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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電または充放電を行う電力供給装置を備える複数の施設間で、電力供給装置が出力す
る電力を融通し合う電力管理システムにおける電力管理装置であって、
　所定の休止期間ごとに前記複数の施設のそれぞれに備えられる電力供給装置のうちから
選択した一部の電力供給装置を休止させる休止制御部と、
　休止中の電力供給装置以外の電力供給装置によって施設間で電力が融通されるように制
御する電力融通制御部とを備え、
　前記電力融通制御部は、
　予測される使用電力に対して、蓄電池の蓄積電力が不足する施設を、電力の融通を受け
るべき施設として決定する
　電力管理装置。
【請求項２】
　前記電力融通制御部は、
　電力の融通を受けるべきと決定した施設における施設に対して、前記施設が入力して負
荷に供給する電力であって、電力網経由で入力してよい商用電源以外の電力を通知する
　請求項１に記載の電力管理装置。
【請求項３】
　電力供給装置ごとの温度を監視する温度監視部をさらに備え、
　前記休止制御部は、
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　前記温度監視部が監視する温度に基づいて、次の休止期間において休止させる電力供給
装置を選択する
　請求項１または２に記載の電力管理装置。
【請求項４】
　選択された電力供給装置の温度に基づいて前記次の休止期間を決定する休止期間決定部
をさらに備える
　請求項３に記載の電力管理装置。
【請求項５】
　発電または充放電を行う電力供給装置を備える複数の施設間で、電力供給装置が出力す
る電力を融通し合う電力管理システムにおける電力管理方法であって、
　所定の休止期間ごとに前記複数の施設のそれぞれに備えられる電力供給装置のうちから
選択した一部の電力供給装置を休止させる休止制御ステップと、
　休止中の電力供給装置以外の電力供給装置によって施設間で電力が融通されるように制
御する電力融通制御ステップとを備え、
　前記電力融通制御ステップは、
　予測される使用電力に対して、蓄電池の蓄積電力が不足する施設を、電力の融通を受け
るべき施設として決定する
電力管理方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　発電または充放電を行う電力供給装置を備える複数の施設間で、電力供給装置が出力す
る電力を融通し合う電力管理システムにおける電力管理方法であって、
　所定の休止期間ごとに前記複数の施設のそれぞれに備えられる電力供給装置のうちから
選択した一部の電力供給装置を休止させる休止制御ステップと、
　休止中の電力供給装置以外の電力供給装置によって施設間で電力が融通されるように制
御する電力融通制御ステップであって、予測される使用電力に対して、蓄電池の蓄積電力
が不足する施設を、電力の融通を受けるべき施設として決定する電力融通制御ステップ
　を実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力管理装置、電力管理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発電装置と蓄電池とを備えた複数の電力需要家の間で負荷融通を行うシステムが知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。また、このような電力融通を行うシステムとして、
各住宅において電力使用量の予測値と蓄電値の充電量に基づいて融通量を決定し、各住宅
で決定された融通量に従って制御装置が電力融通の制御を行うという構成が知られている
（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－５５１３０号公報
【特許文献２】特開２０１０－２２０４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　蓄電池は、充放電が行われるごとに性能が劣化し、或る一定水準にまで性能が劣化した
ことを目安に寿命が尽きたものとして扱われる。また、太陽電池も使用に応じて劣化する
。このように蓄電池や太陽電池などの電力供給装置の劣化が進行して寿命が尽きた場合に
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は、新しい電力供給装置に交換することになるが、電力供給装置の交換にはコストや手間
がかかる。
　従って、電力供給装置としては、できるだけ長寿命化が図られることが好ましい。特に
、特許文献１、２などに挙げたような電力融通システムにおいて住宅に備えられる蓄電池
、太陽電池などは規模が大きく高価であるため、長寿命化が強く望まれている。
【０００５】
　特許文献２では、使用電力量の予測結果と蓄電池の蓄電量に基づいて融通量を決定して
いる。このような構成は、あくまでも、必要な電力が不足する住宅に対して、電力が余剰
している住宅から電力を効率的に融通しようというものであり、蓄電池の長寿命化につい
ては考慮されていない。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、電力供給装置を備える複数の施設
の間で電力を融通する電力融通システムにおいて、各施設の電力供給装置の長寿命化が図
られるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様としての電力管理装置は、発電または
充放電を行う電力供給装置を備える複数の施設間で、電力供給装置が出力する電力を融通
し合う電力管理システムにおける電力管理装置であって、所定の休止期間ごとに前記複数
の施設のそれぞれに備えられる電力供給装置のうちから選択した一部の電力供給装置を休
止させる休止制御部と、休止中の電力供給装置以外の電力供給装置によって施設間で電力
が融通されるように制御する電力融通制御部とを備える。
【０００８】
　また、上記の電力管理装置において、電力供給装置ごとの温度を監視する温度監視部を
さらに備え、前記休止制御部は、前記温度監視部が監視する温度に基づいて、次の休止期
間において休止させる電力供給装置を選択してもよい。
【０００９】
　また、上記の電力管理装置において、選択された電力供給装置の温度に基づいて前記次
の休止期間を決定する休止期間決定部をさらに備えてもよい。
【００１０】
　また、本発明の一態様としての電力管理方法は、発電または充放電を行う電力供給装置
を備える複数の施設間で、電力供給装置が出力する電力を融通し合う電力管理システムに
おける電力管理方法であって、所定の休止期間ごとに前記複数の施設のそれぞれに備えら
れる電力供給装置のうちから選択した一部の電力供給装置を休止させる休止制御ステップ
と、休止中の電力供給装置以外の電力供給装置によって施設間で電力が融通されるように
制御する電力融通制御ステップとを備える。
【００１１】
　また、本発明の一態様としてのプログラムは、コンピュータに、発電または充放電を行
う電力供給装置を備える複数の施設間で、電力供給装置が出力する電力を融通し合う電力
管理システムにおける電力管理方法であって、所定の休止期間ごとに前記複数の施設のそ
れぞれに備えられる電力供給装置のうちから選択した一部の電力供給装置を休止させる休
止制御ステップと、休止中の電力供給装置以外の電力供給装置によって施設間で電力が融
通されるように制御する電力融通制御ステップとを実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、電力供給装置を備える複数の施設の間で電力を
融通する電力融通システムにおいて、各施設の電力供給装置の長寿命化が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態に係る電力融通システムの構成例を示す図である。
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【図２】第１実施形態に係る電力管理装置の構成例を示す図である。
【図３】第１実施形態における電力管理装置による休止制御の例を示す図である。
【図４】第１実施形態における電力管理装置による休止制御の例を示す図である。
【図５】蓄電池の充放電サイクルに応じた放電容量維持率についての測定結果を示す図で
ある。
【図６】第１の実施形態に係る電力管理装置の構成例を示す図である。
【図７】第１の実施形態に係る電力管理装置が実行する休止制御のための処理手順例を示
すフローチャートである。
【図８】第２の実施形態に係る電力管理装置の構成例を示す図である。
【図９】第２の実施形態に係る電力管理装置が実行する休止制御のための処理手順例を示
すフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態に係る電力管理装置の構成例を示す図である。
【図１１】第３の実施形態に係る電力管理装置が実行する休止制御のための処理手順例を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜第１実施形態＞
　［電力融通システムの構成例］
　図１は、本実施形態に係る電力融通システムの全体構成例を示している。本実施形態に
おける電力融通システムは、例えば、所定の地域範囲における複数の需要家に対応する住
宅、商業施設、産業施設などの施設（以下、需要家施設と呼ぶ）における電力を一括して
管理する。そのうえで、本実施形態における電力融通システムは、施設が備える蓄電池に
蓄積された余剰の電力を、使用電力が不足する施設に供給するという電力融通を行うこと
ができる。
　このような電力融通システムは、例えばＴＥＭＳ（Town Energy Management System）
やＣＥＭＳ（Community Energy Management System）などといわれる電力管理システムに
おいて備えられる。
【００１５】
　本実施形態の電力融通システムは、図１において電力管理地域１として示す所定の地域
範囲における需要家施設１０－１～１０－５ごとの電気設備を対象として電力管理を行う
。
なお、以降において、需要家施設１０－１～１０－５について特に区別しない場合には、
需要家施設１０と記載する。また、同図では、電力管理地域１において５つの需要家施設
１０－１～１０－５が存在する例を示しているが、電力管理地域１における需要家施設１
０の数については特に限定されない。
【００１６】
　需要家施設１０は、例えば、住宅、商業施設、あるいは産業施設などに該当する。これ
らの需要家施設１０の電力系統と商用電源２は電力網３を介して接続されている。これに
より、需要家施設１０のそれぞれに対して商用電源２が配電される。また、複数の需要家
施設１０の間で電力網３を介して電力の授受を行わせることができる。つまり、需要家施
設１０間での電力融通を行うことができる。
【００１７】
　また、需要家施設１０のそれぞれは、通信網４を介して電力管理装置２００と相互に通
信が可能なように接続されている。
　電力管理装置２００は、電力管理地域１に存在する需要家施設１０のそれぞれにおける
電気設備を対象として電力制御を実行する。
【００１８】
　［需要家施設における電力系統の構成例］
　図２は、１つの需要家施設１０における電力系統の構成例を示している。同図に示すよ
うに、１つの需要家施設１０は、太陽電池１０１、パワーコンディショナ１０２、蓄電池
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１０３、インバータ１０４、電力経路切替部１０５、負荷１０６及び施設別制御部１０７
を備える。
【００１９】
　太陽電池１０１は、光起電力効果により光エネルギーを電力に変換する発電装置である
。太陽電池１０１は、電力供給装置の１例である。太陽電池１０１は、例えば需要家施設
１０の屋根などのように太陽光を効率的に受けられる場所に設置されることで、太陽光を
電力に変換する。
　パワーコンディショナ１０２は、太陽電池１０１から出力される直流の電力を交流に変
換する。
【００２０】
　蓄電池１０３は、入力した電力を蓄積（充電）し、また、蓄積した電力を出力（放電）
する。蓄電池１０３は、電力供給装置の一例である。この蓄電池１０３には、例えばリチ
ウムイオン電池などを採用することができる。
【００２１】
　インバータ１０４は、蓄電池１０３に対応して備えられるもので、蓄電池１０３に充電
するための電力の交流直流変換と、蓄電池１０３から放電により出力される電力の直流交
流変換とを行う。つまり、インバータ１０４は、蓄電池１０３が入出力する電力の双方向
変換を行う。
　具体的に、蓄電池１０３に対する充電時には、商用電源２またはパワーコンディショナ
１０２から電力経路切替部１０５を介して充電のための交流の電力がインバータ１０４に
供給される。インバータ１０４は、このように供給される交流の電力を直流に変換し、蓄
電池１０３に供給する。
　また、蓄電池１０３の放電時には、蓄電池１０３から直流の電力が出力される。インバ
ータ１０４は、このように蓄電池１０３から出力される直流の電力を交流に変換して電力
経路切替部１０５に供給する。
【００２２】
　電力経路切替部１０５は、施設別制御部１０７の制御に応じて電力経路の切り替えを行
う。この際、施設別制御部１０７は、電力管理装置２００の指示に応じて、電力経路切替
部１０５を制御することができる。
【００２３】
　上記の制御に応じて、電力経路切替部１０５は、同じ需要家施設１０において、商用電
源２を負荷１０６に供給するように電力経路を形成することができる。
　また、電力経路切替部１０５は、同じ需要家施設１０において、太陽電池１０１により
発生された電力をパワーコンディショナ１０２から負荷１０６に供給するように電力経路
を形成することができる。
　また、電力経路切替部１０５は、同じ需要家施設１０において、商用電源２と太陽電池
１０１の一方または両方から供給される電力をインバータ１０４経由で蓄電池１０３に充
電するように電力経路を形成することができる。
　また、電力経路切替部１０５は、同じ需要家施設１０において、蓄電池１０３から放電
により出力させた電力を、インバータ１０４経由で負荷１０６に供給するように電力経路
を形成することができる。
【００２４】
　さらに、電力経路切替部１０５は、太陽電池１０１により発生された電力を、例えば商
用電源２の電力系統を経由して、他の需要家施設１０における蓄電池１０３に対して供給
するように電力経路を形成することができる。
　また、電力経路切替部１０５は、蓄電池１０３の放電により出力される電力を、他の需
要家施設１０における負荷１０６に供給するように電力経路を形成することができる。
【００２５】
　負荷１０６は、需要家施設１０において自己が動作するために電力を消費する機器や設
備などを一括して示したものである。
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【００２６】
　施設別制御部１０７は、需要家施設１０における電気設備（太陽電池１０１、パワーコ
ンディショナ１０２、蓄電池１０３、インバータ１０４、電力経路切替部１０５、負荷１
０６のすべてまたは一部）を制御する。
【００２７】
　電力管理装置２００は、通信網４を介して需要家施設１０における施設別制御部１０７
の各々と相互通信可能なように接続される。これにより、電力管理装置２００は、施設別
制御部１０７に対する制御によって、その施設別制御部１０７の管理下にある電気設備を
制御することができる。
【００２８】
　なお、施設別制御部１０７を省略して、電力管理装置２００が各需要家施設１０におけ
る電気設備などを直接制御するようにしてもよい。しかし、本実施形態では、電力管理装
置２００と施設別制御部１０７とを備えて、電力管理地域１全体と需要家施設１０とで制
御を階層化することにより、電力管理装置２００の制御の複雑化を回避している。
【００２９】
　このように、本実施形態においては、電力管理地域１において複数の太陽電池１０１と
複数の蓄電池１０３が備えられる。
　電力管理地域１内の需要家施設１０のうちの一部において、例えば太陽電池１０１や、
蓄電池１０３及びインバータ１０４を備えないものがあってもよい。また、電力管理地域
１において備えられる太陽電池１０１の数と蓄電池１０３の数は同じである必要はなく、
異なっていてもかまわない。
【００３０】
　本実施形態における蓄電池１０３は、需要家施設１０において備え付けられる設備では
あるが、需要家施設１０ごとに個別に使用されるものではない。本実施形態の電力融通シ
ステムにおいては、蓄電池１０３に蓄電された電力を、電力管理地域１における他の需要
家施設１０の負荷１０６に対しても供給することができる。つまり、蓄電池１０３の蓄積
電力は、電力管理地域１における需要家施設１０の負荷１０６の間で相互に融通するよう
に利用される。
【００３１】
　［蓄電池休止制御の概要］
　上記構成による本実施形態の電力融通システムにおいて、電力管理装置２００は蓄電池
１０３の休止制御を以下のように実行する。
　つまり、電力管理装置２００は、需要家施設１０－１～１０－５のそれぞれが備える５
つの蓄電池１０３を、一定の休止期間ごとに、予め定められた順番に従って１つずつ休止
させる。そのうえで、電力管理装置２００は、休止している蓄電池１０３以外の稼働中の
蓄電池１０３を利用して電力融通制御を実行する。電力融通制御の際、電力管理装置２０
０は、稼働中の蓄電池１０３の蓄電量と、需要家施設１０－１～１０－５それぞれの使用
電力（リアルタイムに測定された値であっても予測値であってもよい）とに基づいて、稼
働中の蓄電池１０３のうちのいずれの蓄電池１０３の蓄積電力を電力網３に出力させ、ど
の需要家施設１０に供給すべきかを決定する。
【００３２】
　このような休止制御の具体例として、図３においては、需要家施設１０－１～１０－５
のそれぞれが備える蓄電池１０３のうち、需要家施設１０－１の蓄電池１０３が休止して
おり、他の需要家施設１０－２～１０－５の各蓄電池１０３が稼働している状態を示して
いる。
　また、同図においては、電力融通の状態として、需要家施設１０－２、１０－３、１０
－４の各蓄電池１０３が蓄積電力を電力網３に出力している状態が示されている。一方、
需要家施設１０－１、１０－５に対して、需要家施設１０－２、１０－３、１０－４の各
蓄電池１０３が出力した電力が分配され、分配された電力が供給されている状態が示され
ている。
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【００３３】
　次に、図４は、図３に示した需要家施設１０－１の蓄電池１０３についての休止期間が
終了して、次の休止期間に至ったときの蓄電池１０３の状態と、電力融通の状態の例を示
している。
　図４においては、需要家施設１０－１の蓄電池１０３については休止状態から稼働状態
に切り替わっており、代わりに、需要家施設１０－２の蓄電池１０３が休止状態となって
いる。これにより、需要家施設１０－１、１０－３～１０－５の各蓄電池１０３が稼働中
の状態となる。
　そのうえで、同図においては、電力融通の状態として、需要家施設１０－１、１０－４
、１０－５の各蓄電池１０３が蓄積電力を電力網３に出力している状態が示されている。
一方、需要家施設１０－２、１０－３に対して、需要家施設１０－１、１０－４、１０－
５の各蓄電池１０３が出力した電力が分配され、分配された電力が供給されている状態が
示されている。
【００３４】
　蓄電池１０３を休止させている休止期間においては充放電が行われないことから、休止
期間において充放電による劣化は生じない。これにより、蓄電池１０３の劣化の進行を抑
制して長寿命化を図ることができる。
　さらに、蓄電池１０３は、休止させることによって性能が回復することが知られている
。図５は、蓄電池１０３の性能として、充放電サイクルに応じたＳＯＨ（State Of Healt
h）についての測定結果を示している。同図において横軸が充放電サイクル数であり、縦
軸が放電容量維持率（％）である。
　同図に示すように、蓄電池１０３は、充放電が行われるのに応じて充放電容量維持率が
低下するように劣化していく。しかし、同図においては、矢印Ａで示す充放電サイクル回
数のタイミングにおいて放電容量維持率が約０．５％高くなるように回復している。矢印
Ａで示す充放電サイクル回数のタイミングにおいては、蓄電池１０３を１０日間休止させ
ている。このように、蓄電池１０３は、休止することによって性能が回復する。また、劣
化が進行しているほど、同じ時間により休止させた場合の回復率は大きくなる。
【００３５】
　なお、図５に示すように蓄電池１０３を休止させることにより性能が回復することにつ
いては以下のような理由が考えられる。蓄電池１０３が稼働しているときには何らかの電
圧がかかっているが、この状態においては蓄電池１０３内の物質の反応性が高くなり、例
えば電極の劣化などをはじめとした蓄電池の性能を阻害するような物質変化が生じる。こ
れに対して、休止状態においては、蓄電池１０３内の物質に電圧がかかっていないことに
より、その物質が化学的に安定した状態に戻ろうとする。これにより、蓄電池１０３の性
能が回復する。
【００３６】
　［電力管理装置の機能構成例］
　図６は、第１実施形態に係る電力管理装置２００の機能構成例を示している。同図に示
す構成は、図３、図４により説明した蓄電池１０３の休止制御に対応する。
　図６に示す電力管理装置２００は、通信部２０１、休止制御部２０２、電力融通制御部
２０３を備える。
【００３７】
　通信部２０１は、通信網４経由で需要家施設１０の各々における施設別制御部１０７と
通信を実行する。
【００３８】
　休止制御部２０２は、休止期間ごとに複数の需要家施設１０のそれぞれに備えられる蓄
電池１０３のうちから選択した一部の蓄電池１０３を休止させる。なお、本実施形態にお
いては、一部の蓄電池１０３として、複数の需要家施設１０のそれぞれに備えられる蓄電
池１０３のうちの１つの蓄電池１０３を選択する例を挙げている。
　休止制御部２０２は、選択した蓄電池１０３を休止させるにあたり、休止させるべき蓄
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電池１０３を備える需要家施設１０における施設別制御部１０７に対して蓄電池１０３の
休止を指示する。休止の指示を受けた施設別制御部１０７は、配下の蓄電池１０３を休止
させるための制御を実行する。このようにして蓄電池１０３が休止するように制御される
。
【００３９】
　電力融通制御部２０３は、休止中の蓄電池１０３以外の蓄電池１０３によって需要家施
設１０間で電力が融通されるように制御する。
　具体的に、電力融通制御部２０３は、稼働中の蓄電池１０３ごとの蓄電量と、需要家施
設１０それぞれの使用電力（リアルタイムに測定された値であっても予測値であってもよ
い）とに基づいて、稼働中の蓄電池１０３のうちのいずれの蓄電池１０３の蓄積電力を電
力網３に出力（融通）させるべきかを決定する。また、電力融通制御部２０３は、いずれ
の需要家施設１０に蓄電池１０３から出力された電力をどれだけ供給（融通）すべきかを
決定する。
【００４０】
　そして、電力融通制御部２０３は、蓄電電力を融通させるべきと決定した蓄電池１０３
を備える需要家施設１０における施設別制御部１０７に対して蓄電池１０３からの放電を
指示する。放電の指示を受けた施設別制御部１０７は、配下の蓄電池１０３が放電を実行
し、かつ、放電により蓄電池１０３から出力される電力が電力経路切替部１０５から電力
網３に出力されるように制御を実行する。これにより、電力融通制御部２０３が決定した
蓄電池１０３の蓄積電力が電力網３に供給される。
【００４１】
　また、電力融通制御部２０３は、蓄電池１０３からの電力の融通を受けるべきと決定し
た需要家施設１０における施設別制御部１０７に対して、電力網３経由で入力してよい商
用電源２以外の電力を通知する。通知を受けた施設別制御部１０７は、例えば、通知が示
す電力を上限として蓄電池１０３から出力された電力を入力して負荷１０６に供給するよ
うに制御を実行する。
　このように、電力融通制御部２０３が電力融通制御を実行することで、電力融通システ
ムにおいて稼働中の蓄電池１０３を利用した電力の融通が可能となる。
【００４２】
　［処理手順例］
　図７のフローチャートは、第１実施形態の電力管理装置２００が実行する休止制御のた
めの処理手順例を示している。
　電力管理装置２００における休止制御部２０２は、休止期間を計時しており、休止期間
が終了するのを待機している（ステップＳ１０１）。
　休止期間が未だ終了していない場合（ステップＳ１０１－ＮＯ）、休止制御部２０２は
、ステップＳ１０２、Ｓ１０３をスキップしてステップＳ１０４に処理を進める。
　一方、休止期間が終了するのに応じて（ステップＳ１０１－ＹＥＳ）、休止制御部２０
２は、これまでの休止期間において休止させていた蓄電池１０３を稼働させるための制御
を実行する（ステップＳ１０２）。また、休止制御部２０２は、次の休止順の蓄電池１０
３を休止させる（ステップＳ１０３）。この際、休止制御部２０２は、これまでの休止期
間についての計時時間をリセットしたうえで休止期間の計時を開始する。
【００４３】
　また、電力融通制御部２０３は、需要家施設１０それぞれの使用電力と、現在において
稼働中の蓄電池１０３の蓄積電力とに基づいて、稼働中の蓄電池１０３のうちから電力を
融通すべき蓄電池１０３を決定（選択）する。また、電力融通制御部２０３は、電力の融
通を受けるべき需要家施設１０を決定する。この際、電力融通制御部２０３は、需要家施
設１０に融通すべき電力についても算出する（ステップＳ１０４）。
【００４４】
　一例として、電力融通制御部２０３は、ステップＳ１０４において、予測される使用電
力に対して、自己が備える蓄電池１０３の蓄積電力が不足する需要家施設１０を、電力の
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融通を受けるべき需要家施設１０として決定する。また、電力融通制御部２０３は、ステ
ップＳ１０４において、上記の予測される使用電力に対する蓄電池１０３の蓄積電力の不
足分を、電力の融通を受けるべき需要家施設１０に融通する電力として求める。
　また、電力融通制御部２０３は、ステップＳ１０４において、電力を融通すべき蓄電池
１０３として、融通対象の需要家施設１０に融通すべき電力の総合値が得られるまで、蓄
積電力が多い蓄電池１０３の順に選択する。
【００４５】
　ここで、ステップＳ１０３からステップＳ１０４の処理に移行した場合には、稼働中の
蓄電池１０３の組み合わせがこれまでとは異なっている。そこで、この場合の電力融通制
御部２０３は、新たな組み合わせによる稼働中の蓄電池１０３の蓄積電力に基づいて、電
力を融通すべき蓄電池１０３を選択する。
【００４６】
　電力融通制御部２０３は、ステップＳ１０４により電力を融通すべきと決定された蓄電
池１０３の蓄積電力を電力網３に出力させる。これととともに、電力融通制御部２０３は
、ステップＳ１０４により電力の融通を受けるべきと決定された需要家施設１０のそれぞ
れが、電力網３に出力された蓄積電力の融通を受けられるように制御を実行する（ステッ
プＳ１０５）。
【００４７】
　＜第２実施形態＞
　［概要］
　続いて、第２実施形態について説明する。第２実施形態の休止制御においては、予め定
められた順番により蓄電池１０３を休止させるのではなく、休止期間の終了タイミングに
おいて温度が最も高い蓄電池１０３を休止対象として選択する。
　蓄電池１０３の温度が高いほど稼働中における運転条件や周囲環境（例えば、周囲温度
）などが厳しいといえる。そこで、このような厳しい環境において稼働されていた蓄電池
１０３を優先して休止させるようにすれば、電力融通システムにおける蓄電池１０３の劣
化の進行度合いを平均化することができ、結果的に、さらなる長寿命化を図ることが可能
になる。
【００４８】
　［電力管理装置の機能構成例］
　図８は、第２実施形態に係る電力管理装置２００の機能構成例を示している。なお、同
図において、図６と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。
　図８に示す電力管理装置２００においては、図６に示す構成に対して温度監視部２０４
がさらに備えられる。温度監視部２０４は、需要家施設１０が備える蓄電池１０３ごとの
温度を監視する。
【００４９】
　蓄電池１０３の温度の監視にあたり、温度監視部２０４は、所定のタイミングで（例え
ば、一定時間ごとに）、稼働中の蓄電池１０３を備える需要家施設１０の施設別制御部１
０７のそれぞれに対して蓄電池１０３の温度の通知を指示する。
　需要家施設１０における蓄電池１０３は自己の温度を測定することができる。そこで、
温度監視部２０４からの指示を受けた施設別制御部１０７は、配下の蓄電池１０３に温度
を測定させ、測定された温度を取得する。施設別制御部１０７は、取得した温度を温度監
視部２０４に通知する。温度監視部２０４は、各需要家施設１０の施設別制御部１０７か
ら通知された温度を取得する。
　このようにして、温度監視部２０４は、各需要家施設１０における蓄電池１０３の温度
を監視する。
【００５０】
　第２実施形態における休止制御部２０２は、温度監視部２０４が監視する温度に基づい
て、次の休止期間において休止させる電力供給装置を選択する。つまり、休止制御部２０
２は、これまでの休止期間が終了したタイミングで温度監視部２０４が取得している各需
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要家施設１０の蓄電池１０３の温度の情報を参照する。そして、最も高い温度に対応する
蓄電池１０３を、次の休止期間において休止すべきであると決定する。
【００５１】
　［処理手順例］
　図９のフローチャートは、第２の実施形態に係る電力管理装置２００が実行する休止制
御のための処理手順例を示している。なお、同図において、図７と同様の処理については
、同一符号を付して説明を省略する。
　同図に示すように、温度監視部２０４は、蓄電池１０３の温度を所定タイミングで監視
する（ステップＳ１０６）。そして、これまでの休止期間が終了するのに応じて（ステッ
プＳ１０１－ＹＥＳ）、休止制御部２０２は、これまで休止させていた蓄電池１０３を稼
働させる（ステップＳ１０２）。
　また、休止制御部２０２は、これまでの休止期間において稼働していた蓄電池１０３の
うちで、温度監視部２０４により取得された温度が最も高い蓄電池１０３を休止対象とし
て選択する（ステップＳ１０３Ａ）。休止制御部２０２は、ステップＳ１０３Ａにより休
止対象として選択した蓄電池１０３の休止を開始させる（ステップＳ１０３Ｂ）。
　このような制御によって、第２実施形態においては、運転条件や周囲環境が厳しい蓄電
池１０３を優先的に休止させることができる。
【００５２】
　＜第３実施形態＞
　［概要］
　続いて、第３実施形態について説明する。第３実施形態における電力管理装置２００は
、第２実施形態と同様に温度監視部２０４が監視する温度に基づいて休止対象の蓄電池１
０３を決定するようにしたうえで、休止対象として決定された蓄電池１０３の温度に基づ
いて休止期間を決定する。具体的には、電力管理装置２００は、温度が高いほど休止期間
を長くするように設定する。
　このように、第3実施形態では、休止対象の蓄電池１０３の温度に基づいて休止期間を
設定することにより、運転条件や周囲環境が厳しい蓄電池１０３ほど長く休止させること
ができる。長く休止させることによって、使用されない期間が増加するので結果的により
長寿命とすることができる。また、休止期間を長くすることにより、蓄電池１０３の回復
の度合いを高めることも可能となり、この点でもさらなる長寿命化を図ることが可能にな
る。
【００５３】
　［電力管理装置の機能構成例］
　図１０は、第３の実施形態に係る電力管理装置２００の構成例を示している。なお、同
図において図８と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。
　図１０に示す電力管理装置２００においては、休止期間決定部２０５がさらに備えられ
る。休止期間決定部２０５は、休止対象として選択された蓄電池１０３の温度に基づいて
、次の休止期間（休止対象として選択された蓄電池１０３を休止させる期間）を決定する
。
　休止期間決定部２０５は、休止制御部２０２により次の休止期間における休止対象の蓄
電池１０３が決定されるのに応じて、休止対象として決定された蓄電池１０３に対応する
温度を温度監視部２０４から取得する。
【００５４】
　休止期間決定部２０５は、取得した温度に基づいて、これまでの休止期間に続く次の休
止期間を決定する。次の休止期間の決定にあたり、休止期間決定部２０５は、温度と休止
期間とを対応付けた構造のルックアップテーブルを参照するようにしてもよいし、温度を
パラメータとして休止期間を求める所定の演算を行うようにしてもよい。
【００５５】
　休止制御部２０２は、以降において、休止期間決定部２０５が決定した次の休止期間と
しての時間にわたって、休止対象として選択した蓄電池１０３を休止させるように制御を
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実行する。
【００５６】
　［処理手順例］
　図１１のフローチャートは、第３実施形態に係る電力管理装置２００が実行する休止制
御のための処理手順例を示している。なお、同図において、図９と同様の処理については
同一符号を付して説明を省略する。
　図１１に示すように、これまでの休止期間が終了するのに応じて（ステップＳ１０１－
ＹＥＳ）、休止制御部２０２は、これまで休止させていた蓄電池１０３を稼働させる（ス
テップＳ１０２）。そのうえで、休止制御部２０２は、これまでの休止期間において稼働
していた蓄電池１０３のうちで、温度監視部２０４がステップＳ１０６により取得した温
度が最も高い蓄電池１０３を休止対象として選択する（ステップＳ１０３Ａ）。
　休止期間決定部２０５は、ステップＳ１０３Ａにより休止期間として決定された蓄電池
１０３の温度（すなわち、温度監視部２０４が取得している温度のうちで最も高い温度）
に基づいて休止期間を決定する（ステップＳ１０７）。
　休止制御部２０２は、ステップＳ１０３Ａにより休止対象として選択した蓄電池１０３
の休止を開始させる（ステップＳ１０３Ｂ）。以降、休止が開始された蓄電池１０３は、
ステップＳ１０７にて決定された休止期間が経過するまで休止の状態を維持する。
【００５７】
　なお、これまでの説明においては、休止期間ごとに１つの蓄電池１０３を休止させてい
るが、休止期間ごとに２以上の蓄電池１０３を休止させてよい。また、例えば蓄電池１０
３の蓄積電力と各需要家施設１０における使用電力との関係などに対応させて、休止期間
ごとに休止させる蓄電池１０３の数が変更されてもよい。
【００５８】
　また、蓄電池は、満充電の状態で保存すると劣化が進行することが知られている。そこ
で、休止期間において蓄電池１０３を休止させているときには、休止中の蓄電池１０３に
ついて良好な保存状態が得られる適正電位の状態をできるだけ設定することが劣化進行を
抑制するうえで好ましい。このためには、例えば休止順が予め定められているような場合
であれば、休止期間の開始となったときにできるだけ適正電位となっているように、電力
管理装置２００が稼働中における蓄電池１０３の運転制御を行うようにすればよい。
【００５９】
　なお、本実施形態において休止対象とする電力供給装置としては蓄電池に限定されない
。例えば、蓄電池に代えて、太陽電池などの発電装置を休止させるようにしてもよい。ま
た、蓄電池と太陽電池を適宜組み合わせて休止させるようにしてもよい。
【００６０】
　なお、上述の電力管理装置２００の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータ
システムに読み込ませ、実行することにより上述の休止制御のための処理を行ってもよい
。ここで、「記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実
行する」とは、コンピュータシステムにプログラムをインストールすることを含む。ここ
でいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。また、「コンピュータシステム」は、インターネットやＷＡＮ、ＬＡＮ、専用回線等
の通信回線を含むネットワークを介して接続された複数のコンピュータ装置を含んでもよ
い。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁
気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハ
ードディスク等の記憶装置のことをいう。このように、プログラムを記憶した記録媒体は
、ＣＤ－ＲＯＭ等の非一過性の記録媒体であってもよい。また、記録媒体には、当該プロ
グラムを配信するために配信サーバからアクセス可能な内部または外部に設けられた記録
媒体も含まれる。配信サーバの記録媒体に記憶されるプログラムのコードは、端末装置で
実行可能な形式のプログラムのコードと異なるものでもよい。すなわち、配信サーバから
ダウンロードされて端末装置で実行可能な形でインストールができるものであれば、配信
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サーバで記憶される形式は問わない。なお、プログラムを複数に分割し、それぞれ異なる
タイミングでダウンロードした後に端末装置で合体される構成や、分割されたプログラム
のそれぞれを配信する配信サーバが異なっていてもよい。さらに「コンピュータ読み取り
可能な記録媒体」とは、ネットワークを介してプログラムが送信された場合のサーバやク
ライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時
間プログラムを保持しているものも含むものとする。また、上記プログラムは、上述した
機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、上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わせで実現できるもの、いわゆる
差分ファイル（差分プログラム）であってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１　電力管理地域
　１０　需要家施設
　１０１　太陽電池
　１０２　パワーコンディショナ
　１０３　蓄電池
　１０４　インバータ
　１０５　電力経路切替部
　１０６　負荷
　１０７　施設別制御部
　２００　電力管理装置
　２０１　通信部
　２０２　休止制御部
　２０３　電力融通制御部
　２０４　温度監視部
　２０５　休止期間決定部
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