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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設に備えられる負荷に電力を供給する電力供給システムであって、
　充電により電力を蓄え、放電により電力を供給する蓄電部と、
　前記蓄電部の完全充電及び完全放電を行うことで、前記蓄電部の容量を測定する容量測
定部と、を備え、
　前記容量測定部が、前記施設の稼働予定を取得し、当該稼働予定に基づいて前記蓄電部
の前記完全充電及び前記完全放電を行うタイミングを決定することを特徴とする電力供給
システム。
【請求項２】
　前記容量測定部が、前記蓄電部が前記完全充電された状態から前記完全放電された状態
に至るまでに放電した電力に基づいて前記蓄電部の容量を求める、
　請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項３】
　前記容量測定部が、前記蓄電部が前記完全放電された状態から前記完全充電された状態
に至るまでに充電した電力に基づいて前記蓄電部の容量を求める、
　請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項４】
　前記施設に、単位期間当たりに前記負荷が消費する電力量が大きい稼働期間と、単位期
間当たりに前記負荷が消費する電力量が小さい非稼働期間と、があり、
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　前記容量測定部が、前記蓄電部の前記完全放電を行うタイミングとして、非稼働期間を
優先する、
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の電力供給システム。
【請求項５】
　前記負荷で消費される電力量を予測する負荷需要量予測部をさらに備え、
　前記負荷需要量予測部により、１つの非稼働期間に前記負荷で消費される電力量が、前
記蓄電部の前記完全放電により供給される電力量よりも小さくなることが予測される場合
、
　前記容量測定部は、当該非稼働期間と、他の非稼働期間及び稼働期間の少なくとも１つ
と、で前記蓄電部の前記完全放電を行う、
　請求項４に記載の電力供給システム。
【請求項６】
　前記容量測定部は、１つの非稼働期間内、または、連続する複数の非稼働期間内で、前
記蓄電部の前記完全充電及び前記完全放電を開始しかつ終了する、
　請求項４または請求項５に記載の電力供給システム。
【請求項７】
　前記負荷で消費される電力量を予測する負荷需要量予測部をさらに備え、
　前記容量測定部は、前記蓄電部の前記完全充電の後に前記完全放電を行うものであり、
　前記完全放電の後であり、かつ、直後の稼働期間内で、前記負荷需要量予測部により前
記負荷で消費される単位時間当たりの電力量が他よりも大きくなると予測される時間帯よ
りも前に、前記蓄電部が充電される、
　請求項４～請求項６のいずれかに記載の電力供給システム。
【請求項８】
　前記負荷で消費される電力量を予測する負荷需要量予測部をさらに備え、
　前記容量測定部が、前記負荷需要量予測部により前記負荷で消費される単位時間当たり
の電力量が小さくなると予測される時間帯に、前記蓄電部の前記完全充電を行い、
　前記負荷需要量予測部により前記負荷で消費される単位時間当たりの電力量が大きくな
ると予測される時間帯に、前記蓄電部の前記完全放電を行う、
　請求項１～請求項７のいずれかに記載の電力供給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力を供給する電力供給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、蓄電池の大容量化が進み、家庭や店舗、ビルなどで消費される電力の貯蔵用とし
ての利用が検討されている。このような蓄電池は、事前に充電する（電力を消費する）こ
とで、任意のタイミングで放電する（電力を供給する）ことができる。即ち、蓄電池の充
電及び放電を行うタイミングを制御することで、系統電力（電力会社から供給される電力
。以下同じ。）を消費するタイミングを制御することが可能になる。
【０００３】
　一般的に、系統電力の電力料金には、固定性の基本料金と、従量制の使用料金とが含ま
れる。そして、電力会社は、単位時間に消費する系統電力の電力量の最大値が小さくなる
ほど、基本料金が安くなるように設定している。また、消費電力が大きくなり得る日中よ
りも、消費電力が小さくなり得る夜間の方が、使用料金の単位電力当たりの価格が安くな
るように設定している。そのため、系統電力の消費者は、電力消費を平準化するほど、電
力料金を安くすることができる。そして、電力消費が平準化されると、電力会社が効率良
く発電（特に、火力発電）することができるようになるため、発電に伴う二酸化炭素の排
出量を削減することが可能になる。
【０００４】
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　電力消費の平準化は、例えば、単位時間当たりに消費する電力量が瞬間的に大きくなる
場合に蓄電池を放電したり、夜間に蓄電池を充電して日中に蓄電池を放電したりすること
で、図ることができる。このような蓄電池の充電及び放電の制御を行う場合、蓄電池の残
容量を正確に把握して、充電及び放電を行うタイミングや、充電及び放電される電力量を
決定すると、効果的に電力消費の平準化を図ることができるため、好ましい。
【０００５】
　蓄電池の残容量を把握する方法として、例えば、蓄電池の電圧値に基づいて残容量を推
定する方法や、ある状態（例えば、十分に充電された状態）を基準にするとともに、充電
及び放電された電流量を積算することで、蓄電池の残容量を推定する方法がある。しかし
ながら、これらの方法では、蓄電池の使用や時間の経過とともに推定精度が劣化して、正
確な残容量が求められなくなるため、問題となる。
【０００６】
　この問題を解決する方法として、蓄電池の完全充電及び完全放電を行い、蓄電池の容量
を実測により求め直す方法（以下、容量学習とする）がある。この容量学習により蓄電池
の容量を定期的に求め直し、求めた蓄電池の容量を上述した蓄電池の残容量の推定方法に
反映させることで、蓄電池の残容量を精度良く求めることが可能になる。
【０００７】
　例えば、特許文献１では、ユーザによって容量学習を行うことが指示されると、蓄電池
が備えられるシステムの消費電力を最大化することで、蓄電池の完全放電を迅速に行う容
量学習方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－６００２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１で提案されている容量学習方法によれば、任意のタイミングで迅速に容量学
習を行うことができる。しかしながら、蓄電池の完全放電を迅速に行うために、無用に電
力を消費せざるを得ない場合があるため、問題となる。さらに、この完全放電が、蓄電池
の放電が必要になるタイミングの直前に行われると、当該タイミングで予定通りに蓄電池
を放電させることが困難になる。そのため、電力消費の平準化を阻害し、電力料金の低減
化や二酸化炭素の排出量の削減を図ることが困難になるため、問題となる。
【００１０】
　そこで本発明は、蓄電部の容量学習を行うタイミングを適切化する電力供給システムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明における電力供給システムは、施設に備えられる負
荷に電力を供給する電力供給システムであって、充電により電力を蓄え、 放電により電
力を供給する蓄電部と、前記蓄電部の完全充電及び完全放電を行うことで、前記蓄電部の
容量を測定する容量測定部と、を備え、前記容量測 定部が、前記施設の稼働予定を取得
し、当該稼働予定に基づいて前記蓄電部の前記完全充電及び前記完全放電を行うタイミン
グを決定することを特徴とする。
【００１２】
　以下の実施の形態では、容量測定部として、充放電制御部、充放電処理部、充放電測定
部及び容量学習部を例に挙げて説明している。
【００１３】
　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記施設の稼働予定を前記容量測定部に
提供する施設情報提供部をさらに備えても構わない。また、上記構成の電力供給システム
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において、前記容量測定部が、前記蓄電部が完全充電されてから完全放電されるまでに放
電される電力及び電流の少なくとも一方を測定する、または、前記蓄電部が完全放電され
てから完全充電されるまでに充電される電力及び電流の少なくとも一方を測定することで
、前記蓄電部の容量を測定しても構わない。
【００１４】
　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記施設に、単位期間当たりに前記負荷
が消費する電力量が大きい稼働期間と、単位期間当たりに前記負荷が消費する電力量が小
さい非稼働期間と、があり、前記容量測定部が、前記蓄電部の完全放電を行うタイミング
として、非稼働期間を優先しても構わない。
【００１５】
　このように構成すると、電力消費の平準化を図るための蓄電部の充電及び放電の必要性
が低くなり得る非稼働期間に、完全放電を行うこととなる。そのため、容量学習を行うこ
とによって、電力消費の平準化を図るための蓄電部の充電及び放電の必要性が高くなり得
る稼働期間に、当該充電及び放電の実行が困難になる（例えば、蓄電部の放電が制限され
る）ことを、抑制することが可能となる。
【００１６】
　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記負荷で消費される電力量を予測する
負荷需要量予測部をさらに備え、前記負荷需要量予測部により、１つの非稼働期間に前記
負荷で消費される電力量が、前記蓄電部の完全放電により供給される電力量よりも小さく
なることが予測される場合、前記容量測定部は、当該非稼働期間と、他の非稼働期間及び
稼働期間の少なくとも１つと、で前記蓄電部の完全放電を行っても構わない。
【００１７】
　このように構成すると、非稼働期間の負荷需要量が小さく、当該期間では完全放電が困
難である場合などでも、完全放電を行うことが可能になる。
【００１８】
　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記容量測定部は、１つの非稼働期間内
、または、連続する複数の非稼働期間内で、前記蓄電部の完全充電及び完全放電を開始し
かつ終了しても構わない。
【００１９】
　このように構成すると、容量学習を非稼働期間で完結することができる。そのため、稼
働期間における、電力消費の平準化を図るための蓄電部の充電及び放電を妨げることなく
、容量学習を実行することが可能になる。
【００２０】
　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記負荷で消費される電力量を予測する
負荷需要量予測部をさらに備え、前記容量測定部は、前記蓄電部の完全充電の後に完全放
電を行うものであり、当該完全放電の後であり、かつ、直後の稼働期間内で、前記負荷需
要量予測部により前記負荷で消費される単位時間当たりの電力量が他よりも大きくなると
予測される時間帯よりも前に、前記蓄電部が充電されることとしても構わない。
【００２１】
　このように構成すると、放電が必要とされる可能性が高い時間帯よりも前に、蓄電部を
放電可能な状態にすることができる。
【００２２】
　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記容量測定部は、１つの非稼働期間内
、または、連続する複数の非稼働期間内に、前記蓄電部の完全充電、完全放電及び充電を
この順で行い、それぞれを当該期間内で開始しかつ終了しても構わない。
【００２３】
　このように構成すると、容量学習やその事後処理を、非稼働期間で完結することができ
る。そのため、稼働期間における、電力消費の平準化を図るための蓄電部の充電及び放電
を妨げることなく、容量学習を実行することが可能になる。
【００２４】
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　また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記負荷で消費される電力量を予測する
負荷需要量予測部をさらに備え、前記容量測定部が、前記負荷需要量予測部により前記負
荷で消費される単位時間当たりの電力量が小さくなると予測される時間帯に、前記蓄電部
の完全充電を行い、前記負荷需要量予測部により前記負荷で消費される単位時間当たりの
電力量が大きくなると予測される時間帯に、前記蓄電部の完全放電を行っても構わない。
【００２５】
　このように構成すると、電力消費の平準化を図ることができる。そのため、電力料金の
低減化及び二酸化炭素の排出量の削減を図ることが可能となる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の構成とすると、施設の稼働予定に合わせて蓄電部の完全充電及び完全放電が行
われる。そのため、蓄電部の容量学習を行うタイミングを適切化することが可能となる。
【００２７】
　本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明によりさらに明らかとなろう
。ただし、以下の実施の形態は、あくまでも本発明の実施の形態の一つであって、本発明
ないし各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】は、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】は、施設に備えられる負荷部の負荷需要量を示すグラフである。
【図３】は、容量学習の第１動作例について示したグラフである。
【図４】は、容量学習の第２動作例について示したグラフである。
【図５】は、容量学習の第２動作例の別例について示したグラフである。
【図６】は、容量学習の第３動作例について示したグラフである。
【図７】は、容量学習の第３動作例の別例について示したグラフである。
【図８】は、容量学習の第４動作例について示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の実施の一形態である電力供給システムについて、以下図面を参照して説明する
。
【００３０】
＜＜電力供給システムの構成＞＞
　まず、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成の一例について、図面を参
照して説明する。図１は、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成例を示す
ブロック図である。なお、図中の各ブロックを接続する実線の矢印は電力のやり取りを示
し、破線の矢印は情報のやり取りを示している。
【００３１】
　図１に示す電力供給システム１は、供給される電力を充電により蓄えるとともに放電に
より電力を供給する蓄電部１１を備える蓄電関連部１０と、太陽光発電により電力を供給
する太陽光発電部２０と、電力を消費する負荷部３１を備える負荷関連部３０と、電力の
授受を調整するパワーコンディショナ（以下、パワコンとする）４０と、各部の動作を制
御する制御部５０と、制御部５０が取得し得る各種情報を記録するデータベース６０と、
負荷部３１が備えられる施設（例えば、店舗、ビル、工場など、全体として電力を消費し
得るもの）の稼働予定や現在時刻などを示す施設情報を制御部５０に入力する施設情報提
供部７０と、を備える。
【００３２】
　蓄電関連部１０は、蓄電部１１と、蓄電部１１の充電及び放電を行う充放電処理部１２
と、蓄電部１１に充電される電力または電流や蓄電部１１から放電される電力または電流
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を測定する充放電測定部１３と、容量学習により蓄電部１１の容量を求める容量学習部１
４と、容量学習部１４で求められる蓄電部１１の容量と充放電測定部１３の測定結果とか
ら蓄電部１１の残容量を推定する残容量推定部１５と、を備える。
【００３３】
　蓄電部１１は、例えば大容量の蓄電池から成り、充放電処理部１２により充電及び放電
が行われる。充放電測定部１３は、例えば、単位時間（例えば、１分）当たりに蓄電部１
１に充電される電力量または電流量や、単位時間当たりに蓄電部１１から放電される電力
量または電流量を測定する。なお、充放電測定部１３が測定した結果を示す情報（以下、
充放電情報とする）は、制御部５０に入力され得る。
【００３４】
　容量学習部１４は、蓄電部１１が完全充電された状態（例えば、不可逆反応が生じる過
充電状態の直前の状態、または、当該状態に対して所定の余裕を有する状態まで充電した
状態。以下同じ。）から完全放電された状態（例えば、不可逆反応が生じる過放電状態の
直前の状態、または、当該状態に対して所定の余裕を有する状態まで放電した状態。以下
同じ。）に至るまでに放電した電力または電流の積分値から、蓄電部１１の容量を求める
。この積分値は、充放電測定部１３の測定結果から得ることができる。
【００３５】
　蓄電部１１の完全充電及び完全放電は、順番に行われる。なお、上記の求め方の順番と
は逆に、容量学習部１４が、蓄電部１１が完全放電された状態から完全充電された状態に
至るまでに充電した電力または電流の積分値から、蓄電部１１の容量を求めても構わない
。また、蓄電部１１の完全充電及び完全放電の少なくとも一方が複数回に分けて行われる
ことで、蓄電部１１が完全充電または完全放電された状態になることとしても構わない。
ただし、完全充電及び完全放電のうち、後に行われる方が複数回に分けて行われる場合、
分けられたそれぞれの動作の間で反対の動作（完全充電が後かつ複数回に分けられて行わ
れる場合は放電、完全放電が後かつ複数回に分けられて行われる場合は充電）が行われな
いようにすると、蓄電部１１の容量を精度よく求めることができるため、好ましい。また
、容量学習部１４が求めた容量を示す情報（以下、容量情報とする）は、制御部５０に入
力され得る。
【００３６】
　残容量推定部１５は、容量学習部１４から得られる蓄電部１１の容量を基準として、充
放電測定部１３で測定される電力または電流の積分値を、加算（充電時）または減算（放
電時）することで、蓄電部１１の残容量を推定する。なお、残容量推定部１５が、蓄電部
１１の電圧値と蓄電部１１の残容量との関係を示すテーブルを備え、蓄電部１１の電圧値
を測定するとともに当該テーブルを参照することで、蓄電部１１の残容量を推定しても構
わない。この場合、容量学習部１４から得られる蓄電部１１の容量を、テーブルの値に反
映させても構わない。また、残容量推定部１５が推定した残容量を示す情報（以下、残容
量情報とする）は、制御部５０に入力され得る。
【００３７】
　太陽光発電部２０は、例えば屋外に設置される太陽光発電パネルから成り、照射される
光（日光）を電力に変換することで発電する。
【００３８】
　負荷関連部３０は、負荷部３１と、供給される電力を必要に応じて負荷部３１に供給す
る分電部３２と、を備える。なお、負荷部３１及び分電部３２の少なくとも一方は、負荷
部３１に供給されて消費される単位時間（例えば、１分）当たりの電力量または電流量を
測定可能である。なお、負荷部３１及び分電部３２の少なくとも一方が測定した結果を示
す情報（以下、負荷需要量情報とする）は、制御部５０に入力され得る。
【００３９】
　負荷部３１は、供給される電力を消費する複数の機器（負荷）から成る。例えば、電灯
などの照明装置や、空調装置、冷機及び暖機、電動車両（Electric Vehicle）の駆動用の
バッテリを充電するＥＶ充電装置などが含まれ得る。分電部３２は、系統電力やパワコン
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４０から供給される電力を、負荷部３１を構成するそれぞれの負荷に対して選択的に供給
する。
【００４０】
　パワコン４０は、入力される直流電力を所定の直流電力に変換して出力する太陽光発電
部用コンバータ４１と、入力される交流電力または直流電力を所定の直流電力または交流
電力に変換して出力するインバータ４２と、入力される直流電力を所定の直流電力に変換
して出力する蓄電部用コンバータ４３と、太陽光発電部２０の発電により供給される電力
または電流を測定する発電測定部４４と、を備える。
【００４１】
　太陽光発電部用コンバータ４１は、太陽光発電部２０が供給する直流電力を、インバー
タ４２や蓄電部用コンバータ４３での処理に適した直流電力に変換して出力する。インバ
ータ４２は、分電部３２を介して入力される交流の系統電力を、蓄電部用コンバータ４３
での処理に適した直流電力に変換して出力する。また、インバータ４２は、太陽光発電部
用コンバータ４１から出力される直流電力や、蓄電部用コンバータ４３から出力される直
流電力を、分電部３２や負荷部３１での処理に適した交流電力に変換して、分電部３２に
出力する。蓄電部用コンバータ４３は、太陽光発電部用コンバータ４１から出力される直
流電力や、インバータ４２から出力される直流電力を、蓄電部１１の充電に適した直流電
力に変換して、蓄電部１１に出力する。また、蓄電部用コンバータ４３は、蓄電部１１の
放電により供給される直流電力を、インバータ４２での処理に適した直流電力に変換して
出力する。発電測定部４４は、太陽光発電部２０から出力されて太陽光発電部用コンバー
タ４１に入力される直流電力の、単位時間（例えば、１分）当たりの電力量または電流量
を測定する。なお、発電測定部４４が測定した結果を示す情報（以下、発電量情報とする
）は、制御部５０に入力され得る。
【００４２】
　制御部５０は、充放電処理部１２の動作を制御する充放電制御部５１と、太陽光発電部
２０で発電される電力量を予測する発電量予測部５２と、負荷部３１に供給されて消費さ
れる電力量を予測する負荷需要量予測部５３と、を備える。なお、制御部５０の一部また
は全部は、パワコン４０内に設置されても構わないし、パワコン４０と独立して設置され
ても構わない。
【００４３】
　また、制御部５０は、上述のように入力される各情報を、必要に応じてデータベース６
０に記録する。また、制御部５０は、データベース６０に記録された情報を、必要に応じ
て読み出す。なお、データベース６０が、他の電力供給システムなど外部で生成された各
情報を、記録可能であっても構わない。
【００４４】
　充放電制御部５１は、発電量予測部５２で予測される太陽光発電部２０が発電する電力
量（以下、発電量とする）や、負荷需要量予測部５３で予測される負荷部３１が消費する
電力量（以下、負荷需要量とする）に基づいて、蓄電部１１を充電及び放電するタイミン
グを決定し、充放電処理部１２を制御する。これにより、電力消費の平準化を図るための
蓄電部１１の充電及び放電が行われる。
【００４５】
　また、具体例については後述するが、充放電制御部５１は、負荷需要量予測部５３で予
測される負荷需要量や、施設情報提供部７０から取得する施設情報に基づいて、容量学習
を行うタイミング（蓄電部１１の完全充電及び完全放電を行うタイミングなど）を決定す
る。
【００４６】
　発電量予測部５２及び負荷需要量予測部５３は、予測時に取得した発電量情報や負荷需
要量情報だけでなく、データベース６０に記録されている情報（例えば、過去に取得及び
記録された発電量情報及び負荷需要量情報や、これらを統計的に処理（例えば、１週間や
１ヶ月などの所定の期間で平均化）した情報など）をも参照し得る。そして、これらの情
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報を参照することで、発電量や負荷需要量を予測する。
【００４７】
　なお、図１に示す電力供給システム１の構成は一例に過ぎず、他の構成としても構わな
い。例えば、インバータ４２の代わりに、太陽光発電部用コンバータ４１から出力される
直流電力を交流電力に変換して分電部３２に入力する太陽光発電部用インバータと、蓄電
部用コンバータ４３から出力される直流電力を交流電力に変換して分電部３２に入力する
とともに分電部３２を介して入力される交流電力を直流電力に変換して蓄電部用コンバー
タ４３に入力する蓄電部用インバータと、のそれぞれを備える構成としても構わない。さ
らに、この蓄電部用インバータの代わりに、蓄電部用コンバータ４３から出力される直流
電力を交流電力に変換して分電部３２に入力する放電用インバータと、分電部３２を介し
て入力される交流電力を直流電力に変換して蓄電部用コンバータ４３に入力する充電用イ
ンバータと、のそれぞれを備える構成としても構わない。
【００４８】
　また、各ブロックの包含関係は、説明の便宜のための一例に過ぎず、これ以外の関係で
あっても構わない。例えば、充放電測定部１３や充放電処理部１２が、パワコン４０に含
まれても（蓄電関連部１０に含まれなくても）構わない。また例えば、蓄電部用コンバー
タ４３が、蓄電関連部１０に含まれても（パワコン４０に含まれなくても）構わない。ま
た例えば、発電測定部４４が、太陽光発電部２０側に含まれても（パワコン４０に含まれ
なくても）構わない。また例えば、容量学習部１４や残容量推定部１５が、制御部５０に
含まれても（蓄電関連部１０に含まれなくても）構わない。
【００４９】
　また、制御部５０が、ネットワークなどを介して現在または将来の天気に関する情報（
例えば、日照の有無や気温、湿度、降水量など）を取得しても構わないし、天気に関する
情報を生成する観測機器を備え、当該観測機器から天気に関する情報を取得しても構わな
い。また、制御部５０が、取得した天気に関する情報をデータベース６０に記録しても構
わない。また、制御部５０が、時間に関する情報を生成したり施設情報提供部７０から取
得したりしても構わないし、生成または取得した時間に関する情報をデータベース６０に
記録しても構わない。このように構成すると、発電量予測部５２や負荷需要量予測部５３
が、天気や時間に基づいた予測をも行うことが可能となる。そのため、さらに精度良く予
測をすることが可能となる。
【００５０】
　また、太陽光発電により電力を供給する太陽光発電部２０に代えて（または、加えて）
、他の方法で電力を供給する発電部（例えば、燃料電池や発電機など）を備えても構わな
いし、これらの発電部や太陽光発電部２０を備えない構成としても構わない。また、蓄電
部１１が配置される空間の温度を調整する空冷ファンやエアコンディショナなどから成る
温度調整部と、当該空間の温度を検出するサーミスタや熱電対などから成る温度センサと
、を蓄電関連部１０に備え、蓄電部１１の温度調整を行っても構わない。
【００５１】
　また、施設情報提供部７０は、事前にユーザによって入力された稼働予定が記録された
記録装置のようなものであっても構わない。また、完全充電及び完全放電を行うタイミン
グの決定時など、必要時にユーザが稼働予定を入力する操作装置のようなものであっても
構わない。
【００５２】
＜＜容量学習＞＞
　次に、図１に示した電力供給システム１による、容量学習の動作例について、図面を参
照して説明する。最初に、施設に備えられる負荷部３１の負荷需要量について、図面を参
照して説明する。図２は、施設に備えられる負荷部の負荷需要量を示すグラフであり、横
軸が時間、縦軸が負荷需要量をそれぞれ示している。また、図２（ａ）は、施設の平日（
稼働日）における負荷需要量を示すグラフであり、図２（ｂ）は、施設の休日（非稼働日
）における負荷需要量を示すグラフである。
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【００５３】
　図２（ａ），（ｂ）に示すように、平日及び休日ともに、日中（１２時前後）の負荷需
要量が大きく、夜間（２４時前後）の負荷需要量が小さい。ただし、一日当たりの負荷需
要量は、休日よりも平日の方が大きい。また、単位時間当たり最大の（ピークの）負荷需
要量や負荷需要量の変動の大きさについても、休日よりも平日の方が大きい。そのため、
休日よりも平日の方が、電力消費の平準化を図るための蓄電部１１の充電及び放電（以下
、通常時充放電とする）の必要性が、高くなり得る。また、休日よりも平日の方が、電力
消費の平準化を行った場合に得られる効果が、大きくなり得る。
【００５４】
　以下では、施設に備えられる負荷部３１の負荷需要量が図２に示すものであるとして、
電力供給システム１の容量学習の各動作例を具体化して説明する。しかし、図２は一例に
過ぎず、負荷需要量がどのようなものであっても（例えば、ピークの位置が図２と異なる
ものであっても）、本発明は適用可能である。また、以下説明する容量学習の各動作例は
、矛盾無き限り組み合わせて実行可能である。
【００５５】
　また、以下説明する容量学習の各動作例の中には、施設の稼働期間（単位期間当たりの
負荷需要量が大きい期間）と、非稼働期間（単位期間当たりの負荷需要量が小さい期間）
とに基づいて、容量学習を行うタイミングを決定するものがある。そのような動作例につ
いては、単位期間が０時～２４時の一日であり、図２（ａ）に示す平日が稼働期間、図２
（ｂ）に示す休日が非稼働期間にそれぞれ相当するものとして、具体的に説明する。しか
し、単位期間の設定方法はこの例に限られるものではない。例えば、単位期間を５時～２
９時（翌日５時）の一日としても構わないし、数時間や数日としても構わない。ただし、
図２（ａ），（ｂ）に示すように、稼働期間及び非稼働期間の負荷需要量が対照的になる
ように単位期間を設定すると、好ましい。また、多くの施設は一日単位で稼働の有無が管
理されるため、単位期間を一日にすると好ましい。
【００５６】
＜第１動作例＞
　容量学習の第１動作例について、図面を参照して説明する。図３は、容量学習の第１動
作例について示したグラフである。図３に示すグラフの縦軸及び横軸は、図２に示すグラ
フと同様である。また、図３に示すグラフの実線は、図２と同様の負荷需要量を示すもの
であり、図３に示すグラフの破線は、容量学習によって必要（実線よりも上側になる場合
）になる電力量を負荷需要量に加算して、または、不要（実線よりも下側になる場合）に
なる電力量を負荷需要量から減算して、それぞれ表示したものである。
【００５７】
　図３に示す動作例は、施設に休日が無い場合のものである。この場合、負荷需要量が大
きくなると予測される平日の日中に、蓄電部１１の完全放電を行う。また、完全放電を行
う日中の直前の夜間に、完全充電を行う。
【００５８】
　また、完全放電を行う日中の直後の夜間に、翌日である平日の放電に備え、蓄電部１１
の充電（以下、通常充電とする）を行う。このように、蓄電部１１の完全放電後であり、
直後の平日の日中までに通常充電を行うと、放電が必要とされる可能性が高い時間帯より
も前に、蓄電部１１を放電可能な状態にすることができるため、好ましい。
【００５９】
　以上のように構成すると、施設の稼働予定に合わせて蓄電部１１の完全充電及び完全放
電が行われる。そのため、蓄電部１１の容量学習を行うタイミングを適切化することが可
能となる。
【００６０】
　さらに、上記のタイミングで完全放電を行うことにより、電力消費の平準化を図ること
ができる。そのため、電力料金の低減化及び二酸化炭素の排出量の削減を図ることが可能
となる。また、上記のタイミングで完全充電及び通常充電を行うことで、単位電力当たり
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の価格が安い夜間の系統電力を利用することができる。
【００６１】
　なお、図３に示す例では、通常充電を平日の夜間に行うものとしているが、通常充電を
平日の夜間までに行う（即ち、図３に示すタイミングよりも早期に行う）こととしても構
わない。蓄電部１１に充電された電力は、災害などによる系統電力の供給停止時における
非常用の電力源としても利用され得る。そのため、完全放電後かつ夜間までに通常充電を
行うことで、夜間の系統電力の供給停止時において、照明やその他の負荷に電力を供給す
ることが可能となる。
【００６２】
＜第２動作例＞
　次に、容量学習の第２動作例について、図面を参照して説明する。図４は、容量学習の
第２動作例について示したグラフであり、第１動作例について示した図３と同様のもので
ある。なお、図４及び本動作例の説明において、図３及び第１動作例の説明と同様となる
部分については、説明を省略する。
【００６３】
　図４に示す第２動作例は、施設に休日がある場合のものである。本動作例では、充放電
制御部５１が、蓄電部１１の完全放電を行うタイミングとして、休日を優先する。そのた
め、本動作例では、休日の日中に蓄電部１１の完全放電が行われるものとしている。また
、休日の日中の負荷需要量は、平日の日中の負荷需要量よりも小さい。そのため、本動作
例では、完全放電時の単位時間当たりに放電する電力量が第１動作例よりも小さく、放電
時間が第１動作例よりも長くなるものとしている。また、本動作例では、第１動作例と同
様に、完全充電及び通常充電が夜間に行われるものとしている。
【００６４】
　以上のように構成すると、第１動作例と同様に、施設の稼働予定に合わせて蓄電部１１
の完全充電及び完全放電が行われる。そのため、蓄電部１１の容量学習を行うタイミング
を適切化することが可能となる。
【００６５】
　さらに、上記のタイミングで完全放電を行うことにより、通常時充放電の必要性が低く
なり得る休日に、完全放電を行うこととなる。そのため、容量学習を行うことによって、
通常時充放電の必要性が高くなり得る平日に、通常時充放電の実行が困難になる（例えば
、蓄電部１１の放電が制限される）ことを、抑制することが可能となる。また、上記のタ
イミングで完全充電及び通常充電を行うことで、単位電力当たりの価格が安い夜間の系統
電力を利用することができる。
【００６６】
　なお、本動作例において、完全放電時の単位時間当たりに放電する電力量が、第１動作
例よりも小さく、放電時間が第１動作例よりも長くなるものとしたが、可能であれば第１
動作例と同様の電力量及び時間で完全放電を行っても構わない。
【００６７】
　また、休日が連続して二日以上ある場合、二日以上にわたって完全放電を行っても構わ
ないし（例えば、図７参照）、二回以上に分けて放電を行うことで完全放電を行っても構
わない。後者の場合の動作例を、図５を参照して説明する。図５は、容量学習の第２動作
例の別例について示したグラフであり、図４と同様のものである。なお、図５及び本別例
の説明において、図４及びその説明と同様となる部分については、説明を省略する。
【００６８】
　本別例では、二日連続する休日のそれぞれの日中で、完全放電を行う。これにより、完
全放電を行うために放電しなければならない電力量を、二日に分けることが可能となる。
即ち、完全放電のために放電する一日当たりの電力量を、一日で完全放電を行う場合より
も、小さくすることが可能となる。ただし、二日の休日のそれぞれで放電される電力また
は電流は、充放電測定部１３で測定可能な程度に大きいものとする。
【００６９】
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　このように構成すると、休日の負荷需要量が小さく、一日では完全放電が困難である場
合などでも、完全放電を行うことが可能になる。また、休日であれば、通常時充放電の必
要性が低くなり得るため、容量学習のための完全放電を柔軟に行うことができる。
【００７０】
　また、充放電制御部５１が、施設情報や負荷需要量情報に基づいて、一日の休日で完全
放電を行うか、二日以上の休日で完全放電を行うか、を決定しても構わない。例えば、充
放電制御部５１が、休日の負荷需要量が十分大きく一日で完全放電を行うことができると
判定する場合に、一日の休日で完全放電を行うことを決定しても構わない。また例えば、
充放電制御部５１が、休日の負荷需要量が十分大きくなく一日で完全放電を行うことが困
難であると判定する場合でも、二日以上の連続した休日を確認して、当該二日以上の休日
に放電すれば完全放電を行うことができると判定する場合に、当該二日以上の休日で完全
放電を行うことを決定しても構わない。
【００７１】
＜第３動作例＞
　次に、容量学習の第３動作例について、図面を参照して説明する。図６は、容量学習の
第３動作例について示したグラフであり、第２動作例について示した図４と同様のもので
ある。なお、図６及び本動作例の説明において、図４及び第２動作例の説明と同様となる
部分については、説明を省略する。
【００７２】
　図６に示す第３動作例は、充放電制御部５１が、蓄電部１１の完全放電を行うタイミン
グとして休日を優先する点や、完全放電を休日の日中に行うとともに完全充電及び通常充
電を夜間に行う点については、第２動作例と同様である。しかしながら、完全充電や通常
充電を、当該休日内で開始しかつ終了する点が、第２動作例と異なる。
【００７３】
　以上のように構成すると、第１動作例及び第２動作例と同様に、施設の稼働予定に合わ
せて蓄電部１１の完全充電及び完全放電が行われる。そのため、蓄電部１１の容量学習を
行うタイミングを適切化することが可能となる。
【００７４】
　さらに、上記のタイミングで完全放電を行うことにより、通常時充放電の必要性が低く
なり得る休日に、完全放電を行うこととなる。そのため、容量学習を行うことによって、
通常時充放電の必要性が高くなり得る平日に、通常時充放電の実行が困難になる（例えば
、蓄電部１１の放電が制限される）ことを、抑制することが可能となる。また、上記のタ
イミングで完全充電及び通常充電を行うことで、単位電力当たりの価格が安い夜間の系統
電力を利用することができる。
【００７５】
　また、上記のタイミングで完全放電、完全充電及び通常充電を行うことで、容量学習や
その事後処理を休日で完結することができる。そのため、平日（特に、容量学習を行う休
日の翌日や前日）における通常時充放電を妨げることなく、容量学習を実行することが可
能になる。
【００７６】
　なお、休日が連続して二日以上ある場合、二回以上に分けて放電を行うことで完全放電
を行っても構わないし（例えば、図５参照）、二日以上にわたって完全放電を行っても構
わない。後者の場合の動作例を、図７を参照して説明する。図７は、容量学習の第３動作
例の別例について示したグラフであり、図６と同様のものである。なお、図７及び本別例
の説明において、図６及びその説明と同様となる部分については、説明を省略する。
【００７７】
　本別例では、二日連続する休日にわたって、完全放電を行う。これにより、完全放電を
行うために放電しなければならない電力量を、二日に分けることが可能となる。即ち、完
全放電のために放電する一日当たりの電力量を、一日で完全放電を行う場合よりも、小さ
くすることが可能となる。ただし、二日の休日のそれぞれで放電される電力または電流は
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、充放電測定部１３で測定可能な程度に大きいものとする。
【００７８】
　このように構成すると、休日の負荷需要量が小さく、一日では完全放電が困難である場
合などでも、完全放電を行うことが可能になる。また、休日であれば、通常時充放電の必
要性が低くなり得るため、容量学習のための完全放電を柔軟に行うことができる。
【００７９】
　また、充放電制御部５１が、施設情報や負荷需要量情報に基づいて、一日の休日で完全
放電を行うか、二日以上の休日で完全放電を行うか、を決定しても構わない。例えば、充
放電制御部５１が、休日の負荷需要量が十分大きく一日で完全放電を行うことができると
判定する場合に、一日の休日で完全放電を行うことを決定しても構わない。また例えば、
充放電制御部５１が、休日の負荷需要量が十分大きくなく一日で完全放電を行うことが困
難であると判定する場合でも、二日以上の連続した休日を確認して、当該二日以上の休日
に放電すれば完全放電を行うことができると判定する場合に、当該二日以上の休日で完全
放電を行うことを決定しても構わない。
【００８０】
＜第４動作例＞
　上述の第２動作例及び第３動作例において、休日の負荷需要量が小さく一日では完全放
電が困難であるが、二日以上の連続した休日がない場合の動作例について、以下図面を参
照して説明する。図８は、容量学習の第４動作例について示したグラフであり、第２動作
例について示した図４と同様のものである。なお、図８及び本動作例の説明において、図
４及び第２動作例の説明と同様となる部分については、説明を省略する。
【００８１】
　図８に示す第４動作例は、第２動作例及び第３動作例と同様に、充放電制御部５１が、
蓄電部１１の完全放電を行うタイミングとして休日を優先する。ただし、上記のように休
日が１日しかなく、当該休日のみでは完全放電を行うことが困難である。そこで、本動作
例では、休日の日中と、当該休日の前日である平日の日中と、に分けて放電を行うことで
、完全放電を行う。
【００８２】
　さらに、完全放電の一部を成す放電を行う平日の日中の、直前の夜間に、完全充電を行
う。また、完全放電の一部を成す放電を行う休日の日中の、直後の夜間に、通常充電を行
う。
【００８３】
　以上のように構成すると、第１動作例～第３動作例と同様に、施設の稼働予定に合わせ
て蓄電部１１の完全充電及び完全放電が行われる。そのため、蓄電部１１の容量学習を行
うタイミングを適切化することが可能となる。
【００８４】
　さらに、上記のタイミングで完全放電を行うことにより、休日の負荷需要量が小さく一
日では完全放電が困難である場合などでも、完全放電を行うことが可能になる。また、上
記のタイミングで完全充電及び通常充電を行うことで、単位電力当たりの価格が安い夜間
の系統電力を利用することができる。
【００８５】
　なお、第３動作例と同様に、完全充電及び通常充電を、完全放電が行われる平日及び休
日内で開始しかつ終了しても構わない。このように構成すると、平日（図８に示す例では
、完全放電の一部を成す放電が行われる平日の前日、完全放電の一部を成す放電が行われ
る休日の翌日）における蓄電部１１の充電及び放電動作を妨げることなく、容量学習を実
行することが可能になる。
【００８６】
　また、充放電制御部５１が、施設情報や負荷需要量情報に基づいて、本動作例を行うか
否かを決定しても構わない。例えば、充放電制御部５１が、休日の負荷需要量が十分大き
くなく一日で完全放電を行うことが困難であると判定する場合で、二日以上の連続した休
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日を確認できない場合に、本動作例を行うことを決定しても構わない。
【００８７】
　また、平日、休日の順に放電を行うことで完全放電を行う場合を例示したが、休日、平
日の順に放電を行うことで完全放電を行っても構わない。ただし、前者のように平日の放
電を先に行うと、当該平日の放電後に蓄電部１１の残容量を確保することが可能となる。
そのため、当該平日に急な放電が必要となる場合や、系統電力の供給が停止するなどの非
常時に、蓄電部１１を放電して対応することが可能になる。
【００８８】
　また、図７に示した動作例と同様に、平日及び休日にわたって、完全放電を行っても構
わない。また、第１動作例において、一日の平日で完全放電をすることが困難である場合
も、本動作例と同様に、二日以上の平日で完全放電を行っても構わない（図７及び図８参
照）。
【００８９】
＜＜変形例＞＞
　上述の各動作例では、蓄電部１１の完全充電の後に完全放電を行う場合について説明し
たが、上述の通り、蓄電部１１の完全放電の後に完全充電を行う場合でも、容量学習を行
うことができる。この場合、上述の各動作例における完全充電を行わず、上述の各動作例
における通常充電の代わりに完全充電を行うこととしても構わない。
【００９０】
　また、一日で完全充電を行うことが困難である場合（例えば、完全充電を行うことで、
系統電力の単位時間当たりの電力量の最大値が更新される場合や、夜間だけでなく日中も
充電する必要が生じる場合など）は、上述の各動作例の完全放電と同様に、二日以上で完
全充電を行っても構わない（図５及び図７参照）。ただし、上述の各動作例と同様に、夜
間に完全充電を行うこととすると、好ましい。
【００９１】
　本発明の実施の一形態における電力供給システム１について、蓄電関連部１０や制御部
５０などの一部または全部の動作を、マイコンなどの制御装置が行うこととしても構わな
い。さらに、このような制御装置によって実現される機能の全部または一部をプログラム
として記述し、該プログラムをプログラム実行装置（例えばコンピュータ）上で実行する
ことによって、その機能の全部または一部を実現するようにしても構わない。
【００９２】
　また、上述した場合に限らず、図１に示す電力供給システム１は、ハードウェア、或い
は、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現可能である。また、ソフトウ
ェアを用いて充電システムの一部を構成する場合、ソフトウェアによって実現される部位
についてのブロックは、その部位の機能ブロックを表すこととする。
【００９３】
　以上、本発明における実施の一形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定さ
れるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実行することがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、電力を供給する電力供給システムに利用可能である。
【符号の説明】
【００９５】
　　　１　　電力供給システム
　　１１　　蓄電部
　　１２　　充放電処理部
　　１３　　充放電測定部
　　１４　　容量学習部
　　１５　　残容量推定部
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　　３１　　負荷部
　　５１　　充放電制御部
　　５３　　負荷需要量予測部
　　６０　　データベース
　　７０　　施設情報提供部

【図１】 【図２】

【図３】
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