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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流との相関を
示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線
であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　制御部を有することを特徴とするトランス接続相判定装置。
【請求項２】
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流との相関を
示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
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　前記各々の配電線に対応する相関値同士の差に基づいて、判定した前記２つの配電線が
前記トランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　制御部を有することを特徴とするトランス接続相判定装置。
【請求項３】
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記電力値を計測した計測期間における前記各々の
配電線に対応する電力と電流との相関を示す相関値を算出するとともに、前記計測期間を
区切った各期間における前記各々の配電線に対応する電力と電流との相関を示す相関値を
算出し、
　算出した前記計測期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき前記３以上
の配電線のうちの前記トランスに接続された２つの配電線を判定するとともに、算出した
前記各期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき前記３以上の配電線のう
ちの前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記各期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果のうち、
前記計測期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果と一致す
る結果の数に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線で
あることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　制御部を有することを特徴とするトランス接続相判定装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線がトランスに接続された配電線であ
ることの尤もらしさを示す尤度を用いて前記２つの配電線が当該トランスに接続された配
電線である確率を表す関数に、算出した前記尤度を入力して得られる確率値が所定値以上
であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線の各々の配電線に流れた電
流値を補正することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載のトランス接続相判
定装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記複数のトランスの各々のトランスに対応して、前記３以上の配電線のうちの前記各
々のトランスに接続された２つの配電線をランダムに決定し、
　前記各々のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、決定した前記各々
のトランスに対応する２つの配電線とに基づいて、決定した前記各々のトランスに対応す
る２つの配電線が前記各々のトランスに接続されている場合の前記各々の配電線に流れた
電流値を算出し、
　前記各々のトランスにおける電力値と、算出した前記各々の配電線に流れた電流値とに
基づいて、前記各々のトランスにおける前記各々の配電線に対応する相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記各々のトランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記各々のトランスにおける電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記各々
のトランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　決定した前記各々のトランスに対応する２つの配電線と、判定した前記各々のトランス
に接続された２つの配電線と、算出した前記各々のトランスにおける尤度とを対応付けて
出力することを特徴とする請求項１に記載のトランス接続相判定装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
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　決定した前記各々のトランスに対応する２つの配電線と、判定した前記各々のトランス
に接続された２つの配電線とを比較し、
　比較した比較結果と、算出した前記各々のトランスにおける尤度とに基づいて、前記所
定の閾値を決定することを特徴とする請求項５に記載のトランス接続相判定装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　決定した前記各々のトランスに対応する２つの配電線と、判定した前記各々のトランス
に接続された２つの配電線とを比較し、
　比較した比較結果と、算出した前記各々のトランスにおける尤度とに基づいて、前記３
以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線がトランスに接続された配電線であることの
尤もらしさを示す尤度を用いて前記２つの配電線が当該トランスに接続された配電線であ
る確率を表す関数を作成することを特徴とする請求項５に記載のトランス接続相判定装置
。
【請求項８】
　コンピュータが、
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流との相関を
示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線
であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　処理を実行することを特徴とするトランス接続相判定方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流との相関を
示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線
であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　処理を実行させることを特徴とするトランス接続相判定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トランス接続相判定装置、トランス接続相判定方法、およびトランス接続相
判定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配電網内で３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続されたトランス
の接続相の判定が行われる場合がある。関連する技術として、例えば、配電監視制御親局
と遮断器子局を介して配電用遮断器の計測値を取得し、配電監視制御親局と開閉器子局を
介してセンサ内蔵区分開閉器の計測値を取得し、自動検針親局を介してスマートメータの
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計測値を取得する相判別装置がある。相判別装置では、データ格納部に、配電系統構成情
報と、配電用変圧器の機器情報と、需要家の供給設備情報とが格納される。そして、相判
別装置は、各計測値の計測期間の中から、接続相の判別に用いる期間である時間断面を選
択し、選択した時間断面に計測された各計測値と、データ格納部に格納される各情報とに
基づいて、各配電用変圧器の接続相を判別する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１９８０３３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、従来技術によれば、トランスに接続された全ての電力消費源における消
費電力の情報が得られないと、トランスの接続相の判定精度を確保することが困難になる
。例えば、トランスに接続された電力消費源のうち、スマートメータを導入していない電
力消費源があると、その電力消費源における消費電力の情報が得られなくなり、トランス
の接続相の判定精度を確保することが困難になる。
【０００５】
　１つの側面では、本発明は、トランスの接続相の判定精度の向上を図るトランス接続相
判定装置、トランス接続相判定方法、およびトランス接続相判定プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面によれば、３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された
複数のトランスのいずれかのトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、３
以上の配電線の各々の配電線に流れた電流値とに基づいて、各々の配電線に対応して電力
と電流との相関を示す相関値を算出し、算出した各々の配電線に対応する相関値に基づい
て、３以上の配電線のうちのトランスに接続された２つの配電線を判定し、電力値に基づ
いて、判定した２つの配電線がトランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示
す尤度を算出し、算出した尤度が所定の閾値以上であれば、電力値に基づいて、判定した
２つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正するトランス接続相判定装置、トラン
ス接続相判定方法、およびトランス接続相判定プログラムが提案される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、トランスの接続相の判定精度の向上を図ることができるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、トランス接続相判定装置１０１の動作例を示す説明図である。
【図２】図２は、トランス接続相判定システム２００の構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、トランス接続相判定装置１０１のハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【図４】図４は、トランス接続相判定装置１０１の機能的構成例を示すブロック図である
。
【図５】図５は、センサ線電流データ４２１の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、メータ電力データ４２２の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、配電網設備データ４２３の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図８】図８は、トランス配下電力データ４２４の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図９】図９は、センサ線電流データ４２１の補正例を示す説明図である。
【図１０】図１０は、補正後センサ線電流データ４２５の記憶内容の一例を示す説明図で
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ある。
【図１１】図１１は、接続相の判定例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、第１の尤度算出方法を示す説明図である。
【図１３】図１３は、接続相の判定結果の正誤を判定する一例を示す説明図である。
【図１４】図１４は、配電網内トランス接続相判定処理手順の一例を示すフローチャート
である。
【図１５】図１５は、トランス接続相判定および尤度算出処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１６】図１６は、トランス接続相判定装置１６０１の機能的構成例を示すブロック図
である。
【図１７】図１７は、回帰モデルにより作成された関数の一例を示す説明図である。
【図１８】図１８は、トランス接続相判定装置１８０１の機能的構成例を示すブロック図
である。
【図１９】図１９は、トランス配下電力データ１９０１の記憶内容の一例を示す説明図で
ある。
【図２０】図２０は、仮決め接続相の結果の一例を示す説明図である。
【図２１】図２１は、仮決め接続相に基づく仮決めセンサ線電流データの一例を示す説明
図である。
【図２２】図２２は、仮決め接続相の判定結果と尤度との一例を示す説明図である。
【図２３】図２３は、尤度に対する接続相判定結果作成処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に図面を参照して、開示のトランス接続相判定装置、トランス接続相判定方法、お
よびトランス接続相判定プログラムの実施の形態を詳細に説明する。
【００１０】
（実施の形態１）
　図１は、トランス接続相判定装置１０１の動作例を示す説明図である。図１において、
トランス接続相判定装置１０１は、柱上トランスの接続相を判定するコンピュータである
。柱上トランスは、電磁誘導の作用によって交流電流の電圧を変える変圧器である。以下
の説明では、柱上トランスを、単に「トランス」と呼称する。
【００１１】
　電力市場の自由化をはじめとする電力事業の規制改革や、再生可能電力普及の流れの中
において、電力の伝達手段である送配電網に求められる機能が、昨今大きく変わってきて
いる。このうち配電網においては、今後多数の導入が予想される太陽光発電（Ｐｈｏｔｏ
ｖｏｌｔａｉｃｓ、ＰＶ）などの分散型電源への対処が大きな課題である。課題の一例と
して、配電網の供給電圧を一定の範囲内、例えば、１０１±６Ｖ、２０２±２０Ｖなどに
収めるように電圧管理することが要求される。
【００１２】
　電源が一ヶ所に集中する際の配電網の電圧管理における主な問題は、過負荷に伴う電圧
降下であったが、分散型電源の配電網においては、売電のための逆潮流が発生するため、
逆潮流の際の電圧上昇が大きな問題となる。電源が一ヶ所に集中する際の配電網において
も、電圧降下の防止を前提とした設計および運用は成されているが、電圧上昇の問題に関
しては、ほとんど想定されていない。この電圧上昇問題に対処するため、パワーエレクト
ロニクス上の各種受動機器および能動機器を利用するような、新しい電圧管理方式の検討
が各所で開始されている。
【００１３】
　ここで、新しい電圧管理方式の検討を行う場合には、トランスの接続相の問題が浮上す
る。具体的には、三相３線式の配電網において、電力を消費する電力消費源との接点にあ
るトランスが、三種類ある配電線の組み合わせのうち、どの相で高圧側と接続されている
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かわからないという問題である。この問題は、三相３線式でだけでなく、三相４線式とい
った３以上の電線を用いた配電網で起こり得る。本実施の形態では、三相３線式の配電網
を例として説明する。
【００１４】
　ここでは、トランスが接続する２つの配電線の組み合わせを、「トランスの接続相」と
呼称する。また、三種類ある配電線をそれぞれ、「ａ線」、「ｂ線」、「ｃ線」と呼称す
る。そして、ａ線とｂ線との組み合わせを、「ａｂ相」と呼称する。また、ｂ線とｃ線と
の組み合わせを、「ｂｃ相」と呼称する。また、ｃ線とａ線との組み合わせを、「ｃａ相
」と呼称する。また、電力を消費する電力消費源を、「需要家」と呼称する。
【００１５】
　トランスの接続相に関しては、三相交流を平衡に保つため、複数の需要家の負荷ができ
るだけバランスがとれるように選択されるが、各需要家が接続されたトランスの接続相が
具体的にいずれであるかについては、管理することが困難である。このため、新しい電圧
管理方式の適用を検討するに際しても、まずトランスの接続相の現状調査を行うことにな
る。
【００１６】
　例えば、需要家１０～２０軒に対して一つのトランスが設置されており、配電網全体を
考えると、接続相を判定すべきトランスの数は膨大である。従って、配電網内の全てのト
ランスの接続相を人手で判定した場合には、大きなコストおよび時間を費やすことになっ
てしまう。
【００１７】
　また、配電線計測値に基づいて各配電線区間内の負荷で消費された消費電力を求めた各
配電線区間内の相ごとの消費電力量と、相ごとの負荷計測値とが最も近くなるように、接
続相の組み合わせを求めることによって、トランスの接続相を判別することが考えられる
。しかしながら、トランスに接続された全ての需要家における消費電力の情報を用いるた
め、スマートメータを導入していない需要家があると、トランスの接続相を判別すること
が困難となる。
【００１８】
　また、三相３線の各線の電流を計測できる高圧線に設置されたセンサが計測した電流値
と、トランス配下に設置されたスマートメータの電力値との相関の違いによって接続相を
判定することが考えられる。しかしながら、配電網の規模が大きい場合、接続相判定に用
いるデータにノイズが増加するため、接続相判定の正解率が低下する。
【００１９】
　ここで、接続相判定の正解率が低下する理由として、例えば、トランス１の接続相を判
定するには、トランス１配下の電力変化がセンサで計測される電流にどう変化を与えるか
を分析することになる。しかしながら、トランス２配下に存在する需要家の電力変化も同
じくセンサで計測される電流に影響を与えるので、トランス１の接続相を判定する場合、
トランス２配下の需要家によって変化するセンサの電流はノイズとなり、接続相判定の正
解率が低下する。
【００２０】
　そこで、実施の形態１にかかるトランス接続相判定装置１０１は、３以上の各配電線に
流れる電流とトランス配下の電力の相関から判定したトランスの接続相の尤度が閾値以上
であれば、電力からセンサが計測した線電流を補正して他トランスの接続相を判定する。
以下の記載では、配電線に流れる電流のことを「線電流」と呼称する場合があり、配電線
に流れる電流の値を、「線電流値」と呼称する場合がある。これにより、トランス接続相
判定装置１０１は、線電流のノイズを除去して、接続相の判定精度を向上させる。
【００２１】
　図１の（ａ）では、新たな電圧管理方式の検討の対象となる配電網ｅを示す。配電網ｅ
は、三相３線式の配電網であり、電力の流れを制御する変電所ｓｕと、センサｓｅと、複
数のトランスとしてトランス１、２とを有する。トランス１、２の接続相は不明である。
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センサｓｅは、ａ線、ｂ線、ｃ線の線電流値をそれぞれを計測する。
【００２２】
　図１の（ｂ）では、トランス接続相判定装置１０１は、トランス１、２の接続相を判定
する処理の例を示す。トランス１に対して、トランス接続相判定装置１０１は、トランス
１に接続された需要家で消費した電力値と、ａ～ｃ線に流れた線電流値とに基づいて、ａ
～ｃ線のそれぞれに対応して電力と線電流との相関を示す相関値を算出する。具体的な相
関値の算出例は、図１１で後述する。
【００２３】
　ここで、需要家で消費した電力値は、需要家に導入されたスマートメータが計測した値
を、トランス接続相判定装置１０１が取得したものでもよいし、トランス接続相判定装置
１０１の利用者によりトランス接続相判定装置１０１の記憶領域に格納されたものでもよ
い。また、線電流値は、センサｓｅが計測した電流値そのものでもよいし、センサｓｅが
計測した電流値から、あるトランスによるノイズを除去した補正後の電流値でもよい。さ
らに、線電流値は、ノイズを除去した補正後の電流値から、さらに別のトランス配下で消
費する電力によるノイズを除去した補正後の電流値でもよい。
【００２４】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、ａ～ｃ線に対応する相関値に基づいて、トラ
ンス１に接続された２つの配電線を判定する。具体的なトランスの接続相の判定例につい
ては、図１１で後述する。図１の例では、トランス接続相判定装置１０１がトランス１の
接続相をａｂ相であると判定する。
【００２５】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、トランス１配下の需要家で消費した電力値に
基づいて、トランス１に接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度を算出する
。具体的な尤度の算出例は、図１２で後述する。図１の例では、トランス接続相判定装置
１０１は、ａｂ相がトランス１に接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度と
して、Ｌ1を算出する。
【００２６】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、算出した尤度が所定の閾値以上であれば、ト
ランス１配下の電力値に基づいて、判定した接続相の各々の配電線に流れた電流値を補正
する。所定の閾値は、予め指定された閾値であり、トランス接続相判定装置１０１の利用
者によって指定されたものでもよいし、トランス接続相判定装置１０１が決定してもよい
。また、トランス接続相判定装置１０１は、トランス１以外のトランスにおける尤度を算
出しておき、トランス１以外のトランスにおける尤度を所定の閾値として決定してもよい
。
【００２７】
　図１の（ｂ）の例では、尤度Ｌ1が、所定の閾値以上であるとする。この場合、トラン
ス接続相判定装置１０１は、ａｂ相がトランス１の接続相であることが正解であるとみな
して、需要家が消費した電力値に基づいて、ａ線、ｂ線に流れた線電流値を補正する。補
正後のａ線、ｂ線に流れた線電流値は、配電網ｅ内のトランス１以外の他のトランスにと
ってノイズとなるトランス１に流れる電流の影響を除去してあるため、トランス接続相判
定装置１０１は、他のトランスの接続相の正解率を向上させることができる。
【００２８】
　そして、トランス接続相判定装置１０１は、トランス２に接続された需要家が消費した
電力値と、補正後のａ線、ｂ線の電流値と、計測したｃ線の電流値とに基づいて、ａ～ｃ
線のそれぞれに対応する相関値を算出し、トランス２の接続相を判定する。
【００２９】
（トランス接続相判定システムの構成例）
　次に、トランス接続相判定装置１０１を、配電網上に存在するトランスの接続相を判定
するトランス接続相判定システムに適用した場合について説明する。
【００３０】
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　図２は、トランス接続相判定システム２００の構成例を示すブロック図である。図２に
おいて、トランス接続相判定システム２００は、配電網ｅ上に存在するトランスの接続相
を判定するシステムである。トランス接続相判定システム２００は、配電網ｅと、トラン
ス接続相判定装置１０１とを有する。
【００３１】
　配電網ｅは、変電所ｓｕと、センサｓｅと、トランス１～Ｋと、需要家ｃ１～ｃｎとを
有する。需要家ｃ１～ｃｎには、スマートメータを導入した需要家と、スマートメータを
導入していない需要家とが混在する。例えば、図２では、需要家ｃ１、ｃ３、ｃｎは、ス
マートメータを導入しており、需要家ｃ２は、スマートメータを導入していない。スマー
トメータは、通信機能を有する電力計である。スマートメータは、例えば、スマートメー
タが導入された需要家である家庭、オフィス、工場などの電力の利用状況をリアルタイム
に把握することができる。
【００３２】
　変電所ｓｕは、電力の流れを制御して、電力を需要家に送り出す。トランス１～Ｋは、
電磁誘導の作用によって交流電流の電圧を変える変圧器である。以下の説明において、配
電網ｅのうちの変電所ｓｕからトランス１～Ｋを、「高圧配電網」と呼称する場合がある
。また、配電網ｅのうちのトランス１～Ｋからトランス１～Ｋのそれぞれに接続する需要
家までの部分を「低圧配電網」と呼称する場合がある。センサｓｅは、トランス１～Ｋよ
りも変電所ｓｕ寄りに設置されており、高圧配電網の電流を計測する。ここで、高圧配電
網は、本実施の形態では三相３線、すなわち３本の電線で電力を送るため、センサｓｅは
、３本の線電流値をそれぞれを計測する。
【００３３】
　トランス接続相判定装置１０１は、トランス１～Ｋの接続相を判定するコンピュータで
ある。また、トランス接続相判定装置１０１は、ａ～ｃ線の線電流をセンサｓｅが計測し
た値と、需要家が導入したスマートメータが計測した電力値とを取得可能である。次に、
図３を用いて、トランス接続相判定装置１０１のハードウェア構成について説明する。
【００３４】
（トランス接続相判定装置１０１のハードウェア構成例）
　図３は、トランス接続相判定装置１０１のハードウェア構成例を示すブロック図である
。図３において、トランス接続相判定装置１０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０
２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０３と、を含む。また、
トランス接続相判定装置１０１は、ディスクドライブ３０４と、ディスク３０５と、通信
インターフェース３０６と、を含む。また、トランス接続相判定装置１０１は、ディスプ
レイ３０７と、キーボード３０８と、マウス３０９とを含む。また、ＣＰＵ３０１～マウ
ス３０９はバス３１０によってそれぞれ接続される。
【００３５】
　ＣＰＵ３０１は、トランス接続相判定装置１０１の全体の制御を司る演算処理装置であ
る。ＲＯＭ３０２は、ブートプログラムなどのプログラムを記憶する不揮発性メモリであ
る。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリアとして使用される揮発性メモリである
。
【００３６】
　ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御に従ってディスク３０５に対するデー
タのリードおよびライトを制御する制御装置である。ディスクドライブ３０４には、例え
ば、磁気ディスクドライブ、光ディスクドライブ、ソリッドステートドライブなどを採用
することができる。
【００３７】
　ディスク３０５は、ディスクドライブ３０４の制御で書き込まれたデータを記憶する不
揮発性メモリである。例えば、ディスクドライブ３０４が磁気ディスクドライブである場
合、ディスク３０５には、磁気ディスクを採用することができる。また、ディスクドライ
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ブ３０４が光ディスクドライブである場合、ディスク３０５には、光ディスクを採用する
ことができる。また、ディスクドライブ３０４がソリッドステートドライブである場合、
ディスク３０５には、半導体素子メモリ、いわゆる半導体ディスクを採用することができ
る。
【００３８】
　通信インターフェース３０６は、ネットワークと内部のインターフェースを司り、外部
装置からのデータの入出力を制御する制御装置である。具体的には、通信インターフェー
ス３０６は、通信回線を通じてネットワークとなるＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットなどに
接続され、ネットワークを介して他の装置に接続される。通信インターフェース３０６に
は、例えば、モデムやＬＡＮアダプタなどを採用することができる。
【００３９】
　ディスプレイ３０７は、マウスカーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、
文書、画像、機能情報などのデータを表示する装置である。ディスプレイ３０７には、例
えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ）液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどを採用することがで
きる。
【００４０】
　キーボード３０８は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを有し、データの
入力を行う装置である。また、キーボード３０８は、タッチパネル式の入力パッドやテン
キーなどであってもよい。マウス３０９は、マウスカーソルの移動や範囲選択、あるいは
ウィンドウの移動やサイズの変更などを行う装置である。マウス３０９は、ポインティン
グデバイスとして同様に機能を有するものであれば、トラックボールやジョイスティック
などであってもよい。
【００４１】
（トランス接続相判定装置１０１の機能的構成例）
　図４は、トランス接続相判定装置１０１の機能的構成例を示すブロック図である。トラ
ンス接続相判定装置１０１は、制御部４０１と、記憶部４０２とを有する。制御部４０１
は、相関値算出部４１１と、判定部４１２と、尤度算出部４１３と、判断部４１４と、補
正部４１５とを含む。制御部４０１は、記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１
が実行することにより、制御部４０１の機能を実現する。記憶装置とは、具体的には、例
えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、ディスク３０５などである。また、各
部の処理結果は、ＣＰＵ３０１が有するレジスタや、ＲＡＭ３０３等に記憶される。
【００４２】
　また、トランス接続相判定装置１０１は、記憶部４０２にアクセス可能である。記憶部
４０２は、ＲＡＭ３０３、ディスク３０５等により実現される。記憶部４０２は、センサ
線電流データ４２１と、メータ電力データ４２２と、配電網設備データ４２３と、トラン
ス配下電力データ４２４と、補正後センサ線電流データ４２５とを有する。
【００４３】
　センサ線電流データ４２１は、配電網ｅ内の各線ごとにセンサｓｅにより計測した電流
値である。また、センサ線電流データ４２１は、計測期間を区切った期間に対応して該当
の期間における線ごとの電流値であってもよい。ここで、計測期間は、スマートメータで
需要家の電力を計測した期間である。センサ線電流データ４２１の記憶内容の一例につい
ては、図５で後述する。
【００４４】
　メータ電力データ４２２は、配電網ｅ内の各需要家に設置されたスマートメータにより
需要家で消費された電力を計測した電力値である。また、メータ電力データ４２２は、計
測期間を区切った期間に対応して該当の期間における需要家で消費された電力値であって
もよい。メータ電力データ４２２の記憶内容の一例については、図６で後述する。
【００４５】
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　配電網設備データ４２３は、配電網ｅ内の設備に関する情報である。配電網設備データ
４２３の記憶内容の一例については、図７で後述する。トランス配下電力データ４２４は
、メータ電力データ４２２と、配電網設備データ４２３とに基づいて作成されたデータで
あり、各トランス配下の消費電力を示す。トランス配下電力データ４２４の記憶内容の一
例については、図８で後述する。
【００４６】
　補正後センサ線電流データ４２５は、センサ線電流データ４２１に対して、接続相が既
知のトランス配下のうちのスマートメータが導入された需要家の電力がセンサ電流に与え
る影響を除去したデータである。また、補正後センサ線電流データ４２５は、計測期間を
区切った期間に対応して該当の期間において補正後の線ごとの電流値であってもよい。ま
た、図４では、センサ線電流データ４２１と補正後センサ線電流データ４２５とを別にし
て表す。ここで、トランス接続相判定装置１０１は、センサ線電流データ４２１を一つ分
用意し、センサ線電流データ４２１の各フィールドの値を更新していくことにより、補正
後センサ線電流データ４２５を生成してもよい。補正後センサ線電流データ４２５の記憶
内容の一例については、図１０で後述する。
【００４７】
　相関値算出部４１１は、トランス配下電力データ４２４と、センサ線電流データ４２１
または補正後センサ線電流データ４２５とに基づいて、各々の配電線に対応して電力と線
電流との相関を示す相関値を算出する。具体的な算出例は、図１１で後述する。
【００４８】
　判定部４１２は、相関値算出部４１１が算出した各々の配電線に対応する相関値に基づ
いて、３以上の配電線のうちのトランスに接続された２つの配電線を判定する。具体的な
判定例は、図１１で後述する。
【００４９】
　尤度算出部４１３は、トランス配下電力データ４２４に基づいて、判定部４１２が判定
した２つの配電線がトランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度を算
出する。例えば、尤度算出部４１３は、あるトランスに接続する需要家が消費した電力値
の累積や、あるトランスに接続する需要家が消費した電力値の２乗値を尤度として算出す
る。トランス配下電力データ４２４に基づいて尤度を算出する方法としては、図１２で後
述する第２の尤度算出方法に相当する。
【００５０】
　また、尤度算出部４１３は、各々の配電線に対応する相関値同士の差に基づいて、尤度
を算出してもよい。各々の配電線に対応する相関値同士の差に基づいて尤度を算出する例
は、図１２で後述する第１の尤度算出方法に相当する。
【００５１】
　また、図１２で後述する第３の尤度算出方法として、相関値算出部４１１は、計測期間
における各々の配電線に対応する電力と線電流との相関を示す相関値を算出するとともに
、各期間における各々の配電線に対応する電力と線電流との相関を示す相関値を算出する
。次に、判定部４１２は、算出した計測期間における各々の配電線に対応する相関値に基
づきトランスに接続された２つの配電線を判定するとともに、算出した各期間における各
々の配電線に対応する相関値に基づきトランスに接続された２つの配電線を判定する。そ
して、尤度算出部４１３は、各期間における各々の配電線に対応する相関値に基づき判定
した結果のうち、計測期間における各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果
と一致する結果の数に基づいて、尤度を算出する。
【００５２】
　例えば、尤度算出部４１３は、各期間における各々の配電線に対応する相関値に基づき
判定した結果のうち、計測期間における各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した
結果と一致する結果の数を、そのまま尤度としてもよい。また、尤度算出部４１３は、各
期間における各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果のうち、計測期間にお
ける各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果と一致する結果の数を、期間の
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数で割った値を尤度としてもよい。
【００５３】
　判断部４１４は、尤度算出部４１３が算出した尤度が所定の閾値以上か否かを判断する
。予め指定された閾値であり、トランス接続相判定装置１０１の利用者によって指定され
たものでもよいし、トランス接続相判定装置１０１が決定してもよい。
【００５４】
　補正部４１５は、尤度が所定の閾値以上であると判断部４１４が判断した場合、トラン
ス配下電力データ４２４に基づいて、判定部４１２が判定した２つの配電線の各々の配電
線に流れた電流値を補正する。具体的な電力の補正の補正例については、図９で後述する
。また、補正部４１５は、補正した電流値を補正後センサ線電流データ４２５に格納する
。
【００５５】
　図５は、センサ線電流データ４２１の記憶内容の一例を示す説明図である。センサ線電
流データ４２１は、検討対象配電網内の各線ごとにセンサにより計測した電流値である。
【００５６】
　センサ線電流データ４２１は、期間と、センサａ線電流と、センサｂ線電流と、センサ
ｃ線電流というフィールドを含む。期間フィールドは、センサが電流を計測した期間を示
す。ここで、実施の形態１～３における期間は、説明の簡略化のため、１～Ｔまでの自然
数で表すものとする。従って、実施の形態１～３における期間フィールドに格納される自
然数は、期間を識別する値となる。例えば、期間１は、１月１日の０時００分から０時３
０分までの期間である。また、期間２は、１月１日の０時３０分から１時００分までの期
間である。また、期間１～Ｔを合わせた期間が、計測期間となる。
【００５７】
　センサａ線電流フィールドには、ａ線を流れる電流値が格納される。センサｂ線電流フ
ィールドには、ｂ線を流れる電流値が格納される。センサｃ線電流フィールドには、ｃ線
を流れる電流値が格納される。
【００５８】
　図５に示すセンサ線電流データ４２１は、レコード５０１－１～Ｔを有する。例えば、
レコード５０１－１は、期間１において、ａ線に流れる電流値がＩa（１）［Ａ］であり
、ｂ線に流れる電流値がＩb（１）［Ａ］であり、ｃ線に流れる電流値がＩc（１）［Ａ］
であることを示す。
【００５９】
　図６は、メータ電力データ４２２の記憶内容の一例を示す説明図である。メータ電力デ
ータ４２２は、配電網ｅ内の各需要家に設置されたスマートメータにより需要家が消費し
た電力を計測した電力値である。図６に示すメータ電力データ４２２は、レコード６０１
－１～Ｔを有する。
【００６０】
　メータ電力データ４２２は、期間と、各需要家における需要家消費電力というフィール
ドを有する。期間フィールドは、各需要家に設置されたスマートメータが消費電力を計測
した期間を示す。各需要家における需要家消費電力フィールドは、期間フィールドにより
示される期間において、各需要家が消費した電力値を示す。
【００６１】
　例えば、レコード６０１－１は、期間１において、需要家ｃ１が消費した電力値がＰ需

要家c1（１）であり、需要家ｃ２が消費した電力値がＰ需要家c2（１）であることを示す
。
【００６２】
　図７は、配電網設備データ４２３の記憶内容の一例を示す説明図である。配電網設備デ
ータ４２３は、配電網ｅ内の需要家の受電設備に関する情報である。図７に示す配電網設
備データ４２３は、レコード７０１－１～Ｋを有する。
【００６３】
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　配電網設備データ４２３は、トランスＩＤと、接続相と、トランス配下のスマートメー
タ導入済み需要家ＩＤと、既知フラグと、というフィールドを含む。トランスＩＤフィー
ルドには、トランスを識別する情報が格納される。接続相フィールドには、トランスＩＤ
で識別されるトランスの接続相を識別する情報が格納される。また、トランスＩＤで識別
されるトランスの接続相が不明である場合、接続相フィールドには、接続相が不明である
ことを示す“不明”識別子が格納される。トランス配下のスマートメータ導入済み需要家
ＩＤフィールドには、トランスＩＤで識別されるトランス配下のスマートメータ導入済み
需要家を識別する情報が格納される。既知フラグフィールドには、トランスＩＤで識別さ
れるトランスの接続相が既知であるか否かを示すフラグが格納される。具体的には、既知
フラグフィールドには、トランスの接続相が既知であることを示す“既知”識別子と、ト
ランスの接続相が未知であることを示す“未知”識別子と、のいずれか一方の識別子が格
納される。
【００６４】
　例えば、レコード７０１－１は、トランス１の接続相が既知であってａｂ相であり、ト
ランス１配下の需要家は、需要家ｃ１、需要家ｃ２、…であることを示す。
【００６５】
　図８は、トランス配下電力データ４２４の記憶内容の一例を示す説明図である。トラン
ス配下電力データ４２４は、メータ電力データ４２２と、配電網設備データ４２３とに基
づいて作成されたデータであり、各トランス配下の消費電力を示す。具体的には、トラン
ス配下電力データ４２４は、トランスごとに、該当のトランス配下の需要家の消費電力を
累計して作成されたデータである。図８に示すトランス配下電力データ４２４は、レコー
ド８０１－１～Ｔを有する。
【００６６】
　トランス配下電力データ４２４は、期間と、各トランスにおけるトランス配下電力と、
というフィールドを含む。期間フィールドには、期間を識別する値が格納される。各トラ
ンスにおけるトランス配下電力フィールドには、期間フィールドに格納された値により特
定される期間において、各トランス配下の需要家が消費した電力の累計が格納される。
【００６７】
　例えば、レコード８０１－１は、期間１において、トランス１の配下電力がＰ1（１）
であり、…、トランスＫの配下電力がＰK（１）であることを示す。ここで、例えば、Ｐ1

（１）は、期間１における需要家ｃ１が消費した電力と、期間１における需要家ｃ２が消
費した電力と、…の累計となる。
【００６８】
　図９は、センサ線電流データ４２１の補正例を示す説明図である。図９では、センサ線
電流データ４２１の補正例として、センサ線電流データ４２１から、接続相が既知である
トランス配下の電力の影響を除去したデータを生成する例を示す。
【００６９】
　トランス接続相判定装置１０１は、配電網設備データ４２３の既知フラグフィールドを
参照して、接続相が既知であるトランスを特定する。図７に示す配電網設備データ４２３
では、接続相が既知であるトランスはトランス１であるため、図９では、トランス１を例
にして説明する。また、図９では、トランス１が、単相３線式のトランスであるとする。
【００７０】
　接続相が既知であるトランス１を特定した後、トランス接続相判定装置１０１は、接続
相が既知であるトランス配下電力によって、トランス１の１次側に流れる電流値を下記（
９－１）式を用いて算出する。
【００７１】
　Ｉ1_1（ｔ）＝（Ｐ1（ｔ）／Ｖ）／ｒ　…（９－１）
【００７２】
　ここで、Ｉ1_1（ｔ）は、トランス１の１次側に流れる電流値を示す。また、Ｐ1（ｔ）
は、トランス１配下電力値を示す。また、Ｖは、トランス１に対応する配電区間の推定電
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圧値を示す。例えば、Ｖは、１００［Ｖ］である。また、ｒは、トランス１の変圧比であ
る。例えば、ｒは、トランス１の１次側の電圧値が６６００［Ｖ］であり、トランス１の
２次側の電圧値が１０５［Ｖ］であれば、ｒ＝６６００／１０５となる。
【００７３】
　また、トランス接続相判定装置１０１は、無効電力を考慮して、（９－１）式の代わり
に、下記（９－２）式を用いてトランス１の１次側に流れる電流を算出してもよい。
【００７４】
　Ｉ1_1（ｔ）＝（｜Ｐ1（ｔ）＋ｊＱ1（ｔ）｜／Ｖ）／ｒ　…（９－２）
【００７５】
　ここで、Ｑ1（ｔ）は、Ｐ1（ｔ）を基にした無効電力の推定値である。
【００７６】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、トランス１に流れ込む電流値を、センサ計測
地点の電流値に換算して、トランス１が接続されたセンサ線電流データ４２１から換算し
た値を減算する。図９の例では、トランス１の接続相は、ａｂ相であるため、トランス接
続相判定装置１０１は、下記（９－３）式、（９－４）式が示すように、ａ線、ｂ線に対
して、トランス１が接続されたセンサ線電流データ４２１から換算した値を減算する。ｃ
線に対しては、トランス１が接続されていないため、トランス接続相判定装置１０１は、
補正を行わない。
【００７７】
　Ｉ’a（ｔ）＝Ｉa（ｔ）－Ｉ1_1（ｔ）×（√３）／２　（９－３）
　Ｉ’b（ｔ）＝Ｉb（ｔ）－Ｉ1_1（ｔ）×（√３）／２　（９－４）
【００７８】
　ここで、Ｉ’a（ｔ）、Ｉ’b（ｔ）は、それぞれ、ａ線、ｂ線の補正後のセンサ線電流
データ４２１である。図９の例では、接続相が既知であるトランスが１つであったが、接
続相が既知であるトランスが複数ある場合、トランス接続相判定装置１０１は、接続相が
既知であるトランスの個数回、センサ線電流データの補正を行う。
【００７９】
　図１０は、補正後センサ線電流データ４２５の記憶内容の一例を示す説明図である。補
正後センサ線電流データ４２５は、センサ線電流データ４２１に対して、接続相が既知の
トランス配下のうちのスマートメータが導入された需要家の電力がセンサ電流に与える影
響を除去したデータである。図１０に示す補正後センサ線電流データ４２５は、レコード
１００１－１～Ｔを有する。補正後センサ線電流データ４２５が有するフィールドは、セ
ンサ線電流データ４２１と同一であるため、説明を省略する。
【００８０】
　例えば、レコード１００１－１は、期間１において、ａ線に流れる補正後の電流値がＩ
’a（１）［Ａ］であり、ｂ線に流れる補正後の電流値がＩ’b（１）［Ａ］であり、ｃ線
に流れる補正後の電流値がＩ’c（１）［Ａ］であることを示す。
【００８１】
　図１１は、接続相の判定例を示す説明図である。図１１では、ａ、ｂ、ｃ線それぞれの
補正後の電流値と、接続相が未知であるトランス２の配下電力とから、トランス２の接続
相を判定する。
【００８２】
　図１１では、Ｉ’a、Ｉ’b、Ｉ’cそれぞれの時刻と電流との関係を、グラフ１１０１
－Ｉ’a、１１０１－Ｉ’b、１１０１－Ｉ’cで示す。また、図１１では、Ｐ2の時刻と電
力との関係を、グラフ１１０１－Ｐ2で示す。
【００８３】
　トランス接続相判定装置１０１は、トランスｋの接続相を、Ｉ’a、Ｉ’b、Ｉ’cそれ
ぞれと、トランスｋの配下電力Ｐkとの相関係数ρ＿Ｐk＿Ｉ’a、ρ＿Ｐk＿Ｉ’b、ρ＿
Ｐk＿Ｉ’cをそれぞれ算出し、相関が最も小さい値から、接続相を判定する。ここで、ｋ
は、１からＫまでの自然数である。具体的には、トランス接続相判定装置１０１は、下記



(14) JP 6331465 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

（１１－１）式～（１１－３）式のうち、条件を満たした式に対応する相を接続相として
判定する。
【００８４】
　ρ＿Ｐk＿Ｉ’c≦ρ＿Ｐk＿Ｉ’a、かつρ＿Ｐk＿Ｉ’c≦ρ＿Ｐk＿Ｉ’b　…（１１－
１）
　ρ＿Ｐk＿Ｉ’a≦ρ＿Ｐk＿Ｉ’b、かつρ＿Ｐk＿Ｉ’a≦ρ＿Ｐk＿Ｉ’c　…（１１－
２）
　ρ＿Ｐk＿Ｉ’b≦ρ＿Ｐk＿Ｉ’c、かつρ＿Ｐk＿Ｉ’b≦ρ＿Ｐk＿Ｉ’a　…（１１－
３）
【００８５】
　（１１－１）式を満たす場合、トランス接続相判定装置１０１は、接続相をａｂ相とし
て判定する。また、（１１－２）式を満たす場合、トランス接続相判定装置１０１は、接
続相をｂｃ相として判定する。また、（１１－３）式を満たす場合、トランス接続相判定
装置１０１は、接続相をｃａ相として判定する。
【００８６】
　トランス接続相判定装置１０１は、相関係数ρ＿Ｐk＿Ｉ’xについて、下記（１１－４
）式を用いて算出する。ここで、ｘは、ａ、ｂ、ｃのいずれかである。
【００８７】
【数１】

【００８８】
　ここで、Ｉ’ａｖｇxは、Ｉ’xの平均値である。トランス接続相判定装置１０１は、Ｉ
’ａｖｇxを、下記（１１－５）式を用いて算出する。また、Ｐａｖｇkは、Ｐkの平均値
である。トランス接続相判定装置１０１は、Ｐａｖｇkを、下記（１１－６）式を用いて
算出する。
【００８９】

【数２】

【数３】

【００９０】
　（１１－４）式は、トランスｋ配下でスマートメータ導入済み需要家の合計電力Ｐkと
、センサ電流Ｉ’a、Ｉ’b、Ｉ’cの相関の強さの違いを分析して、接続相を判定する手
法を数式として示したものである。なお、トランス接続相判定装置１０１は、（１１－４
）式を実行する前に、Ｐk、Ｉ’a、Ｉ’b、Ｉ’cに関してデジタルフィルタの適用等の前
処理を適用してもよい。
【００９１】
　図１１の例では、トランス接続相判定装置１０１は、（１１－１）式を満たすと判断し
、トランス２の接続相をａｂ相として判定する。
【００９２】
　次に、尤度の算出方法について説明する。尤度の算出方法として、本実施の形態では、
第１の尤度算出方法～第３の尤度算出方法という、３つの算出方法を示す。第１の尤度算
出方法は、接続相の判定に用いた相関係数を用いて尤度を算出する方法である。第１の尤
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度算出方法については、図１２を用いて説明する。第２の尤度算出方法は、トランス配下
電力のスペクトルの大きさから尤度を算出する方法である。第３の尤度算出方法は、全て
のデータを用いて算出した接続相と、一部のデータを用いて算出した接続相との関係から
尤度を算出する方法である。第２の尤度算出方法および第３の尤度算出方法については、
第１の尤度算出方法の説明後に説明する。
【００９３】
（第１の尤度算出方法）
　図１２は、第１の尤度算出方法を示す説明図である。トランス接続相判定装置１０１は
、（１２－１－１）式を用いて、トランスｋの尤度Ｌkを算出する。
【００９４】
　Ｌk＝ｍｅｄｉａｎ（ρ＿Ｐk＿Ｉ’a，ρ＿Ｐk＿Ｉ’b，ρ＿Ｐk＿Ｉ’c）－ｍｉｎ（
ρ＿Ｐk＿Ｉ’a，ρ＿Ｐk＿Ｉ’b，ρ＿Ｐk＿Ｉ’c）　…（１２－１－１）
【００９５】
　ここで、ｍｅｄｉａｎ（）は、引数で与えられた値のうち中央値を出力する関数である
。また、ｍｉｎ（）は、引数で与えられた値のうち最小値を出力する関数である。（１２
－１－１）式が尤度を示す理由として、図１１で説明した接続相の判定は、ρ＿Ｐk＿Ｉ
’a、ρ＿Ｐk＿Ｉ’b、ρ＿Ｐk＿Ｉ’cのうち最小値がどれかによって接続相を判定する
。従って、最小の相関係数と２番目に小さい相関係数の差が大きければ、少しのノイズで
も判定結果が変わらないことになり、接続相判定結果の尤度が大きいと言える。
【００９６】
　より具体的には、図１２では、図１２の（ａ）が示すグラフ１２０１と、図１２の（ｂ
）が示すグラフ１２０２とを用いて、尤度の大きさを示す。グラフ１２０１、１２０２と
もに、ρ＿Ｐk＿Ｉ’a、ρ＿Ｐk＿Ｉ’b、ρ＿Ｐk＿Ｉ’cの相関係数を示す。
【００９７】
　グラフ１２０１の例では、最小の相関係数ρ＿Ｐk＿Ｉ’aと、ρ＿Ｐk＿Ｉ’bとの差が
大きいため、多少ノイズが入っていたとしても、判定結果はａｂ相のままとなるため、尤
度Ｌkは大きくなる。
【００９８】
　これに対し、グラフ１２０２の例では、最小の相関係数ρ＿Ｐk＿Ｉ’aと、ρ＿Ｐk＿
Ｉ’bとの差が小さいため、ノイズの程度によっては、真の最小値がρ＿Ｐk＿Ｉ’bであ
った可能性がある。ここで、真の最小値とは、無限のデータが得られた場合に判明する相
関係数の最小値のことである。従って、判定結果はａｂ相ではあるが、ρ＿Ｐk＿Ｉ’bで
ある結果、真の接続相は、ｃａ相である可能性を含むため、尤度Ｌkは小さくなる。
【００９９】
　また、トランス接続相判定装置１０１は、（１２－１－１）式の代わりに、下記（１２
－１－２）式を用いてトランスｋの尤度Ｌkを算出してもよい。
【０１００】
　Ｌk＝（ｍａｘ（ρ＿Ｐk＿Ｉ’a，ρ＿Ｐk＿Ｉ’b，ρ＿Ｐk＿Ｉ’c）＋ｍｅｄｉａｎ
（ρ＿Ｐk＿Ｉ’a，ρ＿Ｐk＿Ｉ’b，ρ＿Ｐk＿Ｉ’c））／２－ｍｉｎ（ρ＿Ｐk＿Ｉ’a

，ρ＿Ｐk＿Ｉ’b，ρ＿Ｐk＿Ｉ’c）　…（１２－１－２）
【０１０１】
　ここで、ｍａｘ（）は、引数で与えられた値のうち最大値を出力する関数である。図１
２の（ｃ）は、図７に示した配電網設備データ４２３における接続相が未知のトランスご
とに、判定結果と尤度とを纏めた一覧を、表１２０３として示す。表１２０３は、レコー
ド１２０３－２、…、Ｔを有する。例えば、レコード１２０３－２は、トランス２の接続
相の判定結果がａｂ相であり、尤度が０．０５であることを示す。接続相が既知のトラン
ス１に関しては、接続相の判定を行わないため、表１２０３には存在しない。
【０１０２】
（第２の尤度算出方法）
　第２の尤度算出方法として、トランス接続相判定装置１０１は、トランス配下電力のス
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ペクトルの大きさから尤度を算出する。具体的には、トランス接続相判定装置１０１は、
トランス配下電力が大きい場合、ノイズに対する信号の強度が高くなり、尤度が高くなる
と言えることを利用し、下記（１２－２－１）式または下記（１２－２－２）式を用いて
尤度Ｌkを算出する。
【０１０３】
【数４】

【数５】

【０１０４】
　また、接続相の判定の際にデジタルフィルタを適用した場合、デジタルフィルタによっ
てカットされる周波数成分は接続相の判定に影響しない。従って、接続相の判定の際にデ
ジタルフィルタを適用した場合には、尤度の算出にもデジタルフィルタによってカットさ
れる周波数成分を除いて算出することにより、精度を向上させることができる。具体的に
は、トランス接続相判定装置１０１は、下記（１２－２－３）式を用いて尤度Ｌkを算出
する。
【０１０５】

【数６】

【０１０６】
　ここで、Ｆは，デジタルフィルタによってカットされない周波数の集合を示す。また、
Ｆ（Ｐk）（ｆ）は、Ｐk（ｔ）の離散フーリエ変換である。具体的には、Ｆ（Ｐk）（ｆ
）は、下記（１２－２－４）式を用いて表される。
【０１０７】

【数７】

【０１０８】
（第３の尤度算出方法）
　第３の尤度算出方法として、トランス接続相判定装置１０１は、全てのデータを用いて
算出した接続相と、一部のデータを用いて算出した接続相との関係から尤度を算出する。
具体的には、トランス接続相判定装置１０１は、全てのデータを用いて判定した接続相が
、同じトランスの他のデータ集合を用いて判定した接続相と同一であれば、尤度が高くな
ると言えることを利用し、下記（１２－３－１）式を用いて尤度Ｌkを算出する。
【０１０９】
　Ｌk＝（データ集合の中で、全データを使用して求めた接続相と同じ相判定結果を出し
た回数）／（データ集合の数）　…（１２－３－１）
【０１１０】
　以下に、（１２－３－１）式を用いた具体的な例について説明する。トランスｋについ
て、期間１、…、Ｔのデータを用いて求めた接続相をｐｈａｓｅ（１～Ｔ，ｋ）とする。
ここではトランス接続相判定装置１０１は、仮にｐｈａｓｅ（１～Ｔ，ｋ）＝ａｂを得た
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とする。
【０１１１】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、計測期間１、…、Ｔのデータから、ｎ０組の
データを生成する。例えば、Ｔ＝１００００で、ｎ０を１０００とした場合、トランス接
続相判定装置１０１は、下記１０組のデータを生成する。
【０１１２】
　１組目…期間１～１０００のデータ
　２組目…期間１００１～２０００のデータ
　…
　１０組目…期間９００１～１００００のデータ
【０１１３】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、ｎ０組のデータそれぞれに対して接続相判定
を行い、ｐｈａｓｅ（１～１０００，ｋ）、・・・、ｐｈａｓｅ（９００１～１００００
，ｋ）を求める。次に、トランス接続相判定装置１０１は、ｐｈａｓｅ（１～１０００，
ｋ）、・・・、ｐｈａｓｅ（９００１～１００００，ｋ）のうち、ａｂ相と判定された数
をＮｕｍ（ａｂ）とする。そして、トランス接続相判定装置１０１は、（１２－３－１）
式を用いて、以下のように算出する。
【０１１４】
　Ｌk＝Ｎｕｍ（ａｂ）／１０
【０１１５】
　尤度を算出した後、トランス接続相判定装置１０１は、尤度の大きさを用いて、接続相
の判定結果が正解か否かを判定する。具体的な判定例について、図１３を用いて説明する
。
【０１１６】
　図１３は、接続相の判定結果の正誤を判定する一例を示す説明図である。トランス接続
相判定装置１０１は、接続相の判定結果の正誤判定として、尤度がシミュレーションの結
果から得た閾値以上であれば、接続相の判定結果を正解として判定する。ここで、シミュ
レーションは、トランスの接続相が既知であるものに対して、図１１で示した接続相の判
定を行うとともに、第１の尤度算出方法～第３の尤度算出方法のうちのいずれかにより尤
度を算出したものである。図１３の（ａ）で示すグラフ１３０１は、シミュレーションに
よる尤度と接続相の判定結果の正誤との関係を示す。グラフ１３０１の横軸は、尤度を示
す。縦軸は、接続相の判定が既知である接続相と一致すれば正解を示す１をとり、接続相
の判定が既知である接続相と不一致であれば不正解を示す０をとるダミー変数である。グ
ラフ１３０１内の白抜きの菱型でプロットした点の１つが、１つのトランスに対してプロ
ットしたものである。
【０１１７】
　グラフ１３０１を参照すると、尤度が０．０１未満では、正解と不正解が混在するのに
対し、尤度が０．０１以上では、正解のみ存在することがわかる。トランス接続相判定装
置１０１は、グラフ１３０１の各プロット点に基づいて、閾値を指定する。例えば、トラ
ンス接続相判定装置１０１は、グラフ１３０１をディスプレイ３０７に表示して、グラフ
１３０１を閲覧したトランス接続相判定装置１０１の利用者の操作により受け付けた値を
、閾値として指定してもよい。また、トランス接続相判定装置１０１は、不正解となった
尤度のうちの最大値に対して、所定値を加えた値を、閾値として指定してもよい。図１３
の例では、閾値が０．０２に指定されたとする。トランス接続相判定装置１０１は、尤度
が指定された閾値以上であれば、接続相の判定結果を正解として、配電網設備データ４２
３を更新する。なお、シミュレーションによる尤度の算出方法と、接続相の判定結果に対
する尤度の算出方法とは、同一のものとする。
【０１１８】
　図１３の（ｂ）は、図１２の（ｃ）の表１２０３で示した接続相の判定結果と、閾値＝
０．０２とを比較して、配電網設備データ４２３を更新した例である。表１２０３を参照
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すると、トランス２、Ｋにおいて、尤度が閾値以上であるため、トランス接続相判定装置
１０１は、レコード７０１－２、Ｋの接続相フィールドの値をそれぞれ、ａｂ相、ｃａ相
に更新する。
【０１１９】
　トランス接続相判定装置１０１は、新しく正解とみなしたトランスがあれば、図９で示
した、センサ線電流データ４２１を補正した結果である補正後センサ線電流データ４２５
を用いて接続相を判定し、接続相の判定結果の尤度を算出する。新しく正解とみなしたト
ランスがない場合、センサ線電流データ４２１を補正することができず、これ以上正解と
みなせるトランスが現れないため、接続相の判定を終了する。
【０１２０】
　次に、図１４、１５を用いて、トランス接続相判定装置１０１が実行するフローチャー
トについて説明する。
【０１２１】
　図１４は、配電網内トランス接続相判定処理手順の一例を示すフローチャートである。
配電網内トランス接続相判定処理は、配電網ｅ内のトランスの接続相を判定する処理であ
る。トランス接続相判定装置１０１は、センサ線電流データ４２１を取得する（ステップ
Ｓ１４０１）。次に、トランス接続相判定装置１０１は、トランス配下電力データ４２４
を取得する（ステップＳ１４０２）。次に、トランス接続相判定装置１０１は、センサ線
電流データ４２１から、接続相が既知であるトランス配下の電力の影響を除いた補正後の
センサ線電流データを算出する（ステップＳ１４０３）。補正後のセンサ線電流データは
、補正後センサ線電流データ４２５に格納される。また、ステップＳ１４０３において、
２回目以降の処理においては、センサ線電流データ４２１から、接続相が既知であると判
定されたトランス配下の電力の影響を除いた補正後のセンサ線電流データを算出し、補正
後センサ線電流データ４２５に格納する。
【０１２２】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、トランス接続相判定および尤度算出処理を実
行する（ステップＳ１４０４）。トランス接続相判定および尤度算出処理については、図
１５で後述する。
【０１２３】
　次に、トランス接続相判定装置１０１は、接続相が正解とみなせるトランスがあるか否
かを判断する（ステップＳ１４０５）。接続相が正解とみなせるトランスがある場合（ス
テップＳ１４０５：Ｙｅｓ）、トランス接続相判定装置１０１は、接続相が正解とみなせ
るトランスを、接続相を既知とするトランスに決定する（ステップＳ１４０６）。次に、
トランス接続相判定装置１０１は、配電網設備データ４２３のうちの、接続相を既知とし
たトランスの接続相を更新する（ステップＳ１４０７）。そして、トランス接続相判定装
置１０１は、ステップＳ１４０３の処理に移行する。
【０１２４】
　接続相が正解とみなせるトランスがない場合（ステップＳ１４０５：Ｎｏ）、トランス
接続相判定装置１０１は、配電網内トランス接続相判定処理を終了する。配電網内トラン
ス接続相判定処理を実行することにより、トランス接続相判定装置１０１は、他トランス
のノイズを除去してトランスの接続相を判断することができる。
【０１２５】
　図１５は、トランス接続相判定および尤度算出処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。トランス接続相判定および尤度算出処理は、トランスの接続を判定するとともに、
判定結果の尤度を算出する処理である。トランス接続相判定装置１０１は、配電網設備デ
ータ４２３のうちの、接続相が不明であり、接続相の判定をまだ行っていないトランスｋ
を選択する（ステップＳ１５０１）。次に、トランス接続相判定装置１０１は、相関係数
ρ＿Ｐk＿Ｉ’a、ρ＿Ｐk＿Ｉ’b、ρ＿Ｐk＿Ｉ’cを算出する（ステップＳ１５０２）。
次に、トランス接続相判定装置１０１は、算出した相関係数のうち、ρ＿Ｐk＿Ｉ’aが最
小か否かを判断する（ステップＳ１５０３）。ρ＿Ｐk＿Ｉ’aが最小である場合（ステッ
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プＳ１５０３：Ｙｅｓ）、トランス接続相判定装置１０１は、接続相をｂｃ相に判定する
（ステップＳ１５０４）。
【０１２６】
　一方、トランス接続相判定装置１０１は、ρ＿Ｐk＿Ｉ’aが最小でない場合（ステップ
Ｓ１５０３：Ｎｏ）、トランス接続相判定装置１０１は、算出した相関係数のうち、ρ＿
Ｐk＿Ｉ’bが最小か否かを判断する（ステップＳ１５０５）。ρ＿Ｐk＿Ｉ’bが最小であ
る場合（ステップＳ１５０５：Ｙｅｓ）、トランス接続相判定装置１０１は、接続相をｃ
ａ相に判定する（ステップＳ１５０６）。
【０１２７】
　一方、ρ＿Ｐk＿Ｉ’bが最小でない場合（ステップＳ１５０５：Ｎｏ）、トランス接続
相判定装置１０１は、接続相をａｂ相に判定する（ステップＳ１５０７）。
【０１２８】
　ステップＳ１５０４、ステップＳ１５０６、ステップＳ１５０７のうちのいずれかの処
理を実行後、トランス接続相判定装置１０１は、尤度を算出する（ステップＳ１５０８）
。次に、トランス接続相判定装置１０１は、接続相が不明なトランス全てを選択したか否
かを判断する（ステップＳ１５０９）。接続相が不明なトランスのうち選択していないト
ランスがある場合（ステップＳ１５０９：Ｎｏ）、トランス接続相判定装置１０１は、ス
テップＳ１５０２に移行する。接続相が不明なトランス全てを選択した場合（ステップＳ
１５０９：Ｙｅｓ）、トランス接続相判定装置１０１は、トランス接続相判定および尤度
算出処理を終了する。トランス接続相判定および尤度算出処理を実行することにより、ト
ランス接続相判定装置１０１は、トランスの接続相と接続相に対する尤度を得ることがで
きる。
【０１２９】
　以上説明したように、トランス接続相判定装置１０１によれば、３以上の線電流とトラ
ンス配下の電力の相関から判定したトランスの接続相の尤度が閾値以上であれば、トラン
ス配下の電力から線電流を補正して他トランスの接続相を判定する。これにより、トラン
ス接続相判定装置１０１は、トランスの接続相判定に不要なノイズを除去できるため、配
電網ｅ内のトランスの接続相の判定精度を向上させることができる。また、トランス接続
相判定装置１０１は、トランスに接続された電力消費源における消費電力の情報の一部が
あれば、トランスの接続相を推定することができる。従って、トランス接続相判定装置１
０１は、トランスに接続された電力消費源における消費電力の情報全てを用意しなくてよ
いため、トランス接続相判定装置１０１は、トランスの接続相を効率的に判定することが
できる。
【０１３０】
　また、トランス接続相判定装置１０１によれば、各々の配電線に対応する相関値同士の
差に基づいて、尤度を算出してもよい。相関値同士の差が大きければ大きいほど、ノイズ
が入っても接続相の判定結果が変わらないことになるため、トランス接続相判定装置１０
１は、より尤もらしい接続相の判定結果の尤度を大きい値で出力することができる。
【０１３１】
　また、トランス接続相判定装置１０１によれば、各期間における各々の配電線に対応す
る相関値に基づき判定した結果のうち、計測期間における各々の配電線に対応する相関値
に基づき判定した結果と一致する結果の数に基づいて、尤度を算出してもよい。これによ
り、トランス接続相判定装置１０１は、各期間におけるトランスの接続相が、計測期間に
おけるトランスの接続相と一致するほど、尤度を大きくすることができる。
【０１３２】
　また、トランス接続相判定装置１０１は、第１の尤度算出方法～第３の尤度算出方法を
組み合わせてもよい。例えば、トランス接続相判定装置１０１は、第１の尤度算出方法に
より算出された尤度が正解とみなせるトランスがない場合に、第２の尤度算出方法や第３
の尤度算出方法により、尤度を算出してもよい。また、トランス接続相判定装置１０１は
、第１の尤度算出方法～第３の尤度算出方法をそれぞれ行い、それぞれの尤度算出方法に
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より判定したトランスの接続相の一覧それぞれを出力してもよい。トランス接続相判定装
置１０１の利用者は、トランスの接続相の一覧それぞれを閲覧し、一覧のそれぞれの中で
、接続相が共通するトランスの接続相は正解とみなし、接続相が異なるトランスの接続相
は不正解として、人手による確認を行ってもよい。
【０１３３】
（実施の形態２）
　実施の形態１にかかるトランス接続相判定装置１０１では、尤度が大きければ大きいほ
ど、トランス接続相が正解しやすいことがわかるが、尤度がどの程度大きければ、どの程
度の正解率かといった情報は含まれていない。そこで、実施の形態２にかかるトランス接
続相判定装置では、尤度の大きさと正解率の対応を表す回帰モデルを作成して、作成した
回帰モデルから尤度の正誤に用いる閾値を決定する。なお、実施の形態１において説明し
た箇所と同様の箇所については、同一符号を付して図示および説明を省略する。
【０１３４】
（トランス接続相判定装置１６０１の機能的構成例）
　図１６は、トランス接続相判定装置１６０１の機能的構成例を示すブロック図である。
図１６において、トランス接続相判定装置１６０１は、制御部１６０２と、記憶部４０２
とを有する。制御部１６０２は、相関値算出部４１１と、判定部４１２と、尤度算出部４
１３と、判断部１６１１と、補正部１６１２とを含む。制御部１６０２は、記憶装置に記
憶されたプログラムをＣＰＵ３０１が実行することにより、制御部１６０２の機能を実現
する。記憶装置とは、具体的には、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、
ディスク３０５などである。また、各部の処理結果は、ＣＰＵ３０１が有するレジスタや
、ＲＡＭ３０３等に記憶される。
【０１３５】
　判断部１６１１は、次に示す関数に、算出した前記尤度を入力して得られる確率値が所
定値以上であるか否かを判断する。ここで、関数は、３以上の配電線のうちのいずれか２
つの配電線がトランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度を用いて２
つの配電線が前述のトランスに接続された配電線である確率を表す関数である。また、前
述の関数は、回帰モデルにより作成される。回帰モデルにより作成された関数の一例につ
いては、図１７で後述する。
【０１３６】
　補正部１６１２は、前述の関数に尤度を入力して得た確率値が所定値以上であると判断
部１６１１が判断した場合、トランス配下電力データ４２４に基づいて、判定部４１２が
判定した２つの配電線の各々の配電線に流れる線電流値を補正する。
【０１３７】
　図１７は、回帰モデルにより作成された関数の一例を示す説明図である。トランス接続
相判定装置１６０１は、回帰モデルを作成して、閾値を決定する。実施の形態２では、回
帰モデルを、ロジスティックモデルによって求める。ロジスティックモデルは、下記（１
７－１）式で与えられる。
【０１３８】
【数８】

【０１３９】
　ここで、Ｌは、尤度を示す。また、ｙは、正解率を示す。また、β0とβ1とは、最尤法
等で推定するパラメータである。また、εは、誤差を示す確率変数である。（１７－１）
式で示したロジスティックモデルに対し、図１３の（ａ）で示したグラフ１３０１内の菱
型でプロットした、接続相の判定が既知であるトランスの尤度と、ダミー変数とから、β

0とβ1とを推定して生成した関数を図示したのが、グラフ１７０１における実線１７０２
である。
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【０１４０】
　グラフ１７０１は、尤度と判定結果の正解率との関係を表すグラフである。グラフ１７
０１の横軸は、尤度を示す。グラフ１７０１の縦軸は、正解率を示す。また、グラフ１７
０１内でプロットした点は、グラフ１３０１内の白抜きの菱型でプロットしたものを示す
。
【０１４１】
　ロジスティックモデルを用いる場合、トランス接続相判定装置１６０１の利用者は、正
解とする所定値を予め指定する。図１７の例では、所定値が０．９９に指定されたものと
する。トランス接続相判定装置１６０１は、β0とβ1とを推定した（１７－１）式に対し
て、Ｌに図１２で説明した方法により算出した尤度を代入し、得た値がｙ＝０．９９以上
であれば接続相の判定結果を正解とする。
【０１４２】
　以上説明したように、トランス接続相判定装置１６０１によれば、ロジスティックモデ
ルにより作成された関数に、算出した尤度を入力して得られる確率値が所定値以上であれ
ば、線電流値を補正してもよい。実施の形態１における所定の閾値は、尤度に応じて指定
される。ここで、尤度は、尤度の算出方法に応じて大きく変わるものであり、トランス接
続相判定装置１０１の利用者は、尤度に応じて所定の閾値を決定することになるため、所
定の閾値を指定することが難しい。例えば、第２の尤度算出方法は、トランス配下電力の
スペクトルの大きさから尤度を算出する方法であるが、トランス配下の電力の大きさによ
って尤度がとりうる値が大きく変わることになる。また、第１の尤度算出方法～第３の尤
度算出方法のうちの複数の尤度算出方法を利用する際は、所定の閾値は、各尤度算出方法
によって変わるため、トランス接続相判定装置１０１の利用者は、利用する尤度算出方法
ごとに所定の閾値を決定することになる。
【０１４３】
　これに対し、確率値は、０から１までの間であるから、トランス接続相判定装置１６０
１の利用者は、所定値を指定することが、所定の閾値を指定するより容易に行える。また
、第１の尤度算出方法～第３の尤度算出方法のうちの複数の尤度算出方法を利用する場合
にも、トランス接続相判定装置１６０１の利用者は、所定値一つを指定すればよい。
【０１４４】
（実施の形態３）
　実施の形態１にかかるトランス接続相判定装置１０１は、尤度が予め指定された閾値以
上であれば、正解とみなす。ここで、指定された閾値は、グラフ１３０１の各プロット点
に基づいて指定される。ここで、接続相の正解が既知であるトランスが少ない場合、プロ
ットした点が少なくなる。従って、例えば、トランス接続相判定装置１０１の利用者によ
り閾値を指定する場合、グラフ１３０１のプロット点の密度が粗くなるため、トランス接
続相判定装置１０１の利用者は、閾値の指定が困難になる。また、例えば、不正解となっ
た尤度のうちの最大値に所定値を加えた値を閾値とする場合、不正解であるにも関わらず
正解であると判定してしまう可能性が高くなり、正解率の判定精度が低下する。
【０１４５】
　また、実施の形態２にかかるトランス接続相判定装置１６０１は、接続相の判定が既知
であるトランスの尤度と、ダミー変数とから関数を生成する。従って、接続相の正解が既
知であるトランスが少ない場合、生成される関数における正解率の判定精度が低下する。
そこで、実施の形態３にかかるトランス接続相判定装置は、接続相の正解が既知であるト
ランスを増やす。なお、実施の形態１において説明した箇所と同様の箇所については、同
一符号を付して図示および説明を省略する。
【０１４６】
（トランス接続相判定装置１８０１の機能的構成例）
　図１８は、トランス接続相判定装置１８０１の機能的構成例を示すブロック図である。
実施の形態３にかかるトランス接続相判定装置１８０１は、制御部１８０２と、記憶部４
０２とを有する。制御部１８０２は、補正部４１５と、接続相仮決定部１８１１と、線電
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流算出部１８１２と、相関値算出部１８１３と、判定部１８１４と、尤度算出部１８１５
と、対応付け部１８１６と、閾値決定部１８１７と、作成部１８１８と、判断部１８１９
とを含む。制御部１８０２は、記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１が実行す
ることにより、制御部１８０２の機能を実現する。記憶装置とは、具体的には、例えば、
図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、ディスク３０５などである。また、各部の処
理結果は、ＣＰＵ３０１が有するレジスタや、ＲＡＭ３０３等に記憶される。
【０１４７】
　接続相仮決定部１８１１は、複数のトランスの各々のトランスに対応して、３以上の配
電線のうちの各々のトランスに接続された２つの配電線をランダムに決定する。２つの配
電線をランダムに決定する例については、図２０で示す。
【０１４８】
　線電流算出部１８１２は、各々のトランスにおける電力値と、決定した各々のトランス
に対応する２つの配電線とに基づいて、各々のトランスに対応する２つの配電線が各々の
トランスに接続されている場合の各々の配電線に流れる線電流値を算出する。各々のトラ
ンスにおける電力値は、各々のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値であ
る。具体的には、線電流算出部１８１２は、潮流計算により線電流値を算出する。潮流計
算により線電流値を算出した結果の一例は、図２１で示す。
【０１４９】
　相関値算出部１８１３は、各々のトランスにおける電力値と、線電流算出部１８１２が
算出した各々の配電線に流れる線電流値とに基づいて、各々のトランスにおける各々の配
電線に対応する相関値を算出する。相関値の算出方法は、相関値算出部１８１３が算出す
る際の引数となる電流値が、線電流算出部１８１２が算出した各々の配電線に流れる線電
流値に置き換わるだけであり、実質同一である。
【０１５０】
　判定部１８１４は、相関値算出部１８１３が算出した各々の配電線に対応する相関値に
基づいて、３以上の配電線のうちの各々のトランスに接続された２つの配電線を判定する
。具体的な判定方法は、判定部１８１４が判定する際の相関値が、相関値算出部１８１３
が算出した各々の配電線に対応する相関値に置き換わるだけであり、実質同一である。
【０１５１】
　尤度算出部１８１５は、各々のトランスにおける電力値に基づいて、判定部１８１４が
判定した２つの配電線が各々のトランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示
す尤度を算出する。尤度の算出例は、図１２で示した第１の尤度算出方法～第３の尤度算
出方法のうちのいずれであってもよい。
【０１５２】
　対応付け部１８１６は、接続相仮決定部１８１１が決定した各々のトランスに対応する
２つの配電線と、判定部１８１４が判定した各々のトランスに接続された２つの配電線と
、尤度算出部１８１５が算出した各々のトランスにおける尤度とを対応付けて出力する。
対応付けた一例は、図２２で示す。
【０１５３】
　閾値決定部１８１７は、接続相仮決定部１８１１が決定した各々のトランスに対応する
２つの配電線と判定部１８１４が判定した各々のトランスに接続された２つの配電線とを
比較する。そして、閾値決定部１８１７は、比較した比較結果と尤度算出部１８１５が算
出した各々のトランスにおける尤度とに基づいて、所定の閾値を決定する。
【０１５４】
　例えば、接続相仮決定部１８１１が決定した各々のトランスに対応する２つの配電線と
判定部１８１４が判定した各々のトランスに接続された２つの配電線との比較結果が一致
を示したとする。このとき、閾値決定部１８１７は、所定の閾値を、尤度算出部１８１５
が算出した各々のトランスにおける尤度に決定する。
【０１５５】
　また、接続相仮決定部１８１１が決定した各々のトランスに対応する２つの配電線と判
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定部１８１４が判定した各々のトランスに接続された２つの配電線との比較結果が一致し
なかったことを示したとする。このとき、閾値決定部１８１７は、所定の閾値を、尤度算
出部１８１５が算出した各々のトランスにおける尤度より大きい値に決定する。
【０１５６】
　トランス接続相判定装置１８０１は、閾値決定部１８１７の代わりに作成部１８１８を
設けてもよい。作成部１８１８は、接続相仮決定部１８１１が決定した各々のトランスに
対応する２つの配電線と判定部１８１４が判定した各々のトランスに接続された２つの配
電線とを比較する。そして、作成部１８１８は、比較結果と、尤度算出部１８１５が算出
した各々のトランスにおける尤度とに基づいて、関数を作成する。関数は、３以上の配電
線のうちのいずれか２つの配電線がトランスに接続された配電線であることの尤もらしさ
を示す尤度を用いて２つの配電線が前述のトランスに接続された配電線である確率を表す
関数である。
【０１５７】
　以下、実施の形態３の具体例を説明する。以下の説明では、説明の簡略化のため、配電
網ｅには、Ｋ＝３として、トランス１、２、３という、３つのトランスがあるものとする
。そして、３つのトランスの接続相は未知であるとする。また、トランス１配下には需要
家ｃ１～ｃ１０が接続されており、トランス２配下には需要家ｃ１１～ｃ２０が接続され
ており、トランス３配下には需要家ｃ２１～ｃ３０が接続される。このように、トランス
１～３にはそれぞれ１０軒の需要家が存在するものとする。また、１０軒のうちの５軒が
スマートメータを導入したとする。図１９では、前述の仮定に従った際のトランス配下電
力データの記憶内容の一例を示す。
【０１５８】
　図１９は、トランス配下電力データ１９０１の記憶内容の一例を示す説明図である。ト
ランス配下電力データ１９０１は、期間フィールドと、トランス１配下電力フィールド～
トランス３配下電力フィールドを有する。期間フィールドと、トランス１配下電力フィー
ルド～トランス３配下電力フィールドとには、図８に示したトランス配下電力データ４２
４と同名のフィールドと同内容の情報が格納される。また、トランス配下電力データ１９
０１は、レコード１９０１－１～Ｔを有する。
【０１５９】
　例えば、レコード１９０１－１は、期間１において、トランス１の配下電力がＰ1（１
）であり、トランス２の配下電力がＰ2（１）であり、トランス３の配下電力がＰ3（１）
であることを示す。
【０１６０】
　まず、トランス接続相判定装置１８０１は、トランス１～３の接続相をランダムに仮決
めする。図２０では、仮決めした接続相の結果の一覧を示す。
【０１６１】
　図２０は、仮決め接続相の結果の一例を示す説明図である。表２００１は、トランスご
とに仮決めした接続相の一覧を示す。図２０に示す表２００１は、レコード２００１－１
～３を有する。例えば、レコード２００１－１は、トランス１の仮決め接続相がｂｃ相で
あることを示す。
【０１６２】
　次に、トランス接続相判定装置１８０１は、仮決め接続相と、トランス配下電力データ
１９０１または標準的な電力データとに基づいて、接続相が仮に決定したものである場合
に計測されるセンサ線電流データを算出する。具体的には、トランス接続相判定装置１８
０１は、需要家ｃ１～ｃ３０が消費した電力を決定する。需要家ｃ１～ｃ３０のうちのス
マートメータを導入済みの需要家が消費した電力について、トランス接続相判定装置１８
０１は、図６に示したメータ電力データ４２２をそのまま用いる。一方、スマートメータ
を導入していない需要家が消費した電力について、トランス接続相判定装置１８０１は、
一般的な電力需要モデルを用いてもよいし、配電網ｅとは別の配電網に存在するスマート
メータを導入済みの需要家のメータ電力データ４２２を用いてもよい。
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【０１６３】
　次に、トランス接続相判定装置１８０１は、需要家ｃ１～ｃ３０の電力値と、配電線の
インピーダンス情報などを元に潮流計算と呼ばれる回路計算により、センサｓｅが設置さ
れた地点の電流値を求める。潮流計算の具体例については、例えば、下記参考文献１に記
載される。図２１に、求めた電流値の一例を示す。
（参考文献１：ＭＡＴＬＡＢ　サンプルモデル　解説書、［平成２６年１月２９日検索］
、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｔｈｗｏｒｋｓ．ｃｏｍ／ｔａ
ｇｔｅａｍ／５８２９６＿５６７０９＿ＴＡ０６３＿Ｃｕｒｒｅｎｔ＿ａｎａｌｙｓｉｓ
＿ｉｎ＿ｅｌｅｃｔｒｉｃ＿ｐｏｗｅｒ＿ｓｙｓｔｅｍ＿ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ．ｐｄ
ｆ＞）
【０１６４】
　図２１は、仮決め接続相に基づく仮決めセンサ線電流データの一例を示す説明図である
。図２１に示す表２１０１は、仮決め接続相に基づく仮決めセンサ線電流データの一例を
示す。表２１０１は、期間における配電線に流れる線電流値の一覧を示す。図２１に示す
表２１０１は、レコード２１０１－１～Ｔを有する。例えば、レコード２１０１－１は、
期間１において、ａ線に流れる電流値がＩa_calc（１）であり、ｂ線に流れる電流値がＩ

b_calc（１）であり、ｃ線に流れる電流値がＩc_calc（１）であることを示す。
【０１６５】
　次に、トランス接続相判定装置１８０１は、図１９に示したトランス配下電力データ１
９０１と、図２１に示した仮決めセンサ線電流データとに基づいて、接続相を判定すると
ともに、接続相の尤度を算出する。接続相の判定方法は、図１１で説明した方法である。
また、接続相の尤度の算出方法は、第１の尤度算出方法～第３の尤度算出方法のいずれで
あってもよい。図２２に、仮決め接続相の判定結果と、尤度との一例を示す。
【０１６６】
　図２２は、仮決め接続相の判定結果と尤度との一例を示す説明図である。図２２の（ａ
）に示す表２２０１は、トランスごとの仮決め接続相の判定結果と尤度とを示す。表２２
０１は、レコード２２０１－１～３を有する。例えば、レコード２２０１－１は、トラン
ス１の接続相の判定結果がｂｃ相であり、尤度が０．１であることを示す。
【０１６７】
　また、図２２の（ｂ）に示す表２２０２は、トランスごとに、仮決め接続相と、仮決め
接続相の判定結果と尤度とを対応付けた結果を示す。表２２０２は、レコード２２０２－
１～３を有する。例えば、レコード２２０２－１は、トランス１の仮決め接続相がｂｃ相
であり、判定結果がｂｃ相であり、尤度が０．１であることを示す。従って、トランス接
続相判定装置１８０１は、トランス１において、仮決め接続相と判定結果とが一致するた
め、判定結果が正解であると判定する。同様に、トランス接続相判定装置１８０１は、ト
ランス２において、仮決め接続相と判定結果とが一致するため、判定結果が正解であると
判定するとともに、トランス３において、仮決め接続相と判定結果とが一致しないため、
判定結果が不正解であると判定する。
【０１６８】
　このように、図１９～図２２に説明した処理を行うことにより、グラフ１３０１にプロ
ットできる点を増やすことができる。図１９～図２２の例では、点を３つ増やすことがで
きる。次に、図１９～図２２に説明した処理を行うフローチャートを、図２３を用いて説
明する。
【０１６９】
　図２３は、尤度に対する接続相判定結果作成処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。尤度に対する接続相判定結果作成処理は、尤度に対する接続相の判定結果を作成する
処理である。トランス接続相判定装置１８０１は、配電網設備データ４２３のうちの接続
相が不明のトランスについて、接続相をランダムに仮に決定する（ステップＳ２３０１）
。次に、トランス接続相判定装置１８０１は、仮に決定した接続相と、トランス配下電力
データ１９０１から、接続相が仮に決定したものである場合の線電流値を潮流計算を用い
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て算出する（ステップＳ２３０２）。次に、トランス接続相判定装置１８０１は、トラン
ス配下電力データ１９０１と、算出した線電流値とから、接続相を判定する（ステップＳ
２３０３）。ステップＳ２３０３の処理について、トランス接続相判定装置１８０１は、
トランス配下電力データ１９０１と、算出した線電流値とから、相関値を算出する。そし
て、トランス接続相判定装置１８０１は、相関値を用いて接続相を判定する。
【０１７０】
　次に、トランス接続相判定装置１８０１は、尤度を算出する（ステップＳ２３０４）。
続けて、トランス接続相判定装置１８０１は、仮に決定した接続相と、判定した接続相と
、算出した尤度とを対応付ける（ステップＳ２３０５）。
【０１７１】
　ステップＳ２３０５の処理終了後、トランス接続相判定装置１８０１は、対応付けた仮
に決定した接続相と、判定した接続相と、算出した尤度とを出力してもよい。または、ト
ランス接続相判定装置１８０１は、対応付けた仮に決定した接続相と、判定した接続相と
から、判定結果が正解か否かを判定して、判定結果と算出した尤度とから、所定の閾値を
決定してもよい。所定の閾値を決定する際には、トランス接続相判定装置１８０１は、判
定結果と算出した尤度と、図１３で示した接続相が既知であるトランスの判定結果とを用
いて、所定の閾値を決定してもよい。または、トランス接続相判定装置１８０１は、対応
付けた仮に決定した接続相と、判定した接続相とから、判定結果が正解か否かを判定して
、判定結果と算出した尤度とから、ロジスティックモデルにより関数を作成してもよい。
関数を作成する際には、トランス接続相判定装置１８０１は、判定結果と算出した尤度と
、図１３で示した接続相が既知であるトランスの判定結果とを用いて、関数を作成しても
よい。
【０１７２】
　ステップＳ２３０５の処理終了後、トランス接続相判定装置１８０１は、尤度に対する
接続相判定結果作成処理を終了する。尤度に対する接続相判定結果作成処理を実行するこ
とにより、トランス接続相判定装置１８０１は、尤度に対する接続相判定結果が少なくて
も、尤度に対する接続相判定結果を増やすことができ、適切な所定の閾値を決定すること
ができ、また、精度の高い関数を作成することができる。
【０１７３】
　以上説明したように、トランス接続相判定装置１８０１によれば、仮に決定した接続相
から線電流値を算出して、実施の形態１で示した方法により接続相の判定と尤度とを算出
して、仮に決定した接続相と、判定した接続相と、算出した尤度とを対応付ける。これに
より、トランス接続相判定装置１８０１の利用者は、接続相の正解が既知であるトランス
が少なくても、対応付けた仮に決定した接続相と、判定した接続相と、算出した尤度とを
参照して、所定の閾値を指定することができる。
【０１７４】
　また、トランス接続相判定装置１８０１によれば、対応付けた仮に決定した接続相と、
判定した接続相とから、判定結果が正解か否かを判定して、判定結果と算出した尤度とか
ら、所定の閾値を決定してもよい。これにより、トランス接続相判定装置１８０１は、接
続相の正解が既知であるトランスが少なくても、判定結果と算出した尤度とから、適切な
所定の閾値を決定することができる。
【０１７５】
　また、トランス接続相判定装置１８０１によれば、対応付けた仮に決定した接続相と、
判定した接続相とから、判定結果が正解か否かを判定して、判定結果と算出した尤度とか
ら、ロジスティックモデルにより関数を作成してもよい。これにより、トランス接続相判
定装置１８０１は、接続相の正解が既知であるトランスが少なくても、判定結果と算出し
た尤度とから、精度の高い関数を作成することができる。
【０１７６】
　なお、本実施の形態で説明したトランス接続相判定方法は、予め用意されたプログラム
をパーソナル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することによ
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り実現することができる。本トランス接続相判定プログラムは、ハードディスク、フレキ
シブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等のコンピュー
タで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出され
ることによって実行される。また本トランス接続相判定プログラムは、インターネット等
のネットワークを介して配布してもよい。
【０１７７】
　上述した実施の形態１～３に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１７８】
（付記１）３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスの
いずれかのトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線
の各々の配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流と
の相関を示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線
であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　制御部を有することを特徴とするトランス接続相判定装置。
【０１７９】
（付記２）前記制御部は、
　前記各々の配電線に対応する相関値同士の差に基づいて、前記尤度を算出することを特
徴とする付記１に記載のトランス接続相判定装置。
【０１８０】
（付記３）前記制御部は、
　前記電力を計測した計測期間における前記各々の配電線に対応する電力と電流との相関
を示す相関値を算出するとともに、前記計測期間を区切った各期間における前記各々の配
電線に対応する電力と電流との相関を示す相関値を算出し、
　算出した前記計測期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき前記トラン
スに接続された２つの配電線を判定するとともに、算出した前記各期間における前記各々
の配電線に対応する相関値に基づき前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記各期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果のうち、
前記計測期間における前記各々の配電線に対応する相関値に基づき判定した結果と一致す
る結果の数に基づいて、前記尤度を算出することを特徴とする付記１または２に記載のト
ランス接続相判定装置。
【０１８１】
（付記４）前記制御部は、
　前記３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線がトランスに接続された配電線であ
ることの尤もらしさを示す尤度を用いて前記２つの配電線が当該トランスに接続された配
電線である確率を表す関数に、算出した前記尤度を入力して得られる確率値が所定値以上
であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線の各々の配電線に流れた電
流値を補正することを特徴とする付記１～３のいずれか一つに記載のトランス接続相判定
装置。
【０１８２】
（付記５）前記制御部は、
　前記複数のトランスの各々のトランスに対応して、前記３以上の配電線のうちの前記各
々のトランスに接続された２つの配電線をランダムに決定し、
　前記各々のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、決定した前記各々
のトランスに対応する２つの配電線とに基づいて、決定した前記各々のトランスに対応す
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る２つの配電線が前記各々のトランスに接続されている場合の前記各々の配電線に流れた
電流値を算出し、
　前記各々のトランスにおける電力値と、算出した前記各々の配電線に流れた電流値とに
基づいて、前記各々のトランスにおける前記各々の配電線に対応する相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記各々のトランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記各々のトランスにおける電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記各々
のトランスに接続された配電線であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　決定した前記各々のトランスに対応する２つの配電線と、判定した前記各々のトランス
に接続された２つの配電線と、算出した前記各々のトランスにおける尤度とを対応付けて
出力することを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載のトランス接続相判定装置。
【０１８３】
（付記６）前記制御部は、
　決定した前記各々のトランスに対応する２つの配電線と、判定した前記各々のトランス
に接続された２つの配電線とを比較し、
　比較した比較結果と、算出した前記各々のトランスにおける尤度とに基づいて、前記所
定の閾値を決定することを特徴とする付記５に記載のトランス接続相判定装置。
【０１８４】
（付記７）前記制御部は、
　決定した前記各々のトランスに対応する２つの配電線と、判定した前記各々のトランス
に接続された２つの配電線とを比較し、
　比較した比較結果と、算出した前記各々のトランスにおける尤度とに基づいて、前記３
以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線がトランスに接続された配電線であることの
尤もらしさを示す尤度を用いて前記２つの配電線が当該トランスに接続された配電線であ
る確率を表す関数を作成することを特徴とする付記５に記載のトランス接続相判定装置。
【０１８５】
（付記８）コンピュータが、
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流との相関を
示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線
であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
　処理を実行することを特徴とするトランス接続相判定方法。
【０１８６】
（付記９）コンピュータに、
　３以上の配電線のうちのいずれか２つの配電線に接続された複数のトランスのいずれか
のトランスに接続された電力消費源で消費された電力値と、前記３以上の配電線の各々の
配電線に流れた電流値とに基づいて、前記各々の配電線に対応して電力と電流との相関を
示す相関値を算出し、
　算出した前記各々の配電線に対応する相関値に基づいて、前記３以上の配電線のうちの
前記トランスに接続された２つの配電線を判定し、
　前記電力値に基づいて、判定した前記２つの配電線が前記トランスに接続された配電線
であることの尤もらしさを示す尤度を算出し、
　算出した前記尤度が所定の閾値以上であれば、前記電力値に基づいて、判定した前記２
つの配電線の各々の配電線に流れた電流値を補正する、
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　処理を実行させることを特徴とするトランス接続相判定プログラム。
【符号の説明】
【０１８７】
　１０１、１６０１、１８０１　トランス接続相判定装置
　４０１、１６０２、１８０２　制御部
　４０２　記憶部
　４１１、１８１３　相関値算出部
　４１２、１８１４　判定部
　４１３、１８１５　尤度算出部
　４１４、１６１１、１８１９　判断部
　４１５、１６１２　補正部
　４２１　センサ線電流データ
　４２２　メータ電力データ
　４２３　配電網設備データ
　４２４　トランス配下電力データ
　４２５　補正後センサ線電流データ
１８１１　接続相仮決定部
１８１２　線電流算出部
１８１６　対応付け部
１８１７　閾値決定部
１８１８　作成部

【図１】 【図２】
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