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1. は じ め に

太陽光発電と蓄電池を備えた住宅のための
エージェントに基づく電力利用マネジメントモデルの提案
水 谷 信 泰†1

金

森

亮†2

近年，世界的にスマートグリッドが注目されている．スマートグリッドは電力の効率的な
制御，再生可能エネルギーや電気自動車の導入による環境に配慮した社会の構築など様々な
社会的貢献が期待されている．特にスマートグリッドにおける情報技術の果たす役割は非常
に重要なものである．スマートグリッドの核となるコンセプトの一つは既存の電力網と通信

伊 藤 孝 行†1,†2

設備の融合によるより高度な電力網の構築である．そこで，電力網内のあらゆるデバイスを
情報技術を用いて適切に制御する必要がある．しかし，スマートグリッドにおける電力網の

スマートグリッドは，電力の効率的な制御，再生可能エネルギーや電気自動車の導
入による環境に配慮した社会の構築への貢献が期待されている．本論文では，住宅で
の太陽光発電や蓄電池などの電力利用について、エージェントに基づいたマネジメン
トモデルを提案する．また，日本の住宅を想定した場合のシミュレーションを行い，
その影響を評価する．

制御は決して容易なものではない．例えば，発電方法を例にすると，現在主要な発電方法
である火力や原子力，水力に加えて，太陽光，風力，波力などのグリーンエネルギーも注目
を集めている．今後も環境への配慮や化石燃料の枯渇などのエネルギー問題から多様化し，
分散化する発電設備を制御しなければならない．他にも，家庭で発電した電力の売買や電気
自動車（EV）の普及，細かい部分では各家庭内の電力需給のコントロールなど，情報技術

Agent-based Electrical Power
Management Model for the House

が乗り越えなければならない課題が多く予想される．
そこで，本論文では，住宅の太陽光発電や蓄電池の有効利用について、エージェントに基
づいた電力マネジメントモデルを提案する．本論文では，日本の住宅の電力消費データや太

Nobuyasu Mizutani,†1 Ryo Kanamori†2
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陽光発電のデータを用いることで，より現実に近い状況をモデル化する．また，各住宅で
は人の代わりにエージェントが個々の戦略に基づき蓄電池の有効利用を軸にした電力マネジ
メントを行う．最後にシミュレーション実験を行い，太陽光発電や蓄電池の導入とエージェ

For a realization of a sustainable and low-carbon society in which we would
be able to consume the electric power eﬃciently and to introduce the photovoltaic power generation i.e. a renewable energy, or the electric vehicles, the
smart grid systems have been discussed actively. In this study, we take note
of the smart meter system based on agents to manage the electric power use
in the residential house where solar panels and a storage battery are equipped.
And we evaluate the system.

ントによるマネジメントの影響を評価する．
本論文の構成を以下に示す．まず，2. で本論文が対象とするスマートグリッドやスマート
グリッドにおけるエージェントに基づく電力マネジメントについて説明する．そして，3. で
太陽光発電と蓄電池を備えた住宅のためのエージェントに基づく電力マネジメントモデルを
提案する．その後，4. において評価実験の結果を示す．最後に，5. で関連研究について述
べ，6. に本論文のまとめを示す．

2. スマートグリッドにおける電力マネジメント
2.1 スマートグリッド
†1 名古屋工業大学大学院工学研究科情報工学専攻
Computer Science and Engineering, Nagoya Institute of Technology
†2 名古屋工業大学大学院工学研究科産業戦略工学専攻
Dept. of School of Techno-Business Administration, Nagoya Institute of Technology

スマートグリッドは次世代の高度な電力網として注目されている（図 1）．スマートグリッ
ドではコンピュータの演算能力や通信能力を利用した電力需給の自律調整が特徴である．ま
た，コンピュータによる自律調整による省エネやコスト削減，信頼性の向上も期待される．
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ネジメントモデルを提案する．

3. 太陽光発電と蓄電池を備えた住宅のためのエージェントに基づく電力マネジ
メントモデル
3.1 住宅の電力消費傾向のモデル化
本手法では，より現実に近い状況を想定したシミュレーションを実現するために，実際の
住宅の電力消費傾向を反映したデータ1) を用いる．住宅の電力消費の傾向としては大きく

図 1 スマートグリッドのイメージ

２通りがある．１つ目は朝晩にピークがあり昼は平坦な消費モデル．もう１つは朝晩のピー
スマートグリッドでは，電力網内の発電所から家庭のメーターに至るまであらゆるもの

クに加えて昼間も電力消費が増加する傾向にある消費モデルである．両者の違いは，昼間の

が，コンピュータによる制御対象となる．本論文では，特に太陽光発電と蓄電池に注目す

在宅者の有無によると考えられ，通勤や通学による不在や在宅者の夏場の冷房の利用などの

る．太陽光発電は，太陽光を用いた発電方法であるため，グリーンエネルギーとして注目さ

影響を受ける．そこで，本手法では，これらの２通りの電力消費モデルを利用する（図 2）．

れており，また住宅の屋根に設置可能であることから広く関心を集めている．しかし，一方

また，本手法で扱う住宅は平均的な延べ床面積2) の一戸建て住宅の 8 月の電力消費を想定

では発電量が天候に左右される点や発電する時間帯が昼間に限られる点など，効果的なマネ

する．

ジメントを行わないと余剰電力を無駄にしてしまう恐れがある．また，余剰電力の買い取り
制度なども進展が見られるため，今後も住宅レベルでの高度な電力マネジメントが必要であ
ると考えられる．
そこで，太陽光発電の課題を解決するために蓄電池に注目する．スマートグリッドにおい
て，蓄電池は将来的に住宅に備え付けや電気自動車として各家庭で重要な役割を果たすこと
が期待される．太陽光発電は，天候や日照時間の影響を受けることで発電可能な時間帯が限
られるため，余剰電力を一旦蓄電池に貯めることで時間をおいて有効に利用することが可能
である．よって，本論文では住宅における太陽光発電と蓄電池の効率的なマネジメントを目
的とする．

2.2 エージェントに基づく電力マネジメント
スマートグリッドにおける電力マネジメントにおいて，エージェントに基づいたアプロー
チは有効である．スマートグリットでは，様々な特徴をもつ多彩な機器を自律的に制御する
必要がある．そこで，個々の機器をそれぞれエージェントとみなし，特徴をモデル化する．
図 2 傾向の異なる住宅の電力消費モデル

これらのエージェントがそれぞれ戦略を持ち，人や電力網内の機器の代理として振る舞う
ことで高度な自律制御に役立てられる．また，スマートグリッドでは各家庭にスマートメー

3.2 太陽光発電のモデル化

ターと呼ばれる高性能な電力メーターが設置されることが想定されているため，スマート
メーターにソフトウェアエージェントをインストールして利用することが可能である．よっ

本手法が対象とする住宅は太陽光発電設備を備えているものとする．住宅での太陽光発電

て，本論文では住宅での太陽光発電や蓄電池の有効利用に向けて，エージェントに基づくマ

がピークを迎える昼間は，住宅での電力消費はそれほど多くないため，膨大な余剰電力が発
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生する（図 3）．このような余剰電力の蓄電池を用いた効率的な利用が本手法の重要な目的

出来る．そのため，昼間の太陽光発電による余剰電力を蓄電池を利用して，如何に有効活用

である．ただし，全ての住宅が太陽光発電設備を備えている状況ではなく，設定された普及

するかが重要な戦略となる．また，本論文では，太陽光発電による余剰電力の蓄電池による

率に従うものとする．また，太陽光発電は天候や日照時間，住宅の立地などあらゆるものも

マネジメントに主眼をおいているため，余剰電力を売る場合は今回は想定しない．

影響を受けるため，発電量を明確に定義することは困難である．そこで，本手法では定格出
力 3.5kW の太陽光パネルが様々な影響を受けて晴天時で定格出力の約 60〜70%の発電を行
うものとする．おおよその目安としては，晴天の昼間に順調に発電して住宅の１日分の電力
を賄える程度である．
また，太陽光発電は天候の影響で発電量が大きく変化するため，本手法では簡単な天候も
設定する．例えば，曇り場合は晴天時の 30〜60%，雨の場合は晴天時の 0〜10%程度の発
電量であると設定する．また，晴天，曇り，雨の決定には名古屋市の過去 5 年間の 8 月の
天候を参考にする3) ．

図 4 提案手法の概要

本手法では，エージェントの戦略を以下のように定義する．
以下の最適化を実行するために，混合整数計画問題を解くための代表的なフリーのソフト
ウェアである lp solve4) を利用する．
図 3 太陽光発電の晴天時の発電量

・需要：d(t)， 太陽光発電：r(t)
・蓄電池への充電量 b(t)+ ，蓄電池からの放電量 b(t)−

3.3 エージェントに基づく電力マネジメント手法

・蓄電池の容量 ：e ，蓄電池内の蓄電量の初期値 e0

3.1 や 3.2 で述べた電力消費データや太陽光発電モデルを用いた，エージェントに基づく

argmin

∑

t

(d(t) − r(t) + b(t)+ − b(t)− )

電力マネジメントモデルを説明する．本手法では，各住宅ごとにエージェントが人の代わり

∑t−1
(b(j)+ -b(j)− ))
∑t−1j=1 +
−

subject to b(t)− ≤ α (e0 +

に電力マネジメントを行う場面を仮定する（図 4）．エージェントは家庭の電力需要を満た
すために，
（１）電気を購入する，
（２）太陽光発電により発電された電力を使う，
（３）蓄電

b(t)+ ≤ e-e0 +

池内の電気を利用するという３通りの行動をとることが出来る．このとき，エージェントは

if d(t)≥r(t)

j=1

(b(j) -b(j) )

r(t)≤d(t )+b(t)+

可能な限り電気の購入量を少なく抑えることで各家庭にとって効用の高い行動をとることが
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b(t)− ≤d(t)-r(t)
else if d(t) ＜ r(t)
b(t)+ ≥r(t )-d(t)
b(t)− =0
エージェントが目的関数を最小化するように振る舞うことが，電気の購入量を最少化する
ことになる．また，このような条件を満たすような b(t)+ や b(t)− を求めることが，蓄電池
の最適な充電，放電に繋がると考えられる．

4. 評 価 実 験
4.1 実 験 設 定
本実験では，住宅数１００軒のコミュニティを想定して電力マネジメントに関するシミュ

図 5 100 世帯，3 日間，太陽光発電普及率 10%

レーション実験を実行した．このとき，時間経過に応じて，需要，購入量，太陽光発電量，
充電量，放電量，蓄電池の状態の各パラメータがどうように変化するかを示し，考察する．
また，実験結果のグラフが示す各パラメータの値は 100 軒全ての住宅の総和である．本実
験のためにプログラムは JAVA で記述し，Windows XP Professional が動作している計算
機 (Core2Quad 3.00GHz メモリ 3.25GB) 上で実験を行った．最適化には，lp solve を利用
した．

4.2 実 験 結 果
図 5 は，太陽光発電の普及率 10%で 3 日間のシミュレーションを実施した結果である．ま
た，1 日目：晴れ，2 日目：雨，3 日目：曇りというように天気も変化させた．1 日目は，晴
れのため昼間に太陽光発電が行われ，午後にかけて十分な蓄電量を貯められている．また，

19 時以降は貯めた電力を放電して，最も電力需要が大きい時間帯に有効活用している．太
陽光発電や蓄電池の有効利用の効果として，昼間と夕方から夜にかけての時間帯に，購入量
の減少（需要と購入量の差）がみられる．2 日目は雨のため，太陽光発電がほとんど行われ

図 6 100 世帯，3 日間，太陽光発電普及率 80%

ず，需要分をほぼ全て購入している．雨の日は太陽光発電が出来ないので，こうしたリスク
に対する対応は今後の課題の１つである．3 日目は，曇りのため太陽光発電による発電量が

えられている．一方で，晴れた 1 日目の膨大な余剰電力があるにも関わらず，雨の二日目に

少なくなり，夜のピーク時に効果を発揮するほどの蓄電量まで達することが出来なかった．

なるまでに使い切ってしまうなどの課題があるため，学習などを用いたより高度な戦略が必

しかし，昼間は購入量の減少への効果が確認出来る．図 6 は，太陽光発電の普及率がより上

要である．

昇した状況でのシミュレーションである．基本的な傾向は，図 5 と同じであるが，より多く

図 7 は，太陽光発電の普及率が 10%で 1 日 24 時間のシミュレーションを実施した結果で

の住宅が太陽光発電を行うことで，蓄電量が大幅に増加するため，より一層購入量を低く抑

ある．この実験では，天候は晴れを想定しているため，昼間に太陽光発電が行われ，発電量
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図7

図 9 100 世帯，1ヶ月，太陽光発電普及率 50%

100 世帯，1 日間，太陽光発電普及率 10%

蓄電量の増加が大きく，膨大な蓄電量を有効活用した結果，購入量の減少がより顕著に見て
とれる．
図 9 は，太陽光発電の普及率が 50%で天候がランダムに決まる状況で 1ヶ月のシミュレー
ションを実施した結果である．図 5，6 や図 7，8 の実験から本論文が提案する電力マネジ
メント手法が太陽光発電や蓄電池の効果的な利用に有効であると示せた．しかし，1 日単位
での 24 時間のマネジメントは効果的に行えていても，図 9 を見ると，1 日ごとに結果に大
きなバラつきが見られる．原因は太陽光発電が天候に大きく左右されるため，晴れた日は良
い結果，曇りの日は普通，雨の日は悪い結果と顕著な差が出来てしまうためである．
これは，エージェントの戦略が蓄電池に貯めた電気をその日のうちに使い切ってしまうか
らである．太陽光発電の不確実性は重要な課題なので，今後はより長期的な視野でエージェ
ントが行動し，晴れた日の余剰電力を雨の日に有効活用するなど，天候の影響を最低限に抑
図8

え，安定した結果を得られる手法を目指したい．

100 世帯，1 日間，太陽光発電普及率 80%

5. 関 連 研 究

の増加に応じて余剰電力を充電する様子がよくわかる．また，夜のピークが始まると同時に
昼間貯めた蓄電池を放電している様子も確認出来る．マネジメントの結果として，購入量の

文献5) は，エージェントに基づいた蓄電池のマネジメント手法を提案している．本文献

減少（需要と購入量の差）が発生している．この実験結果から，エージェントが需要や太陽

は，電力の自由化の進んだイギリスの実際の電力消費データやリアルタイムで変化する電気

光の発電状況に応じて，適切に蓄電池を運用しているといえる．図 8 は，太陽光発電の普及

料金モデルを用いてシミュレーションが行われている点が特徴である．しかし，本文献のモ

率がより上昇した状況でのシミュレーションである．この実験結果からは太陽光発電による

デルでは太陽光発電は想定されておらず，リアルタイム料金制におけるより経済的な蓄電池
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の有効利用に主眼が置かれている．本論文は，本文献と同様にエージェントに基づく電力マ

the Smart Grid , Proc. of th 9th International Joint Conference on Autonomous
Agents and Multi-agent Systems (AAMAS-2010), 2010.
6) Sar vapali D. Ramchurn, Perukrishnen Vytelingum, Alex Rogers, and Nick Jennings ， Agent-Based Control for Decentralised Demand Side Management in the
Smart Grid , Agent-based Micro-Storage Management for the Smart Grid , Proc.
of the 10th International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent
Systems (AAMAS-2011), 2011.
7) 畑中健志， 藤田政之：”システム科学技術のための分散協調最適化とポテンシャルゲー
ム,” 計測と制御, Vol. 50, No. 1, 2012.

ネジメントを扱うが，太陽光発電をモデル化している点や日本に合わせたデータを扱う点が
異なる．
文献6) では，住宅内部の需要コントロールに関して述べられている．本文献は，家庭内の
電力需要をいくつかに分類して，電力使用のタイミングを変更出来る場合は使用開始時間を
変化させることで，需要の集中を分散させている．本論文は本文献とは異なり住宅内部の重
要のコントロールによる電力負荷分散ではなく，太陽光発電の余剰電力の有効利用による負
荷の低減を目指す．
文献7) では，スマートグリッドにおける電力配分問題に対して分散協調最適化とポテン
シャルゲームの２つの手法が紹介されている．本文献は，スマートグリッドに対して理論分
野からアプローチが行われているが，本論文はより現実に近いデータを用いたシミュレー
ションによる手法であるため，アプローチの方法が異なる．

6. ま と め
本論文では，スマートグリッドにおける電力マネジメントに関して，エージェントに基づ
くマネジメント手法を提案した．特に太陽光発電設備と蓄電池を備えた住宅に注目して，昼
間の太陽光発電による余剰電力の蓄電池を利用した有効利用に取り組んだ．また，モデル化
に向けて電力消費データや太陽光発電の発電量など出来る限り現実の社会に近いデータを
利用し，電力購入を減らすように振る舞う戦略のエージェントを定義した．シミュレーショ
ン実験の結果から，提案手法が太陽光発電による余剰電力の蓄電池を用いた効率的な利用や
電力購入の減少に有効であることを示した．
今後の課題は，モデルのさらなる拡張とより高度な戦略による長期的な視野での安定した
マネジメントに取り組みたい．特に，天候に左右される太陽光発電の不確実性を適切に補え
るような働きの出来るモデルを構築したい．
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