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概要– 東日本大震災に起因する電力危機や化石燃料枯渇への懸念を背景に太陽光発電や蓄電池等の分散型電源の
普及が促進されている．普及には発電主体の多様化による電力需給構造の複雑化や，太陽光発電等の出力の天候依
存による電力不安定化いった課題を解決する必要がある．これらの課題解決に向け，現在，分散的に発電や電力
融通を行う「分散型電力システム」の実現が期待されている．本研究では分散型電力システム実現に向けて，分
散型電力システム下のコミュニティに着目し研究を行った．具体的には，各世帯の人々の行動から電力消費を算
出することで世帯類型ごとに異なる電力消費を表現できるモデルを構築した．そして，電力融通によるコミュニ
ティ内の電力状況への影響について，世帯類型の観点も含め分析した．その結果，世帯類型により電力融通の影
響が異なること，電力融通によりコミュニティ全体の外部電力消費を減少させる可能性があることを示した．
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1 はじめに
1.1 研究背景

従来日本の電力供給は，原子力発電や火力発電を中
心とした大規模集中型電源をもとに，ピーク時の最大
電力需要に合わせて必要な時に必要なだけの電力が安
定的に供給されてきた．しかし，東日本大震災に起因
する電力危機を契機に大規模集中型電力システムの災
害に対する脆弱性が明らかとなった．また，化石燃料
枯渇への懸念や環境性への配慮から，大規模集中型か
らの脱却の必要性が叫ばれている．
このような背景から，現在，次世代に向けた新たな電

力システムに関する議論が盛んに行われている 1)．そ
の中で，太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー
の普及が促進されている. 再生可能エネルギーの普及
により，大規模集中型電源に依存せず電力を確保でき
るようになる可能性がある．しかし，普及が進んだ際
には，従来需要家側だった主体が発電するようになる
ことで，発電主体が多様化し電力需給構造が複雑化す
るといった課題がある．さらに，太陽光発電等の出力
が天候に依存するため，発電を従来の化石燃料のよう
に計画的に行う事ができず電力不足時・余剰時におい
て，電力の不安定化が起きるといった課題もある．こ
れらの課題は，現在の電力系統では対応が難しいと考
えられている 2)．
その中で，注目されているのが自律・分散型電力シ

ステムである．自律・分散型では，現在の需要家側を
電力システムに組み込み，分散的に発電や電力融通を
行うことで上述の複雑化，不安定化に対応できる可能
性があると考えられるからである．そして，その際に
は，電力融通の仕組み作りが重要となり，現在，大型
蓄電池を用いての電力融通や世帯間での電力融通など
様々な方法が検討されている．

1.2 研究目的

本研究では，今日の電力供給のあり方に注目し，分
散型電力システムに着目する．分散型電力システム下

のコミュニティ1における電力融通のあり方について検
討できるモデルを構築し分析する．具体的には「太陽
光発電や蓄電池が導入された複数の世帯から構成され
る仮想コミュニティの表現」，「各世帯の人々の自律的
な行動に基づく電力消費の表現」および「世帯間電力
融通の表現」を行えるモデルを構築する．そして，電
力融通によるコミュニティ内の電力状況への影響につ
いて分析する．

2 関連研究と本研究の位置づけ
現在，自律・分散型電力システムに関する研究は多々

行われている．松山ら 3)は，家庭・オフィスなどに配
置される分散型電源を効率的に管理運用するための新
たなエネルギーマネジメント方式として「エネルギー
の情報化」というコンセプトを提案し，研究開発を行っ
ている．
また，谷口ら 4)は各世帯や各事業所に発電装置と蓄

電池を設置する分散型の電力網を前提とした自律分散型
スマートグリッド i-Rene(Inter Intelligent Renewable
Energy Network)と呼ばれる地産地消型の電力ネット
ワークモデルを提案し研究を進めている．さらに，伊
藤ら 5)は大型蓄電池や電力売買による電力融通により，
電力自給率がどのように変化するかの研究を行ってい
る．松山らの研究は，コミュニティでの電力自給を想定
している点で本研究と関連するが，彼らの研究の中心
は「エネルギーの情報化」実現に向けたデバイス開発
であり，シミュレーション研究である本研究とは異な
る．谷口ら，伊藤らの研究は分散型電源を活用し，電
力融通を試みるという点で本研究と関連する．しかし，
これらの研究では，マクロ・アプローチによりモデル構
築が行われているため，モデルにおいて電力消費を所
与のものとしシミュレーションを行っている．そのた
め，世帯類型ごとの電力消費といったマイクロな部分
がモデルにおいて表現されていない．それに対し，本
研究では各世帯の人々が自律的に行動し電力消費を行
う現象を表現できるモデルを構築する．そのため，世

1ここでは，十軒程度から百軒程度の世帯の集まりとする．
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帯類型ごとに異なる電力消費の表現が可能である．世
帯類型ごとに異なる電力消費を用いることにより，コ
ミュニティ内の電力マネジメントについてより現実に
沿った形で分析できると考える．

3 モデル
3.1 モデル全体像

本研究で構築したモデルでは，まず，モデルにおい
て仮想コミュニティが生成される．そして，太陽光発
電や蓄電池といった分散型電源を備えた各世帯の人々
が生活行動を行い，それに基づき電力消費が発生する．
さらには世帯間で電力状況に応じて電力融通が行われ
る．モデルは大きく分けて 2つのモデルに分けられる．
1つ目は「世帯電力消費モデル」，2つ目は「電力融通
モデル」である．世帯電力消費モデルは「生活行動モ
デル」，「電力消費モデル」，「分散型電源モデル」から
構成され分散型電源が導入された世帯の電力消費を表
現する．電力融通モデルは各世帯の電力消費に基づく
世帯間電力融通を表現する．仮想コミュニティおよび，
各々のモデル 2 について以下で説明する．また，モデ
ルの全体像のイメージを Fig．1に示す．

Fig. 1: モデルイメージ

3.2 仮想コミュニティ

本モデルにおいて表現される仮想コミュニティは複
数の世帯から構成される．世帯に所属する各人は，属性
を表す変数 ai,j，i = {勤め人（男），勤め人（女），主
婦，老人（男），老人（女），小学生，中学生，高校生 }，
j = {平日，土曜日，日曜日 }を持つ．また，世帯人数
ごとに「電力機器所有数」，世帯類型ごとに「太陽光発
電，蓄電池の有無」，「太陽光発電，蓄電池の設備規模」
が決定される．これらにより仮想コミュニティにおい
て，条件の異なる様々な世帯が生成可能となっている．

3.3 世帯電力消費モデル

3.3.1 生活行動モデル

本モデルは，本研究室川村ら 9)が構築したモデルを
ベースとする．概要について以下に記載する．
生活行動モデルは，世帯各人の属性 ai,j ごとの生活

行動スケジュールを作成するモデルである．生活行動
スケジュール作成においては，NHK放送文化研究所に

2電力融通は様々な方法が考えられるが，3.5で説明する電力融通
モデルは，今回検討する電力融通についてである．また，本研究で
構築したモデルでは，電力融通モデルを変更することで，異なる電
力融通についても検討可能である．

よる生活行動に関する統計データ 6) を主として使用す
る．統計データには，集計の対象とした 28分類 3の行
為があり，属性 ai,j ごとに Table 1のデータが存在す
る．そして，それらの統計データを基に各人の一日の
行動スケジュールが決定され，それに基づき各行為が
実行される．また，行動スケジュールを決定する上で，
各行為を一日何回行うかが重要となるが，統計データ
にはその情報がない．そのため，複数回行われることが
想定される行為については，行為回数を規定 (ex.食事：
行為回数 3回，通勤，通学：行為回数 2回 etc.)するこ
とで，現実に近い生活行動が表現されている．以上よ
り，多様性のある生活行動を実現している．なおモデル
の 1ステップは実世界の 1分に相当する．(ここで，行
為を表す変数を bk,l，k = {1, 2,…, 29, 30},l = {1, 2,…
, a|a ∈行為回数 },行為回数 = {1, 2, 3}と定義する．)

Table 1: 統計データ
データ 定義

行為者比率 属性 ai,j の人間ついて，1日の中で行為 bk,l
r(ai,j , bk,l) を 15分以上した人が全体に占める割合

時刻別行為者率 属性 ai,j の人間について，時刻 t(15分刻み)に
p(ai,j , bk,l, t) 行為 bk,l をしている人が全体に占める割合

全体平均時間 (A) 属性 ai,j の人間について，行為 bk,l をしなかった
µA(ai,j , bk,l) 人も含めた全員の時間量平均

全体標準偏差（A） 属性 ai,j の人間について，行為 bk,l をしなかった
σA(ai,j , bk,l) 人も含めた全員の時間量のばらつき　

行為者平均時間 (B) 属性 ai,j の人間について，行為 bk,l をした
µB(ai,j , bk,l) 人の時間量平均

3.3.2 電力消費モデル
本モデルは，世帯の電力消費を表現するモデルであ
る．世帯の各人が，1「行為を世帯内で行うか」，2「行
為において電力消費を行うか」の意思決定を行う中で，
世帯の電力消費を決定する．1，2について以下で説明
する．また，Fig．2にモデル内での各人の意思決定の
流れ，Table 2に行為分類の一覧，および各行為の在宅
状況と電力消費可能性を示す．
（在宅状況：○在宅 ×非在宅 △在宅率に依存
電力消費：○電力消費可能性あり ×電力消費可能性な
し）
1「行為を世帯内で行うか」
行為が世帯内で行われるかどうかは文献 6) の行為

の定義および先行研究 7) から，行為を「在宅」，「非
在宅」，「在宅率に依存」の 三つに分類し，それに応
じて決まるとした．行為の分類が「在宅」の場合，そ
の行為は常に世帯内で行われる（睡眠，炊事 etc.）．
逆に行為の分類が「非在宅」の場合，その行為は常に
世帯外で行われる（通勤，通学 etc.）．そして「在宅
率に依存」の場合，文献 6) の在宅についての時刻別
行為者率 pHome(ai,j , bk,n, t)(t={0,1,2,…,1438,1439}:
時刻を表す変数) を使用し決定するとした (食事，テ
レビ etc.)．行為決定時の pHome(ai,j , bk,n, t)を在宅判
断の選択確率として用い，在宅と判断されれば，該当
行為の継続時間の間は在宅，逆の場合非在宅となる．

2「行為において電力消費を行うか」
モデル内における電力消費は大きく分けて「行為に

よる消費」「照明による消費」の 2 つに分類される．こ
こで，時刻 tにおける「行為による消費」での電力消

3本モデルでは，電力消費を考える上で都合が良いように，行為
「炊事掃除洗濯」を文献 8) の時刻別行為者率を用いて，「炊事」「掃
除」「洗濯」に按分しているため，30 分類の行為が存在する．
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Fig. 2: 各人の意思決定の流れ

費量をCbehavior(t)「照明による消費」での電力消費量
を Clighting(t)とする．
「行為による消費」は文献 6)の行為の定義から行為
ごとに「電力消費可能性あり」と「電力消費可能性な
し」の二つに分類し，「電力消費可能性あり」の行為が在
宅にて行われる場合に確率的に電力消費が生じる．そ
して各行為による電力消費量は，各行為とその行為に
より使用が想定される一般的な電力機器，電力機器の
消費電力，使用時間，使用確率を基に算出される．機
器の消費電力，待機電力については資料 10)11) を基に
設定した．使用時間，使用確率については，資料 10)を
利用し設定した．使用時間，使用確率についての詳細
は後述する．Table 3にモデル内で考慮した電力機器，
それらの消費電力，待機電力，それら機器に対応する
行為，機器使用時間，使用確率を示す．

電力機器の選定については，先行研究 12)13) および
機器の普及率，さらには，行為との関係性を踏まえ行っ
た．なお各世帯の機器の保有数については，資料 10)の
世帯人数別機器保有率を用いて，世帯人数に応じて保
有数が設定される．また，想定した機器で待機電力が
生じると考えられるものは，常に待機電力が発生する
とした．
「照明による消費」は先行研究 12) を参考に設定し

た．点灯可能時間は 0:00～7:00，18:00～24:00である．
そして，照明による電力消費量は以下の (1)式で定義
される．

Clighting(t) = PHomeWakeUp(t) × F × L × 1/60∗

(1)
Clighting(t)：時刻 tにおける照明による電力

消費量 (Wh)
PHomeWakeUp(t)：時刻 tにおける起床在宅者

人数（人）
F：平均床面積 (m2/人)
L：照明量 (W/m2)
* 1ステップ 1分のため　

機器の使用時間，使用確率について
電力消費を表現するためには，行為と結びつけた機

器の使用時間，使用確率を設定する必要がある．行為
には，行為と機器の使用が直接紐付けられるものとそ
うでないものがある．行為と機器の使用が直接紐付く
ものについては，行為が行われる際に，行為継続時間に
わたってその機器が使用されると考えられるので，使
用時間を行為継続時間，使用確率を 100％とした（例
えば，行為がテレビの際は，行為継続時間の間テレビ
が使用されると考えられる）．行為と機器の使用が直
接紐付かないものに関しても，使用時間，使用確率を
設定する必要がある．しかし，上記のように行為継続
時間にわたって機器を使用し続けるとするのは不適切
である．なぜなら，たとえば行為が炊事や掃除などの
場合に，その行為継続時間にわたって電子レンジや掃
除機を使用し続けるとは考えづらいからである．

Table 2: 行為分類の一覧および，各行為の在宅状況と電力消費
index 行為名 在宅状況 電力消費 index 行為名 在宅状況 電力消費

1 睡眠 ○ × 16 通学 × ×
2 食事 △ × 17 社会参加 △ ×
3 身の回りの用事 △ ○ 18 会話・交際 △ ×
4 療養・静養 △ × 19 スポーツ × ×
5 仕事 △ × 20 行楽・散策 × ×
6 仕事のつきあい △ × 21 趣味・娯楽・教養 △ ×
7 授業・学内の活動 × × 22 インターネット △ ○
8 学校外の学習 △ × 23 テレビ △ ○
9 炊事 ○ ○ 24 ラジオ △ ○
10 掃除 ○ ○ 25 新聞 △ ×
11 洗濯 ○ ○ 26 雑誌・漫画・本 △ ×
12 買い物 × × 27 CD・テープ △ ○
13 子どもの世話 △ × 28 ビデオ △ ○
14 家庭雑事 △ × 29 休息 △ ×
15 通勤 × × 30 その他 △ ×
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そこで，以下のように設定した．今回考慮した電力
機器の中で，行為と機器の使用が直接紐づかないもの
は「ドライヤー」「電子レンジ」「トースター」「炊飯器」
「掃除機」「洗濯機」の 6つである．その中で，個人の
ために使用される機器「ドライヤー」については，文
献 13)を参考に，使用時間を開始 3分，使用確率を 100
％とした．他の機器に関しては，使用が世帯の他の人
員にも関係する機器だと考えられる．（世帯各人の行為
が炊事のたびに，各人が炊飯器を使用するとは考えづ
らい）また，世帯人数によっても使用時間が異なると
考えられる．そこで，これらの機器の使用時間，使用
確率については世帯人員に依存し決定するとした．決
定方法について以下に示す．

世帯人員に依存して，使用時間，使用確率が決まると
した機器は「電子レンジ」「トースター」「炊飯器」「掃
除機」「洗濯機」である．これらの電力機器について，
誰によりどの時間帯にどの程度使用されるかに関する
データは存在しない（世帯内における一日の使用時間
に関するデータは存在する (Table 5)）．そのため，本
研究では，世帯各人の行為者平均時間を使用し，使用
時間，使用確率の設定を行った．

「電子レンジ」「トースター」「炊飯器」「掃除機」「洗
濯機」の使用を考えた際に，同様のルールで使用時間，
使用確率を設定するのは不適切だと考えられる．なぜ
なら，それぞれの一日の使用頻度，一回における使用
時間が異なるからである．そこで，使用時間・頻度の
観点からそれぞれの機器を Table 4のように分類した．
この分類から，機器の使用制限を分類 Aの場合は，無
制限，分類 Bの場合は，各世帯一日一回とした．そし
て分類ごとに使用時間，使用確率を設定した．

Table 4: 電力機器の分類
分類 使用時間・頻度 電力機器

分類 使用時間：短 電子レンジ，トースター
A 使用頻度：多 掃除機
分類 使用時間：長 炊飯器
B 使用頻度：少 洗濯機

使用時間

まず，世帯人数ごとの機器の一日の総使用時間を資
料 10)より作成したTable 5から算出した．算出式は以
下（2）式の通りである．

Tm(n) = Tm,ave×
Rm(n)

Rm,ave
(2)

Tm(n)：n人世帯における機器mの 1日の総使用
時間 (分)

Tm,ave：機器mの 1日の平均総使用時間 (分)
Rm(n)：n人世帯における機器mの 1日の平均

使用時間割合 (分)
Rm,ave：機器 lの 1日の平均使用時間割合 (分)

上で設定した Tm(n)をもとに，分類A，Bの使用時
間を設定する．分類 Aについては，機器使用可能性行
為を長時間やる可能性が高い属性の人間が，その機器
を使用する場合に長めの時間使用すると考えられる．そ
こで，n人世帯に所属する属性 ai,j の人間の機器の使
用時間は以下の (3)式で定義した．

tuse(ai,j ,bk,l,m)=Tm(n) ×
µB(ai,j ,bk,l)∑member home

µB(ai,j ,bk,l)
(3)

分類 B については，使用者が世帯の誰であっても，
機器の使用を始めたら途中で機器を止める可能性が低
いと考えられる．（炊飯器，洗濯機ともに一度スウィッチ
を入れられると，途中で止められる可能性が低い）そ
こで，使用時間を以下 (4)式のように定義した．

tuse(ai,j , bk,l,m) = Tm(n) (4)

tuse(ai,j , bk,l,m)：ai,j の bk,l における機器mの
使用時間

Table 5: 機器使用時間，使用時間割合
平均使用 平均使用 世帯人員別時間割合

電力機器 時間 (分) 時間割合 1人 2人 3人 4人 5人
電子レンジ 25 1.8 1.2 1.7 2.1 1.8 3
トースター 9 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
掃除機 48 3.3 2.7 3.4 4.1 3.3 3.6
炊飯器 135 9.4 3.4 7.6 12.3 11.5 17.6
洗濯機 50 3.5 1.8 2.9 4.2 5.1 4.9

使用確率
使用確率についても，使用時間，使用頻度の違いか

ら分類 A，Bで異なる設定をする必要がある．分類 A
については，「世帯人員の中で機器使用可能性行為を長
時間やる可能性が高い属性の人間が使用しやすい」，「行
為が複数回にわたって行われる場合，（ex.主婦の炊事

Table 3: 考慮した電力機器，消費・待機電力，対応行為，および使用時間・確率
電力機器 消費電力 (W) 待機電力 (W) 対応行為 使用時間 使用確率 (％)

ドライヤー 1000 0 身の回りの用事 行為開始から 3分 100

電子レンジ 1300 2.74
トースター 1000 0.04 炊事 世帯人員に依存 世帯人員に依存
炊飯器 1000 0.9

掃除機 1000 0 掃除 世帯人員に依存 世帯人員に依存
洗濯機 500 3.45 洗濯 世帯人員に依存 世帯人員に依存

ラジオ・CD 30 10.48 ラジオ・CD 行為継続時間 100

DVD 30 11.33 DVD 行為継続時間 100

TV 150 3.2 TV 行為継続時間 100

PC 50 0 PC 行為継続時間 100

冷蔵庫 100 0 ― 常に使用 ―

- 142 -



の行為回数は 3），機器を使用する確率どの回でも同程
度（主婦が炊事において，朝も昼も夜も，同程度の確
率で電子レンジを使う）」という仮定のもと，以下 (5)
式のように定義した．

puse(ai,j , bk,l,m) =

∑N
s=1 µB(ai,j , bk,s)∑member home

µB(ai,j , bk,l)
(5)

N：行為回数（ex.主婦＿炊事の行為回数は 3回
なので，N = 3となる）

member home：世帯人員

分類 Bは，使用制限が各世帯一日一回である．どの
タイミングで使用されるかについては，「世帯人員の中
で機器使用可能性行為を長時間やる可能性が高い属性
の人間が使用しやすい」，「機器使用可能性行為の行為
回数が複数回ある場合，その中で長時間やる可能性が
高い回のとき使用しやすい」という仮定のもと，以下
(6)式のように定義した．

puse(ai,j , bk,l,m) =
µB(ai,j , bk,l)∑member home

µB(ai,j , bk,l)
(6)

3.4 分散型電源モデル
本モデルにおいて導入する分散型電源は太陽光発電

と蓄電池である．太陽光発電量は資料 14) を基に以下
の (7)式より計算される．

Gsolar
i (t) = Qsolar(t) × K × Pi÷ R × 1/60 (7)

Gsolar
i (t)：世帯 iの時刻 tにおける発電量 (Wh)

Qsolar(t)：時刻 tにおける日射量 (W/m2)
K：損失係数
Pi：世帯 iのシステム容量 (kW )
R：標準状態における日射強度 (kW/m2)

また，蓄電池については，近似的に充放電に関して
損失なしで行え，また，充放電による機能の低下は生
じないとした．充放電は以下に従って行われる．

充電
Gsolar

i (t)− {Cbehavior
i (t) + Clighting

i (t)} = S′
i(t) > 0

のとき
Si(t+ 1) = Si(t) + S′

i(t) (8)

ただし，Si(t+ 1) ≧ SiMax の場合

Si(t+ 1) = SiMax (9)

放電
Gsolar

i (t)− {Cbehavior
i (t) + Clighting

i (t)} = S′(t)i < 0
のとき

Si(t+ 1) = Si(t)− S′
i(t) (10)

ただし，Si(t+ 1) ≦ 0の場合

Si(t+ 1) = 0 (11)

Si(t)：時刻 tにおける世帯 iの蓄電量
SiMax：世帯 iの最大蓄電量

3.5 電力融通モデル
今回検討する電力融通は，世帯の人間の意思決定によ

り融通が行われるのではなく，融通時における各世帯の
蓄電容量により自動的に行われる．そして，全世帯が電
力融通可能であり，融通は時刻 t = Tchaに一回のみ行
われる．前日の時刻 Tchaから当日の時刻 t = 300(5:00)
までに消費した電力を夜間必要電力とする．そして，時
刻 Tchaにおいて，夜間必要電力以上充電されている世
帯を供給側世帯，充電されてない世帯を需要側世帯と
し，電力融通を行う．電力融通モデルのイメージをFig．
3に示す．また，詳細な設定は以下のとおりである．

Fig. 3: 電力融通のイメージ

電力融通ルール
まず，各々の世帯の最大可能供給量を式 (12)より算

出する．

Si(Tcha)− ELastNight
i = ESupplyMax

i (12)

ELastNight
i ：世帯 iの前日の時刻 Tcha から当日

の時刻 t = 300までの電力消費量
ESupplyMax

i ：世帯 iの最大可能供給量

そして，総供給量，総需要量を以下のように算出する．
• 総供給量
総供給量は，ESupplyMax

i > 0の世帯 iのESupplyMax
i

より以下となる．

総供給量 ESupply
All =

∑
ESupplyMax

i (13)

• 総需要量
総需要量は，ESupplyMax

i < 0 の世帯 i の
ESupplyMax

i ，CPossible
i （世帯 iの充電可能量）より，以

下のように算出する．
1.|ESupplyMax

i | ≤ CPossible
i のとき

EDemand
i = −ESupplyMax

i (14)

2.|ESupplyMax
i | > CPossible

i のとき

EDemand
i = CPossible

i (15)

(CPossible
i = SiMax − Si(Tcha))

上の EDemand
i より，総需要量 EDemand

All は以下とな
る．

総需要量 EDemand
All =

∑
Edemand

i (16)

そして，求めた ESupply
All ，EDemand

All をもとに，
ESupply

All ≤ EDemand
All と ESupply

All > EDemand
All の場合に
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ついて，各世帯の放電量，充電量を以下のように算出
する．

• ESupply
All ≤ EDemand

All のとき
需要側世帯 i(ESupplyMax

i < 0)の充電量 Eadd
i

Eadd
i = ESupply

All × EDemand
i

EDemand
All

(17)

供給側世帯 i(ESupplyMax
i > 0)の放電量 Esub

i

Esub
i = ESupplyMax

i (18)

• ESupply
All > EDemand

All のとき
需要側世帯 i(ESupplyMax

i < 0)の充電量 Eadd
i

Eadd
i = EDemand

All (19)

供給側世帯 i(ESupplyMax
i > 0)の放電量 Esub

i

Esub
i = ESupplyMax

i − (ERest × ESupplyMax
i

ESupply
All

) (20)

(ERest = Esupply
All − EDemand

All )

4 モデル評価
ここでは，構築したモデルの評価を行う．まず，モ

デルにおいて世帯電力消費の特徴を表現できているか
の評価を行う．次に世帯類型ごとの電力消費量の違い
が表現できているかの評価を行う．なお，これ以降の
シミュレーションでは平均床面積 F = 36m2/人，照明
量 L = 5W/m2 とする．平均床面積の値は資料 15) よ
り，照明量の値は先行研究 12) より決定した．

4.1 世帯電力消費の表現
今回，世帯電力消費の特徴を表現できているかの評

価には，一般的な世帯と考えられる主婦，有職者男，小
学生からなる三人世帯の電力消費量を用いる．三人世
帯を 100世帯用意し，1週間のシミュレーションを行
い，100世帯の平均電力消費量を求め，その値と電力
消費量に関するデータを比較し妥当性を評価する．
評価に用いるデータは，建築の光熱水原単位 16) の

データと日本生活共同組合連合会調査データ 17) であ
る．モデルにおける電力消費では冷暖房が考慮されて
いないので，建築の光熱水原単位では冷暖房の電力消
費を含まない中間期のデータを，日本生活共同連合会
調査データでは冷暖房の使用が少ないと考えられる 10
月のデータを用いて評価する．シミュレーション結果
と比較データを Fig．4に示す．
Fig．4の横軸は時刻，縦軸は一日の電力消費量の時

刻帯別割合である.今回作製したモデルは，シミュレー
ション結果を比較データと一致させることを目的とし
作製したものではない．そのため，時間帯ごとの数値
で比較するのは適切でないと考える．そこで，グラフ
の形状に着目した．まず，比較データを見ると二つの
データともに，朝と夜に電力消費量のピークが生じて
いるのが読み取れる．また，大阪府環境審議会新たな

Fig. 4: シミュレーション結果と比較データ

エネルギー社会づくり検討部会の資料 18)にも「家庭で
は在宅率が高まる夕刻以降，全体の電力に占める割合
も高くなる傾向にある」という記載がある．これらよ
り，朝と夜に電力消費のピークが生じるのが，世帯の
電力消費の特徴だとみなすことができる．シミュレー
ション結果を見ると，同様のピークが存在している．こ
のことから，モデルにおいて世帯の電力消費の特徴を
表現できていると考えられる．

4.2 世帯類型別電力消費量
本研究で構築したモデルでは，異なる属性を持つ人

間を組み合わせることで様々な世帯類型が表現可能で
ある．ここでは，世帯類型ごとの電力消費量の違いが
表現できているかの評価を行う．評価は 5章のシミュ
レーション実験で用いる Table 6の 5種類の世帯で行
う．5種類の世帯をそれぞれ 100世帯ずつ用意し，1週
間のシミュレーションを行い電力消費量の 1日平均を
求め，それを電力消費量に関するデータと比較し評価
する．
評価に用いるデータは，2013年度版家計調査 19) で

ある．2013年度版家計調査にある月別の 100 世帯あた
りの電力購入量を世帯人員別電気代のデータを用いて
按分し，月別・世帯人員別の電力使用量を求めた．そ
のデータとシミュレーション結果を比較し評価を行う．
また，評価には 4.1での評価と同様の理由より，中間
期 (5月,6月,10月,11月)のデータの平均値を使用する．
Fig．5にシミュレーション結果と比較データを示す．

Table 6: 世帯タイプ，人員
世帯タイプ 世帯人員
二人世帯１ 勤め人 (男)，主婦
二人世帯２ 老人 (男)，老人 (女)
三人世帯 勤め人 (男)，主婦，小学生
四人世帯 勤め人 (男)，主婦，小学生，中学生
五人世帯 勤め人 (男)，主婦，小学生，中学生，高校生

Fig．5の横軸は世帯人数，縦軸は 1日の電力消費量
を三人世帯の電力消費量を 1とし規格化した際の値で
ある．規格化した値を評価に用いるのは，世帯類型に
よる電力消費量の違いが表現できているかを評価しや
すくするためである．Fig．5を見ると，それぞれの世
帯類型について，概ね等しい値となっていることが読
み取れる．このことから，モデルにおいて世帯類型に
よる電力消費量の違いが表現できていると評価できる．

- 144 -



Fig. 5: シミュレーション結果と比較データ

　
また今回，世帯類型による違いが表現できているか

を評価しやすくするため，規格化した値を用いた．そ
のままの値の場合，統計データの方が大きい値となっ
た．これは，現状モデルにおいて考慮している機器が
限られているため，妥当な結果といえる．今後，他の電
力機器についてもモデルに組み込んでいくことで，統
計データの値と近づけていけると考える．

5 シミュレーション実験
本章では構築したモデルを用いてシミュレーション

実験を行う．各世帯の蓄電池と日射量を変化させ本モ
デルにおける電力融通を行う場合と行わない場合での
電力状況の変化について考察する．
今回，日射量は平均的な天候の場合 (日射量 A) と

晴天が続いた場合（日射量 B）の 2 パターンについ
て考える (Fig．6)．どちらも日本気象協会の太陽光発
電用標準気象データMETPV-1120) のデータを使用す
る．太陽光発電，蓄電池については全ての世帯が保持
するとする．そして，二人世帯 1，二人世帯 2，三人
世帯，四人世帯，五人世帯の五種類の世帯をそれぞれ
10世帯ずつ用意する．その中で，各世帯の蓄電容量を
3000Wh, 3500Wh, 4000Wh, 4500Wh, 5000Whと変化
させシミュレーションを実行する．なお，損失係数，シ
ステム容量，標準状態における日射強度は，資料 14)

を基に，K = 0.73，P = 4kW，R = 1，融通時刻は
Tcha = 1260とする．また，シミュレーションの実行期
間は 8日間とする（電力融通において，前日の夜の電
力消費量が必要なため，8日間のシミュレーションを行
い初日を除いた 7日間のデータを使用した）．

5.1 シミュレーション結果
日射量A，Bのときについてシミュレーションを行っ

た．Fig．7，9に日射量A，Bでの電力融通を行った場
合と行わなかった場合についての蓄電容量ごとの世帯
類型別，およびコミュニティ全体の外部電力割合 1週
間平均，Fig．8，10に日射量 A，Bでの各々の電力融
通による充電量，放電量の 1週間合計を示す．

5.2 考察
まず日射量Aの場合から見ていく．Fig．7の縦軸は，

外部電力消費量を総電力消費量で割った外部電力割合，

Fig. 6: 日射量 A，日射量 B

Fig. 7: 外部電力割合 (日射量 A)

Fig. 8: 電力融通による充放電量 (日射量 A)

横軸は世帯類型および，コミュニティ全体である．Fig．
8の縦軸は世帯類型および，コミュニティ全体，横軸
は充放電量 (Wh)である．Fig．7を見ると，蓄電容量
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Fig. 9: 外部電力割合 (日射量 B)

Fig. 10: 電力融通による充放電量 (日射量 B)

3000Whを除く蓄電容量の場合に，二人世帯 1，2の外
部電力割合が上昇している．電力融通により，二人世
帯 1，2の外部電力割合が上昇するのは，本研究の電力
融通ルールによるためである．本研究の電力融通では
昨晩の電力消費を基準に電力融通を行うため，電力消
費量が比較的少なく放電しやすい世帯において，昨晩
の電力消費量が少なかった世帯は，当日の電力融通の
際に多くの電力を放電する．それにより，その日の夜
の電力が不足し外部電力を消費することになるからで
ある．それに対し，三人世帯，四人世帯，五人世帯の
外部電力割合は減少しているのがわかる．これはこれ
らの世帯は電力消費量が比較的大きいので，充電側に
なりやすいからである．また，3000Whのときに二人
世帯 1の外部電力割合が減少しているのは，二人世帯 1
の電力消費に対し 3000Whでは蓄電量が小さいため他
の場合に比べ充電側になりやすいためだと考えられる．

Fig. 11: 二人世帯 2の蓄電容量 (日射量 A)

Fig. 12: 二人世帯 2の蓄電容量 (日射量 B)

続いてコミュニティ全体について考察する．世帯類
型別でみたときは外部電力割合に変化が見られるがコ
ミュニティ全体では，あまり変化が生じてしないのが
わかる．Fig．8からわかるように電力融通が行われて
いるのにも関わらず外部電力割合があまり変化しない
のは，日射量 Aの場合では，電力が使われる世帯が変
わるだけだからである．このことは Fig．11からわか
る． Fig．11は日射量 Aにおけるある二人世帯 2の 5
～7日目の蓄電容量の変化のグラフである．このグラ
フを見ると，5日目は十分容量があるため放電を行い，
またその日の夜は外部電力を消費していない．しかし，
翌日 (6日目)では日射量が少ないため十分充電するこ
とができず，夜間に外部電力を消費している．5日の放
電により，他のどこかの世帯の外部電力割合は減少す
るが，6日目にこの世帯では放電した分の外部電力消
費が行われる．つまり，電力が使われる世帯が変わる
だけで，コミュニティ全体での外部電力割合はあまり
変化しないのである．
続いて日射量 Bについて考察する．世帯類型別の外

部電力割合については，日射量 Aの場合と同様なこと
が読み取れる．コミュニティ全体については日射量 A
の場合と比べ，外部電力割合が減少しているのがわか
る．これは，日射量 Bの場合，Fig．12(日射量 Bにお
けるある二人世帯 2の 1週間の蓄電容量の変化)のよ
うに，日中に十分な充電が行われるため，放電により
その後消費する電力がなくなるという状況が少ないた
めだと考えられる．
以上のことから，今回の電力融通ルールでは，平均

的な天候においては生活行動にばらつきがある中でも，
電力融通により外部電力割合を減少させるのは容易で
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はなく，日中十分充電できる場合は，コミュニティの
外部電力割合を減少させる可能性があるといえる．ま
た，今回は昨晩の電力消費量を基準に電力融通を行う
という簡単なルールに基づきシミュレーションを行っ
たが，効率的な電力融通を実現するためには翌日の発
電量を考慮する必要があると考える．

6 まとめと今後の課題
「太陽光発電や蓄電池が導入された複数の世帯から

構成される仮想コミュニティの表現」，「各世帯の人々
の自律的な行動に基づく電力消費の表現」および「世
帯間電力融通の表現」を行えるモデルの構築を行った．
モデルが世帯の電力消費の特徴，世帯類型別の電力消
費の違いを表現できていることを示した．これらによ
り，世帯類型が考慮された仮想コミュニティにおいて
電力融通について検討できる土台を提供した．
そして，構築したモデルを用いての分析では，本研

究で検討した電力融通ルールでは，平均的な天候にお
いては，生活行動にばらつきがある中でも，電力融通
により外部電力消費を減少させるのは容易ではないこ
と，日中に十分充電できる場合は，電力融通によりコ
ミュニティ内の外部電力消費を減少させる可能性があ
ることを示した．
今後の課題としては，今回とは異なる電力融通ルー

ルに基づき電力融通を行わせ電力状況について考える
こと等があげられる．また，本研究では，電力融通時に
生じると考えられる金銭のやり取りについて考慮して
いない．より現実にそった形で分析するためには，金銭
のやり取りについても考える必要がある．さらに，今
回は太陽光発電，蓄電池の現状を踏まえ，単身世帯に
ついては考えなかったが，今後，技術革新により単身
世帯にそれらが備わることも考えられる．そのような
場合に向け，単身世帯も含めコミュニティ内の電力状
況について考察する必要があると考える．そのほかに
は，今回構築したモデルでは，太陽光発電の出力抑制
や，電力融通時の配電網に関する問題など技術的な部
分が考慮されていないので，それらも考慮できるよう
にモデルを改良していく必要がある．以上の課題を克
服することで，コミュニティ内の電力融通に関してよ
り現実的な分析が行えると考える．

A 様々な世帯類型の電力消費カーブ

Fig. 13: 様々な世帯類型の電力消費カーブ
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