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(57)【要約】
【課題】電力線の波形データをサンプリングする複数の
計測点におけるサンプリングのタイミングを容易に同期
させる。
【解決手段】計測装置は、電力線の計測点における電圧
または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサン
プリングタイミングでサンプリングするサンプリング部
と、サンプリング部においてサンプリングされた波形の
処理を実行する処理部と、ネットワークを介して通信可
能に接続された時刻情報提供装置から時刻情報を取得す
る時刻情報取得部と、時刻情報取得部において取得され
た時刻情報に基づき、処理の処理タイミングを調整する
調整部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング部と、
　前記サンプリング部においてサンプリングされた波形の処理を実行する処理部と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置から時刻情報を取得する
時刻情報取得部と、
　前記時刻情報取得部において取得された時刻情報に基づき、前記処理の処理タイミング
を調整する調整部と
　を備える、計測装置。
【請求項２】
　前記時刻情報取得部は、前記時刻情報として、少なくとも、
　前記時刻情報提供装置における時計の値と、
　前記時刻情報提供装置において前記波形の正負が反転するゼロクロス点をカウントした
ゼロクロスカウンタの値と、を取得する、請求項１に記載の計測装置。
【請求項３】
　前記時刻情報取得部は、前記電力線の他の計測点における電圧または電流の少なくとも
何れか１つの波形をサンプリングする前記時刻情報提供装置から時刻情報を取得する、請
求項１または２に記載の計測装置。
【請求項４】
　前記調整部は、前記波形の正負が反転するゼロクロス点を基準として前記処理タイミン
グを調整する、請求項１から３のいずれか一項に記載の計測装置。
【請求項５】
　前記処理部は、前記サンプリング部において波形をサンプリングする、請求項１から４
のいずれか一項に記載の計測装置。
【請求項６】
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング部と、
　前記サンプリング部においてサンプリングされた波形の処理を実行する処理部と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置に対して前記処理の処理タイミン
グに基づき時刻情報を提供する時刻情報提供部と
　を備える、時刻情報提供装置。
【請求項７】
　前記時刻情報提供部は、前記電力線の他の計測点における電圧または電流の少なくとも
何れか１つの波形をサンプリングする前記計測装置に対して前記時刻情報を提供する、請
求項６に記載の時刻情報提供装置。
【請求項８】
　前記サンプリング部は、前記波形の正負が反転するゼロクロス点を基準としたサンプリ
ングタイミングで前記波形をサンプリングする、請求項６または７に記載の時刻情報提供
装置。
【請求項９】
　前記処理部は、前記サンプリング部において波形をサンプリングする、請求項６から８
のいずれか一項に記載の時刻情報提供装置。
【請求項１０】
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリングステップと、
　前記サンプリングステップにおいてサンプリングされた波形の処理を実行する処理ステ
ップと、
　ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置から時刻情報を取得する
時刻情報取得ステップと、
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　前記時刻情報取得ステップにおいて取得された時刻情報に基づき、前記処理の処理タイ
ミングを調整する調整ステップと
　を計測装置に実行させる、計測装置制御方法。
【請求項１１】
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリングステップと、
　前記サンプリングステップにおいてサンプリングされた波形の処理を実行する処理ステ
ップと、
　ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置に対して前記処理の処理タイミン
グに基づき時刻情報を提供する時刻情報提供ステップと
　を時刻情報提供装置に実行させる、時刻情報提供制御方法。
【請求項１２】
　計測装置に、
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング手順と、
　前記サンプリング手順においてサンプリングされた波形の処理を実行する処理手順と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置から時刻情報を取得する
時刻情報取得手順と、
　前記時刻情報取得手順において取得された時刻情報に基づき、前記処理の処理タイミン
グを調整する調整手順と
　を実行させるための、計測装置制御プログラム。
【請求項１３】
　時刻情報提供装置に、
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング手順と、
　前記サンプリング手順においてサンプリングされた波形の処理を実行する処理手順と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置に対して前記処理の処理タイミン
グに基づき時刻情報を提供する時刻情報提供手順と
　を実行させるための、時刻情報提供制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測装置、時刻情報提供装置、計測装置制御方法、時刻情報提供制御方法、
計測装置制御プログラムおよび時刻情報提供制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、分電盤の主幹に流れる電流を計測して各電気機器に流れる電流を分離推定するた
めの技術が提案されている。分電盤の主幹の計測によって施設中の電力消費を機器ごと把
握できることが大きな利点となっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、電源から複数の電気機器に供給される電力線の主幹の一箇所
を計測点として、計測点における電流および電圧の波形を所定の波形起点でサンプリング
した波形データを機器毎の波形データに分離することにより、電気機器の各々の動作状況
を推定する信号処理システムが記載されている。波形データの分離は、波形起点を起点と
する波形データを正規化し、それぞれの電気機器毎の波形パターンと比較することにより
行うことができる。
【０００４】
　一方、電力線に接続される電気機器の増加に伴い、電力線の波形データをサンプリング
する計測点を複数箇所にして複数の波形データを演算処理する場合がある。例えば、太陽
光等による発電装置や、電気自動車等の電気機器を主幹に接続すると、周波数変換等の電
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力変換をするパワーコンディショナから発生するノイズが主幹に混入する場合がある。主
幹の波形データに混入したノイズをキャンセルするためには、パワーコンディショナの近
傍に計測箇所を追加して、主幹の波形データからノイズ発生源近傍の波形データを減算す
ることが有効となる。
【０００５】
　また、発電装置で発電された電力を変換するパワーコンディショナやスマートメータ等
の電力機器は、電力波形を調整したり計測したりする処理機能を有する。このため、これ
ら処理機能を有する電力機器を、波形データをサンプリングする計測装置として使用する
ことにより、波形データの計測点を複数箇所にできる場合がある。
【０００６】
　ここで、電力線の複数箇所の計測点において計測された波形データ同士を演算する場合
、波形データをサンプリングするサンプリングタイミングを複数の計測装置の間で同期さ
せ、演算の時間軸の基準となる波形起点を同期させる必要がある。
【０００７】
　サンプリングタイミングを同期させるために、例えば、複数の計測装置間において通信
速度の速い有線の通信線を設け、通信遅延の少ない通信コマンドにおいて計測装置の動作
を制御する。
【０００８】
　また、サンプリングタイミングを同期させるために、それぞれの計測装置に精密な内部
時計を設け、サンプリング動作を内部時計に同期するようにしてもよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第６２１９４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、複数の計測装置が距離的に離れた場所に設置されたり、建屋の内側と外側等の
ように隔離された場所に設置されたりすると、有線の通信線を設置することが困難となる
場合があった。また、無線通信においては、通信状況による通信の遅延や通信負荷による
処理の遅延が発生して、サンプリングタイミングを同期させることが困難な場合があった
。
【００１１】
　また、精密な内部時計は高価であるため、それぞれの計測装置に設けると装置コストが
上昇してしまう場合があった。
【００１２】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、電力線の波形データをサンプリングす
る複数の計測点におけるサンプリングのタイミングを容易に同期させることができる、計
測装置、時刻情報提供装置、計測装置制御方法、時刻情報提供制御方法、計測装置制御プ
ログラムおよび時刻情報提供制御プログラムを提供することを一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（１）上記の課題を解決するため、実施形態の計測装置は、電力線の計測点における電
圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプリングタイミングでサンプリ
ングするサンプリング部と、サンプリング部においてサンプリングされた波形の処理を実
行する処理部と、ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置から時刻
情報を取得する時刻情報取得部と、時刻情報取得部において取得された時刻情報に基づき
、処理の処理タイミングを調整する調整部とを備える。
【００１４】
　（２）また、実施形態の計測装置において、時刻情報要求部は、時刻情報取得部は、時
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刻情報として、少なくとも、時刻情報提供装置における時計の値と、時刻情報提供装置に
おいて波形の正負が反転するゼロクロス点をカウントしたゼロクロスカウンタの値と、を
取得する。
【００１５】
　（３）また、実施形態の計測装置において、時刻情報取得部は、電力線の他の計測点に
おける電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形をサンプリングする時刻情報提供装
置から時刻情報を取得する。
【００１６】
　（４）また、実施形態の計測装置において、調整部は、波形の正負が反転するゼロクロ
ス点を基準として処理タイミングを調整する。
【００１７】
　（５）また、実施形態の計測装置において、処理部は、サンプリング部において波形を
サンプリングする。
【００１８】
　（６）上記の課題を解決するため、実施形態の時刻情報提供装置は、電力線の計測点に
おける電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプリングタイミングで
サンプリングするサンプリング部と、サンプリング部においてサンプリングされた波形の
処理を実行する処理部と、ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置に対して
処理の処理タイミングに基づき時刻情報を提供する時刻情報提供部とを備える。
【００１９】
　（７）また、実施形態の時刻情報提供装置において、時刻情報提供部は、電力線の他の
計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形をサンプリングする計測装
置に対して時刻情報を提供する。
【００２０】
　（８）また、実施形態の時刻情報提供装置において、サンプリング部は、波形の正負が
反転するゼロクロス点を基準としたサンプリングタイミングで波形をサンプリングする。
【００２１】
　（９）また、実施形態の時刻情報提供装置において、処理部は、サンプリング部におい
て波形をサンプリングする。
【００２２】
　（１０）上記の課題を解決するため、実施形態の計測装置制御方法は、電力線の計測点
における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプリングタイミング
でサンプリングするサンプリングステップと、サンプリングステップにおいてサンプリン
グされた波形の処理を実行する処理ステップと、ネットワークを介して通信可能に接続さ
れた時刻情報提供装置から時刻情報を取得する時刻情報取得ステップと、時刻情報取得ス
テップにおいて取得された時刻情報に基づき、処理の処理タイミングを調整する調整ステ
ップとを計測装置に実行させる。
【００２３】
　（１１）上記の課題を解決するため、実施形態の時刻情報提供制御方法は、電力線の計
測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプリングタイミ
ングでサンプリングするサンプリングステップと、サンプリングステップにおいてサンプ
リングされた波形の処理を実行する処理ステップと、ネットワークを介して通信可能に接
続された計測装置に対して処理の処理タイミングに基づき時刻情報を提供する時刻情報提
供ステップとを時刻情報提供装置に実行させる。
【００２４】
　（１２）上記の課題を解決するため、実施形態の計測装置制御プログラムは、計測装置
に、電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサン
プリングタイミングでサンプリングするサンプリング手順と、サンプリング手順において
サンプリングされた波形の処理を実行する処理手順と、ネットワークを介して通信可能に
接続された時刻情報提供装置から時刻情報を取得する時刻情報取得手順と、時刻情報取得
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手順において取得された時刻情報に基づき、処理の処理タイミングを調整する調整手順と
を実行させる。
【００２５】
　（１３）上記の課題を解決するため、実施形態の時刻情報提供制御プログラムは、時刻
情報提供装置に、電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形
を所定のサンプリングタイミングでサンプリングするサンプリング手順と、サンプリング
手順においてサンプリングされた波形の処理を実行する処理手順と、ネットワークを介し
て通信可能に接続された計測装置に対して処理の処理タイミングに基づき時刻情報を提供
する時刻情報提供手順とを実行させる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の一つの実施形態によれば、計測装置は、電力線の計測点における電圧または電
流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプリングタイミングでサンプリングし、サ
ンプリングされた波形の処理を実行し、ネットワークを介して通信可能に接続された時刻
情報提供装置から時刻情報を取得し、取得された時刻情報に基づき、処理の処理タイミン
グを調整することにより、電力線の波形データをサンプリングする複数の計測点における
サンプリングのタイミングを容易に同期させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態における計測装置と時刻情報提供装置を含む計測システム構成の一例を
示すブロック図である。
【図２】実施形態における時刻情報提供装置と計測装置のソフトウェア構成の一例を示す
ブロック図である。
【図３】実施形態における計測装置の処理タイミングの調整の一例を示す図である。
【図４】実施形態における計測装置の処理タイミングの調整の一例を示す図である。
【図５】実施形態における計測装置の処理タイミングの調整の一例を示す図である。
【図６】実施形態における計測装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図７】実施形態における計測装置制御プログラムと時刻情報提供制御プログラムの動作
の一例を示すフローチャートである。
【図８】実施形態における時刻情報提供制御プログラムの動作の一例を示すフローチャー
トである。
【図９】実施形態における計測装置制御プログラムの動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１０】実施形態における計測装置の処理タイミングの調整の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態における、計測装置、時刻情報提供装置、計
測装置制御方法、時刻情報提供制御方法、計測装置制御プログラムおよび時刻情報提供制
御プログラムについて詳細に説明する。
【００２９】
　先ず、図１を用いて、システム構成を説明する。図１は、実施形態における計測装置と
時刻情報提供装置を含む計測システム構成の一例を示すブロック図である。
【００３０】
　図１において、計測システム１０は、時刻情報提供装置１と計測装置２を含んでいる。
【００３１】
　時刻情報提供装置１は、電源側が電力会社の電力線（電源）に接続されているスマート
メータ４１の負荷側から分電盤４２の電源側に接続される電力線である主幹４０における
分電盤４２の電源側に接続される。時刻情報提供装置１の筐体は、分電盤４２の内部また
は近傍に設置される。時刻情報提供装置１は、主幹４０における分電盤４２の電源側を計
測点とする電圧または電流の少なくともいずれか１つの波形を計測する。なお、時刻情報
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提供装置１の詳細は後述する。
【００３２】
　計測装置２ａは、スマートメータ４１の内部または近傍に設置され、スマートメータ４
１の負荷側を計測点とする電圧または電流の少なくともいずれか１つの波形を計測する。
スマートメータ４１は、負荷側に供給される電力をデジタルで計測して、メーター内に通
信機能を持たせた電力量計である。スマートメータ４１は、計測した電力の使用状況のデ
ジタルデータを、通信機能を用いてによって電力会社の管理サーバ（不図示）に所定の時
間間隔で送信することができる。なお、計測装置２ａは、スマートメータ４１の負荷側の
電圧または電流を計測するものであるため、スマートメータ４１における電圧および電流
を計測する機能を利用したものであってもよい。例えば、計測装置２ａは、スマートメー
タ４１のソフトウェアによって実現される機能として実施されてもよい。なお、計測装置
２ａを含む計測装置２の詳細は後述する。
【００３３】
　分電盤４２は、電源側が主幹４０に接続され、負荷側が複数の配線に接続され、電源側
の電力を各配線に対して分配する。分電盤４２は、図示しない漏電を遮断するための漏電
遮断器、主幹の電流を遮断するための主幹遮断機、および各配線の電流を遮断するための
配線用遮断器を含むことができる。負荷側の各配線は、配線毎に設置された配線用遮断器
の負荷側に接続される。負荷側の配線には、冷蔵庫３１、テレビ３２、および電気ポット
３３として例示するの様々な電気機器が接続される。なお、分電盤４２は、スマートメー
タ４１の機能、または降圧トランスの機能を有する装置（例えば、キュービクル式高圧受
電設備）であってもよい。
【００３４】
　分電盤４２の負荷側の配線には、計測装置２ｂを介してパワーコンディショナ４３、さ
らに太陽光発電器３４が接続されている。また、主幹４０から図示しない配線用遮断機の
負荷側の配線には、計測装置２ｃを介して電気自動車３５が接続されている。図１におけ
る、計測装置２ａと計測装置２ｃは、計測装置２の計測点が時刻情報提供装置１の電源側
に設け得ることを例示している。また、計測装置２ｂは、計測装置２の計測点が時刻情報
提供装置１の電源側に設け得ることを例示している。
【００３５】
　計測装置２ｂは、パワーコンディショナ４３の近傍の電力線に接続され、パワーコンデ
ィショナ４３近傍の配線を計測点とする電圧または電流の少なくともいずれか１つの波形
を計測する。また、計測装置２ｃは、電気自動車３５へ接続される配線に設置され、電気
自動車に接続される配線を計測点とする電圧または電流の少なくともいずれか１つの波形
を計測する。
【００３６】
　パワーコンディショナ４３は、太陽光発電器３４で発電された電力を直流から商用周波
数（５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ）および商用電圧（単相２００Ｖまたは三相２００Ｖ）の交
流に変換するインバータである。パワーコンディショナ４３は、太陽光発電器３４で発電
された電力を分電盤４２に供給することにより、他の配線に対して電力を供給することが
可能となる。なお、パワーコンディショナ４３は、電力会社の電力線に電力を供給するよ
うにしてもよい。
【００３７】
　パワーコンディショナ４３は、インバータにより周波数変換をするときにスイッチング
ノイズを発生させる場合がある。発生したスイッチングノイズは、電力線のインピーダン
スに応じて減衰しながら電力線を伝播していく。計測装置２ｂは、パワーコンディショナ
４３近傍の電力線を計測点とするため、パワーコンディショナ４３で発生したスイッチン
グノイズを強く含む波形を計測することが可能となる。
【００３８】
　また、電気自動車３５は、主幹４０から供給された交流の電力を内部で直流に変換する
、図示しない車載インバータを有している。車載インバータに変換された直流の電力は図
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示しない車載バッテリに充電される。一方、車載インバータは車載バッテリに充電された
直流の電力を交流に変換して分電盤４２に供給することができる。車載インバータは、パ
ワーコンディショナ４３と同様に周波数変換をするときにスイッチングノイズを発生させ
る場合がある。計測装置２ｃは、電気自動車３５への配線を計測点とするため、電気自動
車３５で発生したノイズを強く含む波形を計測することが可能となる。
【００３９】
　なお、図１における計測システム１０は、１台の時刻情報提供装置１と、３台の計測装
置２（計測装置２ａ、計測装置２ｂおよび計測装置２ｃ）が設置される場合を例示したが
、計測システム１０における時刻情報提供装置１と計測装置２の設置台数はこれに限定さ
れるものではない。例えば、時刻情報提供装置１は、故障時のバックアップとして複数台
が設置されるものであってもよい。
【００４０】
　また、図１は、時刻情報提供装置１が分電盤４２の内部または近傍の設置される場合を
示したが、時刻情報提供装置１の設置場所はこれに限定されるものではない。例えば、時
刻情報提供装置１は、スマートメータ４１の内部または近傍に設置されるものであっても
よい。
【００４１】
　次に、図２を用いて、時刻情報提供装置１と計測装置２の機能を説明する。図２は、時
刻情報提供装置１と計測装置２のソフトウェア構成の一例を示すブロック図である。図２
は、計測装置２が１台の場合を例示している。
【００４２】
　図２において、時刻情報提供装置１は、計測装置２と無線通信を介して通信可能に接続
されている。時刻情報提供装置１と計測装置２の通信方式は、無線通信以外であってもよ
く、例えば、電力線を介した電力線通信、ＬＡＮケーブルを介した有線通信、または近距
離無線通信等であってもよい。
【００４３】
　時刻情報提供装置１は、サンプリング部１１、処理部１２、要求取得部１３、時刻情報
提供部１４および通信制御部１５の各機能部を有している。また、計測装置２は、サンプ
リング部２１、処理部２２、時刻情報要求部２３、時刻情報取得部２４、第１調整部２５
、第２調整部２６および通信制御部２７の各機能部を有している。本実施形態における時
刻情報提供装置１の上記各機能部は、時刻情報提供装置１を制御する時刻情報提供制御プ
ログラム（ソフトウェア）によって実現される機能モジュールであるものとして説明する
。また、本実施形態における計測装置２の上記各機能部は、計測装置２を制御する計測装
置制御プログラム（ソフトウェア）によって実現される機能モジュールであるものとして
説明する。
【００４４】
　＜時刻情報提供装置１＞
　サンプリング部１１は、電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１
つの波形のサンプリングを所定のサンプリングタイミングで実行する。図１に示した時刻
情報提供装置１におけるサンプリング部１１は、主幹４０における分電盤４２の電源側を
計測点として計測された電圧または電流の波形をサンプリングする。サンプリング部１１
は、例えば、１００Ｖから２００Ｖまたは２２０Ｖから２４０Ｖの範囲の電圧波形をサン
プリングする。また、サンプリング部１１は、主幹遮断機の遮断電流に応じた電流範囲に
おいて電流波形をサンプリングする。
【００４５】
　サンプリング部１１は、例えば、電流または電圧を検知する検知部において検知された
電流または電圧の波形を所定のタイミングにおいてサンプリングする。本実施形態におい
ては、所定のタイミングとして、サンプリングスロットにおける波形起点を例示して後述
する。サンプリング部１１においてサンプリングされる波形データは、例えば、アナログ
データである。本実施形態において波形データという場合、アナログデータかデジタルデ
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ータかを限定しない。
【００４６】
　処理部１２は、サンプリング部１１においてサンプリングされた波形データの処理を複
数の処理スロットにおいて実行する。処理スロットとは、波形データの処理単位であり、
電源の電圧または電流の波形に同期して、所定の周期で繰り返して実行される。処理スロ
ットは、１秒間の周期においてｎ回（例えば、ｎ＝１０またはｎ＝２０）、すなわち１／
ｎ秒間において実行される処理単位である。例えば、ｎ＝２０の処理スロットは、１つの
処理スロットが０．０５秒間において実行される。処理スロットは、例えば、内部クロッ
クのクロック数によって定められる処理単位であってもよい。処理部１２は、０～（ｎ－
１）のｎ個の処理スロットを所定の周期（例えば、１秒）で繰り返し実行する。
【００４７】
　処理部１２において実行される処理スロットには、例えば以下のものを含むことができ
る。
【００４８】
　（サンプリングスロット）
　サンプリングスロットとは、サンプリング部１１において波形をサンプリングする処理
を実行する処理スロットである。サンプリングスロットにおいて、処理部１２は、サンプ
リング部１１に対して「波形起点」における波形のサンプリングを実行させる。波形起点
とは、サンプリングスロットにおいて、波形をサンプリングする起点となるタイミングで
ある。例えば、波形起点は、サンプリングスロットにおいて検出される電圧または電流の
波形を基準として予め定めることができる。
【００４９】
　例えば、商用周波数が５０Ｈｚ（周期０．０２秒）の電源の波形は、サンプリングスロ
ットが０．０５秒間において実行される場合、サンプリングスロットにおいて２．５回（
０．０５／０．０２＝２．５）含まれることになる。処理スロットは電源の波形に同期し
て実行される。ここで、波形起点を、「サンプリングスロットにおいて、波形の極性が最
初に負から正に変化するゼロクロス点」、または、「サンプリングスロットにおいて、波
形の極性が２回目に正から負に変化するゼロクロス点」等と定めることができる。ゼロク
ロス点とは、波形の極性の正負が逆転するタイミングであり、容易に検出することができ
る。波形起点は、後述する計測装置２において調整される波形起点と同期される。ゼロク
ロス点は、検出が容易であるため、波形起点を同期する計測装置２においても容易に検出
することができ、装置コストを低減することができる。また、ゼロクロス点を波形起点と
することにより、サンプリングされた波形データはゼロ点を起点とする波形となり、波形
データの正規化等の処理が容易となる。
【００５０】
　（その他の処理スロット）
　処理部１２は、その他の処理スロットとして、サンプリング部１１においてサンプリン
グされたアナログ波形をデジタル波形に変換（Ａ／Ｄ変換）する変換スロット、変換され
たデジタル波形を演算する演算スロット、演算されたデジタル波形の波形データを記憶す
る処理スロット、および演算された波形データを送信する送信スロット等を実行すること
ができる。なお、変換スロットは、サンプリングスロットと同じ処理スロットにおいて実
行されてもよい。
【００５１】
　ここで、演算スロットにおいて実行されるデジタル波形の演算として以下に波形データ
の正規化処理を例示する。
【００５２】
　波形データの正規化処理の一例として、処理部１２は、サンプリングされた波形起点か
ら波形終点までのアナログ波形データの近似波形データを生成し、アナログ波形データの
１周期分のサンプル数と波形周期により正規化周期を算出し、さらに近似波形データを波
形起点から正規化周期によりサンプリングする。正規化処理された波形データは、電気機
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器毎の波形データに分離する分離処理に利用される。波形データの分離処理には、例えば
、Ｆａｃｔｏｒｉａｌ　ＨＭＭ（Ｈｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　Ｍｏｄｅｌ）を用いるこ
とができる。具体的には、まず、各電気機器の動作状況をモデル化したモデルパラメータ
を予め用意しておく。波形データは、Ｆａｃｔｏｒｉａｌ　ＨＭＭにより、時系列毎に複
数の状態変数に分離される。分離された状態変数は、予め用意されたモデルパラメータと
比較されることにより、電気機器を特定することができる。なお、上述した分離処理を処
理装置５において実行する場合を後述する。
【００５３】
　要求取得部１３は、ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置２から、時刻
情報の提供の要求を取得する。時刻情報提供部１４は、計測装置２からの要求に応じて処
理スロットにおける処理の処理タイミングに基づき時刻情報を提供する。
【００５４】
　時刻情報とは、処理スロットの処理タイミングを同期させるための情報であって、時刻
情報提供装置１の処理スロットの実行状況に基づき生成される。時刻情報は、例えば、時
刻情報提供装置１において実行中の処理スロットのスロット番号である。スロット番号は
、処理スロットの数がｎである場合、１からｎのいずれかの整数である。処理部１２にお
けるスロット処理の周期が１秒間でありスロット数が２０である場合、サンプリングスロ
ットが０．０５秒間において実行される。ここでスロット番号１の処理は、０秒を処理の
開始時間として、０～０．０５秒の間で実行される。また、スロット番号２の処理は、０
．０５～０．１０秒の間で実行される。すなわち、時刻情報としてのスロット番号は、最
大１／ｎ秒の時間誤差を含むことになる（周期が１秒の場合）。時刻情報により、波形起
点を１／ｎの誤差範囲において、大まかに同期させることが可能となる。したがって、時
刻情報提供装置１と計測装置２の通信が無線通信等によって遅延する場合であっても通信
遅延の影響を無視することが可能となる。
【００５５】
　通信制御部１５は、計測装置２との無線通信を制御する。無線通信は、例えば図示しな
い無線ルータを介して計測装置２と通信するものであってもよい。また、通信制御部１５
は、ネットワーク９を介して処理装置５との通信を制御する。通信制御部１５は、処理部
１２において処理されたデジタルの波形データを処理装置５に送信する。
【００５６】
　処理装置５は、時刻情報提供装置１と計測装置２から送信された波形データに基づき、
電気機器（冷蔵庫３１、テレビ３２および電気ポット３３）の動作状況を推定する。動作
状況の推定は、上述のように、波形データをＦａｃｔｏｒｉａｌ　ＨＭＭにより、時系列
毎に複数の状態変数に分離して、予め用意されたモデルパラメータと比較することにより
、実行することができる。処理装置５は、それぞれの電気機器のモデルパラメータを予め
記憶しておく。電気機器は常に新製品が発売されるため、処理装置５は、最新の電気機器
のモデルパラメータを、例えば、図示しないクラウドサーバから取得するようにしてもよ
い。
【００５７】
　＜計測装置２＞
　サンプリング部２１は、電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１
つの波形を所定のサンプリングタイミングでサンプリングする。図１に示した計測装置２
ａにおけるサンプリング部２１は、スマートメータ４１の出力の電力線を計測点として計
測された電圧または電流の波形をサンプリングする。計測装置２ｂにおけるサンプリング
部２１は、パワーコンディショナ４３の近傍の電力線を計測点として計測された電圧また
は電流の波形をサンプリングする。また、計測装置２ｃにおけるサンプリング部２１は、
電気自動車３５に配線される電力線を計測点として計測された電圧または電流の波形をサ
ンプリングする。
【００５８】
　サンプリング部２１は、例えば、電流または電圧を検知する検知部において検知された
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電流または電圧の波形を波形起点においてサンプリングする。サンプリング部２１におけ
る波形データのサンプリング処理は、サンプリング部１１における波形データのサンプリ
ング処理と同じであるため説明を省略する。
【００５９】
　処理部２２は、サンプリング部２１においてサンプリングされた波形データの処理を複
数の処理スロットにおいて実行する。処理部２２において実行される処理スロットには、
処理部１２における処理スロットと同様であるため説明を省略する。また、通信制御部２
７における通信制御の処理は、通信制御部１５における通信制御の処理と同じであるため
説明を省略する。
【００６０】
　時刻情報要求部２３は、ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置
１に対して、時刻情報の提供を要求する。時刻情報取得部２４は、時刻情報の提供の要求
に応じて時刻情報提供装置１から提供される時刻情報を取得する。時刻情報要求部２３は
、予め定められた所定の条件において時刻情報の提供を要求する。時刻情報の提供を要求
する所定の条件とは、例えば、１時間毎等の所定時間の経過、処理スロットの所定回数の
実行、または、装置のリセットボタンの押下等の操作者による明示的な操作等である。時
刻情報取得部２４は、取得した時刻情報を第１調整部２５に対して提供する。
【００６１】
　第１調整部２５は、時刻情報取得部２４において取得された時刻情報に基づき、処理ス
ロットにおける処理の処理タイミングを調整する。第１調整部２５における処理タイミン
グの調整は、時刻情報に基づき、波形起点を処理スロットの処理時間（１／ｎ：ｎは処理
スロット数）の誤差範囲において、大まかに同期させる処理である。第２調整部２６は、
波形に基づき、第１調整部２５において調整された処理タイミングを調整する。第２調整
部２６は、ゼロクロス点等の波形に基づき、第１調整部２５において大まかに調整された
処理タイミングを詳細に同期させる処理である。
【００６２】
　ここで、第１調整部２５および第２調整部２６における、処理スロットの処理タイミン
グの調整を、図３から図５を用いて説明する。
【００６３】
　図３は、時刻情報提供装置１と計測装置２の処理スロットにおける処理タイミングの時
間的なズレの一例を示す図である。図３（Ａ）は、時刻情報提供装置１の処理スロットの
処理タイミングを示すタイムチャートである。図３（Ｂ）は、計測装置２の処理スロット
の処理タイミングを示すタイムチャートである。
【００６４】
　図３（Ａ）において、時刻情報提供装置１は、１秒間において、スロット番号０～１９
の２０個の処理スロットを実行する。すなわち、１つの処理スロットの処理時間は、１／
２０＝０．０５秒である。処理スロットは、スロット番号１９→１８→１７の順で実行さ
れて、スロット番号０の処理スロットを実行した後、再びスロット番号１９の処理スロッ
トが実行される。スロット番号１８は、サンプリングスロットである。サンプリングスロ
ットの黒丸Ｓは、波形のサンプリングのタイミングを示している。
【００６５】
　図３（Ｂ）において、計測装置２は、時刻情報提供装置１と同様に、１秒間において、
スロット番号０～１９の２０個の処理スロットを実行する。ここで、計測装置２は、時刻
情報提供装置１に対して遅延時間ｄ１において処理スロットを実行している。このため、
波形のサンプリングタイミングも遅延時間ｄ１だけ遅延することになる。なお、図３また
は図４における遅延時間ｄは、計測装置２の処理タイミングが遅延する正の値である場合
を示したが、遅延時間ｄは、計測装置２の処理タイミングが先行する負の値であってもよ
い。
【００６６】
　処理スロットの実行の遅延は、例えば、計測装置２の電源が投入された直後に発生する
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（未同期な状態）。また、処理スロットの実行の遅延は、計測装置２の内部時計が時刻情
報提供装置１の内部時計とずれている場合に発生する（同期が経時的にずれた状態）。本
実施形態における計測装置２は、図３に示すこれらの状態によって生じている処理スロッ
トの処理タイミングを同期させるものである。
【００６７】
　なお、本実施形態においては、サンプリングスロットの処理タイミングを同期させるこ
とを目的とする。したがって、第１調整部２５における処理タイミングの調整においては
、サンプリングスロット以外の処理スロットは、時刻情報提供装置１、または他の計測装
置２と異なるものであってもよい。また、処理スロット数が異なり１つの処理スロットの
処理時間が異なる場合であっても、サンプリングスロットの処理タイミングが同期できれ
ばよい。
【００６８】
　図４は、第１調整部２５において計測装置２の処理スロットの処理タイミングを調整し
たことの一例を示す図である。図４（Ａ）は、時刻情報提供装置１の処理スロットの処理
タイミングを示すタイムチャートである。図４（Ｂ）は、第１調整部２５による調整後の
計測装置２の処理スロットの処理タイミングを示すタイムチャートである。
【００６９】
　図４（Ａ）は、図３（Ａ）と同一であるため説明を省略する。図４（Ｂ）は、時刻情報
を用いて、処理タイミングの遅延時間ｄ２を処理スロットの処理時間である１／２０（０
．０５）秒未満になるように調整した後のタイムチャートである。すなわち、ｄ２＜０．
０５秒である。時刻情報は、時刻情報提供装置１において実行中の処理スロットを示す情
報であるため、時刻情報要求部２３における時刻情報に要求のタイミングに応じて０．０
５秒の誤差を含んでいる。第１調整部２５は、この誤差を含み処理タイミングを大まかに
調整するものであるため、時刻情報を取得する際の通信の遅延時間を無視する。これによ
り、時刻情報の取得において無線ＬＡＮ等の安価な通信手段を用いることが可能となる。
【００７０】
　図５は、第２調整部２６における計測装置２の処理タイミングの調整の一例を示す図で
ある。
【００７１】
　図５において、スロット番号１８に示すサンプリングスロットは、商用電源の波形のゼ
ロクロス点と同期して実行される。サンプリングスロットの処理時間は、０．０５秒であ
る。商用電源の周波数が５０Ｈｚである場合、１つの処理スロットには、２．５周期の波
形が含まれることになる。処理スロットの処理タイミングを波形の極性が負から正に反転
するゼロクロス点に同期した場合、サンプリングスロットには、ｚ１～ｚ６の６つのゼロ
クロス点が含まれることになる。第２調整部２６は、処理タイミングをｚ１、ｚ３または
ｚ５のゼロクロス点に調整することができる。
【００７２】
　ここで、第２調整部２６がゼロクロス点ｚ３を処理タイミングとした場合、処理タイミ
ングは電源周波数の１周期分（０．０２秒）遅延することになる。一方、第２調整部２６
がゼロクロス点ｚ５を処理タイミングとした場合、処理タイミングは電源周波数の２周期
分（０．０４秒）遅延する（半周期分進む）ことになる。これらの遅延は、第１調整部２
５において、サンプリングスロットの始めまたは終わりに時刻情報を取得することにより
、検出することができる。すなわち、処理タイミングが１周期遅延した場合、サンプリン
グスロットの始めにおいて取得される時刻情報は、スロット番号１９の時刻情報となる。
一方、処理タイミングが２周期遅延した場合、サンプリングスロットの終わりにおいて取
得される時刻情報は、スロット番号１７の時刻情報となる。
【００７３】
　第２調整部２６は、遅延した周期分、ゼロクロス点を変更することにより、処理タイミ
ングを同期させることができる。処理タイミングを同期させることにより、黒丸Ｓに示す
サンプリングタイミングを時刻情報提供装置１と同期させることができる。
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【００７４】
　なお、時刻情報提供装置１または計測装置２が有する上述した各機能部は、それぞれの
装置が有する機能部の一例を示したものであり、それぞれの装置が有する機能を限定した
ものではない。例えば、それぞれの装置は、上記全ての機能部を有している必要はなく、
一部の機能部を有するものであってもよい。また、それぞれの装置は、上記以外の他の機
能を有していてもよい。
【００７５】
　また上述の各機能部は、ソフトウェアによって実現されるものとして説明した。しかし
、上記機能部の中で少なくとも１つ以上の機能部は、ハードウェアによって実現されるも
のであっても良い。
【００７６】
　また、上記何れかの機能部は、１つの機能部を複数の機能部に分割して実施してもよい
。また、上記何れか２つ以上の機能部を１つの機能部に集約して実施してもよい。すなわ
ち、図２は、計測システム１０における機能を機能ブロックで表現したものであり、例え
ば、各機能部がそれぞれ別個のプログラムファイルで構成されていることを示すものでは
ない。
【００７７】
　また、それぞれの装置は、１つの筐体によって実現される装置であっても、ネットワー
ク等を介して接続された複数の装置から実現されるシステムであってもよい。例えば、計
測装置２は、その機能の一部または全部をクラウドコンピューティングシステムによって
提供されるクラウドサービス等、仮想的な装置によって実現するものであってもよい。す
なわち、計測装置２は、上記各機能部のうち、少なくとも１以上の機能部を他の装置にお
いて実現するようにしてもよい。また、計測装置２は、デスクトップＰＣ等の汎用的なコ
ンピュータであってもよく、機能が限定された専用の装置であってもよい。
【００７８】
　次に、図６を用いて、計測装置２のハードウェア構成を説明する。図６は、実施形態に
おける計測装置２のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。なお、時刻情報提
供装置１のハードウェア構成は計測装置２と同様の構成において実施することができる。
【００７９】
　計測装置２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３、タッチパネル１０４および通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）１０５を有する。計測装置２は、図１で説明した情報処理プログラムを実行する装置
である。
【００８０】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０２またはＲＯＭ１０３に記憶された情報処理プログラムを
実行することにより、計測装置２の制御を行う。計測装置制御プログラムは、例えば、プ
ログラムを記録した記録媒体、又はネットワークを介したプログラム配信サーバ等から取
得されて、ＲＯＭ１０３にインストールされ、ＣＰＵ１０１から読出されて実行される。
【００８１】
　タッチパネル１０４は、操作入力機能と表示機能（操作表示機能）を有する。タッチパ
ネル１０４は、計測装置２の利用者に対して指先又はタッチペン等を用いた操作入力を可
能にする。本実施形態における計測装置２は操作表示機能を有するタッチパネル１０４を
用いる場合を説明するが、計測装置２は、表示機能を有する表示装置と操作入力機能を有
する操作入力装置とを別個有するものであってもよい。その場合、タッチパネル１０４の
表示画面は表示装置の表示画面、タッチパネル１０４の操作は操作入力装置の操作として
実施することができる。なお、タッチパネル１０４は、ヘッドマウント型、メガネ型、腕
時計型のディスプレイ等の種々の形態によって実現されてもよい。
【００８２】
　通信Ｉ／Ｆ１０５は、通信用のＩ／Ｆである。通信Ｉ／Ｆ１０５は、例えば、無線ＬＡ
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Ｎ、有線ＬＡＮ、赤外線等の近距離無線通信を実行する。図６において通信用のＩ／Ｆは
通信Ｉ／Ｆ１０５のみを図示するが、計測装置２は複数の通信方式においてそれぞれの通
信用のＩ／Ｆを有するものであってもよい。
【００８３】
　検知部１０６は、電源線の電流または電圧のアナログ波形データを検知する。検知部１
０６は、例えば、１００Ｖから２００Ｖまたは２２０Ｖから２４０Ｖの範囲の電圧を測定
することができる。検知部１０６は、契約電流を上限とする電流を測定することができる
。検知部１０６は、電源が単相３線式電源である場合、例えば、電流２チャンネルおよび
電圧１チャンネルの合計３チャンネルを検知してもよい。
【００８４】
　なお、図示したハードウェアの構成は、装置の構成の一部を例示したものであり、ハー
ドウェアの構成を限定するものではない。ハードウェアの構成には、例えば、スイッチ、
キーボード等の入力装置、ＬＥＤ等の表示装置、スピーカ等の音声出力装置等を含んでい
てもよい。
【００８５】
　次に、図７～図９を用いて、時刻情報提供装置１および計測装置２の動作を説明する。
図７～図９は、実施形態における時刻情報提供制御プログラムまたは計測装置制御プログ
ラムの動作の一例を示すフローチャートである。以下のフローチャートの説明において、
動作の実行主体は時刻情報提供装置１または計測装置２であるものとして説明するが、そ
れぞれの動作は、上述したそれぞれの装置の各機能部において実行することができる。な
お、時刻情報提供装置１および計測装置２において共通する動作の主体は「装置」として
説明する。
【００８６】
　図７は、時刻情報提供装置１および計測装置２の波形データのサンプリングの動作を示
す。図７において、装置は、サンプリングタイムか否かを判断する（ステップＳ１１）。
サンプリングタイムは、サンプリングスロットの処理においてサンプリングタイミング（
例えば、所定のゼロクロス点）であるか否かによって判断することができる。サンプリン
グタイムでないと判断した場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、装置は、ステップＳ１１の処
理を繰り返し、サンプリングタイミングを待機する。
【００８７】
　一方、サンプリングタイムであると判断した場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、装置は
、計測点における波形データ（電圧または電流波形）をサンプリングする（ステップＳ１
２）。装置は、サンプリングした波形データを処理する（ステップＳ１３）。装置は、波
形データの処理を複数の処理スロットで実行する。波形データの処理とは、例えば、アナ
ログデータのＡ／Ｄ変換、または波形データの正規化等である。装置は、処理した波形デ
ータを処理装置５に送信して（ステップＳ１４）、フローチャートに示す処理を終了する
。
【００８８】
　図８は、時刻情報提供装置１における時刻情報提供動作を示す。図８において、時刻情
報提供装置１は、ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置２から、時刻情報
の提供の要求が取得されたか否かを判断する（ステップＳ２１）。要求が取得されていな
いと判断した場合（ステップＳ２１：ＮＯ）、時刻情報提供装置１は、ステップＳ２１の
処理を繰り返して要求の取得を待機する。
【００８９】
　一方、要求が取得されたと判断した場合（ステップＳ２１：ＹＥＳ）、時刻情報提供装
置１は、現在実行中の処理スロットの処理タイミングに基づき事項情報を生成する（ステ
ップＳ２２）。時刻情報提供装置１は、生成した時刻情報を計測装置２に提供して（ステ
ップＳ２３）、フローチャートに示す処理を終了する。
【００９０】
　図９は、計測装置２における処理タイミングの同期動作を示す。図９において、計測装
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置２は、処理タイミングの同期を開始するか否かを判断する（ステップＳ３１）。同期の
開始は、例えば、計測装置２の電源が投入されたとき、またはリセット操作がされたとき
に行われる。同期を開始しないと判断した場合（ステップＳ３１：ＮＯ）、計測装置２は
、ステップＳ３１の処理を繰り返し、同期の開始を待機する。
【００９１】
　一方、同期を開始したと判断した場合（ステップＳ３１：ＹＥＳ）、計測装置２は、ネ
ットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置１に対して、時刻情報の提供
を要求する（ステップＳ３２）。ネットワークは、例えばＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）ネットワークである。計測装置２は、例えば、ノードの到達性を確認する
ためのコマンド（例えば、ＰＩＮＧコマンド）をＩＰネットワークに対して送信し、応答
があった装置のＩＰアドレスに対して時刻情報の提供を要求する。計測装置２は、時刻情
報を取得したか否かを判断する（ステップＳ３３）。計測装置２は、時刻情報の提供を要
求した装置が時刻情報提供装置１である場合、図８で説明したように時刻情報を取得する
ことができる。時刻情報を取得していないと判断した場合（ステップＳ３３：ＮＯ）、計
測装置２は、タイムアウトとなるまで時刻情報の取得を待機する。
【００９２】
　一方、時刻情報を取得したと判断した場合（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、計測装置２は
、第１調整部２５において、時刻情報取得部において取得された時刻情報に基づき、処理
スロットにおける処理の処理タイミングを調整（第１調整）する（ステップＳ３４）。次
に、計測装置２は、第２調整部２６において、波形に基づき、第１調整部２５において調
整された処理タイミングを調整（第２調整）する（ステップＳ３５）。
【００９３】
　次に、計測装置２は、時刻情報提供装置１に対して、時刻情報の提供を要求する（ステ
ップＳ３６）。ステップＳ３６における処理は、ステップＳ３２における処理と同様であ
る。　
【００９４】
　次に、計測装置２は、処理タイミングの同期が完了したか否かを判断する（ステップＳ
３７）。同期が完了したか否かは、図５において説明したゼロクロス点が時刻情報提供装
置１と一致したか否かで判断することができる。処理タイミングの同期が完了していない
と判断した場合（ステップＳ３７：ＮＯ）、計測装置２は、ゼロクロス点を調整する（ス
テップＳ３８）。ステップＳ３８の処理を実行した後、計測装置２は、再びステップＳ３
５～ステップＳ３７の処理を繰り返して同期が完了したことを確認する。一方、処理タイ
ミングの同期が完了したと判断した場合（ステップＳ３７：ＹＥＳ）、計測装置２は、フ
ローチャートに示す処理を終了する。
【００９５】
　なお、本実施形態で説明するフローチャートの各ステップにおける処理は、実行順序を
限定するものではない。例えば、並列的に処理ができる処理の実行順序は、いずれの処理
を先に実行してもよい。
【００９６】
　次に、図１０を用いて、計測装置２の処理タイミングの調整を説明する。図１０は、実
施形態における計測装置２の処理タイミングの調整の一例を示す図である。
【００９７】
　図１０は、商用周波数（５０Ｈｘ）における２周期分（０．０２秒×２周期）における
時刻情報提供装置１の時刻情報と、計測装置２における時刻情報を示している。Ｔ（Ｍ）
、Ｃ（Ｍ）およびＳ（Ｍ）は、時刻情報提供装置１における時刻情報のパラメータである
。Ｔ（Ｓ）、Ｃ（Ｓ）およびＳ（Ｓ）は、計測装置２における時刻情報のパラメータであ
る。
【００９８】
　Ｔ（Ｍ）は、時刻情報提供装置１における時計の値である。時計の値は、例えば、時刻
情報提供部１４に含まれる内部時計から取得することがきる。Ｔ（Ｓ）は、計測装置２に
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おける時計の値である。時計の値は、例えば、時刻情報取得部２４に含まれる内部時計か
ら取得することがきる。
【００９９】
　Ｃ（Ｍ）は、時刻情報提供装置１において商用波形の正負が反転するゼロクロス点をカ
ウントしたゼロクロスカウンタの値である。ゼロクロスカウンタの値は、例えば、処理部
１２において、検出したゼロクロス点を１秒間において計数することにより得られること
ができる。例えば、商用周波数が５０Ｈｚである場合、１秒間に５０回のゼロクロス点が
存在するため、ゼロクロスカウンタの値は、０～４９の値となる。同様に、Ｃ（Ｓ）は、
計測装置２において商用波形の正負が反転するゼロクロス点をカウントしたゼロクロスカ
ウンタの値である。
【０１００】
　Ｓ（Ｍ）は、時刻情報提供装置１におけるサンプリングタイミングを示す値である。サ
ンプリングタイミングは、波形起点を示すゼロクロスカウンタの値である。Ｓ（Ｓ）は、
計測装置２におけるサンプリングタイミングを示す値である。
【０１０１】
　商用周波数における第１周期（図示する最初の０．０２秒間）において、時刻情報提供
装置１の時刻情報のパラメータは、Ｔ（Ｍ）＝９４８、Ｃ（Ｍ）＝３２、Ｓ（Ｍ）＝１０
である。また、商用周波数における第２周期（図示する２番目の０．０２秒間）において
、時刻情報提供装置１の時刻情報のパラメータは、Ｔ（Ｍ）＝９４８、Ｃ（Ｍ）＝３３、
Ｓ（Ｍ）＝１０である。すなわ、商用周波数の１周期において、時刻情報提供装置１のゼ
ロクロスカウンタは「１」インクリメントされる。
【０１０２】
　商用周波数における第１周期において、計測装置２の時刻情報は、Ｔ（Ｓ）＝９５０、
Ｃ（Ｓ）＝３、Ｓ（Ｓ）＝２５である。すなわち、第１周期において、時刻情報提供装置
１の時刻情報と計測装置２の時刻情報にはズレが生じているものとする。商用周波数にお
ける第２周期において、計測装置２の時刻情報は、Ｔ（Ｓ）＝９５０、Ｃ（Ｓ）＝４、Ｓ
（Ｓ）＝２５である。
【０１０３】
　第２周期が開始されるゼロクロス点において、時刻情報提供装置１の時刻情報は、計測
装置２に対して時刻情報のパラメータを送信する。計測装置２は送信されたパラメータを
取得して、取得したパラメータを自身の時刻情報にコピーして設定する。これにより、計
測装置２の時刻情報のパラメータは、Ｔ（Ｓ）＝９４８、Ｃ（Ｓ）＝３３、Ｓ（Ｓ）＝１
０となり、時刻情報提供装置１と同じ値になり、処理タイミングが調整される。
【０１０４】
　計測装置２の時刻情報のパラメータを設定した後、時刻情報提供装置１に対して、パラ
メータの設定が完了したことを示す完了通知を送信する。時刻情報提供装置１は、完了通
知を受信することにより、計測装置２におけるパラメータの設定が成功したことを認識す
ることができる。時刻情報提供装置１は、時刻情報のパラメータを送信した後、所定の時
間内に完了通知を受信しない場合、エラー処理を実行するようにしてもよい。エラー処理
とは、例えば、時刻情報のパラメータの再送信、またはエラーが発生したことの記録もし
くは報知等である。なお、時刻情報提供装置１は、時刻情報の送信から商用周波数の１周
期以内（０．０２秒以内）に完了通知を受信した場合、送信した時刻情報が計測装置２に
おいて同じ周期の範囲内で正しく設定されたことを確認することが可能となる。
【０１０５】
　なお、図１０で示した処理タイミングの調整は、上述のように第２周期が開始されるゼ
ロクロス点において、時刻情報提供装置１が時刻情報を送信するものであるため、計測装
置２において時刻情報を設定するタイミングは、時刻情報の送信から商用周波数の１周期
以内である必要がある。すなわち、時刻情報提供装置１と計測装置２の通信遅延は、少な
くとも商用周波数の１周期以内である必要がある。例えば、計測装置２は、ＰＩＮＧコマ
ンドを送信し、時刻情報提供装置１からの応答時間を測定することにより、通信遅延を測
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定し、図１０で示した処理タイミングの調整を実行可能か否かを判定するようにしてもよ
い。
【０１０６】
　なお、本実施形態で説明した装置を構成する機能を実現するためのプログラムを、コン
ピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、本実施形態の上述した種々の処
理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものであってもよい。また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷ
システムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）も含
むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディ
スク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、
ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶
装置のことをいう。
【０１０７】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ））のように、一定時間プログラムを保持して
いるものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格
納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波に
より他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝
送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信
線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、
前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコン
ピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組合わせで実現するもの、いわ
ゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【０１０８】
　以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【０１０９】
　（付記１）
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング部と、
　前記サンプリング部においてサンプリングされた波形の処理を複数の処理スロットにお
いて実行する処理部と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置に対して、時刻情報の提
供を要求する時刻情報要求部と、
　前記要求に応じて前記時刻情報提供装置から提供される時刻情報を取得する時刻情報取
得部と、
　前記時刻情報取得部において取得された時刻情報に基づき、前記処理スロットにおける
処理の処理タイミングを調整する第１調整部と、
　前記波形に基づき、前記第１調整部において調整された前記処理タイミングを調整する
第２調整部と
　を備える、計測装置。
　（付記２）
　前記時刻情報要求部は、前記ネットワークに接続された前記時刻情報提供装置を検索し
、検索された前記時刻情報提供装置に対して時刻情報の提供を要求する、付記１に記載の
計測装置。
　（付記３）
　前記時刻情報要求部は、前記電力線の他の計測点における電圧または電流の少なくとも
何れか１つの波形をサンプリングする前記時刻情報提供装置に対して、時刻情報の提供を
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要求する、付記１または２に記載の計測装置。
　（付記４）
　前記第２調整部は、前記波形の正負が反転するゼロクロス点を基準として前記処理タイ
ミングを調整する、付記１から３のいずれか一項に記載の計測装置。
　（付記５）
　前記処理部は、前記サンプリング部において波形をサンプリングする処理スロットを少
なくとも含む、付記１から４のいずれか一項に記載の計測装置。
　（付記６）
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング部と、
　前記サンプリング部においてサンプリングされた波形の処理を複数の処理スロットにお
いて実行する処理部と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置から、時刻情報の提供の要求を取
得する要求取得部と、
　前記要求に応じて前記処理スロットにおける処理の処理タイミングに基づき前記時刻情
報を提供する時刻情報提供部と
　を備える、時刻情報提供装置。
　（付記７）
　前記要求取得部は、前記電力線の他の計測点における電圧または電流の少なくとも何れ
か１つの波形をサンプリングする前記計測装置から、前記時刻情報の提供の要求を取得す
る、付記６に記載の時刻情報提供装置。
　（付記８）
　前記サンプリング部は、前記波形の正負が反転するゼロクロス点を基準としたサンプリ
ングタイミングで前記波形をサンプリングする、付記６または７に記載の時刻情報提供装
置。
　（付記９）
　前記処理部は、前記サンプリング部において波形をサンプリングする処理スロットを少
なくとも含む、付記６から８のいずれか一項に記載の時刻情報提供装置。
　（付記１０）
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリングステップと、
　前記サンプリングステップにおいてサンプリングされた波形の処理を複数の処理スロッ
トにおいて実行する処理ステップと、
　ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置に対して、時刻情報の提
供を要求する時刻情報要求ステップと、
　前記要求に応じて前記時刻情報提供装置から提供される時刻情報を取得する時刻情報取
得ステップと、
　前記時刻情報取得ステップにおいて取得された時刻情報に基づき、前記処理スロットに
おける処理の処理タイミングを調整する第１調整ステップと、
　前記波形に基づき、前記第１調整ステップにおいて調整された前記処理タイミングを調
整する第２調整ステップと
　を計測装置に実行させる、計測装置制御方法。
　（付記１１）
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリングステップと、
　前記サンプリングステップにおいてサンプリングされた波形の処理を複数の処理スロッ
トにおいて実行する処理ステップと、
　ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置から、時刻情報の提供の要求を取
得する要求取得ステップと、
　前記要求に応じて前記処理スロットにおける処理の処理タイミングに基づき前記時刻情
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報を提供する時刻情報提供ステップと
　を時刻情報提供装置に実行させる、時刻情報提供制御方法。
　（付記１２）
　計測装置に、
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング手順と、
　前記サンプリング手順においてサンプリングされた波形の処理を複数の処理スロットに
おいて実行する処理手順と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された時刻情報提供装置に対して、時刻情報の提
供を要求する時刻情報要求手順と、
　前記要求に応じて前記時刻情報提供装置から提供される時刻情報を取得する時刻情報取
得手順と、
　前記時刻情報取得手順において取得された時刻情報に基づき、前記処理スロットにおけ
る処理の処理タイミングを調整する第１調整手順と、
　前記波形に基づき、前記第１調整手順において調整された前記処理タイミングを調整す
る第２調整手順と
　を実行させるための、計測装置制御プログラム。
　（付記１３）
　時刻情報提供装置に、
　電力線の計測点における電圧または電流の少なくとも何れか１つの波形を所定のサンプ
リングタイミングでサンプリングするサンプリング手順と、
　前記サンプリング手順においてサンプリングされた波形の処理を複数の処理スロットに
おいて実行する処理手順と、
　ネットワークを介して通信可能に接続された計測装置から、時刻情報の提供の要求を取
得する要求取得手順と、
　前記要求に応じて前記処理スロットにおける処理の処理タイミングに基づき前記時刻情
報を提供する時刻情報提供手順と
　を実行させるための、時刻情報提供制御プログラム。
【０１１０】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　　　時刻情報提供装置
　１０　　計測システム
　１１　　サンプリング部
　１２　　処理部
　１３　　要求取得部
　１４　　時刻情報提供部
　１５　　通信制御部
　２、２ａ、２ｂ、２ｃ　計測装置
　２１　　サンプリング部
　２２　　処理部
　２３　　時刻情報要求部
　２４　　時刻情報取得部
　２５　　第１調整部
　２６　　第２調整部
　２７　　通信制御部
　３１　　冷蔵庫
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　３２　　テレビ
　３３　　電気ポット
　３４　　太陽光発電器
　３５　　電気自動車
　４１　　スマートメータ
　４２　　分電盤
　４３　　パワーコンディショナ
　５　　　処理装置
　９　　　ネットワーク
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＡＭ
　１０３　ＲＯＭ
　１０４　タッチパネル
　１０５　通信Ｉ／Ｆ
　１０６　検知部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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