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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電気的および熱的エネルギーを供給するシステ
ムにおいて、気象および需要の推測および予測により、
より多くの電気的および熱的出力エネルギーを取得し、
できるだけ装置設置コストを下げ、できるだけ運転コス
トを安くし、かつ、できるだけＣＯ２排出量を減少させ
る組合せを得ることができるユーザフレンドリなシミュ
レーション方法およびシミュレーションソフトウェアを
提供する。
【解決手段】風力発電装置、太陽光発電装置、太陽熱集
熱装置（温水等製造装置）ならびにコージェネレーショ
ン装置を単用、併用、若しくは合用（ハイブリッド装置
の場合）するシステムのそれぞれの装置規模構成および
運転方法をシミュレーションするソフトウェアであって
、気象推予測ソフトモジュール、電力・熱需要推予測ソ
フトモジュール、およびシステム構成・運転方法好適化
ソフトモジュールのうち、１つ以上の独立または融合し
たソフトモジュールで構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
計算機上のソフトウェアで構築する気象推予測ソフトモジュール、電力・熱需要推予測ソ
フトモジュール、およびシステム構成・運転方法好適化ソフトモジュールのうち、一つを
独立して、或いは二つ以上を融合して用いて、風力発電装置、太陽光発電装置、太陽熱集
熱装置ならびにコージェネレーション装置を単用、若しくは併用、若しくは合用するエネ
ルギーシステムおよび運転をシミュレーションする方法。
【請求項２】
前記気象推予測ソフトモジュールにおいて、過去蓄積気象データから過去および現在にお
いて気象観測が行われていない地点の過去気象を経験論的に推測する過去推測気象データ
算出機能を特徴とする請求項１に記載のシミュレーション方法。
【請求項３】
請求項１に記載の気象推予測ソフトモジュールにおいて、過去蓄積気象データ、請求項２
に記載のシミュレーション方法によって算出された過去および現在における未観測地点の
過去推測気象データ、現時点の気象データ、および現在の気象予報データのうち一つだけ
、或いは二つ以上のデータから任意の予測対象地点での気象を時間毎の変化として予測す
る今後予測気象変化算出機能を特徴とする請求項１に記載のシミュレーション方法。
【請求項４】
請求項２に記載の気象推予測ソフトモジュールにおいて、過去蓄積気象データから緯度お
よび経度に基づいて有用な地点のデータを自動的に選定し抽出して、過去および現在にお
ける未観測地点の過去推測気象データを経験論的に算出する機能を特徴とする請求項１に
記載のシミュレーション方法。
【請求項５】
請求項３に記載の気象推予測ソフトモジュールにおいて、過去蓄積気象データ、請求項２
に記載のシミュレーション方法によって算出された過去および現在における未観測地点の
過去推測気象データ、現時点の気象データ、および現在の気象予報データのうち一つだけ
、或いは二つ以上のデータから緯度および経度に基づいて有用な地点のデータを自動的に
選定し抽出して、任意の予測対象地点での今後予測気象変化を経験論的に算出する機能を
特徴とする請求項１に記載のシミュレーション方法。
【請求項６】
請求項１に記載の電力・熱需要推予測モジュールにおいて、過去および現在における電力
および熱需要計測データが蓄積されていない対象施設に対する過去の電力および熱需要デ
ータを予め準備したいくつかの電力および熱需要モデルパターンを用いて、請求項２から
請求項４に記載の気象推予測ソフトモジュールによって推測された過去推測気象データか
ら経験論的に推測する過去推測需要データ算出機能を特徴とする請求項１に記載のシミュ
レーション方法。
【請求項７】
請求項１に記載の電力・熱需要推予測モジュールにおいて、請求項２から請求項４に記載
の過去推測気象データ、請求項５に記載の今後予測気象変化、請求項６に記載の電力およ
び熱需要モデルパターン、過去蓄積計測需要データおよび過去推測需要データのうち、一
つだけ、或いは二つ以上のデータから、過去および現在における電力および熱需要計測デ
ータが蓄積されていない対象施設に対する過去の電力および熱需要を時間毎の変化として
予測する今後予測需要変化算出機能を特徴とする請求項１に記載のシミュレーション方法
。
【請求項８】
請求項１に記載のシステム構成・運転方法好適化モジュールにおいて、風力発電装置、太
陽光発電装置、太陽熱集熱装置ならびにコージェネレーション装置を単用、若しくは併用
、若しくは合用するエネルギーシステムにおける電気的および熱的出力エネルギー、装置
設置コスト、運転コスト、ＣＯ２排出をベストマッチングするシステム構成および運転方
法を出力する機能を特徴とする請求項１に記載のシミュレーション方法。
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【請求項９】
請求項１に記載のシステム構成・運転方法好適化モジュールにおいて、請求項２から請求
項４に記載の気象推予測モジュールにより算出される任意地点の今後予測気象変化を用い
て、同地点における任意規模の風力発電装置、太陽光発電装置、および太陽熱集熱装置を
設置した場合に得られる電力・熱エネルギー量を時間毎の変化として予測する今後予測供
給可能エネルギー変化算出機能を特徴とする請求項１に記載のシミュレーション方法。
【請求項１０】
請求項１に記載のシステム構成・運転方法好適化モジュールにおいて、請求項９に記載の
今後予測供給可能エネルギー変化算出機能により予測された今後予測供給可能エネルギー
変化と請求項７に記載の今後予測需要変化算出機能により予測される今後予測需要変化を
用いて、風力発電装置、太陽光発電装置、太陽熱集熱装置ならびにコージェネレーション
装置を単用、若しくは併用、若しくは合用するエネルギーシステムの運転法を時間毎に運
転コスト或いはＣＯ２排出量に関して好適化する予測利用運転好適化機能を特徴とする請
求項１に記載のシミュレーション方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シミュレーション方式およびシミュレーションソフトウェアの分野に関する
。より詳細には、電気的および熱的エネルギーを供給するシステムにおいて、電気的およ
び熱的出力エネルギー、装置設置コスト、運転コスト、およびＣＯ２排出量のシミュレー
ション方式およびシミュレーションソフトウェアの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コスト、エネルギー消費量、若しくは二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減を目的とした
、民生・商業・教育施設への風力発電装置、太陽光発電装置、太陽熱集熱装置ならびにコ
ージェネレーション装置を単用、併用、若しくは合用（ハイブリッド装置の場合）するシ
ステムに関しては、多くの導入案・シミュレーション事例（たとえば、非特許文献１、２
、および３）があり、そこでは導入対象となっている施設ごとに独立したシミュレーショ
ン方法ならびに条件を用いて、前記システムを導入した場合の電気的および熱的出力エネ
ルギー・装置設置コスト・運転コスト・ＣＯ２排出量などを計算している。
【０００３】
　たとえば非特許文献４、５、および６では、予め電力および熱需要データが計測されて
いる施設において、前記システムを導入した場合の電気的および熱的出力エネルギー・装
置設置コスト・運転コスト・ＣＯ２排出量などを計算している。
【０００４】
　コージェネレーション装置の導入に関して、非特許文献７で紹介されているコージェネ
レーションの導入効果を評価するプログラム「ＣＡＳＣＡＤＥ」は、（１）ホテル・病院
を始めとする５建物用途の負荷データを内蔵している、（２）負荷データの合成ができ、
複合用途の建物にも対応できる、（３）ガスエンジン・ガスタービン・燃料電池の各シス
テムを評価できる、（４）１年（１２ヶ月）の各月代表日における１時間ごとのエネルギ
ー計算を行う、（５）運転については、電力負荷追従、熱負荷追従の両運転モードを評価
できる、（６）買電制御量、発電機負荷率、運転時間、排熱利用用途など細かい条件設定
ができる、（７）貯湯槽を組み込んだシステムも評価できる、（８）余剰電力を売電した
場合の逆潮流の評価もできる、（９）省エネルギー性、経済性、環境性が評価できる、（
１０）計算結果のグラフ出力がメニューとして標準化されている、という特徴を有してい
る。
【０００５】
　非特許文献８では、予め電力および熱需要データが計測されていない施設において、電
力および／若しくは熱需要モデルパターンを用いて、業種等の情報の入力により月別・営
休業日別の電力および熱需要パターンを自動作成する機能および電力需要パターンの計測
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データが電子的に入手可能な場合にはそれを自動取り込みする機能を有するプログラムが
提案されている。また、蓄電池、コージェネレーションシステム、ボイラ、冷凍機、およ
びヒートポンプを含むシステムの最適化が可能である。また、（１）コージェネレーショ
ン装置：ガスタービン、ガスエンジン、およびディーゼルエンジン、（２）ボイラ：蒸気
ボイラおよび温水ボイラ、（３）冷凍機：電気式、蒸気吸収式、および直焚吸収式、（４
）ヒートポンプ：温冷熱両方。また、コージェネレーション装置の運転モードとして、電
主と熱主が選択できる装置についてのシミュレーションが可能である。
【０００６】
　非特許文献９では、集合住宅あるいは戸建住宅を想定し、燃料電池、蓄電池、および貯
湯槽を含むマイクログリッドを制御するシステムが提案されている。この制御システムは
、需要予測、需給計画などの機能を有している。需要予測では、各戸の過去の電力・熱需
要実績を分析し、外部から取り込む翌日の天気予報に応じた２４時間にわたる３０分刻み
の需要を予測する。需給計画では、需要予測に対して、サイト（ここでは、当該住宅）全
体でのＣＯ２排出量を最小化するように、電源（燃料電池）の起動停止時刻、蓄電池充放
電量を１日１回計画する。
【０００７】
　非特許文献１０では、既設のマイクログリッドにおける電熱需要に対して、３０分ごと
に将来１週間先までの電熱需給の最適計画を立案するシステムが提案されている。このシ
ステムは、需給運用計画最適化にあたっての入力条件となる電熱需要予測、自然エネルギ
ーの出力予測、ならびにエネルギー源となる下水汚泥消化ガスの発生量予測については、
過去の実績および天気予報情報から求める方式を採用している。
 
【非特許文献１】木方真理子、遠藤康之、伊東明人、「エネルギーフローに基づく電力・
熱供給システムのＣＯ２排出量評価」、電気学会論文誌Ｂ、Ｖｏｌ．１２４、Ｎｏ．１、
ｐｐ．５３－６１、２００４
【非特許文献２】田中昭雄、佐川直人、村越千春、中上英俊、「業務用建築物熱源設備の
エネルギー効率計測と高効率化のための検討」、第２０回エネルギーシステム・経済・環
境コンファレンス講演論文集（２００４．１．２９から３０）、ｐｐ．２６７－２７０、
２００４
【非特許文献３】杉本有司、小林昌弘、柳原隆司、矢田部隆志、「大規模ホテルにおける
省エネルギーの実践と評価」、第２０回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス
講演論文集（２００４．１．２９から３０）、ｐｐ．１１５－１１８、２００４
【非特許文献４】加藤丈佳、飯田哲久、呉カイ、鈴置保雄、「実測に基づく給湯負荷のゆ
らぎを考慮した住宅用マイクロコジェネの構成に関する一考察」、電気学会論文誌Ｂ、Ｖ
ｏｌ．１２１、Ｎｏ．１２、ｐｐ．１７４８－１７５５、２００１
【非特許文献５】桶真一郎、見目喜重、滝川浩史、榊原建樹、「民生施設への太陽光・熱
／コージェネシステム導入によるライフサイクルＣＯ２排出削減」、電気学会論文誌Ｂ、
Ｖｏｌ．１２３、Ｎｏ．１１、ｐｐ．１３６５－１３７２、２００３
【非特許文献６】桶真一郎、見目喜重、滝川浩史、榊原建樹、「太陽光・熱／コージェネ
システムのＣＯ２排出量に与えるシステム運転法の影響」、電気学会論文誌Ｂ、Ｖｏｌ．
１２５、Ｎｏ．１０、ｐｐ．９３０－９３８、２００５
【非特許文献７】日本エネルギー学会編、「天然ガスコージェネレーション計画・設計マ
ニュアル２００２」、ｐ．４５、日本工業出版、２００２
【非特許文献８】足立淳、梅沢修一、「需要家エネルギーシステム最適化プログラムの開
発」、平成１８年電気学会電力・エネルギー部門大会論文集ＣＤ－ＲＯＭ、ｐｐ．３８－
２７－３８－２８、２００６
【非特許文献９】山本隆也、田熊良行、井上真壮、荒生元、「マイクログリッドによる住
宅向けエネルギー供給の検討」、平成１８年電気学会電力・エネルギー部門大会論文集Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ｐｐ．８－２１－８－２２、２００６
【非特許文献１０】古塩正展、小島康弘、「マイクログリッドの実証による検討（その２
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）～需給運用計画～」、平成１８年電気学会電力・エネルギー部門大会論文集ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ｐｐ．９－１１－９－１２、２００６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、前記システムの特定の施設への導入を詳細にシミュレーション計算する場合に
は、コージェネレーション装置を単用して電力および熱供給システムを想定する場合を除
き、個別に作成した計算プログラムを用いるか、またはごく簡単な近似計算に頼らなけれ
ばならない。
【０００９】
　また、前記システムの運転を過去に遡ってシミュレーションする場合には、過去蓄積計
測需要データを用いるか、または予め準備された電力および熱需要モデルパターンを用い
る必要がある。多くの場合、予め準備された電力および熱需要モデルパターンは、１年（
１２ヶ月）の各月代表日における１時間ごとの電力および熱需要の記録であり、気象条件
の違いを考慮していない。
【００１０】
　また、前記システムの運転を過去に遡ってシミュレーションする際には、想定する運転
方法は電力負荷追従および熱負荷追従に限られ、よりフレキシブルかつ高効率な運転方法
がシミュレータに実装されていない。
【００１１】
　また、天気予報や需要予測を利用してコージェネレーション装置や電源装置の運転法を
立案する非特許文献９および１０に示したソフトウェアは、ソフトウェア製作者が指定す
る特定のシステム構成のみを適用対象としており、前記システムがすでに導入されている
施設においては利用できない。
【００１２】
　また、過去の気象データが蓄積されている地点および天気予報が公開されている地点は
限られているため、全国各地の任意の地点において前記システムをシミュレーションする
際には、実際とはかなり異なる過去の気象データおよび天気予報を用いることになる。
【００１３】
　本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、本発明の目的は、前記シ
ステムを導入しようとするところの施設、若しくは前記システムを導入した施設において
、あらかじめ施設の存在する地点における過去蓄積気象データおよび／若しくは施設の過
去蓄積需要データが蓄積されていない場合でも，過去推測気象データおよび／若しくは過
去推測需要データを用いたシミュレーションや，過去推測気象データおよび／若しくは過
去推測需要データを用いた気象予測および需要予測を用いたシミュレーションにより，で
きるだけ多くの電気的および熱的出力エネルギーを取得し、できるだけ装置設置コストを
下げ、できるだけ運転コストを安くし、かつ、できるだけＣＯ２排出量を減少させる組合
せを得る（ベストマッチングする）ことができるユーザフレンドリなシミュレーション方
法およびシミュレーションソフトウェアを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、風力発電装置、太陽光発電装置、太陽熱集熱装置（温水等製造装置）ならび
にコージェネレーション装置を単用、併用、若しくは合用（ハイブリッド装置の場合）す
るシステムのそれぞれの装置規模構成および運転方法をシミュレーションするソフトウェ
アであって、気象推予測ソフトモジュール、電力・熱需要推予測ソフトモジュール、およ
びシステム構成・運転方法好適化ソフトモジュールのうち、１つ以上の独立または融合し
たソフトモジュールで構成されることを特徴とする。
【００１５】
　本発明のシミュレーション方式およびシミュレーションソフトウェアにおいて、前記シ
ステムを導入しようとする施設に対して、好適化若しくは最適化したシステム構成を出力
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する最適システム構築モードと、前記システムを導入した施設に対して、好適化したシス
テム運転方法を出力する最適運転指令モードとを選択可能である。
【００１６】
　前記システムの導入対象であるところの施設において、システム構成・運転方法好適化
ソフトモジュールが、過去に遡って風力発電装置、太陽光発電装置、および／若しくは太
陽熱集熱装置を含むシステムの運転シミュレーションをする場合には、その施設の存在す
る地点の過去蓄積気象データが必要である。しかし、そのようなデータが準備されている
ケースはまれである。気象推予測ソフトモジュールは演算装置を使用して、未観測地点の
過去推測気象データを、入手可能な過去計測気象データを用いて経験的に推測し、記憶装
置に蓄える。
【００１７】
　また、前記システムが導入されている施設において、現在から２４時間先まで１時間毎
から２４時間毎（１時間刻みから２４時間刻み）のシステム運転方法を好適化する場合に
、今後予測気象変化から演算装置を用いて算出する今後予測供給可能エネルギーの予測に
より、予測利用運転好適化機能を実現する。
【００１８】
　また、気象推予測ソフトモジュールは、日常生活や業務などに今後予測気象変化が利用
できるように、演算装置を用いて予測した今後予測気象変化のうち、任意の気象をパソコ
ンやテレビなどの画面上にグラフ形式で表示する予測気象変化グラフ表示機能を備えてい
る。
【００１９】
　前記システムの導入対象であるところの施設において、システム構成・運転方法好適化
ソフトモジュールが、過去に遡って前記システムの運転をシミュレーションする場合には
、過去蓄積計測需要データが必要である。しかし、そのようなデータが準備されているケ
ースはまれである。本ソフトウェアでは、電力・熱需要推予測ソフトモジュールにより、
過去推測気象データから、過去推測需要データを、予め準備しておいたいくつかの電力お
よび／若しくは熱需要モデルパターンの組み合わせを適用し演算装置を用いて推測するた
め、電力および熱需要が気象条件に応じて日々変動する現実的なシミュレーションが可能
である。
【００２０】
　なお、シミュレーション対象であるところの施設は、ホテル、病院、大型商業施設、大
学、集合住居、工場、のいずれかであるか、あるいはそれらを組み合わせた形態である。
【００２１】
　また、システム構成・運転方法好適化ソフトモジュールは、シミュレーション対象であ
るところの施設における電力料金体系・ガス料金体系および固有の制約条件に基づき運転
コストを演算装置により計算するとともに、エネルギー源ごとのＣＯ２排出量原単位・一
次エネルギー消費原単位に基づき、ＣＯ２排出量および一次エネルギー消費量を算出する
機能を有している。
【００２２】
　また、前記制約条件は、前記シミュレーション対象であるところの施設の敷地面積、延
床面積、新設備建設可能面積、熱配管工事の有無、風力発電装置導入の有無、太陽光発電
装置導入の有無、太陽熱集熱装置導入の有無、コージェネレーション装置導入の有無、蓄
熱槽導入の有無、およびそれらの装置・機器の導入可能な設備容量および数量の上限ある
いは下限である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明のシミュレーションソフトウェアおよびシミュレーション方式は、風力発電装置
、太陽光発電装置、太陽熱集熱装置ならびにコージェネレーション装置を単用、併用、若
しくは合用（ハイブリッド装置の場合）するシステムにおいて、前記システムに含まれる
装置の規模、構成、数量および運転方法を、予測若しくは推測した気象データならびに電
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力および熱需要データを用いてシミュレーションすることにより、電気的および熱的出力
エネルギー・装置設置コスト・運転コスト・ＣＯ２排出量を、従来技術よりも効果的にベ
ストマッチングすることができる。
【００２４】
　また、過去に遡って前記システムの運転シミュレーションをする場合にも、予測運転好
適化機能を想定するため、背景技術［０００４］および［０００５］に記載の電力負荷追
従運転および熱負荷追従運転よりも高効率かつ現実的な運転シミュレーションが可能であ
る。
【００２５】
　また、背景技術［０００４］および［０００５］は、１年（１２ヶ月）の各月代表日に
おける１時間ごとの電力および熱需要パターンを用いてコージェネレーション装置の運転
をシミュレーションする。しかし本ソフトウェアでは、請求項１、５、および６に記載の
電力・熱需要推予測ソフトモジュールにより、請求項２に記載の過去推測気象データから
、請求項５に記載の過去推測需要データを、予め準備しておいたいくつかの電力および／
若しくは熱需要モデルパターンを適用して推測するため、電力および熱需要が気象条件に
応じて日々変動する現実的なシミュレーションが可能である。
【００２６】
　また、背景技術［０００６］および［０００７］は、特定の電力および／若しくは熱エ
ネルギー供給システムのみに対して適用可能であるが、本ソフトウェアでは、請求項１、
７、および８に記載のシステム構成・運転方法好適化モジュールに内蔵されているガスエ
ンジン、ガスタービン、ディーゼルエンジン、燃料電池、蓄電池、ガスボイラ、重油ボイ
ラ、排熱回収ボイラ、電動ヒートポンプ、ガスヒートポンプ、排熱投入型ヒートポンプ、
蓄熱槽、太陽光発電装置、太陽熱集熱装置、および風力発電装置を組み合わせた前記シス
テムであれば、いかなるシステムに対しても適用可能である。
【００２７】
　また、背景技術［０００６］および［０００７］は、過去蓄積気象データが入手できな
い未観測地点や、天気予報が入手できない非予報地点における需要予測および需給計画を
想定していない。しかし、本ソフトウェアは、気象推予測ソフトモジュールにより、日本
全国の任意の地点の過去推測気象データを推測すること、および今後予測気象変化を予測
することができ、より現実的かつ正確な需要推予測が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　図１に示すように、本発明のシミュレーションソフトウェアおよびシミュレーション方
式は、気象推予測ソフトモジュール、需要推予測ソフトモジュール、およびシステム構成
・運転方法好適化ソフトモジュールの３モジュールで構成される。
【００２９】
　前記最適システム構築モードにおける、前記ソフトモジュール群の動作を図２に示す。
まずユーザが、シミュレーションしようとする施設の種類・地点を指定し、その施設固有
の制約条件を設定する。次に、気象推予測ソフトモジュールが演算装置を使い、当該施設
の存在する地点の過去推測気象データを推測する。次に、当該施設において過去計測需要
データが蓄積されていない場合には、需要推予測ソフトモジュールが演算装置を使い、過
去推測気象データ、電力および／若しくは熱需要モデルパターンを用いて、当該施設の過
去推測需要データを推測し、記憶装置に蓄える。次に、システム構成・運転方法好適化ソ
フトモジュールが演算装置を使い、これらのデータを記憶装置より読み出して、前記シス
テムの運転をシミュレーションし、ユーザが指定する目的に応じたシステム構成を出力す
る。
【００３０】
　前記最適運転指令モードにおける、前記ソフトモジュール群の動作を図３に示す。まず
ユーザが、シミュレーション使用とする施設の種類・地点を指定し、その施設固有の制約
条件を設定する。次に、気象推予測ソフトモジュールが、当該施設の存在する地点の今後
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予測気象変化を演算装置より予測する。次に、需要推予測ソフトモジュールが、当該施設
の今後予測需要変化を演算装置より予測する。次に、システム構成・運転方法好適化ソフ
トモジュールが、今後予測気象変化および今後予測需要変化を用いて、前記システムの運
転を演算装置によりシミュレーションし、ユーザが指定する目的に応じた運転方法を出力
する。
【００３１】
　気象推予測ソフトモジュールにおける気象予測アルゴリズムは、自己回帰（ａｕｔｏ　
ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル，移動平均（ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モデル，自
己回帰移動平均（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モ
デル，分散不均一の自己回帰過程（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏ
ｎａｌ　ｈｅｔｅｒｏｓｃｅｄａｓｔｉｃ）モデル，自己回帰和分移動平均（ａｕｔｏ　
ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モデル
，重回帰（ｍｕｌｔｉ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル、階層型ニューラルネットワーク
（ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒｅｄ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、リカレント型ニュ
ーラルネットワーク（ｒｅｃｕｒｒｅｎｔ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ），ラジア
ルベーシスファンクションネットワーク（ｒａｄｉａｌ　ｂａｓｉｓ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ
　ｎｅｔｗｏｒｋ），ホップフィールドモデル（ｈｏｐｆｉｅｌｄ　ｍｏｄｅｌ），遺伝
的アルゴリズム、遺伝的プログラミング，最近隣法，ｎ次関数、および平均値のいずれか
１つ，あるいはこれら２つ以上を組み合わせたアルゴリズム，あるいは公開されているそ
の他のアルゴリズムを用いてもよい。また、気象推測アルゴリズムは、自己回帰（ａｕｔ
ｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル，移動平均（ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モデル
，自己回帰移動平均（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ
）モデル，分散不均一の自己回帰過程（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｃｏｎｄｉｔ
ｉｏｎａｌ　ｈｅｔｅｒｏｓｃｅｄａｓｔｉｃ）モデル，自己回帰和分移動平均（ａｕｔ
ｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モ
デル，重回帰（ｍｕｌｔｉ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル、階層型ニューラルネットワ
ーク（ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒｅｄ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、リカレント型
ニューラルネットワーク（ｒｅｃｕｒｒｅｎｔ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ），ラ
ジアルベーシスファンクションネットワーク（ｒａｄｉａｌ　ｂａｓｉｓ　ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ），ホップフィールドモデル（ｈｏｐｆｉｅｌｄ　ｍｏｄｅｌ），
遺伝的アルゴリズム、遺伝的プログラミング，最近隣法，ｎ次関数、および平均値のいず
れか１つ，あるいはこれら２つ以上を組み合わせたアルゴリズム，あるいは公開されてい
るその他のアルゴリズムを用いてもよい。
【００３２】
　需要推予測ソフトモジュールにおける需要予測アルゴリズムは、自己回帰（ａｕｔｏ　
ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル，移動平均（ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モデル，自
己回帰移動平均（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モ
デル，分散不均一の自己回帰過程（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏ
ｎａｌ　ｈｅｔｅｒｏｓｃｅｄａｓｔｉｃ）モデル，自己回帰和分移動平均（ａｕｔｏ　
ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モデル
，重回帰（ｍｕｌｔｉ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル、階層型ニューラルネットワーク
（ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒｅｄ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、リカレント型ニュ
ーラルネットワーク（ｒｅｃｕｒｒｅｎｔ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ），ラジア
ルベーシスファンクションネットワーク（ｒａｄｉａｌ　ｂａｓｉｓ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ
　ｎｅｔｗｏｒｋ），ホップフィールドモデル（ｈｏｐｆｉｅｌｄ　ｍｏｄｅｌ），遺伝
的アルゴリズム、遺伝的プログラミング，最近隣法，ｎ次関数、および平均値のいずれか
１つ，あるいはこれら２つ以上を組み合わせたアルゴリズム，あるいは公開されているそ
の他のアルゴリズムを用いてもよい。また、需要推測アルゴリズムは、自己回帰（ａｕｔ
ｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル，移動平均（ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モデル
，自己回帰移動平均（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ
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）モデル，分散不均一の自己回帰過程（ａｕｔｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｃｏｎｄｉｔ
ｉｏｎａｌ　ｈｅｔｅｒｏｓｃｅｄａｓｔｉｃ）モデル，自己回帰和分移動平均（ａｕｔ
ｏ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｍｏｖｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）モ
デル，重回帰（ｍｕｌｔｉ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ）モデル、階層型ニューラルネットワ
ーク（ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒｅｄ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、リカレント型
ニューラルネットワーク（ｒｅｃｕｒｒｅｎｔ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ），ラ
ジアルベーシスファンクションネットワーク（ｒａｄｉａｌ　ｂａｓｉｓ　ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ），ホップフィールドモデル（ｈｏｐｆｉｅｌｄ　ｍｏｄｅｌ），
遺伝的アルゴリズム、遺伝的プログラミング，最近隣法，ｎ次関数、および平均値のいず
れか１つ，あるいはこれら２つ以上を組み合わせたアルゴリズム，あるいは公開されてい
るその他のアルゴリズムを用いてもよい。
【００３３】
　また、今後予測気象変化は、前記システムのシミュレーション以外にも用いることがで
きる有用性が高い情報なので、予測気象変化グラフ表示機能により、ユーザが指定する任
意の気象をパソコンやテレビなどの画面上にグラフ形式で表示する。
【００３４】
　前記最適システム構築モード、前記最適運転指令モードのどちらの場合でも、ユーザは
、パソコンやテレビなどの表示装置の画面上に表示されるグラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェース上で諸条件を設定する。
【００３５】
　計算対象であるところの施設が存在する地点を指定する場合には、前記表示装置の画面
上に表示される、地図型インターフェース上の任意の位置をマウスクリックするか、緯度
・経度情報を入力する。
【００３６】
　また、前記地図型インターフェースは、気象推予測ソフトモジュールが算出する過去推
測気象データおよび今後予測気象変化の推測および予測の確度によって地図上が色分けさ
れている。
【００３７】
　また、前記最適運転指令モードでは、図４に示すように、本ソフトウェアがインストー
ルされたパーソナルコンピュータからの運転指令信号を、前記システムの制御装置に入力
することにより、前記システムの最適運転を自動的に指令することができる。
【実施例】
【００３８】
　本ソフトウェアの気象推予測ソフトモジュールに実装されているニューラルネットワー
ク、遺伝アルゴリズム、および持続予測を用いた気象予測結果例を図５に示す。同図に示
すように、季節によらず、ニューラルネットワークを用いた場合の予測誤差が最も小さい
。
【００３９】
　太陽光発電装置、太陽熱集熱装置、蓄熱槽ならびにコージェネレーション装置を合用す
るシステムの場合の最適運転指令による運転パターン改善例を図６および図７に示す。図
６は、コージェネレーション装置（ガスエンジン）を熱主電従運転した場合である。図７
は、本ソフトウェアのシステム構成・運転方法好適化ソフトモジュールに実装されている
運転法に基づき、電力およびガスの従量料金を最小化するように運転した場合である。図
６に示す熱主電従運転では、太陽熱集熱装置から十分な熱供給が得られる場合でもコージ
ェネレーション装置（ガスエンジン）が熱需要に併せて運転するため、大量の余剰熱が発
生する。しかし、図７に示す電力およびガスの従量料金を最小化する運転では、太陽熱集
熱装置および蓄熱槽からの熱供給とコージェネレーション装置（ガスエンジン）からの熱
供給が熱需要にマッチングしており、余剰熱がほとんど発生していない。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
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　民生・商業・教育施設に対しては、省エネルギー、省コストおよびＣＯ２排出量の削減
が求められている。
【００４１】
　この削減を達成する方策として有望視されているのが、風力発電装置、太陽光発電装置
、太陽熱集熱装置ならびにコージェネレーション装置を単用、併用、若しくは合用（ハイ
ブリッド装置の場合）するシステムである。
【００４２】
　本発明のシミュレーション方法およびシミュレーションソフトウェアは、前記施設に前
記システムを導入しようとする場合に、コスト、エネルギー消費量、およびＣＯ２排出量
がベストマッチングするシステム構成を、過去蓄積気象データや過去蓄積需要データが無
くとも、出力することができる。
【００４３】
　また、本発明のシミュレーション方法およびシミュレーションソフトウェアは、前記シ
ステムが導入された前記施設に対して、コスト、エネルギー消費量、およびＣＯ２排出量
をベストマッチングする運転方法を、今後予測気象変化や今後予測需要変化を用いて出力
することができる。
【００４４】
　これまでは容易でなかった、前記施設における前記システムの導入を簡便にシミュレー
ションすることができる本発明のシミュレーション方法およびシミュレーションソフトウ
ェアは、十分な産業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明のシミュレーション方法およびシミュレーションソフトウェアの構成を示
すブロック図である。
【図２】最適システム構築モードにおける各ソフトモジュール群の動作を示すブロック図
である。
【図３】最適運転指令モードにおける各ソフトモジュール群の動作を示すブロック図であ
る。
【図４】最適運転指令モードにおける、運転指令信号の出力によるシステム制御の様子を
示すブロック図である。
【図５】気象推予測ソフトモジュールに実装されている、ニューラルネットワークおよび
遺伝アルゴリズムを用いた気象予測結果例である。
【図６】太陽光発電装置、太陽熱集熱装置ならびにコージェネレーション装置を合用する
システムにおける、熱主電従運転の場合の運転パターン例である。
【図７】太陽光発電装置、太陽熱集熱装置ならびにコージェネレーション装置を合用する
システムにおける、電力およびガスの従量料金を最小化する運転法の場合の運転パターン
例である。
【符号の説明】
【００４６】
１：電力需要
２：コージェネレーション装置（ガスエンジン）からの供給電力
３：太陽光発電装置からの供給電力
４：受電電力（買電電力）
５：売電電力
６：熱需要
７：太陽熱集熱装置および蓄熱槽からの供給熱
８：蓄熱槽への供給熱
９：廃棄熱
１０：コージェネレーション装置（ガスエンジン）からの供給熱
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