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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発電ユニットと、この発電ユニットを監視制御する複数のマン・マシン・インタ
ーフェース装置との対応関係を予め割り付け、前記複数のマン・マシン・インターフェー
ス装置を通じて複数の発電ユニットを統括して監視制御するようにした発電ユニット統括
監視制御装置において、
　前記発電ユニット毎に設けたアドレスおよびこのアドレスに対応するデータ部から構成
され、各データ部に発電ユニットのプロセスデータおよび操作信号を記憶するユニットデ
ータベースと、
　前記発電ユニットからの入力信号に基づいて前記データ部のデータを書き換えるととも
に、前記マン・マシン・インターフェース装置からの要求に基づいて前記データ部のデー
タを読み出して発電ユニットに出力するプロセス入出力手段と、
　前記複数のマン・マシン・インターフェース装置それぞれから要求を受けてそれぞれの
マン・マシン・インターフェース装置に予め割り付けられている発電ユニットのアドレス
を検出し、そのアドレスに対応するデータ部を参照するユニットデータベース入出力部と
、
　前記複数のマン・マシン・インターフェース装置のうちの任意のマン・マシン・インタ
ーフェース装置を指定するインターフェース装置指定手段と、
　このインターフェース装置指定手段からの指令に基づいて前記発電ユニットとマン・マ
シン・インターフェース装置との割り付け関係を書換えるインターフェース装置割り付け
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ユニット書換装置と、
　を備えたことを特徴とする発電ユニット統括監視制御装置。
【請求項２】
　前記複数のマン・マシン・インターフェース装置それぞれを通して監視または操作され
る発電ユニットをデータベースとして記録するインターフェース装置管理データベースを
さらに備えたことを特徴とする請求項１記載の発電ユニット統括監視制御装置。
【請求項３】
　前記インターフェース装置指定手段は、人為的に操作される入力器を含むこと、を特徴
とする請求項１記載の発電ユニット統括監視制御装置。
【請求項４】
　前記インターフェース装置指定手段は、自動化プログラムの演算結果を出力する自動化
スケジュール計算装置を含むこと、を特徴とする請求項１記載の発電ユニット統括監視制
御装置。
【請求項５】
　前記発電ユニットの運転状態が変化した場合に、前記インターフェース装置割り付けユ
ニット書換装置は、前記運転状態が変化した発電ユニットの割り付け解除信号を受け取っ
た後に、前記インターフェース装置管理データベースを参照して自動優先度の高いものか
ら順番に自動割り付けが可能なものを検索して、前記発電ユニットを前記マン・マシン・
インターフェース装置に割り付けし直すことを特徴とする請求項２記載の発電ユニット統
括監視制御装置。
【請求項６】
　前記発電ユニットの運転状態が変化した場合に、前記インターフェース装置割り付けユ
ニット書換装置は、前記運転状態が変化した発電ユニットの割り付け解除信号を受け取っ
た後に、前記インターフェース装置管理データベースを参照して前記発電ユニットの運転
状態毎に割り付けられた前記マン・マシン・インターフェース装置を検索し、自動優先度
に基づいて、前記発電ユニットを前記マン・マシン・インターフェース装置に割り付けし
直すことを特徴とする請求項２記載の発電ユニット統括監視制御装置。
【請求項７】
　前記発電ユニットの運転状態が変化した場合に、前記インターフェース装置割り付けユ
ニット書換装置は、運転状態毎に割り付けられた発電ユニットの台数と運転状態毎に割り
付けられたマン・マシン・インターフェース装置の台数とのパターン表に基づいて、前記
発電ユニットを前記マン・マシン・インターフェース装置に割り付けし直すことを特徴と
する請求項２記載の発電ユニット統括監視制御装置。
【請求項８】
　前記運転状態毎に割り付けられたマン・マシン・インターフェース装置の台数が変化し
たとき、割り付けの変更メッセージを表示する手段と、
　をさらに有することを特徴とする請求項７記載の発電ユニット統括監視制御装置。
【請求項９】
　運転員を識別し、当該運転員が操作権を持つ発電ユニットのみをマン・マシン・インタ
ーフェース装置に割り付けるように前記インターフェース割り付けユニット書換装置に通
知する運転員識別装置をさらに備えたこと、を特徴とする請求項１記載の発電ユニット統
括監視制御装置。
【請求項１０】
　予め該当ユニットの操作権限を与えらた運転員が操作を行うことを認証した後に、監視
操作機能が有効となるように構成したこと、を特徴とする請求項１記載の発電ユニット統
括監視制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、複数の発電ユニット群を統括して運転操作する発電所の統括監視制御システ
ムに関する。



(3) JP 4256267 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００１】
　従来、発電所の運転管理は発電所単位でしかも発電ユニット毎に行っている。たとえば
、発電ユニット毎に１班５～６名の運転員（当直員）を充て、これに交代制を敷くなどし
て発電ユニットの異常発生に迅速な対応がとれるようにしてきた。時代の流れとともに発
電所の運転も自動化が進み、発電ユニット毎の保守要員の数は確かに削減できるようにな
った。
【０００２】
　しかしながら、依然として発電ユニット毎の運転管理形態は根強く定着しており、発電
所の規模（発電ユニットの数）に比例的に必要人員数も増加するといった傾向は依然とし
て残っている。
【０００３】
　こうした状況を改善するために、発電ユニット毎に行っていた監視制御を例えば特開平
１１－３５６０９４号公報にみられるように統括して実施することにより、複数の発電所
における複数の発電ユニットの監視制御をより少ない人員体制にて効率良くかつ安全に行
えるようにしたシステムが既に提案されている。
【０００４】
　ところが、上記の発明では同一の監視制御システムで複数の発電ユニットの監視制御を
行えるように構成してあるために、運転員が監視操作対象を間違える可能性が懸念されて
いる。誤操作防止対策として一つのマン・マシン・インターフェース装置に一つの発電ユ
ニットを割り付けた１対１の監視操作を行うことも考えられるが、その場合、全ての発電
ユニットに対応した膨大な数のディスプレイ装置を設置することとなり、広い設置場所を
必要とするだけでなく、設備費用が嵩む欠点がある。
【０００５】
　また、このような発電所の統括監視制御システムを設置した場合、運転員の人数を発電
ユニットの状態に応じて幾つかの運転操作グループに分割することも考えられるが、上述
の発電所の統括監視制御システムには、このようなグループ分けに対応した機能を備えて
いないため、誤操作や誤認識の要因となる。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、複数の発電ユニットを統括して監視制御を実施するものにおい
て、少ない人員体制で効率良くかつ安全に運用することのできるようにした発電ユニット
統括監視制御装置を提供することにある。
【発明の開示】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、この発明は、複数の発電ユニットと、この発電ユニット
を監視制御する複数のマン・マシン・インターフェース装置との対応関係を予め割り付け
、前記複数のマン・マシン・インターフェース装置を通じて複数の発電ユニットを統括し
て監視制御するようにした発電ユニット統括監視制御装置である。この発電ユニット統括
監視制御装置は、前記発電ユニット毎に設けたアドレスおよびこのアドレスに対応するデ
ータ部から構成されて各データ部に発電ユニットのプロセスデータおよび操作信号を記憶
するユニットデータベースと、前記発電ユニットからの入力信号に基づいて前記データ部
のデータを書き換えるとともに前記マン・マシン・インターフェース装置からの要求に基
づいて前記データ部のデータを読み出して発電ユニットに出力するプロセス入出力手段と
、前記複数のマン・マシン・インターフェース装置それぞれから要求を受けてそれぞれの
インターフェース装置マン・マシン・インターフェース装置に予め割り付けられている発
電ユニットのアドレスを検出してそのアドレスに対応するデータ部を参照するユニットデ
ータベース入出力部と、前記複数のマン・マシン・インターフェース装置のうちの任意の
マン・マシン・インターフェース装置を指定するインターフェース装置指定手段と、この
インターフェース装置指定手段からの指令に基づいて前記発電ユニットとマン・マシン・
インターフェース装置との割り付け関係を書換えるインターフェース装置割り付けユニッ
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ト書換装置と、を備えている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は本発明に係る発電ユニット統括監視制御装置の一つの実施の形態の機能ブロック
図である。この装置は、複数台のマン・マシン・インターフェース装置１１により、複数
の発電ユニットの運転を監視制御する発電ユニット統括監視制御装置において、任意に特
定したインターフェース装置１１から監視制御可能な発電ユニットの割り付けを可能とし
たもので、またその割り付けをさまざまな方法で変更することができるようにし、さらに
変更に対してある種の制限をかけることができるように構成したものである。
【０００９】
　本発明の実施の形態による発電ユニット統括監視制御装置は、インターフェース装置１
０台と運転対象の発電ユニット１０セットとを設置して、発電責任者Ｓが１人と、運転員
ＯＰが１０人（Ｎｏ．１～１０）の体制で運転操作を行うようにしている。図中、発電ユ
ニットＡ－１、－２、－３そしてＢ－１、－２さらにＣ－１、－２、…－５におけるアル
ファベットＡ、ＢおよびＣはそれぞれ別々の発電所を意味し、また数字１、２、３、…５
はその発電所の号機番号を表している。
【００１０】
　なお、以下の説明は、複数の発電所における複数の発電ユニットの運転を監視制御の対
象としているが、同一の発電所内の複数発電ユニットの運転を対象としても、あるいは複
数の発電所毎に幾つかずつ選択された発電ユニットに対しての運転を対象としても良い。
【００１１】
　また、各機器と運転員ＯＰの位置関係は遠隔であっても、いずれかの発電ユニットの近
傍であっても良い。さらに、発電責任者Ｓと運転員ＯＰは職能上の呼称であり、運用に応
じて兼任することでも良い。すなわち、運転員の１人が、発電責任者と兼任することでも
良い。
【００１２】
　以下、図１を参照して本実施の形態の概要から説明する。まず、インターフェース装置
（Ｉ／Ｆ）１１－１～１１－ｎに発電ユニットＡ－１、－２、－３、Ｂ－１、－２、Ｃ－
１、－２、－３、－４、－５を割り付けることから説明する。インターフェース装置１１
－１～１１－ｎは、運転員ＯＰのいる中央操作室に設置され、現場に設置されている発電
ユニットＡ－１、－２、－３、Ｂ－１、－２、Ｃ－１、－２、－３、－４、－５を監視制
御するものである。このインターフェース装置１１－１～１１－ｎは、それぞれディスプ
レイ装置ＣＲＴ１～ＣＲＴｎの数だけ入力用のキーボードＫＢ１～ＫＢｎおよびＣＲＴコ
ントローラＣＮＴ１～ＣＮＴｎを設けている。ディスプレイ装置ＣＲＴ１～ＣＲＴｎとし
てはＣＲＴのほかに液晶パネルや、プラズマディスプレイパネル等も利用可能である。
【００１３】
　なお、このディスプレイ装置ＣＲＴ１～ＣＲＴｎは、操作手段として必要によりタッチ
スクリーン機能（タッチオペレーション機能とも言う）を備え、指やペンなどでディスプ
レイ装置ＣＲＴ上の表示部分に直接触れて操作（タッチ操作）することにより画面への表
示要求や発電ユニットＡ－１、－２、－３、Ｂ－１、－２、およびＣ－１、－２、－３、
－４、－５に対する操作を行うことができるようになっている。また、表示画面を見なが
らマウスを用いて操作できるようにすることもできる。
【００１４】
　前記ＣＲＴコントローラＣＮＴ１～ＣＮＴｎは、キーボードＫＢ１～ＫＢｎの操作ある
いはディスプレイ装置ＣＲＴ１～ＣＲＴｎのタッチ操作により表示要求や制御指令が入力
されると、その表示要求や制御指令をユニットデータベース入出力装置１２に対して出力
する。
【００１５】
　このユニットデータベース入出力装置１２はこれら表示要求や制御指令に基づいてユニ
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ットデータベース１３のアドレスを参照し、データ部に記録されているデータを得、さら
に後述するようにプロセス入出力装置１４を介して発電ユニットに制御指令を出力したり
、ＣＲＴコントローラＣＮＴ１～ＣＮＴｎを介してプロセスデータを表示するようにして
いる。
【００１６】
　前記ユニットデータベース１３は、図示の如く発電ユニットＡ－１～Ｃ－５に対応する
ように、アドレスおよびデータ部を１組とした複数のエリアに分割され、データ部にプロ
セスデータおよび操作信号を記憶するように構成されている。図中の「アドレス」欄の“
３４Ｃ４－２Ａ１０”等の符号は先頭アドレスを示すものであり、先頭アドレスからの相
対ポインタ指定で所望のデータを指定することができるようになっている。
　なお、図１では発電ユニットＡ－３とユニットデータベース１３とのデータの入出力状
況を示しているが、発電ユニットＡ－３以外の図示しない各発電ユニットとユニットデー
タベースとの関係も同様である。
【００１７】
　またここでは全発電ユニットのユニットデータベースは同じ構造を持つものとしたが、
発電ユニットの相違に合わせて構造を異なるものとしても良い。その場合は相対アドレス
指定ではなく、全ユニットデータのユニットデータベースにおける絶対アドレスをユニッ
トデータベース参照アドレスに記憶し、これを参照するようにすればよい。
【００１８】
　符号１４は、発電ユニット（Ａ－３）１５とユニットデータベース１３との間に設けた
周知のプロセス入出力手段（ＰＩ／Ｏ）である。このうち入力手段１４－１は発電ユニッ
トＡ－３内のセンサあるいは制御装置、計算機等から出力された信号ＩＡ３１を入力して
ユニットデータベース１３への書込信号ＩＡ３２を発生させ、この書込信号ＩＡ３２によ
りデータ部のデータ書き換えを行う。
【００１９】
　一方、出力手段１４－２は、ユニットデータベース１３上のデータを読出信号ＯＡ３２
として読み出し、出力信号ＯＡ３１を発生して発電ユニットＡ－３へ出力する。発電ユニ
ット（Ａ－３）１５は、受信した出力信号ＯＡ３１に応じて、該当する機器の操作を行う
とか、制御指令値として制御を行うことになる。
【００２０】
　次に、インターフェース装置１１が前記ユニットデータベース１３を参照する際の、ユ
ニットデータベース入出力装置１２とその周辺ソフトウェアとのデータのやりとりについ
て説明する。
【００２１】
　ユニットデータベース入出力装置１２は、任意特定のインターフェース装置１１－２の
ＣＲＴコントローラＣＮＴ２からの発電ユニットに対する監視制御信号を入力すると、後
述するインターフェース装置管理データベース１７を参照することによって、当該インタ
ーフェース装置１１－１～１１－ｎに割り付けられている発電ユニット名を知得し、さら
にユニットデータベース参照データベース１６を参照してアドレスを得て対応するデータ
部のデータを書き換え、前記出力手段１４－２を介して該当する発電ユニット１５を操作
する。なお、図中の「Ｉ／Ｆ」はインターフェース装置を表している。
【００２２】
　前記ユニットデータベース参照データベース１６は、詳細例を図２で示すように、発電
ユニットＡ－１、Ａ－２、Ａ－３、…Ｃ－５と、ユニットデータベース１３の参照アドレ
ス３４Ｃ４－２Ａ１０、３４Ｄ４－２Ａ１０、３４Ｅ４－２Ａ１０、…３６Ｆ４－２Ａ１
０との対応関係を登録しており、発電ユニット名を参照することにより、発電ユニットの
参照アドレスを得ることができるようになっている。
【００２３】
　また、前記ユニットデータベース入出力装置１２は、例えばＣＲＴコントローラＣＮＴ
１から発電ユニットデータの表示要求があると、前記ユニットデータベース参照データベ



(6) JP 4256267 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

ース１６を参照して、当該インターフェース装置１１－１に割り付けられている発電ユニ
ットのデータがユニットデータベース１３上のどのアドレスに割り付けられているかを検
出し、そのアドレスに対応したデータ部を参照するようになっている。
【００２４】
　さらに、ユニットデータベース入出力装置１２は、このようにして得られたユニットデ
ータをＣＲＴコントローラＣＮＴ１に通知し、ディスプレイ装置の画面上にそのユニット
データを表示する。
【００２５】
　次に、インターフェース管理データベース１７について説明する。
　このインターフェース管理データベース１７は、詳細例を図３で示すように各インター
フェース装置（Ｉ／Ｆ）１１－１～１１－１０の運用を規定したデータベースであり、イ
ンターフェース装置１１－１～１１－１０が運転操作可能な「割り付け発電ユニット」を
記憶するように構成されている。なお、図３の「Ｉ／Ｆ」欄の数字１～１０はインターフ
ェース装置１１－１～１１－１０にそれぞれ対応している。本実施の形態の場合、インタ
ーフェース装置１１－１に対して発電ユニットＢ－２、インターフェース装置１１－２に
対して発電ユニットＡ－２、インターフェース装置１１－３に対して発電ユニットＡ－３
、…以下同様にインターフェース装置１１－１０に対して発電ユニットＢ－１を予め割り
付けて登録している。このため、例えばインターフェース装置１１－２を操作してインタ
ーフェース管理データベース１７を参照すれば、このインターフェース装置１１－２に割
り付けられている発電ユニット名Ａ－２を直ちに得ることができるようになっている。
【００２６】
　また、このインターフェース管理データベース１７にはこの他に、インターフェース装
置１１－１～１１－ｎそれぞれに、自動割り付けに対する諸条件（後述する）も記憶され
ており、自動割り付けの際の条件となる、非運転とか起動／停止とか通常運転等の「ユニ
ット運転状態」、「自動割り付け」の可否、自動割り付けを行う順番である「自動優先度
」、そしてインターフェース装置１１－１～１１－ｎが割り付けられていた発電ユニット
の運転操作権を失った際にメッセージを出すための「インターフェース装置切替メッセー
ジ（ＭＳＧ）フラグ」を記憶する。
　なお、インターフェース装置切替ＭＳＧフラグの欄が「１」の場合は、発電ユニットの
運転操作権を失った際にメッセージを出し、「０」の場合はメッセージを出さないという
ことを意味する。
【００２７】
　図３のインターフェース管理データベース１７の例では、自動割り付けが「可」のイン
ターフェース装置はインターフェース装置１１－３，１１－４，１１－８および１１－９
の合計４台であるが、この４台の中で優先順位の一番高いのはインターフェース装置１１
－９であるため、インターフェース装置１１－９が初めにインターフェース装置として選
択されることになる。
【００２８】
　次に、インターフェース割り付けユニット書換装置１８について説明する。このインタ
ーフェース割り付けユニット書換装置１８は、インターフェース管理データベース１７を
書き換えて各インターフェース装置１１－１～１１－ｎに割り付けられた発電ユニットを
再び割り付けする装置である。
【００２９】
　発電ユニットの再割り付けにはインターフェース装置指定手段１９によって手動で行う
場合と自動で行う場合があるが、まず手動により発電ユニットを割り付ける場合から説明
する。発電責任者Ｓはインターフェース装置指定入力器１９－１を用いて指定したいイン
ターフェース装置を指定し、さらに別のインターフェース装置指定入力器１９－２より、
その指定したインターフェース装置に割り付けたい発電ユニット名を入力する。
【００３０】
　インターフェース装置指定入力器１９－１および入力器１９－２はそれぞれ入力に応じ
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て、「表示インターフェース通知信号ａ」および「表示ユニット通知信号ｂ」を出力する
。インターフェース割り付けユニット書換装置１８は、この「表示インターフェース通知
信号ａ」および「表示ユニット通知信号ｂ」を入力することによりインターフェース割り
付けユニット書換信号ｃを前記インターフェース装置管理データベース１７に出力し、こ
のデータベース内の該当するインターフェース装置に対応する「割り付け発電ユニット」
を指定された表示ユニットに書き換える。
【００３１】
　一方、発電ユニットを手動ではなく自動割り付けする場合は、自動化スケジュール計算
装置１９－３により行う。この自動化スケジュール計算装置１９－３は、発電ユニットを
希望する時刻に解列、並列または目標負荷に到達するなどの運転目標状態にするために、
必要な時間を計算し、スケジュールを設定する機能をもっており、予め計算しておいたス
ケジュールに従って起動または停止が必要な時刻になると、該当するインターフェース装
置のディスプレイ装置にメッセージを表示し、起動または停止操作を行うように運転員Ｏ
Ｐに通知する。
【００３２】
　この時、起動または停止操作対象の発電ユニットを割り付けているインターフェース装
置が無い場合は、自動的にインターフェース装置を当該発電ユニットに割り付け、起動ま
たは停止操作を促すメッセージを出力する。すなわち、前記インターフェース管理データ
ベース１７から割り付けられている発電ユニットを参照し、これから起動または停止操作
を行おうとする発電ユニットが割り付けられたインターフェース装置が無い場合は、割り
付けを行いたい発電ユニット名を記述した「表示ユニット通知信号ｄ」をメッセージとし
て送信する。
【００３３】
　このインターフェース割り付けユニット書換装置１８は、表示ユニット通知信号ｄを受
け取ると、インターフェース管理データベース１７を参照し、「自動割り付け」が「可」
となっているインターフェース装置１１－１～１１－ｎの中から「自動優先度」が最も高
いものを選択し、表示ユニット通知信号ｄによって通知された割り付けたい発電ユニット
を「割り付け発電ユニット」に書き換える。図示の例では、自動割り付けが「可」のイン
ターフェース装置としてインターフェース装置１１－３、１１－４、１１－８、および１
１－９が存在するが、この中で優先度の１番高いものはインターフェース装置１１－９で
あるので、インターフェース装置１１－９を割り付けることになる。
　以上のようにして、自動化スケジュール計算装置１９－３が必要とする発電ユニットを
インターフェース装置１１－９に割り付けることができる。
【００３４】
　なお、ここでは自動割り付けの一例として自動化スケジュール計算装置１９－３を挙げ
たが、他の装置や回路若しくはプログラムによって同様に自動割り付けを行うことも可能
である。例えば、警報やトリップやその他のイベントが発生した場合、発生した発電ユニ
ットに自動割り付けを行ったりすることもできる。
【００３５】
　本実施形態では、監視制御の信頼性を高めるために、各インターフェース装置１１－１
～１１－ｎを操作する運転員ＯＰの識別を行う運転員識別装置２０を備えている。以下、
運転員識別装置２０について説明する。この運転員識別装置２０は各インターフェース装
置１１－１～１１－ｎを操作する運転員ＯＰを識別し、その運転員ＯＰが操作権を持つ発
電ユニットのみを割り付けるようにインターフェース割り付けユニット書換装置１８に通
知する機能を持つ。
【００３６】
　運転員ＯＰは各インターフェース装置１１－１～１１－ｎを操作する際、まず、図示し
ない入出力装置（識別装置の入力端末）を用いて自分の運転員番号（Ｎｏ．１、Ｎｏ．２
、…Ｎｏ．１０の中の該当する番号）を運転員識別装置２０に入力する。この結果、図４
で詳細例を示す運転員管理データベース２１を参照して該当する運転員ＯＰが操作可能な
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発電ユニットすなわち操作権限を持つ発電ユニットを参照することができる。この運転員
管理データベース２１は、運転員番号（Ｎｏ．）毎に発電ユニット名を登録してある。例
えば、運転員ＯＰがＮｏ．１の場合、操作可能な発電ユニットはＡ－１，２，３、Ｂ－１
，２、運転員ＯＰがＮｏ．１０の場合、操作可能な発電ユニットはＢ－１，２，Ｃ－１，
２，３，４，５である。
【００３７】
　前述したインターフェース装置指定入力器１９－１、２または自動化スケジュール計算
装置１９－３からの指令に基づいてインターフェース割り付けユニット書換装置１８が各
インターフェース装置１１－１～１１－ｎに割り付けられた発電ユニットを変更しようと
する際は、前記運転員識別装置２０を参照することになる。この運転員識別装置２０は、
各インターフェース装置１１－１～１１－ｎを操作する運転員ＯＰが、割り付けようとす
る「発電ユニット」に対して操作権限を有していない場合、割り付けを拒否する。
【００３８】
　なお、運転員の操作権限対象を「発電ユニット」毎ではなく、例えば貫流ボイラとドラ
ムボイラ、ガスタービンと蒸気タービンのように細分化し、それぞれの項目に対して操作
権限を有するか否かを運転員識別装置２０により識別するようにしても良い。この場合、
その細分化した項目のいずれが該当するのかを記憶したデータベースを作成し、当該運転
員ＯＰが目的とする「発電ユニット」の運転に必要な全ての技能を持つ場合のみ割り付け
を許可することになる。
【００３９】
　また、さらに、操作対象の「発電ユニット」に対する細分化した項目に対応した機能に
ついてのみ、インターフェース装置１１－１～１１－ｎに割り付けるようにしても良い。
　また、本発明は運転員ＯＰの運用に合わせて、以下のように対応しても良い。
【００４０】
　すなわち、ある運転員ＯＰは発電ユニットＡ－１の操作権限を持つ専門家、また別の運
転員ＯＰは発電ユニットＢ－２の操作権限を持つ専門家であるとした場合、それぞれの発
電ユニット毎に「運転員番号」を付与し、一つの操作権限を持つ運転員ＯＰには一つの運
転員番号を持たせ、複数の操作権限をもつ運転員ＯＰには複数の運転員番号を持たせるよ
うにしても良い。このようにすれば、運転員ＯＰにとって運転操作可能な発電ユニットの
総数が、その運転員ＯＰの持つ「運転員番号」の数の総計であるいうことができる。
【００４１】
　次に、発電ユニットの運転状態に変化が生じたため、各インターフェース装置１１－１
～１１－ｎに割り付けし直す場合について説明する。
　ユニット状態判定・対応インターフェース割り付け装置２２は、例えば図５で示すユニ
ット状態データベース２４を参照することにより、変更された発電ユニット状態信号を入
力した場合、その変化した発電ユニットの運転状態に応じた用途（ユニット運転状態）の
インターフェース装置１１－１～１１－ｎに割り付けし直す装置である。
【００４２】
　例えば、発電ユニットＡ－２は「非運転」状態で、それまでは「非運転」ユニット運転
状態の１１－２に表示を割り付けられていたとする。ここで、発電ユニットＡ－２が、「
非運転」状態から「起動」した場合は、ユニット状態データベース２４に登録されている
発電ユニットＡ－２の［ユニット状態］のデータが「起動中」に変化する。
【００４３】
　このユニット状態判定・インターフェース割り付け装置２２は、ユニット状態データベ
ース２４の状態が変化すると、前記インターフェース管理データベース１７を参照（イン
ターフェース割り付け状態参照信号ｅを入力）し、ユニット運転状態と割り付け発電ユニ
ットとが対応しないインターフェース装置を検索する。
【００４４】
　検索の結果、インターフェース装置１１－２について「ユニット運転状態」と「割り付
け発電ユニット」とが対応しないことが検出されるので、前記ユニット状態判定・インタ
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ーフェース割り付け装置２２は、インターフェース割り付けユニット書換装置１８に対し
てインターフェース装置１１－２に割り付けている発電ユニットＡ－２の割り付け解除信
号ｆを出力する。同時に、発電ユニットＡ－２に割り付けられているインターフェース装
置が無くなることから、当該インターフェース割り付けユニット書換装置１８に対してユ
ニット表示要求信号ｇを出力し、発電ユニットＡ－２の割り付け要求を行う。
　なお、この発電ユニットＡ－２の割り付け要求に関する機能は、自動化スケジュール計
算装置１９－３による自動割り付けと同様の機能である。
【００４５】
　一方、インターフェース割り付けユニット書換装置１８は、この割り付け要求を受け取
ると前記インターフェース管理データベース１７を参照し、自動優先度の高いものから順
番に自動割り付けが可能なものを検索して切り替える。この例ではインターフェース装置
１１－９がこれに該当し、発電ユニットＡ－２に割り付けられる。
【００４６】
　次に、前記インターフェース管理データベース１７に対してインターフェース・ユニッ
ト運転状態書換信号ｊを発生する自動ユニット運転状態書換装置２３について説明する。
この自動ユニット運転状態書換装置２３は、前記ユニット状態データベース２４から運転
状態毎のユニット数（運転状態別ユニット数通知信号ｈ）を参照し、また前記インターフ
ェース管理データベース１７からユニット運転状態毎の割り付けインターフェースの数（
ユニット運転状態別インターフェース割り付け数通知信号ｉ）を参照する。
【００４７】
　次に、監視操作権の移行支援機能について説明する。インターフェース割り付けユニッ
ト書換装置１８や自動ユニット運転状態書換装置２３によってインターフェース・ユニッ
ト運転状態を書き換えられた各インターフェース装置１１－１～１１－ｎは、それまで表
示されていた発電ユニットの運転操作権を失う。この結果、インターフェース管理データ
ベース１７は「インターフェース切替ＭＳＧフラグ」を１とし、該当するＣＲＴコントロ
ーラＣＮＴはディスプレイ装置ＣＲＴ２の画面上にポップアップメッセージを表示し、操
作権喪失を通知する。
【００４８】
　なお、操作権喪失の通知に加えて、そのディスプレイ装置ＣＲＴを使用していた運転員
ＯＰが操作権喪失の認証ボタンを押すなどの認証行為をとるようにすれば、運転員ＯＰ自
らが使用していたインターフェース装置の対象発電ユニットが気付かないうちに変わった
ことによる誤操作を防ぐことができる。この場合、該当発電ユニットの操作権限を有する
運転員ＯＰであることを、運転員ＯＰの身体的特徴（例えば指紋、声紋、掌紋）を検出す
ることで認証するようにしても良いし、該当発電ユニットの操作権限を有することを記録
した記録装置（例えばＩＣカードやバーコードカード）を用いて認証するようにしても良
い。
【００４９】
　また、ポップアップメッセージで操作権喪失を通知すると同時に、ディスプレイ装置Ｃ
ＲＴ９については操作権を取得した旨のポップアップメッセージを表示し、運転員はこの
新旧両方のディスプレイ装置ＣＲＴから認証行為をとるようにしても良い。
【００５０】
　図６は以上説明したプラント運転状態の変化に伴うインターフェース装置割り付けの変
化のようすを示す図である。この図６は、７プラントの発電ユニット（Ａ－１、Ａ－２、
Ａ－３、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｃ－３、Ｃ－４）を、１０台の各インターフェース装置１１－
１～１１－１０を用いて監視操作する場合の運用集中化の例を示す。
【００５１】
　各インターフェース装置１１－１～１１－１０に対する発電ユニットＡ－１、Ａ－２、
…Ｃ－４の割り付け状況は、図１のインターフェース管理データベース１７（図３参照）
に登録されているとおりであり、図６（ａ）中にインターフェースと発電ユニットとの割
り付け関係を示したように、図中左から非運転ユニット監視制御用インターフェース装置
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として、インターフェース１に発電ユニットＢ－２を、インターフェース２に発電ユニッ
トＡ－２を割り付け、起動停止ユニット監視制御用インターフェースとして、インターフ
ェース装置１１－３および１１－４に発電ユニットＡ－３を、インターフェース装置１１
－５および１１－６に発電ユニットＣ－４をさらにインターフェース装置１１－７および
１１－８に発電ユニットＣ－３を割り付け、そして通常運転ユニット監視制御用インター
フェースとして、インターフェース装置１１－９に発電ユニットＡ－１を、インターフェ
ース装置１１－１０に発電ユニットＢ－１をそれぞれ割り付けている。
【００５２】
　そして、図６（ａ）の運用状態において、非運転状態の発電ユニットＡ－２を起動する
と、インターフェース装置１１－２の対象発電ユニットが該当運転状態外となって割り付
けを解除される。この割り付けを解除された状態が図６（ｂ）の状態であり、図中インタ
ーフェース装置１１－２の下に「割当無し」と表示される。同時に発電ユニットＡ－２に
は図１のインターフェース管理データベース１７に登録されている図３の自動優先度に基
づいて、図６（ｃ）で示すようにインターフェース装置１１－９が割り付けられる。
【００５３】
　つぎに、本発明に係る発電ユニット統括監視制御装置の他の実施の形態について説明す
る。ここでは、自動用途書換装置２３は、例えば図７に示すような割り付けパターン表を
備えており、運転状態別（用途別）ユニット数通知信号ｈと、本パターン表を照らし合わ
せて、該当パターンにおけるインターフェース割り付け数と、用途別インターフェース割
り付け数通知信号ｉを比較する。これらが異なる場合には、インターフェース用途書換信
号ｊを通知して、各インターフェースの用途を書換えさせて、各運転状態における最適な
インターフェース割り付けを実現する。図７の割り付けパターン表は、１０ユニットのう
ち同時に起動／停止操作を行うユニットは、最大４ユニットと定めた場合の割り付けパタ
ーン表の例である。本パターン表の設定値は、次のような考え方に基づき設定されている
。
【００５４】
　まず、起動／停止状態は、ユニット運転状態の中で最も監視制御項目の多い状態であり
、多くのＣＲＴを必要とするため、起動／停止状態のユニットには各２台のＣＲＴを割り
付け、残りのＣＲＴで通常運転および非運転状態のユニットを監視する。さらには、通常
運転と非運転状態では、通常運転状態の方が比較的監視制御項目が多いため、通常運転状
態ユニットにはなるべく各ユニット１台のＣＲＴを割り付けられるように配慮する。ただ
し、通常運転、非運転状態とも、全く監視無しとはならないように、該運転状態のユニッ
トが存在する限り、最低１台のＣＲＴはその運転状態用に割り付けることとする。
【００５５】
　図７の「ユニット／ＣＲＴ」欄は、ユニット数とＣＲＴ数の比を表す。この表によれば
、起動停止ユニットが存在する場合は、必ず１ユニットにつき２台のＣＲＴが確保されて
おり（ユニット／ＣＲＴ＝０．５）、さらに、非運転状態ユニットが存在する時に非運転
ユニット監視制御用ＣＲＴが０台にならない範囲で、なるべく通常運転ユニット監視制御
用ＣＲＴが１ユニットにつき１台のＣＲＴを確保できる（ユニット／ＣＲＴ＝１．０）よ
うに設定されていることが確認できる。
【００５６】
　例えば、インターフェース管理データベースが図８の状態となっている例において、非
運転状態にあったＡ－２ユニットが、プラント起動を開始して起動／停止状態に変化し、
その後、すでに起動操作中であったＣ－３ユニットが、起動完了して通常運転に切り替わ
った場合を考えると、インターフェース割り付け状態は図９のように変化する。
【００５７】
　つまり、元々は起動／停止状態ユニット数＝３、通常運転状態ユニット数＝２、非運転
状態ユニット数＝５であり、図７の割り付けパターン表におけるパターン１３の状態であ
った。その後、Ａ－２ユニットがプラント起動を開始し、起動／停止状態に変化して、起
動／停止状態ユニット数＝４、通常運転状態ユニット数＝２、非運転状態ユニット数＝４
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ーフェース用途書換信号ｊを通知し、結果として、図９（２）に示す通り、４ユニットに
増えた起動／停止状態ユニットをそれぞれ２台のＣＲＴにて監視制御できるように、６台
であった起動／停止ユニット監視制御用ＣＲＴが８台に増強され、残りのＣＲＴ２台を１
台ずつ用いて、通常運転中の２ユニットおよび、非運転状態の４ユニットを監視する形態
に変化する。
【００５８】
　さらに、起動操作中であったＣ－３ユニットが起動完了し、通常運転に切り替わった際
にも自動用途書換装置２３が、起動／停止状態ユニット数＝３、通常運転状態ユニット数
＝３、非運転状態ユニット数＝４のパターン１２への状態変化を検知してインターフェー
ス用途書換信号ｊを通知し、図９（３）に示す通り、起動／停止ユニット監視制御用ＣＲ
Ｔが８台から６台に減り、解放されたＣＲＴ２台が、パターン１２の割り付けに従い、通
常運転ユニット監視制御用として新たに割り付けられて、通常運転状態の３ユニットが、
各１台のＣＲＴを用いて監視制御が行える形態に変化する。
【００５９】
　このように、発電ユニットの状態に変化が生じても、インターフェースを自動的に割り
付けるので、運転員の誤操作を伴わない運用が可能となる。
　以上述べたように、本発明によれば、複数の発電ユニットを統括して監視制御を実施す
るものにおいて、発電ユニットと監視制御用のインターフェース装置との対応関係を固定
せずに割り付け、発電ユニットの運用状況に応じて対応関係を変更可能にしたので、少な
い人員体制で効率良くかつ安全に運用することのできる発電所の統括監視制御システムを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】　本発明による発電ユニット統括監視制御装置の一つの実施の形態を示す機能ブ
ロック図である。
【図２】　図１の発電ユニット統括監視制御装置におけるユニットデータベース参照デー
タベースの例を示す表である。
【図３】　図１の発電ユニット統括監視制御装置におけるインターフェース管理データベ
ースの例を示す表である。
【図４】　図１の発電ユニット統括監視制御装置における運転員管理データベースの例を
示す表である。
【図５】　図１の発電ユニット統括監視制御装置におけるユニット状態データベースの例
を示す表である。
【図６】　図１の発電ユニット統括監視制御装置におけるプラント状態の変化に伴うイン
ターフェース割り付け変化の例を示す図である。
【図７】　図１の発電ユニット統括監視制御装置における割り付けパターンの例を示す表
である。
【図８】　図１の発電ユニット統括監視制御装置におけるインターフェース管理データベ
ースの図３とは異なる例を示す表である。
【図９】　図１の発電ユニット統括監視制御装置におけるプラント状態の変化に伴うイン
ターフェース割り付け変化の図６とは異なる例を示す図である。
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