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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力の需要家に設けられるネットワークを介して、前記ネットワークに接続された機器
を制御する制御装置であって、
　前記ネットワークを介して通信を行う第１の通信部と、
　前記需要家の外部に設けられる外部ネットワークを介して通信を行う第２の通信部と、
　前記ネットワークに接続された機器に設定可能な運転モード及び前記ネットワークに接
続された機器の動作特性を少なくとも含む詳細情報が登録される記憶部と、
　前記ネットワークに新たな機器が接続されたことを検知すると、前記新たな機器に対し
て、前記新たな機器の基本情報を少なくとも問い合せるよう前記第１の通信部を制御する
制御部とを備え、
　前記制御部は、前記新たな機器と対応する前記詳細情報が前記記憶部に登録されていな
い場合に、前記新たな機器の基本情報に基づいて、前記外部ネットワークを介して前記新
たな機器と対応する前記詳細情報を取得するように前記第２の通信部を制御し、
　前記制御部は、前記外部ネットワークを介して取得された前記詳細情報を前記記憶部に
登録し、登録された詳細情報に含まれる運転モードを使用した前記新たな機器の制御によ
って観測された前記新たな機器の動作特性に基づいて、前記登録された詳細情報に含まれ
る動作特性を修正することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記新たな機器と対応する前記詳細情報が前記記憶部に登録されている
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場合に、前記登録された詳細情報を前記新たな機器の制御に使用することを特徴とする請
求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記動作特性は、前記ネットワークに接続された機器の電力消費特性、充電特性、放電
特性及び発電特性の少なくともいずれか１つを含むことを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記動作特性は、前記ネットワークに接続された機器の運転モードと対応付けられるこ
とを特徴とする請求項３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記動作特性は、前記ネットワークに接続された機器の使用環境と対応付けられること
を特徴とする請求項３又は請求項４に記載の制御装置。
【請求項６】
　画像又は音声の少なくとも一方を出力する出力部をさらに有し、
　前記制御部は、前記ネットワークに接続された機器の制御によって観測された動作特性
と前記登録された動作特性との差異に基づいて、当該機器についての警告メッセージを出
力するよう前記出力部を制御することを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項に
記載の制御装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記ネットワークに接続された機器の制御によって観測された動作特性
と前記登録された動作特性との差異に基づいて、当該機器についての警告メッセージを所
定の宛先に宛てて送信するよう前記第１の通信部又は前記第２の通信部を制御することを
特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項に記載の制御装置。
【請求項８】
　電力の需要家に設けられるネットワークを介して、前記ネットワークに接続された機器
を制御する制御システムであって、
　前記ネットワークを介して通信を行う第１の通信部と、
　前記需要家の外部に設けられる外部ネットワークを介して通信を行う第２の通信部と、
　前記ネットワークに接続された機器に設定可能な運転モード及び前記ネットワークに接
続された機器の動作特性を少なくとも含む詳細情報が登録される記憶部と、
　前記ネットワークに新たな機器が接続されたことを検知すると、前記新たな機器に対し
て、前記新たな機器の基本情報を少なくとも問い合せるよう前記第１の通信部を制御する
制御部とを備え、
　前記制御部は、前記新たな機器と対応する前記詳細情報が前記記憶部に登録されていな
い場合に、前記新たな機器の基本情報に基づいて、前記外部ネットワークを介して前記新
たな機器と対応する前記詳細情報を取得するように前記第２の通信部を制御し、
　前記制御部は、前記外部ネットワークを介して取得された前記詳細情報を前記記憶部に
登録し、登録された詳細情報に含まれる運転モードを使用した前記新たな機器の制御によ
って観測された前記新たな機器の動作特性に基づいて、前記登録された詳細情報に含まれ
る動作特性を修正することを特徴とする制御システム。
【請求項９】
　電力の需要家に設けられるネットワークを介して、前記ネットワークに接続された機器
を制御装置が制御する制御方法であって、
　前記制御装置が、前記ネットワークを介して通信を行うステップＡと、
　前記制御装置が、前記需要家の外部に設けられる外部ネットワークを介して通信を行う
ステップＢと、
　前記制御装置が、前記ネットワークに接続された機器に設定可能な運転モード及び前記
ネットワークに接続された機器の動作特性を少なくとも含む詳細情報を記憶部に登録する
ステップＣとを備え、
　前記ステップＡは、前記ネットワークに新たな機器が接続されたことを検知すると、前
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記新たな機器に対して、前記新たな機器の基本情報を少なくとも問い合せるステップを含
み、
　前記ステップＢは、前記新たな機器と対応する前記詳細情報が前記記憶部に登録されて
いない場合に、前記新たな機器の基本情報に基づいて、前記外部ネットワークを介して前
記新たな機器と対応する前記詳細情報を取得するステップを含み、
　前記ステップＣは、前記外部ネットワークを介して取得された前記詳細情報を前記記憶
部に登録し、登録された詳細情報に含まれる運転モードを使用した前記新たな機器の制御
によって観測された前記新たな機器の動作特性に基づいて、前記登録された詳細情報に含
まれる動作特性を修正するステップを含むことを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力の需要家に設けられるネットワークに接続された機器を制御する制御装
置、制御システム、及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギー化に対する関心が高まっており、電力の需要家単位で電力管理を行
うためのエネルギー管理システム（ＥＭＳ）が注目されている。住宅単位で電力管理を行
うための制御装置は、宅内エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）と称されている。
【０００３】
　このような制御装置は、電力の需要家に設けられるネットワークを介して、当該ネット
ワークに接続された機器を制御する（例えば、特許文献１及び２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２６１１５９号公報
【特許文献２】特開２００９－２５９１２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ネットワークに新たな機器が接続された場合には、制御装置が、当該新
たな機器の制御に使用する情報を有していないケースが想定される。この場合、制御装置
は、当該新たな機器を適切に制御できないという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、電力の需要家に設けられるネットワークに接続された機器を適切に
制御できる制御装置、制御システム、及び制御方法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】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
【０００８】
　本発明の制御装置は、電力の需要家に設けられるネットワークを介して、前記ネットワ
ークに接続された機器を制御する制御装置であって、前記ネットワークを介して通信を行
う第１の通信部と、前記ネットワークに新たな機器が接続されたことを検知すると、前記
新たな機器に対して、前記新たな機器に関する情報を問い合せるよう前記第１の通信部を
制御する制御部と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　前記制御装置は、前記ネットワークに接続された機器毎に、制御に使用する詳細情報が
登録される記憶部と、前記需要家の外部に設けられる外部ネットワークを介して通信を行
う第２の通信部と、をさらに有し、前記制御部は、前記新たな機器に対する問い合せの結
果に基づいて、前記新たな機器に対応する詳細情報が前記記憶部に未登録である場合には
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、前記外部ネットワークを介して前記新たな機器に対応する詳細情報を取得するよう前記
第２の通信部を制御してもよい。
【００１０】
　前記制御部は、前記外部ネットワークを介して取得した前記詳細情報を前記記憶部に登
録した後、当該取得した詳細情報を使用して前記新たな機器を制御することで、前記新た
な機器の動作特性を観測し、前記制御部は、当該観測した動作特性に基づいて、当該登録
した詳細情報を更新するよう前記記憶部を制御してもよい。
【００１１】
　前記制御部は、前記新たな機器に対する問い合せの結果に基づいて、前記新たな機器に
対応する詳細情報が前記記憶部に登録済みであると判断すると、当該登録されている詳細
情報を前記新たな機器の制御に使用してもよい。
【００１２】
　前記詳細情報は、対応する機器の使用環境に応じた電力消費特性、充電特性、放電特性
、又は発電特性のうち、少なくとも１つを含んでもよい。
【００１３】
　前記詳細情報は、対応する機器の運転モードに応じた電力消費特性、充電特性、放電特
性、又は発電特性のうち、少なくとも１つを含んでもよい。
【００１４】
　前記制御装置は、画像又は音声の少なくとも一方を出力する出力部をさらに有し、前記
制御部は、前記記憶部に登録されている前記詳細情報を使用して機器を制御する際に、当
該機器の動作特性を観測し、前記制御部は、当該制御に使用した詳細情報と、当該観測し
た動作特性と、の差異に基づいて、当該機器についての警告メッセージを出力するよう前
記出力部を制御してもよい。
【００１５】
　前記制御部は、前記記憶部に登録されている前記詳細情報を使用して機器を制御する際
に、当該機器の動作特性を観測し、前記制御部は、当該制御に使用した詳細情報と、当該
観測した動作特性と、の差異に基づいて、当該機器についての警告メッセージを所定の宛
先に宛てて送信するよう前記第１の通信部又は前記第２の通信部を制御してもよい。
【００１６】
　本発明の制御システムは、電力の需要家に設けられるネットワークを介して、前記ネッ
トワークに接続された機器を制御する制御システムであって、前記ネットワークを介して
通信を行う第１の通信部と、前記ネットワークに新たな機器が接続されたことを検知する
と、前記新たな機器に対して、前記新たな機器に関する情報を問い合せるよう前記第１の
通信部を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の制御方法は、電力の需要家に設けられるネットワークを介して、前記ネットワ
ークに接続された機器を制御する制御方法であって、前記ネットワークを監視するステッ
プと、前記ネットワークに新たな機器が接続されたことを検知すると、前記新たな機器に
対して、前記新たな機器に関する情報を問い合せるステップと、を有することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、電力の需要家に設けられるネットワークに接続された機器を適切に制
御できる制御装置、制御システム、及び制御方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】電力制御システムのブロック図である。
【図２】ＨＥＭＳのブロック図である。
【図３】ＨＥＭＳの記憶部に登録される機器情報の一例を示す。
【図４】ＨＥＭＳの動作フロー図である。
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【図５】ＨＥＭＳの動作具体例を説明するための図である。
【図６】ＨＥＭＳの動作具体例のシーケンス図である。
【図７】ＨＥＭＳの動作具体例における詳細情報の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。以下の実施形態に係る図面において、
同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付す。
【００２１】
　（１）全体システム構成
　図１は、本実施形態に係る電力制御システムのブロック図である。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態に係る電力制御システムは、系統電源１と、系統電源１
から電力の供給を受ける需要家としての住宅Ｈと、を有する。
【００２３】
　住宅Ｈは、系統電源１との間で電力を伝送する電力ライン２と、電力ライン２上に設け
られるスマートメータ５及び分電盤４０と、電力ライン２に接続される蓄電池１０、分散
型電源２０、及び複数の負荷機器３０と、ＨＥＭＳ１００と、を含む。蓄電池１０は複数
であってもよく、分散型電源２０は複数であってもよい。
【００２４】
　スマートメータ５、蓄電池１０、分散型電源２０、負荷機器３０、及びＨＥＭＳ１００
は、宅内ネットワーク３に接続される。宅内ネットワーク３は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標
）などによる無線ネットワークであってもよく、イーサネット（登録商標）などによる有
線ネットワークであってもよい。宅内ネットワーク３の少なくとも一部は、電力線通信（
ＰＬＣ）により電力ライン２と共用化されていてもよい。
【００２５】
　系統電源１は、電力会社によって管理されており、電力を住宅Ｈに供給する。
【００２６】
　スマートメータ５は、インターネット６に接続されている。スマートメータ５は、住宅
Ｈの電力消費量を測定し、インターネット６を介して測定結果を送信したり、インターネ
ット６を介して各種の情報を受信したりすることができる。
【００２７】
　蓄電池１０は、電力ライン２を介して入力される電力によって充電される。蓄電池１０
は、放電を行うことによって、電力ライン２及び分電盤４０を介して電力を負荷機器３０
に供給する。
【００２８】
　分散型電源２０は、発電を行うことによって、電力ライン２及び分電盤４０を介して電
力を負荷機器３０及び／又は蓄電池１０に供給する。分散型電源２０は、発電量を制御可
能な分散型電源であってもよく、発電量を制御不能な分散型電源であってもよい。
【００２９】
　発電量を制御可能な分散型電源とは、ガスなどを用いて発電を行う分散型電源であり、
例えば、燃料電池、ガスタービン発電機などが挙げられる。
【００３０】
　これに対し、発電量を制御不能な種別の分散型電源とは、自然エネルギー（再生可能エ
ネルギー）を用いて発電を行う分散型電源であり、例えば、太陽光発電装置、風力発電装
置などが挙げられる。このような分散型電源は、通常、負荷機器３０の消費電力に対する
余剰分を系統電源１に逆潮流（いわゆる、売電）を行うことができる。
【００３１】
　負荷機器３０は、分電盤４０を介して入力される電力を消費して動作する。負荷機器３
０は、例えば住宅Ｈに設けられる家電機器（冷蔵庫、エアコン、照明など）である。
【００３２】
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　分電盤４０は、電力ライン２を介して入力される電力を複数の負荷機器３０に分配する
。
【００３３】
　蓄電池１０、分散型電源２０、及び負荷機器３０のそれぞれは、自身の動作特性及び使
用環境を測定するためのセンサを含む。また、蓄電池１０、分散型電源２０、及び負荷機
器３０のそれぞれは、ＨＥＭＳ１００からの制御に従って動作するためのコントローラを
含む。当該コントローラは、宅内ネットワーク３を介して当該センサの測定値をＨＥＭＳ
１００に送信できる。
【００３４】
　ＨＥＭＳ１００は、住宅Ｈにおける電力消費量を管理すると共に、宅内ネットワーク３
に接続された機器（蓄電池１０、分散型電源２０、及び負荷機器３０）との通信を行って
当該機器を制御する。本実施形態においてＨＥＭＳ１００は、制御装置に相当する。
【００３５】
　ＨＥＭＳ１００は、インターネット６に接続されており、インターネット６上に設けら
れたサーバ２００との通信を行う。本実施形態においてインターネット６は、宅外ネット
ワークに相当する。ＨＥＭＳ１００は、スマートメータ５経由でインターネット６上に設
けられたサーバ２００との通信を行ってもよい。
【００３６】
　サーバ２００は、各種の機器（蓄電池１０、分散型電源２０、及び負荷機器３０など）
に関する情報を蓄積及び管理する。サーバ２００は、コミュニティ管理で電力管理を行う
コミュニティ・エネルギー管理システム（ＣＥＭＳ）の一部であってもよい。
【００３７】
　（２）ＨＥＭＳの構成
　図２は、ＨＥＭＳ１００のブロック図である。
【００３８】
　図２に示すように、ＨＥＭＳ１００は、出力部１１０と、入力部１２０と、宅内通信部
１３１と、宅外通信部１３２と、記憶部１４０と、制御部１５０と、を有する。
【００３９】
　出力部１１０は、制御部１５０の制御下で画像表示を行うディスプレイ１１１と、制御
部１５０の制御下で音声出力を行うスピーカ１１２と、を含む。
【００４０】
　入力部１２０は、ユーザからの入力を受け付けて、入力された内容を制御部１５０に出
力する。入力部１２０は、タッチパネルとしてディスプレイ１１１と一体化されていても
よい。
【００４１】
　宅内通信部１３１は、制御部１５０の制御下で、宅内ネットワーク３を介して機器（蓄
電池１０、分散型電源２０、及び負荷機器３０）との通信を行うためのものである。宅内
通信部１３１は、当該機器との通信を行うためのＺｉｇｂｅｅ（登録商標）モジュールで
あってもよい。本実施形態において宅内通信部１３１は、第１の通信部に相当する。
【００４２】
　宅外通信部１３２は、制御部１５０の制御下で、インターネット６を介してサーバ２０
０との通信を行うためのものである。本実施形態において宅外通信部１３２は、第２の通
信部に相当する。
【００４３】
　記憶部１４０は、制御部１５０による制御に使用される各種の情報を記憶する。記憶部
１４０には、宅内ネットワーク３に接続された機器（蓄電池１０、分散型電源２０、及び
負荷機器３０）毎に、当該機器に関する機器情報が登録される。
【００４４】
　図３は、記憶部１４０に登録される機器情報の一例を示す。
【００４５】
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　図３に示すように、機器情報は、機器に関する基本的な情報である「基本情報」と、当
該機器に関する詳細な情報である「詳細情報」と、を含む。基本情報は、主に当該機器の
識別に使用する情報であって、製造者やそのＩＤ、機器の種別・カテゴリ、機器の型番や
製造番号、機種名などである。また、それら機器の情報を入手することのできるＵＲＬな
どの参照先アドレス情報を含んでいてもよい。詳細情報は、主に当該機器の制御に使用す
る情報であり、設定可能な運転モードや設定可能な値などの仕様に関する情報であって、
モードごとの動作特性なども含んでいてもよい。
【００４６】
　詳細情報は、当該機器に設定可能な「運転モード」と、当該機器の「使用環境」と、当
該運転モード及び当該使用環境が適用された場合の当該機器の「動作特性」と、を含む。
【００４７】
　運転モードは、ＨＥＭＳ１００（制御部１５０）が機器に対する制御を行う際の単位で
ある。機器の動作特性は様々なパラメータを含むため、複数のパラメータを運転モードと
いう単位で一纏めにして管理し、ある運転モードから他の運転モードへ切り替えるという
制御を行うことで、処理負荷を抑制できる。
【００４８】
　使用環境は、機器が使用される環境（周辺環境など）である。気温、湿度、天候、季節
などが使用環境に相当する。負荷機器３０としてのエアコンについては、当該エアコンが
設置される部屋の広さも使用環境に含まれる。
【００４９】
　動作特性は、対応する運転モード及び使用環境における機器の動作の特性（パラメータ
）である。蓄電池１０については、充電特性及び放電特性などが動作特性に相当する。分
散型電源２０については、発電特性などが動作特性に相当する。負荷機器３０については
、電力消費特性などが動作特性に相当する。
【００５０】
　制御部１５０は、ＨＥＭＳ１００の各種の機能を制御する。制御部１５０は、記憶部１
４０に登録されている詳細情報を使用して機器の制御を行う。例えば、制御部１５０は、
機器毎に、詳細情報に基づいて運転モードを決定し、決定した運転モードで運転を行うよ
う動作指令を行うことで、機器を制御する。
【００５１】
　ただし、宅内ネットワーク３に新たな機器が接続された場合、記憶部１４０には当該機
器に対応する機器情報（詳細情報）が登録されていないため、当該新たな機器に対する制
御を行うことができない。そこで、本実施形態では、制御部１５０は以下のような制御を
行う。
【００５２】
　第１に、制御部１５０は、宅内ネットワーク３を監視するよう宅内通信部１３１を制御
する。当該監視は、宅内通信部１３１の準拠する通信方式が例えばＺｉｇＢｅｅ方式のＳ
ＥＰ２．０などの場合には、一定間隔で宅内のネットワークに向けて、新規に追加された
機器のみが応答を返すような指令をブロードキャストすることで実現できる。もしくは、
宅内通信部１３１の準拠する通信方式がＥｃｈｏｎｅｔ Ｌｉｔｅ方式などの場合には、
追加された機器が宅内のネットワークに対し、自発的にネットワークに参加したことを通
知する情報をブロードキャストし、その情報を宅内通信部１３１が受信することで受動的
に監視することで実現できる。その結果、制御部１５０は、宅内ネットワーク３に新たな
機器が接続されたことを検知すると、新たな機器に対して、新たな機器に関する情報を問
い合せるよう宅内通信部１３１を制御する。
【００５３】
　本実施形態では、新たな機器の基本情報を問い合せる一例を説明するが、基本情報に加
えて詳細情報を問い合せてもよい。
【００５４】
　第２に、制御部１５０は、新たな機器に対する問い合せの結果（すなわち、新たな機器
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の基本情報）に基づいて、新たな機器に対応する詳細情報が未登録であると判断すると、
インターネット６を介して新たな機器に対応する詳細情報を取得するよう宅外通信部１３
２を制御する。
【００５５】
　第３に、制御部１５０は、インターネット６を介して取得した詳細情報を記憶部１４０
に登録した後、当該取得した詳細情報を使用して新たな機器を制御することで、新たな機
器の動作特性を観測する。詳細には、制御部１５０は、詳細情報をもとに運転モードを登
録し、運転モード毎に新たな機器を制御し、運転モード毎に動作特性を観測する。
【００５６】
　第４に、制御部１５０は、当該観測した動作特性に基づいて、当該登録した詳細情報を
更新するよう記憶部１４０を制御する。インターネット６を介して取得した詳細情報に含
まれる動作特性は、理論上の動作特性であって、実使用環境に即したものではないため、
実使用環境下で運転（すなわち、仮運転）することで、理論上の動作特性を修正する。
【００５７】
　一方、制御部１５０は、新たな機器に対する問い合せの結果に基づいて、新たな機器に
対応する詳細情報が登録済みであると判断すると、当該登録されている詳細情報を新たな
機器の制御に使用する。
【００５８】
　第１から第４の制御により、新たな機器に対する運転モード毎の制御が可能な状態にな
る。その後、制御部１５０は、登録されている詳細情報を使用して各機器を制御する。
【００５９】
　本実施形態では、制御部１５０は、詳細情報を機器の制御に使用するだけでなく、機器
の診断にも使用する。
【００６０】
　制御部１５０は、機器の初期接続時（初期設置時）の動作特性と、その後の動作特性と
、を比較することで、当該機器の経年劣化などに伴う特性劣化及び異常発生を特定して、
ユーザなどに通知する。ここで、運転モード毎に動作特性を観測及び比較することで、診
断の精度を高めることができる。
【００６１】
　例えば、制御部１５０は、記憶部１４０に登録されている詳細情報を使用して機器を制
御する際に、当該機器の動作特性を観測する。そして、制御部１５０は、当該制御に使用
した詳細情報と、当該観測した動作特性と、の差異に基づいて、当該機器についての警告
メッセージを出力するよう出力部１１０を制御する。警告メッセージは、当該機器の交換
又は修理などを促すための画像又は音声である。画像は、文字を含んでいてもよい。
【００６２】
　或いは、制御部１５０は、当該制御に使用した詳細情報と、当該観測した動作特性と、
の差異に基づいて、当該機器についての警告メッセージを所定の宛先に宛てて送信するよ
う宅内通信部１３１又は宅外通信部１３２を制御する。所定の宛先とは、ユーザの通信端
末であってもよく、メーカ又は修理業者の通信端末であってもよい。
【００６３】
　（３）ＨＥＭＳの動作
　次に、ＨＥＭＳ１００の動作を説明する。
【００６４】
　（３．１）動作フロー
　図４は、ＨＥＭＳ１００の動作フロー図である。
【００６５】
　図４に示すように、ステップＳ１０１において、制御部１５０は、宅内ネットワーク３
に新たに接続された機器（新たな機器）があるか否かを確認する。新たな機器がある場合
（ステップＳ１０１；Ｙｅｓ）、処理がステップＳ１０２に進み、新たな機器がない場合
（ステップＳ１０１；Ｎｏ）、処理がステップＳ１０８に進む。
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【００６６】
　ステップＳ１０２において、制御部１５０は、新たな機器の基本情報を問い合せるよう
宅内通信部１３１を制御する。当該問い合せの結果、宅内通信部１３１は新たな機器の基
本情報を受信し、制御部１５０は当該基本情報を取得する。
【００６７】
　ステップＳ１０３において、制御部１５０は、ステップＳ１０２で取得した基本情報が
記憶部１４０に登録済みであるか否かを確認する。登録済みである場合（ステップＳ１０
３；Ｎｏ）、処理がステップＳ１０４に進み、未登録である場合（ステップＳ１０３；Ｙ
ｅｓ）、処理がステップＳ１０５に進む。
【００６８】
　ここで、登録済みである場合とは、例えば、設置済みの機器を宅外に持ち出したり、電
源断した場合などのように、宅内ネットワーク３から一旦切断して再度接続する場合、又
は過去に設置したことのある機器と同一機種の機器を宅内ネットワーク３に接続する場合
を意味する。
【００６９】
　ステップＳ１０４において、制御部１５０は、ステップＳ１０２で取得した基本情報に
対応する詳細情報を記憶部１４０から取得し、当該詳細情報を流用して、新たな機器に対
応する詳細情報として記憶部１４０に登録する。その後、処理がステップＳ１０８に進む
。
【００７０】
　一方、ステップＳ１０５において、制御部１５０は、ステップＳ１０２で取得した基本
情報を使用して、当該基本情報に対応する詳細情報をインターネット６上のサーバ２００
に問い合せるよう宅外通信部１３２を制御する。当該問い合せの結果、宅外通信部１３２
は新たな機器の詳細情報を受信し、制御部１５０は当該詳細情報を取得する。もし、基本
情報として参照先のＵＲＬが記載されていたならば、そこにアクセスして取得した基本情
報を使用してサーバ２００に問い合わせてもよい。　ステップＳ１０６において、制御部
１５０は、ステップＳ１０５で取得した詳細情報をもとに、新たな機器に対応する運転モ
ードを記憶部１４０に登録する。
【００７１】
　ステップＳ１０７において、制御部１５０は、ステップＳ１０６で登録した運転モード
毎に、新たな機器を制御し、新たな機器の動作特性を観測し、観測した動作特性を記憶部
１４０に登録する。
【００７２】
　ステップＳ１０８において、制御部１５０は、記憶部１４０に登録されている詳細情報
をもとに、省エネ最適化制御を実行する。詳細には、住宅Ｈにおける電力消費量を減少さ
せるように、各機器の運転モードの切り替え制御を行う。
【００７３】
　ステップＳ１０９において、制御部１５０は、記憶部１４０に登録されている詳細情報
を使用して機器を制御する際に、当該機器の動作特性を観測する。そして、制御部１５０
は、当該制御に使用した詳細情報に含まれる動作特性と、当該観測した動作特性と、が同
じであるか否かを確認する。異なる場合（ステップＳ１０９；Ｎｏ）、処理がステップＳ
１１０に進む。
【００７４】
　ステップＳ１１０において、制御部１５０は、ステップＳ１０９での運転モードとは別
の運転モードに切り替えて、当該機器の動作特性を観測する。そして、制御部１５０は、
当該制御に使用した詳細情報に含まれる動作特性と、当該観測した動作特性と、を比較す
る。ステップＳ１１０は、診断の精度を高めるための検証処理である。全ての運転モード
について検証を行い、運転モード毎の検証結果の組み合わせをもとに異常箇所を推定して
もよい。たとえば、詳細情報に含まれる動作特性と、当該観測した動作特性とで、消費電
力を比較し、予め設定しておいた閾値以上に乖離が生じていた場合に異常と推定するとし



(10) JP 5905760 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

てもよい。あるいは、動作特性において、ある状態から別の状態へ移行する際に期待され
る時間と、実際に観測された時間に関しても乖離の度合いと閾値を比較することで異常の
推定が可能である。
【００７５】
　ステップＳ１１１において、制御部１５０は、当該機器についての警告メッセージを発
行する。例えば、制御部１５０は、警告メッセージを出力するよう出力部１１０を制御す
る、又は、警告メッセージを所定の宛先に宛てて送信するよう宅内通信部１３１又は宅外
通信部１３２を制御する。
【００７６】
　（３．２）具体例
　次に、ＨＥＭＳ１００の動作の具体例を説明する。図５は、ＨＥＭＳ１００の動作の具
体例を説明するための図である。
【００７７】
　図５に示すように、本具体例は、分散型電源２０としての太陽光発電装置２０－１及び
燃料電池２０－２が宅内ネットワーク３に接続されている状況下で、蓄電池１０－１が新
たに宅内ネットワーク３に接続されるケースを想定する。蓄電池１０－１は、ＨＥＭＳ１
００に未登録の機器であるとする。
【００７８】
　図６は、本具体例のシーケンス図である。
【００７９】
　図６に示すように、ステップＳ２０１において、ＨＥＭＳ１００は、宅内ネットワーク
３を監視し、宅内ネットワーク３に新たに接続された蓄電池１０－１を検知する。
【００８０】
　ステップＳ２０２において、ＨＥＭＳ１００は、基本情報の送信を要求するための基本
情報要求を、宅内ネットワーク３を介して蓄電池１０－１に送信する。
【００８１】
　ステップＳ２０３において、蓄電池１０－１は、ＨＥＭＳ１００から受信した基本情報
要求に応じて、自身に登録されている基本情報を読み出して、宅内ネットワーク３を介し
てＨＥＭＳ１００に送信する。
【００８２】
　ステップＳ２０４において、ＨＥＭＳ１００は、蓄電池１０－１から受信した基本情報
が登録済みであるか否かを確認する。ここでは、当該基本情報が未登録であると仮定して
説明を進める。
【００８３】
　ステップＳ２０５において、ＨＥＭＳ１００は、蓄電池１０－１から受信した基本情報
に対応する詳細情報の送信を要求するための詳細情報要求を、インターネット６を介して
サーバ２００に送信する。詳細情報要求は、蓄電池１０－１から受信した基本情報を含む
。
【００８４】
　ステップＳ２０６において、サーバ２００は、ＨＥＭＳ１００から受信した詳細情報要
求に応じて、当該詳細情報要求に含まれる基本情報に対応する詳細情報を読み出して、イ
ンターネット６を介してＨＥＭＳ１００に送信する。
【００８５】
　ステップＳ２０７において、ＨＥＭＳ１００は、サーバ２００から受信した詳細情報を
もとに、蓄電池１０－１に対応する運転モードを登録し、運転モード毎の動作特性を仮登
録する。
【００８６】
　ステップＳ２０８において、ＨＥＭＳ１００は、ステップＳ２０７で登録した運転モー
ド毎に、蓄電池１０－１を制御するための動作指令を、宅内ネットワーク３を介して蓄電
池１０－１に送信する。
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【００８７】
　ステップＳ２０９において、蓄電池１０－１は、ＨＥＭＳ１００から受信した動作指令
に応じて運転を行う。
【００８８】
　ステップＳ２１０において、蓄電池１０－１は、ＨＥＭＳ１００から受信した動作指令
に応じた運転による動作特性を測定して、宅内ネットワーク３を介してＨＥＭＳ１００に
送信する
　ステップＳ２１１において、ＨＥＭＳ１００は、蓄電池１０－１から得られた動作特性
を運転モード毎に登録する。ここで、ＨＥＭＳ１００は、ステップＳ２０８からステップ
Ｓ２１１の仮運転による詳細情報を、インターネット６を介してサーバ２００に送信（す
なわち、フィードバック）してもよい。
【００８９】
　ステップＳ２１２において、ＨＥＭＳ１００は、登録済みの詳細情報をもとに、省エネ
最適化制御を実行する。
【００９０】
　ステップＳ２１３において、ＨＥＭＳ１００は、省エネ最適化制御のために、蓄電池１
０－１を制御するための動作指令を、宅内ネットワーク３を介して蓄電池１０－１に送信
する。
【００９１】
　ステップＳ２１４において、蓄電池１０－１は、ＨＥＭＳ１００から受信した動作指令
に応じて運転を行う。
【００９２】
　ステップＳ２１５において、蓄電池１０－１は、ＨＥＭＳ１００から受信した動作指令
に応じた運転による動作特性を測定して、宅内ネットワーク３を介してＨＥＭＳ１００に
送信する。
【００９３】
　ステップＳ２１６において、ＨＥＭＳ１００は、蓄電池１０－１の制御に使用した詳細
情報（に含まれる動作特性）と、当該観測した動作特性と、が同じであるか否かを確認す
る。ここでは、異なると判断したと仮定して説明を進める。ただし、ここでの差異が誤差
の範囲内であれば、「同じ」とみなしてもよい。
【００９４】
　ステップＳ２１７において、ＨＥＭＳ１００は、蓄電池１０－１についての警告メッセ
ージを発行する。例えば、ＨＥＭＳ１００は、警告メッセージを画像又は音声で出力する
。或いは、ＨＥＭＳ１００は、警告メッセージを所定の宛先に宛てて送信する。
【００９５】
　図７は、蓄電池１０－１に対応する詳細情報の具体例を示す。本具体例では、使用環境
は「気温２０度及び湿度６０％」である。
【００９６】
　図７に示すように、蓄電池１０－１に対応する詳細情報は、運転モードとして、「寿命
優先」、「急速充電」、「通常充電」、「通常放電」、及び「急速放電」を含む。「寿命
優先」に対応する動作特性は、充放電速度：０．５ｋＷ、変換効率：９５％、最大充電量
：９０％、最低充電量：１０％である。このようにして、各運転モードについて動作特性
が登録される。
【００９７】
　このような詳細情報をもとに蓄電池１０－１の診断を行う場合、ＨＥＭＳ１００は、気
温２０度及び湿度６０％の使用環境下で、例えば「急速充電」の運転モードで蓄電池１０
－１を制御し、その際の動作特性を観測する。
【００９８】
　そして、ＨＥＭＳ１００は、登録されている動作特性（充電速度：２ｋＷ、変換効率：
８５％、最大充電量：８０％）と、観測された動作特性と、を比較する。例えば観測され
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た充電速度が登録されている値よりも遅い場合、ＨＥＭＳ１００は、その旨の警告メッセ
ージを発行する。
【００９９】
　ここでは、蓄電池１０－１に対する診断を例に説明したが、例えば太陽光発電装置２０
－１に対しても同様の診断が可能である。
【０１００】
　この場合、太陽光発電装置２０－１に対応する詳細情報に含まれる使用環境（気候、時
間帯）毎に、当該詳細情報に含まれる動作特性と、観測された動作特性と、を比較し、差
異を判断する。これにより、晴れ且つ早朝の発電特性が本来よりも劣化しているといった
診断を行い、その旨の警告メッセージを発行することができる。
【０１０１】
　（４）実施形態のまとめ
　以上説明したように、宅内ネットワーク３を介して、宅内ネットワーク３に接続された
機器を制御するＨＥＭＳ１００は、宅内ネットワーク３に新たな機器が接続されたことを
検知すると、当該新たな機器に対して、当該新たな機器の基本情報を問い合せる。これに
より、ユーザが介在することなく、ＨＥＭＳ１００が新たな機器の基本情報を取得できる
ため、当該基本情報に基づいて新たな機器の制御に使用する詳細情報を自動で取得できる
。
【０１０２】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、新たな機器に対する問い合せの結果に基づいて、
新たな機器に対応する詳細情報が未登録であると判断すると、インターネット６を介して
新たな機器に対応する詳細情報を取得する。これにより、ＨＥＭＳ１００が新たな機器の
制御に使用する詳細情報を自動で取得して、当該機器の制御に使用できる。
【０１０３】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、インターネット６を介して取得した詳細情報を登
録した後、当該取得した詳細情報を使用して新たな機器を制御することで、新たな機器の
動作特性を観測する。そして、ＨＥＭＳ１００は、当該観測した動作特性に基づいて、当
該登録した詳細情報を更新する。これにより、ＨＥＭＳ１００は、実使用環境に即した詳
細情報（動作特性）を機器の制御に使用可能になるため、制御の精度を向上させることが
できる。
【０１０４】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、新たな機器に対する問い合せの結果に基づいて、
新たな機器に対応する詳細情報が登録済みであると判断すると、当該登録されている詳細
情報を新たな機器の制御に使用する。このように、詳細情報を登録済みの機器が宅内ネッ
トワーク３に接続された場合には、当該詳細情報を流用することで、サーバ２００への不
要なアクセスを回避できる。
【０１０５】
　本実施形態では、詳細情報は、対応する機器の使用環境に応じた電力消費特性、充電特
性、放電特性、又は発電特性のうち、少なくとも１つを含む。このように、ＨＥＭＳ１０
０は、これらの機器特性を使用環境毎にグループ化して管理・使用することにより、各機
器特性を個別に管理・使用する場合に比べて、制御を効率化することができる。
【０１０６】
　本実施形態では、詳細情報は、対応する機器の運転モードに応じた電力消費特性、充電
特性、放電特性、又は発電特性のうち、少なくとも１つを含む。このように、ＨＥＭＳ１
００は、これらの機器特性を運転モード毎にグループ化して管理・使用することにより、
各機器特性を個別に管理・使用する場合に比べて、制御を効率化することができる。
【０１０７】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、記憶部１４０に登録されている詳細情報を使用し
て機器を制御する際に、当該機器の動作特性を観測する。そして、ＨＥＭＳ１００は、当
該制御に使用した詳細情報と、当該観測した動作特性と、の差異に基づいて、当該機器に
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だけでなく当該機器を診断し、当該機器の異常をユーザに知らせることができる。或いは
、当該機器の異常を外部に通知することで、当該機器の修理を依頼するなどの運用も可能
である。
【０１０８】
　（５）その他の実施形態
　この開示の一部をなす記述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきでは
ない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる
。
【０１０９】
　上述した実施形態では、住宅単位で電力管理を行うための制御装置であるＨＥＭＳ１０
０を説明したが、ビルを対象としたＢＥＭＳ、工場を対象としたＦＥＭＳ、店舗を対象と
したＳＥＭＳなどであってもよい。
【０１１０】
　また、上述した実施形態において、ＨＥＭＳ１００が行うと説明した処理の一部をサー
バ２００が行ってもよい。
【符号の説明】
【０１１１】
　Ｈ…住宅、１…系統電源、２…電力ライン、３…宅内ネットワーク、５…スマートメー
タ、６…インターネット、１０…蓄電池、２０…分散型電源、２０－１…太陽光発電装置
、２０－２…燃料電池、３０…負荷機器、４０…分電盤、１００…ＨＥＭＳ、１１０…出
力部、１１１…ディスプレイ、１１２…スピーカ、１２０…入力部、１３１…宅内通信部
、１３２…宅外通信部、１４０…記憶部、１５０…制御部、２００…サーバ

【図１】 【図２】

【図３】
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