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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配電系統から配電線を介して配電される多相交流電力を変圧して、需要地点に設置され
る負荷に供給する配電用変圧手段が接続される前記配電線における前記多相交流電力の相
である接続相を判別する相判別装置であって、
　前記配電線に供給される前記多相交流電力の電気的特性を前記多相交流電力の相ごとに
周期的に計測して、前記電気的特性の計測結果である配電線計測値に基づいて前記配電線
の導通を制御する配電線制御手段から、前記配電線計測値を取得する配電線計測値取得手
段と、
　前記需要地点に設置され、前記負荷で消費された電力量である消費電力量を前記多相交
流電力の相ごとに周期的に計測して、前記消費電力量の計測結果である負荷計測値を負荷
計測値記録手段に通知する負荷計測手段または前記負荷計測値記録手段から、前記負荷計
測値を取得する負荷計測値取得手段と、
　前記配電系統の構成を表す配電系統構成情報と、前記配電用変圧手段の構成を表す変圧
手段構成情報と、前記需要地点に設置される前記配電用変圧手段および前記負荷計測手段
を含む供給設備の構成を表す供給設備構成情報とを格納する格納手段と、
　前記配電線制御手段によって前記配電線計測値が計測された期間、および前記負荷計測
手段によって前記負荷計測値が計測された期間の中から、前記接続相の判別に用いる期間
である時間断面を選択する時間断面選択手段と、
　前記時間断面選択手段によって選択された時間断面に計測された前記配電線計測値およ
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び前記負荷計測値と、前記格納手段に格納された前記配電系統構成情報、前記変圧手段構
成情報および前記供給設備構成情報とに基づいて、前記配電用変圧手段の前記接続相を判
別する相判別処理手段とを備えることを特徴とする相判別装置。
【請求項２】
　前記配電線は、前記配電線制御手段によって複数の配電線区間に区分され、
　前記配電線には、複数の前記配電用変圧手段が接続され、
　前記相判別処理手段は、
　前記配電線計測値に基づいて、各配電線区間内の前記負荷で消費された前記消費電力量
を前記多相交流電力の相ごとに求め、各前記配電線計測値に基づいて求めた各配電線区間
内の相ごとの前記消費電力量と相ごとの前記負荷計測値とが最も近くなるように、複数の
前記配電用変圧手段における前記接続相の組合せを求めることによって、各配電用変圧手
段の前記接続相を判別することを特徴とする請求項１に記載の相判別装置。
【請求項３】
　前記格納手段は、前記複数の配電線区間のうち、前記多相交流電力の相の入れ替えが行
われていないことが予め判明している配電線区間の情報を格納し、
　前記相判別処理手段は、前記格納手段に格納される前記配電線区間の情報に基づいて、
前記接続相の組合せを求めることを特徴とする請求項２に記載の相判別装置。
【請求項４】
　前記時間断面選択手段は、複数の前記時間断面を選択し、
　前紀相判別処理手段は、前記時間断面選択手段によって選択された複数の前記時間断面
について、それぞれ前記接続相の判別を行い、前記接続相の判別結果が、複数の時間断面
において等しくなるとき、得られた前記接続相の判別結果を、前記配電用変圧手段の前記
接続相の判別結果とすることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の相判別装
置。
【請求項５】
　前記配電線には、複数の前記配電用変圧手段が接続され、
　前記時間断面選択手段は、前記配電用変圧手段ごとの前記消費電力量に基づいて、前記
時間断面を選択することを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の相判別装置。
【請求項６】
　前記多相交流電力の電気的特性は、前記多相交流電力の電流、電圧および位相差の少な
くとも１つを含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の相判別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多相交流の配電系統において、各負荷がいずれの相に接続されているかを判
別する相判別装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　需要家が太陽光発電装置をはじめとする分散電源を導入すると、需要家側から電力系統
側へ向かう電力潮流である逆潮流が発生する。また逆潮流によって配電線電圧の上昇など
が発生する。分散電源は、一般家庭のような単相で電力供給を受ける需要家でも導入され
るので、逆潮流および電圧上昇などの発生状況は、配電線に供給される多相交流電力の相
ごとに異なる。配電線は、多相交流電力の相ごとに設けられる複数の電線で構成される。
したがって、配電線のいずれの相に対応する電線から各需要家に電力を供給しているかと
いう情報に基づいて、逆潮流および電圧上昇の影響を分析して、対策を検討することが望
ましい。
【０００３】
　また、配電系統の不平衡を効果的に抑制するためには、現状において配電線の各相に対
応する電線に、どのように負荷が接続されているかという情報に基づいて、配電系統を構
成する配電設備を形成する計画を立てることが望ましい。
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【０００４】
　このような観点から、各負荷と配電線との間に介在する各配電用変圧器が、配電線のい
ずれの相に対応する電線に接続されているかを把握することが求められる。
【０００５】
　しかし、配電線は途中で捻架されていたり、不平衡を解消するために相順の入れ替えが
行われていたりするので、配電線を構成する各電線と配電変電所の送り出し相との対応関
係が特定できない場合がある。この場合、各配電用変圧器が配電線のいずれの相に対応す
る電線に接続されているかについても不明となってしまう。また、配電用変圧器の工事の
結果を検査することが困難な場合など、各配電用変圧器が配電線のいずれの相に対応する
電線に接続されているかを管理できていない場合もある。
【０００６】
　配電線および配電用変圧器を目視で確認すれば、配電用変圧器が接続されている電線に
対応する相（以下「接続相」という場合がある）を明らかにすることができるが、配電線
の展開範囲および配電用変圧器の数は膨大であり、地中ケーブル部のように目視不可能な
部分も存在する。したがって、全ての配電線および配電用変圧器について目視確認を行う
ことは現実的ではない。
【０００７】
　これに対して、配電線上に計測用の機器を設置して、配電変電所からの送り出し相と需
要家への供給相との対応付けを特定するための方法が提案されている。
【０００８】
　たとえば、配電線電圧のゼロクロスを検出した時刻を記録して比較することによって、
送配電線路の任意の２点間における同一相を検出する送配電線路相検出システムがある（
たとえば、特許文献１（第２頁右欄第４６－４９行目、図４）参照）。送配電線路は、送
電線路および配電線路を含む。
【０００９】
　また、配電変電所に設置した信号発生器から配電線に対して、相ごとに異なる信号を注
入し、これを配電用変圧器または需要地点のメータに備えられた信号弁別器で検出するこ
とによって、接続されている相を識別する位相識別方法がある（たとえば、特許文献２（
第３頁第４９行目－第４頁第１行目、図２）参照）。
【００１０】
　また、配電線上に設置した計測器で計測した電圧プロファイルと、需要地点のメータで
計測した電圧プロファイルとを比較することによって、各メータがいずれの相の電線に接
続されているのかを決定する電力システム構成自動検出システムがある（たとえば、特許
文献３（第５頁第２９－３５行目、図２）参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００１－２１５２４８号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５６６９４号公報
【特許文献３】特開２０１０－１６１９２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前述の特許文献１に開示される技術では、電圧のゼロクロスを検出する装置（以下「ゼ
ロクロス検出装置」という場合がある）を用いて、配電線の２点間における同一相を特定
する。この技術を用いて、各配電用変圧器の接続相を判定して、配電用変圧器を介して配
電線に接続される各負荷の接続相を判定する場合、既に設置されている配電用変圧器にそ
れぞれ、ゼロクロス検出装置を追加する必要がある。したがって、配電用変圧器を含む配
電設備の費用が増大するという問題がある。
【００１３】
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　また、配電用変圧器の数は膨大であるので、配電用変圧器にゼロクロス検出装置を追加
する場合、ゼロクロス検出装置の追加作業に手間がかかるという問題がある。ゼロクロス
検出装置を可搬として、各配電用変圧器の設置場所に作業者が出向いて相の特定を行うよ
うにすれば、ゼロクロス検出装置を追加する費用を抑制することは可能である。しかし、
作業者が配電用変圧器の設置箇所に出向く必要があるので、作業者の作業量が増大すると
いう問題がある。
【００１４】
　前述の特許文献２に開示される技術では、配電線へ信号を注入する信号発生器と、当該
信号を弁別する信号弁別器とによって、各負荷の接続相を判定する。この技術では、配電
用変圧器またはメータに、信号弁別器を追加する必要がある。したがって、配電用変圧器
およびメータを含む配電設備の費用が増大するという問題がある。
【００１５】
　前述の特許文献３に開示される技術では、配電線上の電圧プロファイルと、メータでの
電圧プロファイルとを比較することによって、負荷の接続相を判定する。配電線上の電圧
プロファイルは、配電線を区分する区分開閉器を利用して取得することができる。これに
対して、メータでの電圧プロファイルは、メータをそのまま利用しても取得することはで
きない。メータは本来、電力量を計測するものであるので、メータにおいて、電圧プロフ
ァイルを比較して相判定を行えるほどの周期で電圧を計測するためには、メータに新たな
装置を追加する必要がある。したがって、メータを含む配電設備の費用が増大するという
問題がある。
【００１６】
　以上のように、従来の技術において、各負荷の接続相を判定するためには、配電用変圧
器またはメータに新たな装置を追加することが必要である。したがって、配電設備の費用
が増大するという問題がある。
【００１７】
　また、従来の技術において、配電設備の費用の増大を抑制するために、作業者が配電用
変圧器の設置場所に出向いて相の特定を行うようにすると、作業者の作業量が増大すると
いう問題がある。
【００１８】
　本発明の目的は、配電設備の費用および作業者の作業量を増大させることなく、負荷の
接続相を容易に判別することができる相判別装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の相判別装置は、配電系統から配電線を介して配電される多相交流電力を変圧し
て、需要地点に設置される負荷に供給する配電用変圧手段が接続される前記配電線におけ
る前記多相交流電力の相である接続相を判別する相判別装置であって、前記配電線に供給
される前記多相交流電力の電気的特性を前記多相交流電力の相ごとに周期的に計測して、
前記電気的特性の計測結果である配電線計測値に基づいて前記配電線の導通を制御する配
電線制御手段から、前記配電線計測値を取得する配電線計測値取得手段と、前記需要地点
に設置され、前記負荷で消費された電力量である消費電力量を前記多相交流電力の相ごと
に周期的に計測して、前記消費電力量の計測結果である負荷計測値を負荷計測値記録手段
に通知する負荷計測手段または前記負荷計測値記録手段から、前記負荷計測値を取得する
負荷計測値取得手段と、前記配電系統の構成を表す配電系統構成情報と、前記配電用変圧
手段の構成を表す変圧手段構成情報と、前記需要地点に設置される前記配電用変圧手段お
よび前記負荷計測手段を含む供給設備の構成を表す供給設備構成情報とを格納する格納手
段と、前記配電線制御手段によって前記配電線計測値が計測された期間、および前記負荷
計測手段によって前記負荷計測値が計測された期間の中から、前記接続相の判別に用いる
期間である時間断面を選択する時間断面選択手段と、前記時間断面選択手段によって選択
された時間断面に計測された前記配電線計測値および前記負荷計測値と、前記格納手段に
格納された前記配電系統構成情報、前記変圧手段構成情報および前記供給設備構成情報と
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に基づいて、前記配電用変圧手段の前記接続相を判別する相判別処理手段とを備えること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の相判別装置によれば、時間断面選択手段によって選択された時間断面に計測さ
れた配電線計測値および負荷計測値と、格納手段に格納された配電系統構成情報、変圧手
段構成情報および供給設備構成情報とに基づいて、相判別処理手段によって、配電用変圧
手段の接続相が判別される。配電線計測値は、配電線制御手段が、配電線の導通を制御す
るために計測したものである。また負荷計測値は、負荷計測手段が、負荷計測値記録手段
に通知するために計測したものである。これらの配電線計測値および負荷計測値を用いて
配電用変圧手段の接続相が判別されるので、配電用変圧手段の接続相を判別するために、
配電線計測値を計測する手段、および負荷計測値を計測する手段を配電設備に新たに追加
する必要はない。また接続相を判別するために作業者が需要地点に出向く必要はない。
【００２１】
　したがって、配電設備の費用および作業者の作業量を増大させることなく、配電用変圧
手段の接続相を容易に判別することができる。ひいては、配電設備の費用および作業者の
作業量を増大させることなく、負荷の接続相を容易に判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態である相判別装置１１０を備える配電系統制御システ
ム１００の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。
【図４】各相の線電流ベクトルおよび各相間の負荷電流ベクトルの関係を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第３の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第４の実施の形態における相判別処理に関する相判別処理装置１１０の
処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第４の実施の形態における相判別処理に関する相判別処理装置１１０
の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第４の実施の形態における相判別処理に関する相判別処理装置１１０
の処理手順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】
【００２３】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態である相判別装置１１０を備える配電系統制御シス
テム１００の構成を示すブロック図である。配電系統制御システム１００は、配電線１０
１、配電用遮断器１０２、遮断器子局１０３、センサ内蔵区分開閉器１０４、開閉器子局
１０５、配電監視制御親局１０６、配電用変圧器１０７、スマートメータ１０８、自動検
針親局１０９および相判別装置１１０を備えて構成される。
【００２４】
　配電用遮断器１０２および遮断器子局１０３は、配電変電所１２０に設置される。配電
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変電所１２０からは、複数の配電線１０１が延びている。配電線１０１は、需要地点であ
る需要家構内に設置される不図示の負荷と接続される。
【００２５】
　配電変電所１２０、ならびに配電変電所１２０に設置される配電用遮断器１０２および
遮断器子局１０３などの設備は、配電系統を構成する。各配電線１０１には、配電系統か
ら、位相が異なる複数の単相交流電力で構成される多相交流電力が送り出される。本実施
の形態では、３つの単相交流電力で構成される三相交流電力が配電線１０１に送り出され
る。
【００２６】
　配電線１０１には、複数の配電用変圧器１０７が接続される。多相交流電力は、配電線
１０１および配電用変圧器１０７を介して、需要地点に設置される負荷に供給される。多
相交流電力を相ごとに供給するために、配電線１０１は、複数の電線で構成される。多相
交流電力は、配電系統から相ごとに、配電線１０１の対応する電線に供給される。本実施
の形態では、配電線１０１は、３本の電線を含む。これらの３本の電線に、三相交流電力
が相ごとに供給される。
【００２７】
　配電用遮断器１０２は、配電線１０１と同数が設けられており、各配電線１０１に直列
に接続されている。配電用遮断器１０２は、配電線１０１を介して、センサ内蔵区分開閉
器１０４に接続されている。また配電用遮断器１０２は、遮断器子局１０３を介して、配
電監視制御親局１０６に接続されている。
【００２８】
　配電用遮断器１０２は、配電線１０１の導通を制御する。配電用遮断器１０２は、配電
線１０１の導通を可能とする閉路状態と、配電線１０１の導通を遮断する開路状態とに切
り替え可能に構成される。配電用遮断器１０２は、配電時には閉路状態となる。すなわち
、配電用遮断器１０２が閉路状態であるとき、配電線１０１には電流が流れる。配電用遮
断器１０２が閉路状態から開路状態に切替わると、配電線１０１に流れる電流が遮断され
る。
【００２９】
　配電用遮断器１０２は、配電変電所１２０から配電線１０１に送り出される送り出し電
流を計測する。配電用遮断器１０２は、たとえば配電線１０１に接続された負荷などに地
絡などの事故が発生して、計測した送り出し電流の値が、予め定める値を超えると、閉路
状態から開路状態に切替わり、配電線１０１に流れる電流を遮断する。配電用遮断器１０
２によって計測された送り出し電流の値（以下「遮断器計測値」という場合がある）は、
遮断器子局１０３から通信回線を介して、配電監視制御親局１０６に送信される。
【００３０】
　遮断器子局１０３は、配電用遮断器１０２によって計測された値を取得し、配電監視制
御親局１０６に送信する。また遮断器子局１０３は、配電用遮断器１０２が閉路状態から
開路状態に切替わると、配電用遮断器１０２が閉路状態から開路状態に切替わったことを
表す情報を配電監視制御親局１０６に送信する。
【００３１】
　配電監視制御親局１０６は、遮断器子局１０３から通信回線を介して送信された計測値
を受信する。配電監視制御親局１０６は、受信した計測値を、遮断器計測値データとして
記録する。この遮断器計測値データは、相判別装置１１０による相判別処理において必要
なときに参照される。遮断器計測値データの内容は後述する。
【００３２】
　センサ内蔵区分開閉器１０４は、配電線１０１に直列に接続される。１本の配電線１０
１に対して、複数のセンサ内蔵区分開閉器１０４が設けられる。各センサ内蔵区分開閉器
１０４は、配電線１０１を介して接続される。換言すれば、各配電線１０１には、複数の
センサ内蔵区分開閉器１０４が、間隔をあけて直列に接続される。各配電線１０１は、複
数のセンサ内蔵区分開閉器１０４によって、複数の区間に区分される。
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【００３３】
　図１では、１本の配電線１０１に接続されるセンサ内蔵区分開閉器１０４を図示し、他
の配電線１０１に接続されるセンサ内蔵区分開閉器１０４の図示を省略しているが、実際
には、他の配電線１０１に対してもセンサ内蔵区分開閉器１０４が接続されている。
【００３４】
　センサ内蔵区分開閉器１０４は、計器用変圧器（Potential Transformer；略称：ＰＴ
）および変流器（Current Transformer；略称：ＣＴ）を内蔵する区分開閉器である。セ
ンサ内蔵区分開閉器１０４は、接続された配電線１０１の後述する各線間電圧の実効値、
線電流の実効値、および線電流と線間電圧との位相差を、予め定める周期で計測する。
【００３５】
　センサ内蔵区分開閉器１０４は、配電線１０１の導通を制御する。センサ内蔵区分開閉
器１０４は、配電線１０１の導通を可能とする閉路状態と、配電線１０１の導通を遮断す
る開路状態とに切り替え可能に構成される。
【００３６】
　具体的には、センサ内蔵区分開閉器１０４は、電磁石の励磁によって閉路し、減磁によ
って開路する接点を有する。区分開閉器１０４は、配電時には接点が閉路した閉路状態と
なる。また区分開閉器１０４は、配電線１０１の故障などによって配電線１０１の電圧が
低下すると、減磁によって接点が開路した開路状態となる。区分開閉器１０４が閉路状態
であるとき、配電線１０１には電流が流れる。区分開閉器１０４が閉路状態から開路状態
に切り替わると、配電線１０１に流れる電流が遮断される。
【００３７】
　開閉器子局１０５は、センサ内蔵区分開閉器１０４と同数が設けられ、各センサ内蔵区
分開閉器１０４と１対１に対応して接続される。各開閉器子局１０５は、通信回線を介し
て、配電監視制御親局１０６に接続されている。
【００３８】
　各開閉器子局１０５は、対応するセンサ内蔵区分開閉器１０４によって計測される値を
取得し、配電監視制御親局１０６に送信する。また各開閉器子局１０５は、配電監視制御
親局１０６から与えられる指示に基づいて、対応するセンサ内蔵区分開閉器１０４を制御
する。
【００３９】
　各センサ内蔵区分開閉器１０４によって計測された値（以下「区分開閉器計測値」とい
う場合がある）は、各センサ内蔵区分開閉器１０４に接続された開閉器子局１０５から通
信回線を介して、配電監視制御親局１０６に送信される。
【００４０】
　配電監視制御親局１０６は、開閉器子局１０５から通信回線を介して送信された区分開
閉器計測値を受信する。配電監視制御親局１０６は、受信した区分開閉器計測値を、区分
開閉器計測値データとして記録する。区分開閉器計測値データは、相判別装置１１０によ
る相判別処理において、必要なときに参照される。区分開閉器計測値データの内容は後述
する。配電監視制御親局１０６は、たとえば制御所または営業所に設置される。
【００４１】
　隣合う２つのセンサ内蔵区分開閉器１０４で区分けされた配電線１０１の区間（以下「
配電線区間」という場合がある）内には、配電用変圧器１０７を介して電力供給される需
要家、または前記配電線区間内から直接電力供給される需要家に設置されたスマートメー
タ１０８が接続されている。配電線１０１は、センサ内蔵区分開閉器１０４によって複数
の配電線区間に区分されている。図１では、スマートメータ１０８が配電用変圧器１０７
を介して配電線区間内に接続される場合を示しているが、スマートメータ１０８が配電線
区間内から直接電力供給される需要家に設置される場合には、スマートメータ１０８は、
配電用変圧器１０７を介さずに、直接配電線区間内に接続される。
【００４２】
　配電用変圧器１０７は、配電系統を構成する配電変電所１２０から、配電線１０１を介
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して配電される多相交流電力を変圧、具体的には降圧して、需要家に供給する。配電用変
圧器１０７には、需要地点である需要家構内に設置される不図示の負荷が接続される。配
電用変圧器１０７は、具体的には、変圧した多相交流電力を、需要家構内に設置される不
図示の負荷に供給する。
【００４３】
　配電用変圧器１０７は、配電線１０１を構成する複数の電線のうちのいずれか、または
全てに接続される。本実施の形態では、配電用変圧器１０７は、三相交流電力の各相が供
給される３本の電線のうちのいずれか、または全てに接続される。
【００４４】
　相判別装置１１０は、配電用変圧器１０７が接続される配電線１０１における多相交流
電力の相である接続相を判別する。換言すれば、相判別装置１１０は、配電用変圧器１０
７が、配電線１０１を構成する複数の電線のうち、多相交流電力のいずれの相が供給され
る電線に接続されるかを判別する。
【００４５】
　スマートメータ１０８は、需要家が消費した有効電力量を、予め定める周期で計測する
。需要家が消費した有効電力量は、具体的には、需要家構内に設置される不図示の負荷が
消費した有効電力量である。有効電力量は、多相交流電力の相ごとに計測される。すなわ
ちスマートメータ１０８は、負荷で消費された有効電力量である消費電力量を、多相交流
電力の相ごとに周期的に計測する。
【００４６】
　スマートメータ１０８は、通信機能を備える。スマートメータ１０８は、通信回線を介
して、自動検針親局１０９に接続されている。スマートメータ１０８は、計測した有効電
力量の計測値（以下「スマートメータ計測値」という場合がある）、すなわち消費電力量
の計測結果を、通信回線を介して、自動検針親局１０９に送信する。これによってスマー
トメータ１０８は、スマートメータ計測値を自動検針親局１０９に通知する。
【００４７】
　自動検針親局１０９は、スマートメータ１０８から通信回線を介して送信されたスマー
トメータ計測値を受信する。自動検針親局１０９は、受信したスマートメータ計測値を、
スマートメータ計測値データとして記録する。スマートメータ計測値データは、相判別装
置１１０による相判別処理において、必要なときに参照される。スマートメータ計測値デ
ータの内容は後述する。自動検針親局１０９は、たとえば制御所または営業所に設置され
る。
【００４８】
　相判別装置１１０は、配電監視制御親局１０６および自動検針親局１０９と通信回線を
介して接続されている。通信回線は、有線もしくは無線、または有線と無線との組合せで
構成される。
【００４９】
　相判別装置１１０は、時間断面選択部１１１、相判別処理部１１２、データ記憶部１１
３、データ格納部１１４、通信部１１５および出力部１１６を備えて構成される。時間断
面選択部１１１、相判別処理部１１２、データ記憶部１１３、データ格納部１１４、通信
部１１５および出力部１１６は、データバスを介して相互にデータの送受信が可能である
。
【００５０】
　時間断面選択部１１１は、たとえばモニタ、キーボードおよびマウスを備えて構成され
る。時間断面選択部１１１は、相判別を行うために、いずれの期間の遮断器計測値データ
、区分開閉器計測値データおよびスマートメータ計測値データ（以下、まとめて「測定値
データ」という場合がある）を使用するかを選択する。換言すれば、時間断面選択部１１
１は、相判別処理に使用する測定値データの測定期間である時間断面を選択する。運用者
は、時間断面選択部１１１を操作して、所望の時間断面を選択する指示を入力する。時間
断面選択部１１１は、運用者によって入力された指示に基づいて、時間断面を選択する。
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【００５１】
　相判別処理部１１２は、たとえば中央演算処理装置（Central Processing Unit；略称
：ＣＰＵ）によって実現される。相判別処理部１１２は、時間断面選択部１１１で選択さ
れた期間内の遮断器計測値データ、区分開閉器計測値データおよびスマートメータ計測値
データと、配電系統の構成を表す配電系統構成情報と、配電用変圧器１０７の機器情報と
、需要家の供給設備情報とに基づいて、配電線１０１に接続された各配電用変圧器１０７
の接続相を求める。時間断面選択部１１１で選択された期間内の遮断器計測値データ、区
分開閉器計測値データおよびスマートメータ計測値データは、時間断面選択部１１１で選
択された時間断面に計測された遮断器計測値データ、区分開閉器計測値データおよびスマ
ートメータ計測値データに相当する。
【００５２】
　データ記憶部１１３は、たとえばダイナミックランダムアクセスメモリ（Dynamic Rand
om Access Memory；略称：ＤＲＡＭ）によって実現される。データ記憶部１１３は、相判
別処理における演算の途中経過および入出力のためのデータを記憶する。データ記憶部１
１３は、相判別処理で必要になったタイミングで参照される。
【００５３】
　データ格納部１１４は、たとえば磁気ディスク装置によって実現される。データ格納部
１１４には、配電系統の構成情報として、配電線区間データ、区分開閉器配置データおよ
び配電用変圧器配置データが格納される。またデータ格納部１１４には、配電用変圧器１
０７の機器情報として、配電用変圧器機器データが格納される。またデータ格納部１１４
には、需要家の供給設備情報として、低圧需要家供給設備データおよび高圧需要家供給設
備データが格納される。データ格納部１１４に格納される各データの内容は後述する。
【００５４】
　通信部１１５は、ネットワークインタフェース装置などによって実現される。通信部１
１５は、配電監視制御親局１０６および自動検針親局１０９と通信を行い、遮断器計測値
データ、区分開閉器計測値データおよびスマートメータ計測値データを取得する。
【００５５】
　出力部１１６は、たとえばディスプレイ装置、印刷装置または磁気ディスク装置によっ
て実現される。出力部１１６は、相判別処理部１１２によって求めた配電用変圧器の接続
相を出力する。
【００５６】
　相判別装置１１０全体としては、たとえばパーソナルコンピュータ（Personal Compute
r；略称：ＰＣ）などの計算機によって実現される。
【００５７】
　配電用遮断器１０２およびセンサ内蔵区分開閉器１０４は、本発明における「配電線制
御手段」に相当する。配電線制御手段は、配電線１０１に供給される多相交流電力の電気
的特性を、多相交流電力の相ごとに周期的に計測して、電気的特性の計測値である配電線
計測値に基づいて、配電線１０１の導通を制御する。多相交流電力の電気的特性は、多相
交流電力の電流、電圧および位相差の少なくとも１つを含む。すなわち配電線制御手段は
、多相交流電力の電流、電圧および位相差の少なくとも１つを測定するように構成される
。本実施の形態では、多相交流電力の電気的特性は、多相交流電力の電流、電圧および位
相差を含み、配電線制御手段は、多相交流電力の電流、電圧および位相差を測定するよう
に構成される。
【００５８】
　配電用変圧器１０７は、本発明における「配電用変圧手段」に相当する。スマートメー
タ１０８は、本発明における「負荷計測手段」に相当する。自動検針親局１０９は、本発
明における「負荷計測値記録手段」に相当する。通信部１１５は、本発明における「配電
線計測値取得手段」および「負荷計測値取得手段」に相当する。時間断面選択部１１１は
、本発明における「時間断面選択手段」に相当する。相判別処理部１１２は、本発明にお
ける「相判別処理手段」に相当する。データ格納部１１４は、本発明における「格納手段
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【００５９】
　また、配電用変圧器１０７の機器情報は、配電用変圧器１０７の構成を表す情報であり
、本発明における「変圧手段構成情報」に相当する。需要家の供給設備情報は、需要地点
に設置される供給設備の構成を表す情報であり、本発明における「供給設備構成情報」に
相当する。供給設備は、配電変電所１２０などの配電系統から配電線１０１を介して配電
される多相交流電力を、需要地点に設置される不図示の負荷に供給するための設備である
。供給設備は、配電用変圧器１０７およびスマートメータ１０８を含んで構成される。
【００６０】
　次に、本発明の第１の実施の形態における各データの形式について説明する。表１に、
遮断器計測値データの一例を示す。遮断器計測値データは、配電用遮断器１０２によって
計測した結果、すなわち送り出し電流の計測値を表すデータである。遮断器計測値データ
は、１件のデータが１つの配電用遮断器１０２によって計測した１回分の結果に対応して
いる。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　表１に示す配電線番号は、配電線１０１を一意に識別する番号であり、計測対象の配電
線１０１を表している。ＩR，ＩS，ＩTは、それぞれＲ相、Ｓ相、Ｔ相の送り出し電流の
計測値を表している。表１には、遮断器計測値データとして、配電線番号と、計測時刻と
、Ｒ相、Ｓ相、Ｔ相の送り出し電流の計測値であるＩR，ＩS，ＩTとが示されている。
【００６３】
　表２に、区分開閉器計測値データの一例を示す。区分開閉器計測値データは、センサ内
蔵区分開閉器１０４によって計測した結果を表すデータである。区分開閉器計測値データ
は、１件のデータが１つのセンサ内蔵区分開閉器１０４によって計測した１回分の結果に
対応している。区分開閉器番号は、計測したセンサ内蔵区分開閉器１０４を一意に識別す
る番号である。
【００６４】
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【表２】

【００６５】
　センサ内蔵区分開閉器（以下、単に「区分開閉器」という場合がある）１０４は、三相
の配電線１０１と直列に接続される。区分開閉器１０４の接続端子のうち、電源側すなわ
ち配電用遮断器１０２側の配電線１０１に接続された３つの接続端子をそれぞれ「Ａ端子
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側すなわち配電用変圧器１０７側の配電線１０１に接続された端子を「ａ端子」とする。
Ｂ端子と区分開閉器１０４の内部で接続され、負荷側の配電線１０１に接続された端子を
「ｂ端子」とする。Ｃ端子と区分開閉器１０４の内部で接続され、負荷側の配電線１０１
に接続された端子を「ｃ端子」とする。
【００６６】
　表２において、ＶABは、Ａ端子とＢ端子との間で計測した線間電圧の値を表す。ＶBCは
、Ｂ端子とＣ端子との間で計測した線間電圧の値を表す。ＶCAは、Ｃ端子とＡ端子との間
で計測した線間電圧の値を表す。ＩA、ＩB、ＩCは、それぞれＡ端子、Ｂ端子、Ｃ端子で
計測した線電流の値を表す。θAは、Ａ端子とＢ端子との間の線間電圧ＶABと、Ａ端子の
線電流ＩAとの間の位相差を表す。
【００６７】
　Ｖabは、ａ端子とｂ端子との間で計測した線間電圧の値を表す。Ｖbcは、ｂ端子とｃ端
子との間で計測した線間電圧の値を表す。Ｖcaは、ｃ端子とａ端子との間で計測した線間
電圧の値を表す。Ｉa、Ｉb、Ｉcは、それぞれａ端子、ｂ端子、ｃ端子で計測した線電流
の値を表す。θaは、ａ端子とｂ端子との間の線間電圧Ｖabと、ａ端子の線電流Ｉaとの間
の位相差を表す。
【００６８】
　表３に、スマートメータ計測値データの一例を示す。スマートメータ計測値データは、
スマートメータ１０８によって計測した結果を表すデータである。スマートメータ計測値
データは、１件のデータがスマートメータ１０８によって計測した１回分の結果に対応し
ている。
【００６９】
【表３】

【００７０】
　表３に示すメータ番号は、需要地点に設置されたスマートメータ１０８を一意に識別す
る番号である。累積電力量は、スマートメータ１０８内で計測されて、累積されている有
効電力量の計測時刻での値を表している。
【００７１】
　相判別処理において、ある期間内のスマートメータ１０８の電力量を求めるときには、
期間の最後に該当する計測時刻を持つデータの累積電力量から、期間の最初に該当する時
刻の一計測周期分前の計測時刻を持つデータの累積電力量を差し引く。
【００７２】
　表４に、配電線区間データの一例を示す。配電線区間データは、各配電線区間がいずれ
の配電線１０１に含まれているかを表すデータである。表４に示す配電線区間番号は、配
電線区間を一意に識別する番号である。配電線番号は、配電線１０１を一意に識別する番
号であり、配電線区間番号で示される区間が含まれる配電線１０１を表している。
【００７３】
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【表４】

【００７４】
　表５に、区分開閉器配置データの一例を示す。区分開閉器配置データは、各センサ内蔵
区分開閉器１０４がいずれの配電線区間の間に設置されているかを表すデータである。区
分開閉器配置データは、１件のデータが、１つのセンサ内蔵区分開閉器１０４に関する情
報を表している。
【００７５】

【表５】

【００７６】
　表５に示す区分開閉器番号は、センサ内蔵区分開閉器１０４を一意に識別する番号であ
る。電源側区間番号は、当該センサ内蔵開閉器１０４から見て電源側に接続している配電
線区間の配電線区間番号である。負荷側区間番号は、当該センサ内蔵開閉器１０４から見
て負荷側に接続している配電線区間の配電線区間番号である。
【００７７】
　あるセンサ内蔵開閉器１０４から送り出し元の配電用遮断器１０２までの間に、別のセ
ンサ内蔵開閉器１０４が設置されていない場合、当該センサ内蔵開閉器１０４に対応する
区分開閉器配置データの電源側区間番号は、「（ＳＳ）」という値で表される。「（ＳＳ
）」は、電源側が配電変電所１２０であることを表す。
【００７８】
　表６に、配電用変圧器配置データの一例を示す。配電線区間データは、各配電用変圧器
１０７がいずれの配電線区間に含まれているかを表すデータである。配電線区間データは
、１件のデータが、１つの配電用変圧器１０７に関する情報を表している。表６に示す配
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電用変圧器番号は、配電用変圧器１０７を一意に識別する番号である。配電線区間番号は
、配電線区間を一意に識別する番号であり、当該配電用変圧器１０７が含まれる配電線区
間を表す。
【００７９】
【表６】

【００８０】
　表７に、配電用変圧器機器データの一例を示す。配電用変圧器機器データは、各配電用
変圧器１０７の相線式を表すデータである。配電用変圧器機器データは、１件のデータが
、１つの配電用変圧器１０７に関する情報を表している。
【００８１】

【表７】

【００８２】
　表７に示す配電用変圧器番号は、配電用変圧器１０７を一意に識別する番号である。相
線式は、各配電用変圧器１０７が単相３線式、三相３線式および三相４線式のいずれの方
式で結線されているかを表す。
【００８３】
　本実施の形態では、二つの単相変圧器をＶ結線して三相供給しているものについては、
まとめて一つの配電用変圧器１０７として扱うこととし、まとめた単位で配電用変圧器番
号が付与されているものとする。
【００８４】
　表８に、低圧需要家供給設備データの一例を示す。低圧需要家供給設備データは、低圧
で供給する需要家の供給設備についての情報を表すデータである。低圧需要家供給設備デ
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【００８５】
【表８】

【００８６】
　表８に示す需要家番号は、需要家を一意に識別する番号である。メータ番号は、スマー
トメータ１０８を一意に識別する番号であり、当該需要家に設置されたスマートメータ１
０８を表している。供給方式は、当該需要家への供給が単相または三相のいずれでなされ
ているかを表す。配電用変圧器番号は、配電用変圧器１０７を一意に識別する番号であり
、当該低圧需要家が供給を受けている配電用変圧器１０７を表している。
【００８７】
　単相３線式の配電用変圧器１０７の二次側には、単相で供給を受ける需要家のみが接続
されている。また三相３線式の配電用変圧器１０７の二次側には、三相で供給を受ける需
要家のみが接続されている。また三相４線式の配電用変圧器１０７には、三相で供給を受
ける需要家と、単相で供給を受ける需要家との両方が接続されている。したがって、本実
施の形態における相判別処理では、単相の配電用変圧器１０７がいずれの相に接続されて
いるかに加えて、三相４線式の配電用変圧器１０７が、単相供給用としていずれの相に接
続されているかについても判別する。
【００８８】
　表９に、高圧需要家供給設備データの一例を示す。高圧需要家供給設備データは、高圧
で供給する需要家の供給設備についての情報を表すデータである。高圧需要家供給設備デ
ータは、１件のデータが、１軒の高圧需要家に関する情報を表している。
【００８９】
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【表９】

【００９０】
　表９に示す需要家番号は、需要家を一意に識別する番号である。メータ番号は、スマー
トメータ１０８を一意に識別する番号であり、当該需要家に設置されたスマートメータ１
０８を表している。配電線区間番号は、配電線区間を一意に識別する番号であり、当該高
圧需要家が接続している配電線区間を表している。
【００９１】
　本発明の第１の実施の形態における相判別処理の動作を具体的に説明する。図２および
図３は、本発明の第１の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０の処理
手順を示すフローチャートである。図２および図３に示すフローチャートでは、相判別装
置１１０の電源が投入されると処理が開始され、ステップＳ１に移行する。
【００９２】
　ステップＳ１において、時間断面選択部１１１は、判別に使用する時間断面Ｔsを選択
する。具体的には、時間断面選択部１１１は、相判別の対象とする期間を選択し、選択し
た期間を時間断面（以下、単に「断面」という場合がある）Ｔsとしてデータ記憶部１１
３に記憶する。
【００９３】
　従来の技術では、各計測値データの計測周期は互いに異なる。これに対して、本実施の
形態では、選択した期間内の各計測値を積算した結果同士を比較するために、各周期の最
小公倍数となるような単位で期間を選択する。たとえば、配電用遮断器１０２の計測周期
が１０秒であり、センサ内蔵区分開閉器１０４の計測周期が３０秒であり、スマートメー
タの計測周期が３０分である場合には、３０分単位で期間を選択する。
【００９４】
　断面Ｔsは、１つの連続した期間として選択してもよいし、複数の不連続な期間の集ま
りとして選択してもよい。このようにして断面Ｔｓが選択されると、ステップＳ２に移行
する。
【００９５】
　ステップＳ２において、相判別処理部１１２は、判別対象となる配電線１０１に含まれ
る配電線区間のリスト（以下「配電線区間リスト」という場合がある）を作成する。具体
的には、相判別処理部１１２は、まずデータ格納部１１４から、判別対象の配電線１０１
の配電線番号を持つ配電線区間データを選択して読み込む。そして、相判別処理部１１２
は、選択した配電線区間データの配電線区間番号のリストＬsecを作成して、配電線区間
リストとしてデータ記憶部１１３に記憶する。このようにして配電線区間リストＬsecが
作成されると、ステップＳ３に移行する。
【００９６】
　ステップＳ３において、相判別処理部１１２は、ステップＳ２で作成した配電線区間リ
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ストＬsecから、配電変電所１２０に最も近い配電線区間、すなわち最も配電変電所１２
０側の配電線区間を選択する。また相判別処理部１１２は、配電線区間リストＬsecから
、当該選択した配電線区間を削除する。
【００９７】
　具体的には、相判別処理部１１２は、まずデータ記憶部１１３から配電線区間リストＬ

secを読み込む。そして、相判別処理部１１２は、データ格納部１１４から区分開閉器配
置データを読み込み、読み込んだ区分開閉器配置データのうち、負荷側区間番号に対応す
る配電線区間が、先に読み込んだ配電線区間リストＬsecに含まれるもののみを選択する
。さらに相判別処理部１１２は、選択した区分開閉器配置データの中から、電源側区間番
号が「（ＳＳ）」となっているものを抽出する。
【００９８】
　そして、相判別処理部１１２は、抽出した区分開閉器配置データの負荷側区間番号を選
択し、選択区間番号Ｓcurとしてデータ記憶部１１３に記憶する。また相判別処理部１１
２は、データ記憶部１１３の配電線区間リストＬsecから、選択した選択区間番号Ｓcurに
対応する配電線区間を削除する。
【００９９】
　ステップＳ４において、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した配電線区間（
以下「選択配電線区間」という場合がある）の電源端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器
１０４の相順を決定する。具体的には、相判別処理部１１２は、配電用遮断器１０２から
最初のセンサ内蔵区分開閉器１０４までの間の配電線１０１には需要家が接続していない
として、送り出しの各相電流と、センサ内蔵区分開閉器１０４の各端子の線電流とを平均
値で比較し、値の近さで相と端子とを対応付ける。
【０１００】
　手順としては、相判別処理部１１２は、まず、データ格納部１１４から区分開閉器配置
データを読み込み、読み込んだ区分開閉器配置データから、ステップＳ３で選択した選択
配電線区間を負荷側区間とするデータを抽出する。具体的には、相判別処理部１１２は、
選択区間番号Ｓcurを負荷側区間番号とするデータを抽出する。これによって、相判別処
理部１１２は、選択配電線区間の電源端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４を特定
する。
【０１０１】
　さらに、相判別処理部１１２は、通信部１１５を介して、配電監視制御親局１０６から
、判別対象の配電線１０１の遮断器計測値データおよび、ステップＳ４で特定したセンサ
内蔵区分開閉器１０４の区分開閉器計測値データのうち、断面Ｔs内のデータを抽出する
。相判別処理部１１２は、抽出した遮断器計測値データにおけるＲ相、Ｓ相およびＴ相の
送り出し電流の計測値ＩR，ＩS，ＩTの平均値（以下「平均電流」という場合がある）ＩR

m，ＩSm，ＩTmをそれぞれ求める。
【０１０２】
　また、相判別処理部１１２は、抽出した区分開閉器計測値データにおけるＡ端子、Ｂ端
子およびＣ端子の線電流の計測値ＩA，ＩB，ＩCの平均値ＩAm，ＩBm，ＩCmをそれぞれ求
める。
【０１０３】
　そして、相判別処理部１１２は、Ａ端子の線電流の平均値ＩAmと、Ｒ相、Ｓ相およびＴ
相の平均電流ＩRm，ＩSm，ＩTmとをそれぞれ比較して、Ｒ相、Ｓ相およびＴ相のうち、平
均電流の値がＡ端子の線電流の平均値ＩAmに最も近い値の相をＡ端子の相とする。次に、
相判別処理部１１２は、Ｂ端子の線電流の平均値ＩBmと、Ａ端子の相とした相を除く残り
の２相の平均電流とをそれぞれ比較して、平均電流の値がＢ端子の線電流の平均値ＩBmに
近い方の相をＢ端子の相とし、最後に残った相をＣ端子の相とする。
【０１０４】
　たとえば、Ａ端子の線電流の平均値ＩAmと、Ｒ相、Ｓ相およびＴ相の平均電流ＩRm，Ｉ

Sm，ＩTmとをそれぞれ比較した結果、Ｒ相の平均電流ＩRmが、Ａ端子の線電流の平均値Ｉ
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Amに最も近かったとすると、Ｒ相をＡ端子の相とする。次にＢ端子の線電流の平均値ＩBm

と、Ａ端子の相とした相を除く残りの２相であるＳ相およびＴ相の平均電流ＩSm，ＩTmと
をそれぞれ比較する。その結果、Ｓ相の平均電流ＩSmの方が、Ｂ端子の線電流の平均値Ｉ

Bmに近かったとすると、Ｓ相をＢ端子の相とし、最後に残ったＴ相をＣ端子の相とする。
このようにして相順が決定される。
【０１０５】
　相判別処理部１１２は、相順を決定した結果に従って、Ａ，Ｂ，Ｃの各端子に対応する
相、すなわちＲ相、Ｓ相およびＴ相のいずれかを、それぞれＳＰA，ＳＰB，ＳＰCとして
データ記憶部１１３に記憶する。
【０１０６】
　また、相判別処理部１１２は、センサ内蔵区分開閉器１０４の相順決定結果として出力
するために、Ａ，Ｂ，Ｃの各端子の相を、ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWとしてデータ記憶部１
１３に記憶する。ここで、添え字「ＳＷ」は、センサ内蔵区分開閉器１０４の区分開閉器
番号を表している。
【０１０７】
　ステップＳ５において、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した選択配電線区
間内で、単相で供給を受ける低圧需要家の消費電力量を配電用変圧器１０７ごとに集計す
る。単相で供給を受ける低圧需要家は、単相３線式または三相４線式の配電用変圧器１０
７に接続している。
【０１０８】
　具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、ステップＳ３で選択し
た選択配電線区間の配電線区間番号である選択区間番号Ｓcurを読み込む。また相判別処
理部１１２は、データ格納部１１４から、配電用変圧器配置データおよび配電用変圧器機
器データを読み込む。そして、読み込んだ相判別処理部１１２は、配電用変圧器配置デー
タおよび配電用変圧器機器データから、選択区間番号Ｓcurに対応する配電線区間内に含
まれ、かつ、相線式が単相３線式または三相４線式である配電用変圧器番号を抽出する。
【０１０９】
　次に、相判別処理部１１２は、データ格納部１１４から低圧需要家供給設備データを読
み込んで、読み込んだ低圧需要家供給設備データから、先に抽出した配電用変圧器番号ご
とに、単相で供給を受ける需要家に設置されたスマートメータ１０８を抽出する。次に、
相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から時間断面Ｔsを読み込み、通信部１１５
を介して自動検針親局１０９からスマートメータ計測値データを読み込む。そして、相判
別処理部１１２は、抽出した各スマートメータ１０８について、時間断面Ｔs内の電力量
を消費電力量として求める。時間断面ＴS内の電力量の求め方については、前記スマート
メータ計測値データの説明の通りとする。
【０１１０】
　次に、相判別処理部１１２は、スマートメータ１０８ごとに求めた消費電力量を、配電
用変圧器番号ごとに集計し、消費電力量Ｗmとしてデータ記憶部１１３に記憶する。ここ
で、添え字「ｍ」は、ｍ∈｛選択した配電線区間内の単相３線式または三相４線式の配電
用変圧器番号｝を満たすものとする。
【０１１１】
　ステップＳ６において、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した選択配電線区
間内で、三相で供給を受ける需要家の消費電力量を集計する。三相で供給を受ける需要家
は、低圧需要家のうち、供給方式が三相となっている需要家と、全ての高圧需要家である
。
【０１１２】
　具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、ステップＳ３で選択し
た選択配電線区間の配電線区間番号である選択区間番号Ｓcurを読み込み、データ格納部
１１４から、配電用変圧器配置データおよび配電用変圧器機器データを読み込む。そして
、相判別処理部１１２は、読み込んだ配電用変圧器配置データおよび配電用変圧器機器デ
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ータから、選択区間番号Ｓcurに対応する配電線区間内に含まれ、かつ、相線式が三相３
線式または三相４線式である配電用変圧器番号を抽出する。
【０１１３】
　次に、相判別処理部１１２は、データ格納部１１４から低圧需要家供給設備データを読
み込み、読み込んだ低圧需要家供給設備データから、先に抽出した配電用変圧器番号のい
ずれかを含むデータを抽出する。相判別処理部１１２は、抽出したデータからメータ番号
を抽出して、リストを作成する。ここで抽出されるメータ番号は、三相で供給を受ける需
要家に設置されたスマートメータ１０８のメータ番号であるので、ここで作成されるリス
トは、三相で供給を受ける需要家に設置されたスマートメータ１０８のリストである三相
スマートメータリストとなる。
【０１１４】
　次に、相判別処理部１１２は、データ格納部１１４から高圧需要家供給設備データを読
み込み、読み込んだ高圧需要家供給設備データから、選択区間番号Ｓcurを含むデータを
抽出する。相判別処理部１１２は、抽出したデータからメータ番号を抽出する。ここで抽
出されるメータ番号は、選択区間番号Ｓcurに対応する配電線区間内に含まれる需要家に
設置されたスマートメータ１０８のメータ番号である。相判別処理部１１２は、抽出した
メータ番号を、先に作成した三相スマートメータリストに加える。
【０１１５】
　次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から時間断面Ｔsを読み込む。そし
て、相判別処理部１１２は、通信部１１５を介して自動検針親局１０９からスマートメー
タ計測値データを読み込み、三相スマートメータリスト内の各メータ番号のスマートメー
タ１０８について、時間断面Ｔs内の電力量を求める。時間断面Ｔs内の電力量の求め方に
ついては、前記スマートメータ計測値データの説明の通りとする。
【０１１６】
　次に、相判別処理部１１２は、スマートメータ１０８ごとに求めた電力量を合算し、三
相で供給を受ける需要家の消費電力量（以下「三相負荷の合計消費電力量」という場合が
ある）Ｗpとして、データ記憶部１１３に記憶する。
【０１１７】
　ステップＳ７では、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した選択配電線区間の
負荷端に設置されているセンサ内蔵区分開閉器１０４の接続端子の相順の組合せのリスト
を作成する。具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、ステップＳ
３で選択した選択配電線区間の配電線区間番号である選択区間番号Ｓcurを読み込み、デ
ータ格納部１１４から、区分開閉器配置データを読み込む。そして、相判別処理部１１２
は、読み込んだ区分開閉器配置データから、電源側区間が、選択区間番号Ｓcurに対応す
る配電線区間となっているセンサ内蔵区分開閉器１０４を抽出する。さらに、相判別処理
部１１２は、抽出したセンサ内蔵区分開閉器１０４のＡ，Ｂ，Ｃの各端子と、Ｒ，Ｓ，Ｔ
の各相との対応付けを全て列挙し、相順組合せリストＬPとしてデータ記憶部１１３に記
憶する。
【０１１８】
　たとえば、選択区間番号Ｓcurに対応する配電線区間の負荷端に設置されているセンサ
内蔵区分開閉器１０４が１つだけの場合は、Ａ端子、Ｂ端子およびＣ端子の相順の組合せ
の数は、ＲＳＴ，ＳＴＲ，ＴＲＳ，ＲＴＳ，ＴＳＲ，ＳＲＴの６通りとなる。選択区間番
号Ｓcurに対応する配電線区間の負荷端に設置されているセンサ内蔵区分開閉器１０４が
２つある場合は、各センサ内蔵区分開閉器１０４に６通りずつの相順の組合せがあるので
、相順の組合せの数は、全部で３６（＝６×６）通りとなる。
【０１１９】
　ステップＳ８では、相判別処理部１１２は、ステップＳ７で作成した相順組合せリスト
ＬPから、最初の組合せを選択する。具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部
１１３から、相順組合せリストＬPを読み込み、リスト作成時に列挙した順序に従って、
最初の組合せを選択する。
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【０１２０】
　そして、相判別処理部１１２は、選択した組合せに基づいて、Ｒ相、Ｓ相およびＴ相の
うち、配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４のＡ，Ｂ，Ｃの各端
子に対応する相を、それぞれＲＰAi，ＲＰBi，ＲＰCiとしてデータ記憶部１１３に記憶す
る。ここで、添え字「ｉ」は、ｉ∈｛選択した配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内
蔵区分開閉器｝を満たすものとする。
【０１２１】
　ステップＳ９では、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した選択配電線区間に
ついて、負荷端の相順が、ステップＳ８で選択した組合せである場合に、区間内の各相間
で消費された有効電力量（以下「各相間の消費電力量」という場合がある）を求める。
【０１２２】
　具体的には、相判別処理部１１２は、区間開閉器計測データを用いて、ステップＳ３で
選択した選択配電線区間の電源端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４から見て負荷
側の各相間の有効電力量ＷＳRS，ＷＳST，ＷＳTRを算定する。また、相判別処理部１１２
は、ステップＳ３で選択した選択配電線区間の負荷端に設置された各センサ内蔵区分開閉
器１０４から見て負荷側の各相間の有効電力量ＷＲRSi，ＷＲSTi，ＷＲTRiを算定する。
選択配電線区間内の各相間の負荷の消費電力ＷRS，ＷST，ＷTRは、算定した有効電力量Ｗ
ＳRS，ＷＳST，ＷＳTR，ＷＲRSi，ＷＲSTi，ＷＲTRiを用いて、以下の式（１）～式（３
）に従って、それぞれ求めることができる。
【０１２３】
【数１】

【０１２４】
【数２】

【０１２５】
【数３】

【０１２６】
　次に、配電線区間内の各相間の有効電力量ＷＳRS，ＷＳST，ＷＳTRの具体的な求め方に
ついて説明する。手順としては、相判別処理部１１２は、まず、区分開閉器計測値データ
と、端子と相との対応付けとに基づいて、センサ内蔵区分開閉器１０４の負荷側の各線間
電圧および線電流を求める。相判別処理部１１２は、求めた線電流から各相間の負荷電流
を求める。さらに相判別処理部１１２は、線間電圧と各相間の負荷電流との位相差から、
各計測時刻の有効電力を求める。これらを合算して計測周期を乗じることによって、有効
電力量を得る。
【０１２７】
　具体的には、まず、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から時間断面Ｔsを読
み込む。また相判別処理部１１２は、通信部１１５を介して配電監視制御親局１０６から
、ステップＳ３で選択した選択配電線区間の電源端に設置されたセンサ内蔵開閉器１０４
の時間断面Ｔs内の計測値データを読み込む。
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　次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、センサ内蔵区分開閉器１０４
のＡ，Ｂ，Ｃの各端子に対応する相ＳＰA，ＳＰB，ＳＰCを読み込む。そして相判別処理
部１１２は、端子と相との対応付けと、区分開閉器計測値データのうちのａ，ｂ，ｃの各
端子間の線間電圧の値Ｖab，Ｖbc，Ｖcaおよびａ，ｂ，ｃの各端子の線電流の値Ｉa，Ｉb

，Ｉcとに基づいて、Ｒ，Ｓ，Ｔの各相間の線間電圧ＶRS，ＶST，ＶTRと、Ｒ，Ｓ，Ｔの
各相の線電流ＩR，ＩS，ＩTとを決定する。
【０１２９】
　たとえば、Ａ端子に対応する相ＳＰAがＲ相であり、Ｂ端子に対応する相ＳＰBがＳ相で
あり、Ｃ端子に対応する相ＳＰCがＴ相である場合、Ｒ相とＳ相との間の線間電圧ＶRSは
、ａ端子とｂ端子との間の線間電圧Ｖabの値となる。またＳ相とＴ相との間の線間電圧Ｖ

STは、ｂ端子とｃ端子との間の線間電圧Ｖbcの値となる。またＴ相とＲ相との間の線間電
圧ＶTRは、ｃ端子とａ端子との間の線間電圧Ｖcaの値となる。またＲ相の線電流ＩRは、
ａ端子の線電流Ｉaの値となる。またＳ相の線電流ＩSは、ｂ端子の線電流Ｉbの値となる
。またＴ相の線電流ＩTは、ｃ端子の線電流Ｉcの値となる。
【０１３０】
　図４は、各相の線電流ベクトルおよび各相間の負荷電流ベクトルの関係を示す図である
。図４では、地絡電流が無く、Ｒ，Ｓ，Ｔの各相の線電流ベクトルの和および各相間の負
荷電流ベクトルの和が零（０）になるとして、Ｒ，Ｓ，Ｔの各相の線電流ベクトルを＜Ｉ

R＞，＜ＩS＞，＜ＩT＞で表し、各相間の負荷電流ベクトルを＜ＩRS＞，＜ＩST＞，＜ＩT

R＞で表している。以下の式（４）～式（８）から、各相の線電流ベクトル＜ＩR＞，＜Ｉ

S＞，＜ＩT＞および各相間の負荷電流ベクトル＜ＩRS＞，＜ＩST＞，＜ＩTR＞の関係は、
図４に示すようになる。
【０１３１】
【数４】

【０１３２】
【数５】

【０１３３】

【数６】

【０１３４】
【数７】

【０１３５】
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【０１３６】
　図４に示すように、３つの負荷電流ベクトル＜ＩRS＞，＜ＩST＞，＜ＩTR＞の交わる点
が、３つの線電流ベクトル＜ＩR＞，＜ＩS＞，＜ＩT＞からなる三角形の重心となる。し
たがって、各相間の負荷電流ＩRS、ＩST、ＩTRの値は、以下の式（９）～式（１１）によ
って計算することができる。
【０１３７】

【数９】

【０１３８】
【数１０】

【０１３９】
【数１１】

【０１４０】
　また、図４から、３つの線電流ベクトル＜ＩR＞，＜ＩS＞，＜ＩT＞からなる三角形を
考えると、Ｒ相の線電流ベクトル＜ＩR＞の辺と、Ｓ相の線電流ベクトル＜ＩS＞の辺との
成す角αの余弦は、余弦定理から、以下の式（１２）に示すようになる。
【０１４１】
【数１２】

【０１４２】
　Ｒ相とＳ相との間の負荷電流ベクトル＜ＩRS＞は、Ｒ相の線電流ベクトル＜ＩR＞の辺
とＳ相の線電流ベクトル＜ＩS＞の辺との成す角αを二等分する。したがって、三角関数
の半角公式から、Ｒ相の線電流ベクトル＜ＩR＞と、Ｒ相とＳ相との間の負荷電流ベクト
ル＜ＩRS＞との位相差θRの余弦および正弦は、それぞれ以下の式（１３）および式（１
４）に示すように計算することができる。
【０１４３】
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【数１３】

【０１４４】

【数１４】

【０１４５】
　たとえば、センサ内蔵区分開閉器１０４のＡ端子に対応する相ＳＰAがＲ相であり、Ｂ
端子に対応する相ＳＰBがＳ相であり、Ｃ端子に対応する相ＳＰCがＴ相である場合を考え
る。この場合、ａ端子とｂ端子との間の線間電圧Ｖabと、ａ端子の線電流Ｉaとの間の位
相差θaは、Ｒ相とＳ相との間の線間電圧ＶRSと、Ｒ相の線電流ＩRとの位相差となる。Ｒ
相とＳ相との間の線間電圧ＶRSと、Ｒ相とＳ相との間の負荷電流ＩRSとの位相差をθRSと
すると、前述の式（１３）および式（１４）と、三角関数の加法定理とから、Ｒ相とＳ相
との間の負荷の力率ｃｏｓθRSは、以下の式（１５）に示すように計算することができる
。
【０１４６】
【数１５】

【０１４７】
　式（１５）で求められる力率ｃｏｓθRSは、端子と相との組み合わせに応じて、ｃｏｓ
θST、ｃｏｓθTRとなる場合もある。
【０１４８】
　各相間の負荷電流ベクトル＜ＩRS＞，＜ＩST＞，＜ＩTR＞同士の位相差は、余弦定理を
用いて、各相間の負荷電流ＩRS，ＩST，ＩTRの値から計算することができる。同様に、地
絡電流が無く、各線間電圧ベクトルの和が零（０）になるとすると、線間電圧ベクトルを
＜ＶRS＞，＜ＶST＞，＜ＶTR＞で表して、各線間電圧ベクトル＜ＶRS＞，＜ＶST＞，＜Ｖ

TR＞同士の位相差は、各線間電圧ＶRS，ＶST，ＶTRの値から計算することができる。前述
のように、３つの相間の力率のうちの１つ、たとえばｃｏｓθRSが計算できていることか
ら、残りのｃｏｓθST、ｃｏｓθTRも三角関数の加法定理から計算することができる。
【０１４９】
　したがって、各相の負荷の有効電力ＰRS，ＰST，ＰTRは、以下の式（１６）～式（１８
）に示すように計算することができる。
【０１５０】
【数１６】

【０１５１】



(24) JP 5665619 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

【数１７】

【０１５２】
【数１８】

【０１５３】
　以上のことから、時間断面Ｔs内の各計測時刻ｔにおける各相の負荷の有効電力をＰRSt

，ＰSTt，ＰTRtとし、センサ内蔵区分開閉器１０４の計測周期をｋとすると、各相の負荷
で消費された有効電力量である消費電力量ＷＳRS，ＷＳST，ＷＳTRは、以下の式（１９）
～式（２１）によって算定することができる。
【０１５４】

【数１９】

【０１５５】
【数２０】

【０１５６】
【数２１】

【０１５７】
　選択配電線区間の負荷端に設置された各センサ内蔵区分開閉器１０４から見て負荷側の
各相間の有効電力量ＷＲRSi，ＷＲSTi，ＷＲTRiについては、区分開閉器計測値データの
うちのＡ，Ｂ，Ｃの各端子間の線間電圧の値ＶAB，ＶBC，ＶCA、Ａ，Ｂ，Ｃの各端子の線
電流の値ＩA，ＩB，ＩC、および端子Ａと端子Ｂとの間の線間電圧ＶABと、端子Ａの線電
流ＩAとの間の位相差θAを用いて、前述の選択配電線区間の電源端に設置されたセンサ内
蔵区分開閉器１０４から見て負荷側の各相間の有効電力量ＷＳRS，ＷＳST，ＷＳTRの求め
方と同様の手順で計算することができる。
【０１５８】
　以上のようにして選択配電線区間内の各相間の有効電力量ＷＳRS，ＷＳST，ＷＳTR，Ｗ
ＲRSi，ＷＲSTi，ＷＲTRiを求めた後、前述の式（１）～式（３）に従って、選択配電線
区間内の各相間の負荷の消費電力量（以下「区間内負荷消費電力量」という場合がある）
ＷRS，ＷST，ＷTRを計算して、データ記憶部１１３に記憶する。このようにして選択配電
線区間内の各相間の消費電力量を算定すると、図３に示すフローチャートのステップＳ１
０に移行する。
【０１５９】
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　ステップＳ１０において、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した選択配電線
区間内に含まれ、需要家に単相で供給する配電用変圧器（以下「単相変圧器」という場合
がある）１０７について、各単相変圧器１０７が配電線１０１に接続されている相の組合
せリスト（以下「接続相組合せリスト」という）を作成する。
【０１６０】
　具体的には、相判別処理部１１２は、まず、データ記憶部１１３から、ステップＳ３で
選択した選択配電線区間の配電線区間番号である選択区間番号Ｓcurを読み込む。また相
判別処理部１１２は、データ格納部１１４から、配電用変圧器配置データおよび配電用変
圧器機器データを読み込む。そして、相判別処理部１１２は、読み込んだ配電用変圧器配
置データおよび配電用変圧器機器データから、選択区間番号Ｓcurに対応する配電線区間
内に含まれ、かつ、相線式が単相３線式または三相４線式である配電用変圧器１０７の配
電用変圧器番号を抽出する。
【０１６１】
　次に、相判別処理部１１２は、抽出した配電用変圧器番号を、Ｒ相とＳ相とが接続され
たＲＳ相接続のグループ、Ｓ相とＴ相とが接続されたＳＴ相接続のグループ、およびＴ相
とＲ相とが接続されたＴＲ相接続のグループに分割する組合せを全て列挙する。そして、
相判別処理部１１２は、全ての組合せのリストＬCを接続相組合せリストとして作成し、
データ記憶部１１３に記憶する。
【０１６２】
　たとえば、選択配電線区間内に、相線式が単相３線式または三相４線式である配電用変
圧器１０７が２０個含まれている場合、全ての組合せの数は、３の２０乗（３20）となる
。このようにして接続相組合せリストが作成されると、ステップＳ１１に移行する。
【０１６３】
　ステップＳ１１において、相判別処理部１１２は、ステップＳ１０において作成した接
続相組合せリストから最初の組合せを選択する。具体的には、相判別処理部１１２は、デ
ータ記憶部１１３から接続相組合せリストＬCを読み込み、読み込んだ接続相組合せリス
トＬCから、リスト作成時に列挙した順序に従って、最初の組合せを選択する。相判別処
理部１１２は、選択した組合せに基づいて、ＲＳ相接続の配電用変圧器１０７の集合をＧ

RSとし、ＳＴ相接続の配電用変圧器１０７の集合をＧSTとし、ＴＲ相接続の配電用変圧器
１０７の集合をＧTRとして、データ記憶部１１３に記憶する。
【０１６４】
　ステップＳ１２において、相判別処理部１１２は、選択配電線区間について、区分開閉
器計測値データから求められる区間内負荷の消費電力量と、スマートメータ計測値データ
から求められる区間内負荷の消費電力量との乖離度を計算する。そして、相判別処理部１
１２は、計算した乖離度を、ステップＳ８で選択した相順の組合せと、ステップＳ１１で
選択した接続相の組合せとが正しい組合せであるか否かの指標値とする。
【０１６５】
　具体的には、相判別処理部１１２は、まず、データ記憶部１１３から、配電用変圧器番
号の接続相ごとの集合（以下「変圧器グループ」という場合がある）ＧRS，ＧST，ＧTRと
、各配電用変圧器１０７の消費電力量Ｗmとを読み込む。次に、相判別処理部１１２は、
接続相ごとに集計した単相負荷の消費電力量（以下「単相負荷消費電力量」という場合が
ある）ＷＬRS，ＷＬST，ＷＬTRを求める。各接続相の単相負荷消費電力量ＷＬRS，ＷＬST

，ＷＬTRは、それぞれ以下の式（２２）～式（２４）に示すように計算することができる
。ここで、ＷＬRSは、Ｒ相とＳ相とが接続される場合の単相負荷消費電力量を表し、ＷＬ

STは、Ｓ相とＴ相とが接続される場合の単相負荷消費電力量を表し、ＷＬTRは、Ｔ相とＲ
相とが接続される場合の単相負荷消費電力量を表す。
【０１６６】
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【数２２】

【０１６７】
【数２３】

【０１６８】
【数２４】

【０１６９】
　次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、スマートメータ１０８の計測
値データから求めた三相負荷の合計消費電力量Ｗpと、センサ内蔵区分開閉器１０４の計
測値データから求めた区間内負荷消費電力量ＷRS，ＷST，ＷTRとを読み込み、乖離度Ｄを
以下の式（２５）に基づいて計算する。
【０１７０】

【数２５】

【０１７１】
　そして、相判別処理部１１２は、式（２５）に基づいて計算した乖離度Ｄを、接続相の
組合せｃに対する乖離度値Ｄcとしてデータ記憶部１１３に記憶する。
【０１７２】
　ステップＳ１３において、相判別処理部１１２は、ステップＳ１０において作成した接
続相組合せリストの末尾に到達したか否かを判断する。相判別処理部１１２は、ステップ
Ｓ１３において、接続相組合せリストの末尾に到達していると判断した場合は、ステップ
Ｓ１５に移行し、接続相組合せリストの末尾に到達していないと判断した場合は、ステッ
プＳ１４に移行する。
【０１７３】
　ステップＳ１４において、相判別処理部１１２は、ステップＳ１０において作成した接
続相組合せリストから、次の接続相の組合せを選択する。具体的には、相判別処理部１１
２は、データ記憶部１１３から接続相組合せリストＬCを読み込み、読み込んだ接続相組
合せリストＬCから、リスト作成時に列挙した順序に従って、現在選択している組合せの
次の組合せを選択する。
【０１７４】
　次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３に記憶されている各相の変圧器グル
ープＧRS，ＧST，ＧTRを削除し、新たに選択した接続相の組合せに基づいて、ＲＳ相接続
の配電用変圧器の集合を新たなＧRSとし、ＳＴ相接続の配電用変圧器の集合を新たなＧST

とし、ＴＲ相接続の配電用変圧器の集合を新たなＧTRとして、データ記憶部１１３に記憶
する。ステップＳ１４の処理が終了した後は、ステップＳ１２に戻る。
【０１７５】
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　ステップＳ１５において、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、各接続相
の組合せに対する乖離度値ＤCを読み込み、このうち乖離度値Ｄcの最小値と、乖離度値Ｄ

cが最小値を取るときの各相の変圧器グループＧRS，ＧST，ＧTRとを求める。そして、相
判別処理部１１２は、求めた乖離度値Ｄcの最小値と、各相の変圧器グループＧRS，ＧST

，ＧTRとを、選択した相順の組合せｐに対する乖離度Ｄp、および接続相の組合せＧRSp，
ＧSTp，ＧTRpとして、データ記憶部１１３に記憶する。
【０１７６】
　ステップＳ１６において、相判別処理部１１２は、ステップＳ７において作成した相順
組合せリストの末尾に到達したか否かを判断する。相判別処理部１１２は、ステップＳ１
６において、相順組合せリストの末尾に到達していると判断した場合は、ステップＳ１８
に移行し、相順組合せリストの末尾に到達していないと判断した場合は、ステップＳ１７
に移行する。
【０１７７】
　ステップＳ１７において、相判別処理部１１２は、ステップＳ７において作成した相順
組合せリストから、次の組合せを選択する。具体的には、相判別処理部１１２は、データ
記憶部１１３から、相順組合せリストＬPを読み込み、リスト作成時に列挙した順序に従
って、現在選択している組合せの次の組合せを選択する。相判別処理部１１２は、データ
記憶部１１３から、Ａ，Ｂ，Ｃの各端子に対応する相ＲＰAi，ＲＰBi，ＲＰCiを削除する
。
【０１７８】
　そして、相判別処理部１１２は、選択した組合せに基づいて、Ｒ相、Ｓ相およびＴ相の
うち、配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４のＡ，Ｂ，Ｃの各端
子に対応する相を、それぞれ新たにＲＰAi，ＲＰBi，ＲＰCiとしてデータ記憶部１１３に
記憶する。ここで、添え字「ｉ」は、ｉ∈｛選択した配電線区間の負荷端に設置されたセ
ンサ内蔵区分開閉器｝を満たすものとする。ステップＳ１７の処理を終了した後は、図２
に示すステップＳ９に戻る。
【０１７９】
　ステップＳ１８において、相判別処理部１１２は、選択した配電線区間の負荷端に設置
されたセンサ内蔵区分開閉器１０４の接続相の相順と、同区間内の各配電用変圧器の接続
相とを求める。具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、ステップ
Ｓ７において作成した各相順の組合せｐに対する乖離度Ｄp、および接続相の組合せＧRSp

，ＧSTp，ＧTRpを読み込み、乖離度Ｄpが最小となる相順の組合せｐを求める。
【０１８０】
　次に、相判別処理部１１２は、乖離度Ｄpが最小となる相順の組合せｐに対する接続相
の組合せＧRSp，ＧSTp，ＧTRpを、選択した配電線区間内に含まれる単相負荷供給用の配
電用変圧器１０７における接続相の組合せＧRSs，ＧSTs，ＧTRsとしてデータ記憶部１１
３に記憶する。ここで、添え字「ｓ」は、選択した配電線区間の配電線区間番号を表して
いる。
【０１８１】
　次に、相判別処理部１１２は、乖離度Ｄpが最小となる相順の組合せｐから、選択した
配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４のＡ，Ｂ，Ｃの各接続端子
に対応する相を、ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWとしてデータ記憶部１１３に記憶する。ここで
、添え字「ＳＷ」は、センサ内蔵区分開閉器１０４の区分開閉器番号を表している。
【０１８２】
　ステップＳ１９において、相判別処理部１１２は、ステップＳ２において作成した配電
線区間リストが空になっているか否かを判断する。相判別処理部１１２は、ステップＳ１
９において、配電線区間リストが空になっていると判断した場合は、ステップＳ２２に移
行し、配電線区間リストが空になっていないと判断した場合は、ステップＳ２０に移行す
る。
【０１８３】
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　ステップＳ２０において、相判別処理部１１２は、ステップＳ２において作成した配電
線区間リストから、次の配電線区間として、ステップＳ１８までの処理が終わった区間の
負荷側に隣接する区間を選択する。具体的には、相判別処理部１１２は、まず、データ記
憶部１１３から配電線区間リストＬsecを読み込み、データ格納部１１４から区分開閉器
配置データを読み込む。そして相判別処理部１１２は、読み込んだ区分開閉器配置データ
のうち、負荷側区間番号に対応する配電線区間が配電線区間リストＬsecに含まれるデー
タのみを選択する。相判別処理部１１２は、選択した区分開閉器配置データの中から、電
源側区間番号に対応する配電線区間が配電線区間リストＬsecに含まれていないデータを
抽出する。そして、相判別処理部１１２は、抽出したデータの負荷側区間番号を選択し、
選択区間番号Ｓcurとしてデータ記憶部１１３に記憶する。
【０１８４】
　また、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３の配電線区間リストＬsecから、選
択した配電線区間番号を削除する。ステップＳ２０の処理が終了した後は、ステップＳ２
１に移行する。
【０１８５】
　ステップＳ２１において、相判別処理部１１２は、ステップＳ２０において選択した選
択配電線区間の電源端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４の各端子に対応する相を
求める。具体的には、相判別処理部１１２は、まず、データ記憶部１１３から、選択区間
番号Ｓcurと、センサ内蔵区分開閉器１０４の相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWとを
読み込む。次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、Ａ，Ｂ，Ｃの各端子
に対応する相ＳＰA，ＳＰB，ＳＰCを削除する。そして、相判別処理部１１２は、読み込
んだ相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWから、配電線区間番号が選択区間番号Ｓcurと
一致するものを抽出して、各端子に対応する相を新たなＳＰA，ＳＰB，ＳＰCとしてデー
タ記憶部１１３に記憶する。ステップＳ２１の処理が終了した後は、図２に示すステップ
Ｓ５に戻る。
【０１８６】
　ステップＳ２２において、相判別処理部１１２は、出力部１１６によって、相判別の結
果を出力する。具体的には、相判別処理部１１２は、まず、データ記憶部１１３から、セ
ンサ内蔵区分開閉器１０４の相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWおよび各配電線区間内
に含まれる単相負荷供給用の配電用変圧器１０７の接続相の組合せＧRSs，ＧSTs，ＧTRs

を読み込む。次に、相判別処理部１１２は、読み込んだ相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，Ｐ
ＣSWから、区分開閉器番号と、区分開閉器番号に対応するセンサ内蔵区分開閉器１０４の
Ａ，Ｂ，Ｃの各端子が接続されている相とを出力部１１６によって出力する。
【０１８７】
　次に、相判別処理部１１２は、読み込んだ接続相の組合せＧRSs，ＧSTs，ＧTRsから、
ＲＳ相に接続している配電用変圧器番号の一覧、ＳＴ相に接続している配電用変圧器番号
の一覧、およびＴＲ相に接続している配電用変圧器番号の一覧を出力部１１６によって出
力する。たとえば、ＲＳ相に接続している配電用変圧器として、三相４線式の配電用変圧
器が出力されている場合、この出力内容は、三相４線式の配電用変圧器が接続している三
相のうち、いずれの相間から単相負荷に供給しているかを表している。
【０１８８】
　以上のように本実施の形態によれば、時間断面選択部１１１によって選択された時間断
面にセンサ内蔵区分開閉器１０４で計測された配電線１０１の電流情報および電圧情報と
、前記時間断面にスマートメータ１０８で計測された需要家の消費電力量情報と、データ
格納部１１４に格納された配電系統構成情報、配電用変圧器１０７の機器情報および需要
家の供給設備情報とに基づいて、相判別処理部１１２によって、配電用変圧器１０７の接
続相が判別される。
【０１８９】
　配電線１０１の電流情報および電圧情報は、センサ内蔵区分開閉器１０４が、配電線１
０１の導通を制御するために計測した計測値の情報である。また需要家の消費電力量情報
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は、スマートメータ１０８が、自動検針親局１０９に通知するために計測した計測値の情
報である。
【０１９０】
　これらの計測値情報を用いて配電用変圧器１０７の接続相が判別されるので、配電用変
圧器１０７の接続相を判別するために、配電線１０１の電流および電圧などを計測する手
段、および需要家の消費電力量を計測する手段を配電設備に新たに追加する必要はない。
また接続相を判別するために作業者が需要地点に出向く必要はない。
【０１９１】
　具体的に述べると、本実施の形態では、センサ内蔵区分開閉器１０４で計測した配電線
１０１の電流情報および電圧情報、ならびにスマートメータ１０８で計測した需要家の消
費電力量情報といった、本来配電系統で計測している情報のみを用いて、いずれの相から
単相負荷に電力を供給するかを判別することができる。これによって、個数の膨大な需要
家または配電用変圧器１０７ごとに、相判別のための特別な機構を設ける必要がない。ま
た作業者が相を判別するために配電用変電器１０７の設置箇所に出向く必要がない。
【０１９２】
　したがって、配電設備の費用および作業者の作業量を増大させることなく、配電用変圧
器１０７の接続相を容易に判別することができる。ひいては、配電設備の費用および作業
者の作業量を増大させることなく、負荷の接続相を容易に判別することができる。換言す
れば、配電設備の設置費用および作業者の作業量を抑えて、各負荷がいずれの相に接続さ
れているかを容易に判別することができる。
【０１９３】

　また本実施の形態では、相判別処理部１１２は、前述の図２および図３のフローチャー
トに示すように、区分開閉器計測値データから求められる区間内負荷の消費電力量と、ス
マートメータ計測値データから求められる区間内負荷の消費電力量とが最も近くなるよう
に、複数の配電用変圧器１０７における接続相の組合せを求めることによって、各配電用
変圧器１０７の接続相を判別している。
【０１９４】
　すなわち相判別処理部１１２は、まず、区分開閉器計測値データに基づいて、各配電線
区間内の負荷で消費された消費電力量を多相交流電力の相ごとに求める。そして、相判別
処理部１１２は、区分開閉器計測値データから求めた各配電線区間内の相ごとの消費電力
量と、スマートメータ計測値データから求めた各配電線区間内の相ごとの消費電力量とが
最も近くなるように、複数の配電用変圧器１０７における接続相の組合せを求めることに
よって、各配電用変圧器１０７の接続相を判別している。
【０１９５】
　このようにすることによって、各配電用変圧器１０７の接続相を判別可能な相判別装置
１１０を容易に実現することができる。
【０１９６】
　また本実施の形態では、多相交流電力の電気的特性の計測結果である配電線計測値を表
す情報として、センサ内蔵区分開閉器１０４で計測された配電線１０１の電流情報、電圧
情報および位相情報が用いられている。すなわち配電線計測値としては、多相交流電力の
電流、電圧および位相差の全ての計測値が用いられている。
【０１９７】
　電流情報は、多相交流電力の電流、具体的には、センサ内蔵区分開閉器１０４に接続さ
れた配電線１０１の各線電流の実効値の計測値を表す情報である。電圧情報は、多相交流
電力の電圧、具体的には、センサ内蔵区分開閉器１０４に接続された配電線１０１の各線
間電圧の実効値の計測値を表す情報である。位相情報は、多相交流電力の位相差、具体的
には、センサ内蔵区分開閉器１０４に接続された配電線１０１の線電流と線間電圧との位
相差を表す情報である。
【０１９８】
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　＜第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施の形態である相判別装置について説明する。本実施の形態の
相判別装置は、図１に示す前述の第１の実施の形態の相判別装置１１０と構成が同一であ
るので、同一の構成については同一の参照符を付して、図示および共通する説明を省略す
る。
【０１９９】
　本実施の形態では、時間断面選択部１１１は、複数の時間断面を選択する。また出力部
１１６は、時間断面選択部１１１によって選択された複数の時間断面の間で、相判別結果
が等しくなる配電用変圧器１０７の判別結果のみを出力する。
【０２００】
　本発明の第２の実施の形態における相判別装置１１０の動作を具体的に説明する。図５
および図６は、本発明の第２の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０
の処理手順を示すフローチャートである。図５および図６に示すフローチャートは、前述
の図２および図３に示すフローチャートと類似しているので、同一のステップについては
、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。図５および図６に示すフロー
チャートでは、相判別装置１１０の電源が投入されると処理が開始され、図５に示すステ
ップＳ３１に移行する。
【０２０１】
　ステップＳ３１において、時間断面選択部１１１は、相判別の対象とする複数の時間断
面を選択し、選択した複数の時間断面を時間断面リストＬTとしてデータ記憶部１１３に
記憶する。個々の時間断面は、１つの連続した期間として選択してもよいし、複数の不連
続な期間の集まりとして選択してもよい。
【０２０２】
　ステップＳ３２において、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、時間断面
リストＬTを読み込む。そして、相判別処理部１１２は、読み込んだ時間断面リストＬTか
ら、ステップＳ３１において選択した順序に従って、最初の時間断面を取り出し、時間断
面Ｔsとしてデータ記憶部１１３に記憶する。また、相判別処理部１１２は、データ記憶
部１１３に記憶されている時間断面リストＬTから、選択した時間断面を削除する。
【０２０３】
　ステップＳ３２の処理が終了した後は、相判別処理部１１２は、前述の第１の実施の形
態と同様にして、ステップＳ２～ステップＳ２１の処理を行う。本実施の形態では、相判
別処理部１１２は、ステップＳ１９において、配電線区間リストが空になっていると判断
した場合は、ステップＳ３３に移行する。
【０２０４】
　ステップＳ３３において、相判別処理部１１２は、選択した時間断面での相判別処理の
結果をデータ記憶部１１３に記憶し、未処理の時間断面が残っているか否かを判断する。
換言すれば、相判別処理部１１２は、ステップＳ３１において作成した時間断面リストの
末尾に到達したか否かを判断する。相判別処理部１１２は、ステップＳ３３において、未
処理の時間断面が残っていないと判断した場合、換言すれば時間断面リストの末尾に到達
していないと判断した場合は、ステップＳ３４に移行する。相判別処理部１１２は、未処
理の時間断面が残っていると判断した場合、換言すれば時間断面リストの末尾に到達して
いると判断した場合は、ステップＳ３５に移行する。
【０２０５】
　具体的には、相判別処理部１１２は、まずデータ記憶部１１３から、センサ内蔵区分開
閉器１０４の相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSW、および各配電線区間内に含まれる単
相負荷供給用の配電用変圧器の接続相組合せＧRSs，ＧSTs，ＧTRsを読み込む。そして、
相判別処理部１１２は、これらの読み込んだデータを、現在選択している時間断面Ｔsと
関連付けて、ＰＡSWT，ＰＢSWT，ＰＣSWTおよびＧRSsT，ＧSTsT，ＧTRsTとしてデータ記
憶部１１３に記憶する。ここで、添え字「Ｔ」は、関連付けた時間断面を表している。
【０２０６】
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　次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、前記相順決定結果ＰＡSW，Ｐ
ＢSW，ＰＣSW、および前記接続相の組合せＧRSs，ＧSTs，ＧTRsを削除する。最後に、相
判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、時間断面リストＬTを読み込み、時間断
面リストの末尾に到達しているか否かを判断する。相判別処理部１１２は、時間断面リス
トの末尾に到達していないと判断した場合は、ステップＳ３４に移行し、時間断面リスト
の末尾に到達していると判断した場合は、ステップＳ３５に移行する。
【０２０７】
　ステップＳ３４において、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、時間断面
リストＬTを読み込む。そして、相判別処理部１１２は、読み込んだ時間断面リストＬTか
ら、ステップＳ３１において選択した順序に従って、現在選択されている時間断面の次の
時間断面を取り出し、新たな断面Ｔsとしてデータ記憶部１１３に上書きして記憶する。
また、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３に記憶されている時間断面リストＬT

から、今回選択した時間断面を削除する。
【０２０８】
　ステップＳ３５において、相判別処理部１１２は、出力部１１６によって、各時間断面
で結果の等しい相判別結果を出力する。具体的には、相判別処理部１１２は、まずデータ
記憶部１１３から、時間断面ごとのセンサ内蔵区分開閉器１０４の相順決定結果ＰＡSWT

，ＰＢSWT，ＰＣSWTと、各配電線区間内に含まれる単相負荷供給用の配電用変圧器１０７
の接続相の組合せＧRSsT，ＧSTsT，ＧTRsTとを読み込む。次に、相判別処理部１１２は、
全ての時間断面Ｔにおける前記相順決定結果ＰＡSWT，ＰＢSWT，ＰＣSWTが等しい区分開
閉器番号ＳＷについて、この区分開閉器番号と、端子Ａ，Ｂ，Ｃが接続されている相を出
力部１１６によって出力する。
【０２０９】
　次に、相判別処理部１１２は、各配電線区間内に含まれる単相負荷供給用の配電用変圧
器１０７の接続相の組合せＧRSsT，ＧSTsT，ＧTRsTから、全ての時間断面において、同じ
接続相の組合せが得られている配電用変圧器番号を抽出する。相判別処理部１１２は、抽
出した配電用変圧器番号と、その配電用変圧器番号に対応する配電用変圧器１０７の接続
相とを、出力部１１６によって出力する。
【０２１０】
　以上のように本実施の形態によれば、複数の時間断面についてそれぞれ相判別が行われ
、全ての時間断面において同じ相判別結果が得られた配電用変圧器１０７についての相判
別結果が、最終的な相判別結果とされる。これによって、選んだ時間断面によって相判別
結果が異なるような、判別確度の低いセンサ内蔵区分開閉器１０４および配電用変圧器１
０６についての相判別結果を除外し、確度の高い相判別結果だけを得ることができる。
【０２１１】
　＜第３の実施の形態＞
　次に、本発明の第３の実施の形態である相判別装置について説明する。本実施の形態の
相判別装置は、図１に示す前述の第１の実施の形態の相判別装置１１０と構成が同一であ
るので、同一の構成については同一の参照符を付して、図示および共通する説明を省略す
る。
【０２１２】
　本実施の形態では、時間断面選択部１１１は、配電用変圧器１０７ごとの消費電力量に
基づいて、時間断面を選択する。時間断面選択部１１１は、たとえばＣＰＵによって実現
される。時間断面選択部１１１は、スマートメータ計測値と、配電系統の構成情報と、配
電用変圧器１０７の機器情報と、需要家の供給設備情報とに基づいて、相判別を行うため
にいずれの期間の遮断器計測値データ、区分開閉器計測値データおよびスマートメータ計
測値データを使用するかを決定する。
【０２１３】
　本発明の第３の実施の形態における相判別装置１１０の動作を具体的に説明する。図７
および図８は、本発明の第３の実施の形態における相判別処理に関する相判別装置１１０
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の処理手順を示すフローチャートである。図７および図８に示すフローチャートは、前述
の図２および図３に示すフローチャートと類似しているので、同一のステップについては
、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。図７および図８に示すフロー
チャートでは、相判別装置１１０の電源が投入されると処理が開始され、図７に示すステ
ップＳ２に移行する。
【０２１４】
　本実施の形態では、前述の第１の実施の形態と同様にしてステップＳ２～ステップＳ４
の処理が終了した後に、ステップＳ４１に移行する。ステップＳ４１において、相判別処
理部１１２は、相判別に使用する時間断面を選択する。具体的には、相判別処理部１１２
は、まず、ステップＳ３で選択した配電線区間内で、単相で供給を受ける低圧需要家の消
費電力量を、配電用変圧器１０７ごと、およびスマートメータ１０８の計測時刻ごとに集
計する。相判別処理部１１２は、集計結果に基づいて、配電用変圧器１０７間で、最も消
費電力量のばらつきが大きい時間帯を、相判別処理のための時間断面として選択する。
【０２１５】
　具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、ステップＳ３で選択し
た配電線区間の配電線区間番号である選択区間番号Ｓcurを読み込む。また相判別処理部
１１２は、データ格納部１１４から、配電用変圧器配置データおよび配電用変圧器機器デ
ータを読み込む。
【０２１６】
　そして、相判別処理部１１２は、読み込んだ配電用変圧器配置データおよび配電用変圧
器機器データから、選択区間番号Ｓcurに対応する配電線区間内に含まれ、かつ、相線式
が単相３線式または三相４線式である配電用変圧器番号を抽出する。単相で供給を受ける
低圧需要家は、単相３線式または三相４線式の配電用変圧器１０７に接続している。した
がって、相線式が単相３線式または三相４線式の配電用変圧器番号を抽出することは、単
相で供給を受ける低圧需要家に接続された配電用変圧器１０７を抽出することに相当する
。
【０２１７】
　次に、相判別処理部１１２は、データ格納部１１４から、低圧需要家供給設備データを
読み込む。相判別処理部１１２は、読み込んだ低圧需要家供給設備データから、抽出した
配電用変圧器番号ごとに、単相で供給を受ける需要家に設置されたスマートメータ１０８
を抽出する。
【０２１８】
　次に、相判別処理部１１２は、通信部１１５を介して自動検針親局１０９から、予め定
める期間のスマートメータ計測値データを読み込む。予め定める期間は、たとえば過去１
箇月である。そして、相判別処理部１１２は、抽出した各スマートメータ１０８について
、前記予め定める期間内の消費電力量を求める。換言すれば、相判別処理部１１２は、抽
出したスマートメータ１０８ごとに、前記予め定める期間内の消費電力量を求める。前記
予め定める期間内の消費電力量の求め方については、前記スマートメータ計測値データの
説明の通りとする。
【０２１９】
　次に、相判別処理部１１２は、スマートメータ１０８ごとに求めた消費電力量を配電用
変圧器番号ごと、および計測時刻ごとに集計し、消費電力量Ｗmtとする。ここで、添え字
「ｍ」は、配電用変圧器番号を表しており、添え字「ｔ」は、スマートメータ計測値デー
タの計測時刻を表している。
【０２２０】
　次に、相判別処理部１１２は、スマートメータ計測値データの計測時刻ごとに消費電力
量Ｗmtの分散Ｖtを求める。最後に、相判別処理部１１２は、分散Ｖtが最大となる時刻ｔ
を求め、当該時刻を含み、かつセンサ内蔵区分開閉器１０４の計測周期とスマートメータ
の計測周期との最小公倍数となる最小期間を時間断面Ｔsとして選択し、データ記憶部１
１３に記憶する。
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【０２２１】
　次いで、前述の第１の実施の形態と同様にして、ステップＳ５～ステップ２２の処理が
相判別処理部１１２によって行われ、全ての処理手順が終了する。
【０２２２】
　以上のように本実施の形態によれば、相判別処理部１１２は、選択配電線区間内で、単
相で供給を受ける低圧需要家の消費電力量を、配電用変圧器１０７ごと、およびスマート
メータ１０８の計測時刻ごとに集計し、集計結果に基づいて、配電用変圧器１０７間で、
最も消費電力量のばらつきが大きい時間帯を、相判別処理のための時間断面として選択す
る。
【０２２３】
　各配電用変圧器１０７の消費電力量は、判別期間内でばらつくので、消費電力量の近い
配電用変圧器１０７同士で、接続相を互い違いに判定してしまうおそれがある。
【０２２４】
　本実施の形態では、前述のように消費電力量を配電用変圧器１０７ごと、およびスマー
トメータ１０８の計測時間ごとに集計し、最も消費電力量のばらつきが大きい時間帯を時
間断面として選択するので、消費電力量の近い配電用変圧器１０７同士で、接続相を互い
違いに判定する可能性を低くすることができる。したがって、相判別の精度を高くするこ
とができる。
【０２２５】
　＜第４の実施の形態＞
　次に、本発明の第４の実施の形態である相判別装置について説明する。本実施の形態の
相判別装置は、図１に示す前述の第１の実施の形態の相判別装置１１０と構成が同一であ
るので、同一の構成については同一の参照符を付して、図示および共通する説明を省略す
る。
【０２２６】
　本実施の形態において、データ格納部１１４には、配電線１０１が区分される複数の配
電線区間のうち、多相交流電力の相の入れ替えが行われていないことが予め判明している
配電線区間の情報を表すデータを格納しておき、相判別処理において当該データを参照し
、センサ内蔵区分開閉器１０４の相順決定を省略する。
【０２２７】
　具体的には、データ格納部１１４は、前述の第１の実施の形態において述べたデータに
加え、配電線の既知接続情報として、同相配電線区間データを格納する。同相配電線区間
データは、相の入れ替えが行われていないことが予め判明している配電線区間に対応する
配電線区間番号のリストの形で構成されている。
【０２２８】
　本発明の第４の実施の形態における相判別装置１１０の動作を具体的に説明する。図９
～図１１は、本発明の第４の実施の形態における相判別処理に関する相判別処理装置１１
０の処理手順を示すフローチャートである。図９～図１１に示すフローチャートは、前述
の図２および図３に示すフローチャートと類似しているので、同一のステップについては
、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。図９～図１１に示すフローチ
ャートでは、相判別装置１１０の電源が投入されると処理が開始され、図９に示すステッ
プＳ２に移行する。
【０２２９】
　本実施の形態では、前述の第１の実施の形態と同様にしてステップＳ１～ステップＳ６
の処理が終了した後に、ステップＳ５１に移行する。ステップＳ５１において、相判別処
理部１１２は、データ格納部１１４から、同相配電線区間データを読み込み、選択してい
る配電線区間に対応する配電線区間番号が同相配電線区間データ中に含まれているか否か
を判断する。
【０２３０】
　相判別処理部１１２は、ステップＳ５１において、選択している配電線区間に対応する
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配電線区間番号が同相配電線区間データ中に含まれていないと判断した場合は、当該配電
線区間内で相の入れ替えが行われている可能性があると判断して、ステップＳ７に移行す
る。相判別処理部１１２は、ステップＳ５１において、選択している配電線区間に対応す
る配電線区間番号が同相配電線区間データ中に含まれていると判断した場合は、当該配電
線区間内で相の入れ替えが行われていないと判断して、図１０に示すステップＳ５２に移
行する。
【０２３１】
　ステップＳ５２において、相判別処理部１１２は、ステップＳ３で選択した配電線区間
の電源端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４の各端子の接続相から、ステップＳ３
で選択した配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４の各端子の接続
相を選択する。具体的には、相判別処理部１１２は、まずデータ記憶部１１３から、ステ
ップＳ３で選択した配電線区間に対応する配電線区間番号である選択区間番号Ｓcurと、
センサ内蔵区分開閉器１０４の相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWとを読み込む。そし
て、相判別処理部１１２は、読み込んだ相順決定結果ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣSWから、配電
線区間番号が選択区間番号Ｓcurと一致するものを抽出する。相判別処理部１１２は、抽
出した相順決定結果における各端子の相を、そのまま当該配電線区間の負荷端に設置され
たセンサ内蔵区分開閉器１０４の相順組合せとして選択する。
【０２３２】
　そして、相判別処理部１１２は、Ｒ相、Ｓ相およびＴ相のうち、選択した配電線区間の
負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４の各端子Ａ，Ｂ，Ｃに対応する相を、そ
れぞれＲＰAi，ＲＰBi，ＲＰCiとしてデータ記憶部１１３に記憶する。ここで、添え字「
ｉ」は、ｉ∈｛選択した配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器｝を満た
すものとする。
【０２３３】
　このようにして選択配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器１０４の相
順が決定されると、ステップＳ５３に移行する。ステップＳ５３～ステップＳ５８の処理
は、ステップＳ９～ステップＳ１４の処理と同一であるので、共通する説明を省略する。
【０２３４】
　ステップＳ５９において、相判別処理部１１２は、選択配電線区間内の各配電用変圧器
１０７の接続相を求める。具体的には、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から
、各接続相の組合せに対する乖離度ＤCを読み込み、乖離度Ｄcの最小値と、最小値を取る
ときの各相の変圧器グループＧRS，ＧST，ＧTRとを求める。そして、相判別処理部１１２
は、変圧器グループＧRS，ＧST，ＧTRの組み合わせを、選択した配電線区間内に含まれる
単相負荷供給用の配電用変圧器１０７の接続相の組合せＧRSs，ＧSTs，ＧTRsとしてデー
タ記憶部１１３に記憶する。ここで、添え字「ｓ」は、選択した配電線区間の配電線区間
番号を表している。
【０２３５】
　次に、相判別処理部１１２は、データ記憶部１１３から、Ａ，Ｂ，Ｃの各端子に対応す
る相、すなわち相順の組合せＲＰAi，ＲＰBi，ＲＰCiを読み込む。ここで、添え字「ｉ」
は、ｉ∈｛選択した配電線区間の負荷端に設置されたセンサ内蔵区分開閉器｝を満たすも
のとする。そして、相判別処理部１１２は、読み込んだ相順の組合せから、ＲＰAi＝ＰＡ

SW、ＲＰBi＝ＰＢSW、ＲＰCi＝ＰＣSWとなるように、選択した配電線区間の負荷端に設置
されたセンサ内蔵区分開閉器１０４のＡ，Ｂ，Ｃの各端子の相を、ＰＡSW，ＰＢSW，ＰＣ

SWとしてデータ記憶部１１３に記憶する。ここで、添え字「ＳＷ」は、区分開閉器番号を
表している。
【０２３６】
　以上のように本実施の形態によれば、相の入れ替えが行われていないことが予め判明し
ている配電線区間の情報を表すデータをデータ格納部１１４に格納しておき、相判別処理
において当該データを参照する。このように相の入れ替えが行われていないことが予め判
明している配電線区間の情報を活用することによって、配電線区間ごとの相順決定処理を
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省略することができる。したがって、相判別処理を効率的に実行することができる。
【符号の説明】
【０２３７】
　１００　配電系統制御システム、１０１　配電線、１０２　配電用遮断器、１０３　遮
断器子局、１０４　センサ内蔵区分開閉器、１０５　開閉器子局、１０６　配電監視制御
親局、１０７　配電用変圧器、１０８　スマートメータ、１０９　自動検針親局、１１０
　相判別装置、１１１　時間断面選択部、１１２　相判別処理部、１１３　データ記憶部
、１１４　データ格納部、１１５　通信部、１１６　出力部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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