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(57)【要約】
【課題】停電を予防しつつ利用者の利便性を損なわない
負荷側制御をおこなうことができる。
【解決手段】系統ごとの消費電力量および最大電力容量
、系統全体についての契約電力量を外部から取得して、
系統ごとおよび系統全体の残りの電力容量を算出する算
出手段１０１と、非制御機器の消費電力量の見積もり量
を示す必要余力と残りの電力容量とに応じて、必要余力
が不足しているか否かを検知する検知手段１０２と、電
力制御手法を複数格納する格納手段１０５と、必要余力
が不足していると検知された場合、複数の電力制御手法
から、少なくとも１つ電力制御手法を選択する選択手段
１０４と、必要余力が不足していないと検知されるまで
電力制御手法の適用を少なくとも１つ実行し、必要余力
が確保されれば、必要余力が不足していないと検知され
るように少なくとも１つの電力制御手法を待機させる実
行手段１０５と、を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　系統ごとの消費電力量および最大電力容量から該系統ごとの系統残り電力容量を算出し
、系統全体の消費電力量および契約電力量から、該系統全体の系統全体残り電力容量を算
出する算出手段と、
　制御することができない非制御機器の消費電力量の見積もり量を示す必要余力と前記系
統残り電力容量および前記系統全体残り電力容量とに応じて、該必要余力が不足している
か否かを検知する検知手段と、
　各前記系統および前記系統全体の必要余力が不足とならないように該必要余力を確保す
る電力の制御手法である電力制御手法を複数格納する格納手段と、
　前記検知手段により前記必要余力が不足していると検知された場合、複数の前記電力制
御手法から、少なくとも１つ電力制御手法を選択する選択手段と、
　前記必要余力が不足していないと検知されるまで前記電力制御手法の適用を少なくとも
１つ実行し、前記必要余力が確保されれば、前記必要余力が不足していないと検知される
ように少なくとも１つの電力制御手法を待機させる実行手段と、を具備することを特徴と
する電力制御装置。
【請求項２】
　前記検知手段は、前記必要余力から前記残りの電力容量を引いた値である逼迫値を算出
し、該逼迫値の正の場合には該必要余力が不足していると検知し、該逼迫値の負の場合に
は該必要余力が確保されていると検知することを特徴とする請求項１に記載の電力制御装
置。
【請求項３】
　前記格納手段は、複数の前記電力制御手法にそれぞれの対応する、電力制御手法が適用
されており該電力制御手法が待機可能な状態を示す第１状態と、電力制御手法が待機され
ており該電力制御手法が適用可能な状態を示す第２状態と、操作することができない状態
を示す第３状態と、電力制御手法を適用する適用優先度と、電力制御手法を待機させて電
力を使用できるように機器を復帰させる待機優先度とを含む電力制御情報をさらに格納し
、
　前記選択手段は、前記必要余力が不足していると検知された場合、前記電力制御情報に
含まれる前記状態を参照して、前記第２状態である電力制御手法があるかどうかを判定す
る検証手段と、前記第２状態である電力制御手法から、前記適用優先度が高い順に少なく
とも１つ電力制御手法を選択して選択電力制御手法を得る手法選択手段と、を含み、
　前記実行手段は、前記必要余力が不足していないと検知されるまで前記選択電力制御手
法の適用を少なくとも１つ実行し、該必要余力が確保されれば、第１状態を示す電力制御
手法のうちの前記待機優先度の高い順に、該必要余力が不足していないと検知されるよう
に電力制御手法を待機することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電力制御装
置。
【請求項４】
　複数の前記電力制御手法の１つは、コンセントボックスへの電源流量が無い時間が閾値
以上経過した場合に該コンセントボックスへの電源供給を遮断することを特徴とすること
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の電力制御装置。
【請求項５】
　複数の前記電力制御手法の１つは、前記必要余力が不足していることを利用者に警告す
ることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の電力制御装置。
【請求項６】
　複数の前記電力制御手法の１つは、制御することが可能な制御機器に対して電源供給の
制御をおこなうことを特徴とする請求項５から請求項３のいずれか１項に記載の電力制御
装置。
【請求項７】
　複数の前記電力制御手法の１つは、外部電力源を利用することを特徴とする請求項１か
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ら請求項６のいずれか１項に記載の電力制御装置。
【請求項８】
　前記電力制御情報はさらに、どの系統にどの電力制御手法を実行するかを示す適用系統
を含み、
　前記実行手段は、前記適用系統を参照して前記系統ごとに前記適用系統が示す電力制御
手法を実行することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の電力制御
装置。
【請求項９】
　一定の時間間隔で前記監視手段が取得した前記消費電力量をモニタするモニタ手段と、
　制御することができる制御機器が制御された場合、制御されたこと示す制御内容を通知
する通知手段と、
　前記制御内容が通知された場合は前記必要余力を更新せず、該制御内容が通知されない
場合は、前記モニタ手段が取得した前記消費電力量と１つ前の時間に取得した消費電力容
量との差が、該必要余力よりも大きいときに該差を新たな必要余力として更新する更新手
段と、をさらに具備する請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の電力制御装置。
【請求項１０】
　算出手段は、系統ごとの消費電力量および最大電力容量から該系統ごとの系統残り電力
容量を算出し、系統全体の消費電力量および契約電力量から、該系統全体の系統全体残り
電力容量を算出し、
　検知手段は、制御することができない非制御機器の消費電力量の見積もり量を示す必要
余力と前記系統残り電力容量及び前記系統全体残り電力容量とに応じて、該必要余力が不
足しているか否かを検知し、
　格納手段は、各前記系統および前記系統全体の必要余力が不足とならないように該必要
余力を確保する電力の制御手法である電力制御手法を複数格納し、
　選択手段は、前記検知手段により前記必要余力が不足していると検知された場合、複数
の前記電力制御手法から、少なくとも１つ電力制御手法を選択し、
　実行手段は、前記必要余力が不足していないと検知されるまで前記電力制御手法の適用
を少なくとも１つ実行し、前記必要余力が確保されれば、前記必要余力が不足していない
と検知されるように少なくとも１つの電力制御手法を待機させることを特徴とする電力制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、停電防止余力制御をおこなう電力制御装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　消費電力が設定電力値を超えたとき、運転を中断させることのできる家電機器を選択し
、これを中断する技術がある。機器ごとの動作プログラムに基づいた消費電力量プロファ
イルをもとに、設定電力を超えないように機器間の動作調整を行っている（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３６９３８３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ネットワーク等の外的手段で制御可能な家電と、そうでない家電があった場合
、そうでない家電に関する制御がおおまかであり、利便性を損ねる。例えば、ホットプレ
ートやドライヤーなどといった、一般にネットワーク経由の制御を期待できないにも関わ
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らず短時間に大電力を消費する機器(独立スポット負荷)の接続に対して、宅内の電気系統
(以下系統)を十分に保護する能力はない。特に、そういった負荷が複数存在する際に、そ
れらのみなし合計値を単なる定数として定めており、そういった大電力機器のために空け
ておかなければいけない電源容量が大きいので、契約電力を下げることが難しい。
【０００５】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、独立スポット負荷が存在
する環境において、停電を予防しつつ利用者の利便性を損なわない負荷側制御（ＤＳＭ：
Demand Side Management）によって、より少ない電力契約容量を実現する電力制御装置お
よび方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するため、本発明に係る電力制御装置は、系統ごとの消費電力量およ
び最大電力容量から該系統ごとの系統残り電力容量を算出し、系統全体の消費電力量およ
び契約電力量から該系統全体の系統全体残り電力容量を算出する算出手段と、制御するこ
とができない非制御機器の消費電力量の見積もり量を示す必要余力と前記系統残り電力容
量および前記系統全体残り電力容量とに応じて、該必要余力が不足しているか否かを検知
する検知手段と、各前記系統および前記系統全体の必要余力が不足とならないように該必
要余力を確保する電力の制御手法である電力制御手法を複数格納する格納手段と、前記必
要余力が不足していると検知された場合、複数の前記電力制御手法から、少なくとも１つ
電力制御手法を選択する選択手段と、前記必要余力が不足していないと検知されるまで該
電力制御手法の適用を少なくとも１つ実行し、前記必要余力が確保されれば、前記必要余
力が不足していないと検知されるように少なくとも１つの電力制御手法を待機させる実行
手段と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の電力制御装置および方法によれば、独立スポット負荷が存在する環境において
、停電防止を予防しつつ利用者の利便性を損なわない負荷側制御によって、より少ない電
力契約容量を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る電力制御装置を示すブロック図。
【図２】保護機能付きコンセントボックスを利用した動作を示すフローチャート。
【図３】第２の実施形態に係る電力制御装置を示すブロック図。
【図４】必要余力推定アルゴリズムの示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態に係る電力制御装置および方法について詳
細に説明する。なお、以下の実施形態では、同一の番号を付した部分については同様の動
作をおこなうものとして、重ねての説明を省略する。　
　（第１の実施形態）　
　本実施形態に係る電力制御装置の構成について図１を参照して詳細に説明する。　
　本実施形態に係る電力制御装置１００は、電力容量情報算出部１０１、電力逼迫検知部
１０２、電力制御手法候補検証部１０３、電力制御手法選択部１０４、電力制御手法実行
部１０５とを含む。また、電力逼迫検知部１０２、電力制御手法候補検証部１０３および
電力制御手法選択部１０４をまとめて電力制御部１０６という。さらに、ＥＣＨＯＮＥＴ
（登録商標）などにより、系統（例えば、宅内系統）ごとの電力量を通知する機能を持つ
外部にある配電盤と、電力制御に使う外部にある制御することが可能である制御機器と接
続される。　
　電力容量情報算出部１０１は、外部にある配電盤から、系統ごとの現在の消費電力量お
よび最大電力容量を受け取り、全系統を合算した系統全体の消費電力量および契約電力量
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を受け取る。それぞれの系統の最大電力容量と系統全体の契約電力量は、配電盤のデバイ
スプロファイルに記入され、別途ＥＣＨＯＮＥＴ（登録商標）などの手段によって取得可
能である。また、この処理は一定時間ごと（例えば、１秒ごと）におこなう。受け取った
系統ごとの消費電力量と最大電力容量とから、系統ごとの現在の系統残り電力容量を算出
し（例えば、最大電力容量と消費電力量との差を算出する）、系統全体の消費電力量と契
約電力量とから、系統全体の系統全体残り電力容量を算出する。さらに、算出した系統残
り電力容量および系統全体残り電力容量を電力逼迫検知部１０２へ通知する。系統はシス
テム全体で用いられる系統ＩＤにより識別される。
【００１０】
　電力逼迫検知部１０２は、系統ごとおよび系統全体の必要余力を定数あるいは別の手段
により決定する。必要余力とは、一般的な独立スポット負荷で使われる可能性のある電力
量、つまり独立スポット負荷が動作するときの消費電力量の最大値を見積もり量のことを
示す。また、独立スポット負荷とは、ユーザの指示などにより短期集中して比較的大電力
を消費する負荷であり、例としては、アイロンや電熱ヒーター、ホットプレート、ドライ
ヤー、電子レンジなどがある。必要余力を決定した後は、系統ごとおよび系統全体につい
ての逼迫値をそれぞれ算出し、電力制御手法候補検証部１０３に通知する。逼迫値とは、
電力容量情報算出部１０１から受け取った残りの電力容量を必要余力から引いた値である
。逼迫値がゼロの場合は、必要余力を使い切っていて、それ以上電力を使用すると余力を
オーバーしてしまう状態であり、逼迫値が正の場合は余力が足りず、逼迫値が負の場合は
余力が十分な状態である。
【００１１】
　電力制御手法候補検証部１０３は、電力逼迫検知部１０２から受け取った現在の逼迫値
がゼロを上まわらないように制御をおこなうための手法、つまり必要余力が不足とならな
いように必要余力を確保する電力の制御手法である電力制御手法について、適用可能な電
力制御手法があるかどうかを検証する。そのため、後述する電力制御手法実行部１０５に
格納されている複数の適用可能な電力制御手法に関する情報である電力制御情報を取得す
る。以下に、電力制御情報に含まれる内容を示す。なお、これ以外にも機器の作動に関わ
るコストや必要条件（参照するフラグ変数の条件）などを含んでも良い。　
　状態：この電力制御手法が適用されており、待機可能な状態（「適用」）、この電力制
御手法が適用されていない状態で、適用可能な状態（「待機」）か、この電力制御手法が
適用不可能あるいは待機不可能な状態（「操作不可」）か、を示す。　
　適用優先度：電力逼迫時にこの手法を適用する優先度を示す。適用優先度は比較可能な
数値であれば何でもよい。本実施例では、１（最初に適用）から１０（他の手段を適用後
に適用）とする。　
　待機優先度：電力余力発生時にこの手法の適用を停止させて、電力制御のために停止し
ていた機器などを復帰させる優先度を示す。待機優先度は比較可能な数値であれば何でも
よい。本実施例では、１（最初に機器を復帰）から１０（最後に機器を復帰）とする。　
　削減／復元可能電力量：この電力制御手法の適用により削減可能な電力量、あるいは手
法の待機により消費されうる電力量がわかる場合は、その電力量を示す。　
　適用系統：もし特定の系統に対応する手段であれば、その系統を系統ＩＤにより示す。
　
　呼び出し手続き指示子：適用ないし待機の際に電力制御手法選択部１０４により電力制
御手法実行部１０５の動作を呼び出す手続きを定義する。なお、これは関数へのポインタ
のようなものでもよいし、ウェブサービスにおけるＷＳＤＬのようなものでもよい。
【００１２】
　上述した内容を含む電力制御情報を、電力逼迫検知部１０２から受信した系統ごとおよ
び系統全体での逼迫値を合わせて電力制御手法選択部１０４に送る。また、電力制御情報
の選択に関しては次の通りである。　
　逼迫値が負の場合は、現在「適用」状態にあるもののうち、「削減／復元可能電力量」
が逼迫値の絶対値を下まわるものについて、待機優先度によりソートし、電力制御情報を
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電力制御手法選択部１０４に送る。逼迫値が正の場合は、現在「待機」状態にあるものを
適用優先度によりソートし、電力制御情報を電力制御手法選択部１０４に送る。
【００１３】
　電力制御手法選択部１０４は、電力の逼迫値が負の場合は、電力制御手法候補検証部１
０３から受け取った電力制御情報で示される手法のうちもっとも待機優先度の高い（数値
の小さい）もの１つについて、対応する電力制御手法実行部１０５に対し待機指示をおこ
なう。なお、ここで、「削減／復元可能電力量」の合計が逼迫値の絶対値を上まわらない
範囲で同時に複数の手段を用いて待機指示をおこなってもよい。本処理は繰り返し実行さ
れるため、このステップで１つのみ実行しても、逼迫値を上まわらない範囲において短時
間で待機優先度の高い（数値の小さい）ものから待機処理が行われる。　
　また、逼迫値が正の場合は、適用優先度の高い（数値の小さい）ものから、対応する電
力制御手法実行部１０５に対し、順次待機指示をおこなう。また、コストがかかる手段を
選ぶ場合には、予め定数値が割り当てられた予算からコストを差し引く処理、ユーザに許
可を求める処理などを合理的な範囲で付加しても良い。なお、ユーザに許可を求める処理
を複数の電力制御手法実行部１０５を連動させておこなう手法については図２を参照して
後述する。　
　電力制御手法実行部１０５は、複数の電力制御手法とこの電力制御手法に関する電力制
御情報を関連付けて格納している。電力制御手法選択部１０４の指示に基づいて、最も適
した電力制御手法を選択して個々の電力制御または待機処理を実行する。また、電力制御
手法候補検証部１０３へ前出の電力制御情報を提供する。
【００１４】
　＜独立スポット負荷の投入時の保護動作＞　
　本実施形態では、保護形態として以下の３つの例が考えられる。まず１つめとして独立
スポット負荷を投入したときの保護動作について説明する。家庭における停電事故の一部
は、独立スポット負荷が同時に複数利用されることにより、常時であれば問題ない契約容
量を一時的にオーバーしてしまうことである。　
　このような状況を防止するために、以下のような電力制御手法を実現する。まず、一般
的な独立スポット負荷で使われる可能性のある電力量の最大値を見積り、これを必要余力
とし、電力逼迫検知部１０２に登録する。また、電力制御手法として簡単かつ安全性の高
い手法の一例として、保護機能付きコンセントボックス、警告機能、負荷制御の３つを定
義する。　
　なお、以下の「状態」における各状態遷移については、それぞれ、「遷移前状態名→遷
移後状態名：状態遷移をおこす条件／状態遷移に伴う動作」という記法により状態遷移を
記述している。
【００１５】
　「保護機能つきコンセントボックス」：電源コンセントに相当する部分に、個々のコン
セントに、プラグが差さっているかを検出するセンサ、利用電力量計と、個別制御可能な
電源遮断機能を備える。ここで、電源流量がゼロである時間が一定時間（例えば１５分間
）続くか、あるいはプラグが差さっていないことがわかると、そのコンセントに関しては
利用していないと判断できる。ここで、電力逼迫時は利用していないコンセント全てにつ
いて電源供給を遮断することで、新規の独立スポット負荷の投入を避けることができる。
この手法の電力制御情報は以下のようになる。　
　状態：以下の２つの状態遷移から構成される　
　待機→適用：電力供給遮断指示／その時点で利用していないコンセントについて電力供
給遮断　
　適用→待機：電力供給復帰指示／遮断していたコンセントの電力供給復帰　
　適用優先度：１　
　最初に適用し、他の手段を用いて逼迫状態から回復する　
　待機優先度：１　
　逼迫状態から回復したら最初に待機する　
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　削減／復元可能電力量：０　
　電力量を変化させるような操作は行わない
「警告機能」：テレビへのオーバーレイ表示や音声などを用いて、利用者（住人）への電
力逼迫警告をおこなう。この手法の電力制御情報は以下のようになる。　
　状態：もっとも簡単なものは、以下の２つの状態遷移から構成され、逼迫時には約２分
ごとに警告を発する　
　待機→操作不可：警告指示／一定時間待つ（警告が多発することを防止）　
　操作不可→待機：一定時間（例えば２分）経過／待機　
　適用優先度：４　
　簡単に処理可能な手段が適用不可能であれば利用者に通知する　
　待機優先度：Ｎ／Ａ　
　待機操作を受け付ける状態遷移が存在しないので、待機優先度は意味を持たない　
　削減／復元可能電力量：０　
　電力量を変化させるような操作は行わない
「負荷制御」：エアコンなどの制御可能な制御機器に対し、止めても問題ない負荷への電
源供給を制御（供給停止）する。この手法の電力制御情報は以下のようになる。　
　状態：機器の作動状態に応じて以下のように遷移する　
　待機→適用：電力制御手法適用による機器の作動停止　
　適用→待機：電力回復にともなう機器の作動復帰　
　適用→操作不可：ユーザのリクエストあるいはタイマ等による機器停止状態　
　操作不可→待機：ユーザのリクエストあるいはタイマ等による機器動作状態　
　適用優先度：７　
　コストがからない範囲で適用できる他の制御が全て適用された後に適用　
　待機優先度：２　
　利用者や環境にとって影響が大きいので、できるだけ早めに待機　
　削減／復元可能電力量：（動作時）その時点の動作モードでの消費電力量／（停止時）
電源投入時に消費が見込まれる電力量
　ここで、例えば、独立スポット負荷の投入により電力逼迫すると仮定した場合の処理フ
ローを図２のフローチャートを用いて詳細に説明する。　
　まず、電力容量情報算出部１０１は、配電盤から毎秒電力情報（ここでは例として消費
電力量）を取得、あるいは別途通知された電力情報を毎秒まとめ、系統ごとと系統全体と
の消費電力量を算出して電力逼迫検知部１０２に通知する。　
　電力逼迫検知部１０２は、通知された消費電力量と、配電盤のデバイスプロファイルな
どから得た系統ごとの最大電力容量ないし全体の契約容量を、現在の消費電力量と比較し
、それぞれについて残りの電力容量を算出する。予め定められた必要余力ｍ（ｍは整数）
と比較することで、逼迫値の算出をおこなう（Ｓ２０１、Ｓ２０２）。この逼迫値の計算
式は以下にようになる。　
逼迫値＝必要余力－残りの電力容量　
　ここで、定格１５００Ｗの系統に１３００Ｗの負荷がかかり、必要余力ｍが４００Ｗの
場合、逼迫値は４００－（１５００－１３００）＝２００である。つまり逼迫値が正であ
るから、この系統で２００Ｗの電力を削らないと、独立スポット負荷の稼動による系統遮
断の可能性がある、ということを意味する。電力逼迫検知部１０２は逼迫値などを電力制
御手法候補検証部１０３に送付する。ここで、前出の「保護機能つきコンセントボックス
」「警告機能」「負荷制御」の各状態が「待機」だったとする。このとき、全ての電力制
御手法が適用可能であり、逼迫値は正の値である２００で必要余力ｍが不足していること
から、電力制御手法選択部１０４に「保護機能つきコンセントボックス」「警告機能」「
負荷制御」の３つの電力制御手段の電力制御情報が送られる。
【００１６】
　電力制御情報を受け取った電力制御手法選択部１０４は、電力制御手法の適用（適用指
示）をおこなう。適用優先度がもっとも高い（適用優先度：１）である「保護機能つきコ



(8) JP 2010-200589 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

ンセントボックス」を適用して未使用コンセント端子を遮断する（Ｓ２０３）。これによ
り、接続されていない、または作動していない独立スポット負荷が突然投入されるという
ことはなくなり、停電の予防が可能になる。　
　続いて、適用可能な電力制御手法があるかどうかを判定する（Ｓ２０４）。適用可能な
電力制御手法が無い場合は、Ｓ２０１に戻って、再度、電力容量情報算出部１０１におい
て一定時間経過したのち逼迫値を計算する。一方、適用可能な電力制御手法がある場合は
Ｓ２０５へ進む。Ｓ２０５では、適用可能な電力制御手法が複数存在した場合に、適用優
先度が最も高い（数値が小さい）ものを１つ選択する。その後Ｓ２０６において、選択さ
れた電力制御手法を実行し、次の余力測定をおこなうためＳ２０１へ戻る。　
　次の電力容量情報算出部１０１のサイクルにおいて、電力利用量が変化していないと仮
定する。そうすると、あいかわらず逼迫値が２００であることが電力逼迫検知部１０２で
計算される（Ｓ２０１、Ｓ２０２）。ここで、電力制御手法候補検証部１０３は、「保護
機能つきコンセントボックス」が「適用」状態になったので、「警告機能」と「負荷制御
」の電力制御情報を電力制御手法選択部１０４に送信し、適用可能な電力制御手法がある
かどうかを判定する（Ｓ２０４）。そして本サイクルにおいては、電力制御手法選択部１
０４は適用優先度から「警告機能」を実行して（ここでは、「警告機能」の適用優先度：
４であり、「負荷制御」の適用優先度：７であるため「警告機能」が優先される）再度Ｓ
２０１へ戻る（Ｓ２０５、Ｓ２０６）。
【００１７】
　さらに次のサイクルでは、適用可能な（「待機」状態の）電力制御手法が、「負荷制御
」のみであり、警告後事態が改善されない場合は、「負荷制御」を適用する（Ｓ２０１か
らＳ２０６）。同様に、ここでは、制御機器であるエアコンの一時停止により消費電力量
を下げ、５００Ｗの電力消費が削減されたとする。その後、次のサイクルでＳ２０１にお
いて同様に余力ｍの測定をおこなった場合、負荷は１３００－５００＝８００であり、逼
迫値は計算すると、４００－（１５００－８００）＝－３００となったとする。逼迫値が
負となった場合は、Ｓ２０２において余力ｍが不足していないためＳ２０７へ進む。　
　逼迫値が負を通知された電力制御手法選択部１０４は、待機可能な電力制御手法、つま
り状態が「適用」で、「削減／復元可能電力量」が逼迫値の絶対値より小さい電力制御情
報を、電力制御手法選択部に送信する。ここで、もっとも待機優先度が高い「保護機能つ
きコンセントボックス」が適用され、未使用コンセント端子が復帰することで追加の電力
使用が可能になる（Ｓ２０７）。ただし、この場合は「負荷制御」は、「削減／復元可能
電力量」が５００Ｗであり、逼迫値が－３００であることから、｜－３００｜＜５００と
なり（｜ｘ｜はｘの絶対値）、負荷制御は待機優先度の関係から、他の手段により電力余
力が確保されるまでは継続する。　
　続いて、さらに待機可能な電力制御手法があるかどうかを判定する（Ｓ２０８）。待機
可能な電力制御手法がなければＳ２０１に戻り、前述した動作を繰り返す。待機可能な電
力制御手法がある場合はＳ２０９へ進む。さらに待機可能な電力制御手法が複数存在した
場合は、重要度がもっとも高いものを１つ選択する（Ｓ２０９、Ｓ２１０）。ここでは「
警告機能」により、利用者は大電力機器を停止させるなどして電力消費量を削減すること
もできる。Ｓ２１０において電力制御手法を待機させた後は、Ｓ２０１に戻り同様に一定
時間後の余力測定をおこなう。　
　そのとき、同様に電力逼迫検知部１０２が逼迫値を計算し、逼迫値が負になる。例えば
、仮に居住者がトースターなどのスポット負荷を使っているのであれば、これを停止する
などして余力を回復し、逼迫値が－５００を超えたところでエアコンを復帰させることが
できる。以上で本実施形態の処理フローを終了する。　
　上記の例ではあくまで「適用優先度」と「待機優先度」によって制御を行ったが、本意
としては、「保護機能コンセントボックス」の適用によりその時点で利用していないコン
セントからの不意の負荷がかかることを防止し、該系統を保護した状態で他の電力制御手
法を適用し、余力の回復をおこなうことである。
【００１８】
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　＜保護機能の系統別制御＞　
　上記の制御は、系統ごとに独立した制御も行い、また契約電力に対してもおこなう。一
般的な系統では１０Ａから１５Ａ（１０００Ｗから１５００Ｗ）の定格の配線をおこなう
ため、一部のコンセントに電力負荷が集中すると遮断のリスクがある。従って、個々の電
力制御手法はどの系統に作用するものなのかを示す必要がある。そのために、個々の電力
制御手法の電力制御情報には、適用系統を示す値を持たせてもよい。このとき、電力制御
手法候補検証部１０３は、入力された系統別の逼迫値それぞれに対して適用または待機可
能な電力制御手法を選定する。このとき、系統別の逼迫値に関しては、個々の電力制御手
法に対応する電力制御情報の適用系統が、逼迫値の系統ＩＤと一致するものから前出の手
法で選択する。当然ながら、契約電力に対する電力制御は、どの系統に対しても適用でき
るので、契約電力に対する逼迫値に対応する電力制御手法の選択には、適用系統による制
約は加わらない。　
　なお、ユーザに対する警告のようなものを系統別におこなう際には、系統ごとに電力制
御情報を用意してもよい。ただし、契約電力に対する系統全体におけるユーザ警告を適用
すべき時に、系統別のユーザ警告を適用してしまうことのないように、契約電力に対する
警告の電力制御情報の適用優先度を系統別警告の電力制御情報の適用優先度よりも高くし
ておき、かつ、契約電力に対する警告の電力制御手法が適用された際には、連動して、他
の警告系の電力制御手法の状態を「操作不可」とする、といった排他制御をおこなう。
【００１９】
　＜蓄積負荷制御＞　
　本実施形態では、電気自動車など高エネルギーバッテリを急速充電するための大容量充
電装置などといった種類の負荷を、蓄積負荷と呼ぶ。こういった負荷には、「経済充電モ
ード」「通常充電モード」「急速充電モード」といったモードスイッチが具備されると考
えられ、それぞれにおいて異なった電力利用パターンをおこなうと考えられる。本実施形
態の一例として、電力盤から独自に電力情報を取得し、貪欲に電力を利用する複数の蓄積
負荷が、負荷制御により安全な範囲で大量の電力を利用可能であることを示す。　
　ここで、１つの蓄積負荷を想定する。これは１台の急速充電電池搭載機器（例えば、電
気自動車）であるとする。もちろん、蓄積負荷が複数台存在しても問題は同一である。
【００２０】
　また、蓄積負荷は、「経済充電モード」、「通常充電モード」、「急速充電モード」の
それぞれに対応する電力制御情報を持ち、モードスイッチの状態に応じた電力制御情報を
電力制御手法選択部１０４に提供する。
【００２１】
「経済充電モード」：常時の充電モードであり、深夜電力を利用する。なお、以下の例で
は深夜電力時間終了時に充電を停止するが、充電を開始したら満充電まで動作してもよい
。　
　状態：深夜電力利用可能時のみ動作する。　
　操作不可→待機：充電池が接続され、深夜電力が利用可能／充電開始　
　待機→適用：電力制御による充電の一時停止指示／充電停止　
　適用→待機：電力制御による充電の停止状態からの復帰／充電再開　
　待機→操作不可：充電完了か、充電池の取り外し／充電停止　
　適用→操作不可：深夜電力時間帯の終了か、充電池の取り外し／充電停止　
　適用優先度：１　
　警告発生前に手法を適用する　
　待機優先度：６　
　電力利用が安定している時のみ待機する　
　削減／復元可能電力量：定数　
　バッテリ寿命を長持ちさせるため、小電力で長時間（たとえば２～６時間程度）かけて
充電する　
「通常充電モード」：昼間でも充電する必要がある使い方をする場合に選択する。　
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　状態：操作不可→待機：充電池接続／充電開始　
　待機→適用：電力制御による充電の一時停止指示／充電停止　
　適用→待機：電力制御による充電の停止状態からの復帰／充電再開　
　待機→操作不可：充電完了か、充電池の取り外し／充電停止　
　適用→操作不可：充電池の取り外し／充電停止　
　適用優先度：１　
　警告発生前に適用する。なお、営業所または事業所などのように、電気自動車を頻繁に
利用する可能性がある場合は、警告を発するように適用優先度４としてもよい　
　待機優先度：６　
　電力利用が安定している時のみ待機する　
　削減／復元可能電力量：　定数　
　バッテリ寿命を長持ちさせるため、比較的小電力で長時間（例えば１～２時間程度）か
けて充電する
「急速充電モード」：負荷制御をおこない電力を確保する。　
　状態：操作不可→待機：充電池接続／充電開始　
　待機→適用：電力制御による充電量の低下指示／１段階分充電停止　
　適用→待機：電力制御による充電停止状態からの復帰／充電再開　
　待機→操作不可：充電完了か、充電池の取り外し／充電停止　
　適用→操作不可：充電池の取り外し／充電停止　
　適用優先度：８　
　負荷制御よりも後に適用　
　待機優先度：１　
　電力利用が可能になったら最優先で待機　
　削減／復元可能電力量：「１段階」分の容量とする
　ここで、「経済充電モード」と「通常充電モード」については、「経済充電モード」が
時刻に基づく自律的な状態遷移をおこなうこと以外には本質的な差はない。一方、「急速
充電モード」においては、配電盤を随時モニタし、その時点その時点で利用できるだけの
電力を取得する。そのために、「急速充電モード」においては、充電に必要となる電力量
を複数に分割し、分割された電力量を１段階として、それぞれについて電力制御情報を提
供する。例えば最大３０００Ｗで充電可能で、充電速度が５００Ｗを１段階として、５０
０Ｗごとの調節が可能な充電器であれば、６つの同じ電力制御情報を提示する。これによ
り、充電量がゼロと最大の二択ではなく、５００Ｗごとにその場にある余力を確保するこ
とができる。なお、負荷制御の適用優先度よりも優先度が下げてあるため、以下の流れで
負荷制御を行いその分の電力を充電にまわすことができる。　
１．蓄積負荷：充電開始直前に、配電盤から得た電力容量から、用いる電力量を決定　
２．蓄積負荷：充電開始により、電力が逼迫（逼迫値が正になる）　
３．電力制御：逼迫によりコンセント停止、警告後に負荷制御を開始　
４．負荷制御により電力余力が増加　
５．蓄積負荷：配電盤への問合せで、蓄積負荷が電力余力の増加を検知　
６．蓄積負荷：余力の増分を確保　
　なお、より柔軟な制御を可能にするために、一つの蓄積負荷に２種類の電力制御情報を
作ることもできる。その場合は、適用優先度に差を付けて、逼迫度に応じて利用電力量の
定数分（「通常充電モード」と同様）と余力を使い切るための変動分と分けてもよい。
【００２２】
　＜外部資源予約による余力確保＞　
　契約した商用電力とは別に、外部に共用の非常用発電機や太陽電池、風力発電、あるい
は接続された電池やキャパシタのようなものが存在し、外部電力源として利用可能な場合
がある。ただし、一般的にそういった電力源には制約があり、コストがかかるため、自由
に利用できる種類のものではない。　
　このとき、外部電力源に対応する電力制御情報を以下のように用意することにより、他
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の手段を講じても電力が逼迫している場合にのみ自動的に外部電力源を利用することがで
きる。　
　状態：　
　操作不可→待機：外部電力源が利用可能になった／待機　
　待機→適用：外部電力源の利用指示／利用開始　
　適用→待機：外部電力源の利用停止指示／利用停止　
　適用→操作不可：外部電力源が何らかの理由で利用不可能になった／利用停止　
　待機→操作不可：外部電力源が何らかの理由で利用不可能になった／利用停止　
　適用優先度：１０　
　系統内で解決できない場合の最後の手段として用意する　
　待機優先度：１　
　可能な限り短期間しか用いないとする　
　削減／復元可能電力量：定数　
　供給可能な定格量を示す　
　なお、コストのかかる外部電力源を自動的に利用すると、利用者としては困る場合もあ
る。そこで、ユーザインターフェイスや物理的なスイッチなどを用いてユーザの許可を得
てから一定時間動作させる方法や、毎月の予算を別途定めてその予算の枠内で利用し、予
算オーバーしたら操作不可とする方法、あるいはこれらの手法の組み合わせなどにより利
便性を向上させてもよい。
【００２３】
　以上に示した第１の実施形態によれば、電力制御することが不可能な独立スポット負荷
が存在する環境において、一定時間間隔で消費電力量を取得し逼迫値を計算することで、
最も適した電力制御手法を適用して消費電力を抑えたり、外部の電力源を利用したりする
ことが可能となり、停電を予防しつつ利用者の利便性を損なわない負荷側制御をおこなう
ことができる。それにより、少ない電力契約容量でも効率のよい負荷率を得ることができ
る。
【００２４】
　（第２の実施形態）　
　＜余力推定＞　
　本実施形態は、第１の実施形態において必要余力の値が固定値であったものを、モニタ
リングをおこなうことにより必要余力の値を動的に決定する点が第１の実施形態と異なる
点である。必要余力は、制御下にない独立スポット負荷ひとつの電力消費量（アンペアあ
るいはワット数）のうち最大のものであればよいので、系統に電力消費量の情報が得られ
る配電盤が存在すれば、同一の系統に同時に電源が投入されない限り独立スポット負荷の
電力消費量を知ることができる。これは、配電盤の電力消費量の変化を適切な時間間隔（
一般的な独立スポット負荷のスイッチ投入から電力消費開始までの時間よりも長く、単独
の電力消費量変動が捉えられるほど短い時間、例えば２０秒から１分程度）でモニタする
ことにより、個々の系統にどのような電力消費をおこなう機器が接続されているかがわか
ることによる。そのうち、例えばエアコンのようなものについては、系統が独立している
ことが多い。そこで、配電盤の電力消費量の変化量（増加または減少も両方含む）のうち
、本実施形態あるいは既知の手段による電力制御によらないものの最大量を独立スポット
負荷の最大負荷（以下、最大電力変位量と呼ぶ）とし、またこれに安全率（１．２の定数
など）をかけたものを必要余力であるとする。
【００２５】
　本実施形態に係る電力制御装置について図３を参照して説明する。　
　図３の構成は、電力逼迫検知部１０２における「必要余力」を動的に算定するための仕
組みである。　
　本実施形態に係る電力制御装置３００は、第１の実施形態に係る電力制御装置１００に
加え、非制御電力容量学習部３０１、ネットワークモニタ部３０２、負荷制御監視部３０
３とを含む。　
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　第１の実施形態と同一の部分については同一の動作をおこなうためここでの説明は省略
する。　
　非制御電力容量学習部３０１は、上述した一定の時間間隔で配電盤から系統ごとの電力
量を電力容量情報算出部１０１から受け取り、最大電力変位量を記録してこれを系統ごと
の必要余力として電力逼迫検知部１０２に提供する。さらに、後述する負荷制御監視部３
０３から制御内容に関する情報を受け取る。これらより系統全体の必要余力を計算して、
後述するように必要があれば必要余力を更新して系統ごとの必要余力の最大値を電力逼迫
検知部１０２に提供する。　
　ネットワークモニタ部３０２は、制御機器など他の機器による制御命令をモニタし、制
御機器が制御された場合、制御されたことを示す制御内容を負荷制御監視部３０３へ通知
する。　
　負荷制御監視部３０３は、ネットワークモニタ部３０２からの制御内容と、電力制御手
法実行部１０５からの制御内容のフィードバックを受け取り、非制御電力容量学習部３０
１へ送る。
【００２６】
　ただし、例外的に、電力制御手法実行部１０５における制御が発生した時間間隔のデー
タと、ネットワークに電力制御に関わる（つまり、ＵＰｎＰ（登録商標）／ＥＣＨＯＮＥ
Ｔ（登録商標）機器の参加あるいは離脱、電源投入／遮断指令など）ネットワークメッセ
ージがモニタされた時には、この最大電力変位量を記録しない。つまり、ネットワークに
接続された制御機器が動作したことによる消費電力の増加分も含まれるため、必要余力の
更新をおこなわない。そのために、負荷制御監視部３０３において１つのフラグである電
力制御フラグを用意し、ネットワークモニタ部３０２は電力制御に関わるネットワークメ
ッセージをモニタし、もしメッセージが観測されたら対応する系統の電力制御フラグを立
てる。また、実際に電力が変化しうる電力制御手法を実行したら、同じく対応する系統の
電力制御フラグを立てる。また、対応する系統が不明の場合は、全ての系統に対応する電
力系統フラグを立てる。　
　その上で、非制御電力容量学習部３０１は系統ごとに独立したアルゴリズムで動作する
。
【００２７】
　必要余力を推定する非制御電力容量学習部３０１におけるアルゴリズムの一例を図４に
示すフローチャートを用いて詳細に説明する。　
　この例では、はじめにｆ（電力制御フラグ）をゼロで初期化し（Ｓ４０１）、ｍ（最大
電力変位量）も同様にゼロで初期化する（Ｓ４０２）。続いて非制御電力容量学習部３０
１は外部にある配電盤から現在の電力消費量を取得し、変数ｐｐへ代入する（Ｓ４０３）
。一定時間経過後（Ｓ４０４）、配電盤から現在の電力消費量を取得して変数ｃｐへ代入
する。　
　そして、ｆがゼロであればＳ４０９へ進み、さらに一定時間待つ。ｆがゼロでなければ
、Ｓ４０７に進み、変数ｃｐと変数ｐｐとの差の絶対値とｍの値を比較する。ｍの値の方
が小さければ、新たに必要余力を更新する必要があるためＳ４０８へ進む。ｍの値の方が
大きければ、まだ必要余力を更新する必要がないためＳ４０９へ進み一定時間待つ。　
　Ｓ４０８では、変数ｃｐと変数ｐｐとの差の絶対値を新たなｍとするためにｍの値を更
新しさらにｆをゼロに初期化してＳ４０９へ進む。Ｓ４０９では、ｍの値を更新するかど
うかにかかわらず一定時間待機する。Ｓ４１０では、配電盤で過去に取得した電力消費量
であるｐｐを、最新の電力消費量であるｃｐに更新する。その後Ｓ４０５に戻り同様の処
理を繰り返す。以上で必要余力を推定するアルゴリズムの一例の動作を終了する。
【００２８】
　なお、系統ごとの必要余力の決定は、単純に観測された、最大電力変位量を用いる方法
の他に、一定時間のヒストリを用いてその中の最大値とする方法や、観測電力変位量と安
全率と観測時からの経過時間の関数にする方法などでも良い。これは、まれにしかかから
ない負荷や、機器買い替えによる省エネ効果などを推測に入れるためのものである。
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【００２９】
　具体的には、例えば安全率１．２を、１週間ごとに変位量の１割ずつ引くとして、
【数１】

【００３０】
　などといった実質必要余力関数Ｍを用いる。Ｍ（ｍ，ｔｅ）により随時必要余力を計算
し、かつ、図４に示したアルゴリズムによる観測電力変位量の比較において、Ｍ（ｍ，ｔ

ｅ）とその時の観測変位（ｃｐ－ｐｐ）との比較を行い、観測変位の方が大きければ更新
されたら、ｔｅとｍを更新し、Ｍ（ｍ，ｔｅ）を再計算する、などといった手法である。
【００３１】
　以上に示した第２の実施形態によれば、系統ごとの電力量をモニタし、必要余力の値を
動的に更新することで効率の良い負荷側制御をおこなうことができる。
【００３２】
　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。
【符号の説明】
【００３３】
１００、３００・・・電力制御装置、１０１・・・電力容量情報算出部、１０２・・・電
力逼迫検知部、１０３・・・電力制御手法候補検証部、１０４・・・電力制御手法選択部
、１０５・・・電力制御手法実行部、１０６・・・電力制御部、３０１・・・非制御電力
容量学習部、３０２・・・ネットワークモニタ部、３０３・・・負荷制御監視部。
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