール等から、二次電池２あるいは予備二次電池１６での使用可能電
力量を算出し、その情報に基づいて、屋内制御部１２で表示する。表示内容としては、使
用可能電力量、現在の使用電力量から何時間使用可能かの時間表示、今後の電気自動車１
スケジュールなどである。
【００９４】
以上の制御により、予備二次電池１６の充電及び放電は、自動的に制御される。そして、
その充電は、給電電力系統の電力料金の安い深夜電力料金の時間帯に充電が行なわれ、昼
間に電気自動車１の無い時は、家庭用電力として予備二次電池１６の電力を家屋４内で使
用することが可能となる。そして、電気自動車１の二次電池２との併用であるので、小容
量の二次電池で済み、初期コストが定額で済む。すなわち、二次電池２及び予備二次電池
１６に蓄積した安価な深夜電力を使用することで、二次電池２の利用回数が増加し、実質
的に安価な電気自動車１と家庭用電力貯蔵装置を提供することができる。
【００９５】
また、本実施例において、電気自動車１の緊急使用に際し、充電が必要な場合には、予備
二次電池１６の電力を用いることも可能である。その場合には、制御部８の制御により、
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交直流変換部７において、予備二次電池１６の電池電圧を、充電に適した電圧に変換して
、二次電池２の充電を行なう。
【００９６】
また、実施例１～実施例３において、制御ボックス３は、家屋４の外部にあるが、家屋４
の内部に設置することも可能である。その場合、家屋４の屋内制御部１２又は制御部８の
どちらか一方を他方へ吸収することが出来、コスト削減につながる。
【００９７】
【発明の効果】
本発明により、電気自動車の二次電池の充電及び放電を自動的に制御し、その二次電池を
電気自動車の動力源としての用途だけでなく、家庭の電力貯蔵用として使用することがで
き、電気自動車の普及につなげることが可能となる。
【００９８】
また、本発明により、家庭での電力料金を低減し、停電時の補助電源として使用すること
ことができ、電気自動車の二次電池をより有効に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明である電力制御システムの実施の形態を示す構成図である。
【図２】　本発明である電力制御システムの実施の形態を示す詳細な構成図である。
【図３】　本発明における二次電池の放電容量と端子間電圧との関係を示すグラフである
。
【図４】　本発明における二次電池の充電に関わるプロセスフロー図である。
【図５】　本発明における二次電池の充電及び放電に関わるプロセスフロー図である。
【図６】　本発明である電力制御システムの他の実施の形態を示す構成図である。
【図７】　本発明である電力制御システムの更に他の実施の形態を示す構成図である。
【図８】　本発明である電力制御システムの別の実施の形態を示す構成図である。
【図９】　本発明である電力制御システムの別の実施の形態を示す詳細な構成図である。
【符号の説明】
１　　電気自動車
２　　二次電池
３　　制御ボックス
４　　家屋
５　　配電盤
６　　連系部
７　　交直流変換部
８　　制御部
９　　充放電ライン
１０　　充電量検知ライン
１１　　給電ライン
１２　　屋内制御部
１３　　ユーザー
１４　　メーカー
１５　　遠隔監視システム
１６　　予備二次電池
１７　　予備充放電ライン
１８　　予備充電量検知ライン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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