
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発電設備を 管理する発電設備の運用管理システムであって、
　異常発生時情報とそれに対応する原因とを管理する異常因子データベースを備え、
　前記複数の発電設備の夫々の運転状態情報に基づき 発電設備の異常程度を段階的に重
み付け し、
　前記重み付けされた異常程度

前記異常因子データベースにより異常原因を する手段と、
　

前記制御装置
の実装ロジックを反映した

モデルを用いてプロセス状態量を演算し、前記演算結果と現
状の運転プロセス計測情報の偏差が予め設定された許容値を超えた場合には、

前記制御装置の 制御設定値
を 調整する手段を備えることを特徴とする発電設備の運用管理シス

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、複数の電力供給設備からなる電力ネットワーク群の保守管理サービスを実施す
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遠隔監視で

各
するレベル判定手段を有

が前記発電設備の運転を直ちに停止する必要がある重故障
の場合は、 提供

前記重み付けされた異常程度が前記発電設備の運転を直ちに停止する必要がない軽故障
の場合は、前記発電設備を制御する制御装置からの運転指令信号に基づいて

制御モデルを用いて制御操作端指令信号を演算し、前記制御操
作端指令信号に基づいて物理

前記偏差を
少なくするように 制御操作端調整用の 及び前記制御モデルのパ
ラメータ 同一の信号で



るに適した発電設備の運用管理システム及び保守管理サービス方法に係る。
【０００２】
【従来の技術】
発電設備の管理技術に関しては、特開平１０－３０１６２１号公報，特開平１１－３１１
３号公報 ,特開平７－１５２９８４号公報 ,特開平５－２８４２５２号公報等あげられる。
【０００３】
しかし、何れも、作業指示情報，作業情報提供等、全て発電所内部での処理に関するもの
であり、複数の発電設備の集中管理については考慮されていない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
複数の発電設備と管理システム間のデータベースによる設備異常診断，異常予兆監視，性
能評価による設備診断等をリアルタイムで実施することが望まれる。
【０００５】
　本発明の目的は、

発電設備の運用管理システム及び保守管理サービス方法を提供するこ
とにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、

を備えることを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１に、本発明の分散型電源群を含む複数個の発電設備から成る電力供給システムへの適
用例を示す。以下、任意のガスタービンコンバインド発電設備での実施形態を例にとり、
説明する。
【０００９】
図１に示すシステムでは、電力供給システムを管理する統括監視／診断システム１と、診
断システム１に対象とする発電設備のプロセス量情報を供給する制御装置２が設けられて
いる。
【００１０】
また、複数の発電設備の一つには、発電機１０で発生した電力の電圧および電力変動を調
整する電力調整器１４と、電力調整器１４からの電力を電力系統１６の電圧に調整する変
圧器１５とが連結され、これらを介して、電力系統１６に連結されている。
【００１１】
そして、複数の発電設備の一つとして、空気を昇圧する圧縮機３と、圧縮機３の流入空気
量を調整する圧縮機入口案内翼１１と、燃料基地２３からの燃料元流量を調整する燃料元
調整弁２２と、燃料元調整弁２２からの供給燃料量を拡散および予混合燃焼用燃料量に調
整する拡散および予混合燃料調整弁１２および１３と、拡散および予混合燃料弁１２およ
び１３からの燃料と圧縮機３からの高圧空気とを燃焼反応して高温の燃焼ガスを発生する
燃焼器４と、燃焼器４からの燃焼ガスから動力を回収するタービン５と、タービン５から
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複数の発電設備を一括管理することが出来、設備の集約化や管理業務
の効率向上が図れる

複数の発電設備を遠隔監視で管理する発電設備の運用管理システムであって
、異常発生時情報とそれに対応する原因とを管理する異常因子データベースを備え、前記
複数の発電設備の夫々の運転状態情報に基づき各発電設備の異常程度を段階的に重み付け
するレベル判定手段を有し、前記重み付けされた異常程度が前記発電設備の運転を直ちに
停止する必要がある重故障の場合は、前記異常因子データベースにより異常原因を提供す
る手段と、前記重み付けされた異常程度が前記発電設備の運転を直ちに停止する必要がな
い軽故障の場合は、前記発電設備を制御する制御装置からの運転指令信号に基づいて前記
制御装置の実装ロジックを反映した制御モデルを用いて制御操作端指令信号を演算し、前
記制御操作端指令信号に基づいて物理モデルを用いてプロセス状態量を演算し、前記演算
結果と現状の運転プロセス計測情報の偏差が予め設定された許容値を超えた場合には、前
記偏差を少なくするように前記制御装置の制御操作端調整用の制御設定値及び前記制御モ
デルのパラメータを同一の信号で調整する手段



の排気ガスの持つ熱量を回収して過熱蒸気を発生する排熱回収ボイラ６と、排熱回収ボイ
ラ６からの過熱蒸気を蒸気タービン８へ供給する蒸気配管７と、圧縮機３，タービン５，
蒸気タービン８の回転力を発電機１０へ伝達する回転軸９とを備えている。
【００１２】
更に、本システムでは、前述の同一系統（電力ネットワーク）である電力系統１６へ連系
する他発電設備１７と、分散型電源である自家発／ＩＰＰ設備１８と、発電設備１８を局
所的にネットワーク化した分散電源系統１９と、電力系統１６と分散電源系統１９とを連
系／遮断する遮断機２０とを備え、また、統括監視／診断システム１からの制御信号を、
前記燃料基地２３，他発電設備１７及び分散電源設備１８等に伝達する専用回線／通信衛
星回線２１とを備えている。ここで、本実施例では、通信手段として、専用回線／通信衛
星回線２１を用いて説明しているが、他の通信手段、例えば、インターネット等を使用し
ても良い。
【００１３】
本システムでは、通常運転時は、前記制御装置２からのプロセス量を前記統括監視／診断
システム１により監視し、運転上必要となる日々の管理情報、および消耗部材の予寿命情
報等を運転管理者に提供する。
【００１４】
異常発生時は、異常のレベルと異常原因情報を運転管理者に提供し、該管理者が必要と判
断した場合には、前記電力系統１６の電力品質の確保、および異常が発生した発電設備を
保護するような運用方法に関する情報を提供する。
【００１５】
更に、対象とする発電設備の機器を損傷するような重大な異常が発生した場合には、補修
時間を短くするに必要な情報を提供し、該発電設備の運転時間の短縮を出来るだけ最小と
する。
【００１６】
以上の動作を実現するに適した機能について、以下説明する。
【００１７】
図２は、図１中の統括監視／診断システム１の内容を示したものである。制御装置２から
のプロセス監視情報および運転指令情報をもとに対象とする発電設備運転状態を診断する
異常監視／診断機能２４と、異常監視／診断機能２４からの情報をもとに異常レベルを判
断する故障レベル判定器２５とを備えている。
【００１８】
本実施例では、複数の発電設備の各々から運転状態情報を通信手段によって、異常監視／
診断機能２４に伝達している。ここで、各発電設備からの運転状態情報として、運転状態
，機器の経時的特性等の情報、その発電設備運転員からの情報等を用いることにより、異
常レベル（故障レベル）の把握がし易くなる。そして、この異常監視／診断機能２４から
の情報を故障レベル判定手段で受け取り、発電設備の故障の程度に応じて、段階的に重み
付けを行う。例えば、本実施例では、重み付けレベルは３通りとして、説明する。３通り
の重み付けレベルは、重故障，軽故障レベル１，軽故障レベル２であり、補修や修理の処
理時間や処理内容を考慮して重み付けしている。そして、重み付けされた各々のレベルに
応じ、つまり、異常程度毎に、対応する処理時間や処理内容等の対応情報を予め設定して
いる。
【００１９】
具体的には、まず、故障レベル判定器２５で、重故障か軽故障かを判定する。発電設備を
停止する必要がないと判断した場合には、軽故障と判断する。
【００２０】
軽故障と判断した場合には、前記情報から故障レベル判定器２６にて、軽故障レベル１か
軽故障レベル２かを判定する。つまり、そのまま放置すると機器損傷に至る場合には、軽
故障レベル１と判断する。そのまま放置しても機器損傷に至らない場合には、軽故障レベ
ル２と判断する。軽故障レベル２と判断された故障情報は故障レベル判定器２７に送られ
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る。
【００２１】
なお、本実施例では、故障レベル判定器２６，２７からの情報をもとに発電設備の状態を
予測評価する状態予測機能２８を備えている。
【００２２】
また、故障レベル判定器２５において、直ちに発電設備を停止する必要がある重故障と判
断した場合には、故障情報を最適スケジューリング機能３６へ伝達する。この最適スケジ
ューリング機能３６から、揚水発電設備制御機能４５，系統安定化支援機能４６，燃料基
地制御機能４７等に情報を伝達するように構成されている。
【００２３】
状態予測機能２８では、以下の情報処理を実施する。故障レベル判定器２６にて軽故障レ
ベル１と判断された情報は、異常重大度レベル評価機能２９により、異常放置時間の長さ
によって機器損傷発生の可能性を評価し、復旧可能評価判断器３０へ情報を伝達する。
【００２４】
同様に、故障レベル判定器２７にて軽故障レベル２と判断された情報は、復旧可能評価判
断器３０へ伝達される。
【００２５】
復旧可能評価判断器３０では、制御設定値調整による状態回復が可能であるかどうかを判
定する。つまり、制御調整での復旧可能かどうかを判定する。それが可能である場合は、
制御設定値調整機能３１へ情報を伝達し、制御設定値調整機能３１によって、制御設定値
等のリモートチューニング等を行い、制御操作量を調整する。また、それが不可能の場合
は、復旧可能評価判断器３０の情報を、異常波及効果評価機能３２へと伝達する。
【００２６】
異常波及効果評価機能３２では、警報の発生や、異常状態を放置した場合に発生する波及
効果情報を表示したり、その情報を補修支援機能３３へ伝達し、異常発生要因／補修手順
等の情報を運転管理者に提供するように構成されている。
【００２７】
本実施例では、運転を停止する必要がある重故障の場合には、迅速に該当する発電設備に
連絡したり、停止作業を行うことが出来る。
【００２８】
次に、最適スケジューリング機能３６では、以下の情報処理を実施する。故障レベル判定
器２５において、重故障と判断した場合には、発電設備を停止するプラント自動停止機能
３４により、対象とする発電設備を停止，自動トリップする。その際、プラント自動停止
機能３４からは、プロセス状態量を補修支援機能３５に伝達し、異常発生要因／補修手順
等の情報を運転管理者に提供しても良い。本実施例では、運転を停止する必要がある重故
障の場合には、迅速に該当する発電設備に連絡したり、停止作業を行うことが出来る。
【００２９】
ほぼ同時に、前記プラント自動停止機能３４からの発電設備停止情報を、前記最適スケジ
ューリング機能３６に伝達する。
【００３０】
前記最適スケジューリング機能３６では、まず、同系列内運転状態判定器３７により、停
止した発電設備と同一系列の他の発電設備による負荷追従が可能であるかを判定する。負
荷追従が可能な場合には、同系列内運転制御機能３８により、故障していない運転中の発
電設備負荷を上昇する。そして、ほぼ同時に、前記燃料基地２３へのトータル燃料量変動
信号を、前記燃料基地制御機能４７へ伝達する。このように、複数の電力供給設備（発電
設備）の少なくとも一つで故障が発生した際に、故障程度に基づいて予め定められた処理
時間及び処理内容の中から前記故障の程度に対応する処理時間及び処理内容を選択し、選
択された処理時間及び処理内容に基づき故障した電力供給設備以外の少なくとも一つの電
力供給設備の運転を制御することにより、複数の電力供給設備を有する電力系統全体の電
力供給を安定に維持することが可能である。なお、後述するように、他の電力系統の電力
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供給設備，停止中の電力供給設備，分散電源設備等を制御したりしても良い。
【００３１】
また、同系列内運転状態判定器３７で、同系列で負荷追従できないと判断された場合には
、他の系列の発電設備での負荷追従が可能であるかを判定する他発電設備運転状態判定器
３９に情報が送られる。他の系列の発電設備での負荷追従が可能な場合には、他発電設備
運転制御機能４０により、運転中の設備負荷を上昇する。同時に、前記燃料基地２３への
トータル燃料量変動信号を、前記燃料基地制御機能４７へ伝達する。
【００３２】
他発電設備運転状態判定器３９で、他の系列の運転中の発電設備でも、負荷追従できない
と判断された場合には、停止中の他発電設備が直ちに起動可能であるかを判定する他発電
設備運転判定器４１に情報が送られる。そして、直ちに起動が可能な場合には、他発電設
備運転制御機能４２に情報を送り、停止中の他発電設備を起動する。それとほぼ同時に、
前記燃料基地２３へのトータル燃料量変動信号を、前記燃料基地制御機能４７へ伝達する
。
【００３３】
他発電設備運転判定器４１でも、直ちに起動可能な発電設備がないと判断された場合には
、運転中又は停止中の分散電源設備での負荷追従が可能であるかを判定する分散電源運転
状態判定器４３に情報が送られる。そして、分散電源設備での負荷追従が可能な場合には
、分散電源運転制御機能４４に情報を送り、運転中の分散電源設備の負荷を上昇してり、
停止中の分散電源設備を起動したりする。それとほぼ同時に、前記燃料基地２３へのトー
タル燃料量変動信号を、前記燃料基地制御機能４７へ伝達する。
【００３４】
なお、上記各運転制御機能３８，４０，４２，４４で発生する情報は、前記系統安定化支
援機能４６へ伝達される。
【００３５】
分散電源運転状態判定器４３で、直ちに起動可能な分散電源設備がないと判断された場合
には、揚水発電設備制御機能４５へ情報を伝達し、揚水発電による負荷追従を実施する。
【００３６】
上述したように、同一系統の中の複数の発電設備の夫々の運転状態情報に基づき発電設備
の異常程度を段階的に重み付けしているので、一つの発電設備に故障が生じた場合にでも
正確に故障程度を把握でき、且つどの発電設備に故障が生じたのかがわかるので、複数の
発電設備を一括管理することが出来、設備の集約化や管理業務の効率向上が図れる。特に
、分散した場所に設置された発電設備を別の場所で統括管理するのに好適である。
【００３７】
また、更に、重み付けされた異常程度毎に予め設定された対応情報を出力する手段を備え
ているので、故障が生じた発電設備に対して適切な処理を施すことが出来る。その際には
、迅速な処理を行うために、発電設備の運転担当部署及び運転支援部署に伝達したり、そ
の発電設備に前記対応情報を伝えて補修員等を派遣することが望ましい。また、故障程度
に基づいて要求される処理時間及び処理内容を選択して、故障した電力供給設備の保守管
理を行うことで迅速で正確な保守管理サービスを行うことが出来る。
【００３８】
以下、図２中の異常監視／診断機能２４及び前記補修支援機能３３，３５の詳細を、図３
を用い説明する。図３は、前記異常監視／診断機能２４および前記補修支援機能３３，３
５の詳細内容を示したものである。
【００３９】
異常監視／診断機能２４では、以下の動作となる。図１中の制御装置２からの運転指令値
信号４８は、発電プラントを物理的に記述した物理モデルシミュレータ５０へ伝達される
。物理モデルシミュレータ５０の内部には、演算結果と実機データとの偏差を少なくする
ために設けられたチューニングパラメータ群５１を内包している。
【００４０】

10

20

30

40

50

(5) JP 3799217 B2 2006.7.19



物理モデルシミュレータ５０では、運転指令値信号４８に基づいて運転した場合に予測さ
れる、正常運転プロセス状態量を演算し、減算器５２へ出力する。
【００４１】
一方、制御装置２から伝送される各運転プロセス計測情報４９は、正常運転／異常運転時
各々に対応したデータを、日々の運転実績により逐次修正・更新する機能を有する運転実
績データベース５６へ伝達する。
【００４２】
運転実績データベース５６は、現状の運転状態での計測情報を前記減算器５２へ出力し、
得られた偏差情報を、スイッチ５３へと伝達する。
【００４３】
スイッチ５３は、通常運転時は異常診断機能５５へ信号を伝達し、物理モデルシミュレー
タ５０の出力信号が、正常運転時においても計測データとの偏差が予め設定された許容値
を超えるような場合には、パラメータ調整機能５４へ信号を伝達する。減算器５２の出力
が予め設定された許容値を越えた場合には、異常診断機能５５へ伝達し、運転実績データ
ベース５６からの正常運転時データおよび異常発生時データとにより、該スイッチ５３か
らの情報が、正常運転か異常発生の可能性があるかを判断し、異常が発生している可能性
が大きい場合には、異常検知信号５７を出力する。
【００４４】
スイッチ５３において、前記減算器５２からの信号を、前記パラメータ調整機能５４への
伝達に選択した場合には、該調整機能は、前記シミュレータ５０の演算結果と前記運転実
績データベース５６からの正常運転時データとの偏差が、０となるように前記チューニン
グパラメータ５１を調整する信号を出力する。この際、前述した調整動作は安全を考慮し
、プラントの運転停止中に実施することが可能なようにオフライン同定機能を有する。こ
のようにして、異常監視，異常診断を正確に効率よく行うことが出来る。
【００４５】
次に、補修支援機能３３，３５では、以下の動作となる。プラントにおいて異常が発生し
た場合には、異常検知信号５７は、異常発生個所特定機能５９により異常個所を特定し、
異常診断機能６０と最短補修手順選定機能６２へと情報を伝達する。
【００４６】
異常原因診断機能６０には、運転実績データベース５６からの異常発生時情報を、その発
生個所と原因とに整理して管理する異常因子データベース５８からの過去に発生した異常
情報が参照されており、異常原因として最も確度の高い事例を元に原因表示情報６１を出
力する。
【００４７】
一方、最短補修手順選定機能６２は、現在の補修品在庫情報を整理した在庫補修品データ
ベース６３と、過去に実施した補修手順を整理した補修手順データベース６４とが参照さ
れており、異常発生個所を最短時間で復旧するために必要な部品と補修手順等の補修個所
手順表示情報６５を出力する。このようにして、故障した発電設備の補修を容易に、正確
に、また、迅速に行うことが出来る。
【００４８】
次に、図４を用いて、最適スケジューリング支援機能３６及び系統安定化支援機能４６の
内容を説明する。
【００４９】
制御装置２からの運転情報６６と、図１中のその他の発電設備１７，１８からの情報伝達
手段２１による他設備運転情報６７と、他発電設備１７，１８の運転特性を予め模擬した
統計モデルデータベース６８の情報は、運転スケジュール演算機能６９へ入力される。運
転スケジュール演算機能６９では、図２中のフロー図に示した処理により、対象とする発
電設備群の運転スケジュールを演算し、最適化機能７１に伝達する。
【００５０】
最適化機能７１には、評価機能７２および調整機能７３が内包されている。評価機能７２
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では、最適化評価関数選択機能７０にて運転管理者が選択した関数により、条件を満足し
ているかを判断し、判断情報を調整機能７３に伝達する。調整機能７３では、運転スケジ
ュール演算機能６９での演算結果が最適となるように、再スケジュール演算又は部分的な
修正を実施するためのフィードバック信号を出力する。評価機能７２にて最適と判断した
信号は、演算結果表示７４へ出力される。このように、運転スケジュールの最適化が図れ
る。
【００５１】
　次に、図５を用いて の内容を説明する。図１中の制御装置２か
らの運転指令値信号４８は、制御装置２の実装ロジックを反映した制御系モデル７５へ伝
達される。
【００５２】
制御系モデル７５には、演算結果と実機制御操作端計測値との偏差を少なくするために設
けられたチューニングパラメータ群７６が内包されている。制御系モデル７５では、前記
運転指令信号４８に基づいて運転した場合に予測される制御操作端指令信号を演算し、物
理モデルベース動特性シミュレータ７７へ伝達される。
【００５３】
物理モデルベース動特性シミュレータ７７では、制御信号をもとにプロセス状態量を演算
し、減算器７８へ出力する。
【００５４】
一方、制御装置２から伝送される各運転プロセス計測情報４９は、運転実績データベース
５６を介し、現状の運転状態での計測情報を減算器７８へ出力し、得られた偏差情報を、
評価機能７９へと伝達する。
【００５５】
評価機能７９では、スイッチ８１へ切換え信号と同時に、減算器７８の偏差信号が予め設
定された許容値を越えた場合には、前記制御操作端調整用の制御設定値を修正する信号を
、パラメータ調整機能８０に伝達する。
【００５６】
パラメータ調整機能８０では、減算器７８出力を０とするように、チューニングパラメー
タ７６を調整する信号を出力する。該信号は、スイッチ８１に伝達されており、評価機能
７９からの切換え信号により、異常発生の場合は、制御設定値チューニング信号８２とし
て制御装置２へフィードバックされる。この際、前述した調整動作は安全を考慮し、プラ
ントの運転停止中に実施することが可能なようにオフライン同定機能を有する。このよう
に、精度よく効率的に状態を予測することができる。
【００５７】
次に、本発明を適用したプラントの運用方法を図６を用い説明する。
【００５８】
発電プラント８４の運転状態を制御・監視する発電制御装置８３からの情報は、一旦、暗
号化された後、通信手段である通信回線９０により、図１～図５で説明した機能を内包す
る統括管理センタ８５へ伝達される。一旦暗号化しているので、発電制御装置８３や統括
管理センタ８５等は外部の干渉から逃れることが出来る。
【００５９】
通信回線９０の両端には、第三者の介入を防ぐ目的のファイアウォール機能８９，９１が
設けられている。また、一旦暗号化しているので、発電制御装置８３や統括管理センタ８
５等は外部の干渉から逃れることが出来る。
【００６０】
更に、統括管理センタ８５には、通信手段としてイントラネット９３が設けられており、
イントラネット９３には、機器図面・仕様データ９４，性能・寿命評価診断データ９５，
予備品データ９６および設計・製造部門用共通データ９７が備えられており、統括管理セ
ンタ８５内に配備されたエンジニアが情報を共有できるように整備されている。つまり、
統括管理センタ８５を介して、必要に応じて、機器図面・仕様データ９４，性能・寿命評
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価診断データ９５，予備品データ９６および設計・製造部門用共通データ９７等を利用す
ることが出来、設備保守管理サービスとして優れている。
【００６１】
また、発電プラント８４の運転員及び保守員８８と、統括管理センタ８５と、補修品を管
理するサービスショップ８６とは、相互通信可能な直接通信回線９２により接続され、設
備保守管理サービスとして優れている。
【００６２】
例えば、発電プラント８４で異常が発生した場合には、発電制御装置８３からの情報、あ
るいは発電プラント８４の運転員および保守員８８からの直接情報が、統括管理センタ８
５へ伝達される。
【００６３】
統括管理センタ８５は、前述の図１～図５の機能により得られるプラント復旧情報を、前
記発電制御装置８３に伝達すると同時に、前記運転員及び保守員８８と前記統括管理セン
タ８５からの指示で派遣される補修指導員８７へ伝達する。さらに、サービスショップ８
６へも前記情報を伝達する。
【００６４】
以上の方法により、複数の発電設備を遠隔で監視し、対象設備において異常発生の可能性
がある場合には、運転員が運転状態を調整するための情報を提供することができる。さら
に、対処設備に異常が発生した場合には、速やかに設備復旧の支援を実施することができ
る。また、情報通信手段にセキュリテイ機能を付加することによって、第三者による妨害
を防ぐことができる。
【００６５】
なお、本実施例は、電力系統に連系される複数個の発電設備群、および自家発電設備／Ｉ
ＰＰ／燃料電池等の分散型電源設備群からなる電力供給システムに非常に有効である。
【００６６】
【発明の効果】
　本発明によると、

発電設備の運用管理システム及び保守管理サービス方法を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の発電設備ネットワークへの適用例を示す図。
【図２】本発明の一実施例である統括監視／診断システムの説明図。
【図３】異常監視／診断機能及び補修支援機能の説明図。
【図４】最適スケジューリング支援機能及び系統安定化支援機能の説明図。
【図５】 説明図。
【図６】本発明の運用方法の位置実施例を示す発電プラント管理システム図。
【符号の説明】
１…統括監視／診断システム、２…制御装置、３…圧縮機、４…燃焼器、５…タービン、
６…排熱回収ボイラ、７…蒸気配管、８…蒸気タービン、９…回転軸、１０…発電機、１
１…圧縮機入口案内翼、１２…拡散燃料調整弁、１３…予混合燃料調整弁、１４…電力調
整器、１５…変圧器、１６…電力系統、１７…他発電設備、１８…自家発／ＩＰＰ、１９
…分散電源系統、２０…遮断機、２１…専用回線／通信衛生回線、２２…燃料元調整弁、
２３…燃料基地、２４…異常監視／診断機能、２５…故障レベル判定器、２６…故障レベ
ル判定器、２７…故障レベル判定器、２８…状態予測機能、２９…異常重大度レベル評価
機能、３０…復旧可能評価判断器、３１…制御設定値調整機能、３２…異常波及効果評価
機能、３３…補修支援機能、３４…プラント自動停止機能、３５…補修支援機能、３６…
最適スケジューリング支援機能、３７…同系列内運転状態判定器、３８…同系列内運転制
御機能、３９…他発電設備運転状態判定器、４０…他発電設備運転制御機能、４１…他発
電設備運転判定器、４２…他発電設備運転制御機能、４３…分散電源運転状態判定器、４
４…分散電源運転制御機能、４５…揚水発電設備制御機能、４６…系統安定化支援機能、
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４７…燃料基地制御機能、４８…運転指令信号、４９…プロセス量計測信号、５０…物理
モデルシミュレータ、５１…モデル調整部、５２…減算器、５３…スイッチ、５４…パラ
メータ自動調整機能、５５…異常診断機能、５６…運転実績データベース、５７…異常検
知信号、５８…異常因子データベース、５９…異常発生箇所特定機能、６０…異常要因診
断機能、６１…異常原因情報、６２…補修工程選定機能、６３…補修品データベース、６
４…補修手順データベース、６５…補修情報、６６…同系列設備運転情報、６７…他発電
設備運転情報、６８…発電設備評価モデルデータベース、６９…運転スケジュール演算機
能、７０…最適化評価関数選択機能、７１…最適化機能、７２…最適評価機能、７３…最
適化パラメータ自動調整機能、７４…演算情報、７５…制御系モデル、７６…制御設定値
調整部、７７…動特性シミュレータ、７８…減算器、７９…制御動作評価機能、８０…制
御設定値自動調整機能、８１…スイッチ、８２…制御設定値チューニング信号、８３…発
電制御装置、８４…発電プラント、８５…統括管理センタ、８６…サービスショップ、８
７…補修指導員、８８…運転員＆保守員、８９…ファイアウォール、９０…通信回線、９
１…ファイアウォール、９２…直通通信回線、９３…イントラネット、９４…機器図面・
仕様データ、９５…性能・寿命評価診断データ、９６…予備品データ、９７…設計・製造
部門用共通データ。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(10) JP 3799217 B2 2006.7.19



フロントページの続き

(72)発明者  池田　　啓
            茨城県日立市幸町三丁目１番１号　　　　　　　　　　株式会社　日立製作所　火力・水力事業部
            内

    合議体
    審判長  高木　進
    審判官  丸山　英行
    審判官  高橋　学

(56)参考文献  特開平１１－３５６０９４（ＪＰ，Ａ）
              特公平６－１００９２１（ＪＰ，Ｂ２）
              特開平７－２６１８２５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１１９８２３（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－１５２９０３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G05B 23/02
              H02P  9/00

(11) JP 3799217 B2 2006.7.19


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

