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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力の状態を検出する検出装置において、
　商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系統との接続点より前記商用電源側また
は負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第１の相の電流を計測する第１の電
流センサ用の第１の入力部と、
　前記接続点より前記発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の前記第１の
相と同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部と、
　前記第１の入力部に入力される第１の電流の値と前記第２の入力部に入力される第２の
電流の値との第１の乗算値に基づく第１の判定値を算出する判定値算出部と、
　前記第１の判定値に基づいて、前記第１の電流センサと前記第２の電流センサの設置状
態の異常を検出する検査部と
　を備える検出装置。
【請求項２】
　前記検査部は、前記第１の電流センサにより前記主幹系統の前記商用電源側の電流が計
測される場合、前記第１の判定値の正負の符号、および、前記第１の電流の値と前記第の
電流の値の大小関係に基づいて、前記第１の電流センサもしくは前記第２の電流センサの
設置方向の誤り、または、前記第１の電流センサおよび前記第２の電流センサの前記検出
装置への接続の誤りを検出する
　請求項１に記載の検出装置。
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【請求項３】
　前記検査部は、前記第１の電流センサにより前記主幹系統の前記負荷側の電流が計測さ
れる場合、前記第１の判定値の正負の符号に基づいて、前記第１の電流センサまたは前記
第２の電流センサの設置方向の誤りを検出する
　請求項１に記載の検出装置。
【請求項４】
　前記主幹系統および前記発電系統は単相３線式であり、
　前記主幹系統の前記第１の相と異なる相である第３の相の電流を計測する第３の電流セ
ンサ用の第３の入力部と、
　前記発電系統の前記第２の相と異なる相である第４の相の電流を計測する第４の電流セ
ンサ用の第４の入力部と
　をさらに備え、
　前記判定値算出部は、さらに、前記第３の入力部に入力される第３の電流の値と前記第
４の入力部に入力される第４の電流の値との第２の乗算値に基づく第２の判定値を算出し
、
　前記検査部は、さらに、前記第２の判定値に基づいて、前記第３の電流センサと前記第
４の電流センサの設置状態の異常を検出する
　請求項１乃至３のいずれかに記載の検出装置。
【請求項５】
　前記判定値算出部は、前記第１の電流の実効値または前記第２の電流の実効値の少なく
とも一方が所定の規定値未満である場合、前記第１の判定値の正負の符号を所定の符号に
固定する
　請求項１乃至４のいずれかに記載の検出装置。
【請求項６】
　前記判定値算出部は、前記商用電源のｎ周期（ｎは自然数）の間の前記第１の乗算値の
積算値を前記第１の判定値として算出する
　請求項１乃至５のいずれかに記載の検出装置。
【請求項７】
　商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系統との接続点より前記商用電源側また
は負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第１の相の電流を計測する第１の電
流センサ用の第１の入力部、および、前記接続点より前記発電装置側の単相３線式または
単相２線式の発電系統の前記第１の相と同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電
流センサ用の第２の入力部を備える装置が、
　前記第１の入力部に入力される第１の電流の値と前記第２の入力部に入力される第２の
電流の値との乗算値に基づく判定値を算出する判定値算出ステップと、
　前記判定値に基づいて、前記第１の電流センサと前記第２の電流センサの設置状態の異
常を検出する検査ステップと
　を含む検出方法。
【請求項８】
　商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系統との接続点より前記商用電源側また
は負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第１の相の電流を計測する第１の電
流センサ用の第１の入力部に入力される第１の電流の値と、前記接続点より前記発電装置
側の単相３線式または単相２線式の発電系統の前記第１の相と同じ相である第２の相の電
流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部に入力される第２の電流の値との乗算値
に基づく判定値を算出する判定値算出ステップと、
　前記判定値に基づいて、前記第１の電流センサと前記第２の電流センサの設置状態の異
常を検出する検査ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系統との接続点より前記商用電源側また
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は負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第１の相の電流を計測する第１の電
流センサ用の第１の入力部と、
　前記接続点より前記発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の前記第１の
相と同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部と、
　前記第１の入力部に入力される第１の電流の値と前記第２の入力部に入力される第２の
電流の値との乗算値に基づく判定値を算出する判定値算出部と、
　前記判定値に基づいて、前記第１の電流センサと前記第２の電流センサの設置状態の異
常を検出する検査部と
　を備える検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出装置、検査装置、検査方法、並びに、プログラムに関し、特に、電流セ
ンサの設置状態を検査することが可能な検出装置、検査装置、検査方法、並びに、プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電圧センサおよび電流センサにより計測された交流電圧および交流電流の実効値
と位相角に基づいて、交流電圧および交流電流の位相のベクトルを算出し、交流電圧の位
相と交流電流の位相を比較することにより、電流センサの設置状態の異常を検出すること
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２５８４８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明では、電圧センサを設置せずに、電流センサの
みを設置する場合に、電流センサの設置状態の異常を検出することはできない。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、電圧の計測結果を用いずに、
電流センサの設置状態の異常を検出することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の側面の検出装置は、電力の状態を検出する検出装置において、商用電源
からの電力系統と発電装置からの電力系統との接続点より商用電源側または負荷側の単相
３線式または単相２線式の主幹系統の第１の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第
１の入力部と、接続点より発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の第１の
相と同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部と、第１
の入力部に入力される第１の電流の値と第２の入力部に入力される第２の電流の値との第
１の乗算値に基づく第１の判定値を算出する判定値算出部と、第１の判定値に基づいて、
第１の電流センサと第２の電流センサの設置状態の異常を検出する検査部とを備える。
【０００７】
　本発明の第１の側面の検出装置においては、商用電源からの電力系統と発電装置からの
電力系統との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系
統の第１の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入力部に入力される第１の電
流の値と、接続点より発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の第１の相と
同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部に入力される
第２の電流の値との第１の乗算値に基づく第１の判定値が算出され、第１の判定値に基づ
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いて、第１の電流センサと第２の電流センサの設置状態の異常が検出される。
【０００８】
　従って、電圧の計測結果を用いずに、電流センサの設置状態の異常を検出することがで
きる。
【０００９】
　この第１の電流センサ、第２の電流センサは、例えば、変流器により構成される。この
判定値算出手段は、例えば、アナログの乗算回路や積算回路、デジタルの演算回路、マイ
クロコンピュータ、または、各種のプロセッサ等により構成される。この検査部は、例え
ば、オペアンプ等を使用した比較回路や判定回路、デジタルの演算回路、マイクロコンピ
ュータ、または、各種のプロセッサ等により構成される。
【００１０】
　この検査部には、第１の電流センサにより主幹系統の商用電源側の電流が計測される場
合、第１の判定値の正負の符号、および、第１の電流の値と第２の電流の値の大小関係に
基づいて、第１の電流センサもしくは第２の電流センサの設置方向の誤り、または、第１
の電流センサおよび第２の電流センサの検出装置への接続の誤りを検出させることができ
る。
【００１１】
　これにより、電圧の計測結果を用いずに、商用系統と発電系統に設置した各電流センサ
の設置状態の異常を検出することができる。
【００１２】
　この検査部には、第１の電流センサにより主幹系統の負荷側の電流が計測される場合、
第１の判定値の正負の符号に基づいて、第１の電流センサまたは第２の電流センサの設置
方向の誤りを検出させることができる。
【００１３】
　これにより、電圧の計測結果を用いずに、負荷系統と発電系統に設置した各電流センサ
の設置状態の異常を検出することができる。
【００１４】
　主幹系統および発電系統は単相３線式であり、主幹系統の第１の相と異なる相である第
３の相の電流を計測する第３の電流センサ用の第３の入力部と、発電系統の第２の相と異
なる相である第４の相の電流を計測する第４の電流センサ用の第４の入力部とをさらに設
け、判定値算出部には、さらに、第３の入力部に入力される第３の電流の値と第４の入力
部に入力される第４の電流の値との第２の乗算値に基づく第２の判定値を算出させ、この
検査部には、さらに、第２の判定値に基づいて、第３の電流センサと第４の電流センサの
設置状態の異常を検出させることができる。
【００１５】
　これにより、単相３線式の主幹系統と発電系統に設置した各電流センサの設置状態の異
常を検出することができる。
【００１６】
　この第３の電流センサ、第４の電流センサは、例えば、変流器により構成される。
【００１９】
　この判定値算出部には、第１の電流の実効値または第２の電流の実効値の少なくとも一
方が所定の規定値未満である場合、第１の判定値の正負の符号を所定の符号に固定させる
ことができる。
【００２０】
　これにより、第１の判定値の信頼性を向上させ、電流センサの設置状態の異常の誤検出
を防止することができる。
【００２１】
　この判定値算出部には、第１の電力系統のｎ周期（ｎは自然数）の間の第１の乗算値の
積算値を第１の判定値として算出させることができる。
【００２２】
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　これにより、第１の判定値の信頼性が向上する。
【００２３】
　本発明の第１の側面の検査方法は、商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系統
との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第１
の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入力部、および、接続点より発電装置
側の単相３線式または単相２線式の発電系統の第１の相と同じ相である第２の相の電流を
計測する第２の電流センサ用の第２の入力部を備える装置が、第１の入力部に入力される
第１の電流の値と第２の入力部に入力される第２の電流の値との乗算値に基づく判定値を
算出する判定値算出ステップと、判定値に基づいて、第１の電流センサと第２の電流セン
サの設置状態の異常を検出する検査ステップとを含む。
【００２４】
　本発明の第１の側面の検査方法においては、商用電源からの電力系統と発電装置からの
電力系統との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系
統の第１の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入力部に入力される第１の電
流の値と、接続点より発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の第１の相と
同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部に入力される
第２の電流の値との乗算値に基づく判定値が算出され、判定値に基づいて、第１の電流セ
ンサと第２の電流センサの設置状態の異常が検出される。
【００２５】
　従って、電圧の計測結果を用いずに、電流センサの設置状態の異常を検出することがで
きる。
【００２６】
　この装置は、例えば、電力の状態を検出する検出装置、または、電流センサの接続状態
を検査する検査装置により構成される。この第１の電流センサ、第２の電流センサは、例
えば、変流器により構成される。
【００２７】
　本発明の第１の側面のプログラムは、商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系
統との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第
１の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入力部に入力される第１の電流の値
と、接続点より発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の第１の相と同じ相
である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部に入力される第２の
電流の値との乗算値に基づく判定値を算出する判定値算出ステップと、判定値に基づいて
、第１の電流センサと第２の電流センサの設置状態の異常を検出する検査ステップとを含
む処理をコンピュータに実行させる。
【００２８】
　本発明の第１の側面のプログラムを実行するコンピュータにおいては、商用電源からの
電力系統と発電装置からの電力系統との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式
または単相２線式の主幹系統の第１の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入
力部に入力される第１の電流の値と、接続点より発電装置側の単相３線式または単相２線
式の発電系統の第１の相と同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の
第２の入力部に入力される第２の電流の値との乗算値に基づく判定値が算出され、判定値
に基づいて、第１の電流センサと第２の電流センサの設置状態の異常が検出される。
【００２９】
　従って、電圧の計測結果を用いずに、電流センサの設置状態の異常を検出することがで
きる。
【００３０】
　この第１の電流センサ、第２の電流センサは、例えば、変流器により構成される。
【００３１】
　本発明の第２の側面の検査装置は、商用電源からの電力系統と発電装置からの電力系統
との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系統の第１
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の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入力部と、接続点より発電装置側の単
相３線式または単相２線式の発電系統の第１の相と同じ相である第２の相の電流を計測す
る第２の電流センサ用の第２の入力部と、第１の入力部に入力される第１の電流の値と第
２の入力部に入力される第２の電流の値との乗算値に基づく判定値を算出する判定値算出
部と、判定値に基づいて、第１の電流センサと第２の電流センサの設置状態の異常を検出
する検査部とを備える。
【００３２】
　本発明の第２の側面の検査装置においては、商用電源からの電力系統と発電装置からの
電力系統との接続点より商用電源側または負荷側の単相３線式または単相２線式の主幹系
統の第１の相の電流を計測する第１の電流センサ用の第１の入力部に入力される第１の電
流の値と、接続点より発電装置側の単相３線式または単相２線式の発電系統の第１の相と
同じ相である第２の相の電流を計測する第２の電流センサ用の第２の入力部に入力される
第２の電流の値との乗算値に基づく判定値が算出され、判定値に基づいて、第１の電流セ
ンサと第２の電流センサの設置状態の異常が検出される。
【００３３】
　従って、電圧の計測結果を用いずに、電流センサの設置状態の異常を検出することがで
きる。
【００３４】
　この第１の電流センサ、第２の電流センサは、例えば、変流器により構成される。この
判定値算出手段は、例えば、アナログの乗算回路や積算回路、デジタルの演算回路、マイ
クロコンピュータ、または、各種のプロセッサ等により構成される。この検査部は、例え
ば、オペアンプ等を使用した比較回路や判定回路、デジタルの演算回路、マイクロコンピ
ュータ、または、各種のプロセッサ等により構成される。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明の第１の側面または第２の側面によれば、電圧の計測結果を用いずに、電流セン
サの設置状態の異常を検出することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明を適用した電力監視システムの一実施の形態および設置例を示す図である
。
【図２】電力監視システムの第２の設置例を示す図である。
【図３】電力監視システムの第３の設置例を示す図である。
【図４】スマートセンサの機能の構成例を示すブロック図である。
【図５】電力監視システムにより実行される設置検査を説明するためのフローチャートで
ある。
【図６】系統間位相判定値の算出方法を説明するための図である。
【図７】負荷による電圧と電流の位相差の例を示すグラフである。
【図８】負荷による電圧と電流の位相差の他の例を示すグラフである。
【図９】ＰＶ電流検査の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１０】ＰＶ電流検査のエラー情報の例を示す図である。
【図１１】主幹電流検査の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１２】主幹電流検査のエラー情報の例を示す図である。
【図１３】主幹位相検査の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１４】主幹位相検査のエラー情報の例を示す図である。
【図１５】系統間位相検査の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１６】系統間位相検査のエラー情報の例を示す図である。
【図１７】ＰＶ位相検査の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１８】ＰV位相検査のエラー情報の例を示す図である。
【図１９】電力比較検査の詳細を説明するためのフローチャートである。
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【図２０】電力比較検査のエラー情報の例を示す図である。
【図２１】電力監視システムにより実行される電力監視処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図２２】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態という）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
１．実施の形態
２．変形例
【００３８】
＜１．実施の形態＞
［電力監視システムの構成例および設置例］
　図１は、本発明を適用した電力監視システム１０１の一実施の形態および設置例を示す
図である。
【００３９】
　電力監視システム１０１は、例えば、一般の家庭に設置され、単相３線式の交流電力の
状態の検出および監視を行うシステムである。
【００４０】
　電力監視システム１０１は、電流センサ１１１Ｌ１、電流センサ１１１Ｌ２、電流セン
サ１１１Ｕ、電流センサ１１１Ｗ、スマートセンサ１１２、および、ＰＣ（パーソナルコ
ンピュータ）１１３を含むように構成される。電流センサ１１１Ｌ１および電流センサ１
１１Ｌ２は、ケーブル１１４Ａを介して、スマートセンサ１１２に接続されている。電流
センサ１１１Ｕおよび電流センサ１１１Ｗは、ケーブル１１４Ｂを介して、スマートセン
サ１１２に接続されている。ＰＣ１１３は、ケーブル１１５を介して、スマートセンサ１
１２に接続されている。
【００４１】
　なお、この図には、太陽光発電システム２０１および分電盤２０２を備えた家庭に電力
監視システム１０１を設置した例が示されている。
【００４２】
　太陽光発電システム２０１は、太陽電池モジュール２１１およびパワーコンディショナ
２１２を含むように構成される。太陽電池モジュール２１１は、太陽光発電により得られ
た直流電力をパワーコンディショナ２１２に供給する。パワーコンディショナ２１２は、
太陽電池モジュール２１１からの直流電力を、商用系統とほぼ同じ電圧および周波数の単
相３線式の交流電力に変換するとともに、交流電圧の位相を商用系統の交流電圧の位相に
同期させて分電盤２０２に供給する。
【００４３】
　分電盤２０２は、主幹漏電ブレーカ２２１、ＰＶ分岐ブレーカ２２２、および、複数の
ブレーカからなる配線用ブレーカ２２３を含むように構成される。主幹漏電ブレーカ２２
１は、商用電源（不図示）と配線用ブレーカ２２３の１次側の間に接続されている。ＰＶ
分岐ブレーカ２２２は、パワーコンディショナ２１２と配線用ブレーカ２２３の１次側の
間に接続されている。配線用ブレーカ２２３の２次側には、電気機器等の各種の負荷（不
図示）が接続されている。
【００４４】
　従って、商用系統（商用電源）からの単相３線式の商用電力が、主幹漏電ブレーカ２２
１および配線用ブレーカ２２３を介して負荷に供給される。また、太陽光発電システム２
０１からの単相３線式の発電電力が、ＰＶ分岐ブレーカ２２２および配線用ブレーカ２２
３を介して負荷に供給される。さらに、太陽光発電システム２０１の発電電力が、負荷の
消費電力を上回っている場合、その余剰電力が、主幹漏電ブレーカ２２１を介して、商用
系統側に供給される。
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【００４５】
　なお、以下、太陽光発電システム２０１と配線用ブレーカ２２３の１次側の間の電力系
統を発電系統と称する。また、以下、配線用ブレーカ２２３の２次側の電力系統を負荷系
統と称する。さらに、以下、発電系統を除く商用系統から負荷系統までの電力系統を主幹
系統と称する。従って、この例では、配線用ブレーカ２２３が主幹系統と発電系統の接続
点となり、主幹系統は、その接続点を境に商用系統と負荷系統に分かれる。
【００４６】
　電流センサ１１１Ｌ１乃至電流センサ１１１Ｗは、例えば、変流器（ＣＴ（Current Tr
ansformer））やシャント抵抗を用いたセンサ等、電流の計測が可能なセンサにより構成
される。なお、以下、電流センサ１１１Ｌ１乃至電流センサ１１１Ｗが、変流器により構
成される場合について説明する。
【００４７】
　電流センサ１１１Ｌ１は、主幹漏電ブレーカ２２１のＬ１相の１次側、すなわち、主幹
系統の商用電源側のＬ１相に設置され、主幹系統（商用系統）のＬ１相の電流を計測する
。電流センサ１１１Ｌ２は、主幹漏電ブレーカ２２１のＬ２相の１次側、すなわち、主幹
系統の商用電源側のＬ２相に設置され、主幹系統（商用系統）のＬ２相の電流を計測する
。電流センサ１１１Ｕは、ＰＶ分岐ブレーカ２２２のＵ相の１次側に設置され、発電系統
のＵ相の電流を計測する。電流センサ１１１Ｗは、ＰＶ分岐ブレーカ２２２のＷ相の１次
側に設置され、発電系統のＷ相の電流を計測する。
【００４８】
　なお、主幹系統のＬ１相と発電系統のＵ相は同じ相であり、主幹系統のＬ２相と発電系
統のＷ相は同じ相である。
【００４９】
　また、以下、図１、並びに、後述する図２および図３において、電流センサ１１１Ｌ１
乃至電流センサ１１１Ｗの図に示される矢印の方向を正の方向とする。すなわち、電流セ
ンサ１１１Ｌ１乃至電流センサ１１１Ｗの計測値は、矢印の方向に電流が流れる場合に正
の値になり、矢印と逆方向に電流が流れる場合に負の値になる。
【００５０】
　なお、以下、電流センサ１１１Ｌ１乃至電流センサ１１１Ｗを個々に区別する必要がな
い場合、単に、電流センサ１１１と称する。
【００５１】
　スマートセンサ１１２は、各電流センサ１１１の計測結果に基づいて、各部の電力の状
態の検出および監視を行う。例えば、スマートセンサ１１２は、商用系統の電力の潮流方
向を検出する。すなわち、スマートセンサ１１２は、太陽光発電システム２０１の余剰電
力を商用系統に供給し、電力を販売している状態（以下、売電状態と称する）、または、
商用系統から電力が供給され、電力を購入している状態（以下、買電状態と称する）のい
ずれであるかを検出する。また、スマートセンサ１１２は、太陽光発電システム２０１の
発電電力、および、太陽光発電システム２０１の余剰電力であって、商用系統に供給され
る売電電力の計測を行う。さらに、スマートセンサ１１２は、商用系統から供給される買
電電力、および、配線用ブレーカ２２３の２次側に接続されている負荷により消費される
負荷電力の計測を行う。
【００５２】
　また、スマートセンサ１１２は、各部の電力の状態の検出結果を示す情報を外部の装置
に送信する。なお、スマートセンサ１１２が外部の装置と通信する方法には、有線または
無線を問わず、任意の方法を採用することができる。
【００５３】
　さらに、スマートセンサ１１２は、電力監視システム１０１の設置時に、各電流センサ
１１１の設置状態等の検査（以下、設置検査と称する）を行う。具体的には、スマートセ
ンサ１１２は、各電流センサ１１１の設置方向、各電流センサ１１１とスマートセンサ１
１２との間の配線、スマートセンサ１１２の計測タイプ（後述）の設定等の検査を行う。



(9) JP 5999406 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

そして、スマートセンサ１１２は、検査結果を示す情報をＰＣ１１３に供給する。
【００５４】
　ＰＣ１１３は、例えば、電力監視システム１０１の設置検査を実行する場合にスマート
センサ１１２に接続される。そして、ＰＣ１１３は、設置検査の実行の指令をスマートセ
ンサ１１２に与えたり、設置検査の結果の表示を行ったりする。
【００５５】
　なお、以下、主幹系統のＬ１相の電圧および電流をそれぞれＶｃｕおよびＩｃｕとし、
Ｌ２相の電圧および電流をＶｃｗおよびＩｃｗとする。また、以下、電圧Ｖｃｕと電圧Ｖ
ｃｗを主幹電圧と総称し、電流Ｉｃｕと電流Ｉｃｗを主幹電流と総称する。さらに、以下
、発電系統のＵ相の電圧および電流をそれぞれＶｐｕおよびＩｐｕとし、Ｗ相の電圧およ
び電流をＶｐｗおよびＩｐｗとする。また、以下、電圧Ｖｐｕと電圧ＶｐｗをＰＶ電圧と
総称し、電流Ｉｐｕと電流ＩｐｗをＰＶ電流と総称する。
【００５６】
［電力監視システムの他の設置例］
　図２および図３は、電力監視システム１０１の他の設置例を示している。
【００５７】
　図２は、分電盤２４１を備え、太陽光発電システム２０１が設けられてない家庭に電力
監視システム１０１を設置した場合の例を示している。なお、この図では、ＰＣ１１３の
図示を省略している。
【００５８】
　分電盤２０２は、主幹漏電ブレーカ２５１、および、複数のブレーカからなる配線用ブ
レーカ２５２を含むように構成される。主幹漏電ブレーカ２５１は、商用電源（不図示）
と配線用ブレーカ２５２の１次側の間に接続される。配線用ブレーカ２５２の２次側には
、電気機器等の各種の負荷（不図示）に接続されている。
【００５９】
　従って、商用系統（商用電源）からの単相３線式の商用電力が、主幹漏電ブレーカ２５
１および配線用ブレーカ２５２を介して負荷に供給される。
【００６０】
　なお、以下、図２において、主幹系統のうち、配線用ブレーカ２２３の１次側を商用系
統とし、２次側を負荷系統とする。
【００６１】
　電流センサ１１１Ｌ１は、主幹漏電ブレーカ２５１のＬ１相の１次側、すなわち、主幹
系統の商用電源側のＬ１相に設置され、主幹系統（商用系統）のＬ１相の電流を計測する
。電流センサ１１１Ｌ２は、主幹漏電ブレーカ２５１のＬ２相の１次側、すなわち、主幹
系統の商用電源側のＬ２相に設置され、主幹系統（商用系統）のＬ２相の電流を計測する
。
【００６２】
　また、電流センサ１１１Ｌ１および電流センサ１１１Ｌ２は、ケーブル１１４Ａを介し
て、スマートセンサ１１２に接続されている。
【００６３】
　図３は、図２に示される設備に加えて、太陽光発電システム２０１、追加ユニット２７
１、および、遮断器２７２をさらに備えた家庭に電力監視システム１０１を設置した場合
の例を示している。なお、この図では、ＰＣ１１３の図示を省略している。
【００６４】
　追加ユニット２７１は、ＰＶ分岐ブレーカ２８１を含むように構成される。ＰＶ分岐ブ
レーカ２８１は、パワーコンディショナ２１２と遮断機２７２の２次側の間に接続されて
いる。
【００６５】
　遮断機２７２は、１次側が商用電源（不図示）に接続され、２次側が主幹漏電ブレーカ
２５１の１次側およびＰＶ分岐ブレーカ２８１の１次側に接続されている。
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【００６６】
　従って、商用系統（商用電源）からの単相３線式の商用電力が、遮断機２７２、主幹漏
電ブレーカ２５１および配線用ブレーカ２２３を介して、負荷に供給される。また、太陽
光発電システム２０１からの単相３線式の発電電力が、ＰＶ分岐ブレーカ２８１、主幹漏
電ブレーカ２５１および配線用ブレーカ２２３を介して、負荷に供給される。さらに、太
陽光発電システム２０１の発電電力が負荷の消費電力を上回っている場合、その余剰電力
が、遮断機２７２を介して、商用系統側に供給される。
【００６７】
　すなわち、この例では、太陽光発電システム２０１と遮断機２７２の２次側の間が発電
系統となり、遮断機２７２の２次側が、主幹系統と発電系統の接続点となる。また、主幹
系統のうち、遮断器２７２の１次側が商用系統となり、２次側が負荷系統となる。
【００６８】
　電流センサ１１１Ｌ１は、遮断器２７２のＬ１相の２次側と主幹漏電ブレーカ２５１の
Ｌ１相の１次側の間、すなわち、主幹系統の負荷側のＬ１相に設置され、主幹系統（負荷
系統）のＬ１相の電流を計測する。電流センサ１１１Ｌ２は、遮断器２７２のＬ２相の２
次側と主幹漏電ブレーカ２５１のＬ２相の１次側の間、すなわち、主幹系統の商用電源側
のＬ２相に設置され、主幹系統（負荷系統）のＬ２相の電流を計測する。電流センサ１１
１Ｕは、ＰＶ分岐ブレーカ２８１のＵ相の１次側に設置され、発電系統のＵ相の電流を計
測する。電流センサ１１１Ｗは、ＰＶ分岐ブレーカ２８１のＷ相の１次側に設置され、発
電系統のＷ相の電流を計測する。
【００６９】
　なお、以下、図１のように、主幹系統の商用電源側と発電系統に電流センサ１１１を設
置し、商用系統と発電系統の電流を計測するタイプを、ＰＶ有（直結）タイプと称する。
また、以下、図２のように、主幹系統のみに電流センサ１１１を設置し、商用系統（＝負
荷系統）の電流を計測するタイプを、ＰＶ無タイプと称する。さらに、以下、図３のよう
に、主幹系統の負荷側と発電系統に電流センサ１１１を設置し、負荷系統と発電系統の電
流を計測するタイプを、ＰＶ有（分岐）タイプと称する。また、以下、ＰＶ有（直結）タ
イプとＰＶ有（分岐）タイプをまとめてＰＶ有タイプと称する。
【００７０】
［スマートセンサ１１２の構成例］
　図４は、スマートセンサ１１２の機能の構成例を示すブロック図である。
【００７１】
　スマートセンサ１１２は、入力部３０１Ｌ１乃至入力部３０１Ｗ、電流検出部３０２、
判定値算出部３０３、電力算出部３０４、通信部３０５、設定部３０６、検査部３０７、
および、入出力部３０８を含むように構成される。
【００７２】
　入力部３０１Ｌ１乃至入力部３０１Ｗは、例えば、所定の規格に準じた入力端子により
構成される。電流センサ１１１Ｌ１および電流センサ１１１Ｌ２は、ケーブル１１４Ａを
介して、スマートセンサ１１２の入力部３０１Ｌ１および入力部３０１Ｌ２にそれぞれ接
続される。また、電流センサ１１１Ｕおよび電流センサ１１１Ｗは、ケーブル１１４Ｂを
介して、スマートセンサ１１２の入力部３０１Ｕおよび入力部３０１Ｌ２にそれぞれ接続
される。
【００７３】
　なお、以下、入力部３０１Ｌ１乃至入力部３０１Ｗを個々に区別する必要がない場合、
単に、入力部３０１と称する。
【００７４】
　電流検出部３０２は、例えば、抵抗、Ａ／Ｄ変換器等により構成される。そして、電流
検出部３０２は、各電流センサ１１１から入力部３０１Ｕ乃至入力部３０１Ｗに入力され
る信号により示される各部の電流の瞬時値を所定のサンプリング周期でサンプリングする
。また、電流検出部３０２は、サンプリングした各部の電流の瞬時値に基づいて、各部の
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電流の実効値等を算出する。そして、電流検出部３０２は、各部の電流の瞬時値や実効値
等を示す情報を、判定値算出部３０３、電力算出部３０４、および、検査部３０７に供給
する。
【００７５】
　判定値算出部３０３は、主幹電流およびＰＶ電流の検出結果に基づいて、主幹系統と発
電系統の間の電流の位相の関係を示し、商用系統の電力の潮流方向の検出や電流センサ１
１１の設置状態の検査等に用いる系統間位相判定値を算出する。判定値算出部３０３は、
算出した系統間位相判定値を、電力算出部３０４および検査部３０７に供給する。
【００７６】
　また、判定値算出部３０３は、主幹電流の検出結果に基づいて、主幹系統のＬ１相とＬ
２相の間の電流の位相の関係を示し、電流センサ１１１の設置状態の検査等に用いる相間
位相判定値を算出する。さらに、判定値算出部３０３は、ＰＶ電流の検出結果に基づいて
、発電系統のＵ相とＷ相の間の電流の位相の関係を示し、電流センサ１１１の設置状態の
検査等に用いる相間位相判定値を算出する。判定値算出部３０３は、算出した相間位相判
定値を検査部３０７に供給する。
【００７７】
　電力算出部３０４は、主幹電流およびＰＶ電流の検出結果、並びに、系統間位相判定値
に基づいて、各部の電力を算出する。電力算出部３０４は、算出結果を通信部３０５に供
給する。
【００７８】
　通信部３０５は、各種の通信装置により構成され、各部の電力の状態を示す電力状態情
報を外部の装置に送信する。なお、通信部３０５の通信方法には、有線または無線を問わ
ず、任意の方法を採用することができる。
【００７９】
　設定部３０６は、例えば、ハードウエアまたはソフトウエアによる各種のスイッチ、入
力デバイス、メモリ等により構成され、ユーザの指令に基づいて、スマートセンサ１１２
の計測タイプを設定する。上述したように、計測タイプは、ＰＶ有（直結）、ＰＶ有（分
岐）、および、ＰＶ無の３種類に分かれる。設定部３０６は、設定した計測タイプを判定
値算出部３０３、電力算出部３０４、および、検査部３０７に通知する。
【００８０】
　なお、計測タイプを、通信部３０５を介して外部の装置から設定したり、入出力部３０
８を介してＰＣ１１３から設定したりするようにしてもよい。
【００８１】
　検査部３０７は、ＰＶ電流検査部３２１、主幹電流検査部３２２、主幹位相検査部３２
３、系統間位相検査部３２４、ＰＶ位相検査部３２５、および、電力比較検査部３２６を
含むように構成される。
【００８２】
　ＰＶ電流検査部３２１は、ＰＶ電流の検出結果に基づいて、電流センサ１１１Ｕおよび
電流センサ１１１Ｗの設置状態等の検査を行う。ＰＶ電流検査部３２１は、入出力部３０
８を介してＰＣ１１３に検査結果を供給する。
【００８３】
　主幹電流検査部３２２は、主幹電流の検出結果に基づいて、電流センサ１１１Ｌ１およ
び電流センサ１１１Ｌ２の設置状態等の検査を行う。主幹電流検査部３２２は、入出力部
３０８を介してＰＣ１１３に検査結果を供給する。
【００８４】
　主幹位相検査部３２３は、主幹系統の相間位相判定値に基づいて、電流センサ１１１Ｌ
１および電流センサ１１１Ｌ２の設置状態等の検査を行う。主幹位相検査部３２３は、入
出力部３０８を介してＰＣ１１３に検査結果を供給する。
【００８５】
　系統間位相検査部３２４は、系統間位相判定値に基づいて、各電流センサ１１１の設置
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状態等の検査を行う。系統間位相検査部３２４は、入出力部３０８を介してＰＣ１１３に
検査結果を供給する。
【００８６】
　ＰＶ位相検査部３２５は、発電系統の相間位相判定値に基づいて、電流センサ１１１Ｕ
および電流センサ１１１Ｗの設置状態等の検査を行う。ＰＶ位相検査部３２５は、入出力
部３０８を介してＰＣ１１３に検査結果を供給する。
【００８７】
　電力比較検査部３２６は、主幹電流およびＰＶ電流の検出結果、並びに、系統間位相判
定値に基づいて、売電電力と発電電力の大小関係を比較することにより、各電流センサ１
１１の設置状態等の検査を行う。電力比較検査部３２６は、入出力部３０８を介してＰＣ
１１３に検査結果を供給する。
【００８８】
　入出力部３０８は、ケーブル１１５を介して、所定の通信方法により、スマートセンサ
１１２とＰＣ１１３との間のデータの入出力を行う。なお、入出力部３０８とＰＣ１１３
が通信する方法には、任意の方法を採用することができる。
【００８９】
［設置検査］
　次に、図５のフローチャートを参照して、電力監視システム１０１を設置する場合に行
われる設置検査について説明する。なお、この処理は、例えば、ケーブル１１５を介して
ＰＣ１１３をスマートセンサ１１２に接続した状態で、ＰＣ１１３からスマートセンサ１
１２に設置検査の実施の指令が入力されたとき開始される。
【００９０】
　ステップＳ１において、検査部３０７は、計測タイプが設定されているか否かを判定す
る。計測タイプが設定されていると判定された場合、処理はステップＳ２に進む。
【００９１】
　ステップＳ２において、判定値算出部３０３は、電流検出部３０２により検出された各
部の電流の瞬時値および実効値に基づいて、系統間位相判定値を算出する。ここで、計測
タイプ毎に、系統間位相判定値の算出方法について説明する。
【００９２】
　判定値算出部３０３は、計測タイプがＰＶ有に設定されている場合、発電系統のＵ相の
電流Ｉｐｕと主幹系統のＬ１相の電流Ｉｃｕとの位相の関係を示す系統間位相判定値ｐｈ
Ｓ（Ｕ）を、次式（１）により算出する。
【００９３】
【数１】

【００９４】
　なお、式（１）のｋは、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｃｕのサンプリング点の番号を示し、
ｍは１周期あたりのサンプリング数を示している。また、Ｉｐｕ［ｋ］はｋ番目のサンプ
リング点における電流Ｉｐｕのサンプリング値を示し、Ｉｃｕ［ｋ］はｋ番目のサンプリ
ング点における電流Ｉｃｕのサンプリング値を示している。
【００９５】
　従って、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）は、図６に示されるように、ほぼ同時刻におけ
る電流Ｉｐｕと電流Ｉｃｕのサンプリング値の乗算値を、ｔ＝０からｔ＝Ｔまでの１周期
の間積算した値となる。
【００９６】
　なお、図６は、横軸が時間、縦軸が電流値を示し、計測タイプがＰＶ有（直結）に設定
され、かつ、売電状態の場合の電流Ｉｐｕと電流Ｉｃｕの波形の例を示している。また、
図６の丸印および四角印はサンプリング点を示している。なお、図を分かりやすくするた



(13) JP 5999406 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

めに、図６では、サンプリング点の一部のみを示している。
【００９７】
　また、判定値算出部３０３は、発電系統のＷ相の電流Ｉｐｗと主幹系統のＬ２相の電流
Ｉｃｗとの位相の関係を示す系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｗ）も同様に、次式（２）により
算出する。
【００９８】
【数２】

【００９９】
　なお、判定値算出部３０３は、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｃｕの実効値の少なくとも一方
が所定の規定値（例えば、０．２Ａ）未満である場合、算出結果を問わず、系統間位相判
定値ｐｈＳ（Ｕ）の正負の符号を＋に固定する。同様に、判定値算出部３０３は、電流Ｉ
ｐｗおよび電流Ｉｃｗの実効値の少なくとも一方が規定値未満である場合、算出結果を問
わず、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｗ）の正負の符号を＋に固定する。
【０１００】
　なお、この規定値は、例えば、電流の検出限界の１０倍など電力の潮流方向の判定が安
定して行われる値に設定される。
【０１０１】
　また、判定値算出部３０３は、計測タイプがＰＶ無に設定されている場合、電流Ｉｐｕ
および電流Ｉｐｗの瞬時値の代わりに、電流Ｉｃｕおよび電流Ｉｃｗの瞬時値を用いて、
系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ），ｐｈＳ（Ｗ）を算出する。従って、系統間位相判定値ｐ
ｈＳ（Ｕ）は、１周期の間の電流Ｉｃｕの瞬時値の二乗和となり、系統間位相判定値ｐｈ
Ｓ（Ｗ）は、１周期の間の電流Ｉｃｗの瞬時値の二乗和となる。
【０１０２】
　なお、計測タイプがＰＶ無に設定されている場合の系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ），ｐ
ｈＳ（Ｗ）は、正の値になればよく、例えば、上記とは別の算出方法を用いたり、所定の
正の定数に設定したりすることが可能である。
【０１０３】
　そして、判定値算出部３０３は、算出した系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）およびｐｈＳ
（Ｗ）を示す情報を電力算出部３０４および検査部３０７に供給する。
【０１０４】
　ここで、計測タイプ毎の系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）およびｐｈＳ（Ｗ）の性質につ
いて説明する。まず、計測タイプがＰＶ有（直結）である場合について説明する。
【０１０５】
　電流Ｉｐｕの位相をφＵとし、電流Ｉｃｕの位相をφＬ１とすると、｜φＵ－φＬ１｜
≦π／２の場合、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≧０となり、π／２＜｜φＵ－φＬ１｜
≦πの場合、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≦０となる。
【０１０６】
　一方、家庭用の一般的な負荷の力率は、ｃｏｓ（π／６）以上になることが経験的に分
かっている。すなわち、電圧波形と電流波形の位相差はπ／６以下となる。
【０１０７】
　例えば、図７は、蛍光灯に１００Ｖの交流電圧を印加し、変流器により電流を計測した
結果を示すグラフである。なお、図７の横軸は時間を示し、縦軸は電圧および電流を示し
ている。波形４０１は電圧の波形を示し、波形４０２は、電圧と電流が同位相の場合に電
流値が正になる方向に変流器を取付けた場合の電流の波形を示し、波形４０３は、電圧と
電流が逆位相の場合に電流値が正になる方向に変流器を取付けた場合の電流の波形を示し
ている。この場合、蛍光灯に印加される電圧と蛍光灯を流れる電流の位相差は、約１１．
５度（＜π／６）となる。
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【０１０８】
　また、図８は、他の負荷に１００Ｖの交流電圧を印加し、電圧と電流が同位相の場合に
電流値が正になる方向に取付けた変流器により電流を計測した結果を示すグラフである。
なお、図８の横軸は時間を示し、縦軸は電圧および電流を示している。波形４１１は電圧
の波形を示し、波形４１２は負荷が電子レンジの場合の電流の波形を示し、波形４１３は
負荷がパーソナルコンピュータとディスプレイの場合の電流の波形を示している。この例
でも、電圧と電流の位相差は、π／６より小さくなっている。
【０１０９】
　従って、発電系統のＵ相の電圧Ｖｐｕと電流Ｉｐｕとの位相差は、±π／６以内になる
と仮定することができる。一方、主幹系統のＬ１相の電圧Ｖｃｕと電流Ｉｃｕとの位相差
は、買電状態の場合、±π／６以内となり、売電状態の場合、π±π／６の範囲内になる
と仮定することができる。これに伴い、買電状態の場合、｜φＵ－φＬ１｜≦π／３とな
り、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≧０になると仮定することができる。一方、売電状態
の場合、２π／３≦｜φＵ－φＬ１｜≦πとなり、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≦０に
なると仮定することができる。
【０１１０】
　従って、計測タイプがＰＶ有（直結）である場合、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）の符
号に基づいて、商用系統のＬ１相が買電状態または売電状態のいずれであるかを判定する
ことができる。
【０１１１】
　一方、計測タイプがＰＶ有（分岐）である場合、買電状態か売電状態かに関わらず、電
流センサ１１１Ｌ１および電流センサ１１１Ｌ２の設置位置における電力の潮流方向は一
定である。従って、｜φＵ－φＬ１｜≦π／３となり、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≧
０になると仮定することができる。
【０１１２】
　また、計測タイプがＰＶ無である場合、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）は、１周期の間
の電流Ｉｃｕの瞬時値の二乗和なので、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≧０になる
【０１１３】
　なお、以上では、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）についてのみ説明したが、系統間位相
判定値ｐｈＳ（Ｗ）についても同様である。
【０１１４】
　図５に戻り、ステップＳ３において、判定値算出部３０３は、電流検出部３０２により
検出された各部の電流の瞬時値および実効値に基づいて、相間位相判定値を算出する。具
体的には、判定値算出部３０３は、計測タイプがＰＶ有に設定されている場合、発電系統
のＵ相の電流ＩｐｕとＷ相の電流Ｉｐｗとの位相の関係を示す相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ
）を、次式（３）により算出する。
【０１１５】
【数３】

【０１１６】
　なお、式（３）のｋは、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗのサンプリング点の番号を示し、
ｍは１周期あたりのサンプリング数を示している。また、Ｉｐｕ［ｋ］はｋ番目のサンプ
リング点の電流Ｉｐｕのサンプリング値を示し、Ｉｐｗ［ｋ］はｋ番目のサンプリング点
の電流Ｉｐｗのサンプリング値を示している。
【０１１７】
　従って、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）は、ほぼ同時刻における電流Ｉｐｕと電流Ｉｐｗ
のサンプリング値の乗算値を、系統間位相判定値と同様に１周期の間積算した値となる。
【０１１８】
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　また、判定値算出部３０３は、設定されている計測タイプに関わらず、主幹系統のＬ１
相の電流ＩｃｕとＬ２相の電流Ｉｃｗとの位相の関係を示す相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）
も同様に、次式（４）により算出する。
【０１１９】
【数４】

【０１２０】
　なお、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実効値の少なくとも一方が上述した規定値未満で
ある場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）の算出結果を問わず、後述する相間位相判定値ｐ
ｈＰ（Ｐ）を用いた検査で異常なしと判定されるように処理される。同様に、電流Ｉｃｕ
および電流Ｉｃｗの実効値の少なくとも一方が規定値未満である場合、相間位相判定値ｐ
ｈＰ（Ｃ）の算出結果を問わず、後述する相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）を用いた検査で異
常なしと判定されるように処理される。
【０１２１】
　そして、判定値算出部３０３は、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）およびｐｈＰ（Ｃ）を示
す情報を検査部３０７に供給する。
【０１２２】
　ここで、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）およびｐｈＰ（Ｃ）の性質について説明する。
【０１２３】
　発電系統の電流Ｉｐｕの位相をφＵとし、電流Ｉｐｗの位相をφＷとすると、｜φＵ－
φＷ｜≦π／２の場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）≧０となり、π／２≦｜φＵ－φＷ
｜≦πの場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）≦０となる。
【０１２４】
　上述したように、発電系統のＵ相の電圧Ｖｐｕと電流Ｉｐｕとの位相差は、±π／６以
内になると仮定することができる。同様に、発電系統のＷ相の電圧Ｖｐｗと電流Ｉｐｗと
の位相差も、±π／６以内になると仮定することができる。一方、発電系統のＵ相の電圧
ＶｐｕとＷ相の電圧Ｖｐｗは、逆位相であり、位相差はπとなる。
【０１２５】
　従って、計測タイプに関わらず、発電系統のＵ相の電流ＩｐｕとＷ相の電流Ｉｐｗとの
位相差は、π±π／６の範囲内になると仮定することができる。これに伴い、相間位相判
定値ｐｈＰ（Ｐ）≦０になると仮定することができる。
【０１２６】
　また、主幹系統の電流Ｉｃｕの位相をφＬ１とし、電流Ｉｃｗの位相をφＬ２とすると
、｜φＬ１－φＬ２｜≦π／２の場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）≧０となり、π／２
＜｜φＬ１－φＬ２｜≦πの場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）≦０となる。
【０１２７】
　計測タイプがＰＶ有（分岐）またはＰＶ無である場合、電流センサ１１１Ｌ１の設置位
置における電力の潮流方向は一定なので、主幹系統のＬ１相の電圧Ｖｃｕと電流Ｉｃｕと
の位相差は、±π／６以内になると仮定することができる。同様に、主幹系統のＬ２相の
電圧Ｖｃｗと電流Ｉｃｗとの位相差も、±π／６以内になると仮定することができる。一
方、主幹系統のＬ１相の電圧ＶｃｕとＬ２相の電圧Ｖｃｗは、逆位相であり、位相差はπ
となる。
【０１２８】
　従って、計測タイプがＰＶ有（分岐）またはＰＶ無である場合、主幹系統のＬ１相の電
流ＩｃｕとＷ相の電流Ｉｃｗとの位相差は、π±π／６の範囲内になると仮定することが
できる。これに伴い、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）≦０になると仮定することができる。
【０１２９】
　一方、計測タイプがＰＶ有（直結）である場合、買電状態か売電状態かにより、電流セ



(16) JP 5999406 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

ンサ１１１Ｌ１および電流センサ１１１Ｌ２の設置位置における電力の潮流方向が反転す
る。従って、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの状態によって、電圧Ｖｃｕと電流Ｉｃｕとの
位相差、および、電圧Ｖｃｗと電流Ｉｃｗとの位相差が大きく変化し、相間位相判定値ｐ
ｈＰ（Ｃ）の正負の符号が変動する。ただし、太陽光発電システム２０１の発電が停止し
ており、発電系統の電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗが０の場合には、計測タイプがＰＶ有（
分岐）またはＰＶ無の場合と同様に、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）≦０になると仮定する
ことができる。
【０１３０】
　次に、ステップＳ４において、ＰＶ電流検査部３２１は、ＰＶ電流検査を実行する。
【０１３１】
（ＰＶ電流検査の詳細）
　ここで、図９のフローチャートを参照して、ＰＶ電流検査の詳細について説明する。
【０１３２】
　ステップＳ３１において、ＰＶ電流検査部３２１は、計測タイプがＰＶ無に設定されて
いるか否かを判定する。計測タイプがＰＶ無に設定されていると判定された場合、処理は
ステップＳ３２に進む。
【０１３３】
　ステップＳ３２において、ＰＶ電流検査部３２１は、いずれかの相のＰＶ電流値≠０で
あるか否かを判定する。具体的には、ＰＶ電流検査部３２１は、電流検出部３０２により
検出された電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実効値の少なくとも一方が所定の閾値以上であ
る場合、いずれかの相のＰＶ電流値≠０であると判定し、処理はステップＳ３３に進む。
【０１３４】
　なお、この閾値は、ノイズ等による誤差を考慮して設定される。
【０１３５】
　ステップＳ３３において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。具体的には
、計測タイプがＰＶ無に設定されているにも関わらず、発電系統の電流Ｉｐｕや電流Ｉｐ
ｗの実効値が０にならない場合、例えば、以下の異常が発生していることが想定される。
【０１３６】
・計測タイプの設定が誤っている。
・入力部３０１Ｕや入力部３０１Ｗに、電流センサ１１１が誤って接続されている。
【０１３７】
　そこで、ＰＶ電流検査部３２１は、図１０の計測タイプがＰＶ無の欄に示されるような
エラー情報を生成する。
【０１３８】
　具体的には、エラー情報は、異常個所コードとメッセージデータを含み、メッセージデ
ータは、さらにメッセージコードとメッセージを含んでいる。
【０１３９】
　異常個所コードは、電流の異常が発生している場所を示す４ビットのデータであり、各
電力系統の各相の電流が、各ビットに対応づけられている。具体的には、異常個所コード
の最上位のビットから順に、主幹系統のＬ１相の電流Ｉｃｕ、主幹系統のＬ２相の電流Ｉ
ｃｗ、発電系統のＵ相の電流Ｉｐｕ、発電系統のＷ相の電流Ｉｐｗが、それぞれ対応付け
られている。また、電流の異常が発生している可能性がある場所に対応するビットの値が
１に設定され、それ以外のビットの値が０に設定される。
【０１４０】
　メッセージコードは、発生しているエラーの種類を所定の２桁の数値により表す。メッ
セージは、発生しているエラーの現象、原因、対処方法等を具体的に示す。
【０１４１】
　例えば、電流Ｉｐｕの実効値が０でない場合、計測タイプの設定に誤りがあるか、入力
部３０１Ｕに電流センサ１１１が誤接続されている可能性がある。従って、異常個所コー
ドは、電流Ｉｐｕに対応するビットを１にした「００１０」に設定される。また、メッセ
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ージコードは、所定の「０１」に設定される。さらに、メッセージには、ＰＶ電流の値が
０でないこと、並びに、電流センサ１１１のケーブルの配線、または、計測タイプの設定
に誤りがある可能性があることを示す内容が設定される。
【０１４２】
　なお、電流Ｉｐｗの実効値が０でない場合、または、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実
効値が０でない場合には、メッセージデータは同内容で、異常個所コードのみが変更され
る。
【０１４３】
　そして、ＰＶ電流検査部３２１は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して、
ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０１４４】
　その後、ＰＶ電流検査は終了する。
【０１４５】
　一方、ステップＳ３２において、いずれの相のＰＶ電流値も０であると判定された場合
、ステップＳ３３の処理はスキップされ、エラーは検出されずに、ＰＶ電流検査が終了す
る。
【０１４６】
　また、ステップＳ３１において、計測タイプがＰＶ有に設定されていると判定された場
合、処理はステップＳ３４に進む。
【０１４７】
　ステップＳ３４において、ＰＶ電流検査部３２１は、いずれかの相のＰＶ電流値＝０で
あるか否かを判定する。具体的には、ＰＶ電流検査部３２１は、電流検出部３０２により
検出された電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実効値の少なくとも一方が、上述した閾値未満
である場合、いずれかの相のＰＶ電流値＝０であると判定し、処理はステップＳ３５に進
む。
【０１４８】
　ステップＳ３５において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。具体的には
、計測タイプがＰＶ有に設定されているにも関わらず、発電系統の電流Ｉｐｕや電流Ｉｐ
ｗの実効値が０になる場合、例えば、入力部３０１Ｕまたは入力部３０１Ｗに、電流セン
サ１１１が正常に接続されていないことが想定される。そこで、ＰＶ電流検査部３２１は
、図１０の計測タイプがＰＶ有の欄に示されるようなエラー情報を生成する。
【０１４９】
　例えば、電流Ｉｐｕの実効値が０である場合、電流センサ１１１Ｕが入力部３０１Ｕに
正常に接続されていない可能性がある。従って、異常個所コードは、電流Ｉｐｕに対応す
るビットを１にした「００１０」に設定される。また、メッセージコードは、所定の「０
２」に設定される。さらに、メッセージには、ＰＶ電流の値が０であること、並びに、電
流センサ１１１のケーブルの配線に誤りがある可能性があり、確認が必要であることを示
す内容が設定される。
【０１５０】
　なお、電流Ｉｐｗの実効値が０である場合、または、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実
効値が０である場合には、メッセージデータは同内容で、異常個所コードのみが変更され
る。
【０１５１】
　そして、ＰＶ電流検査部３２１は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して、
ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０１５２】
　その後、ＰＶ電流検査は終了する。
【０１５３】
　一方、ステップＳ３４において、全ての相のＰＶ電流値＝０であると判定された場合、
ステップＳ３５の処理はスキップされ、エラーは検出されずに、ＰＶ電流検査が終了する
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。
【０１５４】
　図５に戻り、ステップＳ５において、主幹電流検査部３２２は、主幹電流検査を実行す
る。
【０１５５】
（主幹電流検査の詳細）
　ここで、図１１のフローチャートを参照して、主幹電流検査の詳細について説明する。
【０１５６】
　ステップＳ５１において、主幹電流検査部３２２は、いずれかの相の主幹電流値＝０で
あるか否かを判定する。具体的には、主幹電流検査部３２２は、電流検出部３０２により
検出された電流Ｉｃｕおよび電流Ｉｃｗの実効値の少なくとも一方が所定の閾値未満であ
る場合、いずれかの相の主幹電流値＝０であると判定し、処理はステップＳ５２に進む。
【０１５７】
　なお、この閾値は、ノイズ等による誤差を考慮して設定される。
【０１５８】
　ステップＳ５２において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。具体的には
、主幹系統の電流Ｉｃｕや電流Ｉｃｗの実効値が０になる場合、例えば、入力部３０１Ｌ
１または入力部３０１Ｌ２に、電流センサ１１１が正常に接続されていないことが想定さ
れる。
【０１５９】
　例えば、電流Ｉｃｕの実効値が０である場合、電流センサ１１１Ｌ１が入力部３０１Ｌ
１に正常に接続されていない可能性がある。従って、異常個所コードは、電流Ｉｃｕに対
応するビットを１にした「１０００」に設定される。また、メッセージコードは、所定の
「０３」に設定される。さらに、メッセージには、主幹電流の値が０であること、並びに
、電流センサ１１１のケーブルの配線に誤りがある可能性があり、確認が必要であること
を示す内容が設定される。
【０１６０】
　なお、電流Ｉｃｗの実効値が０である場合、または、電流Ｉｃｕおよび電流Ｉｃｗの実
効値が０である場合には、メッセージデータは同内容で、異常個所コードのみが変更され
る。
【０１６１】
　そして、ＰＶ電流検査部３２１は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して、
ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０１６２】
　その後、主幹電流検査は終了する。
【０１６３】
　一方、ステップＳ５１において、全ての相の主幹電流値≠０であると判定された場合、
ステップＳ５２の処理はスキップされ、エラーは検出されずに、主幹電流検査が終了する
。
【０１６４】
　図５に戻り、ステップＳ６において、主幹位相検査部３２３は、主幹位相検査を実行す
る。
【０１６５】
（主幹位相検査の詳細）
　ここで、図１３のフローチャートを参照して、主幹位相検査の詳細について説明する。
【０１６６】
　ステップＳ７１において、主幹位相検査部３２３は、全ての相の主幹電流値≠０である
か否かを判定する。具体的には、主幹位相検査部３２３は、主幹電流検査部３２２は、電
流検出部３０２により検出された電流Ｉｃｕおよび電流Ｉｃｗの実効値が全て上述した閾
値以上である場合、全ての相の主幹電流値≠０であると判定し、処理はステップＳ７２に
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進む。
【０１６７】
　ステップＳ７２において、主幹位相検査部３２３は、計測タイプがＰＶ有（直結）に設
定されているか否かを判定する。計測タイプがＰＶ有（直結）に設定されていると判定さ
れた場合、処理はステップＳ７３に進む。
【０１６８】
　ステップＳ７３において、主幹位相検査部３２３は、全ての相のＰＶ電流値＝０である
か否かを判定する。具体的には、主幹位相検査部３２３は、電流検出部３０２により検出
された電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実効値が全て上述した閾値未満である場合、全ての
相のＰＶ電流値＝０であると判定し、処理はステップＳ７４に進む。
【０１６９】
　なお、計測タイプはＰＶ有（直結）に設定されている場合には、例えば、太陽光発電シ
ステム２０１の発電を停止させ、全ての相のＰＶ電流値＝０に設定してから、主幹位相検
査を行うことが想定されている。
【０１７０】
　一方、ステップＳ７２において、計測タイプがＰＶ無またはＰＶ有（分岐）に設定され
ていると判定された場合、ステップＳ７３の処理はスキップされ、処理はステップＳ７４
に進む。
【０１７１】
　ステップＳ７４において、主幹位相検査部３２３は、主幹系統の相間位相判定値ｐｈＰ
（Ｃ）＞０であるか否かを判定する。相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）＞０である、換言すれ
ば、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）の符号が正であると判定された場合、処理はステップＳ
７５に進む。
【０１７２】
　ステップＳ７５において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。
【０１７３】
　上述したように、計測タイプがＰＶ無もしくはＰＶ有（分岐）に設定されている場合、
または、計測タイプＰＶ有（直結）に設定されており、かつ、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐ
ｗの実効値が０である場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）≦０になると想定される。これ
に対し、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）＞０である場合、例えば、電流センサ１１１Ｌ１ま
たは電流センサ１１１Ｌ２の一方の設置方向が逆になっており、電流Ｉｃｕおよび電流Ｉ
ｃｗの一方の位相が逆に検出されていることが想定される。
【０１７４】
　そこで、主幹位相検査部３２３は、図１４に示されるようなエラー情報を生成する。具
体的には、異常個所コードは、電流Ｉｃｕおよび電流Ｉｃｗに対応するビットを１にした
「１１００」に設定される。また、メッセージコードは、所定の「１１」に設定される。
さらに、メッセージには、電流の位相の異常が検出されており、電流センサ１１１の設置
方向に誤りがある可能性があることを示す内容が設定される。
【０１７５】
　そして、主幹位相検査部３２３は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して、
ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０１７６】
　その後、主幹位相検査は終了する。
【０１７７】
　一方、ステップＳ７４において、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）≦０であると判定された
場合、エラーは検出されずに、主幹位相検査は終了する。
【０１７８】
　また、ステップＳ７３において、いずれかの相のＰＶ電流値≠０であると判定された場
合、ステップＳ７４およびＳ７５の処理はスキップされ、エラー判定は行われずに、主幹
位相検査は終了する。
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【０１７９】
　すなわち、計測タイプがＰＶ有（直結）である場合、上述したように、相間位相判定値
ｐｈＰ（Ｃ）の正負の符号は、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの状態によって変動する。従
って、電流Ｉｐｕまたは電流Ｉｐｗのうち少なくとも一方が０でない場合、主幹位相検査
の検査結果の信頼性が低下するため、エラー判定は行われない。
【０１８０】
　さらに、ステップＳ７１において、いずれかの相の主幹電流値＝０であると判定された
場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｃ）の信頼性が低下し、検査結果の信頼性が低下するため
、ステップＳ７２乃至Ｓ７５の処理はスキップされ、エラー判定は行われずに、主幹位相
検査は終了する。
【０１８１】
　図５に戻り、ステップＳ７において、系統間位相検査部３２４は、系統間位相検査を行
う。
【０１８２】
（系統間位相検査の詳細）
　ここで、図１５のフローチャートを参照して、系統間位相検査の詳細について説明する
。
【０１８３】
　ステップＳ９１において、系統間位相検査部３２４は、計測タイプがＰＶ有（分岐）に
設定されているか否かを判定する。計測タイプがＰＶ有（分岐）に設定されていると判定
された場合、処理はステップＳ９２に進む。
【０１８４】
　ステップＳ９２において、系統間位相検査部３２４は、全ての相のＰＶ電流値≧規定値
であるか否かを判定する。具体的には、系統間位相検査部３２４は、ＰＶ電流検査部３２
１は、電流検出部３０２により検出された電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実効値の全てが
規定値以上である場合、全ての相のＰＶ電流値≧規定値であると判定し、処理はステップ
Ｓ９３に進む。
【０１８５】
　なお、この規定値は、例えば、系統間位相判定値の正負の符号を固定するか否かの判定
に用いた規定値と同じ値に設定される。
【０１８６】
　ステップＳ９３において、系統間位相検査部３２４は、いずれかの相の系統間位相判定
値＜０であるか否かを判定する。系統間位相検査部３２４は、系統間位相判定値ｐｈＳ（
Ｕ）またはｐｈＳ（Ｗ）の少なくとも一方が０未満である、換言すれば、系統間位相判定
値ｐｈＳ（Ｕ）またはｐｈＳ（Ｗ）の少なくとも一方の符号が負である場合、いずれかの
相の系統間位相判定値＜０であると判定し、処理はステップＳ９４に進む。
【０１８７】
　ステップＳ９４において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。具体的には
、上述したように、計測タイプがＰＶ有（分岐）である場合、系統間位相判定値ｐｈＳ（
Ｕ）≧０、かつ、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｗ）≧０になると想定される。これに対し、
系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）＜０である場合、例えば、電流センサ１１１Ｕまたは電流
センサ１１１Ｌ１の一方の設置方向が逆になっており、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｃｕの一
方の位相が逆に検出されていることが想定される。また、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｗ）
＜０である場合、例えば、電流センサ１１１Ｗまたは電流センサ１１１Ｌ２の一方の設置
方向が逆になっており、電流Ｉｐｗおよび電流Ｉｃｗの一方の位相が逆に検出されている
ことが想定される。
【０１８８】
　そこで、系統間位相検査部３２４は、図１６に示されるようなエラー情報を生成する。
例えば、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）＜０である場合、異常個所コードは、電流Ｉｐｕ
および電流Ｉｃｕに対応するビットを１にした「１０１０」に設定される。また、メッセ
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ージコードは、所定の「１１」に設定される。さらに、メッセージには、電流の位相の異
常が検出されており、電流センサ１１１の設置方向に誤りがある可能性があることを示す
内容が設定される。
【０１８９】
　なお、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｗ）＜０である場合、メッセージデータは同内容で、
異常個所コードのみが変更される。
【０１９０】
　そして、系統間位相検査部３２４は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して
、ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０１９１】
　その後、系統間位相検査は終了する。
【０１９２】
　一方、ステップＳ９３において、全ての相の系統間位相判定値≦０であると判定された
場合、ステップＳ９４の処理はスキップされ、エラーは検出されずに、系統間位相検査は
終了する。
【０１９３】
　また、ステップＳ９２において、いずれかの相のＰＶ電流値＜規定値であると判定され
た場合、系統間位相判定値の信頼性が低下し、検査結果の信頼性が低下するため、ステッ
プＳ９３およびＳ９４の処理はスキップされ、エラー判定は行われずに、系統間位相検査
は終了する。
【０１９４】
　また、ステップＳ９１において、計測タイプがＰＶ有（分岐）に設定されていないと判
定された場合、ステップＳ９２乃至Ｓ９４の処理はスキップされ、エラー判定は行われず
に、系統間位相検査は終了する。
【０１９５】
　図５に戻り、ステップＳ８において、ＰＶ位相検査部３２５は、ＰＶ位相検査を行う。
【０１９６】
（ＰＶ位相検査の詳細）
　ここで、図１７のフローチャートを参照して、ＰＶ位相検査の詳細について説明する。
【０１９７】
　ステップＳ１１１において、ＰＶ位相検査部３２５は、計測タイプがＰＶ有に設定され
ているか否かを判定する。計測タイプがＰＶ有に設定されていると判定された場合、処理
はステップＳ１１２に進む。
【０１９８】
　ステップＳ１１２において、ＰＶ位相検査部３２５は、図１５のステップＳ９２の処理
と同様に、全ての相のＰＶ電流値≧規定値であるか否かを判定する。全ての相のＰＶ電流
値≧規定値であると判定された場合、処理はステップＳ１１３に進む。
【０１９９】
　ステップＳ１１３において、ＰＶ位相検査部３２５は、発電系統の相間位相判定値ｐｈ
Ｐ（Ｐ）＞０であるか否かを判定する。相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）＞０であると判定さ
れた場合、換言すれば、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）の符号が正であると判定された場合
、処理はステップＳ１１４に進む。
【０２００】
　ステップＳ１１４において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。具体的に
は、上述したように相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）≦０になると想定されるのに対し、相間
位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）＞０である場合、例えば、電流センサ１１１Ｕまたは電流センサ
１１１Ｗの一方の設置方向が逆になっており、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの一方の位相
が逆に検出されていることが想定される。
【０２０１】
　そこで、ＰＶ位相検査部３２５は、図１８に示されるようなエラー情報を生成する。具
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体的には、異常個所コードは、電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗに対応するビットを１にした
「００１１」に設定される。また、メッセージコードは、所定の「１１」に設定される。
さらに、メッセージには、電流の位相の異常が検出されており、電流センサ１１１の設置
方向に誤りがある可能性があることを示す内容が設定される。
【０２０２】
　そして、ＰＶ位相検査部３２５は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して、
ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０２０３】
　その後、ＰＶ位相検査は終了する。
【０２０４】
　一方、ステップＳ１１３において、発電系統の相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）≦０である
と判定された場合、ステップＳ１１４の処理はスキップされ、エラーは検出されずに、Ｐ
Ｖ位相検査は終了する。
【０２０５】
　また、ステップＳ１１２において、いずれかの相のＰＶ電流値＜規定値であると判定さ
れた場合、相間位相判定値ｐｈＰ（Ｐ）の信頼性が低下し、検査結果の信頼性が低下する
ため、ステップＳ１１３およびＳ１１４の処理はスキップされ、エラー判定は行われずに
、ＰＶ位相検査は終了する。
【０２０６】
　また、ステップＳ１１１において、計測タイプがＰＶ有に設定されていないと判定され
た場合、ステップＳ１１２乃至Ｓ１１４の処理はスキップされ、エラー判定は行われずに
、ＰＶ位相検査は終了する。
【０２０７】
　図５に戻り、ステップＳ９において、電力比較検査部３２６は、ステップＳ６乃至Ｓ８
の主幹位相検査、系統間位相検査、ＰＶ位相検査のいずれかでエラーが検出されたか否か
を判定する。主幹位相検査、系統間位相検査、ＰＶ位相検査のいずれかでエラーが検出さ
れなかったと判定された場合、処理はステップＳ１０に進む。
【０２０８】
　ステップＳ１０において、電力比較検査部３２６は、電力比較検査を行い、設置検査は
終了する。
【０２０９】
（電力比較検査の詳細）
　ここで、図１９のフローチャートを参照して、電力比較検査の詳細について説明する。
【０２１０】
　ステップＳ１３１において、電力比較検査部３２６は、計測タイプがＰＶ有に設定され
ているか否かを判定する。計測タイプがＰＶ有に設定されていると判定された場合、処理
はステップＳ１３２に進む。
【０２１１】
　ステップＳ１３２において、電力比較検査部３２６は、発電電力と売電電力の大小関係
を比較する。具体的には、電力比較検査部３２６は、電流Ｉｐｕ、電流Ｉｐｗ、電流Ｉｃ
ｕ、および、電流Ｉｃｗの実効値の検出結果を電流検出部３０２から取得する。そして、
電力比較検査部３２６は、設定されている計測タイプ毎に、以下の方法により、発電電力
と売電電力の大小関係を比較する。
【０２１２】
　まず、計測タイプがＰＶ有（直結）に設定されている場合について説明する。
【０２１３】
　電力比較検査部３２６は、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）＜０である場合、すなわち、
商用系統のＬ１相が売電状態であると想定される場合、発電系統の電流Ｉｐｕと主幹系統
の電流Ｉｃｕの実効値を比較する。そして、電力比較検査部３２６は、電流Ｉｐｕの実効
値＜電流Ｉｃｕの実効値である場合、Ｌ１相の売電電力がＵ相の発電電力より大きいと判
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定する。一方、電力比較検査部３２６は、電流Ｉｐｕの実効値≧電流Ｉｃｕの実効値であ
る場合、Ｌ１相の売電電力がＵ相の発電電力以下であると判定する。また、電力比較検査
部３２６は、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≧０である場合、すなわち、商用系統のＬ１
相が買電状態であると想定される場合、Ｌ１相の売電電力は０であり、Ｌ１相の売電電力
はＵ相の発電電力以下であると判定する。
【０２１４】
　電力比較検査部３２６は、Ｌ２相の売電電力とＷ相の発電電力の大小関係についても、
同様の方法により比較する。
【０２１５】
　次に、計測タイプがＰＶ有（分岐）に設定されている場合について説明する。
【０２１６】
　電力比較検査部３２６は、発電系統の電流Ｉｐｕの実効値から主幹系統の電流Ｉｃｕの
実効値を引いた値を、Ｌ１相の売電電力に係る電流の実効値として算出する。そして、電
力比較検査部３２６は、電流Ｉｐｕの実効値と、Ｌ１相の売電電力に係る電流の実効値を
比較する。しかし、常に電流Ｉｐｕの実効値＞Ｌ１相の売電電力に係る電流となるため、
Ｌ１相の売電電力はＵ相の発電電力以下であると判定される。同様に、Ｌ２相の売電電力
も、常にＷ相の発電電力以下であると判定される。
【０２１７】
　ステップＳ１３３において、電力比較検査部３２６は、ステップＳ１３２の処理の結果
に基づいて、いずれかの相で発電電力＜売電電力であるか否かを判定する。いずれかの相
で発電電力＜売電電力であると判定された場合、処理はステップＳ１３４に進む。
【０２１８】
　ステップＳ１３４において、電力監視システム１０１は、エラー表示を行う。具体的に
は、Ｌ１相の売電電力がＵ相の発電電力以下になることが想定されるのに対し、Ｌ１相の
売電電力がＵ相の発電電力より大きくなる場合、例えば、以下の異常が発生していること
が想定される。
【０２１９】
・電流センサ１１１Ｕおよび電流センサ１１１Ｌ１の設置方向は正しいが、電流センサ１
１１Ｕが入力部３０１Ｌ１に接続され、電流センサ１１１Ｌ１が入力部３０１Ｕに接続さ
れている。
・電流センサ１１１Ｕまたは電流センサ１１１Ｌ１の一方の設置方向が逆になっており、
電流Ｉｐｕおよび電流Ｉｃｕの一方の位相が逆に検出されている。
【０２２０】
　また、Ｌ２相の売電電力がＷ相の発電電力より大きくなる場合も同様に、例えば、以下
の異常が発生していることが想定される。
【０２２１】
・電流センサ１１１Ｗおよび電流センサ１１１Ｌ２の設置方向は正しいが、電流センサ１
１１Ｗが入力部３０１Ｌ２に接続され、電流センサ１１１Ｌ２が入力部３０１Ｗに接続さ
れている。
・電流センサ１１１Ｗまたは電流センサ１１１Ｌ２の一方の設置方向が逆になっており、
電流Ｉｐｗおよび電流Ｉｃｗの一方の位相が逆に検出されている。
【０２２２】
　そこで、電力比較検査部３２６は、図２０に示されるようなエラー情報を生成する。例
えば、Ｕ相の発電電力＜Ｌ１相の売電電力である場合、異常個所コードは、電流Ｉｐｕお
よび電流Ｉｐｗに対応するビットを１にした「１０１０」に設定される。また、メッセー
ジコードは、所定の「２１」に設定される。さらに、メッセージには、発電電力が売電電
力より小さい状態が発生しており、ケーブルの配線または電流センサ１１１の設置方向が
誤っている可能性があることを示す内容が設定される。
【０２２３】
　なお、Ｗ相の発電電流＜Ｌ２相の販売電流である場合、メッセージデータは同内容で、
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異常個所コードのみが変更される。
【０２２４】
　そして、電力比較検査部３２６は、設定したエラー情報を、入出力部３０８を介して、
ＰＣ１１３に供給する。ＰＣ１１３は、取得したエラー情報を表示する。
【０２２５】
　その後、電力比較検査は終了する。
【０２２６】
　一方、ステップＳ１３３において、全ての相で発電電力≧売電電力であると判定された
場合、ステップＳ１３４の処理はスキップされ、エラーは検出されずに、電力比較検査は
終了する。
【０２２７】
　また、ステップＳ１３１において、計測タイプがＰＶ無に設定されていると判定された
場合、ステップＳ１３２乃至Ｓ１３４の処理はスキップされ、電力比較検査は終了する。
【０２２８】
　以上のようにして、電圧の計測結果を用いずに、各電流センサ１１１により計測された
電流のみを用いて、簡単に電流センサ１１１の設置状態の異常を検出することができる。
【０２２９】
　次に、図２１のフローチャートを参照して、電力監視システム１０１により実行される
電力監視処理について説明する。なお、この処理は、例えば、電力監視システム１０１の
電源がオンされたときに開始され、オフされたときに終了する。
【０２３０】
　ステップＳ２０１において、電力監視システム１０１は、各部の電流を検出する。具体
的には、電流検出部３０２は、電流センサ１１１Ｌ１乃至１１１Ｗにより計測される各部
の電流の瞬時値を所定のサンプリング周期でサンプリングする。また、電流検出部３０２
は、サンプリングした各部の電流の瞬時値に基づいて、各部の電流の実効値等を算出する
。そして、電流検出部３０２は、各部の電流の瞬時値を示す情報を判定値算出部３０３に
供給する。また、電流検出部３０２は、各部の電流の実効値を示す情報を電力算出部３０
４に供給する。
【０２３１】
　ステップＳ２０２において、判定値算出部３０３は、図５のステップＳ２の処理と同様
に、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）およびｐｈＳ（Ｗ）を算出する。そして、判定値算出
部３０３は、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）およびｐｈＳ（Ｗ）を示す情報を電力算出部
３０４に供給する。
【０２３２】
　ステップＳ２０３において、電力算出部３０４は、各部の電力を算出する。以下、各部
の電力の算出方法の具体例を、計測タイプ毎に説明する。
【０２３３】
（計測タイプがＰＶ有（直結）の場合）
　まず、計測タイプがＰＶ有（直結）に設定されている場合について説明する。
【０２３４】
　Ｕ相の発電電力ＰｐｕおよびＷ相の発電電力Ｐｐｗは、次式（５）および（６）により
算出される。
【０２３５】
　Ｐｐｕ＝ＶＲｐｕ×ＩＲｐｕ×ＰＦｐｕ　・・・（５）
　Ｐｐｗ＝ＶＲｐｗ×ＩＲｐｗ×ＰＦｐｗ　・・・（６）
【０２３６】
　なお、ＶＲｐｕおよびＶＲｐｗは、それぞれ発電系統の電圧Ｖｐｕおよび電圧Ｖｐｗの
実効値を示し、例えば、太陽光発電システム２０１の出力電圧の公称値が用いられる。な
お、太陽光発電システム２０１から電圧Ｖｐｕおよび電圧Ｖｐｗの実効値の計測値を取得
して用いるようにしてもよい。また、ＩＲｐｕおよびＩＲｐｗは、それぞれ発電系統の電
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流Ｉｐｕおよび電流Ｉｐｗの実効値を示し、電流検出部３０２により算出される。さらに
、ＰＦｐｕおよびＰＦｐｗは、それぞれ発電系統のＵ相およびＷ相の力率を表し、例えば
、実験結果、実際の計測結果、または、理論式等に基づいて設定される定数である。
【０２３７】
　また、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）≧０の場合、Ｌ１相が買電状態であると判定され
、Ｌ１相の買電電力Ｐｃｂｕ、売電電力Ｐｃｓｕ、および、負荷電力Ｐｌｕは、次式（７
）乃至（９）により算出される。
【０２３８】
　Ｐｃｂｕ＝ＶＲｃｕ×ＩＲｃｕ×ＰＦｃ　・・・（７）
　Ｐｃｓｕ＝０　・・・（８）
　Ｐｌｕ＝ＶＲｃｕ×（ＩＲｐｕ＋ＩＲｃｕ）×ＰＦｌ　・・・（９）
【０２３９】
　なお、ＶＲｃｕは、主幹系統の電圧Ｖｃｕの実効値を示し、例えば、商用系統の公称電
圧が用いられる。なお、太陽光発電システム２０１の出力電圧が、商用系統の電圧と等し
くなるように制御されるため、太陽光発電システム２０１から電圧Ｖｐｕの実効値の計測
値を取得し、電圧ＶＲｃｕとして用いるようにしてもよい。また、ＩＲｃｕは、発電系統
の電流Ｉｃｕの実効値を示し、電流検出部３０２により算出される。さらに、ＰＦｃは、
商用系統の力率を表し、例えば、実験結果、実際の計測結果、または、理論式等に基づい
て設定される定数である。また、ＰＦｌは、負荷系統の力率を表し、例えば、実験結果、
実際の計測結果、または、理論式等に基づいて設定される定数である。
【０２４０】
　一方、系統間位相判定値ｐｈＳ（Ｕ）＜０の場合、Ｌ１相が売電状態であると判定され
、Ｌ１相の買電電力Ｐｃｂｕ、売電電力Ｐｃｓｕ、および、負荷電力Ｐｌｕは、次式（１
０）乃至（１２）により算出される。
【０２４１】
　Ｐｃｂｕ＝０　・・・（１０）
　Ｐｃｓｕ＝ＶＲｃｕ×ＩＲｃｕ×ＰＦｃ　・・・（１１）
　Ｐｌｕ＝ＶＲｃｕ×（ＩＲｐｕ－ＩＲｃｕ）×ＰＦｌ　・・・（１２）
【０２４２】
　なお、Ｌ２相の買電電力Ｐｃｂｗ、売電電力Ｐｃｓｗ、および、負荷電力Ｐｌｗについ
ても、Ｌ１相と同様の式により算出される。
【０２４３】
（計測タイプがＰＶ有（分岐）の場合）
　次に、計測タイプがＰＶ有（分岐）に設定されている場合について説明する。
【０２４４】
　発電電力Ｐｐｕおよび発電電力Ｐｐｗについては、計測タイプがＰＶ有（直結）に設定
されている場合と同様に、上述した式（５）および（６）により算出される。
【０２４５】
　また、主幹系統の実効電流値ＩＲｃｕ≧発電系統の実効電流値ＩＲｐｕである場合、Ｌ
１相が買電状態であると判定され、Ｌ１相の買電電力Ｐｃｂｕ、売電電力Ｐｃｓｕ、およ
び、負荷電力Ｐｌｕは、次式（１３）乃至（１５）により算出される。
【０２４６】
　Ｐｃｂｕ＝ＶＲｃｕ×（ＩＲｃｕ－ＩＲｐｕ）×ＰＦｃ　・・・（１３）
　Ｐｃｓｕ＝０　・・・（１４）
　Ｐｌｕ＝ＶＲｃｕ×ＩＲｃｕ×ＰＦｌ　・・・（１５）
【０２４７】
　一方、主幹系統の実効電流値ＩＲｃｕ＜発電系統の実効電流値ＩＲｐｕである場合、Ｌ
１相が売電状態であると判定され、Ｌ１相の買電電力Ｐｃｂｕ、売電電力Ｐｃｓｕ、およ
び、負荷電力Ｐｌｕは、次式（１６）乃至（１８）により算出される。
【０２４８】
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　Ｐｃｂｕ＝０　・・・（１６）
　Ｐｃｓｕ＝ＶＲｃｕ×（ＩＲｐｕ－ＩＲｃｕ）×ＰＦｃ　・・・（１７）
　Ｐｌｕ＝ＶＲｃｕ×ＩＲｃｕ×ＰＦｌ　・・・（１８）
【０２４９】
　なお、式（１５）と式（１８）は同じ式である。すなわち、買電状態および売電状態の
いずれの状態においても、負荷電力Ｐｌｕは同じ式により算出される。
【０２５０】
　なお、Ｌ２相の買電電力Ｐｃｂｗ、売電電力Ｐｃｓｗ、および、負荷電力Ｐｌｗについ
ても、Ｌ１相と同様の式により算出される。
【０２５１】
（計測タイプがＰＶ無の場合）
　次に、計測タイプがＰＶ無に設定されている場合について説明する。
【０２５２】
　計測タイプがＰＶ無に設定されている場合、負荷電力（＝買電電力）のみ算出される。
具体的には、Ｌ１相の負荷電力Ｐｌｕは、次式（１９）により算出される。
【０２５３】
　Ｐｌｕ＝ＶＲｃｕ×ＩＲｃｕ×ＰＦｌ　・・・（１９）
【０２５４】
　なお、Ｌ２相の負荷電力Ｐｌｗについても、Ｌ１相と同様の式により算出される。
【０２５５】
　そして、電力算出部３０４は、各部の電力の算出結果を通信部３０５に供給する。
【０２５６】
　ステップＳ２０４において、通信部３０５は、各部の電力の状態を通知する。具体的に
は、通信部３０５は、算出された各部の電力、並びに、買電状態または売電状態のいずれ
の状態であるかを含む電力状態情報を外部の装置に送信する。
【０２５７】
　送信先の外部の装置は、例えば、受信した情報を蓄積したり、受信した情報に基づいて
電力の使用状況等の解析を行ったりする。
【０２５８】
　なお、主幹電流およびＰＶ電流の検出値を電力状態情報に含めるようにしてもよい。ま
た、必ずしも以上に述べた全ての情報を送信する必要はなく、例えば、送信先の装置の必
要性に応じて、送信する情報を選択するようにしてもよい。
【０２５９】
　さらに、電力状態情報の送信は、必ずしも電力監視処理のループ処理で毎回行う必要は
なく、例えば、所定の期間毎、あるいは、情報の蓄積量が所定量を超えたときなど、所定
のタイミングで行うようにすればよい。あるいは、外部の装置からの要求に応じて、電力
状態情報を送信するようにしてもよい。
【０２６０】
　その後、処理はステップＳ２０１に戻り、ステップＳ２０１以降の処理が実行される。
【０２６１】
＜２．変形例＞
　以上の説明では、本発明を単相３線式の電力系統に適用する場合について説明したが、
本発明は、単相２線式の電力系統にも適用することも可能である。例えば、図５の設置検
査のうち、相間位相判定値の算出、並びに、相間位相判定値を用いる主幹位相検査および
ＰＶ位相検査以外の処理は、本発明を単相２線式の電力系統に適用する場合にも実行する
ことが可能である。また、例えば、図２１の電力監視処理も、本発明を単相２線式の電力
系統に適用する場合にも実行することが可能である。
【０２６２】
　また、以上の説明では、系統間位相判定値を算出する際に、式（１）および式（２）に
示されるように、各電流のサンプリング値の乗算値を１周期の間積算する例を示したが、



(27) JP 5999406 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

ｎ周期（ただし、ｎは２以上の自然数）の間積算するようにしてもよい。同様に、系統間
位相判定値を算出する際も、各電流のサンプリング値の乗算値をｎ周期（ただし、ｎは２
以上の自然数）の間積算するようにしてもよい。
【０２６３】
　さらに、アナログ回路等により、各電流の検出が連続して行われる場合、例えば、各電
流の乗算値をｎ周期分（ただし、ｎは自然数）積分した値を、系統間位相判定値や相間位
相判定値に用いるようにしてもよい。
【０２６４】
　また、例えば、ＰＶ電流が正のピークに達する時間におけるＰＶ電流の瞬時値と主幹電
流の瞬時値の乗算値を、系統間位相判定値として算出するようにしてもよい。あるいは、
例えば、ＰＶ電流が負のピークに達する時間におけるＰＶ電流の瞬時値と主幹電流の瞬時
値の乗算値を、系統間位相判定値として算出するようにしてもよい。これは、負荷が容量
性負荷主体であり、ＰＶ電流が短時間の鋭いピークが現れるパルス状の波形となる場合に
特に有効である。
【０２６５】
　さらに、例えば、サンプリング間隔が短いなどの理由により、ＰＶ電流と主幹電流を同
時に検出できない場合、異なる周期において検出されたＰＶ電流と主幹電流を用いて系統
間位相判定値を算出するようにしてもよい。例えば、ＰＶ電流の瞬時値とｎ周期遅れ（た
だし、ｎは自然数）の主幹電流の瞬時値の乗算値を用いて、系統間位相判定値を算出する
ようにしてもよい。これは、各相のＰＶ電流または主幹電流を同時に検出できない場合に
、相間位相判定値を算出するときにも適用することが可能である。
【０２６６】
　また、系統間位相判定値の正負の符号は、電流センサ１１１の設置方向のルールによっ
て、上述した例と逆になる場合がある。
【０２６７】
　さらに、本発明の実施の形態では、太陽光発電以外にも、例えば、風力発電、ディーゼ
ル発電、燃料電池等、任意の方式の自家発電装置を採用することができる。
【０２６８】
　また、本発明は、一般の家庭以外にも、例えば、ビル、工場、商業施設、公共施設等の
自家発電装置を備えた各種の施設の電力系統に適用することが可能である。
【０２６９】
　さらに、本発明は、例えば、電力の監視機能を搭載せずに、電流センサ１１１の設置状
態を検査する検査装置にも適用することができる。
【０２７０】
［コンピュータの構成例］
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。
【０２７１】
　また、例えば、上述した設置検査の処理を、ＰＣ１１３により実行させることも可能で
ある。この場合、例えば、ＰＶ電流および主幹電流の瞬時値、並びに、その位相情報（あ
るいは、検出時刻）を含む情報を、スマートセンサ１１２からＰＣ１１３に供給し、その
情報を用いて、スマートセンサ１１２と同様の処理をＰＣ１１３で行うようにすればよい
。あるいは、例えば、スマートセンサ１１１２が、ＰＶ電流および主幹電流の実効値、並
びに、系統間位相判定値および相間位相判定値を算出し、それらの情報をスマートセンサ
１１２からＰＣ１１３に供給し、その情報を用いて、スマートセンサ１１２と同様の処理
をＰＣ１１３で行うようにしてもよい。
【０２７２】
　なお、一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソフトウエアを構成す
るプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コンピュータには、専用
のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールす
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ることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータ（
例えば、ＰＣ１１３）などが含まれる。
【０２７３】
　図２２は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０２７４】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）５０１，ROM（Read Only Mem
ory）５０２，RAM（Random Access Memory）５０３は、バス５０４により相互に接続され
ている。
【０２７５】
　バス５０４には、さらに、入出力インタフェース５０５が接続されている。入出力イン
タフェース５０５には、入力部５０６、出力部５０７、記憶部５０８、通信部５０９、及
びドライブ５１０が接続されている。
【０２７６】
　入力部５０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部５０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部５０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部５０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
イブ５１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリ
ムーバブルメディア５１１を駆動する。
【０２７７】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU５０１が、例えば、記憶部５０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース５０５及びバス５０４を介して、RAM
５０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０２７８】
　コンピュータ（CPU５０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等
としてのリムーバブルメディア５１１に記録して提供することができる。また、プログラ
ムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線
または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０２７９】
　コンピュータでは、プログラムは、リムーバブルメディア５１１をドライブ５１０に装
着することにより、入出力インタフェース５０５を介して、記憶部５０８にインストール
することができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部５
０９で受信し、記憶部５０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、
ROM５０２や記憶部５０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０２８０】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０２８１】
　また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品）
等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがっ
て、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、１
つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている１つの装置は、いずれも、システムで
ある。
【０２８２】
　さらに、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技
術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０２８３】
　例えば、本技術は、１つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処
理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
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【０２８４】
　また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、１つの装置で実行する他、複数
の装置で分担して実行することができる。
【０２８５】
　さらに、１つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その１つのステップに含ま
れる複数の処理は、１つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができ
る。
【符号の説明】
【０２８６】
　１０１　電力監視システム
　１１１Ｌ１乃至１１１Ｗ　電流センサ
　１１２　スマートセンサ
　１１３　パーソナルコンピュータ
　１１４Ａ，１１４Ｂ，１１５　ケーブル
　２０１　太陽光発電システム
　２１１　太陽電池モジュール
　２１２　パワーコンディショナ
　３０１Ｌ１乃至３０１Ｕ　入力部
　３０２　電流検出部
　３０３　判定値検出部
　３０４　電力算出部
　３０６　設定部
　３０７　検査部
　３２１　ＰＶ電流検査部
　３２２　主幹電流検査部
　３２３　主幹位相検査部
　３２４　系統間位相検査部
　３２５　ＰＶ位相検査部
　３２６　電力比較検査部
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