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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気出力配電ネットワーク（Ｎ）を用いた双方向通信システム（１０）において、前記
ネットワークの各位相上で並行して通信信号を送信及び受信するための方法であって、
　送信手段（ＯＭＵ）によって、第１位相（ＡＮ－Ａ）上に第１アウトバウンド信号（Ｓ
Ｏ１）を送信するためのステップと、
　前記バスの第２位相（ＢＮ－Ｂ又はＣＮ－Ｃ）上に第２アウトバウンド信号（ＳＯ２）
が送信されるように、前記第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）が送信されると即座に、前
記送信手段を解放するステップであって、前記第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）に応答
して送信されるインバウンド信号（ＩＢ１）に並行して前記第２アウトバウンド信号を送
信することによって前記ネットワークの２つの位相上に並行通信を提供する、前記送信手
段を解放するステップとを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記バスの第３位相（ＢＮ－Ｂ又はＣＮ－Ｃ）上に第３アウトバウンド信号（ＳＯ３）
が送信されるように、前記第２アウトバウンド信号（ＳＯ２）が送信されると即座に、前
記送信手段を解放するステップであって、前記第２アウトバウンド信号（ＳＯ２）に応答
して送信される第２インバウンド信号（ＩＢ２）に並行して前記第３アウトバウンド信号
を送信することによって前記ネットワーク（Ｎ）の全３位相上に並行通信を提供する、前
記送信手段を解放するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ネットワーク（Ｎ）の全３位相上に継続中の並行通信が存在しているように、請求
項１及び請求項２に記載の複数の前記ステップを繰返すステップであって、前記ネットワ
ークの前記通信バンド幅を非常に増大させる、請求項１及び請求項２に記載の複数の前記
ステップを繰返すステップを更に有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記送信手段は、
　前記３位相に関して利用可能な６つの出力経路（Ａ－Ｎ、Ｂ－Ｎ、Ｃ－Ｎ、Ａ－Ｂ、Ｂ
－Ｃ、Ｃ－Ａ）を備えているアウトバウンド変調装置（ＯＭＵ）を有し、
　前記第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）の前記送信によって前記第２アウトバウンド信
号に対して利用可能な出力経路の数が制限されるようにされており、
　前記第２アウトバウンド信号（ＳＯ２）の前記送信によって前記第３アウトバウンド信
号に対して利用可能な出力経路の数が制限されるようにされていることを特徴とする請求
項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記アウトバウンド信号の各々がその上に送信される前記出力経路に対応する通信経路
上の各インバウンド信号を受信するステップを更に有することを特徴とする請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　インバウンド信号を受信するように、前記通信経路内に受信手段（ＩＰＵ）を接続する
ステップを有することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　任意の通信経路上のインバウンド信号を任意の受信手段で受信するべく、前記受信手段
への入力が並行に接続されるように、各通信経路に受信手段を接続するステップを更に有
することを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ネットワークの各位相上で通信信号の送受信を並行して行うための、電気出力配電ネッ
トワーク（Ｎ）に関する双方向通信システム（１０）であって、
　バス（Ｂ）の第１位相（ＡＮ－Ａ）の上に第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）を送信す
るための送信機（ＯＭＵ）と、
　前記送信機によって前記バスの第２位相（ＢＮ－Ｂ又はＣＮ－Ｃ）の上に第２アウトバ
ウンド信号（ＳＯ２）が送信されるように、前記第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）が送
信されると即座に、前記バスの前記第１位相から前記送信機を解放するべく、前記第１ア
ウトバウンド信号の前記送信に応答性の制御装置（１２）であって、前記第１位相上に生
じる前記第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）に応答して前記第１位相上に送信されるイン
バウンド信号（ＩＢ１）と並行して前記第２アウトバウンド信号が送信されるようにされ
ており、前記ネットワークの２つの位相上に並行通信を提供する、制御装置（１２）とを
有することを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記送信機によって前記バスの第３位相（ＢＮ－Ｂ又はＣＮ－Ｃ）の
上に第３アウトバウンド信号（ＳＯ３）が送信されるように、前記第２アウトバウンド信
号（ＳＯ２）が送信されると即座に、前記バスの前記第２位相から前記送信機を解放する
べく、前記第２アウトバウンド信号の前記送信に更に応答性であり、
　前記第３アウトバウンド信号は、前記第２位相上に生じる前記第２アウトバウンド信号
（ＳＯ２）に応答して前記第２位相上に送信されるインバウンド信号（ＩＢ２）と並行し
て送信されるようにされており、
　前記ネットワークの３位相上に並行通信を提供することを特徴とする請求項８に記載の
通信システム。
【請求項１０】
　前記アウトバウンド信号に応答して送信されるインバウンド信号を受信するように、前
記アウトバウンド信号の各々がその上に送信される前記出力経路に対応する各通信経路内
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に受信手段（ＩＰＵ）を更に有することを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記受信手段は、任意の受信手段によって任意の通信経路上を進行するインバウンド信
号を受信するように、並行に接続されていることを特徴とする請求項１０に記載のシステ
ム。
【請求項１２】
　ネットワークの各位相上で通信信号の送受信を並行して行うための、３位相電気出力配
電ネットワーク（Ｎ）に関する双方向通信システム（１０）であって、
　バス（Ｂ）の第１位相（ＡＮ－Ａ）の上に第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）を送信す
るための送信機（ＯＭＵ）と、
　前記送信機によって第２位相（ＢＮ－Ｂ又はＣＮ－Ｃ）の上に第２アウトバウンド信号
（ＳＯ２）が送信されるように、前記第１アウトバウンド信号（ＳＯ１）が送信されると
即座に、前記バスの前記第１位相から前記送信機を解放するべく、前記第１アウトバウン
ド信号の前記送信に応答性の制御装置（１２）であって、前記第１位相上に生じる前記第
１アウトバウンド信号（ＳＯ１）に応答して前記第１位相上に送信されるインバウンド信
号（ＩＢ１）と並行して前記第２アウトバウンド信号が送信されるようにされており、そ
れにより前記ネットワークの２つの位相上に並行通信を提供するようにされている、制御
装置（１２）とを有し、
　前記制御装置は、前記送信機によって第３位相（ＢＮ－Ｂ又はＣＮ－Ｃ）の上に第３ア
ウトバウンド信号（ＳＯ３）が送信されるように、前記第２アウトバウンド信号（ＳＯ２
）が送信されると即座に、前記バスの前記第２位相から前記送信機を解放するべく、前記
第２アウトバウンド信号の前記送信に更に応答性であり、前記第２位相上に生じる前記第
２アウトバウンド信号（ＳＯ２）に応答して前記第２位相上に送信されるインバウンド信
号（ＩＢ２）と並行して前記第３アウトバウンド信号が送信されるようにされており、
　前記ネットワークの３位相上に並行通信を提供することを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　前記アウトバウンド信号に応答して送信されるインバウンド信号を受信するように、前
記アウトバウンド信号の各々がその上に送信される前記位相に対応する受信手段（ＩＰＵ
）を各通信経路内に更に有することを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記受信手段は、任意の通信経路上に送信されるインバウンド信号を受信可能なマルチ
プレクサを有することを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記受信手段は、任意の通信経路上を進行するインバウンド信号を受信するように、任
意の受信手段に対して並行に接続されていることを特徴とする請求項１４に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、双方向通信システム(TWACS(登録商標))を用いている多位相（3Φ）出力送信
システムに関し、より詳しくは、複数の位相のうちの2以上の位相上でのデータ及びその
他の情報の並行送信に関する。
【０００２】
　（関連出願のクロスリファレンス）
　無し。
【０００３】
　（政府出資による研究開発の表示）
　該当無し。
【背景技術】
【０００４】
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　電気配電システム上でのメッセージの送受信は公知である。双方向通信システム及び双
方向通信に用いられる技法を教示する特許には、特許文献１、特許文献２、特許文献３、
特許文献４、特許文献５、特許文献６、特許文献７、及び特許文献８が含まれる。これら
の文献は全て本願と同一の譲渡人に譲渡されている。実際には、情報又はデータに対する
要求が、3位相配電ネットワークの1位相の中に投入される「アウトバウンド」メッセージ
に形成されて、ネットワークを介して建物内の電気計器等の遠隔地に送信される。このメ
ッセージは、例えば、現場での現在の電気消費量に関する情報の要求であってよい。する
と、返答又は「インバウンド」メッセージが、従来的には配電システムを含む電力網内の
サブステーションである中継局へと同じ位相上を逆方向に送信される。このインバウンド
・メッセージが処理されるときに、この要求した情報を用いて特定時間におけるシステム
上での総需要等が測定される。
【０００５】
　TWACSは、自動計測(AMR)装置、負荷制御装置、及び自宅内、工場内、事務所内、建物内
等、配電システムの到るところに取付けられたその他の種類のモニタリング装置又は制御
装置等の種々の遠隔装置と共に用いられる。各遠隔装置は、取付けられた後に、6つの通
信経路のうちの1つを介してアクセスすることが可能である。1つの通信経路は、フェーザ
、AN、BN、CN、AB、BC又はCAを組合わせたアウトバウンド位相とインバウンド戻り経路Φ
A、ΦB、又はΦCとから構成される。この通信経路は、各場所ごとに電気的接続によって
規定される。この通信経路は、取付け後にシステムによって決定されて、後の使用のため
に記録される。従って、所定位置の計測器等の一連の遠隔装置の中には、ΦA上のインバ
ウンド信号を戻すが、ΦB又ΦC上の信号を戻さない遠隔装置もあれば；ΦB上のインバウ
ンド信号を戻すが、ΦA又はΦC上の信号を戻さない遠隔装置もあれば；ΦC上のインバウ
ンド信号を戻すが、ΦA又はΦB上の信号を戻さない遠隔装置もある。
【０００６】
　現在のこのシステムでは、アウトバウンド・メッセージが一揃い（phrase）の組合わせ
の上を送出された後、インバウンド応答が戻されている間は、このインバウンド処理が完
了するまで他のアウトバウンド及びインバウンドの処理を行うことが不可能になっている
。これにより発生する問題は、アウトバウンド及びインバウンドのTWACS信号送受信遅延
、及びその結果生じる任意の一時点において送受信可能な情報の量の制限である。もし、
3位相全ての上で信号の送受信を並行して行うことが可能であるならば、通信ネットワー
クのバンド幅は、効果的に3倍化されて、それにより情報の流れ及びシステム応答時間が
向上されるであろう。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第5,696,441号
【特許文献２】米国特許第5,486,805号
【特許文献３】米国特許第5,262,755号
【特許文献４】米国特許第4,996,513号
【特許文献５】米国特許第4,963,853号
【特許文献６】米国特許第4,918,422号
【特許文献７】米国特許第4,914,418号
【特許文献８】米国特許第4,658,238号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現在の電気配電システムにおいては、アウトバウンド・メッセージが一揃い（phrase）
の組合わせの上を送出された後、インバウンド応答が戻されている間は、このインバウン
ド処理が完了するまで他のアウトバウンド及びインバウンドの処理を行うことが不可能に
なっている。これにより発生する、アウトバウンド及びインバウンドのTWACS信号の送受
信遅延の問題、並びにその結果生じる任意の一時点における送受信可能な情報の量の制限
の問題を解決すること。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記のような目的を達成するため、本発明は、電気出力配電ネットワーク上の全ての位
相の上で並行して通信を行うための方法を提供する。第1アウトバウンド信号が、アウト
バウンド変調装置によって3位相バスのうちの1フェーザ上を送信される。このアウトバウ
ンド変調装置は、第1アウトバウンド信号が送信されると即座に解放される。これによっ
て、装置がバスの別のフェーザ上に第2アウトバウンド信号を送信することが可能にされ
る。その際、この第2アウトバウンド信号は、前記第1アウトバウンド信号に応答して第1
位相上を戻されているインバウンド信号と並行して送信される。アウトバウンド変調装置
は、第2アウトバウンド信号が送信されると再び即座に解放されて、それにより、この装
置は、バスの第3フェーザ上を第3アウトバウンド信号を送信することが可能にされる。こ
の第3アウトバウンド信号は、前記第2アウトバウンド信号に応答して第2位相上を戻され
ている第2インバウンド信号と並行して送信される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明が提供する方法によって、ネットワークの全3位相上での並行通信が可能にされ
て、それにより、ネットワークの通信バンド幅が非常に増大されて、電気的需要の変化に
対するより高速なシステム応答が可能にされる。更に、この方法は、処理されるコマンド
が存在する限り繰返される。
【００１１】
　更に、サブステーション内の受信マルチプレクサ・アセンブリは、サブステーションに
おける各受信アセンブリが、双方向通信に対して利用可能であるように並行に配線される
。本発明の制御装置及び受信装置は、この双方向位相通信能力を支援しており、双方向処
理される最高4つのインバウンド応答信号が可能にされる。
【００１２】
　その他の目的及び特性は、一部は明らかであろうし、他の一部は以下の本明細書中に示
されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下の詳細な説明は、本発明を例示を目的として示されており、制限を目的としたもの
ではない。この詳説によって、当業者による本発明の製造及び使用が明確に可能にされて
、本発明を実施するための現在における最良の形態であると我々が考えているものを含む
、本発明の複数の実施例、適用例、変形実施例、代替実施例、及び使用が説明される。上
記の構成は、本発明の範疇から外れることなしに、種々の変更を行うことが可能であり、
上記説明に包含されるか、若しくは付随の図面で図示される全ての事例は、制限の意味と
してではなく、例示として解釈される必要がある。
【００１４】
　図面を参照すると、電気出力配電ネットワークNは電力生成設備G及び送電システムTNS
を含んでおり、一連のサブステーションSを通してその電気出力が配電される。各サブス
テーションは、多数の自宅、オフィスビル、工場等に電力を供給する。各建物には、自動
計測装置又はAMRのために設計された電気計器Mが設けられている。本発明の双方向通信シ
ステム１０によって、各計器に個別にアクセスして、サブステーションに戻されて最終的
には電力設備に戻される報告結果を読取ることが可能にされる。これによって、電力使用
、需要変化、及び供給停止位置等に関連する情報の報告が可能にされる。各サブステーシ
ョンには、この目的のためにサブステーション通信設備（SCE）が設けられている。この
システムは、双方向グループ・アクセシングを用いており、図１に図示されているように
、複数の計器Mが、これらの3位相全てに渡って概ね均等に配置されている。サブステーシ
ョンSから計器への通信経路は、例えば、位相検波方式のライン－ニュートラルのアウト
バウンドであり、上記で参照した特許文献に全て説明されている。ここでの言及を以って
、それら特許文献の全文を本明細書の一部とする。各計器Mは、取付けられている間、1の
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バス上のサブステーションSからアウトバウンド信号（SO）を受取り、且つ同一バス上に
応答又はインバウンド信号（IB）を送信するようにプログラムされている。このアウトバ
ウンド信号は、現在の電力使用等の情報に対する要求と共に、個々の計器に特有のアドレ
スを含んでいる。同様に、インバウンド信号は、例えば、現在の電力使用を示すデータ等
と共に、計器アドレスを含んでいる。当業者は、その他の情報、要求、及びコマンドをア
ウトバウンド信号中に組込むと共に、それらに対応する応答をインバウンド信号中に組込
んでもよいことを理解するであろう。更に、当業者は、1つの位相を利用して双方向通信
をするようにプログラミングされている全ての計器は、その他の2位相のうちの1つを使用
することに対応不可能であることも理解するであろう。
【００１５】
　前述のように、従来的には、1つのバス上での、アウトバウンド信号の送信、及びイン
バウンド信号の受信は、同一バス上に別のアウトバウンド信号を送信する前に行うことが
必要であった。本発明によれば、同一バス上のサブステーション通信設備によって最高3
つの別個のアウトバウンド信号及びその戻りのインバウンド信号の並行処理を可能にする
方法及び装置、並びに2以上のバスを備えるサブステーション上で最高4つの別個のアウト
バウンド信号及びその戻りの信号を可能にする方法及び装置が提供される。以下で説明さ
れるように、各アウトバウンド信号が、同一バス上での使用において、任意の位相上でイ
ンバウンド応答検出に干渉しないと仮定するならば、本発明のシステム及び方法によって
単一バスの全3位相上での通信を並行して行うことが可能にされる。
【００１６】
　本発明によれば、一度、マスタ・ステーションMSがAMRクエリ周期を開始すると、この
マスタ・ステーションによって、処理されるコマンドが制御及び受信の装置CRUに送信さ
れる。このCRUは、最高15のコマンドをキュー内に蓄積して、処理するコマンドをこのキ
ューから選択する。このCRUは、例えば、ラインA-N上に挿入されるアウトバウンド信号OS
1（図３参照）を生成するように、アウトバウンド変調装置OMUに命令を出す。このOMUは
、アウトバウンド信号をその上で送信可能な最高6つのアウトバウンド経路：ラインA-N、
B-N、C-N、A-B、B-C、及びC-Aを有する。応答信号は、同一のライン上を戻される。即ち
、ANアウトバウンド信号への応答は、ラインA及びN上を戻されて；BNアウトバウンド信号
への応答は、ラインB及びN上を戻されて；CNアウトバウンド信号への応答は、ラインC及
びN上を戻される。同様にして、ABアウトバウンド信号への応答は、ラインA及びB上を戻
されて；BCアウトバウンド信号への応答は、ラインB及びC上を戻されて；CAアウトバウン
ド信号への応答は、ラインC及びA上を戻される。電流変圧器を有するインバウンド信号ピ
ックアップ装置IPUは、インバウンド信号を検出して、CRUのステーション通信プロセッサ
・アセンブリSCPAの相関受信機及びプロセッサ・アセンブリCRPAに提供する。この信号は
、相関受信機マルチプレクサ・アセンブリCRMAを介してCRPAに提供される。このアセンブ
リによって、32:1のマルチプレクシング性能、及びインバウンド信号のアナログ-デジタ
ル（A/D）変換が提供される。
【００１７】
　アウトバウンド信号がラインA-Nに提供されると即座に、OMUによってメッセージ終了（
EOM）信号がSCEに送信される。これによって、OMUが解放されて、別のアウトバウンド信
号を送信することが可能にされる。図３に図示されるように、A位相上でインバウンド信
号IB1の検出が継続中になっている一方で、SCEによって、前のインバウンド信号の処理に
干渉することなく処理が可能な別の信号が選択される。従って、この新規のアウトバウン
ド信号は、BN信号、CN信号、又はBC信号のいずれかであり得る。SCEによってBN-B信号の
処理が開始されると仮定すると、このOMUによってアウトバウンド信号OS2が生成されて、
ラインB-N上に供給される。そして、このラインに接続されているアセンブリCRPAによっ
て、位相B上の戻りインバウンド信号IB2の処理が開始される。
【００１８】
　この場合も同様に、ラインB-N上にアウトバウンド信号が送信されると即座に、OMUによ
ってSCEにEOM信号が送信されて、OMUが解放される。この場合も、SCEによって、継続中の
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インバウンド信号を干渉することなく実行可能な、そのキューの中にあるコマンドが探さ
れる。次に、このアウトバウンド信号は、CN信号である必要がある。なぜならば、これが
唯一、位相A及び位相Bの各々に関してライン上で受信される前の2つのインバウンド信号
と干渉しない信号であるからである。第3アウトバウンド信号OS3が送信されてしまえば、
3つの信号が並行に処理されることとなり、前のアウトバウンド信号に応答するインバウ
ンド信号の処理が完了するまで、SCEによって別のアウトバウンド信号SO4-SO6の送信が開
始されることは不可能である。インバウンド処理が完了してしまえば、SCEによって別の
アウトバウンド信号SO4がラインA-N上に（SCEキューのこのラインに対するコマンドが存
在していると仮定すれば）生成されることが可能である。
【００１９】
　図３に図示されるように、本発明によれば、応答として送信されるインバウンド応答信
号IB4-IB6中に、アウトバウンド信号SO4-SO6の送信が生じる。アウトバウンド信号SO4及
びその応答信号IB4の送信は、インバウンド戻り信号IB2及びIB3と並行しており、以下同
様に送信が並行している。この処理は、SCEが並行して処理可能なコマンドを有しており
、且つ3つのライン-ニュートラル位相の全てが並行して実行可能である限り、継続される
。
【００２０】
　本発明のシステム及び方法の実行に関するタイミングの一例では、従来的なアウトバウ
ンド信号は、送信に約5秒かかる。その応答インバウンド信号のための時間は約30秒であ
り、従って、各アウトバウンド/インバウンド周期のための総時間は、約35秒である。
【００２１】
　本発明のシステム及び方法の重要性は、電気配電ネットワークNの潜在的通信バンド幅
が3倍にされる点である。この方法は、ライン－ライン及びライン－ニュートラルの両方
の位相に対して効果があるが、ライン－ラインの計器の向上に関しては、バンド幅の2倍
に制限されてしまう。
【００２２】
　最後に、システム１０は、IPUの電流変圧器CTの入力を、システム内で用いられる各CRM
Aにマッピングすることを可能にする「シャドーイング（shadowing）」特性を用いている
。即ち、第1相関受信マルチプレクサ・アセンブリCRMA上の1ポートに接続された任意のIP
U入力が、CRUに取付けられたその他全ての相関受信マルチプレクサ・アセンブリCRMA上の
同一ポートにも同様にして接続されるようにされている。従って、SCE内の1つのCRMAにマ
ッピングされた入力は、自動的にその他のCRMAにマッピングされる。その結果生じるIPU
のシャドーイング特性は、並行位相通信が用いられるときはいつでも使用可能にされてい
る。
【００２３】
　上記を鑑みると、本発明の複数の目的及び利点が達成され、且つその他の効果的な結果
も得られることが理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　一致する参照文字は、複数の図面にわたって対応する部分を示している。
【図１】電気配電ネットワークの簡略化された図である。
【図２】ネットワーク上の双方向通信システムが図示されている。
【図３】本発明による双方向位相通信が図示されている信号フローチャートである。
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