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(57)【要約】
【課題】発電装置が設けられた電力需要施設において、
当該発電装置の発電能力をより活用することが可能な需
要家装置、電力消費管理方法および電力消費管理プログ
ラムを提供する。
【解決手段】
需要家装置は、電力需要施設において用いられる需要
家装置であって、前記電力需要施設における電力消費に
関する監視を行う監視部と、前記監視部による監視結果
に基づいて、前記電力需要施設において用いられる発電
装置の発電電力が前記電力需要施設における電力消費に
対して余っている場合、または前記発電電力の一部もし
くは全部の電力系統への供給が行われている状態におい
て前記供給を制限または停止する要求を受けた場合に、
前記電力需要施設における負荷を制御することにより余
剰電力の一部または全部を消費するか、または前記余剰
電力の消費を前記電力需要施設の需要家に促すための消
費要請情報を出力する消費遂行処理を行う制御部とを備
える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電力需要施設において用いられる需要家装置であって、
前記電力需要施設における電力消費に関する監視を行う監視部と、
前記監視部による監視結果に基づいて、前記電力需要施設において用いられる発電装置
の発電電力が前記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合、または前記発
電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態において前記供給を制
限または停止する要求を受けた場合に、前記電力需要施設における負荷を制御することに
より余剰電力の一部または全部を消費するか、または前記余剰電力の消費を前記電力需要
施設の需要家に促すための消費要請情報を出力する消費遂行処理を行う制御部とを備える
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、需要家装置。
【請求項２】
前記需要家装置は、前記電力需要施設において用いられる蓄電池を前記余剰電力によっ
て充電する充電モードで動作すること、および前記電力需要施設において前記余剰電力を
消費する消費モードで動作することが可能であり、
前記制御部は、前記消費モードにおいて前記消費遂行処理を行う、請求項１に記載の需
要家装置。
【請求項３】
前記需要家装置は、さらに、
前記充電モードで動作すべきか、または前記消費モードで動作すべきかを判断するモー
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ド判断部を備え、
前記モード判断部は、前記蓄電池の蓄電残量が所定値以上の場合、前記消費モードで動
作すべきであると判断する、請求項２に記載の需要家装置。
【請求項４】
前記発電装置は、発電以外の目的の動作を実行し、前記動作の実行に伴って電力を生成
する、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の需要家装置。
【請求項５】
前記需要家装置は、さらに、
前記電力需要施設における需要家の存在または不存在を判断する在否判断部を備え、
前記制御部は、前記在否判断部によって前記存在が判断された場合に前記消費要請情報
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を出力し、
前記制御部は、前記在否判断部によって前記不存在が判断された場合に前記余剰電力を
消費する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の需要家装置。
【請求項６】
前記在否判断部は、前記電力需要施設において用いられるセキュリティーシステムから
取得した情報に基づいて前記需要家の存在または不存在を判断する、請求項５に記載の需
要家装置。
【請求項７】
前記制御部は、前記消費遂行処理を行うとともに、前記発電装置からの発電電力の出力
を抑制する制御を行い、
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前記発電装置は、発電した電力を消費するための消費回路を含む、請求項１から請求項
６のいずれか１項に記載の需要家装置。
【請求項８】
前記制御部は、前記消費要請情報として、前記余剰電力および前記負荷の消費電力を示
す画面の情報を出力する、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の需要家装置。
【請求項９】
電力需要施設において用いられる需要家装置における電力消費管理方法であって、
前記電力需要施設における電力消費に関する監視を行うステップと、
監視した結果に基づいて、前記電力需要施設において用いられる発電装置の発電電力が
前記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合、または前記発電電力の一部
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もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態において前記供給を制限または停止
する要求を受けた場合に、前記電力需要施設における負荷を制御することにより余剰電力
の一部または全部を消費するか、または前記余剰電力の消費を前記電力需要施設の需要家
に促すための消費要請情報を出力するステップとを含む、電力消費管理方法。
【請求項１０】
電力需要施設において用いられる需要家装置において用いられる電力消費管理プログラ
ムであって、
コンピュータに、
前記電力需要施設における電力消費に関する監視を行うステップと、
監視した結果に基づいて、前記電力需要施設において用いられる発電装置の発電電力が
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前記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合、または前記発電電力の一部
もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態において前記供給を制限または停止
する要求を受けた場合に、前記電力需要施設における負荷を制御することにより余剰電力
の一部または全部を消費するか、または前記余剰電力の消費を前記電力需要施設の需要家
に促すための消費要請情報を出力するステップとを実行させるための、電力消費管理プロ
グラム。
【請求項１１】
端末装置において用いられる電力消費管理プログラムであって、
コンピュータに、
電力需要施設において用いられる需要家装置から、前記電力需要施設において用いられ
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る発電装置の発電電力の余剰分を消費することを前記電力需要施設の需要家に促すための
消費要請情報を取得するステップと、
取得した前記消費要請情報に基づく内容の画面を表示するステップとを実行させるため
の、電力消費管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、需要家装置、電力消費管理方法および電力消費管理プログラムに関し、特に
、電力需要施設において用いられる需要家装置、電力消費管理方法および電力消費管理プ
ログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、たとえば一般家庭に設けられる太陽光発電等の電力需要施設における発電装置に
よる発電電力の系統への逆潮流（売電）を防止するための技術が開発されている。
【０００３】
たとえば、特許文献１（特開２０１３−１７２４９５号公報）には、発電電力を無駄な
く利用することができる電力貯蔵型の発電システムが開示されている。電力貯蔵型の発電
システムは、外部の系統と連系され、自然エネルギーを受けて発電する発電部と、発電部
による発電電力及び系統からの電力を貯蔵し、発電部と直流接続される蓄電部と、発電部
の発電及び蓄電部への充放電を制御する制御部とを備える。制御部は、発電電力が系統に
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向けて逆潮流している際に、系統電圧と予め定められた閾値電圧との比較に基づいて、発
電電力の逆潮流を停止させ、または、逆潮流する発電電力を低減させるとともに、発電電
力を蓄電池に充電させる。
【０００４】
また、たとえば、特許文献２（特開平１１−２９９１１０号公報）には、自家発電機と
商用電源とが並列運転している際に、急激な負荷変動による電力逆潮流を、発電機やエン
ジンに大きな負担をかけることなく防止する電力逆潮流防止装置が開示されている。電力
逆潮流防止装置では、エンジンガバナは、自家発電設備の発電機駆動用エンジンへの燃料
供給量を速度に応じて調整する。速度制御手段は、負荷変動の予測値に従って、発電機駆
動用エンジンの速度を調整するように、エンジンガバナの燃料供給量を制御する。受電電
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力検出手段は、商用電源から受電する電力を検出する。そして、高速制御手段は、受電電
力検出手段からの出力に応答し、予め設定される最低受電値に対する受電電力の低下状態
が受電電力減少時間についての予め定める条件を満たすように継続するとき、速度制御手
段によるエンジンガバナへの制御を停止させ、予め設定される受電電力量の削減に対応す
る燃料供給量となるように、エンジンガバナを逆潮流の許容時間内で制御し、受電電力が
予め定める回復条件を満たすとき、速度制御手段によるエンジンガバナへの制御を回復さ
せる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１３−１７２４９５号公報
【特許文献２】特開平１１−２９９１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
たとえば、発電装置が設けられている電力需要施設において余剰電力が発生した場合、
当該発電装置による発電電力を抑制するための制御を行わなければならない。特に、電力
需要施設において需要家が不存在である場合、余剰電力が発生しやすいと考えられる。し
かしながら、このような制御を行うと、発電装置の発電能力を無駄にしてしまうことにな
る。
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【０００７】
一方、余剰電力を逆潮流するための設備を設けることにより、余剰電力を有効に利用す
ることが考えられる。しかしながら、このような設備を設けるためにはコストがかかって
しまう。また、複数の電力需要施設において逆潮流が発生した場合、大量の電力が電力系
統へ流入し、電力系統における電圧が不安定になることがある。
【０００８】
この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、発電装置が設
けられた電力需要施設において、当該発電装置の発電能力をより活用することが可能な需
要家装置、電力消費管理方法および電力消費管理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる需要家装置は、電力需
要施設において用いられる需要家装置であって、上記電力需要施設における電力消費に関
する監視を行う監視部と、上記監視部による監視結果に基づいて、上記電力需要施設にお
いて用いられる発電装置の発電電力が上記電力需要施設における電力消費に対して余って
いる場合、または上記発電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状
態において上記供給を制限または停止する要求を受けた場合に、上記電力需要施設におけ
る負荷を制御することにより余剰電力の一部または全部を消費するか、または上記余剰電
力の消費を上記電力需要施設の需要家に促すための消費要請情報を出力する消費遂行処理
を行う制御部とを備える。
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【００１０】
（９）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる電力消費管理方法は、
電力需要施設において用いられる需要家装置における電力消費管理方法であって、上記電
力需要施設における電力消費に関する監視を行うステップと、監視した結果に基づいて、
上記電力需要施設において用いられる発電装置の発電電力が上記電力需要施設における電
力消費に対して余っている場合、または上記発電電力の一部もしくは全部の電力系統への
供給が行われている状態において上記供給を制限または停止する要求を受けた場合に、上
記電力需要施設における負荷を制御することにより余剰電力の一部または全部を消費する
か、または上記余剰電力の消費を上記電力需要施設の需要家に促すための消費要請情報を
出力するステップとを含む。
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【００１１】
（１０）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる電力消費管理プログ
ラムは、電力需要施設において用いられる需要家装置において用いられる電力消費管理プ
ログラムであって、コンピュータに、上記電力需要施設における電力消費に関する監視を
行うステップと、監視した結果に基づいて、上記電力需要施設において用いられる発電装
置の発電電力が上記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合、または上記
発電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態において上記供給を
制限または停止する要求を受けた場合に、上記電力需要施設における負荷を制御すること
により余剰電力の一部または全部を消費するか、または上記余剰電力の消費を上記電力需
要施設の需要家に促すための消費要請情報を出力するステップとを実行させるためのプロ
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グラムである。
【００１２】
（１１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる電力消費管理プログ
ラムは、端末装置において用いられる電力消費管理プログラムであって、コンピュータに
、電力需要施設において用いられる需要家装置から、上記電力需要施設において用いられ
る発電装置の発電電力の余剰分を消費することを上記電力需要施設の需要家に促すための
消費要請情報を取得するステップと、取得した上記消費要請情報に基づく内容の画面を表
示するステップとを実行させるためのプログラムである。
【００１３】
本発明は、このような特徴的な処理部を備える需要家装置として実現できるだけでなく
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、かかる特徴的な装置を備えるシステムとして実現したり、需要家装置の一部または全部
を実現する半導体集積回路として実現したりすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、発電装置が設けられた電力需要施設において、当該発電装置の発電能
力をより活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムの構成を示す図
である。
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【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける需要家
装置の構成を示す図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける端末装
置の構成を示す図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムの端末装置にお
いて表示される画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂
行処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂
行処理のシーケンスの一例を示す図である。
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【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムの変形例の構成
を示す図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける需要家
装置の構成を示す図である。
【図９】図９は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける端末装
置の構成を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムの端末装置
において表示される画面の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消
費遂行処理のシーケンスの一例を示す図である。
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【図１２】図１２は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消
費遂行処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムの構成を示
す図である。
【図１４】図１４は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける需
要家装置の構成を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消
費遂行処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消
費遂行処理のシーケンスの一例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。
【００１７】
（１）本発明の実施の形態に係る需要家装置は、電力需要施設において用いられる需要
家装置であって、上記電力需要施設における電力消費に関する監視を行う監視部と、上記
監視部による監視結果に基づいて、上記電力需要施設において用いられる発電装置の発電
電力が上記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合、または上記発電電力
の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態において上記供給を制限また
は停止する要求を受けた場合に、上記電力需要施設における負荷を制御することにより余
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剰電力の一部または全部を消費するか、または上記余剰電力の消費を上記電力需要施設の
需要家に促すための消費要請情報を出力する消費遂行処理を行う制御部とを備える。
【００１８】
このような構成により、余剰電力が発生した場合、または発電電力の一部もしくは全部
の電力系統への供給が行われている状態において当該供給を制限または停止する要求を受
けた場合において、発電装置による発電を抑制することなく、余剰電力を電力需要施設に
おいて有効に利用することができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設けない
場合においても余剰電力を有効に利用することができるので、当該設備を設けるためのコ
スト増加を防ぐことができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設ける場合にお
いても逆潮流を抑制することができるので、電力系統における電圧を安定に保つことがで
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きる。したがって、発電装置が設けられた電力需要施設において、当該発電装置の発電能
力をより活用することができる。
【００１９】
（２）好ましくは、上記需要家装置は、上記電力需要施設において用いられる蓄電池を
上記余剰電力によって充電する充電モードで動作すること、および上記電力需要施設にお
いて上記余剰電力を消費する消費モードで動作することが可能であり、上記制御部は、上
記消費モードにおいて上記消費遂行処理を行う。
【００２０】
このように、充電モードおよび消費モードを切り替えることが可能な構成により、蓄電
池を余剰電力によって充電するよりも電力需要施設において余剰電力を消費することが好
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ましい状況において消費遂行処理を行うことができる。
【００２１】
（３）より好ましくは、上記需要家装置は、さらに、上記充電モードで動作すべきか、
または上記消費モードで動作すべきかを判断するモード判断部を備え、上記モード判断部
は、上記蓄電池の蓄電残量が所定値以上の場合、上記消費モードで動作すべきであると判
断する。
【００２２】
このような構成により、蓄電池の更なる充電が不要であることを認識した上で消費遂行
処理を行うことができるので、余剰電力を電力需要施設において適切に消費することがで
きるとともに、蓄電池の過充電を回避して蓄電池を保護することができる。
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【００２３】
（４）好ましくは、上記発電装置は、発電以外の目的の動作を実行し、上記動作の実行
に伴って電力を生成する。
【００２４】
このような構成により、発電以外の目的の動作を実行するときに生成される電力は、発
電を主目的とした電力ではないので余剰電力の発生する場合が多いが、このような場合に
おいても発生した余剰電力を有効に利用することができるので、上記のような発電装置を
より活用することができる。
【００２５】
（５）好ましくは、上記需要家装置は、さらに、上記電力需要施設における需要家の存
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在または不存在を判断する在否判断部を備え、上記制御部は、上記在否判断部によって上
記存在が判断された場合に上記消費要請情報を出力し、上記制御部は、上記在否判断部に
よって上記不存在が判断された場合に上記余剰電力を消費する。
【００２６】
このように、電力需要施設における需要家の存在または不存在を判断することが可能な
構成により、電力需要施設に需要家が存在する場合において、需要家による余剰電力の消
費を優先させることができる。また、電力需要施設に需要家が存在しない場合において、
余剰電力を自動で消費することができる。すなわち、電力需要施設に需要家が存在するか
否かに応じた適切な処理を行うことができる。
【００２７】
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（６）より好ましくは、上記在否判断部は、上記電力需要施設において用いられるセキ
ュリティーシステムから取得した情報に基づいて上記需要家の存在または不存在を判断す
る。
【００２８】
このような構成により、需要家の存在または不存在についての判断を簡易に行うことが
できる。
【００２９】
（７）好ましくは、上記制御部は、上記消費遂行処理を行うとともに、上記発電装置か
らの発電電力の出力を抑制する制御を行い、上記発電装置は、発電した電力を消費するた
めの消費回路を含む。
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【００３０】
このような構成により、消費遂行処理を行っても余剰電力が残る場合においても、残っ
た余剰電力を発電装置において消費することができる。
【００３１】
（８）好ましくは、上記制御部は、上記消費要請情報として、上記余剰電力および上記
負荷の消費電力を示す画面の情報を出力する。
【００３２】
このような構成により、需要家は、たとえば、画面の表示を見て余剰電力および負荷の
消費電力について正しく認識することができるので、余剰電力を有効に利用するのに適し
た負荷を選択することができる。
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【００３３】
（９）本発明の実施の形態に係る電力消費管理方法は、電力需要施設において用いられ
る需要家装置における電力消費管理方法であって、上記電力需要施設における電力消費に
関する監視を行うステップと、監視した結果に基づいて、上記電力需要施設において用い
られる発電装置の発電電力が上記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合
、または上記発電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態におい
て上記供給を制限または停止する要求を受けた場合に、上記電力需要施設における負荷を
制御することにより余剰電力の一部または全部を消費するか、または上記余剰電力の消費
を上記電力需要施設の需要家に促すための消費要請情報を出力するステップとを含む。
【００３４】
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このような構成により、余剰電力が発生した場合、または発電電力の一部もしくは全部
の電力系統への供給が行われている状態において当該供給を制限または停止する要求を受
けた場合において、発電装置による発電を抑制することなく、余剰電力を電力需要施設に
おいて有効に利用することができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設けない
場合においても余剰電力を有効に利用することができるので、当該設備を設けるためのコ
スト増加を防ぐことができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設ける場合にお
いても逆潮流を抑制することができるので、電力系統における電圧を安定に保つことがで
きる。したがって、発電装置が設けられた電力需要施設において、当該発電装置の発電能
力をより活用することができる。
【００３５】
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（１０）本発明の実施の形態に係る電力消費管理プログラムは、電力需要施設において
用いられる需要家装置において用いられる電力消費管理プログラムであって、コンピュー
タに、上記電力需要施設における電力消費に関する監視を行うステップと、監視した結果
に基づいて、上記電力需要施設において用いられる発電装置の発電電力が上記電力需要施
設における電力消費に対して余っている場合、または上記発電電力の一部もしくは全部の
電力系統への供給が行われている状態において上記供給を制限または停止する要求を受け
た場合に、上記電力需要施設における負荷を制御することにより余剰電力の一部または全
部を消費するか、または上記余剰電力の消費を上記電力需要施設の需要家に促すための消
費要請情報を出力するステップとを実行させるためのプログラムである。
【００３６】

20

このような構成により、余剰電力が発生した場合、または発電電力の一部もしくは全部
の電力系統への供給が行われている状態において当該供給を制限または停止する要求を受
けた場合において、発電装置による発電を抑制することなく、余剰電力を電力需要施設に
おいて有効に利用することができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設けない
場合においても余剰電力を有効に利用することができるので、当該設備を設けるためのコ
スト増加を防ぐことができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設ける場合にお
いても逆潮流を抑制することができるので、電力系統における電圧を安定に保つことがで
きる。したがって、発電装置が設けられた電力需要施設において、当該発電装置の発電能
力をより活用することができる。
【００３７】
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（１１）本発明の実施の形態に係る電力消費管理プログラムは、端末装置において用い
られる電力消費管理プログラムであって、コンピュータに、電力需要施設において用いら
れる需要家装置から、上記電力需要施設において用いられる発電装置の発電電力の余剰分
を消費することを上記電力需要施設の需要家に促すための消費要請情報を取得するステッ
プと、取得した上記消費要請情報に基づく内容の画面を表示するステップとを実行させる
ためのプログラムである。
【００３８】
このような構成により、需要家は、たとえば、画面の表示を見て、消費すべき余剰分の
発電電力の存在を認識することができるので、余剰分の発電電力を消費するために適した
行動に移ることができる。これにより、需要家装置では、たとえば、余剰電力が発生した
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場合、または発電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態におい
て当該供給を制限または停止する要求を受けた場合において、発電装置による発電を抑制
することなく、余剰電力を電力需要施設において有効に利用することができる。また、余
剰電力を逆潮流するための設備を設けない場合においても余剰電力を有効に利用すること
ができるので、当該設備を設けるためのコスト増加を防ぐことができる。また、余剰電力
を逆潮流するための設備を設ける場合においても逆潮流を抑制することができるので、電
力系統における電圧を安定に保つことができる。したがって、発電装置が設けられた電力
需要施設において、当該発電装置の発電能力をより活用することができる。
【００３９】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当
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部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。また、以下に記載する実施の形態の
少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
【００４０】
＜第１の実施の形態＞
［構成および基本動作］
図１は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムの構成を示す図である
。
【００４１】
図１を参照して、電力消費管理システム３０１は、電力供給システム１と、宅内機器管
理システム２と、端末装置１７１とを備える。電力供給システム１は、電力制御装置１１
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と、蓄電池１３と、コジェネレーション機器（発電装置）１４と、太陽光発電機（発電装
置）１５とを備える。電力制御装置１１は、スマートメータ１２を含む。太陽光発電機１
５は、消費回路１６を含む。宅内機器管理システム２は、需要家装置２０２と、宅内機器
群１７と、セキュリティーシステム１８とを備える。宅内機器群１７は、要請対象電気機
器（負荷）１９と、制御対象電気機器（負荷）２０とを含む。
【００４２】
電力消費管理システム３０１では、たとえば、ビル、工場または一般家庭等の電力需要
施設３において用いられる発電装置の発電電力が電力需要施設３における電力消費に対し
て余っている場合に、電力需要施設３における負荷を制御することにより余剰電力の一部
または全部を消費するか、または余剰電力の消費を電力需要施設３の需要家に促す処理で
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ある消費遂行処理が行われる。
【００４３】
具体的には、電力需要施設３では、電力供給システム１は、宅内機器管理システム２へ
電力を供給する。より詳細には、電力供給システム１は、たとえば、コジェネレーション
機器１４および太陽光発電機１５により発電された電力（以下、発電電力とも称する。）
、電力需要施設３において用いられる蓄電池１３から受ける電力（以下、放電電力とも称
する。）、ならびに電力系統から受ける電力（以下、系統電力とも称する。）を用いて宅
内機器管理システム２へ電力を供給する。
【００４４】
宅内機器管理システム２における各機器は、電力供給システム１から供給を受ける電力
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（以下、宅内消費電力とも称する。）を用いて動作する。
【００４５】
端末装置１７１は、たとえばスマートフォンまたはＰＣ（パーソナルコンピュータ）で
あり、需要家装置２０２から受信する情報を需要家に提示するとともに需要家による操作
を受けつける。
【００４６】
端末装置１７１は、たとえば、持ち運び可能な構成であってもよいし、電力需要施設３
に据え付けられる構成であってもよい。端末装置１７１が持ち運び可能な構成である場合
、需要家は、たとえば、電力需要施設３の施設外すなわち外出先、および電力需要施設３
の施設内において端末装置１７１を操作する。また、端末装置１７１が電力需要施設３に
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据え付ける構成である場合、需要家は、たとえば、電力需要施設３の施設内において端末
装置１７１を操作する。
【００４７】
［電力供給システム］
電力供給システム１における電力制御装置１１は、具体的にはＰＣＳ（Ｐｏｗｅｒ
ｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ

Ｃ

Ｓｙｓｔｅｍ）であり、電力系統からの系統電力を用いて蓄電

池１３を充電するとともに、系統電力を宅内機器管理システム２へ出力する。
【００４８】
また、電力制御装置１１は、たとえば、コジェネレーション機器１４および太陽光発電
機１５から発電電力を受ける場合、発電電力を系統電力より優先して蓄電池１３および宅
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内機器管理システム２へ出力する。
【００４９】
電力制御装置１１におけるスマートメータ１２は、たとえば、コジェネレーション機器
１４および太陽光発電機１５から受ける発電電力、電力系統から受ける系統電力、および
蓄電池１３から受ける放電電力、ならびに蓄電池１３へ出力する電力（以下、充電電力と
も称する。）、および宅内機器管理システム２へ出力する宅内消費電力を測定する。ここ
で、充電電力および放電電力は、たとえば値が同じで符号が異なる。
【００５０】
スマートメータ１２は、たとえば、測定した発電電力、系統電力、放電電力、充電電力
および宅内消費電力を示す測定電力情報を宅内機器管理システム２における需要家装置２

10

０２へ出力する。
【００５１】
コジェネレーション機器１４は、発電以外の目的の動作を実行し、当該動作の実行に伴
って電力を生成し、生成した電力すなわち発電電力を電力制御装置１１へ出力する。
【００５２】
具体的には、コジェネレーション機器１４は、電力需要施設３において用いられ、たと
えば、ガス等を駆動源とした発電機を含み、当該発電機によって電力を生成しながら、当
該発電機の排熱を利用して給湯および暖房等を行う。
【００５３】
また、コジェネレーション機器１４は、たとえば、需要家装置２０２から出力抑制命令
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を受けると、駆動源の出力を落とすことにより自己が発電する電力を減少させ、電力制御
装置１１へ出力する発電電力を抑制する。
【００５４】
太陽光発電機１５は、電力需要施設３において用いられ、たとえば、太陽光を受けると
、受けた太陽光のエネルギーを直流電力に変換し、変換した直流電力を昇圧する。そして
、太陽光発電機１５は、昇圧後の直流電力を電力制御装置１１へ出力する。
【００５５】
電力制御装置１１は、太陽光発電機１５から直流電力を受けると、受けた直流電力を交
流電力へ変換し、変換後の交流電力を発電電力として用いる。
【００５６】
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また、消費回路１６は、自己の太陽光発電機１５により発電された電力を消費するため
の回路である。具体的には、消費回路１６は、たとえば、自己の太陽光発電機１５により
発電された電力を熱に変換して消費する抵抗である。
【００５７】
太陽光発電機１５は、たとえば、需要家装置２０２から出力抑制命令を受けると、自己
が発電した電力の一部または全部を消費回路１６において熱に変換することにより、電力
制御装置１１へ出力する電力を抑制する。
【００５８】
また、電力制御装置１１は、たとえば、蓄電池１３の蓄電残量を監視し、監視した蓄電
残量に基づいて蓄電池１３の充電および放電を制御する。

40

【００５９】
より詳細には、電力制御装置１１は、たとえば、蓄電池１３の蓄電残量が所定値未満の
場合、すなわち蓄電池１３が満充電でない場合、蓄電池１３を充電するように制御する。
一方、電力制御装置１１は、たとえば、蓄電池１３の蓄電残量が所定値以上の場合、すな
わち蓄電池１３が満充電の場合、蓄電池１３の充電を停止する。ここで、所定値は、量を
示す値でもよいし、割合を示すパーセンテージでもよい。
【００６０】
また、電力制御装置１１は、たとえば、電力系統から系統電力を受けることができない
停電の場合、または電力量料金が高い時間帯の場合等において、蓄電池１３から放電電力
を取得し、取得した放電電力を宅内機器管理システム２へ宅内消費電力として出力する制
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御を行う。
【００６１】
また、電力制御装置１１は、たとえば、需要家装置２０２から受信する命令に基づいて
蓄電池１３の充電の優先度を変更する。具体的には、電力制御装置１１は、たとえば、需
要家装置２０２から充電優先命令を受信すると、発電電力を蓄電池１３の充電電力に優先
的に用いる。また、電力制御装置１１は、たとえば、需要家装置２０２から消費優先命令
を受信すると、発電電力を宅内消費電力に優先的に用いる。
【００６２】
［宅内機器管理システム］
宅内機器管理システム２における需要家装置２０２は、具体的には、たとえば、ＢＥＭ
Ｓ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ
ＥＭＳ（Ｈｏｍｅ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

10

Ｓｙｓｔｅｍ）またはＨ

Ｓｙｓｔｅｍ）において用い

られる。
【００６３】
需要家装置２０２は、電力需要施設３において用いられるコジェネレーション機器１４
および太陽光発電機１５の発電電力が宅内機器管理システム２における電力消費に対して
余っている場合に、電力需要施設３における制御対象電気機器２０を制御することにより
余剰電力の一部または全部を消費するか、または余剰電力の消費を電力需要施設３の需要
家に促す。
【００６４】

20

より詳細には、需要家装置２０２におけるセキュリティーシステム１８は、たとえば、
需要家が外出する際に需要家によりオンに設定されると、電力需要施設３におけるドア等
の施錠状態、および電力需要施設３における各部屋の状態を監視し、監視結果に基づいて
侵入者を検知する。セキュリティーシステム１８は、たとえば、侵入者を検知すると、警
備会社へ通報する。また、セキュリティーシステム１８は、たとえば、需要家が帰宅して
オフに設定されると、監視を停止する。
【００６５】
また、セキュリティーシステム１８は、たとえば、電力需要施設３において需要家が存
在しているか否かを問い合わせる旨の存在確認要求を需要家装置２０２から受信すると、
以下の処理を行う。

30

【００６６】
すなわち、セキュリティーシステム１８は、たとえば、設定がオフの場合、電力需要施
設３において需要家が存在している旨を示す存在通知を需要家装置２０２へ送信し、また
、設定がオンの場合、電力需要施設３において需要家が存在していない旨を示す不存在通
知を需要家装置２０２へ送信する。
【００６７】
宅内機器群１７は、電力需要施設３において設けられる機器であり、電力供給システム
１から受ける電力を用いて動作する。
【００６８】
より詳細には、宅内機器群１７における要請対象電気機器１９は、たとえば、需要家装

40

置２０２が余剰電力の消費を需要家に促す場合において、需要家が電力消費の対象とする
電気機器であり、具体的には、洗濯機および掃除機等である。
【００６９】
制御対象電気機器２０は、たとえば、需要家装置２０２が余剰電力を消費するための制
御の対象とする電気機器であり、具体的には、空調装置および照明等である。制御対象電
気機器２０は、たとえば、需要家装置２０２から動作開始命令を受信すると、自己の動作
を開始する。なお、要請対象電気機器１９および制御対象電気機器２０が同じ電気機器で
あってもよい。
【００７０】
［需要家装置］
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図２は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける需要家装置の
構成を示す図である。
【００７１】
図２を参照して、需要家装置２０２は、蓄電残量取得部３１と、監視部３２と、制御部
３３と、消費電力情報取得部３４と、モード判断部３５と、モード設定部３６と、在否判
断部３７とを備える。
【００７２】
需要家装置２０２は、電力需要施設３において用いられる。需要家装置２０２は、たと
えば、蓄電池１３を余剰電力によって充電する充電モードで動作すること、および電力需
要施設３において余剰電力を消費する消費モードで動作することが可能である。

10

【００７３】
また、需要家装置２０２は、たとえば、宅内機器管理システム２におけるセキュリティ
ーシステム１８、要請対象電気機器１９および制御対象電気機器２０、ならびに電力供給
システム１における電力制御装置１１、蓄電池１３、コジェネレーション機器１４および
太陽光発電機１５と無線による通信を行うことが可能である。
【００７４】
需要家装置２０２における消費電力情報取得部３４は、たとえば、宅内機器群１７にお
ける要請対象電気機器１９の仕様上の消費電力（以下、仕様消費電力とも称する。）を取
得する。
【００７５】

20

より詳細には、消費電力情報取得部３４は、たとえば、需要家が登録することにより、
要請対象電気機器１９の型番と仕様消費電力との対応表を保持している。
【００７６】
消費電力情報取得部３４は、たとえば、要請対象電気機器１９から型番を取得し、取得
した型番に基づいて対応表から当該要請対象電気機器１９の仕様消費電力を取得する。具
体的には、消費電力情報取得部３４は、たとえば、「洗濯機」および「掃除機」の仕様消
費電力として「３００Ｗ」および「７００Ｗ」をそれぞれ取得する。
【００７７】
消費電力情報取得部３４は、取得した仕様消費電力、および対応の要請対象電気機器１
９を示す消費電力情報、具体的には「洗濯機：３００Ｗ」および「掃除機：７００Ｗ」を

30

生成し、生成した消費電力情報を制御部３３へ出力する。
【００７８】
蓄電残量取得部３１は、蓄電池１３の蓄電残量を当該蓄電池１３から定期的に取得し、
取得した蓄電残量をモード判断部３５へ出力する。
【００７９】
モード判断部３５は、自己の需要家装置２０２が充電モードで動作すべきか、または消
費モードで動作すべきかを判断する。たとえば、モード判断部３５は、蓄電残量取得部３
１から受ける蓄電池１３の蓄電残量に基づいて、自己の需要家装置２０２が充電モードで
動作すべきか、または消費モードで動作すべきかを判断する。
【００８０】

40

具体的には、モード判断部３５は、たとえば、蓄電池１３の蓄電残量が所定値以上の場
合、すなわち蓄電池１３が満充電の場合、自己の需要家装置２０２は消費モードで動作す
べきであると判断し、消費モード設定命令をモード設定部３６へ出力する。
【００８１】
また、モード判断部３５は、たとえば、蓄電池１３の蓄電残量が所定値未満の場合、す
なわち蓄電池１３が満充電でない場合、自己の需要家装置２０２は充電モードで動作すべ
きであると判断し、充電モード設定命令をモード設定部３６へ出力する。
【００８２】
モード設定部３６は、自己の需要家装置２０２の動作モードを設定する。具体的には、
モード設定部３６は、たとえば、モード判断部３５から消費モード設定命令を受けると、
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自己の需要家装置２０２の動作モードを消費モードに設定する。また、モード設定部３６
は、たとえば、モード判断部３５から充電モード設定命令を受けると、自己の需要家装置
２０２の動作モードを充電モードに設定する。
【００８３】
在否判断部３７は、電力需要施設３における需要家の存在または不存在を判断する。具
体的には、在否判断部３７は、たとえば、需要家が電力需要施設３において用いられるセ
キュリティーシステム１８から取得した情報に基づいて需要家の存在または不存在を判断
する。
【００８４】
たとえば、在否判断部３７は、電力需要施設３における需要家の存在または不存在の判

10

断を要求する旨の在否判断要求を制御部３３から受けると、存在確認要求をセキュリティ
ーシステム１８へ送信する。
【００８５】
在否判断部３７は、たとえば、存在確認要求の応答として存在通知をセキュリティーシ
ステム１８から受信すると、電力需要施設３において需要家が存在すると判断し、判断結
果を示す判断結果通知を制御部３３へ出力する。
【００８６】
また、在否判断部３７は、たとえば、存在確認要求の応答として不存在通知をセキュリ
ティーシステム１８から受信すると、電力需要施設３において需要家が存在しないと判断
し、判断結果を示す判断結果通知を制御部３３へ出力する。

20

【００８７】
監視部３２は、電力需要施設３における電力消費に関する監視を行う。具体的には、監
視部３２は、たとえば、電力制御装置１１におけるスマートメータ１２から測定電力情報
を定期的に取得する。また、監視部３２は、たとえば、要請対象電気機器１９の消費電力
ＣＰ１９および制御対象電気機器２０の消費電力ＣＰ２０を要請対象電気機器１９および
制御対象電気機器２０から定期的にそれぞれ取得する。
【００８８】
監視部３２は、たとえば、測定電力情報が示す発電電力、系統電力、放電電力、充電電
力および宅内消費電力、ならびに要請対象電気機器１９および制御対象電気機器２０から
それぞれ取得した消費電力ＣＰ１９およびＣＰ２０に基づいて電力需要施設３における電

30

力の需給状況を監視する。
【００８９】
監視部３２は、たとえば、発電電力から宅内消費電力を差し引いた値、または発電電力
から消費電力ＣＰ１９およびＣＰ２０を差し引いた値を余剰電力として定期的に算出し、
算出した余剰電力を制御部３３へ出力する。
【００９０】
制御部３３は、監視部３２による監視結果に基づいて、コジェネレーション機器１４お
よび太陽光発電機１５の発電電力が宅内機器管理システム２における電力消費に対して余
っている場合、制御対象電気機器２０を制御することにより余剰電力の一部または全部を
消費するか、または余剰電力の消費を電力需要施設３の需要家に促すための消費要請情報

40

を出力する消費遂行処理を行う。
【００９１】
具体的には、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける余剰電力が正である場合
、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電電力が宅内機器管理システ
ム２における電力消費に対して余っていると判断し、モード設定部３６により設定された
動作モードに応じた制御を行う。
【００９２】
より詳細には、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける余剰電力が正であり、
かつモード設定部３６により充電モードが設定されている場合、充電優先命令を電力制御
装置１１へ出力する。
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【００９３】
また、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける余剰電力が正であり、かつモー
ド設定部３６により消費モードが設定されている場合、消費優先命令を電力制御装置１１
へ送信するとともに、以下の消費遂行処理を行う。
【００９４】
すなわち、制御部３３は、たとえば、在否判断部３７によって需要家の存在が判断され
た場合、消費遂行処理として消費要請情報を出力する。また、制御部３３は、在否判断部
３７によって需要家の不存在が判断された場合、消費遂行処理として、制御対象電気機器
２０を制御することにより余剰電力の一部または全部を消費する。
【００９５】

10

より詳細には、制御部３３は、たとえば、在否判断要求を在否判断部３７へ出力し、在
否判断要求の応答として受ける判断結果通知が電力需要施設３における需要家の存在を示
す場合、消費要請情報として、余剰電力および要請対象電気機器１９の仕様消費電力を示
す画面の情報を出力する。
【００９６】
具体的には、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受けた余剰電力を示す余剰電力
情報および消費電力情報取得部３４から受けた消費電力情報を含む画面の情報を消費要請
情報として作成し、作成した消費要請情報を端末装置１７１へ送信する。
【００９７】
また、制御部３３は、たとえば、消費遂行処理を行うとともに、太陽光発電機１５から

20

の発電電力の出力を抑制する制御を行う。具体的には、制御部３３は、たとえば出力抑制
命令を太陽光発電機１５へ送信する。
【００９８】
一方、制御部３３は、たとえば、在否判断要求の応答として受ける判断結果通知が電力
需要施設３における需要家の不存在を示す場合、動作開始命令を制御対象電気機器２０へ
出力して制御対象電気機器２０の動作を開始させる。これにより、空調装置および照明等
の制御対象電気機器２０は、空調の運転および照明の点灯をそれぞれ開始する。
【００９９】
また、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける余剰電力がゼロ以下である場合
、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電電力が宅内機器管理システ
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ム２における電力消費に対して余っていないと判断し、消費遂行処理を行わない。
【０１００】
［端末装置］
図３は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける端末装置の構
成を示す図である。
【０１０１】
図３を参照して、端末装置１７１は、要請情報取得部６１と、表示制御部６２と、表示
部６３とを備える。
【０１０２】
端末装置１７１における表示部６３は、たとえばディスプレイであり、表示制御部６２

40

による制御に従って、需要家に伝達すべき情報を表示する。
【０１０３】
要請情報取得部６１は、消費要請情報を取得する。具体的には、要請情報取得部６１は
、たとえば、需要家装置２０２から消費要請情報を取得すると、取得した消費要請情報を
表示制御部６２へ出力する。
【０１０４】
図４は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムの端末装置において表
示される画面の一例を示す図である。
【０１０５】
図４には、たとえば、需要家装置２０２に通信接続されている端末装置１７１における
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表示部６３に表示される画面が示されている。
【０１０６】
表示制御部６２は、たとえば、要請情報取得部６１から消費要請情報を受けると、受け
た消費要請情報に含まれる余剰電力情報および消費電力情報を用いて画面を表示する、具
体的には、余剰電力が８００ワットである旨、余剰電力の消費を促す旨、洗濯機を使用し
た場合には３００ワット消費できる旨、および掃除機を使用した場合には７００ワット消
費できる旨を示す画面を表示部６３に表示させる。
【０１０７】
需要家は、たとえば、表示部６３に表示された図４に示す画面を見て、余剰電力の消費
を行うために要請対象電気機器１９を使用することを促される。
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【０１０８】
［動作（需要家が存在）］
図５は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂行処理
のシーケンスの一例を示す図である。
【０１０９】
電力消費管理システム３０１における各装置は、コンピュータを備え、当該コンピュー
タにおけるＣＰＵ等の演算処理部は、以下のシーケンス図の各ステップの一部または全部
を含むプログラムを図示しないメモリからそれぞれ読み出して実行する。これら複数の装
置のプログラムは、それぞれ、外部からインストールすることができる。これら複数の装
置のプログラムは、それぞれ、記録媒体に格納された状態で流通する。
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【０１１０】
図５を参照して、以下では、電力需要施設３において需要家が存在する場合のシーケン
スが示されている。
【０１１１】
まず、需要家装置２０２は、電力供給システム１における蓄電池１３から蓄電残量を取
得する（ステップＳ１０２）。
【０１１２】
次に、需要家装置２０２は、取得した蓄電残量がたとえば所定値以上の場合、自己の動
作モードを消費モードに設定する（ステップＳ１０４）。
【０１１３】
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次に、需要家装置２０２は、電力供給システム１におけるスマートメータ１２から宅内
消費電力を取得する（ステップＳ１０６）。
【０１１４】
次に、需要家装置２０２は、制御対象電気機器２０の消費電力ＣＰ２０を当該制御対象
電気機器２０から取得する（ステップＳ１０８）。
【０１１５】
次に、需要家装置２０２は、要請対象電気機器１９の消費電力ＣＰ１９を当該要請対象
電気機器１９から取得する（ステップＳ１１０）。
【０１１６】
次に、需要家装置２０２は、電力供給システム１におけるスマートメータ１２から発電
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電力を取得する（ステップＳ１１２）。
【０１１７】
次に、需要家装置２０２は、宅内消費電力、消費電力ＣＰ１９、消費電力ＣＰ２０およ
び発電電力に基づいて余剰電力を算出する。そして、需要家装置２０２は、余剰電力がた
とえば正である場合、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電電力が
宅内機器管理システム２における電力消費に対して余っていると判断する（ステップＳ１
１４）。
【０１１８】
次に、需要家装置２０２は、消費優先命令を電力供給システム１における電力制御装置
１１へ送信する（ステップＳ１１６）。
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【０１１９】
また、需要家装置２０２は、出力抑制命令を電力供給システム１における太陽光発電機
１５へ送信する（ステップＳ１１８）。
【０１２０】
次に、需要家装置２０２は、存在確認要求をセキュリティーシステム１８へ送信する（
ステップＳ１２０）。
【０１２１】
次に、セキュリティーシステム１８は、存在確認要求の応答としてたとえば存在通知を
需要家装置２０２へ送信する（ステップＳ１２２）。
【０１２２】
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次に、需要家装置２０２は、セキュリティーシステム１８から存在通知を受信すると、
電力需要施設３において需要家が存在すると判断する（ステップＳ１２４）。
【０１２３】
次に、需要家装置２０２は、消費要請情報を端末装置１７１へ送信する（ステップＳ１
２６）。
【０１２４】
次に、端末装置１７１は、消費要請情報を需要家装置２０２から受信すると、受信した
消費要請情報に含まれる余剰電力情報および消費電力情報を用いて図４に示す画面を表示
する（ステップＳ１２８）。
【０１２５】
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たとえば、需要家装置２０２は、上記ステップＳ１２８において、図４に示す画面を端
末装置１７１に表示させることにより、余剰電力を用いて「洗濯ができる」こと、および
「掃除ができる」ことを需要家に知らせることができる。これにより、電力需要施設３に
おいて余剰電力を効率的に消費することができる。
【０１２６】
［動作（需要家が不存在）］
図６は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂行処理
のシーケンスの一例を示す図である。
【０１２７】
図６を参照して、以下では、電力需要施設３において需要家が存在しない場合のシーケ
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ンスが示されている。
【０１２８】
ステップＳ２０２〜Ｓ２２０の動作は、図５に示すステップＳ１０２〜Ｓ１２０の動作
と同様である。
【０１２９】
次に、セキュリティーシステム１８は、存在確認要求の応答としてたとえば不存在通知
を需要家装置２０２へ送信する（ステップＳ２２２）。
【０１３０】
次に、需要家装置２０２は、セキュリティーシステム１８から不存在通知を受信すると
、電力需要施設３において需要家が存在しないと判断する（ステップＳ２２４）。
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【０１３１】
次に、需要家装置２０２は、動作開始命令を制御対象電気機器２０へ送信する（ステッ
プＳ２２６）。
【０１３２】
たとえば、需要家が外出しているときにコジェネレーション機器１４が動作を開始する
と、コジェネレーション機器１４の発電電力は、宅内消費電力、または消費電力ＣＰ１９
，ＣＰ２０の合計を上回り、余剰電力が発生することが多い。
【０１３３】
これに対して、たとえば、需要家装置２０２は、上記ステップＳ２２６において、動作
開始命令を制御対象電気機器２０である空調装置へ送信する。これにより、需要家が外出
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しているときに空調装置の動作が開始されるので、余剰電力を消費しつつ、需要家が外出
先から電力需要施設３へ戻るまでに電力需要施設３の環境を快適にすることができる。
【０１３４】
なお、電力消費管理システム３０１においては、コジェネレーション機器１４は、ピー
クシフトを目的として電力需要が最大となる時間帯において動作してもよいし、これ以外
の時間帯において動作しても本発明の目的を達成可能である。すなわち、需要家装置２０
２では、任意の時間帯において動作するコジェネレーション機器１４の発電電力を電力需
要施設３において無駄なく消費することができる。
【０１３５】
また、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムは、蓄電池１３を備える
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構成であるとしたが、これに限定するものではない。電力消費管理システム３０１は、蓄
電池１３を備えない構成であってもよい。たとえば、コジェネレーション機器１４により
給湯が行われると、給湯に伴って発電電力が生成される。このようにして生成された発電
電力は、電力消費管理システム３０１が蓄電池１３を備えない構成であっても、消費遂行
処理を行うことにより、宅内機器管理システム２において無駄なく消費することができる
。
【０１３６】
図７は、本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムの変形例の構成を示す
図である。
【０１３７】
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図７を参照して、電力消費管理システム３０１の変形例では、電力供給システム１は、
蓄電池１３の代わりに、蓄電装置２２を備える。
【０１３８】
蓄電装置２２は、図１に示す蓄電池１３と同様の図示しない蓄電池を含む。電力消費管
理システム３０１の変形例では、蓄電装置２２における蓄電池の充電および放電の制御は
、電力制御装置１１ではなく、蓄電装置２２自身により行われる。
【０１３９】
蓄電装置２２は、たとえば、電力制御装置１１から受ける電力を用いて蓄電池を充電す
る充電モード、および蓄電した電力を電力制御装置１１へ放電する放電モードで動作する
ことが可能である。
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【０１４０】
蓄電装置２２は、たとえば、蓄電池の蓄電残量に基づいて、充電モードで動作するか、
または放電モードで動作するかを切り換える。
【０１４１】
たとえば、蓄電装置２２は、需要家装置２０２と通信を行うことが可能であり、需要家
装置２０２から受信する命令に基づいて、充電モードで動作するか、または放電モードで
動作するかを切り換える。
【０１４２】
より詳細には、需要家装置２０２における制御部３３は、たとえば、監視部３２から受
ける余剰電力が正であり、かつモード設定部３６により充電モードが設定されている場合

40

、充電優先命令を電力制御装置１１および蓄電装置２２へ出力する。
【０１４３】
蓄電装置２２は、たとえば、需要家装置２０２から充電優先命令を受信すると、充電モ
ードで動作する。
【０１４４】
また、需要家装置２０２における制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける余剰
電力が正であり、かつモード設定部３６により消費モードが設定されている場合、消費優
先命令を電力制御装置１１および蓄電装置２２へ送信するとともに、消費遂行処理を行う
。
【０１４５】
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蓄電装置２２は、たとえば、需要家装置２０２から消費優先命令を受信すると、放電モ
ードで動作する。
【０１４６】
ところで、たとえば、発電装置が設けられている電力需要施設において余剰電力が発生
した場合、当該発電装置による発電電力を抑制するための制御を行わなければならない。
特に、電力需要施設において需要家が不存在である場合、余剰電力が発生しやすいと考え
られる。しかしながら、このような制御を行うと、発電装置の発電能力を無駄にしてしま
うことになる。
【０１４７】
一方、余剰電力を逆潮流するための設備を設けることにより、余剰電力を有効に利用す
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ることが考えられる。しかしながら、このような設備を設けるためにはコストがかかって
しまう。また、複数の電力需要施設において逆潮流が発生した場合、大量の電力が電力系
統へ流入し、電力系統における電圧が不安定になることがある。
【０１４８】
これに対して、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、監視部３２は、電力
需要施設３における電力消費に関する監視を行う。制御部３３は、監視部３２による監視
結果に基づいて、電力需要施設３において用いられるコジェネレーション機器１４および
太陽光発電機１５の発電電力が電力需要施設３における電力消費に対して余っている場合
に、電力需要施設３における制御対象電気機器２０を制御することにより余剰電力の一部
または全部を消費するか、または余剰電力の消費を電力需要施設３の需要家に促すための
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消費要請情報を出力する消費遂行処理を行う。
【０１４９】
このような構成により、余剰電力が発生した場合において、コジェネレーション機器１
４および太陽光発電機１５による発電を抑制することなく、余剰電力を電力需要施設３に
おいて有効に利用することができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設けない
場合においても余剰電力を有効に利用することができるので、当該設備を設けるためのコ
スト増加を防ぐことができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設ける場合にお
いても逆潮流を抑制することができるので、電力系統における電圧を安定に保つことがで
きる。したがって、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５が設けられた電
力需要施設３において、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電能力
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をより活用することができる。
【０１５０】
また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置は、電力需要施設３において用いら
れる蓄電池１３を余剰電力によって充電する充電モードで動作すること、および電力需要
施設３において余剰電力を消費する消費モードで動作することが可能である。そして、制
御部３３は、消費モードにおいて消費遂行処理を行う。
【０１５１】
このように、充電モードおよび消費モードを切り替えることが可能な構成により、蓄電
池１３を余剰電力によって充電するよりも電力需要施設３において余剰電力を消費するこ
とが好ましい状況において消費遂行処理を行うことができる。
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【０１５２】
また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、モード判断部３５は、充電モ
ードで動作すべきか、または消費モードで動作すべきかを判断する。そして、モード判断
部３５は、蓄電池１３の蓄電残量が所定値以上の場合、消費モードで動作すべきであると
判断する。
【０１５３】
このような構成により、蓄電池１３の更なる充電が不要であることを認識した上で消費
遂行処理を行うことができるので、余剰電力を電力需要施設３において適切に消費するこ
とができるとともに、蓄電池１３の過充電を回避して蓄電池１３を保護することができる
。
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【０１５４】
また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、コジェネレーション機器１４
は、発電以外の目的の動作、具体的には給湯および暖房等を実行し、当該動作の実行に伴
って電力を生成する。
【０１５５】
このような構成により、給湯および暖房等を実行するときに生成される電力は、発電を
主目的とした電力ではないので余剰電力の発生する場合が多いが、このような場合におい
ても発生した余剰電力を有効に利用することができるので、コジェネレーション機器１４
のような発電装置をより活用することができる。
【０１５６】
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また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、在否判断部３７は、電力需要
施設３における需要家の存在または不存在を判断する。制御部３３は、在否判断部３７に
よって存在が判断された場合に消費要請情報を出力する。そして、制御部３３は、在否判
断部３７によって不存在が判断された場合に余剰電力を消費する。
【０１５７】
このように、電力需要施設３における需要家の存在または不存在を判断することが可能
な構成により、電力需要施設３に需要家が存在する場合において、需要家による余剰電力
の利用を優先した制御を行うことができる。
【０１５８】
また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、在否判断部３７は、電力需要
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施設３において用いられるセキュリティーシステム１８から取得した情報に基づいて需要
家の存在または不存在を判断する。
【０１５９】
このような構成により、需要家の存在または不存在についての判断を簡易に行うことが
できる。
【０１６０】
また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、制御部３３は、消費遂行処理
を行うとともに、太陽光発電機１５からの発電電力の出力を抑制する制御を行う。太陽光
発電機１５は、発電した電力を消費するための消費回路１６を含む。
【０１６１】
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このような構成により、消費遂行処理を行っても余剰電力が残る場合においても、残っ
た余剰電力を太陽光発電機１５において消費することができる。
【０１６２】
また、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置では、制御部３３は、消費要請情報
として、余剰電力および要請対象機器１９の仕様消費電力を示す画面の情報を出力する。
【０１６３】
このような構成により、需要家は、たとえば、画面の表示を見て余剰電力および要請対
象機器１９の仕様消費電力について正しく認識することができるので、余剰電力を有効に
利用するのに適した要請対象機器１９を選択することができる。
【０１６４】
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また、本発明の第１の実施の形態に係る端末装置では、要請情報取得部６１は、電力需
要施設３において用いられる需要家装置２０２から、電力需要施設３において用いられる
コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電電力の余剰分を消費すること
を電力需要施設３の需要家に促すための消費要請情報を取得する。表示部６３は、要請情
報取得部６１によって取得された消費要請情報に基づく内容の画面を表示する。
【０１６５】
このような構成により、需要家は、たとえば、画面の表示を見て、消費すべき余剰分の
発電電力の存在を認識することができるので、余剰分の発電電力を消費するために適した
行動に移ることができる。これにより、需要家装置２０２では、たとえば、余剰電力が発
生した場合において、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５による発電を
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抑制することなく、余剰電力を電力需要施設３において有効に利用することができる。ま
た、余剰電力を逆潮流するための設備を設けない場合においても余剰電力を有効に利用す
ることができるので、当該設備を設けるためのコスト増加を防ぐことができる。また、余
剰電力を逆潮流するための設備を設ける場合においても逆潮流を抑制することができるの
で、電力系統における電圧を安定に保つことができる。したがって、コジェネレーション
機器１４および太陽光発電機１５が設けられた電力需要施設３において、コジェネレーシ
ョン機器１４および太陽光発電機１５の発電能力をより活用することができる。
【０１６６】
次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または
相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。

10

【０１６７】
＜第２の実施の形態＞
本実施の形態は、第１の実施の形態に係る電力消費管理システムと比べて需要家に存否
の問い合わせを行う電力消費管理システムに関する。以下で説明する内容以外は第１の実
施の形態に係る電力消費管理システムと同様である。
【０１６８】
［需要家装置］
図８は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける需要家装置の
構成を示す図である。
【０１６９】

20

図８を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システム３０２におけ
る需要家装置２０２は、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置と比べて、在否判断
部３７の代わりにユーザ問合せ部（在否判断部）３８を備える。
【０１７０】
ユーザ問合せ部３８は、電力需要施設３における需要家の存在または不存在を判断する
、具体的には確認する。
【０１７１】
たとえば、ユーザ問合せ部３８は、電力需要施設３における需要家の存在または不存在
の判断を要求する旨の在否判断要求を制御部３３から受けると、需要家が電力需要施設３
に存在するか否かを当該需要家に問い合わせる。
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【０１７２】
また、ユーザ問合せ部３８は、たとえば、モード設定部３６から需要家装置２０２の現
在の動作モードを取得し、現在の動作モードを再設定するか否かを需要家に問い合わせる
。
【０１７３】
具体的には、ユーザ問合せ部３８は、需要家が電力需要施設３に存在するか否かを問い
合わせる旨の居所問合せ情報、および需要家装置２０２の現在の動作モードを再設定する
か否かを問い合わせる旨の再設定問合せ情報を含む画面の情報である問合せ情報を作成し
、作成した問合せ情報を端末装置１７１へ送信する。
【０１７４】
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［端末装置］
図９は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける端末装置の構
成を示す図である。
【０１７５】
図９を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る端末装置１７１は、本発明の第１の
実施の形態に係る端末装置と比べて、さらに、ユーザ操作受け付け部６４と、操作結果通
知部６５と、問合せ情報取得部６６とを備える。
【０１７６】
問合せ情報取得部６６は、問合せ情報を取得する。具体的には、問合せ情報取得部６６
は、たとえば、需要家装置２０２から問合せ情報を取得すると、取得した問合せ情報を表
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示制御部６２へ出力する。
【０１７７】
図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムの端末装置において
表示される画面の一例を示す図である。
【０１７８】
図１０には、たとえば、需要家装置２０２に通信接続されている端末装置１７１におけ
る表示部６３に表示される画面が示されている。
【０１７９】
表示制御部６２は、たとえば、問合せ情報取得部６６から問合せ情報を受けると、受け
た問合せ情報に含まれる居所問合せ情報および再設定問合せ情報を用いて画面を表示する

10

、具体的には、図１０に示す画面を表示部６３に表示させる。
【０１８０】
ユーザ操作受け付け部６４は、たとえばディスプレイの表示画面に組合せて設けられる
タッチパネル、またはキーボードであり、需要家の操作を受け付ける。
【０１８１】
需要家は、たとえば、表示部６３に表示された図１０に示す画面を見て、自己が電力需
要施設３に位置する場合、「在宅」と表示されたボタンを操作して、自己が電力需要施設
３に存在する旨を入力する。また、需要家は、たとえば、電力需要施設３に位置しない場
合、「外出先」と表示されたボタンを操作して、自己が電力需要施設３に不存在である旨
を入力する。

20

【０１８２】
また、需要家は、たとえば、需要家装置２０２の動作モードを消費モードから蓄電モー
ドへ変更したい場合、「変更する」と表示されたボタンを操作して、動作モードを消費モ
ードから蓄電モードへ変更する旨を入力する。また、需要家は、たとえば、需要家装置２
０２の動作モードを変更しない場合、「変更しない」と表示されたボタンを操作して、動
作モードを維持する旨を入力する。
【０１８３】
ユーザ操作受け付け部６４は、たとえば、需要家の操作を受け付け、受け付けた操作の
内容に基づいて選択結果情報を作成する。そして、ユーザ操作受け付け部６４は、たとえ
ば、作成した選択結果情報を選択結果通知部６５へ出力する。
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【０１８４】
選択結果通知部６５は、ユーザ操作受け付け部６４から選択結果情報を受けると、受け
た選択結果情報を需要家装置２０２へ通知する。
【０１８５】
再び図８を参照して、需要家装置２０２におけるユーザ問合せ部３８は、たとえば、問
合せ情報の応答として端末装置１７１から選択結果情報を取得すると、取得した選択結果
情報に基づいて電力需要施設３における需要家の存在または不存在を判断する。
【０１８６】
具体的には、ユーザ問合せ部３８は、たとえば、需要家が電力需要施設３に存在する旨
を選択結果情報が示す場合、電力需要施設３において需要家が存在すると判断し、判断結
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果を示す判断結果通知を制御部３３へ出力する。
【０１８７】
また、ユーザ問合せ部３８は、たとえば、需要家が電力需要施設３に不存在である旨を
選択結果情報が示す場合、電力需要施設３において需要家が存在しないと判断し、判断結
果を示す判断結果通知を制御部３３へ出力する。
【０１８８】
また、ユーザ問合せ部３８は、たとえば、選択結果情報に基づいて自己の需要家装置２
０２の現在の動作モードを再設定するか否かを判断する。
【０１８９】
具体的には、ユーザ問合せ部３８は、たとえば、動作モードを消費モードから蓄電モー
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ドへ変更する旨を選択結果情報が示す場合、充電モード設定命令をモード設定部３６へ出
力する。
【０１９０】
モード設定部３６は、たとえば、ユーザ問合せ部３８から充電モード設定命令を受ける
と、自己の需要家装置２０２の動作モードを消費モードから充電モードに変更する。
【０１９１】
また、ユーザ問合せ部３８は、たとえば、動作モードを維持する旨を選択結果情報が示
す場合、自己の需要家装置２０２の動作モードを変更するための処理を行わない。
【０１９２】
［動作（需要家が存在）］

10

図１１は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂行処
理のシーケンスの一例を示す図である。
【０１９３】
図１１を参照して、以下では、電力需要施設３において需要家が存在する場合のシーケ
ンスが示されている。
【０１９４】
ステップＳ３０２〜Ｓ３１８の動作は、図５に示すステップＳ１０２〜Ｓ１１８の動作
と同様である。
【０１９５】
次に、需要家装置２０２は、問合せ情報を端末装置１７１へ送信する（ステップＳ３２

20

０）。
【０１９６】
次に、端末装置１７１は、問合せ情報を需要家装置２０２から受信すると、受信した問
合せ情報に含まれる居所問合せ情報および再設定問合せ情報を用いて図１０に示す画面を
表示する（ステップＳ３２２）。
【０１９７】
次に、端末装置１７１は、図１０に示す画面に表示された内容に対する需要家の操作を
受け付ける。これにより、端末装置１７１では、たとえば、需要家が需要家装置２０２の
動作モードを変更せず、かつ需要家が電力需要施設３に存在する旨が入力される（ステッ
プＳ３２４）。
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【０１９８】
次に、端末装置１７１は、受け付けた操作の内容に基づいて選択結果情報を作成し、作
成した選択結果情報を需要家装置２０２へ送信する（ステップＳ３２６）。
【０１９９】
次に、需要家装置２０２は、端末装置１７１から選択結果情報を受信すると、受信した
選択結果情報に基づいて、電力需要施設３において需要家が存在すると判断する（ステッ
プＳ３２８）。
【０２００】
また、需要家装置２０２は、選択結果情報に基づいて、自己の需要家装置２０２の現在
の動作モードを再設定しないと判断する（ステップＳ３３０）。
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【０２０１】
次に、需要家装置２０２は、消費要請情報を端末装置１７１へ送信する（ステップＳ３
３２）。
【０２０２】
次に、端末装置１７１は、消費要請情報を需要家装置２０２から受信すると、受信した
消費要請情報に含まれる余剰電力情報および消費電力情報を用いて図４に示す画面を表示
する（ステップＳ３３４）。
【０２０３】
［動作（需要家が不存在）］
図１２は、本発明の第２の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂行処
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理のシーケンスの一例を示す図である。
【０２０４】
図１２を参照して、以下では、電力需要施設３において需要家が存在しない場合のシー
ケンスが示されている。
【０２０５】
ステップＳ４０２〜Ｓ４２２の動作は、図１１に示すステップＳ３０２〜Ｓ３２２の動
作と同様である。
【０２０６】
次に、端末装置１７１は、図１０に示す画面に表示された内容に対する需要家の操作を
受け付ける。これにより、端末装置１７１では、たとえば、需要家が需要家装置２０２の
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動作モードを変更せず、かつ需要家が電力需要施設３に不存在である旨が入力される（ス
テップＳ４２４）。
【０２０７】
次に、端末装置１７１は、受け付けた操作の内容に基づいて選択結果情報を作成し、作
成した選択結果情報を需要家装置２０２へ送信する（ステップＳ４２６）。
【０２０８】
次に、需要家装置２０２は、端末装置１７１から選択結果情報を受信すると、受信した
選択結果情報に基づいて、電力需要施設３において需要家が存在しないと判断する（ステ
ップＳ４２８）。
【０２０９】

20

また、需要家装置２０２は、選択結果情報に基づいて、自己の需要家装置２０２の現在
の動作モードを再設定しないと判断する（ステップＳ４３０）。
【０２１０】
次に、需要家装置２０２は、動作開始命令を制御対象電気機器２０へ送信する（ステッ
プＳ４３２）。
【０２１１】
以上のように、本発明の第２の実施の形態に係る需要家装置では、ユーザ問合せ部３８
は、電力需要施設３における需要家の存在または不存在を判断する。制御部３３は、ユー
ザ問合せ部３８によって存在が判断された場合に消費要請情報を出力する。そして、制御
部３３は、ユーザ問合せ部３８によって不存在が判断された場合に余剰電力を消費する。
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【０２１２】
このように、電力需要施設３における需要家の存在または不存在を判断することが可能
な構成により、電力需要施設３に需要家が存在する場合において、需要家による余剰電力
の消費を優先させることができる。また、電力需要施設３に需要家が存在しない場合にお
いて、余剰電力を自動で消費することができる。すなわち、電力需要施設３に需要家が存
在するか否かに応じた適切な処理を行うことができる。
【０２１３】
その他の構成および動作は第１の実施の形態に係る電力消費管理システムと同様である
ため、ここでは詳細な説明を繰り返さない。
【０２１４】

40

次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または
相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【０２１５】
＜第３の実施の形態＞
本実施の形態は、第１の実施の形態に係る電力消費管理システムと比べて逆潮流が可能
な電力消費管理システムに関する。以下で説明する内容以外は第１の実施の形態に係る電
力消費管理システムと同様である。
【０２１６】
図１３は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムの構成を示す図であ
る。
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【０２１７】
図１３を参照して、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システム３０３は、
本発明の第１の実施の形態に係る電力消費管理システムと比べて、電力供給システム１の
代わりに電力供給システム４を備える。
【０２１８】
また、本発明の第３の実施の形態に係る電力供給システム４は、本発明の第１の実施の
形態に係る電力供給システムと比べて、電力制御装置１１の代わりに電力制御装置２１を
備える。
【０２１９】
電力消費管理システム３０３では、たとえば、ビル、工場または一般家庭等の電力需要
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施設３において用いられる発電装置の発電電力の一部または全部の電力系統への供給が行
われている状態において当該供給を制限または停止する要求を受けた場合に、電力需要施
設３における負荷を制御することにより余剰電力の一部または全部を消費するか、または
余剰電力の消費を電力需要施設３の需要家に促す処理である消費遂行処理が行われる。
【０２２０】
［電力供給システム］
電力需要施設３では、電力供給システム４は、宅内機器管理システム２へ電力を供給す
る。
【０２２１】
電力供給システム４における電力制御装置２１は、具体的にはＰＣＳであり、図１に示
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す電力制御装置１１が有する機能に加えて、電力需要施設３において用いられる発電装置
であるコジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電電力の一部または全部
の電力系統への供給、すなわち逆潮流を行うことが可能である。
【０２２２】
具体的には、電力制御装置２１は、たとえば、スマートメータ１２が測定する発電電力
から宅内消費電力を差し引いた値を余剰電力として定期的に算出し、算出した余剰電力に
基づいて、逆潮流を行うか否かを判断する。
【０２２３】
電力制御装置２１は、たとえば、充電池１３の充電を行う場合、逆潮流を行わない。一
方、電力制御装置２１は、たとえば、充電池１３の充電を行わない場合において、余剰電

30

力が正であるとき、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電電力が宅
内機器管理システム２における電力消費に対して余っていると判断し、当該余剰電力を電
力系統側へ出力する逆潮流を行う。
【０２２４】
また、電力制御装置２１は、たとえば、需要家装置２０２から逆潮流停止命令を受信す
ると、逆潮流を抑制または停止する。
【０２２５】
たとえば、電力系統側である電力会社または系統運用会社等は、複数の電力需要施設に
おいて逆潮流が発生した場合において、大量の電力が電力系統へ流入し、電力系統におけ
る電圧が不安定になるとき、または電力系統における電圧が不安定になるおそれがあると
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き、各需要家における逆潮流を制限または停止する要求を含む逆潮流抑制信号を発行する
ことが可能である。
【０２２６】
たとえば、需要家装置２０２は、電力系統側である電力会社または系統運用会社等から
逆潮流抑制信号を受信する。
【０２２７】
［需要家装置］
図１４は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける需要家装置
の構成を示す図である。
【０２２８】
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図１４を参照して、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システム３０３にお
ける需要家装置２０２は、本発明の第１の実施の形態に係る需要家装置と比べて、さらに
、逆潮流抑制信号受信部３９を備える。
【０２２９】
逆潮流抑制信号受信部３９は、電力系統側である電力会社または系統運用会社等から逆
潮流抑制信号を受信すると、逆潮流抑制信号を受信した旨の通知を制御部３３へ出力する
。
【０２３０】
監視部３２は、電力需要施設３における電力消費に関する監視を行う。具体的には、監
視部３２は、たとえば、電力制御装置２１におけるスマートメータ１２から測定電力情報

10

を定期的に取得する。また、監視部３２は、たとえば、要請対象電気機器１９の消費電力
ＣＰ１９および制御対象電気機器２０の消費電力ＣＰ２０を要請対象電気機器１９および
制御対象電気機器２０から定期的にそれぞれ取得する。
【０２３１】
監視部３２は、たとえば、測定電力情報が示す発電電力、系統電力、放電電力、充電電
力および宅内消費電力、ならびに要請対象電気機器１９および制御対象電気機器２０から
それぞれ取得した消費電力ＣＰ１９およびＣＰ２０に基づいて電力需要施設３における電
力の需給状況を監視する。
【０２３２】
監視部３２は、たとえば、発電電力から宅内消費電力を差し引いた値、または発電電力

20

から消費電力ＣＰ１９およびＣＰ２０を差し引いた値を余剰電力として定期的に算出する
。
【０２３３】
監視部３２は、たとえば、充電電力がゼロである場合、すなわち電力制御装置２１が充
電池１３の充電を行わない場合において、余剰電力が正であるとき、電力制御装置２１が
逆潮流を行っていると判断する。なお、電力制御装置２１が、逆潮流を行っている旨を監
視部３２に通知する構成であってもよい。
【０２３４】
監視部３２は、電力制御装置２１が逆潮流を行っているか否かについての判断結果を制
御部３３へ定期的に出力する。

30

【０２３５】
制御部３３は、監視部３２による監視結果に基づいて、コジェネレーション機器１４お
よび太陽光発電機１５の発電電力の一部または全部の電力系統への供給、すなわち逆潮流
が行われている状態において当該供給を制限または停止する要求を受けた場合、制御対象
電気機器２０を制御することにより余剰電力の一部または全部を消費するか、または余剰
電力の消費を電力需要施設３の需要家に促すための消費要請情報を出力する消費遂行処理
を行う。
【０２３６】
具体的には、制御部３３は、監視部３２から受ける判断結果が、電力制御装置２１が逆
潮流を行っていることを示す場合において、逆潮流抑制信号を受信した旨の通知を逆潮流

40

抑制信号受信部３９から受けるとき、モード設定部３６により設定された動作モードに応
じた制御を行う。
【０２３７】
より詳細には、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける判断結果が、電力制御
装置２１が逆潮流を行っていることを示し、かつモード設定部３６により充電モードが設
定されている場合、充電優先命令を電力制御装置２１へ出力する。
【０２３８】
また、制御部３３は、たとえば、監視部３２から受ける判断結果が、電力制御装置２１
が逆潮流を行っていることを示し、かつモード設定部３６により消費モードが設定されて
いる場合、消費優先命令を電力制御装置２１へ送信するとともに、以下の消費遂行処理を
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行う。
【０２３９】
すなわち、制御部３３は、たとえば、在否判断部３７によって需要家の存在が判断され
た場合、消費遂行処理として消費要請情報を出力する。また、制御部３３は、在否判断部
３７によって需要家の不存在が判断された場合、消費遂行処理として、制御対象電気機器
２０を制御することにより余剰電力の一部または全部を消費する。
【０２４０】
また、制御部３３は、たとえば、消費遂行処理を行ってから所定時間経過した後、監視
部３２から受ける判断結果が、電力制御装置２１が継続して逆潮流を行っていることを示
す場合、逆潮流停止命令を電力制御装置２１へ送信する。

10

【０２４１】
［動作（需要家が存在）］
図１５は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂行処
理のシーケンスの一例を示す図である。
【０２４２】
図１５を参照して、以下では、電力需要施設３において需要家が存在する場合のシーケ
ンスが示されている。
【０２４３】
まず、電力供給システム４における電力制御装置２１は、逆潮流を行っている（ステッ
プＳ５００）。

20

【０２４４】
次に、需要家装置２０２は、電力供給システム４における蓄電池１３から蓄電残量を取
得する（ステップＳ５０２）。
【０２４５】
次に、需要家装置２０２は、取得した蓄電残量がたとえば所定値以上の場合、自己の動
作モードを消費モードに設定する（ステップＳ５０４）。
【０２４６】
次に、需要家装置２０２は、電力供給システム４におけるスマートメータ１２から宅内
消費電力を取得する（ステップＳ５０６）。
【０２４７】

30

次に、需要家装置２０２は、制御対象電気機器２０の消費電力ＣＰ２０を当該制御対象
電気機器２０から取得する（ステップＳ５０８）。
【０２４８】
次に、需要家装置２０２は、要請対象電気機器１９の消費電力ＣＰ１９を当該要請対象
電気機器１９から取得する（ステップＳ５１０）。
【０２４９】
次に、需要家装置２０２は、電力供給システム４におけるスマートメータ１２から発電
電力を取得する（ステップＳ５１２）。
【０２５０】
次に、需要家装置２０２は、宅内消費電力、消費電力ＣＰ１９、消費電力ＣＰ２０およ

40

び発電電力に基づいて余剰電力を算出する。そして、需要家装置２０２は、たとえば、充
電電力がゼロかつ余剰電力が正である場合、電力制御装置２１が逆潮流を行っていると判
断する（ステップＳ５１４）。
【０２５１】
次に、需要家装置２０２は、電力系統から逆潮流抑制命令を受信する（ステップＳ５１
６）。
【０２５２】
次に、需要家装置２０２は、消費優先命令を電力供給システム４における電力制御装置
２１へ送信する（ステップＳ５１８）。
【０２５３】
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また、需要家装置２０２は、出力抑制命令を電力供給システム４における太陽光発電機
１５へ送信する（ステップＳ５２０）。
【０２５４】
次に、需要家装置２０２は、存在確認要求をセキュリティーシステム１８へ送信する（
ステップＳ５２２）。
【０２５５】
次に、セキュリティーシステム１８は、存在確認要求の応答としてたとえば存在通知を
需要家装置２０２へ送信する（ステップＳ５２４）。
【０２５６】
次に、需要家装置２０２は、セキュリティーシステム１８から存在通知を受信すると、

10

電力需要施設３において需要家が存在すると判断する（ステップＳ５２６）。
【０２５７】
次に、需要家装置２０２は、消費要請情報を端末装置１７１へ送信する（ステップＳ５
２８）。
【０２５８】
次に、端末装置１７１は、消費要請情報を需要家装置２０２から受信すると、受信した
消費要請情報に含まれる余剰電力情報および消費電力情報を用いて図４に示す画面を表示
する（ステップＳ５３０）。
【０２５９】
ステップＳ５３２〜Ｓ５４０の動作は、上記ステップＳ５０６〜Ｓ５１４の動作と同様

20

である。
【０２６０】
次に、需要家装置２０２は、消費遂行処理を行ってから所定時間経過した後、電力制御
装置２１が継続して逆潮流を行っていると判断する場合、逆潮流停止命令を電力供給シス
テム４における電力制御装置２１へ送信する（ステップＳ５４２）。
【０２６１】
次に、電力供給システム４における電力制御装置２１は、逆潮流停止命令を需要家装置
２０２から受信すると、逆潮流を抑制または停止する（ステップＳ５４４）。
【０２６２】
［動作（需要家が不存在）］

30

図１６は、本発明の第３の実施の形態に係る電力消費管理システムにおける消費遂行処
理のシーケンスの一例を示す図である。
【０２６３】
図１６を参照して、以下では、電力需要施設３において需要家が存在しない場合のシー
ケンスが示されている。
【０２６４】
ステップＳ６００〜Ｓ６２２の動作は、図１５に示すステップＳ５００〜Ｓ５２２の動
作と同様である。
【０２６５】
次に、セキュリティーシステム１８は、存在確認要求の応答としてたとえば不存在通知

40

を需要家装置２０２へ送信する（ステップＳ６２４）。
【０２６６】
次に、需要家装置２０２は、セキュリティーシステム１８から不存在通知を受信すると
、電力需要施設３において需要家が存在しないと判断する（ステップＳ６２６）。
【０２６７】
次に、需要家装置２０２は、動作開始命令を制御対象電気機器２０へ送信する（ステッ
プＳ６２８）。
【０２６８】
ステップＳ６３２〜Ｓ６４４の動作は、図１５に示すステップＳ５３２〜Ｓ５４４の動
作と同様である。
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【０２６９】
以上のように、本発明の第３の実施の形態に係る需要家装置では、監視部３２は、電力
需要施設３における電力消費に関する監視を行う。制御部３３は、監視部３２による監視
結果に基づいて、電力需要施設において用いられるコジェネレーション機器１４および太
陽光発電機１５の発電電力の一部または全部の電力系統への供給が行われている状態にお
いて逆潮流抑制信号を受信した場合に、電力需要施設３における制御対象電気機器２０を
制御することにより余剰電力の一部または全部を消費するか、または余剰電力の消費を電
力需要施設３の需要家に促すための消費要請情報を出力する消費遂行処理を行う。
【０２７０】
このような構成により、発電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われてい

10

る状態において逆潮流抑制信号を受信した場合において、コジェネレーション機器１４お
よび太陽光発電機１５による発電を抑制することなく、余剰電力を電力需要施設３におい
て有効に利用することができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設けない場合
においても余剰電力を有効に利用することができるので、当該設備を設けるためのコスト
増加を防ぐことができる。また、余剰電力を逆潮流するための設備を設ける場合において
も逆潮流を抑制することができるので、電力系統における電圧を安定に保つことができる
。したがって、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５が設けられた電力需
要施設において、コジェネレーション機器１４および太陽光発電機１５の発電能力をより
活用することができる。
20

【０２７１】
その他の構成および動作は第１の実施の形態に係る電力消費管理システムと同様である
ため、ここでは詳細な説明を繰り返さない。
【０２７２】
なお、本発明の第１の実施の形態〜第３の実施の形態に係る各装置の構成要素および動
作のうち、一部または全部を適宜組み合わせることも可能である。
【０２７３】
また、図７に示す電力消費管理システム３０１の変形例を、本発明の第２の実施の形態
〜第３の実施の形態に係る電力消費管理システム３０１に適用することも可能である。
【０２７４】
上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき

30

である。本発明の範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の
範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０２７５】
以上の説明は、以下に付記する特徴を含む。
【０２７６】
［付記１］
電力需要施設において用いられる需要家装置であって、
前記電力需要施設における電力消費に関する監視を行う監視部と、
前記監視部による監視結果に基づいて、前記電力需要施設において用いられる発電装置
の発電電力が前記電力需要施設における電力消費に対して余っている場合、または前記発

40

電電力の一部もしくは全部の電力系統への供給が行われている状態において前記供給を制
限または停止する要求を受けた場合に、前記電力需要施設における負荷を制御することに
より余剰電力の一部または全部を消費するか、または前記余剰電力の消費を前記電力需要
施設の需要家に促すための消費要請情報を出力する消費遂行処理を行う制御部とを備え、
前記電力需要施設は、ビル、工場または一般家庭であり、
前記需要家装置は、ＢＥＭＳ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ
ｔ

Ｓｙｓｔｅｍ）またはＨＥＭＳ（Ｈｏｍｅ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｓｙｓｔｅｍ）において用いられ、
前記監視部は、前記発電装置の発電電力、前記電力需要施設における消費電力、および
前記負荷の消費電力を監視し、
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前記発電装置は、コジェネレーション機器または太陽光発電機であり、
前記負荷は、要請対象電気機器と、制御対象電気機器とを含み、
前記要請対象電気機器は、前記制御部が余剰電力の消費を前記需要家に促す場合におい
て、前記需要家が電力消費の対象とする電気機器であり、
前記要請対象電気機器は、洗濯機または掃除機であり、
前記制御対象電気機器は、前記制御部が余剰電力を消費するための制御の対象とする電
気機器であり、
前記制御対象電気機器は、空調装置または照明である、需要家装置。
【０２７７】
10

［付記２］
電力需要施設において用いられる需要家装置から、前記電力需要施設において用いられ
る発電装置の発電電力の余剰分を消費することを前記電力需要施設の需要家に促すための
消費要請情報を取得する要請情報取得部と、
前記要請情報取得部によって取得された前記消費要請情報に基づく内容の画面を表示す
る表示部とを備え、
前記電力需要施設は、ビル、工場または一般家庭であり、
前記需要家装置は、ＢＥＭＳ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ
ｔ

Ｓｙｓｔｅｍ）またはＨＥＭＳ（Ｈｏｍｅ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｓｙｓｔｅｍ）において用いられ、
前記発電装置は、コジェネレーション機器または太陽光発電機であり、

20

前記消費要請情報は、余剰電力情報および消費電力情報を含む画面の情報であり、
前記余剰電力情報は、前記余剰分を示し、
前記消費電力情報は、前記電力需要施設における負荷の仕様上の消費電力を示し、
前記負荷は、洗濯機または掃除機であり、
前記表示部は、ディスプレイである、端末装置。
【符号の説明】
【０２７８】
１

電力供給システム

２

宅内機器管理システム

３

電力需要施設

４

電力供給システム

１１

電力制御装置

１２

スマートメータ

１３

蓄電池

１４

コジェネレーション機器（発電装置）

１５

太陽光発電機（発電装置）

１６

消費回路

１７

宅内機器群

１８

セキュリティーシステム

１９

要請対象電気機器（負荷）

２０

制御対象電気機器（負荷）

２１

電力制御装置

２２

蓄電装置

３１

蓄電残量取得部

３２

監視部

３３

制御部

３４

消費電力情報取得部

３５

モード判断部

３６

モード設定部

３７

在否判断部
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(30)
３８

ユーザ問合せ部（在否判断部）

３９

逆潮流抑制信号受信部

６１

要請情報取得部

６２

表示制御部

６３

表示部

６４

ユーザ操作受け付け部

６５

操作結果通知部

６６

問合せ情報取得部

１７１

端末装置

２０２

需要家装置

３０１，３０２，３０３
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電力消費管理システム
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