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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数の発電プラントのユニットで構成される発電所の複数を統括して運転管理
する統括運転管理装置と、
　前記ユニット毎に設けられてユニット毎に発電プラントのプラントデータを取り込む手
段を有して当該発電プラントの監視・制御を行う複数のユニット監視装置と、
　前記統括運転管理装置と前記ユニット監視装置とが互いにデータを通信するためのデー
タ通信手段と、
　を備えた発電運転システムであって、
　前記統括運転管理装置は、
　前記各ユニット監視装置において前記発電プラントから取り込まれ且つ前記データ通信
手段を介して前記各ユニット監視装置から受信したプラントデータを記憶するデータ記憶
手段と、
　前記データ通信手段を介して前記各ユニット監視装置から受信した警報情報を前記各ユ
ニット監視装置毎に記憶する警報情報抽出手段と、
　起動／停止操作中、停止中、定格運転中の中のいずれか１つの運転状態が指定され、指
定された運転状態の発電プラントを監視・制御しているユニット監視装置から受信した警
報情報の表示の要求が入力される入力手段と、
　前記データ記憶手段に記憶されたプラントデータに基づいて、前記入力手段により指定
された運転状態にある発電プラントを監視・制御しているユニット監視装置を特定し、こ
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の特定されたユニット監視装置から受信した警報情報を前記警報情報抽出手段から取り出
す表示項目抽出手段と、
　前記表示項目抽出手段により取り出された警報情報を表示する統括表示装置と、
　を備えたことを特徴とする発電運転システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は複数の発電所の監視・制御等を集中して管理する発電運転システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図３３は従来の火力発電プラントのひとつのユニットにおける監視・制御の概略を示すも
のである。
【０００３】
図３３において、ひとつのユニット１００の監視・制御を行うユニット計算機１０８は、
自身の処理周期または各プロセス量毎に予め決められている入力周期毎に制御装置１０４
またはプロセス入力装置１０２からプロセス状態を入力し、監視制御部１０９で監視・制
御を実施している。
【０００４】
たとえば、アナログ及びディジタルのプロセス量を入力し、監視制御部１０９で処理した
データを監視のために表示装置１０７に系統図表示をしたり、また、プロセス量の中で警
報状態となっているものについては、プリンタ１０６及び表示装置１０７に警報状態であ
る旨メッセージを出力している。また、自ユニット１００の運転実績・性能・管理に関わ
るデータは、発電運転日誌のログ項目としてプロセス量を基に処理・計算された後、プリ
ンタ１０６及び表示装置１０７に出力される。一方、制御においてもプロセス量を基に監
視制御部１０９の中で、予め決められた処理に従って、プラントの自動運転のために必要
なデータを制御装置１０４及びプロセス出力装置１０３を介して出力している。 また、
ユニット１００の運転に際しては、中央給電指令所２００から、季節・時間帯によって変
化する電力需要に応じた自ユニット１００の発電出力要求を運転員が電話で受け、自ユニ
ット１００の出力制御を実施している。
【０００５】
このような発電プラントの通常の運転において、各ユニットの監視・制御は中央制御室に
運転当直長をはじめ、数人を１グループとする交代勤務による２４時間運転員常駐が基本
であった。近年では少数運転員によるプラントの安定運転が課題とされているが、各ユニ
ットのプラント状態は各ユニットの制御装置・計算機・制御盤に出力され、ユニット単位
に監視・制御する必要があったことから、運転員の削減も限界となっていた。
【０００６】
その問題を解決するものとして、複数ユニットをまとめて監視・制御する統括運転管理装
置を設け、これにより複数のユニットを監視制御する発電運転システムが提案されている
（特開平１１－２９６２０６）。これは、統括運転管理装置と各ユニット間でプラントデ
ータの送受信を行い、プラントデータに基づいて統括運転管理装置側から各ユニットの緊
急停止を行えるようにしたものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このような発電運転システムにおいては、統括運転管理装置で監視・制御を行う際に、複
数の発電ユニットからのプラントデータを同時に監視する必要がある。通常、１つの発電
ユニットにおける警報情報のみでも数十個あり、さらに複数の発電ユニットを同時監視す
ることから、その警報情報は膨大な数になる。このため、統括運転管理装置で単に複数ユ
ニットの状態を横並びで表示させたのでは、監視、制御が煩雑になり、運転員の負担が大
きくなるという課題があった。
【０００８】
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　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、複数ユニットをまとめて監
視・制御しやすいマンマシンシステムを提供することによって、各ユニットの運転員の削
減を可能とする発電運転システムを提供するものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明においては、１または複数の発電プラント
のユニットで構成される発電所の複数を統括して運転管理する統括運転管理装置と、前記
ユニット毎に設けられてユニット毎に発電プラントのプラントデータを取り込む手段を有
して当該発電プラントの監視・制御を行う複数のユニット監視装置と、前記統括運転管理
装置と前記ユニット監視装置とが互いにデータを通信するためのデータ通信手段と、を備
えた発電運転システムであって、前記統括運転管理装置は、前記各ユニット監視装置にお
いて前記発電プラントから取り込まれ且つ前記データ通信手段を介して前記各ユニット監
視装置から受信したプラントデータを記憶するデータ記憶手段と、前記データ通信手段を
介して前記各ユニット監視装置から受信した警報情報を前記各ユニット監視装置毎に記憶
する警報情報抽出手段と、起動／停止操作中、停止中、定格運転中の中のいずれか１つの
運転状態が指定され、指定された運転状態の発電プラントを監視・制御しているユニット
監視装置から受信した警報情報の表示の要求が入力される入力手段と、前記データ記憶手
段に記憶されたプラントデータに基づいて、前記入力手段により指定された運転状態にあ
る発電プラントを監視・制御しているユニット監視装置を特定し、この特定されたユニッ
ト監視装置から受信した警報情報を前記警報情報抽出手段から取り出す表示項目抽出手段
と、前記表示項目抽出手段により取り出された警報情報を表示する統括表示装置と、を備
えたことを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の第１の実施の形態に係る発電運転システムの構成を示した図である。
【００２２】
発電所のひとつのユニット毎に監視・制御を行うユニット計算機１０は、プラント４にお
ける温度、流量、または弁の開閉状態等のプロセスデータを、制御装置６やプロセス入力
装置５を介してユニット入出力手段１１で取り込む。取り込まれたプロセスデータは、警
報レベル判定部１３に送信され、そのデータの制限値と比較することによってそのデータ
が警報状態か否か判定する。警報状態となった時、又は警報状態から正常状態に復帰した
時に、出力手段１２を介してプリンタ８及び表示装置９にその旨のメッセージが出力され
る。更に警報レベル判定部１３は、そのデータが警報状態にある時、あらかじめ決められ
たそのデータに関する警報のレベルと、統括計算機１６の統括警報レベル設定部１８から
送信されてきたそのユニットから統括運転管理装置１に送信すべき警報レベルとを比較し
、そのデータの警報レベルが送信すべき警報レベル以上であれば、データ通信手段３を介
して統括運転管理装置１に警報情報を送信する。
【００２３】
統括運転管理装置１では、統括計算機１６が警報レベル判定部１３から送信された警報情
報をデータ通信手段３を介して受信する。この警報情報は統括出力手段１７を介して統括
表示装置１５に警報メッセージとして出力する。
【００２４】
ここで、統括計算機１６の統括警報レベル設定部１８とユニット計算機１０の警報レベル
判定部１３について図２ないし図７を参照しながら詳細に説明する。
【００２５】
図２は統括警報レベル設定部１８と警報レベル判定部１３の詳細を示す図である。統括警
報レベル設定部１８のレベル入力手段１９は、キーボード、コンソール、及びタッチスク
リーン等の入力手段１４を介して入力された監視すべき警報レベルｌｓを取り込み、レベ
ル設定手段２０に送信する。レベル設定手段２０は、受信した警報レベルｌｓをデータ通
信手段３を通じてユニット計算機１０に送信する。
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【００２６】
ユニット計算機１０では、警報レベルｌｓをデータ通信手段３を介して取り込み、警報レ
ベル判定部１３のレベル取り出し手段２６が受信する。また、ユニット計算機１０のユニ
ット入出力手段１１では、プラント４のプロセスデータを制御装置６及びプロセス入出力
装置５を介して取り込み、警報レベル判定部１３の中の警報判定手段２２に送信する。警
報判定手段２２は、取り込んだ圧力，流量，温度等の各プロセスデータについて制限値記
憶手段２１からそのデータの制限値を取り出し、制限値を逸脱している場合は警報状態で
あると判定する。
【００２７】
ここで、警報判定手段２２は、そのデータが新たに警報状態となった時、又は今まで警報
状態にあったが今回正常に復帰した時に、出力手段１２を介してプリンタ８及び表示装置
９にメッセージを出力し、そのデータをレベル判定手段２４に通知する。レベル判定手段
２４は、通知されたそのデータについてあらかじめ決められた警報レベルｌｃをレベル記
憶手段２３から取り出す。そして、自ユニットの現在の警報項目を警報記憶手段２７に記
憶する。図３は、記憶された警報項目リストの例を示す図である。更に、レベル判定手段
２４は、この警報レベルｌｃと統括警報レベル設定部１８で設定された監視すべき警報レ
ベルｌｓとを比較する。
【００２８】
ここで、あらかじめ決められた警報レベルｌｃが監視すべき警報レベルｌｓを逸脱してい
る場合は、統括運転管理装置１で監視すべき項目と判断し、警報項目送信手段２５に通知
する。警報項目送信手段２５はそのデータの警報情報をデータ通信手段３を介して統括運
転管理装置１へ送信する。また、あらかじめ決められた警報レベルｌｃが監視すべき警報
レベルｌｓを逸脱していない場合は、統括運転管理装置１では監視する必要がないと判断
して、そのデータの警報情報を破棄する。
【００２９】
例えば、統括運転管理装置１で監視すべき警報レベルｌｓとして「３」が設定された場合
、ユニット計算機１０の警報レベル判定部１３の中のレベル取り出し手段２６には「３」
が取り込まれる。一方、ユニット入出力手段１１を介して取り込まれたプラントデータ、
例えば主蒸気温度が警報判定手段２２にて警報状態になったと判定された時、主蒸気温度
が警報になったことはレベル判定手段２４に通知され、レベル判定手段２４は、レベル記
憶手段２３から主蒸気温度のあらかじめ決められた警報レベルを取り出し、図３に示す警
報項目リストに主蒸気温度の項目を追加する。図４は追加した後の警報項目リストの例を
示す。仮に、主蒸気温度のあらかじめ決められた警報レベルが「１」と仮定すると、統括
警報レベル設定部１８で設定された監視すべき警報レベル「３」を逸脱しているので、主
蒸気温度の警報情報は統括運転管理装置１に送信する必要があると判断され、警報項目送
信手段２５はデータ通信手段３を介して統括運転管理装置１にこの警報情報を送信する。
【００３０】
また、レベル判定手段２４は、現在設定されている警報レベルが「３」であることから、
図３のレベル「３」を逸脱していない項目１Ａ０５９、１Ａ０８７については統括表示装
置１５に表示されている警報メッセージを消去するよう、警報項目送信手段２５を介して
そのポイントの消去要求を行う。これにより統括運転管理装置１の統括表示装置１５に表
示される警報メッセージは、図５から図６の表示画面に示すように変化する。図５，図６
は統括運転管理装置１で監視している警報メッセージの表示画面の例を示す図である。全
ユニットを対象に警報状態になっている項目を時系列に並べ、また、画面上には各ユニッ
トの監視すべき警報レベルも併せて表示している。
【００３１】
更に、ここで、ユニット＃１の監視すべき警報レベルを、例えば「３」から「１」に再設
定し、ユニット＃３の監視レベルを「設定無し」（全項目表示対象）から警報項目「１」
に設定した場合、上記と同様にして、統括表示装置１５に表示される警報メッセージは図
６から図７の表示画面に示すように変化する。
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【００３２】
なお、ここでは警報レベルは重要警報項目の順に、例えば「１」、「２」、「３」…「６
」と付けている。
【００３３】
これにより、例えば、ユニット＃１が起動運転中で、ユニット＃１に運転員が居る場合は
統括運転管理装置１ではユニット＃１の詳細監視は不必要となる。そのときは、監視すべ
き警報レベルを「１」に設定することにより、最重要警報項目のみが統括運転管理装置１
に通知されることになる。逆に、ユニット＃１が定常運転中でユニット＃１に運転員が居
ない場合は、統括運転管理装置１でユニット＃１の詳細監視を行う必要がある。そのとき
は、監視すべき警報レベルを「６」（または「設定なし」）に設定することで、ユニット
＃１の警報項目全てが統括運転管理装置１に通知され、ユニット＃１の詳細監視を統括運
転管理装置１で実施することが可能となる。
【００３４】
また、本実施の形態は、統括警報レベル設定部１８が統括運転管理装置１の統括計算機１
６の中に設ける場合であるが、これとは別にユニット警報レベル設定部を各ユニット毎に
ユニット監視装置２のユニット計算機１０の中に設けることも可能である。図８にその構
成図を示す。
【００３５】
図８は、ユニット計算機１０の中にユニット警報レベル設定部１８ａを設けたものである
。自ユニットの警報について、警報レベル「ｎ」以上の項目について統括運転管理装置１
で監視して欲しい時には、ユニット入力手段１４ａを介してユニット警報レベル設定部１
８ａで「ｎ」を設定する。これにより、ユニット警報レベル設定部１８ａから警報レベル
判定部１３に監視すべき警報レベル「ｎ」が通知され、警報レベル判定部１３が「ｎ」を
逸脱している警報項目をデータ通信手段３を介して統括運転管理装置１に送信する。
【００３６】
このようにして、警報レベル設定部をユニット監視装置２側に設けた場合にも、統括運転
管理装置１側に設けた場合と同様に、設定した警報レベルに応じて統括表示装置１５に表
示する警報メッセージを変更することができる。これは、新設のプラント等でユニット毎
の監視を詳細に行う必要があるときなどに有効である。
【００３７】
また、警報レベル設定部を統括運転管理装置側、ユニット監視装置側の両方に設けること
もできる。この際、統括運転管理装置側とユニット監視装置側の要求が異なった場合に、
プラントの状態に応じて、どちらかの要求を優先するようなしくみにすれば、混乱するこ
となく処理を進めることができる。例えば、通常はユニット監視装置のユニット警報レベ
ル設定部で警報レベルを「３」と設定し、統括運転管理装置の統括警報レベル設定部でも
ユニット側の設定値と同じ警報レベル「３」に設定しているときに、あるユニットに異常
が発生した場合、異常が発生したユニットを詳細監視することが必要となる。このような
場合、統括運転管理装置の統括警報レベル設定部で、異常が発生したユニットの警報レベ
ルを「３」から「６」（または「設定なし」）へ設定変更して詳細監視をするようにし、
かつ異常のない他のユニットについては警報レベルを「３」から「１」へ設定変更して監
視を緩めるようにし、統括運転管理装置側の警報レベル設定値を優先して採用するように
する。これより、統括運転管理装置側、ユニット監視装置側からみた重要な警報情報を適
切に採用して、監視画面を表示することができる。
【００３８】
以上により、統括表示装置１５に警報表示させる警報情報を各ユニット毎に任意に設定す
ることができるので、統括運転管理装置１で監視する項目、各ユニット監視装置で監視す
る項目を分類することができ、複数のユニットを効率よく監視することができる。
【００３９】
図９は、本発明の第２の実施の形態に係る発電運転システムの構成を示した図である。な
お、図１に示す構成と同一または相当部分には、同一符号を付してその説明は省略する。
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【００４０】
ユニット監視装置２のユニット計算機１０の中にある監視制御部３０は、ユニット入出力
手段１１が取り込んだプラントからのデータについて警報状態か否か判定し、警報状態と
なった時又は警報状態から正常状態に復帰した時に、出力手段１２を介してプリンタ８及
び表示装置９にその旨メッセージを出力する。そして、データ通信手段３を介して統括運
転管理装置１にそのデータの警報情報を送信する。
【００４１】
統括運転管理装置１では、統括計算機１６のデータ通信手段３を通じて各ユニットからの
情報を受信し、警報項目抽出手段２８にてその受信した情報の中から警報情報のみを抽出
する。ここで、統括計算機１６に設けた項目抑止指定手段２９は、キーボード等の入力手
段１４から入力された監視不要ポイントを取り込み、警報項目抽出手段２８に通知する。
警報項目抽出手段２８は、各ユニットの警報項目の中に、項目抑止指定段２９から受信し
た監視不要ポイントが存在するか否か判定し、存在する場合は、警報項目抽出手段２８で
抽出し保存している警報情報の中からそのポイントの情報を抑止状態にする。さらに、統
括表示装置１５に表示されているそのポイントの警報メッセージを、統括出力手段１７を
介して削除する。
【００４２】
次に、統括運転管理装置１の動作を詳細に説明する。
【００４３】
図１０、図１１は、警報項目抽出手段２８が保存している警報情報のリストを示す図であ
る。例えば、現在図１０に示した項目が警報として保存されている時に、入力手段１４か
ら「ユニット＃２の１Ｂ０００」のポイントの抑止要求があった場合、その要求は抑止項
目指定手段２９に取り込まれ、警報項目抽出手段２８に通知される。警報項目抽出手段２
８は、図１０の警報情報のリストの中に、ユニット番号＝２及びポイントＩＤ＝１Ｂ００
０が存在するか検索していき、該当するポイントがあれば、図１１に示すように「ユニッ
ト＃２の１Ｂ０００」のポイントの抑止中の指標に「１」を設定する。そのリストに「ユ
ニット＃２の１Ｂ０００」の項目がすでに存在するということは統括表示装置１５に警報
メッセージとして表示されているということなので、統括出力手段１７へ「ユニット＃２
の１Ｂ０００」のポイントの警報メッセージの消去要求を行い、統括表示装置１５からそ
の警報メッセージを削除する。
【００４４】
また、抑止したポイントに対して監視を再開する場合は、入力手段１４から「ユニット＃
２の１Ｂ０００」のポイントの監視再開要求をすることにより、その要求が項目抑止指定
手段２９を介して警報項目抽出手段２８に通知される。警報項目抽出手段２８は、警報情
報を保存しているリストの中から「ユニット＃２の１Ｂ０００」のポイントを検索し、抑
止中の指標を「１」から「０」に変更し、更に統括出力手段１７を介して統括表示装置１
５に「ユニット＃２の１Ｂ０００」のポイントの警報メッセージを出力する。
【００４５】
ここで、警報項目抽出手段２８は各ユニットから警報発生の情報が通知された時は、その
情報を図１０のような警報情報を保存しているリストに追加登録し、正常復帰の情報が通
知された時は、リストから削除する。
【００４６】
たとえば、統括運転管理装置１は各ユニットの警報を監視していく際、警報が発生したポ
イントについて、警報が発生したユニット側に復旧対応を依頼する。ユニット側で処置中
のものは、統括運転管理装置１では監視を一時中断するので、項目抑止指定手段２９でそ
のポイントを設定することで、統括表示装置１５への表示を中断することが可能となる。
【００４７】
以上により、統括運転管理装置１での監視を、状況に応じて中断したり再開したりするこ
とが可能となり、ユニット側と統括運転管理装置側で重複した監視を避けることができる
。また、統括運転管理装置１では不要な監視情報を削減することができる。
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【００４８】
図１２は、本発明の第３の実施の形態に係る発電運転システムの構成を示した図である。
なお、図１に示す構成と同一または相当部分には、同一符号を付してその説明は省略する
。
【００４９】
統括運転管理装置１では、統括表示装置１５に各ユニットの監視画面を表示するが、その
表示要求は入力手段１４を介して要求される。入力手段１４には、現在のプラントの運転
状態が起動／停止操作中のユニット、停止中のユニット、又は定格運転中のユニットのど
の運転状態の警報情報を表示するのかが入力され、その要求は表示項目抽出手段３２に通
知される。
【００５０】
表示項目抽出手段３２は、入力手段１４から表示要求を受信することによって、警報項目
抽出手段３３に記憶されている各ユニットの警報情報の中から表示要求のあった警報情報
を取り出し、統括出力手段１７を介して統括表示装置１５に表示させる。
【００５１】
次に、統括運転管理装置１の動作を詳細に説明する。
【００５２】
統括運転監視装置１は、ユニット計算機１０の監視制御部３０がユニット入出力手段１１
から取り込んだ各プラントデータとその警報情報をデータ通信手段３を介して受信する。
プラントデータについては、監視制御部３０がユニット入出力手段１１からプラントデー
タを取り込んだ周期と同じ周期で受信する。そして、そのプラントデータをデータ記憶手
段３１へ保存する。また、各プラントデータの警報情報については、図１３に示す警報情
報のリストのように、受信した警報情報を警報項目抽出手段３３で、各ユニット毎に保存
している。
【００５３】
次に、図１４は入力手段１４から表示要求を行う時の入力画面の例を示す図である。運転
員は図１４の画面から、「起動／停止操作中ユニットの警報表示」、「停止中ユニットの
警報表示」、又は「定格運転中ユニットの警報表示」のいずれかを入力する。例えば、運
転員が停止中のユニットについての警報情報の表示要求を実施した場合、その表示要求は
表示項目抽出手段３２に送られる。表示項目抽出手段３２では、表示要求に基づいて各ユ
ニットの状態を判定する。図１５は、各ユニットの運転状態を判定するためのポイント情
報を示した図である。各ユニットの状態を判定する方法は、図１５のように、各ユニット
の運転状態を判定するためのポイント情報をあらかじめ保存しておき、その中から表示要
求に該当するポイント情報を抽出する。そして、そのポイントについてデータ記憶手段３
１に記憶されている現在の状態を調べることにより、各ユニットの運転状態を判定する。
判定した結果、現在停止中のユニットが、例えばユニット＃２とユニット＃４であった場
合、表示項目抽出手段３２は、警報項目抽出手段３３からユニット＃２と＃４の警報情報
を取り出し、統括出力手段１７を介して統括表示装置１５に表示させる。
【００５４】
以上により、統括運転管理装置１では指定した運転状態のユニットのみを表示し、監視す
ることができる。すなわち、監視情報を集約し、かつ運転員の負荷を軽減することができ
る。
【００５５】
図１６は、本発明の第４の実施の形態に係る発電運転システムの構成を示した図である。
なお、図１に示す構成と同一または相当部分には、同一符号を付してその説明は省略する
。
【００５６】
運転員の要求には、監視するユニットについて現在設定されている画面構成を変えずに複
数の画面を表示する要求と、表示する画面の種類を変更する要求がある。
【００５７】



(8) JP 4130289 B2 2008.8.6

10

20

30

40

50

ここで、運転員からの要求が入力された後の処理の流れを、さらに図１７を参照しながら
説明する。図１７は、運転員からの要求の入力後、監視画面を表示するまでの処理の流れ
をフローチャートで示したものである。
【００５８】
運転員からの要求は入力手段１４を介して入力され、入力データ判定手段３５に通知され
る。入力データ判定手段３５では、入力された要求が指定したユニットの監視画面の表示
要求なのか、表示する画面の種類の変更要求なのかを判定する（ステップＳ１）。ステッ
プＳ１では、入力された要求が指定したユニットの監視画面の表示要求であれば、その要
求を画面情報設定手段３８に通知し、入力された要求が表示する画面の種類の変更要求で
あれば、その要求を画面構成情報切替手段３６に通知する。
【００５９】
画面情報設定手段３８は、指定したユニット監視画面の表示要求が通知されると、画面構
成記憶手段３７から表示する画面を構成する複数の画面の画面番号を取り出す（ステップ
Ｓ２）。次に、画面を表示させるために必要なタイトル、画面名称、系統図の固定表示情
報等の画面の固定情報を画面情報記憶手段３４から取り出す（ステップＳ３）。更に、そ
の画面に表示するプラントデータをデータ記憶手段３１から取り出す（ステップＳ４）。
そして、取り出した画面構成の情報、固定情報、プラントデータを基に監視画面を作成し
（ステップＳ５）、この監視画面を統括出力手段１７を介して統括表示装置１５に表示さ
せる（ステップＳ６）。
【００６０】
画面構成情報切替手段３６では、表示する画面の種類の変更要求が通知されると（ステッ
プＳ１）、画面構成記憶手段３７にあらかじめ設定されていた画面構成情報に変えて、新
たな画面構成情報を記憶する（ステップＳ７）。そして、その後は画面構成を変更した監
視画面を統括出力手段１７を介して統括表示装置１５に表示させる（ステップＳ３～Ｓ６
）。
【００６１】
ここで、統括運転管理装置１の表示動作を詳細に説明する。
【００６２】
図１８は統括表示装置１５に表示される複数画面の例を示す図である。この図では統括表
示装置１５は表示領域を４つに分割し、トレンドグラフ、系統図、デジタル値表示、警報
画面が表示している。画面構成記憶手段３７には、これらの４つの画面から監視画面が構
成される情報が記憶されている。
【００６３】
図１９、図２０は運転員が入力手段１４から指定する入力画面の例を示す図である。図１
９は指定した各ユニットについての監視画面を現在登録されている画面構成を変えずに表
示させる場合である。図１９（ａ）は、表示させたいユニットに該当するユニット番号を
入力する例を示し、図１９（ｂ）は、画面上部に設けられたユニットボタンを選択するこ
とによってそのユニットの画面の表示要求を行う例を示したものである。
【００６４】
図２０は画面構成を変更する場合である。図２０（ａ）は表示する画面番号をそれぞれ入
力する例を示し、図２０（ｂ）はあらかじめ画面を表示させ、画面下部の「変更」ボタン
を選択することによって現在表示している画面構成を変更する例を示すものである。
【００６５】
例えば、運転員が入力手段１４から図１９（ａ）の画面でユニット＃２の画面の表示要求
を行った場合、その要求は入力データ判定手段３５に通知される。入力データ判定手段３
５は、通知された要求がユニット＃２の画面の表示要求であることを画面情報設定手段３
８に通知する。画面情報設定手段３８は、まず、現在設定されている画面構成の情報を画
面構成記憶手段３７から取り出す。画面構成記憶手段３７には図１８で示したトレンドグ
ラフ、系統図、デジタル値表示、警報画面の各画面番号が記憶されており、画面を構成す
る画面番号が取り出される。そして、画面情報記憶手段３４からユニット＃２の画面番号
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に対応する固定情報を取り出す。また、各画面の表示に必要なプラントデータをデータ記
憶手段３１から取り出す。そして、これらの情報をもとに監視画面を作成し、統括表示装
置１５に表示する。
【００６６】
また、運転員が入力手段１４から図２０（ａ）の画面で表示する画面の種類を変更する場
合、例えば、デジタル値表示画面に変えて自動化進行表示画面を登録する場合、現在のデ
ジタル値表示画面の画面番号に変えて自動化進行表示画面の画面番号を入力する。この新
たな画面構成の情報は入力データ判定手段３５に取り込まれ、入力データ判定手段３５は
画面構成の変更要求であることから、その要求を画面構成情報切替手段３６に通知する。
画面構成情報切替手段３６は、その要求に基づき画面構成記憶手段３７に記憶している現
在の画面構成に相当する画面番号を変更する。図２１は変更前の画面構成記憶手段３７に
記憶されている画面構成情報の例を示す図であり、図２２はデジタル値表示画面を自動化
進行表示画面に変更した後の記憶されている画面構成情報の例を示す図である。
【００６７】
以上により、統括運転管理装置１では、監視したいユニット番号を設定することで、その
ユニットに関する複数の画面を同時に切り替えることができ、その複数の画面の種類も任
意に変更することができる。これにより、操作性が向上し、監視効率が向上するともに運
転員の負荷を軽減することができる。
【００６８】
図２３は、本発明の第５の実施の形態に係る発電運転システムの構成を示した図である。
なお、図１に示す構成と同一または相当部分には、同一符号を付してその説明は省略する
。
【００６９】
ここで、運転員の要求には、監視するユニットの運転状態に応じて、現在設定されている
画面構成を変えずに複数の画面を表示する要求と、表示する画面の種類を変更する要求が
ある。これらの要求は、入力手段１４を介して入力され、入力データ判定手段４５に通知
される。入力データ判定手段４５では、入力された要求がユニットの監視画面の表示要求
であれば、その要求を運転状態判定手段４４に通知し、入力された要求が表示する画面の
種類の変更要求であれば、その要求を画面構成情報切替手段４６に通知する。画面構成情
報切替手段４６では、運転状態毎に今まで表示させていた画面構成情報に代えて、新たな
画面構成情報を画面構成記憶手段４７に記憶する。
【００７０】
運転状態判定手段４４は通知に基づいて、指定されたユニットの現在の運転状態を確認し
、そのユニットが起動／停止操作中、停止中、定格運転中かを判定する。更に運転状態の
判定結果によって画面構成記憶手段４７からその運転状態の時に表示すべき複数画面の画
面番号を取りだし、ユニット番号と共に画面情報設定手段４８に通知する。
【００７１】
画面情報設定手段４８は、ユニット番号と画面番号を基に、それらの画面を表示させるた
めに必要なタイトル、画面名称、系統図の固定表示情報等の画面の固定情報を画面情報記
憶手段３４から取り出す。更に、画面情報設定手段４８はその画面に表示するプラントデ
ータをデータ記憶手段３１から取り出し、画面構成の情報、画面の固定情報、及び画面に
関するプラントデータとを併せて表示画面を構築し、この表示画面を統括出力手段１７を
介して統括表示装置１５に表示させる。
【００７２】
例えば、運転員が入力手段１４から図１９（ｂ）の画面でユニット＃２の画面の表示要求
を行った場合、その要求は入力データ判定手段４５に通知される。入力データ判定手段４
５は、通知された要求がユニット＃２の画面の表示要求であることを運転状態判定手段４
４に通知する。運転状態判定手段４４は、ユニット＃２が現在どういう運転状態であるか
をデータ記憶手段３１のプロセスデータを基に判定する。ここで、運転状態判定手段４４
では、第４の実施の形態の図１５で示したように、運転状態判定手段４４に、各ユニット
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の運転状態を判定するための情報を保存しておき、その中から表示要求に該当するユニッ
トに関する情報を抽出して判定を行う。例えば、ユニット＃２の場合は、運転状態判定手
段４４は２Ｚ２００、２Ｚ２０１、及び２Ｚ２１０のいずれの信号がオンしているかを判
定することになる。図２５は、画面構成記憶手段４７に記憶されている画面構成情報の例
を示す図である。仮に、２Ｚ２０１がオンしていた場合は、ユニット＃２は「停止中」で
あることから、図２５の各運転状態毎に記憶されている画面番号のうち、「停止中」の時
に表示すべき画面番号、７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄを取りだし、ユニット＃２の画面番号７
Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄを表示するよう画面情報設定手段４８に通知する。画面情報設定手
段４８は、第４の実施の形態と同様にして、ユニット＃２の画面番号７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、
７Ｄの画面構成を設定し、統括出力手段１７を介して統括表示装置１５に表示する。
【００７３】
また、図２４は運転員が入力手段１４から指定する要求画面の例を示す図であり、図２４
（ａ）は、各運転状態毎に各表示領域に表示させたい画面番号を入力するものであり、図
２４（ｂ）は、あらかじめ画面を表示させ、運転状態に対応して画面下部の「画面変更」
ボタンを選択することによって、現在表示している画面構成を変更するものである。例え
ば、現在表示している画面を停止中の時に表示する画面として登録する場合は、「停止中
画面変更」ボタンを選択することになる。
【００７４】
運転員が入力装置４１から図２４（ａ）の画面で表示する画面の種類を変更する場合、例
えば、図２４（ａ）の「定格運転中」に表示すべき現在の画面構成のうち、デジタル値表
示画面に変えて自動化進行表示画面を登録する場合、現在のデジタル値表示画面の画面番
号に変えて自動化進行表示画面の画面番号を入力する。この新たな画面構成の情報は入力
データ判定手段４５に取り込まれ、入力データ判定手段４５は画面構成の変更要求である
ことから、その要求を画面構成情報切替手段４６に通知する。画面構成情報切替手段４６
は、その要求に基づき画面構成記憶手段４７に記憶している現在の画面構成に相当する画
面番号を変更する。図２６は、表示する画面を図２５のデジタル値表示画面から自動化進
行表示画面に変更した後に記憶されている画面構成情報の例を示す図である。
【００７５】
以上により、統括運転管理装置１では、監視したいユニット番号を設定することで、その
ユニットの運転状態に応じて複数の画面を同時に切り替えることができ、表示させる複数
画面の種類も任意に変更することができる。これより、操作性を向上し、監視効率が向上
するとともに、運転員の負荷の軽減が図れる。
【００７６】
図２７は、本発明の第６の実施の形態に係る発電運転システムの構成を示した図である。
なお、図１に示す構成と同一または相当部分には、同一符号を付してその説明は省略する
。
【００７７】
統括運転管理装置１では、統括表示装置１５に各ユニットの監視画面を表示するが、その
表示要求は入力手段１４を介して要求され、その表示要求は画面情報設定手段５１に送ら
れる。ここで、画面情報設定手段５１は、表示要求のあったそのユニットの画面のタイト
ル、又は系統図等の固定情報を記憶している画面情報記憶手段３４から取り出し、画面表
示に必要なプラントデータをデータ記憶手段３１から取り出して表示画面を構築する。更
に画面情報設定手段５１は、背景色設定手段５２から表示要求のあった画面のユニット番
号に該当する画面の背景色を取り出し、表示要求のあったユニットの画面の固定情報、プ
ラントデータと併せて、統括出力手段１７を介して統括表示装置１５に出力する。これに
より、表示要求された画面を表示すると共に、この表示した画面のユニット番号に対応し
て画面の背景色を変えることができる。
【００７８】
例えば、入力手段１４から「ユニット＃１のタービン関係の系統図」の表示要求があった
場合、その要求は画面情報設定手段５１に通知される。図２８は、画面情報記憶手段３４
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に記憶されている画面の固定情報の例を示す図であり、図２９はデータ記憶手段３１に記
憶しているプラントデータの例を示す図である。画面情報設定手段５１は、図２８の画面
の固定情報の中から「ユニット＃１のタービン関係の系統図」の固定情報ｆａを取り出す
。また、図２９のプラントデータの中から「ユニット＃１のタービン関係の系統図」に表
示するプラントデータｐｄを取り出す。これらの固定情報ｆａ、プラントデータｐｄによ
り「ユニット＃１のタービン関係の系統図」の表示データを作成する。更に、画面情報設
定手段５１は、背景色設定手段５２からユニット＃１の背景色を取り出す。図３０は背景
色設定手段５２に記憶されている各ユニット毎の背景色の情報を示す図であり、ユニット
＃１の場合は「グレー」が取り出される。画面情報設定手段５１は、統括出力手段１７を
介して統括表示装置１５に、背景色「グレー」の色コードと、「ユニット＃１のタービン
関係の系統図」として固定情報ｆａ、及びプラントデータｐｄを出力する。図３１は、そ
の表示画面の例を示す図である。
図３１に示すように、画面の背景色は「グレー」となり、「ユニット＃１のタービン関係
の系統図」が表示されることになる。また、図３２は、複数画面を表示する場合の表示画
面の例を示す図である。このように、複数画面を表示する場合も同様にして、「ユニット
＃１のタービン関係の系統図」を表示している領域の背景色を「グレー」にして表示する
ことが可能である。
【００７９】
以上により、表示する画面のユニット毎に画面の背景色を変えることが可能となり、統括
運転管理装置１で複数のユニットを監視するときに表示中の画面がどのユニットのもので
あるか一目瞭然となり、運転員が混乱したり、誤った判断をしたりすることを防ぐことが
できる。
【００８０】
【発明の効果】
本発明によれば、各ユニットのプラントデータを統括運転管理装置に送信し、統括運転管
理装置にて各ユニットの運転状態を監視する際に、統括運転管理装置に表示する監視画面
を、運転員の要求、発電プラントの運転状態に応じて、わかりやすく表示するので、複数
の発電所を効率よく監視することができる。また、統括運転管理装置の操作性を向上し、
運転員の負荷を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図２】　第１の実施形態における統括警報レベル設定部と警報レベル判定部の詳細図。
【図３】　第１の実施形態における警報記憶手段に記憶されている警報項目を示す図。
【図４】　第１の実施形態における警報記憶手段に記憶されている警報項目を示す図。
【図５】　第１の実施形態における統括表示装置への表示画面を示す図。
【図６】　第１の実施形態における統括表示装置への表示画面を示す図。
【図７】　第１の実施形態における統括表示装置への表示画面を示す図。
【図８】　第１の実施形態の他の実施例の構成図。
【図９】　第２の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図１０】第２の実施形態における警報項目抽出手段に保存している警報情報を示す図。
【図１１】　第２の実施形態における警報項目抽出手段に保存している警報情報を示す図
。
【図１２】　第３の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図１３】　第３の実施形態における警報項目抽出手段が保存している警報情報を示す図
。
【図１４】　第３の実施形態における入力装置からの要求画面を示す図。
【図１５】　第３の実施形態における運転状態を判定するための情報を示す図。
【図１６】　第４の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図１７】　第４の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図１８】　第４の実施形態における統括表示装置への表示画面を示す図。
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【図１９】　（ａ）は第４の実施形態における入力画面を示す図、（ｂ）は（ａ）に示す
入力画面の他の例を示す図。
【図２０】　（ａ）第４の実施形態における入力画面例を示す図、（ｂ）は（ａ）に示す
入力画面の他の例を示す図。
【図２１】　第４の実施形態における画面構成記憶手段に記憶されている情報を示す図。
【図２２】　第４の実施形態における画面構成記憶手段に記憶されている情報を示す図。
【図２３】　第５の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図２４】　（ａ）第５の実施形態における入力画面例を示す図、（ｂ）は（ａ）に示す
入力画面の他の例を示す図。
【図２５】　第５の実施形態における画面構成記憶手段に記憶されている情報を示す図。
【図２６】　第５の実施形態における画面構成記憶手段に記憶されている情報を示す図。
【図２７】　第６の実施形態における発電運転管理システムの構成図。
【図２８】　第６の実施形態における画面情報記憶手段に記憶されている情報を示す図。
【図２９】　第６の実施形態におけるデータ記憶手段に記憶されているプラントデータを
示す図。
【図３０】　第６の実施形態における背景色設定手段に記憶されている情報を示す図。
【図３１】　第６の実施形態における統括表示装置への表示画面を示す図。
【図３２】　第６の実施形態における統括表示装置への表示画面を示す図。
【図３３】　従来の発電プラントにおける監視・制御の構成を示す図。
【符号の説明】
１…統括運転管理装置、２…ユニット監視装置、３…データ通信手段、４，１０１…プラ
ント、５…プロセス入出力装置、６，１０４…制御装置、７，１０５…制御盤、８，１０
６…プリンタ、９，１０７…表示装置、１０，１０８…ユニット計算機、１１…ユニット
入出力手段、１２…出力手段、１３…警報レベル判定部、１４…入力手段、１４ａ…ユニ
ット入力手段、１５…統括表示装置、１６…統括計算機、１７…統括出力手段、１８…統
括警報レベル設定部、１８ａ…ユニット警報レベル設定部、１９…レベル入力手段、２０
…レベル設定手段、２１…制限値記憶手段、２２…警報判定手段、２３…レベル記憶手段
、２４…レベル判定手段、２５…警報項目送信手段、２６…レベル取り出し手段、２７…
警報記憶手段、２８、３３…警報項目抽出手段、２９…項目抑止指定手段、３０，１０９
…監視制御部、３１…データ記憶手段、３２…表示項目抽出手段、３４…画面情報記憶手
段、３５，４５…入力データ判定手段、３６，４６…画面構成情報切替手段、３７，４７
…画面構成記憶手段、３８，４８，５１…画面情報設定手段、４４…運転状態判定手段、
５０…背景色切替部、５２…背景色設定手段、１００…ユニット、１０２…プロセス入力
装置、１０３…プロセス出力装置、２００…中央給電指令所
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