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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 バーチャル・モジュール形継電器デバイスを作成する方法に於て、
バーチャル・モジュール形継電器デバイスのテンプレートを選ぶ段階と、
バーチャル・モジュール形継電器デバイスを構成する為のユーティリティを開始する段階
と、
実際のモジュール形継電器デバイスに対するネットワーク識別データを入力する段階と、
前記実際のモジュール形継電器デバイスが提供する複数個の機能の内の１つを表している
、前記バーチャル・モジュール形継電器デバイスが提供すべき第１の機能を選択する段階
と、
前記実際のモジュール形継電器デバイスにある第１の数のレジスタにマッピングされる前
記第１の機能に必要な第１の数のタグを作る段階と、
を含む方法。
【請求項２】
 更に、モジュール形継電器デバイスの複数個のモデルを含むリストから、モジュール形
継電器デバイスの１つのモデルを選択する段階を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
 更に、前記第１の機能を表す第１の図形を、タブを設定したページを表す第２の図形の
上に表示する段階と、 前記実際のモジュール形継電器デバイスによって提供される前記
複数個の機能のうちの別の１つの機能を表している、前記バーチャル・モジュール形継電
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器デバイスが提供すべき第２の機能を選択する段階と、 前記実際のモジュール形継電器
デバイスにある第２の数のレジスタにマッピングされる前記第２の機能が必要とする第２
の数のタグを作る段階と、 前記第２の機能を表す第３の図形を、タブを設定した別のペ
ージを表す第４の図形の上に表示する段階と、を含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
 実際のモジュール形継電器デバイスに対するネットワーク識別データを入力する段階が
、グループ識別ネームを入力する段階を含み、該グループ識別ネームは、前記実際のモジ
ュール形継電器デバイスを含む一群の知能形電子デバイスを識別するものである請求項１
記載の方法。
【請求項５】
 更に、セキュリティ・アクセス・レベル値を前記第１の機能に割当てる段階を含み、該
段階により、少なくともパネルのセキュリティ・アクセス・レベル値を持つセキュリティ
・アクセス・レベルを割当てられたユーザが、前記第１の機能の状態をリセットすること
が出来るようにした請求項１記載の方法。
【請求項６】
更に、ボタンを表示する段階と、該ボタンにプログラム・モジュールを割当てて、該ボタ
ンが選択されたときに前記プロセッサ・モジュールを作動する段階を含む請求項１記載の
方法。
【請求項７】
 バーチャル・モジュール形継電器デバイスを構成する為のユーティリティを開始する段
階が、前記バーチャル・モジュール形継電器デバイスのテンプレートをクリックすること
によって行われる請求項６記載の方法。
【請求項８】
 更に、前記バーチャル・モジュール形継電器デバイスの特長及び動作に関する情報をユ
ーザに提供するヘルプ・ファイルを発動する為のヘルプ・ボタンを表示する段階を含む請
求項１記載の方法。
【請求項９】
 更に、前記バーチャル・モジュール形継電器デバイス及びプロセス間通信サーバの間の
通信状態を表す図形を表示する段階を含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
 更に、前記実際のモジュール形継電器デバイスを識別する情報を表示する段階を含み、
該情報は前記実際のモジュール形継電器デバイスからの信号によって与えられる請求項１
記載の方法。
【請求項１１】
 バーチャル・モジュール形継電器デバイスを作成する方法に於て、 バーチャル・モジュ
ール形継電器デバイスのテンプレートを選ぶ段階と、 バーチャル・モジュール形継電器
デバイスを構成する為のユーティリティを開始する段階と、 実際のモジュール形継電器
デバイスに対するネットワーク識別データを入力する段階と、 モジュール形継電器デバ
イスの複数個のモデルを含むリストから、モジュール形継電器デバイスの１つのモデルを
選択する段階と、 モジュール形継電器デバイスの前記モデルによって提供される複数個
の機能のリストを作る段階と、 モジュール形継電器デバイスの前記モデルによって提供
される前記複数個の機能の内の１つを表している、前記バーチャル・モジュール形継電器
デバイスが提供すべき機能を選択する段階と、 前記実際のモジュール形継電器デバイス
にある複数のレジスタにマッピングされる前記機能に必要な複数のタグを作る段階と、を
含む方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は全般的に電力管理制御システム、特に、バーチャル・モジュール形継電器デバイ
スを実現すると共にその開発を自動化するソフトウエアに関する。
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【０００２】
【発明の背景】
電力管理制御システムは、オペレータが、配電系統内にある種々の知能形電子デバイスを
監視並びに制御することが出来るようにする。こういうデバイスは、継電器、計器、開閉
器等を含み、これらが一般的に共通のスイッチギヤ・キャビネット内に取付けられて制御
パネルを作る。今日の電力管理制御システムは、ゼネラル・エレクトリック社のユニバー
サル継電器系列のモジュール形継電器デバイスのような、スイッチギヤ・キャビネット内
に取付けられたモジュール形継電器デバイスをも含んでいる。モジュール形継電器デバイ
スは、例えば線路電流差分保護、距離保護、変圧器管理、給電線管理、遮断器管理及び変
電所の自動化が出来る。各々のモジュール形継電器デバイスが、電流、電圧及び電力の質
並びに電流及び電圧フェーザを含む多数の系統状態を監視することが出来る。モジュール
形継電器デバイスは、互換性を持つ複数個のモジュールを含む、ユーザが構成することが
出来る多機能デバイスである。ユーザの必要に合わせて、こういうモジュールを追加し又
は取去ることが出来る。要するに、各々のモジュール形継電器デバイスは、電気系統内に
ある多数のデバイスの状態を遠隔から監視並びに制御する為に注文通りにする（カスタマ
イズする）ことが出来る方法になる。
【０００３】
或る電力管理制御システムは、知能形電子デバイスとコンピュータとの間で通信が出来る
ようにする共通母線又はネットワークに接続されたコンピュータを持っている。共通母線
又はネットワークはローカル・エリア・ネットワーク、広域ネットワーク及び／又はイン
ターネットを含んでいてよい。このような所謂コンピュータ化電力管理制御システムは、
遠隔のコンピュータ端末から種々の知能形電子デバイスを監視並びに制御することが出来
るようにする。こういう電力管理制御システムには、配電回路内にある各々の知能形電子
デバイスの出力及び／又は制御インターフェースを模倣するバーチャル（コンピュータで
模倣（シミュレーション）した）知能（インテリジェント）形電子デバイスが必要である
。言い換えると、コンピュータ端末のユーザ・インターフェースは、実際の知能形電子デ
バイスと同じ又は同様な出力及び制御を提供しなければならないし、コンピュータ端末で
運用されるプログラムは、実際の知能形電子デバイスに対する入力信号及びそれからの出
力信号をスクリーンに示されているバーチャル知能形電子デバイスとリンクさせなければ
ならない。
【０００４】
今日のコンピュータ化電力管理制御システムは、実際の知能形電子デバイスの対応する選
択を模倣した、予めプログラムされたバーチャル電子デバイスの選択が出来る。各々の実
際の知能形電子デバイスはそれ自身の独自のバーチャル知能形電子デバイスを持っている
。このようなコンピュータ化電力管理制御システムを構成するとき、ユーザは単に自分の
システムにある実際の知能形電子デバイスに対応するバーチャル・デバイスを選択する。
コンピュータ化電力管理制御システムを構成するのにプログラミングは必要ではない。こ
の為、予めプログラムされたバーチャル電子デバイスは、システムを構成する際に、相当
の時間及び費用を節約する。しかし、このような予めプログラムされたバーチャル電子デ
バイスの機能性（即ち、出力及び／又は制御機能）は、バーチャル・デバイスのプログラ
ミングのやり直しをし、このプログラミングのやり直しの時間及び費用をかけなければ、
注文通りにすることは出来ない。都合のよいことに、大抵の知能形電子デバイスは、それ
らがそれ自体としては注文製になるものではないので、このような注文通りに作り替える
ことを必要としない。
【０００５】
しかし、予めプログラムされたバーチャル・デバイスを使うことは、モジュール形継電器
デバイスを含むコンピュータ化電力管理制御システムにとっては問題がある。前に述べた
ように、モジュール形継電器デバイスは色々な構成に注文通りにすることが出来る。更に
、モジュール形継電器デバイスは、多数の読みを出力することが出来、この読みが通信ネ
ットワークに対するトラヒックに成り得る。従ってユーザは、注文通りのバーチャル電子
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デバイスを作り、プログラミングのやり直しの時間と金をかけることが必要になる。
【０００６】
【発明の概要】
本発明は、バーチャル・モジュール形継電器デバイスの開発を自動化する、電力管理制御
システム用の知能形バーチャル・モジュール形継電器デバイス・ウィザードを提供するこ
とにより、従来に代わるものとして、利点を提供する。このバーチャル・モジュール形継
電器デバイス・ウィザードは、包括的なモジュール形の構成可能なインターフェースで構
成される。バーチャル・モジュール形継電器デバイス・ウィザードは、プログラミングの
腕又はデバイスについての詳しい知識を必要とせずに、ユーザがバーチャル・モジュール
形継電器デバイスを作成することが出来るようにする。
【０００７】
本発明では、バーチャル・モジュール形継電器デバイスを作成する方法が、バーチャル・
モジュール形継電器デバイスのテンプレートを選び、バーチャル・モジュール形継電器デ
バイスを構成する為のユーティリティを開始することを含む。次に、実際のモジュール形
継電器デバイスに対するネットワーク識別データを入力する。実際のモジュール形継電器
デバイスによって提供される複数個の機能から、バーチャル・モジュール形継電器デバイ
スが提供すべき第１の機能を選択する。
【０００８】
【発明の詳しい説明】
図面全体に互り、同様な部分には同じ参照数字を用いている。
【０００９】
図１について説明すると、全体を１０で示したコンピュータ化した電力管理制御システム
（ＰＭＣＳ）が、配電系統（図に示していない）の複数個の知能形電子デバイス１４の状
態の可視表示を表示する３次元（３－Ｄ）バーチャル・スイッチギヤ・キャビネット１２
（図３参照）となる。ＰＭＣＳ１０が、サーバ・コンピュータ１６、例えばペンティアム
・プロセッサに基づくＩＢＭ－ＰＣ／ＡＴ互換機を持っていて、そのＩ／Ｏスロットにネ
ットワーク・インターフェース・カード１８及び２０が取付けられている。サーバ・コン
ピュータ１６が、これから更に詳しく説明するように、電力使用量／消費量の選ばれた面
を監視並びに制御する為のソフトウエアを持っている。ネットワーク・インターフェース
・カード１８及び２０は夫々標準形ＲＳ４８５及びイーサネット・インターフェース・カ
ードで構成される。ＲＳ４８５インターフェース・カード１８は、業界基準のＭｏｄＢｕ
ｓ－ＲＴＵネットワーク２２及び２４の一部分を形成するＩ／Ｏポートを持つ。イーサネ
ット・カード２０は、１０ＢａｓｅＦ又は冗長１０ＢａｓｅＦイーサネット・ネットワー
ク２６の一部分を形成するＩ／Ｏポートを持っている。この代わりとしては、ネットワー
ク２６がＭｏｄＢｕｓ－ＴＣＰ／ＩＰ又はＭＭＳ／ＵＣＡ２（ユーティリティーズ・コミ
ュニケーションズ・アーキテクチュア２．０）プロトコルの何れかを支援し、インターフ
ェース・カード２０は標準形ＲＳ４８５－Ｉ／Ｏポートを有する。ＭｏｄＢｕｓ－ＲＴＵ
、イーサネット、ＭｏｄＢｕｓ－ＴＣＰ／ＩＰ及びＭＭＳ／ＵＣＡ２プロトコルは周知の
業界基準である。モデム２８がコンピュータ１８のＩ／Ｏポートに接続され、インターネ
ットを介してのＴＣＰ／ＩＰ通信の為、電話線路３０に接続される。
【００１０】
更にコンピュータ化した電力管理制御システム１０が、ネットワーク２６の一部分となる
Ｉ／Ｏポートを持つイーサネット（又はＲＳ４８５）インターフェース・カード３４を持
つローカル・クライアント・コンピュータ３２を持っている。ローカル・クライアント・
コンピュータ３２、例えば、ペンティアム・プロセッサに基づくＩＢＭ－ＰＣ／ＡＴ互換
機は、これから詳しく説明するように、電力使用量／消費量の選ばれた面を監視及び制御
する為のソフトウエアを持っている。
【００１１】
更にコンピュータ化電力管理制御システム１０が、モデム３８を持つ遠隔クライアント・
コンピュータ３６を持っており、このモデム３８が、電話線路４０を介してインターネッ
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トに接続されると共に、インターネット接続によってサーバ・コンピュータ１６に接続さ
れている。遠隔クライアント・コンピュータ３６は、例えばペンティアム・プロセッサに
基づくＩＢＭ－ＰＣ／ＡＴ互換機であるが、これから詳しく説明するように、電力使用量
／消費量の選ばれた面を監視及び制御する為のソフトウエアを持っている。
【００１２】
知能形電子デバイス１４は、ＭｏｄＢｕｓネットワーク２２又は２４の何れかに直接的に
接続することが出来る知能形電子デバイスの第１のグループ４２、イーサネット（又はＴ
ＣＰ／ＩＰ又はＭＭＳ／ＵＣＡ２）ネットワーク２６に直接的に接続することが出来る知
能形電子デバイスの第２のグループ４４、及びＭｏｄＢｕｓネットワーク２２又は２４の
何れかに接続する為にＭｏｄＢｕｓ集中装置４８を必要とする電子デバイスの第３のグル
ープ４６を含む。第１のグループ４２にある各々のデバイスはＭｏｄＢｕｓ－ＲＴＵイン
ターフェースを持ち、これはＭｏｄＢｕｓネットワーク２２又は２４に直接的に接続する
ことが出来る。例えば第１のグループには、ゼネラル・エレクトリック社のマルチリン・
モデル２６９及び５６５と電力管理ＥＰＭ３７１０及びＥＰＭ３７２０のような制御デバ
イスが含まれる。更に第１のグループ４２には、ゼネラル・エレクトリック社の万能継電
器系列のモジュール形継電器のようなモジュール形継電器４７も含まれる。知能形電子デ
バイスの第２のグループ４４にある各々のデバイスは、イーサネット（又はＴＣＰ／ＩＰ
又はＭＭＳ／ＵＣＡ２）インターフェースを持ち、これはイーサネット（又はＴＣＰ／Ｉ
Ｐ又はＭＭＳ／ＵＣＡ２）ネットワーク２６に直接的に接続することが出来る。第２のグ
ループ４４は、ゼネラル・エレクトリック社の万能継電器系列のモジュール形継電器のよ
うなモジュール形継電器４９を含む。知能形電子デバイスの第３のグループ４６は、例え
ば、引きはずし装置、例えばゼネラル・エレクトリック社から商業的に入手し得るＴｒｉ
ｐ、エンハンスドＴｒｉｐ－Ｄ、Ｔｒｉｐ－ＰＭ及びエンハンスドＴｒｉｐ－Ｃユニット
と、計器、例えばゼネラル・エレクトリック・カンパニから商業的に入手し得るパワー・
リーダ・メータと、継電器、例えばゼネラル・エレクトリック社のスペクトラＥＣＭ及び
パワー・リーダＭＤＰを含む。ＭｏｄＢｕｓ集中装置４８が、ＭｏｄＢｕｓ－ＲＴＵプロ
トコルと、第３のグループ４８で使うコムネット・プロトコルとの間のインターフェース
となることにより、第３のグループ４８のデバイスが、ＭｏｄＢｕｓネットワーク２２及
び２４を介してＭｏｄＢｕｓ集中装置と通信することが出来る。この例では、各々のＭｏ
ｄＢｕｓ－ＲＴＵネットワーク２２及び２４に３２までのデバイス（即ち、直接接続デバ
イス又はＭｏｄＢｕｓ集中装置）を接続することが出来る。
【００１３】
図２には、上に述べたようにＰＭＣＳ１０の電力使用量／消費量の選ばれた面を監視及び
制御する為のソフトウエアのブロック図５０が全体的に示されている。このソフトウエア
が、これから更に詳しく説明するように、クライアント及びサーバ・コンピュータ１６、
３２及び３６にロードされる。
【００１４】
サーバ・コンピュータ１６にはプロセス間通信サーバ５２、例えば、ＤＤＥ（ダイナミッ
ク・データ交換）又はＯＰＣ（プロセス制御用対象リンク及び埋込み）サーバがロードさ
れている。プロセス間サーバ５２は、外部プログラムが、マイクロソフト・ウインドウズ
の環境で電力管理データをアクセスすることが出来るようにする。システムでは、プロセ
ス間サーバ５２が、ヒューマン・マシン・インターフェース（ＨＭＩ）パッケージ内のユ
ーティリティによって構成されている。プロセス間サーバに対する構成及び制御インター
フェースが、サーバ・アプリケーション・ウインドウ・メニュー（図に示していない）に
よって構成されている。プロセス間サーバ５２には、論理データ表５４と関連モジュール
、即ち、エクセル又はその他のプロセスを意識したアプリケーション・モジュール５６、
波形取込みモジュール５８、事象ロガー(logger)・モジュール６０、生産性モジュール６
２及びＨＭＩモジュール６４が付設されている。モジュール６４は、スクリーン及びイン
ターフェースを組立てる為のツール・キット、及び配電系統の監視及び制御を行う為のグ
ラフィカル・ユーザ・インターフェース６６を含む。サーバに対するグラフィカル・ユー
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ザ・インターフェース６６は、ウインドウズ及びＨＭＩライブラリ機能を用いて、３２ビ
ットのウインドウズ又はウインドウズＮＴの環境で動作する。波形取込みモジュール５８
は手を加えた計量装置（例えば、図１のモジュール形継電器４７及び４９）によって取り
込まれた波形の観察及び解析（例えばフーリエ、周波数及び／又は高調波解析）を行う。
事象ロガー・モジュール６０は、電力系統内の普通とは異なる挙動を観察し、構成し且つ
解析する。生産性モジュール６２は、例えば、コスト割振りモジュール及び負荷管理モジ
ュールを含む。コスト割振りモジュールは、電力消費量をサブユニットのレベルまで追跡
し、内部料金請求方法及び報告を作成して、こうしてコストを下げる。負荷管理モジュー
ルは電力需要を追跡し、ピーク需要の負担を防止する為に自動的に重要でない負荷を落と
すと共に、電力消費量を減らす為のタイマーを基本とした制御を行う。プロセス間サーバ
５２がインターフェース・カード１８及び２０を通じてネットワーク２２（又は２４）及
び２６で、並びにモデル２８を通じて電話線路３０で通信する。
【００１５】
ローカル及び遠隔クライアント・コンピュータ３２及び３６には、夫々モジュール６８及
び７０がロードされている。ＨＭＩモジュール６８及び７０は夫々、スクリーン及びイン
ターフェースを組立てる為のツール・キット、及び配電系統の監視及び制御用のグラフィ
カル・ユーザ・インターフェース７２及び７４を夫々持っている。この代わりに、モジュ
ール６８及び７０が、配電系統の遠隔監視及び制御が出来るように設計されたアクチブＸ
制御装置で構成されていてもよい。モジュール６８が、イーサネット・カード３４及びイ
ーサネット・ネットワーク２６を介し、ＤＤＥ又はＯＰＣ／ＤＣＯＭのようなプロセス間
通信プロトコルを使って、プロセス間サーバ５２と通信する。同様に、モジュール７０が
、モデム３８、電話線路４０及び３０、及びインターネットを通じて、ＤＤＥ又はＯＰＣ
／ＤＣＯＭのようなプロセス間通信プロトコルを使って、プロセス間サーバ５２と通信す
る。
【００１６】
ＨＭＩモジュール６４、６８及び７０は、図３に示すように、バーチャル・スイッチギヤ
・キャビネット１２を速やかに開発する為のソフトウエア・ツール・キットを持っている
。実際のスイッチギヤ・キャビネットにあるのと同じく、バーチャル・スイッチギヤ・キ
ャビネット１２は、複数個のバーチャル知能形電子デバイス８０を含む。これらのバーチ
ャル知能形電子デバイス８０は、図１に示す対応する知能形電子デバイス１４と論理的に
接続されている。デバイス８２はバーチャル・モジュール形継電器デバイスを表す。典型
的なバーチャル・スイッチギヤ・キャビネット１２は、顧客のスイッチギヤを素早く且つ
正確に表すように、知能形電子デバイス８０の無限に及ぶ数の組合せ及び配置で、任意の
次元に修正することが出来る。
【００１７】
図３、４及び５について説明すると、バーチャル・スイッチギヤ・キャビネット１２及び
バーチャル知能形電子デバイス８０がデバイスを構成する過程でユーザを案内するソフト
ウエアの中にあるユーティリティを使って、ユーザによって構成される。こういうユーテ
ィリティは、普通は「ウィザード」の名前で知られている。ユーザは、図４に示すような
テンプレート選択対話ボックス８６から、ＡＫＤ－８又は電力遮断キャビネット８４のよ
うなキャビネット・テンプレートを選択することから始める。その後、ユーザは、図５に
示すような別のテンプレート選択対話ボックス８６から、各々の知能形電子デバイス８０
に対する個別のテンプレートを選択する。図３－５から判るように、特定のキャビネット
又はデバイスに対するテンプレートが、実際のキャビネット又はデバイスの図形表示によ
って表されている。ユーザは、顧客の実際のスイッチギヤにある対応する実際の知能形電
子デバイスと同じ場所で、各々のバーチャル知能形電子デバイス８０に対するテンプレー
トをバーチャル・スイッチギヤ・キャビネット１２の上に位置ぎめする又は落とす。その
結果、ユーザの実際のスイッチギヤ・キャビネットと同じに見えるバーチャル・スイッチ
ギヤ・キャビネット１２が出来る。
【００１８】
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各々のバーチャル知能形電子デバイス８０に対するテンプレートがバーチャル・スイッチ
ギヤ・キャビネット内に位置ぎめされた後、ユーザは、各々のバーチャル知能形電子デバ
イス８０をダブルクリックし、デバイスを構成する為のユーティリティ（ウィザード）を
開始する。このとき、ユーザは一連の対話ボックスと向かい合う。このボックスで、ユー
ザはバーチャル知能形電子デバイス及びそれに対応する実際のものを確認する情報を入力
することが出来る。ユーティリティが自動的にバーチャル知能形電子デバイス８０をそれ
に対応する実際のもの（図１の１４）にリンクするので、両者の間で入力及び出力信号を
やり取りすることが出来る。
【００１９】
図１、２、３及び６を参照する。図６は、バーチャル・モジュール形継電器デバイス８２
に対するテンプレートを最初にダブルクリックしたときに見られる様な、まだ構成されて
いないバーチャル・モジュール形継電器デバイス８２を含むウインドウ９０の図を示す。
ウインドウ９０の左上隅は、バーチャル・モジュール形継電器デバイス８２の図形表示９
２を含む。この図形表示のすぐ下に通信状態表示器９４があり、これは「通信失敗」と示
している。通信状態表示器９４はバーチャル・デバイス８２とプロセス間サーバ５２との
間の接続状態（接続／切離し）を示す。ウインドウの左側に沿って種々の識別フィールド
９６が出てくる。識別フィールド９６の下に複数個のボタン９８がある。ボタン９８の右
側には、ウインドウ９０の一番下側に沿ってタブ１００が並んでいる。タブ１００の上に
機能ページ１０２がある。
【００２０】
図１、２、６及び７について説明すると、ユーザがバーチャル・モジュール形継電器デバ
イス８２を構成することを選択したとき、図７に示すような、構成データを入力する為の
モードなしの対話ボックス１０４が出てくる。対話ボックス１０４は、多数のフィールド
を持ち、その中にユーザがモジュール形継電器デバイスに対する識別データを入力する。
「デバイス・ネーム」フィールド１０６は、実際のモジュール形継電器デバイス４７及び
４９の独自のネットワーク識別ネームを受入れる。「グループ・ネーム」フィールド１０
８は、「デバイス・ネーム」フィールドに識別されたデバイスがその一部分である知能形
電子デバイスのグループのネットワーク識別ネームを受入れる。「アプリケーション・ネ
ーム」フィールド１１０は、プロセス間サーバ５２のネットワーク識別ネームを受入れる
。フィールド１０６、１０８及び１１０は、バーチャル知能形デバイス８２をリンクしよ
うとする実際の知能形デバイス４７又は４９を識別するのに必要な入力になる。「アプリ
ケーション・ネーム」フィールド１１０の右側に、「ＵＣＡ／ＭＭＳ」と示したチェック
・ボックス１１２がある。チェック・ボックス１１２はユーザが、バーチャル・モジュー
ル形継電器デバイス８２とプロセス間サーバ５２との間のネットワークで使われる通信プ
ロトコルを特定することが出来るようにする。図示の実施例では、ＭｏｄＢｕｓプロトコ
ルがデフォルトであり、ＵＣＡ／ＭＭＳを選択することも出来る。フィールド１０６、１
０８及び１１０はチェック・ボックス１１２と共に、バーチャル・モジュール形継電器デ
バイス８２を、サーバ・コンピュータ１８、ローカル・クライアント・コンピュータ３２
又は遠隔クライアント・コンピュータ３６に取付ける為に構成することが出来るようにす
る。
【００２１】
「セキュリティ・レベル」フィールド１１６は、バーチャル・デバイス８２を構成してい
るユーザが、バーチャル・デバイス８２を通じて実際のデバイス４７又は４９を遠隔操作
するのに必要なセキュリティ・クリアランス・レベルを設定することが出来るようにする
。デフォルト・レベルは「０」であり、これより大きい数は一層高いレベルのクリアラン
スを必要とする。例えば、セキュリティ・レベルが「４」に設定されている場合、「５」
のクリアランスを持つ権限を与えられたユーザは、実際のデバイス４７又は４９を遠隔操
作することが出来るが、「２」のクリアランスを持つ権限のないユーザはこの遠隔操作が
出来ない。しかし、権限のないユーザは、バーチャル・デバイス８２に出力されるデータ
を受動的に見ることが出来る。
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【００２２】
「傾向ウインドウ」及び「設定ウインドウ」フィールド１１８及び１２０は、複数個のボ
タン９８の中に含まれている「傾向（Ｔｒｅｎｄ）」又は「設定（Ｓｅｔｕｐ）」ボタン
を選択したときに開始されるモジュール又はプロセスのネットワーク識別ネームをユーザ
が入力することが出来るようにする。例えば、この何れかのフィールドに入力されるネッ
トワーク識別ネームは、図２に示される随意選択の生産性モジュール６２又はアプリケー
ション・モジュール５６を識別することが出来る。
【００２３】
「ＵＲモデル」ドロップダウン・リストは、ユーザがモジュール形継電器の適当なモデル
を選択することが出来るようにする。図示のドロップダウン・リストはゼネラル・エレク
トリック社のユニバーサル継電器（ＵＲ）系列のモジュール形継電器の種々のモデルを含
む。
【００２４】
「ＵＲウインドウ」ドロップダウン・リストの下に、「選ばれたタブ・ページ(Selected 
Tab Pages)」のスクロール・リスト１２２がある。スクロール・リスト１２２に入ってい
る項目は、ドロップダウン・リストで選択された万能継電器のモデルが提供する機能に対
応する。ユーザは、ウインドウ９０のタブ１００の数に対応する数のこういう項目を選択
することが出来る。こういう各々の項目が、実際のモジュール形継電器４７又は４９の特
定の機能を表す。選択された項目がウインドウ９０で利用出来る。
【００２５】
対話ボックス１０４の下に「ＯＫ」及び「取消し(CANCEL)」ボタン１２４及び１２６があ
る。「ＯＫ」ボタン１２４を選択すると、ユーティリティ（ウィザード）が構成データを
受入れ、対話ボックス１０４を閉じ、ＨＭＩアプリケーションのバーチャル・モジュール
形継電器８２の機能を完成し、適当なデータベース・サーバ・リンクを設定する。「取消
し(CANCEL)」ボタン１２６を選択すると、プログラムは構成データに対する変更を無視し
、対話ボックス１０４を閉じる。
【００２６】
図１、２、６、７及び８を参照する。図８は、構成されたバーチャル・モジュール形継電
器デバイス８２を含むウインドウ９０を示している。「デバイス・ネーム」フィールド１
３０及び「グループ・ネーム」フィールド１３２が、対話ボックス１０４で夫々フィール
ド１０６及び１０８に入力されたデバイス・ネーム及びグループ・ネームを表示する。「
注文コード」フィールド１３４、「製品ヴァージョン」フィールド１３６、「通し番号」
フィールド１３８、「製造日」フィールド１４０及び「モデル番号」フィールド１４２は
、実際のモジュール形継電器デバイス４７又は４９を識別する為の購入情報を表示する。
これらのフィールドは、ユーザが素早くモジュール形継電器デバイスを確認することが出
来るようにする。フィールド１３４、１３６、１３８、１４０及び１４２に対する入力は
、実際の継電器デバイス４７又は４９からの信号に由る。「Ｍｏｄｂｕｓ　Ａｄｄｒ」及
び「ＩＰ　Ａｄｄｒ」フィールドは、サーバ・コンピュータ１６のＭｏｄＢｕｓアドレス
又はＩＰアドレスを示す。
【００２７】
ボタン９８は、選択されたとき、夫々事象ロガー・モジュール６０及び波形取込みモジュ
ール５０を開始させる「事象(Events)」ボタン１５２及び「波(Wave)」ボタン１５４を含
む。「設定(Setup) 」ボタン１５６及び「傾向(Trend)」ボタン１５８は、対話ボックス
１０４の入力フィールド１０８及び１１０に識別されたモジュール又はプロセスを開始す
る。この為、ボタン１５２、１５４、１５６及び１５８は、ユーザが種々のモジュール及
び注文の特長に対して素早くアクセスすることが出来るようにする。「ヘルプ(Help)」ボ
タン１６０をクリックすると、ユーザに情報を提供するオンライン・ヘルプ・ディレクト
リが呼び出される。「出口(Exit)」ボタン１６２はウインドウを閉じる。
【００２８】
ウインドウ９０の一番下にタブ１００がある。タブ１００に示す各々のタイトル（例えば
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「計量(Metering)」、「品質(Quality) 」、「制御(Control) 」）は対話ボックス１０４
のスクロール・リスト１２２で選択された機能を表す。各々のタブを設定した機能ページ
１０２が、実際のモジュール形継電器４７又は４９の機能を表す。ユーザが利用し得るタ
ブを設定した機能ページ１０２の数が、スクロール・リスト１２２で選択された機能の数
によって定まる。タブを設定した各々のページ１０２内に複数個のタグ１６３がある。各
々のタグ１６３が、実際のモジュール形継電器デバイス４７又は４９にあるレジスタにマ
ッピングされ、レジスタにデータを送ったり、レジスタからデータを受取る。マッピング
されるタグ１６３の数は、ユーザがスクロール・リスト１２２で選んだ機能によって決定
される。即ち、ユーザは、使われるタグの数を必要な数に制限することが出来る。
【００２９】
特定の機能を見るには、ユーザは単にタブ１００を選択する。一旦タブ１００を選択する
と、その機能（例えば、表示灯、ボタン、データ表示等）に対するタグ１６３がページ１
０２に図形で現れる。例えば、図８は「制御」タブ１６４をクリックしたときに表示され
るようなモジュール形継電器の「制御」機能の特長を示す。「制御」機能は、オペレータ
が、モジュール形継電器４７又は４９によって制御される個別の遮断器の状態を見ること
、並びにボタン１６６で示されるように、タグ１６３をクリックすることによって、これ
らの遮断器を作動することが出来るようにする。タブ１００は、ユーザが、コンピュータ
・スクリーンをごちゃごちゃさせずに、素早く多数の機能を見ると共に多数のタグを配置
することが出来るようにする。
【００３０】
前に述べたように、モジュール形継電器デバイス４７又は４９は、色々な構成に注文通り
にすることが出来、多数の読みを出力することが出来、これらの読みが通信ネットワーク
に対するトラヒックに成り得る。バーチャル・モジュール形継電器デバイス８２は、それ
に伴うモジュール形継電器デバイス４７又は４９の条件に合うように注文通りにすること
が出来る包括的なデバイスをユーザに提供する。識別フィールド１０６、１０８及び１１
０と、チェック・ボックス１１２は、サーバ、ローカル・クライアント及び遠隔クライア
ントのコンピュータ１６、３２又は３６で使えるようにバーチャル・モジュール形継電器
８２をユーザが構成することが出来るようにする。ドロップダウン・リスト１２０は、ユ
ーザがバーチャル・モジュール形継電器８２を多数の異なるモデルに構成することが出来
るようにする。スクロール・リスト１２２は、特定のアプリケーションにとって重要な機
能性をユーザが選択することが出来るようにする。更に、バーチャル・モジュール形継電
器デバイス・ユーティリティは、ユーザが、プログラミングの腕がなくても、バーチャル
・モジュール形継電器デバイス８２を作成することが出来るようにする。
【００３１】
好ましい実施例を図面に示して説明したが、本発明の範囲を逸脱せずに、これに種々の変
更及び置換を加えることが出来る。従って、本発明は例として説明したのであって、本発
明がその例に制限されないことを承知されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるコンピュータ化電力管理制御システムの簡略ブロック図。
【図２】　本発明のコンピュータ化電力管理制御システムに使われるコンピュータ・ソフ
トウエアのブロック図。
【図３】　図２のコンピュータ・ソフトウエアによって作成される構成されたバーチャル
・スイッチギヤ・キャビネットを含むウインドウの写図。
【図４】　図２のコンピュータ・ソフトウエアによって作成されたウィザード選択対話ボ
ックス・ウインドウの写図。
【図５】　図２のコンピュータ・ソフトウエアによって作成されたウィザード選択対話ボ
ックス・ウインドウの写図。
【図６】　図２のコンピュータ・ソフトウエアによって作成された構成されていないバー
チャル・モジュール形継電器デバイスを含むウインドウの写図。
【図７】　図２のコンピュータ・ソフトウエアによって作成されたバーチャル・モジュー



(10) JP 4558999 B2 2010.10.6

10

ル形継電器デバイスに対する構成データを含むモードなしの対話ボックスの写図。
【図８】　図２のコンピュータ・ソフトウエアによって作成された構成されたバーチャル
・モジュール形継電器デバイスを含むウインドウの写図。
【符号の説明】
１０　コンピュータ化電力管理制御システム
１２　３次元バーチャル・スイッチギア・キャビネット
１４　知能型電子デバイス
１６　サーバ・コンピュータ
１８、２０　ネットワーク・インターフェース・カード
２８　モデム
３２　ローカル・クライアント・コンピュータ
３４　インターフェース・カード
３６　遠隔クライアント・コンピュータ
３８　モデム
４２　知能型電子デバイスの第１のグループ
４４　知能型電子デバイスの第２のグループ
４６　知能型電子デバイスの第３のグループ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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