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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配電ネットワーク（２００）上の障害を位置特定するための方法であって、
　１つまたは複数のスマートメータ（１０２）により、前記配電ネットワーク（２００）
に関連する複数の電圧値を監視するステップと、
　測定により電力システム障害に関連する過渡状態の不足電圧状況を検出するステップと
、
　サイクル毎に１回、基本的な電圧成分のＲＭＳまたはフェーザの大きさを計算するステ
ップと、
　前記複数の監視した電圧値の１つまたは複数が、電力システム障害を示す場合に、
　　監視した線間電圧値の少なくとも一部分を記憶するステップと、
　　障害電圧プロファイルをフォーマットするステップと、
　　１つまたは複数の終了直前メッセージを、電力損失直前の障害電圧プロファイルとと
もに、前記１つまたは複数のスマートメータ（１０２）から中央局受信機（１３６）また
は線路センサに送信することにより、検出した障害を指示するステップであって、前記１
つまたは複数の終了直前メッセージが、前記監視かつ記憶した線間電圧値および線間電流
値を含む、ステップと、
　　送信された前記メッセージを前記中央局受信機（１３６）で受信するステップと、
　　前記障害電圧プロファイルにより前記終了直前メッセージを判定するステップと、
　　前記障害電圧プロファイルにより受信した前記終了直前メッセージを電気接続性の順
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に順序付けるステップと、
　　配電変電所に最も近いノードをオリジナルルートノードとして指定するステップと、
　　前記オリジナルルートノードに電気的に近接するすべてのメータからの線間電圧値を
検査するステップと、
　　最も低い線間電圧値を有する、電気的に近接するメータを判定するステップと、
　　前記電気的に近接するメータを新しいルートノードに昇格させるステップと、
　　新しいルートノードが発見され得なくなるまで、前記電気的に近接する最も低い線間
電圧値を有するメータを前記新しいルートノードに昇格させるステップを繰り返すステッ
プと、
　　障害位置が、最後に判定されたルートノードと、隣の電気的に近接するメータとの間
にあると判定するステップと、
　を実行するステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記監視した線間電圧値の少なくとも一部分を保存するステップが、ＡＣ線間電圧の１
つまたは複数のサイクルに対するＲＭＳまたはフェーザ電圧測定結果を記憶するステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の電圧を監視するステップが、前記配電ネットワーク（２００）の１つまたは
複数の枝路（２０２）上の電圧を監視するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の電圧を監視するステップが、前記配電ネットワーク（２００）の１つまたは
複数の枝路（２０２）に関連する、複数のタップ線（１２２、３０５）での電圧を監視す
るステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つまたは複数のメッセージを、前記１つまたは複数のスマートメータ（１０２）
から前記中央局受信機（１３６）に送信するステップが、前記１つまたは複数のスマート
メータ（１０２）を識別するコードを送信するステップをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のスマートメータ（１０２）を識別する前記コードを送信するステ
ップが、前記中央局受信機（１３６）により受信され、前記１つまたは複数のスマートメ
ータ（１０２）の位置を決定するために、前記配電ネットワーク（２００）の前記モデル
と比較される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　障害位置を判定するステップが、前記配電ネットワーク（２００）のスマートメータ（
１０２）間の、物理的トポロジーおよびモデル形成された線路インピーダンス（１２４、
１２８、１３２）に少なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　配電ネットワーク（２００）上の障害を位置特定するためのシステムであって、
　配電ネットワーク（２００）と、
　少なくとも１つの中央局受信機（１３６）と、
　前記少なくとも１つの中央局受信機（１３６）と通信するように構成される１つまたは
複数のスマートメータ（１０２）と、
を備え、
　前記１つまたは複数のスマートメータ（１０２）は、
　　１つまたは複数のスマートメータ（１０２）により、前記配電ネットワーク（２００
）に関連する複数の電圧値を監視するステップと、
　　測定により電力システム障害に関連する過渡状態の不足電圧状況を検出するステップ
と、
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　　サイクル毎に１回、基本的な電圧成分のＲＭＳまたはフェーザの大きさを計算するス
テップと、
　　前記複数の監視した電圧値の１つまたは複数が、電力システム障害を示す場合に、
　　　監視した線間電圧値の少なくとも一部分を記憶するステップと、
　　　障害電圧プロファイルをフォーマットするステップと、
　　　１つまたは複数の終了直前メッセージを、電力損失直前の障害電圧プロファイルと
ともに、前記１つまたは複数のスマートメータ（１０２）から中央局受信機（１３６）ま
たは線路センサに送信することにより、検出した障害を指示するステップであって、前記
１つまたは複数の終了直前メッセージが、前記監視かつ記憶した線間電圧値および線間電
流値を含む、ステップと、
　　　送信された前記メッセージを前記中央局受信機（１３６）で受信するステップと、
　　　前記障害電圧プロファイルにより前記終了直前メッセージを判定するステップと、
　　　前記障害電圧プロファイルにより受信した前記終了直前メッセージを電気接続性の
順に順序付けるステップと、
　　　配電変電所に最も近いノードをオリジナルルートノードとして指定するステップと
、
　　　前記オリジナルルートノードに電気的に近接するすべてのメータからの線間電圧値
を検査するステップと、
　　　最も低い線間電圧値を有する、電気的に近接するメータを判定するステップと、
　　　前記電気的に近接するメータを新しいルートノードに昇格させるステップと、
　　　新しいルートノードが発見され得なくなるまで、前記電気的に近接する最も低い線
間電圧値を有するメータを前記新しいルートノードに昇格させるステップを繰り返すステ
ップと、
　　　障害位置が、最後に判定されたルートノードと、隣の電気的に近接するメータとの
間にあると判定するステップと、
　を実行するように構成されす、
システム。
【請求項９】
　前記監視した線間電圧値の少なくとも一部分を記憶するステップが、ＡＣ線間電圧の基
本的な成分の１つまたは複数のサイクルに対するフェーザ電圧測定結果を保存することを
含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複数の電圧を監視することが、前記配電ネットワーク（２００）の１つまたは複数
の枝路（２０２）上の電圧を監視することを含む、請求項８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、一般には、配電ネットワークに関係し、詳細には、配電ネットワーク上の障
害を位置特定することに関係する。
【背景技術】
【０００２】
　電力障害が配電ネットワークで発生する場合、回路遮断器、接触器、継電器などのよう
な保護デバイスが、ネットワークの障害が起きた区間を切断および／または分離するため
に使用され得る。障害を、それが発生する場合に位置特定することは、配電ネットワーク
の管理に関連する多くの難題の１つであるが、障害が起きた区間が分離かつ修復されるこ
とが可能であり、その結果、障害が起きた線の区間によりサービス提供されない需要家に
対して電力が迅速に復旧され得るように、配電ネットワークの高い信頼性の動作には、迅
速かつ正確な障害位置特定が必要である。
【発明の概要】
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【０００３】
　上記の必要性の一部または全部は、本発明のいくつかの実施形態により対処され得る。
本発明のいくつかの実施形態は、配電ネットワーク上の障害を位置特定するためのシステ
ム、方法、および装置を含み得る。
【０００４】
　本発明の一例の実施形態によれば、配電ネットワーク上の障害を位置特定するための方
法が提供される。この方法は、１つまたは複数のスマートメータにより、配電ネットワー
クに関連する複数の電圧値を監視するステップを含み、さらに、複数の監視した電圧値の
１つまたは複数が、指定の時間の間、所定の電圧以下であることが検出される場合に、監
視した線間電圧（ｌｉｎｅ　ｖｏｌｔａｇｅ）値の少なくとも一部分を記憶するステップ
と、１つまたは複数のメッセージを、１つまたは複数のスマートメータから中央局受信機
に送信するステップにより、検出した障害を指示するステップであって、１つまたは複数
のメッセージが、監視かつ記憶した線間電圧値を含むステップと、送信した１つまたは複
数のメッセージを中央局受信機で受信するステップと、１つまたは複数のメッセージ、お
よび配電ネットワークのトポロジー的および電気的モデルに少なくとも部分的に基づいて
障害位置を決定するステップとを含む。
【０００５】
　別の一例の実施形態によれば、配電ネットワーク上の障害を位置特定するためのシステ
ムが提供される。このシステムは、配電ネットワークと、少なくとも１つの中央局受信機
と、少なくとも１つの中央局受信機と通信するように構成される１つまたは複数のスマー
トメータとを含み、その１つまたは複数のスマートメータは、配電ネットワークに関連す
る複数の電圧を監視するように構成され、さらに、複数の監視した電圧値の１つまたは複
数が、指定の時間の間、所定の電圧以下であることが検出される場合に、監視した線間電
圧値の少なくとも一部分を記憶し、監視かつ記憶した線間電圧値を含む１つまたは複数の
メッセージを、１つまたは複数のスマートメータから中央局受信機に送信することにより
、検出した障害を指示し、送信した１つまたは複数のメッセージを中央局受信機で受信し
、１つまたは複数のメッセージ、および配電ネットワークのモデルに少なくとも部分的に
基づいて障害位置を決定するように構成される。
【０００６】
　別の一例の実施形態によれば、配電ネットワーク上の障害を位置特定するための装置が
提供される。この装置は、少なくとも１つの中央局受信機、および少なくとも１つの中央
局受信機と通信するように構成される１つまたは複数のスマートメータを含み、その１つ
または複数のスマートメータは、配電ネットワークに関連する複数の電圧を監視するよう
に構成され、さらに、複数の監視した電圧値の１つまたは複数が、指定の時間の間、所定
の電圧以下であることが検出される場合に、監視した線間電圧値の少なくとも一部分を記
憶し、監視かつ保存した線間電圧値を含む１つまたは複数のメッセージを、１つまたは複
数のスマートメータから中央局受信機に送信することにより、検出した障害を指示し、送
信した１つまたは複数のメッセージを中央局受信機で受信し、１つまたは複数のメッセー
ジ、および配電ネットワークのトポロジー的および電気的モデルに少なくとも部分的に基
づいて障害位置を決定するように構成される。
【０００７】
　本発明の他の実施形態、特徴、および態様が、本明細書で詳細に説明され、請求する本
発明の一部とみなされる。他の実施形態、特徴、および態様は、以下の詳細な説明、添付
の図面、および特許請求の範囲を参照して理解され得る。
【０００８】
　次に、必ずしも一定の縮尺では描写されない、添付の表および図面に対する参照を行う
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一例の実施形態による、例示的な障害位置特定システムのブロック図で
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ある。
【図２】本発明の一例の実施形態による、例示的な配電ネットワークのブロック図である
。
【図３】本発明の一例の実施形態による、別の例示的な配電ネットワークのブロック図で
ある。
【図４】本発明の一例の実施形態による、一例の方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施形態を、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照して、以降でより十分
に説明する。しかしながら、本発明は、多くの異なる形式で実施され得るものであり、本
明細書に記載した実施形態に限定されると解釈されるべきではなく、むしろ、これらの実
施形態は、本開示が、綿密で徹底したものとなり、本発明の範囲を当業者に十分に伝える
ことになるように提供される。同じ番号は、全体を通して同じ要素を指す。
【００１１】
　本発明の一例の実施形態では、電気ネットワーク内の障害の位置を決定するために、高
度メータ基盤（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｅｔｅｒ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）（ＡＭ
Ｉ）システムと連関した収益メータを利用する。そのような情報は、知的な電気的スイッ
チング動作により、障害が起きたネットワークセグメントを分離すること、および影響を
受ける需要家に対する中断の継続時間を低減することを可能にすることによって、停電を
最小限に抑えるのに役立つ。
【００１２】
　本発明のいくつかの一例の実施形態は、メータと、ＡＭＩヘッドエンドまたは中央局と
の間の通信を提供するためのＡＭＩシステムを利用する。例えば、ＡＭＩシステムは、様
々な需要家による電気エネルギーの消費をメータで計量するために、配電ネットワーク全
体に設置される、複数の電力メータ（スマートメータ）を含む。ＡＭＩメータは、他のＡ
ＭＩメータまたはＡＭＩヘッドエンドとの、ワイヤレスまたは有線の通信を容易にするこ
とができる通信モジュールを含む。
【００１３】
　典型的なＡＭＩシステムは、データ集信器、または、いくつかのＡＭＩメータおよび／
もしくはＡＭＩヘッドエンドと通信状態であり得るアグリゲータを含み得る。本発明の一
例の実施形態によれば、ＡＭＩヘッドエンドは、ＡＭＩメータに対する設定、管理、およ
び通信を行うための、１つまたは複数のコンピュータシステムを含む。ＡＭＩヘッドエン
ドは、支払請求、需要家情報、電力システム動作などを含む電気事業での他のいくつかの
用途に対して、データおよび情報のサービスを提供する。
【００１４】
　ＡＭＩシステムは、ＩＥＣ－６１９６８およびＩＥＣ－６１９７０の規格に基づく、電
力共通情報モデル（ＣＩＭ）によりモデル形成され得る。そのようなネットワークモデル
により、電力システムネットワーク上のＡＭＩメータの電気接続性のトポロジー的および
電気的表現が可能になる。
【００１５】
　本発明の一例の実施形態によれば、ＡＭＩメータは、停電情報をＡＭＩヘッドエンドに
送信するように構成され得る。停電がＡＭＩメータおよび関連する通信を実質的にシャッ
トダウンする場合もあるので、停電の通信は、終了直前（ｌａｓｔ　ｇａｓｐ）メッセー
ジとして知られる。一例の実施形態では、グローバル一意ＩＤ（ＧＵＩＤ）が、あらゆる
終了直前メッセージで符号化され得るものであり、ＧＵＩＤは、ネットワークモデル上の
単一の実体（メータ、場所など）を表すことができる。
【００１６】
　本発明のいくつかの一例の実施形態によれば、ＡＭＩメータは、電力障害が停電を引き
起こす場合に、障害電圧プロファイルをＡＭＩヘッドエンドに送信するために、終了直前
方法を利用することができる、１つまたは複数の障害識別モードを伴ってプログラミング
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され、使用可能にされ得る。一例の実施形態では、障害位置特定ソフトウェアシステム（
ＦＬＳＳ）が、障害検出メッセージを分析し、障害位置を決定するために、ＡＭＩヘッド
エンドおよび配電ネットワークモデルを使用して実装され得る。
【００１７】
　一例の実施形態によれば、障害検出構成要素または回路が、電力システム障害に関連す
る過渡状態の不足電圧状況を検出するために利用され得る。例えば、障害検出構成要素ま
たは回路は、あらゆるサイクルで１回、基本的な電圧成分のＲＭＳまたはフェーザの大き
さを測定かつ計算する場合がある。電圧の大きさの値に関連するデータは、取り込まれ、
局所的な電圧測定結果バッファに記憶され得るとともに、終了直前メッセージの際にＡＭ
Ｉヘッドエンドに送信するための障害電圧プロファイルをフォーマットするために利用さ
れ得る。一例の実施形態によれば、電圧測定結果バッファの取り込みは、電圧ゼロ交差に
同期されるので、精巧な時間同期は、ＡＭＩメータ間では必要とされない場合がある。
【００１８】
　一例の実施形態では、電力システム障害が発生する場合、ＡＭＩヘッドエンドは、影響
を受けるあらゆるＡＭＩメータから終了直前メッセージを受信する。これは、場合によっ
ては数千のメッセージになり得る。しかしながら、メッセージの選択された部分集合のみ
が、障害電圧プロファイルメッセージを包含する。一例の実施形態によれば、ＡＭＩヘッ
ドエンドは、障害電圧プロファイルメッセージをＦＬＳＳに経路指定することができる。
【００１９】
　一例の実施形態によれば、すべての特別の終了直前メッセージを受信した後で、ＦＬＳ
Ｓは、電気接続性の順に、ＧＵＩＤを使用してメッセージを順序付けることができる。配
電変電所に電気的に最も近いノードが、ルートノードに指定され得る。一例の実施形態で
は、ＦＬＳＳは、ルートノードに電気的に近接するすべてのメータからの障害電圧プロフ
ァイルを検査するアルゴリズムを実装することができる。一例の実施形態によれば、ルー
トノードと比較して最も低い電圧測定値を有すると判定される特定のメータに関連する（
およびＧＵＩＤにより識別される）電圧測定結果バッファが、そのようなメータが障害位
置により近い方向にあることの指示を提供する。次いで、ＦＬＳＳは、このメータ（また
はＧＵＩＤによる場所）を、新しいルートノードとして昇格させ、前のルートノードを障
害経路リストに記憶する。本発明の一例の実施形態によれば、ＦＬＳＳは、新しいルート
ノードがもはや発見され得なくなるまで、この処理を繰り返し反復することができる。次
いで、ＦＬＳＳは、障害位置が、最後のルートノードと、隣の電気的に近接するＡＭＩメ
ータとの間にあると断定する。ＦＬＳＳは、障害経路を公開することもできる。
【００２０】
　ルートノードから開始して、ＦＬＳＳは、最も低い電圧測定結果を有するメータを位置
特定するために、すべての電気的に近接する障害電圧プロファイルを調査する。これによ
り、障害位置特定アルゴリズムが、配電ネットワーク内に任意の数の給電線の支線が存在
する場合に作動することが可能になる。
【００２１】
　マルチソースの配電ネットワークには、２つ以上の供給源から電力が供給される。その
ような構成では、ＦＬＳＳは、各個のものが電源に最も近い、複数の「ルートノード」を
位置特定することになる。アルゴリズムは、本質的には元のままで保持され、各個のルー
トノードの処理により、ＦＬＳＳが、複数の経路から同じ障害位置に収束することが可能
になるので、障害位置特定の確実性が向上する。
【００２２】
　本発明の一例の実施形態によれば、すべての電気的に近接するメータの障害電圧プロフ
ァイルの検討によって、線路インピーダンス、線間距離（ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｓｐａｃ
ｉｎｇ）などのようなシステムパラメータを認識または設定することが不必要になり得る
。
【００２３】
　次に、障害を位置特定するための様々なメータ、プロセッサ、および通信プロトコルを
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、添付の図を参照して説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の一例の実施形態による障害位置特定システム１００を図示する。一例
の実施形態では、高度メータ基盤（ＡＭＩ）メータ１０２、１２６、１３０は、相互に、
および、ＡＭＩヘッドエンドプロセッサ１３６または中央局と通信することができる。一
例の実施形態では、ＡＭＩメータ１０２は、メモリ１０４、１つまたは複数の、プロセッ
サ１０６、入出力インターフェース１０８、および／またはネットワークインターフェー
ス１１０を含み得る。一例の実施形態では、各個のメータは、高い信頼性で、かつ高い安
全性で、セル／ページャネットワーク、衛星、認可無線、組み合わせの認可および無認可
の無線、または電力線通信を介して収集された情報を通信することができる。通信を提供
するネットワークは、固定ワイヤレス、メッシュネットワークまたはその２つの組み合わ
せを含み得る。他の可能性のあるネットワーク構成には、Ｗｉ－Ｆｉおよび他のインター
ネット関係のネットワークがある。一例の実施形態によれば、ＡＭＩメータのメモリ１０
４は、オペレーティングシステム１１２、データ１１４、電圧監視モジュール１１６、メ
ッセージングモジュール１１８、および他のＡＭＩ関係のモジュール１２０を含み得る。
例示的な一例の実施形態では、ＡＭＩメータ１０２が、タップ線１２２と通信状態であり
得るとともに、タップ線１２２に対しては、それぞれＡＭＩメータ１０２、１２６、１３
０とＡＭＩヘッドエンド受信機１３６との間の送電線に関連する線路インピーダンス１２
４、１２８、１３２が存在し得る。
【００２５】
　図２は、本発明の実施形態を利用し得る、例示的な一例の配電ネットワーク２００を図
示する。例えば、ネットワーク２００は、需要家、または需要家のグループに電力を提供
するために、（支線として知られる）給電線２１４に接続する、および給電線２１４から
枝分れする線を含む枝路２０２を含み得る。ネットワーク２００は、接続／切断ノードを
ネットワーク２００に提供する、または、いくつかの区間をより大きなネットワーク２０
０から分離するための回路遮断器２０４、２０６を含み得る。一例の実施形態によれば、
ネットワーク２００は、いくつかの枝路２０２をより大きなネットワーク２００から分離
または切断するために、さらなるスイッチング粒度を提供し得るセクショナライザ２０８
、２０９を含み得る。本発明のいくつかの一例の実施形態によれば、ネットワーク２００
は、給電線２１４の区間を相互に連結し得る、１つまたは複数の連結スイッチ２１０を含
み得る。図２は、枝路の１つ（Ｌ４）が障害を有すると明らかにする、一例の障害経路２
１２をさらに図示する。例えば、障害は、短絡した線、地絡した線、接地障害、または普
通でない量の電流の流れをもたらす場合がある他の状態などの、任意の数の状況を含み得
る。
【００２６】
　図３は、本発明の態様を例示可能である、（図２のネットワーク２００に対応する、た
だし図２のネットワーク２００で示されるものより多くの細部および構成要素を伴う）別
の一例のネットワーク３００を図示する。例えば、障害３０４が、特定のタップ線３０５
に沿って発生する場合がある。図３は、セクショナライザ３０２で始まり、影響を受ける
枝路３２０に沿って、影響を受けるタップ線まで、および障害３０４までたどることがで
きる、一例の障害経路３０６を示す。図３は、枝路Ｌ４　３２０に関連する第１のタップ
線上のＡＭＩメータ３０７をさらに示す。枝路Ｌ４　３２０の第２のタップ線上の第１の
メータＭ１０　３０８、枝路Ｌ４　３２０の第３の線上の第１のメータＭ２０　３１０、
枝路Ｌ４　３２０の第４のタップ線上の第１のメータＭ３０　３１２を含む、追加的なＡ
ＭＩメータを示す。障害のもとにあるタップ線に関連するメータは、Ｍ４０　３１４、Ｍ
４１　３１６、およびＭ４２　３１８を含む。
【００２７】
　一例の実施形態によれば、ネットワークの区間は、関連するインピーダンス値を含み得
る。例えば、障害３０４は、接地に対する障害インピーダンスＺｆａｕｌｔ３２２に関連
付けられ得る。メータＭ４２　３１８とメータＭ４１　３１６との間のタップ線路インピ
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ーダンスＺ１　３２４を含めて、他のインピーダンス値が、ネットワーク３００に関連付
けられ得る。他のインピーダンスは、第２の線路インピーダンスＺ２　３２６、第３の線
路インピーダンスＺ３　３２８、第４の線路インピーダンスＺ４　３３０、および第５の
線路インピーダンスＺ５　３３２を含み得る。
【００２８】
　一例の実施形態では、ヘッドエンド受信機３３４または中央局が、ネットワーク３００
内の様々なＡＭＩメータからメッセージを受信し、前に説明したようなメッセージを処理
するために利用され得る。
【００２９】
　一例の実施形態によれば、ＡＭＩメータは、障害ＩＤ機能を用いて構成され、１サイク
ル当たりでの過渡状態の不足電圧状況に対するＲＭＳまたはフェーザ電圧の大きさを検出
かつ計算することができる。障害ＩＤ機能は、瞬低検出技法の異形であり、自発報告機能
とともに作動し得る。一例の実施形態によれば、障害検出機能は、不足電圧状況により始
動され得る。例えば、１つまたは複数のサイクルの、ＲＭＳまたはフェーザ電圧の大きさ
が、設定した限度より低いならば、障害検出機能が始動され得る。一例の実施形態では、
始動されると、障害検出機能は、次の２０～３０サイクルまたはそれ以上までのＲＭＳま
たはフェーザ電圧測定結果をメモリにバッファリングすることを開始する。
【００３０】
　一例の実施形態では、メータでの停電検出機能は、ＡＭＩメータの電力供給のＤＣ電圧
出力を監視することができる。この電圧が容認可能なしきい値より低く低下すると、停電
事象がこのメータにおいて宣言される。停電の宣言が、障害ＩＤ自発報告機能を始動させ
、障害検出機能により取り込まれた電圧の大きさが、ＡＭＩチャネルを介して報告される
。これらの自発メッセージは、障害ＩＤ終了直前メッセージとタグ付けされる。
【００３１】
　一例の実施形態によれば、停電が発生する場合、ＡＭＩヘッドエンドは、場合によって
は、影響を受けるあらゆるメータから終了直前メッセージを受信する可能性がある。一例
の実施形態では、ＡＭＩシステム（ルータ、集信器、およびゲートウェイ）は、一時的に
（最高１０秒の間）通常の終了直前メッセージの送信を一時停止し、データ経路を利用可
能な障害ＩＤ終了直前メッセージを作成して、障害ＩＤ終了直前メッセージに対する優先
的な経路指定を提供するように設計される。これにより、障害ＩＤメッセージが、通常の
終了直前停電通知メッセージに先立ってＡＭＩヘッドエンドシステムに到着することが確
実になる。
【００３２】
　一例の実施形態によれば、ＡＭＩヘッドエンド機能は、（最も近傍の障害ＩＤの可能性
があるメータに対する）障害位置を正確に決定するために、最新のネットワークモデルと
ともに、報告された電圧プロファイルを分析可能である中央局システムに、障害ＩＤ情報
を提供することができる。一例の実施形態によれば、図３に示すような支線Ｌ４　３２０
上の電気障害は、以下のように進行し得る。障害電流Ｉｆａｕｌｔが、支線Ｌ４　３２０
を通って障害が起きた位置３０４に流れ、障害経路に沿った各個のメータの電圧が決定さ
れ得る。例えば、ＶＭ４２＝Ｉｆａｕｌｔ＊Ｚｆａｕｌｔ、ＶＭ４０＝Ｉｆａｕｌｔ＊（
Ｚｆａｕｌｔ＋Ｚ１）、ＶＭ３０＝Ｉｆａｕｌｔ＊（Ｚｆａｕｌｔ＋Ｚ１＋Ｚ２）、ＶＭ
２０＝Ｉｆａｕｌｔ＊（Ｚｆａｕｌｔ＋Ｚ１＋Ｚ２＋Ｚ３）、ＶＭ１０＝Ｉｆａｕｌｔ＊
（Ｚｆａｕｌｔ＋Ｚ１＋Ｚ２＋Ｚ３＋Ｚ４）、およびＶＳＷ２＝Ｉｆａｕｌｔ＊（Ｚｆａ
ｕｌｔ＋Ｚ１＋Ｚ２＋Ｚ３＋Ｚ４＋Ｚ５）である。本発明の一例の実施形態によれば、こ
れらの電圧は、各個のメータで決定される。やはり通信能力を所有する線路電流センサが
、スマートメータ電圧から生じた電圧プロファイルの計算結果を検証かつ改善するために
使用され得る、時間相関の障害電流値を提供することができる。給電線上の分散型電源の
考えられる位置によって、または、下流の電動機負荷からの逆給電によって、シングルエ
ンドの給電線上でさえ、電流が、障害の先で、給電線の一部から流れる場合があることに
留意されたい。この筋書では、電圧プロファイルは、マルチソースの給電線に似ているよ
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うに見え、相対的最小電圧を有することになる。アルゴリズムは、相対的極小値を確認す
るために、障害から下流に探索を継続することになる。
【００３３】
　次に図２に戻って参照し、連結スイッチＴＯ１　２１０が開状態であるとすると、回路
遮断器Ｂ１　２０４を通って流れる電力のすべてが、障害に給電している。支線２０２の
Ｌ１、Ｌ２、およびＬ３での電圧レベルは、線路インピーダンスのために、ＳＷ２　２０
９でよりも高く、そのような情報は、障害を位置特定するために利用され得る。
【００３４】
　次に、配電ネットワーク上の障害を位置特定するための一例の方法４００を、図４のフ
ローチャートを参照して説明する。方法４００は、ブロック４０２で開始し、１つまたは
複数のスマートメータにより、配電ネットワークに関連する複数の電圧値を監視するステ
ップを含む。ブロック４０４は、複数の監視した電圧値の１つまたは複数が、指定の時間
の間、所定の電圧以下であることが検出される場合に動作状態となるサブブロック４０６
～４１４を含む。例えば、ブロック４０８は、監視した線間電圧値の少なくとも一部分を
記憶するステップを含む。ブロック４１０は、１つまたは複数のメッセージを、１つまた
は複数のスマートメータから中央局受信機に送信することにより、検出した障害を指示す
るステップであって、１つまたは複数のメッセージが、監視かつ記憶した線間電圧値を含
むステップを含む。ブロック４１２は、送信した１つまたは複数のメッセージを中央局受
信機で受信するステップを含む。ブロック４１４は、１つまたは複数のメッセージ、およ
び配電ネットワークのモデルに少なくとも部分的に基づいて障害位置を決定するステップ
を含む。方法４００は、ブロック４１４で終了する。
【００３５】
　一例の実施形態によれば、監視した線間電圧値の少なくとも一部分を保存するステップ
は、ＡＣ線間電圧の１つまたは複数のサイクルに対する、ＲＭＳおよび／またはフェーザ
電圧の大きさを記憶するステップを含み得る。一例の実施形態では、複数の電圧を監視す
るステップは、配電ネットワーク２００の１つまたは複数の枝路２０２上の電圧を監視す
るステップを含み得る。複数の電圧を監視するステップは、配電ネットワーク２００の１
つまたは複数の枝路２０２に関連する、複数のタップ線１２２、３０５での電圧を監視す
るステップをさらに含み得る。
【００３６】
　一例の実施形態では、１つまたは複数のメッセージを、１つまたは複数のスマートメー
タ１０２から中央局受信機１３６に送信するステップは、１つまたは複数のスマートメー
タ１０２を識別するコードを送信するステップをさらに含む。１つまたは複数のスマート
メータ１０２を識別するコードを送信するステップは、中央局受信機１３６により受信さ
れ、１つまたは複数のスマートメータ１０２の位置を決定するために、配電ネットワーク
２００のモデルと比較される。障害位置は、配電ネットワーク２００のスマートメータ１
０２間の、モデル形成された線路インピーダンス１２４、１２８、１３２に少なくとも部
分的に基づいて決定され得る。
【００３７】
　いくつかの一例の実施形態によれば、障害が起きたネットワークセグメントを分離する
能力を提供する、いくつかのシステム、方法、および装置を生成することなどの、いくつ
かの技術的効果が提供され得る。本発明の一例の実施形態では、障害が起きたネットワー
クセグメントの復旧時間を向上させるためのシステム、方法、および装置を提供する、さ
らなる技術的効果を提供することができる。本発明の一例の実施形態では、障害位置特定
システム１００、ネットワークシステム２００、および詳細なネットワークシステム３０
０は、任意の動作を容易にするように実行される、任意の数のハードウェアおよび／また
はソフトウェアのアプリケーションを含み得る。
【００３８】
　いくつかの一例の実施形態では、１つまたは複数のＩ／Ｏインターフェースが、障害位
置特定システム１００、ネットワークシステム２００、および詳細なネットワークシステ
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ム３００と、１つまたは複数の入出力デバイスとの間の通信を容易にすることができる。
例えば、ユニバーサルシリアルバスポート、シリアルポート、ディスクドライブ、ＣＤ－
ＲＯＭドライブ、および／または、ディスプレイ、キーボード、キーパッド、マウス、コ
ントロールパネル、タッチスクリーンディスプレイ、マイクロホンなどのような１つもし
くは複数のユーザインターフェースデバイスが、障害位置特定システム１００、ネットワ
ークシステム２００、および詳細なネットワークシステム３００とのユーザの対話処理を
容易にすることができる。１つまたは複数のＩ／Ｏインターフェースは、多種多様の入力
デバイスから、データおよび／またはユーザ命令を、受信または収集するために利用され
得る。受信したデータは、本発明の様々な実施形態で必要に応じて、１つもしくは複数の
コンピュータプロセッサにより処理され、および／または、１つもしくは複数のメモリデ
バイスに記憶され得る。
【００３９】
　１つまたは複数のネットワークインターフェースが、障害位置特定システム１００、ネ
ットワークシステム２００、および詳細なネットワークシステム３００の、入力および出
力の、１つもしくは複数の適したネットワークへの接続、ならびに／または、接続、例え
ば、システムに関連する任意の数のセンサとの通信を容易にする接続を容易にすることが
できる。１つまたは複数のネットワークインターフェースは、外部のデバイスおよび／ま
たはシステムとの通信のために、１つまたは複数の適したネットワーク、例えば、ローカ
ルエリアネットワーク、広域ネットワーク、インターネット、セルラーネットワーク、無
線周波数ネットワーク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）（Ｔｅｌｅｆｏｎａｋｔｉｅｂｏｌ
ａｇｅｔ　ＬＭ　Ｅｒｉｃｓｓｏｎが所有権を有する）が使用可能なネットワーク、Ｗｉ
－Ｆｉ（商標）（Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅが所有権を有する）が使用可能なネット
ワーク、衛星ベースのネットワークの任意の有線ネットワーク、任意のワイヤレスネット
ワークなどとの接続をさらに容易にすることができる。
【００４０】
　必要に応じて、本発明の実施形態は、図１、２、および３に例示する構成要素の、より
多いものまたはより少ないものを伴う、障害位置特定システム１００、ネットワークシス
テム２００、および詳細なネットワークシステム３００を含み得る。
【００４１】
　本発明のいくつかの実施形態が、本発明の一例の実施形態による、システム、方法、装
置、および／またはコンピュータプログラム製品の、ブロック図および流れ図を参照して
、上記で説明されている。ブロック図および流れ図の、１つまたは複数のブロック、なら
びに、ブロック図および流れ図内のブロックの組み合わせが、それぞれ、コンピュータ実
行可能プログラム命令により実装され得ることが理解されよう。同様に、ブロック図およ
び流れ図の一部のブロックは、本発明の一部の実施形態によっては、必ずしも提示された
順に遂行される必要がない場合があり、または、必ずしも全体で遂行される必要がない場
合がある。
【００４２】
　これらのコンピュータ実行可能プログラム命令は、コンピュータ、プロセッサ、または
他のプログラム可能データ処理装置上で実行する命令が、流れ図のブロックまたは複数の
ブロックで指定した、１つまたは複数の機能を実装するための手段を生成するように、汎
用コンピュータ、専用コンピュータ、プロセッサ、または、特定の機械を製造するための
他のプログラム可能データ処理装置上にロードされ得る。これらのコンピュータプログラ
ム命令は、コンピュータ可読メモリに記憶した命令が、流れ図のブロックまたは複数のブ
ロックで指定した、１つまたは複数の機能を実装する命令手段を含む、１点の製造物を製
造するように、コンピュータまたは他のプログラム可能データ処理装置に、特定の様式で
機能するように指図することができる、コンピュータ可読メモリにさらに記憶され得る。
例として、本発明の実施形態は、コンピュータ可読プログラムコードまたはプログラム命
令が中に包含され、前記コンピュータ可読プログラムコードが、流れ図のブロックまたは
複数のブロックで指定した、１つまたは複数の機能を実装するために実行されるように適
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合される、コンピュータ使用可能媒体を備える、コンピュータプログラム製品を提供する
ことができる。コンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能
装置上で実行する命令が、流れ図のブロックまたは複数のブロックで指定した機能を実装
するための、要素またはステップを提供するように、コンピュータ実装処理を生成するた
めに、一連の演算要素またはステップが、コンピュータまたは他のプログラム可能装置上
で遂行されるようにするために、コンピュータまたは他のプログラム可能データ処理装置
上にさらにロードされ得る。
【００４３】
　したがって、ブロック図および流れ図のブロックは、指定の機能を遂行するための手段
の組み合わせ、指定の機能を遂行するための要素もしくはステップの組み合わせ、ならび
に、指定の機能を遂行するためのプログラム命令手段をサポートする。ブロック図および
流れ図の各個のブロック、ならびにブロック図および流れ図内のブロックの組み合わせが
、指定の機能、要素もしくはステップ、または、専用ハードウェアおよびコンピュータ命
令の組み合わせを遂行する、専用の、ハードウェアベースのコンピュータシステムにより
実装され得ることがさらに理解されよう。
【００４４】
　本発明のいくつかの実施形態を、現在最も実用的かつ様々な実施形態とみなされるもの
に関して説明したが、本発明は、開示した実施形態に限定されるべきではなく、それとは
反対に、添付の特許請求の範囲の範囲内に含まれる様々な修正および等価の配置構成を網
羅することが意図されるということを理解されたい。具体的な用語を本明細書で利用する
が、それらは、一般的かつ説明的な意味のみで使用され、限定の目的では使用されない。
【００４５】
　この記述した説明では、最良の形態を含めて、本発明のいくつかの実施形態を開示する
ために、さらに、任意のデバイスまたはシステムを作製かつ使用すること、および任意の
組み込んだ方法を遂行することを含めて、本発明のいくつかの実施形態を任意の当業者が
実践することを可能にするために、例を使用する。本発明のいくつかの実施形態の特許的
な範囲は、特許請求の範囲で定義され、当業者が想到する他の例を含み得る。そのような
他の例は、それらが、特許請求の範囲の文字通りの文言と異ならない構造要素を有するな
らば、または、それらが、特許請求の範囲の文字通りの文言と実質的な違いのない等価の
構造要素を含むならば、特許請求の範囲の範囲内にあることが意図される。
【符号の説明】
【００４６】
　１００　障害位置特定システム
　１０２　ＡＭＩ（スマートメータ）
　１０４　メモリ
　１０６　プロセッサ（複数可）
　１０８　入出力インターフェース（複数可）
　１１０　ネットワークインターフェース（複数可）
　１１２　オペレーティングシステム
　１１４　データ
　１１６　電圧監視モジュール
　１１８　メッセージングモジュール
　１２０　ＡＭＩモジュール
　１２２　タップ線
　１２４　線路インピーダンス
　１２６　ＡＭＩメータ
　１２８　線路インピーダンス
　１３０　ＡＭＩメータ
　１３２　線路インピーダンス
　１３４　給電線または枝路
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　１３６　ＡＭＩヘッドエンド受信機／プロセッサ
　２００　ネットワーク
　２０２　枝路
　２０４　回路遮断器１
　２０６　回路遮断器２
　２０８　セクショナライザ１
　２０９　セクショナライザ２
　２１０　連結スイッチ
　２１２　障害経路
　２１４　給電線
　３００　ネットワーク
　３０２　セクショナライザ１
　３０４　障害
　３０５　タップ線
　３０６　障害経路
　３０７　枝路Ｌ４の第１のタップ線上のメータ
　３０８　枝路Ｌ４の第２のタップ線上の第１のメータＭ１０
　３１０　枝路Ｌ４の第３のタップ線上の第１のメータＭ２０
　３１２　枝路Ｌ４の第４のタップ線上の第１のメータＭ３０
　３１４　枝路Ｌ４の第５のタップ線上の第１のメータＭ４０
　３１６　枝路Ｌ４の第５のタップ線上の第２のメータＭ４１
　３１８　枝路Ｌ４の第５のタップ線上の第３のメータＭ４２
　３２０　枝路Ｌ４
　３２２　接地に対する障害インピーダンスＺｆａｕｌｔ
　３２４　タップ線路インピーダンスＺ１
　３２６　第２の線路インピーダンスＺ２
　３２８　第３の線路インピーダンスＺ３
　３３０　第４の線路インピーダンスＺ４
　３３２　第５の線路インピーダンスＺ５
　３３４　ヘッドエンド受信機／プロセッサ
　４００　方法流れ図
　４０２～４１４　ブロック
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