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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧＩＳ、変圧器、電力用ケーブル、回転機器などの高電圧電力機器で発生する部分放電
信号の原因を自動的に推論する、多層パーセプトロン構造及びセルフオーガナイゼーショ
ンマップを含む種類の神経網エンジンに用いられる入力ベクトル生成方法において、
　部分放電測定装置で測定された放電信号特性を表示できる２次元グラフを生成するに当
たり、部分放電測定機器で連続して測定された放電信号を用いて、任意の部分放電測定装
置の電源相を基準に先行放電信号の発生時の印加電圧位相（Φｎ－１）をＸ軸にし、後行
放電信号の発生時の印加電圧位相（Φｎ）をＹ軸にして、グラフの各座標値は与えられた
時間の間に連続する２つの放電信号の位相（Φｎ－１、Φｎ）が同じ回数で表された、Φ
ｎ：Φｎ－１：Ｎグラフを生成するステップと、
　前記Φｎ：Φｎ－１：Ｎグラフを右上から左下方向の対角線で２分割した後、右下面を
左上面の上方にシフトさせることにより、Ｙ軸と新たな軸Ｘ’とからなる変形Φｎ：Φｎ
－１：Ｎグラフに変換するステップと、
　前記変形Φｎ：Φｎ－１：ＮグラフからＹ軸をシフトさせながら、Ｘ’軸上の全ての値
を足して互いに異なるΦｎ及びΦｎ－１を有する連続した放電発生回数を１回ずつ足して
、特定の位相情報を取り除いた位相無関和を抽出するステップと、
　前記変形Φｎ：Φｎ－１：ＮグラフからＸ’軸をシフトさせながら、Ｙ軸上の全ての値
を足して互いに異なるΦに対して同じΦｎ－１を有する連続した放電発生回数を１回ずつ
足すことにより、位相Φｎ－１で発生した放電回数を意味する位相相関和を抽出するステ
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ップとを含んでなり、
　前記位相無関和を部分放電測定機器の増幅特性や電力機器の印加電圧の位相情報なしに
普遍的に使用できる神経網エンジンを作るための入力ベクトルの形式で用いて、前記神経
網エンジンを訓練し、
　放電信号から前記位相無関和と、前記位相相関和及びこれを各々１２０°、２４０°ず
つ位相シフトさせた位相相関和を求め、
前記位相無関和を用いて推論した欠陥原因に対応する、神経網エンジンの訓練時に用いた
放電信号の参照位相相関和を、前記位相相関和とこれを１２０°及び２４０°位相シフト
させた位相相関和と比較し、
　前記位相相関和とこれを１２０°及び２４０°位相シフトさせた位相相関和のうちの前
記参照位相相関和と最も類似する位相相関和を検出することにより、放電発生位置に印加
された電圧の相が分からないときにも印加電圧の相を検知できることを特徴とする、部分
放電原因自動推論用の神経網エンジンの入力ベクトル生成方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力分野おける高電圧機器の、部分放電原因自動推論用の神経網エンジンの
入力ベクトル生成方法に係り、特に、高電圧機器の印加電圧位相情報を用いない位相無関
和を利用した神経網エンジンを使用することにより、現場における部分放電測定時、ＰＴ
や分圧器などから位相信号を取り込みにくい状態でも部分放電を測定することができるの
で、測定のための準備時間を減らし、測定費用を節減することができることはもちろん、
放電原因に対する高信頼度の推論結果を得ることができ、部分放電信号の大きさ情報を含
まない放電タイプから神経網エンジンの入力ベクトルを抽出するため、増幅器や信号減衰
器の特性が異なる種々の部分放電測定装置でも、同じ神経網エンジンを使用することがで
き、数個の相が同時に存在する電力機器において、位相無関和と位相相関和を用いて、部
分放電が発生する部位の電源の相が検出でき、部分放電の位置追跡が容易であるので、電
力機器の異常に対する事後措置に有利な特徴を有している、部分放電原因自動推論用の神
経網エンジンの入力ベクトル生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス絶縁開閉装置（Ｇａｓ Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ Ｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ；以下ＧＩＳと
いう）、ガス絶縁変圧器、油入変圧器、回転機器、ガス絶縁送電線、電力用ケーブルなど
の高電圧電力機器では、故障の前兆として部分放電が発生するが、極超短波（ＵＨＦ）部
分放電測定装置は、高電圧電力機器において部分放電が発生するとき、部分放電と共に生
成される極超短波を測定した後、極超短波の信号タイプ及びパターンを分析して、部分放
電を起こす欠陥の原因と電力機器の劣化状態を診断することにより、電力機器における故
障を事前に予防できる装置である。
【０００３】
　一般的な極超短波部分放電測定装置に対し、添付された図１及び図２を参照して説明す
る。
【０００４】
　図１に示すように、前記ＧＩＳ、変圧器、電動機、電力用ケーブルのような高電圧電力
機器１００において、内部異常があった場合、高電圧電力機器１００に電源１１０が供給
されると、異常の徴候として部分放電が発生する。
【０００５】
　その際、高電圧電力機器１００に装着された部分放電センサ１２０は、部分放電信号か
ら励起された極超短波信号を検出し、極超短波部分放電測定機１３０に入力して放電を起
こす欠陥原因を分析するようになる。
【０００６】
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　既存の分析方法では、電源１１０の位相情報が必須であるため、変圧器（Ｐｏｔｅｎｔ
ｉａｌ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ；以下、ＰＴという）及び分圧器１４０を用いて、電力
機器に印加した電圧の位相情報を部分放電測定機１３０に提供する。
【０００７】
　極超短波部分放電測定機１３０は、図２に示すように、測定した部分放電信号２１０を
測定機に内装された様々な種類の増幅器、信号減衰器及び検出装置を用いて極超短波放電
信号を前処理した後、電力機器位相情報と組み合わせて部分放電信号２１０の発生時間２
２０、部分放電信号の大きさ２３０、部分放電発生時における該当機器に印加された電圧
２００の位相２４０のような放電信号の基本情報を取得する。
【０００８】
　そしてその基本情報を用いて生成された入力ベクトルを神経網エンジンのような推論エ
ンジンに入力して放電を起こす欠陥原因と劣化状態をユーザに知らせて欠陥を取り除くこ
とができるように導くことにより、高電圧電力機器１００の故障を事前に予防するように
なる。
【０００９】
　前記極超短波部分放電測定機１３０の神経網エンジンを、図３に示した多層構造の神経
網エンジンを例に挙げて説明すると、測定した放電信号から抽出した入力ベクトル３００
を神経網エンジンに代入してパーセプトロン（ｐｅｒｃｅｐｔｒｏｎ）のような判断のた
めのニューロン（演算子）からなる１次層３１０及びＮ次層３２０と各層を連結するシナ
プスを通じて欠陥原因を計算した後、それを神経網エンジンの出力ベクトル３４０を通じ
てユーザに知らせる。
【００１０】
　各層のニューロン及びシナプスは神経網エンジンを用いる前に、予め放電欠陥の種類及
び放電発生時における印加電圧位相などの放電情報が分かっている、測定した放電信号を
通じて生成した標準（ｓｔａｎｄａｒｄ）入力ベクトルで訓練し最適化した後、実際の現
場で未知の放電信号から神経網エンジンが放電欠陥原因の推論に用いられる。
【００１１】
　入力ベクトルとして、加工されていない実測された部分放電信号を用いるか、部分放電
信号から変換されたＰＲＰＳ（Ｐｈａｓｅ Ｒｅｓｏｌｖｅｄ Ｐｕｌｓｅ Ｓｅｑｕｅｎ
ｃｅ）またはＰＲＰＤ（Ｐｈａｓｅ Ｒｅｓｏｌｖｅｄ Ｐａｒｔｉａｌ Ｄｉｓｃｈａｒ
ｇｅ）から抽出した各種の変数を用いる。
【００１２】
　これらの変数の例としては、位相分解された放電パルスの数字、放電信号の大きさ、そ
して歪度や尖度のような様々な統計的変数がある。このような入力ベクトルは、放電信号
を発生する電力機器に対する印加電圧位相情報及び放電信号の大きさを直・間接的に用い
ている。
【００１３】
　上記変数を用いた例として、特許文献１には、電力機器の部分放電の強度情報とその検
出時刻、及び電源電圧の位相情報に基いて電力機器の絶縁異常を検出する技術が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００１－１８３４１１公報
【００１４】
　しかしながら、高電圧電力機器１００からの放電信号を、携帯型極超短波部分放電測定
機を用いて測定する場合、測定する度に測定機器を移動しないといけないため、毎回高電
圧電力機器１００から位相情報を受けるために結線しなければならず、その結果測定に多
くの時間がかかる。
【００１５】
　よって、実際の測定では、携帯型極超短波部分放電測定機１３０を用いるとき、高電圧
電力機器１００の印加電圧２００の位相２４０ではなく、部分放電測定機１３０の電源位
相を高電圧電力機器１００に印加される電圧の位相として仮定して測定するが、この場合
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、既存の神経網エンジンに誤った位相情報が入力されるため、正確な放電原因を推論でき
ず、その結果、ユーザが欠陥除去のための適切な措置を取りにくくなるという問題点があ
った。
【００１６】
　また、オンラインに設置され、印加電圧位相情報を常時取得することができる部分放電
測定システムの場合であっても、３相一括型ＧＩＳや変圧器、３相電動機のように、数個
の相が同時に存在する高電圧電力機器１００に対しては、測定した放電信号だけで放電が
発生する位置の相が分かりにくく、よって放電発生時の位相もまた分からず、正確な推論
結果を導き出すことが困難である。
　従って、放電を起こす欠陥に印加された電圧の位相や相が分からない場合、既存の技術
は誤った欠陥原因をユーザに知らせるので、欠陥を取り除くための適切な処理を取りにく
くなるという問題点があった。
【００１７】
　また、放電信号の大きさを神経網エンジンの入力ベクトルとして用いる場合、同じ放電
原因であっても、センサと放電原因の距離、信号取得装置の特性によって様々な大きさの
放電信号が得られるので、神経網エンジンを訓練するときにも様々な大きさの放電信号を
用いなければならないという煩わしさがあった。
【００１８】
　特に、放電信号取得装置内に存在する各種の増幅器の利得を変える場合、同じ放電信号
について測定された信号の大きさが変わることがあるため、測定機器の特性が変わる度に
それを勘案して神経網エンジンを再訓練させなければならないという短所があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は、電力機器で部分放電を起こす欠陥原因を放電信号から推論できる神経網エン
ジンの入力ベクトル生成方法に関し、既存の技術とは異なり、位相情報を用いない入力ベ
クトルを用いることにより、電力機器１００に印加される位相情報を取得しにくい状況に
おいても、部分放電測定装置の神経網エンジンが正確な欠陥原因を出力できるようにする
技術である。
【００２０】
　また、３相一括型電力機器のように放電が発生する位置の電圧相が分からない場合でも
、位相情報を用いない入力ベクトルを用いて欠陥原因を推論した後、位相情報を用いる入
力ベクトルを用いて放電発生位置の電圧相まで推論できる技術である。
【００２１】
　本発明の他の目的は、放電信号の大きさに対する情報を用いない神経網エンジンの入力
ベクトルを生成することにより、様々な測定状況で増幅器や信号減衰器の特性が異なる他
の部分放電測定装置を用いて測定した放電信号に対しても、同じ神経網エンジンを用いて
正確な欠陥原因を推論できるようにすることにより、神経網エンジンの設計及び訓練にか
かる努力及び開発費用を節減できる神経網エンジンの入力ベクトル生成方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施の形態に係る部分放電原因自動推論用の神
経網エンジンの入力ベクトル生成方法は、ＧＩＳ、変圧器、電力用ケーブル、回転機器な
どの高電圧電力機器で発生する部分放電信号の原因を自動的に推論する、多層パーセプト
ロン構造及びセルフオーガナイゼーションマップを含む種類の神経網エンジンに用いられ
る入力ベクトル生成方法において、部分放電測定装置で測定された放電信号特性を表示で
きる２次元グラフを生成するに当たり、部分放電測定機器で連続して測定された放電信号
を用いて、任意の部分放電測定装置の電源相を基準に先行放電信号の発生時の印加電圧位
相（Φｎ－１）をＸ軸にし、後行放電信号の発生時の印加電圧位相（Φｎ）をＹ軸にして
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、グラフの各座標値は与えられた時間の間に連続する２つの放電信号の位相（Φｎ－１、
Φｎ）が同じ回数で表された、Φｎ：Φｎ－１：Ｎグラフを生成するステップと、前記Φ
ｎ：Φｎ－１：Ｎグラフを右上から左下方向の対角線で２分割した後、右下面を左上面の
上方にシフトさせることにより、Ｙ軸と新たな軸Ｘ’とからなる変形Φｎ：Φｎ－１：Ｎ
グラフに変換するステップと、前記変形Φｎ：Φｎ－１：ＮグラフからＹ軸をシフトさせ
ながら、Ｘ’軸上の全ての値を足して互いに異なるΦｎ及びΦｎ－１を有する連続した放
電発生回数を１回ずつ足して、特定の位相情報を取り除いた位相無関和を抽出するステッ
プと、前記変形Φｎ：Φｎ－１：ＮグラフからＸ’軸をシフトさせながら、Ｙ軸上の全て
の値を足して互いに異なるΦに対して同じΦｎ－１を有する連続した放電発生回数を１回
ずつ足すことにより、位相Φｎ－１で発生した放電回数を意味する位相相関和を抽出する
ステップとを含んでなり、前記位相無関和を部分放電測定機器の増幅特性や電力機器の印
加電圧の位相情報なしに普遍的に使用できる神経網エンジンを作るための入力ベクトルの
形式で用いて、前記神経網エンジンを訓練し、放電信号から前記位相無関和と、前記位相
相関和及びこれを各々１２０°、２４０°ずつ位相シフトさせた位相相関和を求め、前記
位相無関和を用いて推論した欠陥原因に対応する、神経網エンジンの訓練時に用いた放電
信号の参照位相相関和を、前記位相相関和とこれを１２０°及び２４０°位相シフトさせ
た位相相関和と比較し、前記位相相関和とこれを１２０°及び２４０°位相シフトさせた
位相相関和のうちの前記参照位相相関和と最も類似する位相相関和を検出することにより
、放電発生位置に印加された電圧の相が分からないときにも印加電圧の相を検知できるこ
とを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、高電圧機器の印加電圧位相情報を用いない位相無関和を入力ベクトル
とする神経網エンジンを用いることにより、現場で部分放電測定時、ＰＴや分圧器などか
ら位相信号の入力を受けずに部分放電を測定して放電信号の原因を推論して、測定準備の
ための努力とコストを節減することができることはもちろん、放電原因に対して高信頼度
の推論結果を得ることができる。
【００２５】
　また、部分放電信号の大きさ情報を含まない放電タイプから神経網エンジンの入力ベク
トルを抽出するため、部分放電測定装置内部の増幅器や信号減衰器の特性が異なる他の部
分放電測定装置でも、同じ神経網エンジンを使用することができる。
【００２６】
　特に、複数の相が同時に存在する電力機器において、位相無関和と位相相関和を用いて
、部分放電が発生する欠陥に印加された電圧の相がわかり、部分放電が発生した相の位置
追跡が容易であるので、電力機器の異常に対する迅速な措置を取ることができるようにな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が本発明を容易に実施できるこ
とを説明するために、本発明の最も望ましい実施の形態を、添付図面に基づき詳細に説明
する。図面中、同一の構成要素には、同一の参照部号を付するものとする。
本発明の目的、作用、及び効果を含めてその他の目的、特徴、そして動作上の利点などは
望ましい実施の形態によってさらに明らかになる。
【実施例】
【００２８】
　本発明に係る部分放電原因自動推論用の神経網エンジンの入力ベクトル生成方法につい
て説明すると、下記の通りである。
【００２９】
　図７は、本発明の一実施の形態に係る部分放電原因自動推論用の神経網エンジンの入力
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ベクトル生成方法を説明するためのΦｎ：Φｎ－１：Ｎ可視化方法で表された部分放電信
号の例示図であり、図９は本発明の一実施の形態に係る位相相関和と位相無関和の抽出方
法を示す例示図である。
【００３０】
　図７及び図９に示すように、本発明の実施の形態に係る部分放電原因自動推論用の神経
網エンジンの入力ベクトル生成方法の構成は、ＧＩＳ、変圧器、電力用ケーブル、回転機
器などの高電圧電力機器で発生する部分放電信号の原因を自動的に推論する多層パーセプ
トロン(Ｐｅｒｃｅｐｔｒｏｎ)構造やセルフオーガナイゼーションマップ(Ｓｅｌｆ　Ｏ
ｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｍａｐ)などの様々な種類の神経網エンジンに用いられる入力
ベクトルの生成において、部分放電信号から放電信号の大きさ及び位相の情報が含まれて
いない入力ベクトル（位相無関和）と放電信号の位相情報は含まれているが大きさ情報は
含まれていない入力ベクトル（位相相関和）とを抽出する。
 
【００３１】
　そして、予め、放電欠陥の種類、及び放電発生時における印加電圧位相などの放電情報
の分っている入力ベクトルを用いて、神経網エンジンを訓練する結果、位相無関和を用い
て高電圧電力機器に印加される電圧の位相情報がない状況でも、部分放電の原因を自動的
に推論することができ、２つの入力ベクトルを用いて放電発生位置の電圧相を類推するこ
とができる。また、前記入力ベクトルは放電信号の大きさに関する情報を用いないため、
信号の大きさを考慮して神経網エンジンを訓練する必要がない。
【００３２】
　即ち、本発明は、部分放電測定装置の特性や放電発生時の位相情報に関係なく使用でき
る普遍的な神経網エンジンの入力ベクトルを生成するためのものである。
【００３３】
　図２に示すように、放電信号から取得できる基本情報のうちの放電信号の大きさ２３０
は極小値から極大値を有することができるので、規格化することが難しく、放電信号の様
々な大きさ２３０に対して神経網エンジンを訓練させなければならない難しさがある。
【００３４】
　従って、０°から３６０°までの間に規格化されている印加電圧２００の位相２４０だ
けを用いて、神経網エンジンの入力ベクトルを生成する。
【００３５】
　入力ベクトルを作成するために、先ず、放電時印加電圧位相（Φ）２４０を用いて、図
４乃至図７に示すように、Φｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化方法によって放電パターンを作る
。
【００３６】
　前記Φｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化方法は、連続して放電が発生するとき、２つの放電が
発生した時点における電力機器の印加電圧の位相に対する関係を示すものである。
【００３７】
　即ち、高電圧電力機器に連続する放電信号が発生するとき、０°から３６０°までの間
にある電力機器に印加した電圧位相をＫ個に分割した後、図４のようにＸ軸は連続する放
電信号のうちの先行放電信号発生時の印加電圧位相Φｎ－１を、Ｙ軸は後行放電信号発生
時の印加電圧位相Φｎを示す。
【００３８】
　例えば、図２に示すように、３個の連続する放電信号２１０があると仮定したら最初の
２個の放電信号における、先行放電信号２１１の印加電圧位相Φｎ－１が、ｉ（１≦ｉ≦
Ｋ）番目の位相に該当し、後行放電信号の印加電圧位相Φｎが、ｊ（１≦ｊ≦Ｋ）番目の
位相に該当するとき、図４のように、初期値が０と設定された２次元グラフの座標（ｉ，
ｊ）の値Ｐｉｊに１が足され、図５のように連続する放電信号の位相関係をΦｎ：Φｎ－
１：Ｎの可視化方法のように表すことができる。
【００３９】
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　同様にして、図２に例示した３個の放電信号のうち、２番目に連続する放電信号におけ
る、先行放電信号の印加電圧位相Φｎ－１が、ｊ（１≦ｊ≦Ｋ）番目の位相に該当し、後
行放電信号の印加電圧位相Φｎが、ｊ’（１≦ｊ’≦Ｋ）番目の位相に該当するとき、座
標（ｊ，ｊ’）の値Ｐｊｊ’に１が足され、図６のように、Φｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化
方法で放電信号を表すことができる。
【００４０】
　このような方法により、与えられた時間Ｔの間に測定された実際の放電信号のΦｎ：Φ
ｎ－１：Ｎのパターンは図７のように表すことができる。図７は、ＧＩＳで突出電極によ
って発生した放電信号のΦｎ：Φｎ－１：Ｎのタイプとして、各座標値は部分放電信号の
発生頻度７００を示す色相値で表し、Ｘ軸及びＹ軸は共に位相軸であるので、０°から３
６０°までの範囲内で規格化されている。
【００４１】
　実際の部分放電の測定において、電力機器の位相情報が分からない場合、放電発生時、
部分放電測定装置の位相Φを用いてΦｎ：Φｎ－１：Ｎを作成する。
　Φｎ：Φｎ－１：Ｎによる放電タイプは放電原因別に模様が大きく異なり、放電原因別
に区別できる入力ベクトルの生成を比較的に容易にすることができ、図７はＧＩＳ内突出
電極の欠陥があるときに測定した放電信号のΦｎ：Φｎ－１：Ｎの例である。
【００４２】
　位相情報が除かれた入力ベクトルを得るために、先ず図６を変形させた。
【００４３】
　図６のグラフを右上頂点から左下頂点を繋ぐ対角線を基準にして２分割した後、右下面
６００を垂直移動させ、図８のように既存のΦｎ：Φｎ－１：Ｎの上方８００に位置させ
ると、新たな模様の放電パターン８１０が得られ、これを、変形Φｎ：Φｎ－１：Ｎの可
視化方法と呼ぶ。
【００４４】
　変形Φｎ：Φｎ－１：Ｎグラフにおいて、Ｘ’軸をシフトしながら、Ｙ軸方向に放電回
数を合算すると、与えられた印加電圧位相Φｎ－１で発生した放電回数が得られるが、こ
れは、結局各位相別に発生した放電回数を意味し、位相情報を有しているので、本発明で
は、これを位相相関和（Ｐｈａｓｅ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｓｕｍ；ＰＤＳ）と呼ぶことに
する。
【００４５】
　位相相関和８２０のｉ番目の項ＰＤＳｉは、以下の数１で表される。
【数１】

【００４６】
　図８において、Ｙ軸をシフトしながら、Ｘ’軸方向に合算を行うと、合算された各点は
、Φｎ軸及びΦｎ－１軸上において、特定の位相ではなく、他の異なる位相に該当する放
電回数を合算した値となるので、位相情報のない新たなグラフ８３０が得られる。これを
、本発明では、位相無関和（Ｐｈａｓｅ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｓｕｍ；ＰＩＳ）と呼
ぶことにする。
【００４７】
　位相無関和８３０のｊ番目の項ＰＩＳｊは、以下の数２で求められる。
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【数２】

【００４８】
　図９は、図７の突出電極による放電信号のΦｎ：Φｎ－１：Ｎタイプを変形Φｎ：Φｎ
－１：Ｎの可視化法９００で表し、位相相関和９１０及び位相無関和９２０を抽出した例
である。
【００４９】
　前記位相相関和９１０と位相無関和９２０は、放電回数と関連した変数として常時正数
である。
【００５０】
　図３で例示した神経網エンジンの入力ベクトル形式で位相無関和９２０を用いると、印
加電圧の位相情報を用いないので、部分放電信号測定装置の印加電圧位相情報に対する取
得有無によらず、正確な異常原因が推論可能である。
【００５１】
　また、上述したような同じ神経網エンジンの入力ベクトルとしての位相無関和９２０は
、大きさに対する情報を用いないので、位相無関和９２０で訓練された神経網エンジンを
再訓練なしにも、異なる信号増幅特性を有する部分放電信号取得装置にも使用可能である
。
【００５２】
　また、位相相関和９１０と位相無関和９２０を用いると、様々な相の電源が印加された
高電圧電力機器において、放電が発生する位置の電源相に対する別途の情報がなくても、
電圧の相を類推することができる。
【００５３】
　例えば、それぞれ１２０°の位相差があるＡ、Ｂ、Ｃ相（またはＲ，Ｇ，Ｂ相）が同時
に存在する三相一括型ＧＩＳにおいて、Ｂ相に部分放電が発生するが、金属製タンクで外
部とは遮断されたＧＩＳの特性上、放電が発生する相を外部から分からない状態で、Ａ相
電源に同期された部分放電測定装置を用いて、放電信号を測定する場合を例に挙げて説明
すると次の通りである。
【００５４】
　先ず、図１０のように、現場に設置された電力機器から発生する未知の放電信号から位
相相関和１０００と位相無関和をそれぞれ抽出した後、放電信号の位相無関和を用いた神
経網エンジンを通じて放電原因を推論する。図１０の位相相関和１０００は図９の例で突
出電極による放電信号から計算した位相相関和９１０の例示である。
 
【００５５】
　次のステップで、推論された放電原因に該当する参照位相相関和１０３０を、放電信号
から求めた位相相関和１０００及びこれを各々１２０°、２４０°ずつ位相をシフトさせ
た位相相関和１０１０、１０２０の模様（パターン）と比較する。
【００５６】
　この際、前述したように位相相関和１０００の位相軸の基準である部分放電測定機器の
電源位相は電力機器の印加電圧の位相と同じであるか１２０°または２４０°の差が生じ
るが、この差を参照位相相関和１０３０と部分放電測定機器から抽出した位相相関和１０
００及びこれを各々１２０°、２４０°シフトさせた位相相関和１０１０、１０２０の類
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似度を通じて判断する。
【００５７】
　本例で参照位相相関和１０３０と最も類似した模様は、１２０°後に位相シフトした位
相相関和１０１０であり、従って、部分放電測定装置が同期したＡ相よりも位相が１２０
°遅れたＢ相において部分放電が発生したことが分かる。このような方法によって、部分
放電発生位置の印加電圧の相が分かる。
【００５８】
　上記の場合、測定信号の位相相関和１０００と、これを各々１２０°、２４０°ずつ位
相シフトさせた位相相関和１０１０、１０２０の参照位相相関和１０３０に対する類似性
を数値で示す方法としては、様々なものがあるが、その中、最も簡単な方法は、測定した
放電信号から計算した位相相関和１０００及びそれを各々１２０°及び２４０°シフトさ
せた位相相関和１０１０、１０２０を参照位相相関和１０３０に位相別に乗じた値を図１
０の１０４０、１０５０、１０６０グラフの例のように計算する。
【００５９】
　位相相関和の和が常に０より大きいか等しいことを考えるとき、測定した位相相関和１
０００及びこれを位相シフトさせた位相相関和１０１０、１０２０のうちの参照位相相関
和１０３０と類似するほど位相別に乗じた値の和が大きくなり、図１０の例では１２０°
シフトさせた位相相関和１０２０と参照位相相関和１０３０との積が最も大きいため、部
分放電測定装置が同期したＡ相より位相が１２０°遅れたＢ相において部分放電が発生す
ることがわかる。
　また、相互相関などの方法でも位相を類推することができる。
【００６０】
　参考に、ここで開示される実施の形態は実施できる様々な例のうち、当業者の理解を助
けるために最も望ましい実施の形態を選定して提示しただけのものであって、本発明の技
術的思想が必ずしも本実施の形態だけに限定されるか制限されるものではなく、本発明の
技術的思想から脱しない範囲内で様々に変形及び附加して実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、電力機器で部分放電を起こす欠陥原因を放電信号から推論できる神経網エン
ジンの入力ベクトル生成方法に係り、電力機器に印加される位相情報を取得しにくい状況
においても、神経網エンジンが正確な欠陥原因を出力できるようにする分野に適用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】一般の極超短波部分放電測定装置の設置状態を示す構成図である。
【図２】一般の極超短波部分放電測定装置で測定された部分放電信号の情報を表す部分放
電信号の例示図である。
【図３】一般の多層神経網エンジンの例示図である。
【図４】初期化されたΦｎ：Φｎ－１：Ｎグラフである。
【図５】連続した２個の部分放電信号がある場合のΦｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化方法によ
る放電タイプを示す概念図である。
【図６】連続した３個の部分放電信号がある場合のΦｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化方法によ
る放電タイプを示す概念図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る部分放電原因自動推論用の神経網エンジンの入力ベク
トル生成方法を説明するための、Φｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化方法で表された部分放電信
号を示す例示図である。
【図８】位相相関和と位相無関和の抽出方法の概念を説明するための概念図である。
【図９】位相相関和と位相無関和の抽出方法を示す例示図である。
【図１０】本発明の一実施の形態に係る位相相関和を用いた放電発生位置の電源相の判別
法に対する例示図である。
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【符号の説明】
【００６３】
　１００　　高電圧電力機器
　１１０　　高電圧電力機器印加電圧
　１２０　　部分放電センサ
　１３０　　部分放電測定機
　１４０　　電源位相測定用のＰＴ／分圧器
　２００　　高電圧電力機器に印加される電圧の波形
　２１０、２１１、２１２、２１３部分放電信号
　２２０　　部分放電信号の発生時間　
　２３０　　部分放電信号の大きさ　
　２４０　　部分放電発生時の印加電圧の位相
　３００　　入力ベクトル
　３１０　　１次層
　３２０　　Ｎ次層
　３３０　　出力層
　３４０　　出力ベクトル
　３５０、３５１、３５２、３５３　　シナプス
　６００　　右下面
　７００　　部分放電信号の発生頻度
　８００　　既存のΦｎ：Φｎ－１：Ｎの上方
　８１０　　新たな模様の放電パターン
　８２０、９１０　　位相相関和
　８３０、９２０　　位相無関和
　９００　　変形Φｎ：Φｎ－１：Ｎの可視化法
　１０００、１０１０、１０２０　　位相相関和
　１０３０　　参照位相相関和



(11) JP 4244353 B2 2009.3.25

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 4244353 B2 2009.3.25

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(13) JP 4244353 B2 2009.3.25

10

フロントページの続き

(72)発明者  尹　珍　烈
            大韓民国　大田市　儒城区　田民洞　三星プルンアパート　１０８－３０３
(72)発明者  郭　周　植
            大韓民国　大田市　儒城区　老隠洞　ヨルメマウル　３１３－１、９０３－４０３

    審査官  高野　誠治

(56)参考文献  特開平１１－２７１３８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２５６８９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０７８４７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｊ　　１３／００　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　３１／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

