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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電圧不平衡の原因の特定を支援する方法であって、
　情報処理装置に、
　三相配電線に設けた第１測定点の所定期間における電圧値の変化である第１電圧測定情
報を取得するステップ、
　前記三相配電線に設けた第２測定点の前記所定期間における電圧値の変化である第２電
圧測定情報を取得するステップ、
　前記三相配電線の前記第１測定点と前記第２測定点との間に接続している需要家負荷の
前記所定期間の消費電力量の変化である消費電力量情報を取得するステップ、
　前記第１電圧測定情報に基づき前記所定期間における第１電圧不平衡率を生成するステ
ップ、
　前記第２電圧測定情報に基づき前記所定期間における第２電圧不平衡率を生成するステ
ップ、
　前記所定期間における、前記第１電圧不平衡率と前記第２電圧不平衡率との差の変化で
ある電圧不平衡率差分情報を生成するステップ、及び
　前記消費電力量情報と前記電圧不平衡率差分情報との相関を求めるステップ
　を実行させることを特徴とする不平衡原因の特定を支援する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の不平衡原因の特定を支援する方法であって、
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　前記情報処理装置に、
　前記相関を、前記第１測定点と前記第２測定点との間に接続している複数の需要家負荷
の夫々について求め、求めた前記相関のうち最も相関の高い前記需要家負荷を示す情報を
出力するステップ
　を更に実行させることを特徴とする不平衡原因の特定を支援する方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の不平衡原因の特定を支援する方法であって、
　前記第１測定点に前記第１電圧測定情報を測定する第１電圧測定器を設け、
　前記第２測定点に前記第２電圧測定情報を測定する第２電圧測定器を設け、
　前記需要家負荷に前記消費電力量情報を測定する消費電力量測定器を設け、
　前記第１電圧測定器、前記第２電圧測定器、及び前記消費電力量測定器は、前記情報処
理装置に通信可能に接続され、
　情報処理装置は、
　前記第１電圧測定器と通信することにより、前記第１電圧測定情報を取得し、
　前記第２電圧測定器と通信することにより、前記第２電圧測定情報を取得し、
　前記消費電力量測定器と通信することにより、前記消費電力量情報を取得する
　ことを特徴とする不平衡原因の特定を支援する方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の不平衡原因の特定を支援する方法であって、
　前記第１電圧不平衡率及び前記第２電圧不平衡率は、前記電圧値における各線間電圧を
Ｖｕｖ、Ｖｖｗ、Ｖｗｕ（Ｖ）、正相電圧をＶ１、及び逆相電圧をＶ２としたときに、

　なる式によって求める
　ことを特徴とする不平衡原因の特定を支援する方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の不平衡原因の特定を支援する方法であって、
　前記第１測定点又は前記第２測定点は、開閉器の前記三相配電線上の接続部、又は変電
所の前記三相配電線上の接続部のうちの少なくともいずれかである
　ことを特徴とする不平衡原因の特定を支援する方法。
【請求項６】
　電圧不平衡の原因の特定を支援する方法に用いる情報処理装置であって、
　三相配電線に設けた第１測定点の所定期間における電圧値の変化である第１電圧測定情
報を取得し、
　前記三相配電線に設けた第２測定点の前記所定期間における電圧値の変化である第２電
圧測定情報を取得し、
　前記三相配電線の前記第１測定点と前記第２測定点との間に接続している需要家負荷の
前記所定期間の消費電力量の変化である消費電力量情報を取得し、
　前記第１電圧測定情報に基づき前記所定期間における第１電圧不平衡率を生成し、
　前記第２電圧測定情報に基づき前記所定期間における第２電圧不平衡率を生成し、
　前記所定期間における、前記第１電圧不平衡率と前記第２電圧不平衡率との差の変化で
ある電圧不平衡率差分情報を生成し、
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　前記消費電力量情報と前記電圧不平衡率差分情報との相関を求め、
　前記相関を、前記第１測定点と前記第２測定点との間に接続している複数の需要家負荷
の夫々について求め、求めた前記相関のうち最も相関の高い前記需要家負荷を示す情報を
出力する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三相配電線の電圧不平衡原因の特定支援方法、及びこの方法に用いる情報処
理装置に関し、三相配電線の電圧不平衡の原因を容易に特定できるようにするための技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力品質指標の１つである三相配電線の電圧不平衡は、配電系統側においては設備利用
率の低下、電圧降下の増大などの要因となり、一方、需要家側では、誘導電動機の加熱、
効率低下、トルク減少、出力制限などの要因となる。このため、電圧不平衡の原因を特定
するための様々な方策がとられている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、三相の架空配電線に装着されて相電圧及び相電流を検出するセ
ンサ部と、センサ部からの各相の相電圧及び相電流に基づいて零相電圧及び零相電流を生
成し、零相電圧及び零相電流の値が予め設定した判定値を越えるときに地絡事故の発生の
有無を判定し、さらに零相電圧と零相電流との間の位相差に基づいて地絡事故の発生方向
を判定する検出手段と、判定値を設定するための入力手段と、検出手段が地絡事故を判定
したとき、地絡事故の発生方向、零相電圧及び零相電流の値を表示する表示部と、地絡事
故の発生方向、零相電圧及び零相電流の値、各種のデータを記憶する記憶手段を備えるこ
とが記載されている。
【０００４】
　また特許文献２には、配電系統の複数時間断面の計測情報を格納する計測情報データベ
ースと、配電系統の系統構成と線路インピーダンスとを格納する設備情報データベースと
、配電系統の負荷定格容量と複数時間断面の負荷需要率とを格納する負荷情報データベー
スと、不平衡率許容値および各データベースから出力される各情報から線間電圧変化量上
下限値と負荷移動量上下限値とを算出する上下限値算出部と、上下限値算出部により算出
された線間電圧変化量上下限値と負荷移動量上下限値とに基づいて電圧不平衡の最小化を
目的関数として配電系統の複数時間断面の電圧不平衡を解消するための負荷移動量を最適
化計算により求める負荷移動量算出部とを備える電圧不平衡解消支援装置が記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－０９５１４５号公報
【特許文献２】特開２００９－１２４９１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　電力会社においては、需要家負荷から電圧不平衡について電力会社に問い合わせがあっ
た場合、電力会社の作業員が現場に訪問して配電線や需要家負荷の調査を行っている。そ
してこの現場調査に際し、作業員は電圧不平衡の原因がその需要家負荷の側にあるのか、
それとも配電線側に原因があるのかを検証するが、この検証のために多大な時間やコスト
を費やしている。
【０００７】
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　本発明はこのような背景に鑑みてなされたもので、三相配電線の電圧不平衡の原因の特
定を容易に行えるようにすることが可能な三相配電線の電圧不平衡原因の特定支援方法、
及びこの方法に用いる情報処理装置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】
【０００８】
　上記目的達成のための、本発明のうちの一つは、電圧不平衡の原因の特定を支援する方
法であって、
　情報処理装置に、
　三相配電線に設けた第１測定点の所定期間における電圧値の変化である第１電圧測定情
報を取得するステップ、
　前記三相配電線に設けた第２測定点の前記所定期間における電圧値の変化である第２電
圧測定情報を取得するステップ、
　前記三相配電線の前記第１測定点と前記第２測定点との間に接続している需要家負荷の
前記所定期間の消費電力量の変化である消費電力量情報を取得するステップ、
　前記第１電圧測定情報に基づき前記所定期間における第１電圧不平衡率を生成するステ
ップ、
　前記第２電圧測定情報に基づき前記所定期間における第２電圧不平衡率を生成するステ
ップ、
　前記所定期間における、前記第１電圧不平衡率と前記第２電圧不平衡率との差の変化で
ある電圧不平衡率差分情報を生成するステップ、
　前記消費電力量情報と前記電圧不平衡率差分情報との相関を求める。
【０００９】
　本発明によれば、第１測定点及び第２測定点から取得した情報に基づく電圧不平衡率差
分情報と需要家負荷の消費電力量情報との相関を自動的に求めることができる。これによ
れば電力会社等は、三相配電線のいずれにおいて電圧不平衡の要因が発生しているのかを
容易に把握することができる。また第１測定点と第２測定点の間に接続している需要家負
荷が電圧不平衡の原因となっているのかを容易に判断することができる。
【００１０】
　尚、前記第１測定点又は前記第２測定点は、開閉器の前記三相配電線上の接続部、又は
変電所の前記三相配電線上の接続部のうちの少なくともいずれかである。
【００１１】
　本発明のうちの一つは、不平衡原因の特定を支援する上記方法であって、
　前記情報処理装置に、
　前記相関を、前記第１測定点と前記第２測定点との間に接続している複数の需要家負荷
の夫々について求め、求めた前記相関のうち最も相関の高い前記需要家負荷を示す情報を
出力するステップ
　を更に実行させる。
【００１２】
　これにより、第１測定点と前記第２測定点との間に接続している需要家負荷のうち、電
圧不平衡の原因となっている可能性の高い需要家負荷を特定するための情報を提供するこ
とができる。
【００１３】
　本発明のうちの一つは、不平衡原因の特定を支援する上記方法であって、
　前記第１測定点に前記第１電圧測定情報を測定する第１電圧測定器を設け、
　前記第２測定点に前記第２電圧測定情報を測定する第２電圧測定器を設け、
　前記需要家負荷に前記消費電力量情報を測定する消費電力量測定器を設け、
　前記第１電圧測定器、前記第２電圧測定器、及び前記消費電力量測定器は、前記情報処
理装置に通信可能に接続され、
　情報処理装置は、
　前記第１電圧測定器と通信することにより、前記第１電圧測定情報を取得し、
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　前記第２電圧測定器と通信することにより、前記第２電圧測定情報を取得し、
　前記消費電力量測定器と通信することにより、前記消費電力量情報を取得する。
【００１４】
　情報処理装置は、第１電圧測定器、第２電圧測定器、及び消費電力量測定器と通信可能
に接続し、第１電圧測定器及び第２電圧測定器から第１電圧測定情報及び第２電圧測定情
報を取得し、消費電力量測定器から消費電力量情報を取得する。このため、例えば需要家
等から電力会社に電圧不平衡の申し出があった場合には、現地で電圧値を実測し解析する
必要がなく、迅速に発生原因を顧客に回答することができる。また電圧不平衡の管理を中
央制御所等において集中して行うことができるので、電力管理の業務負荷が軽減される。
【００１５】
　本発明のうちの一つは、不平衡原因の特定を支援する上記方法であって、
　前記第１電圧不平衡率及び前記第２電圧不平衡率は、前記電圧値における各線間電圧を
Ｖｕｖ、Ｖｖｗ、Ｖｗｕ（Ｖ）、正相電圧をＶ１、及び逆相電圧をＶ２としたときに、

　なる式によって求める。
【００１６】
　その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明を実施するための形態の欄、
及び図面により明らかにされる。
【発明の効果】
【００１７】
 本発明によれば、三相配電線の電圧不平衡の原因の特定を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】配電系統１及び配電監視システム２の概略的な構成を示す図である。
【図２】配電監視システム２の機能の概略を説明する図である。
【図３】情報処理装置３０のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図４】電圧不平衡原因特定支援装置２０の機能を示す図である。
【図５】測定点電圧管理テーブル５００の一例を示す図である。
【図６】消費電力量管理テーブル６００の一例を示す図である。
【図７】電圧不平衡原因特定支援装置２０によって行われる処理を説明するフローチャー
トである。
【図８】電圧不平衡率の算出方法を説明する図である。
【図９】電圧不平衡率差分情報２１３の生成方法を説明する図である。
【図１０】相関生成部４５の処理の流れを説明するフローチャートである。
【図１１】相関判定基礎テーブル１１００の一例を示す図である。
【図１２】相関判定関数ｍ（Ｄｉ（ｔ），　Ｌｉ（ｔ））を生成する方法を説明する図で
ある。
【図１３】相関生成部４５の判断結果の出力例である。
【図１４】需要家負荷ごとの相関指数の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　以下、実施の形態について図面を参照しつつ説明する。図１に実施形態として説明する
配電系統１及び配電監視システム２の構成を示している。
【００２０】
　配電系統１は、同図に示すように、変電所１０から需要家負荷１２に電力を供給する三
相配電線１３と、開閉器１１（１～４）を含む。開閉器１１（１）と開閉器１１（２）と
を結ぶ三相配電線１３の区間には、需要家負荷１２（１）が接続している。開閉器１１（
２）と開閉器１１（３）とを結ぶ三相配電線１３の区間には、需要家負荷１２（２～３）
が接続している。開閉器１１（３）と開閉器１１（４）とを結ぶ三相配電線１３の区間に
は、需要家負荷１２（４）が接続している。
【００２１】
　配電監視システム２は、電圧不平衡原因特定支援装置２０、開閉器１１の夫々に設けら
れた電圧測定器１５、及び需要家負荷１２の夫々に設けられた消費電力量測定器１６を含
む。
【００２２】
　電圧不平衡原因特定支援装置２０は、電力会社の制御センタに設けられた情報処理装置
である。電圧不平衡原因特定支援装置２０は、開閉器１１の夫々に設けられた電圧測定器
１５、及び需要家負荷１２の夫々に設けられた消費電力量測定器１６と通信ネットワーク
５を介して通信可能に接続されている。通信ネットワーク５は、例えばＬＡＮ（Local Ar
ea Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、インターネット、公衆通信網、専用線等
、又は光ファイバ等である。
【００２３】
　開閉器１１の夫々に設けられた電圧測定器１５は、夫々が設けられている開閉器１１の
三相配電線１３上の接続部における各相の電圧値の変化を測定する。また需要家負荷１２
の夫々に設けられた消費電力量測定器１６は、夫々が設けられている需要家負荷１２の消
費電力量を計測する。電圧不平衡原因特定支援装置２０は、通信ネットワーク５を介して
、各開閉器１１の電圧測定器１５から随時電圧測定値を取得する。また電圧不平衡原因特
定支援装置２０は、通信ネットワーク５を介して、各需要家負荷１２の消費電力量測定器
１６から消費電力量を取得する。
【００２４】
　図２は配電監視システム２の機能の概略を説明する図である。
　電圧不平衡原因特定支援装置２０は、開閉器１１（１～４）のうちの一つ（以下、第１
開閉器１１と称する。）の電圧測定器１５から送られてくる電圧測定値に基づいて、第１
開閉器１１の三相配電線１３上の接続部（以下、第１測定点と称する。）における所定期
間の電圧値の変化である第１電圧測定情報を取得する。
【００２５】
　また電圧不平衡原因特定支援装置２０は、第１開閉器１１とは異なる他の開閉器１１（
以下、第２開閉器１１と称する。）の電圧測定器１５から送られてくる電圧測定値に基づ
いて、第２開閉器１１の三相配電線１３上の接続部（以下、第２測定点と称する。）にお
ける上記所定期間の電圧値の変化である第２電圧測定情報を取得する。
【００２６】
　また電圧不平衡原因特定支援装置２０は、第１測定点と第２測定点との間の三相配電線
１３上に接続している需要家負荷１２の消費電力量測定器１６から送られてくる消費電力
量に基づいて、需要家負荷１２の上記所定期間の消費電力量の変化である消費電力量情報
２１１を取得する。
【００２７】
　また電圧不平衡原因特定支援装置２０は、第１電圧測定情報に基づく上記所定期間にお
ける三相配電線１３の電圧不平衡率２１２（以下、第１電圧不平衡率と称する。）を生成
する。また電圧不平衡原因特定支援装置２０は、第２電圧測定情報に基づく上記所定期間
における三相配電線１３の電圧不平衡率２１２（以下、第２電圧不平衡率と称する。）を
生成する。
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【００２８】
　また電圧不平衡原因特定支援装置２０は、上記所定期間における、第１電圧不平衡率と
第２電圧不平衡率２１２との差の変化である電圧不平衡率差分情報２１３を生成する。尚
、差の変化の詳細については後述する。
【００２９】
　そして電圧不平衡原因特定支援装置２０は、消費電力量情報２１１及び電圧不平衡率差
分情報２１３に必要な規格化処理を行って、消費電力量情報２１１と電圧不平衡率差分情
報２１３との相関を求める。
【００３０】
　以上によれば、第１測定点及び第２測定点から取得した情報に基づく電圧不平衡率差分
情報２１３と需要家負荷１２の消費電力量情報２１１との相関を電圧不平衡原因特定支援
装置２０によって自動的に求めることができる。これによれば、電力会社等は、三相配電
線１３のいずれにおいて電圧不平衡の要因が発生しているのかを把握することができる。
また第１測定点と第２測定点の間に接続している需要家負荷１２が電圧不平衡の原因とな
っているかを判断することができる。尚、上記測定点は、開閉器１１の三相配電線１３上
の接続部に限らず、例えば変電所１０の接続部としてもよい。
【００３１】
　図３は電圧不平衡原因特定支援装置２０として利用可能な情報処理装置３０のハードウ
エア構成の一例を示している。同図に示すように、この情報処理装置３０は、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）やＭＰＵ（Micro Processor Unit）などの中央処理装置３１、
ＲＡＭ（random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）などのメモリ３２、ハー
ドディスクドライブや半導体記憶装置（ＳＳＤ）（SSD:Solid State Drive）などの外部
記憶装置３３、ユーザから操作入力を受け付けるキーボードやマウスなどの入力装置３４
、ユーザに情報を提示する液晶モニタやプリンタなどの出力装置３５、及び、ＮＩＣ（Ne
twork Interface Card、無線通信モジュールなどの、通信ネットワーク５を介して他の装
置と通信するためのハードウエアである通信インタフェース３６を備えている。
【００３２】
　図４は電圧不平衡原因特定支援装置２０の機能を説明する図である。
　同図に示すように、電圧不平衡原因特定支援装置２０は、電圧測定情報取得部４１、消
費電力量情報取得部４２、電圧不平衡率生成部４３、電圧不平衡率差分情報生成部４４、
相関生成部４５、及び不平衡原因特定情報生成部４６を備える。尚、これらの機能は、電
圧不平衡原因特定支援装置２０のハードウエアにより、もしくは、電圧不平衡原因特定支
援装置２０の中央処理装置３１が、メモリ３２や外部記憶装置３３に格納されているプロ
グラムを読み出して実行することにより実現される。
【００３３】
　電圧測定情報取得部４１は、通信ネットワーク５を介して、各開閉器１１の電圧測定器
１５から、各測定点における所定期間の電圧値の変化である電圧測定情報を受信（取得）
する。消費電力量情報取得部４２は、通信ネットワーク５を介して、各需要家負荷１２の
消費電力量測定器１６から、第１測定点と第２測定点との間に接続している需要家負荷１
２の上記所定期間の消費電力量である消費電力量情報を取得する。電圧不平衡率生成部４
３は、電圧測定情報に基づき上記所定期間における電圧不平衡率（第１電圧不平衡率、第
２電圧不平衡率）を生成する。電圧不平衡率差分情報生成部４４は、上記所定期間におけ
る、２測定点間の電圧不平衡率（第１電圧不平衡率、第２電圧不平衡率）の差の変化であ
る電圧不平衡率差分情報を生成する。相関生成部４５は、消費電力量情報と電圧不平衡率
差分情報との相関を求める。不平衡原因特定情報生成部４６は、第１測定点と第２測定点
との間に複数の需要家負荷１２が存在する場合、上記相関をこれら複数の需要家負荷１２
の夫々について求め、求めた相関のうち最も相関の高い需要家負荷１２を示す情報を出力
する。
【００３４】
　図５は、電圧不平衡原因特定支援装置２０において管理される測定点電圧管理テーブル
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５００の一例である。同図に示すように、測定点電圧管理テーブル５００は、測定点ごと
に固有に付与される設備番号が設定される設備番号５０１、測定点に設けられる変電所１
０や開閉器１１等の設備（以下、負荷設備と称する。）の名称が設定される負荷設備５０
２、負荷設備の電圧測定情報（各相の線間電圧）が設定される線間電圧５０３（Ｖｕｖ１
，Ｖｖｗ１，Ｖｗｕ１，・・・）、及び対応する線間電圧５０３から求められる電圧不平
衡率（Ｆ１（ｔ），・・・）が設定される電圧不平衡率５０４の各項目を含む一つ以上の
レコードからなる。
【００３５】
　図６は、電圧不平衡原因特定支援装置２０において管理される需要家消費電力量管理テ
ーブル６００の一例を示す。同図に示すように、消費電力量管理テーブル６００は、需要
家ごとに付与される需要家番号が設定される需要家番号６０１、需要家の名称が設定され
る需要家名６０２、及び対応する需要家の需要家負荷１２の消費電力量情報（Ｌ１（ｔ）
，Ｌ２（ｔ），・・・）が設定される消費電力量情報６０３の各項目を含む一つ以上のレ
コードからなる。
【００３６】
　図７は、電圧不平衡原因特定支援装置２０によって行われる処理（以下、電圧不平衡原
因特定支援処理Ｓ７００）を説明するフローチャートである。まず電圧測定情報取得部４
１は、通信ネットワーク５を介して、開閉器１１の電圧測定器１５から、第１測定点にお
ける所定期間の電圧値の変化である第１電圧測定情報、及び第２測定点における上記所定
期間の電圧値の変化である第２電圧測定情報をそれぞれ取得する（Ｓ７１１，Ｓ７１２）
。
【００３７】
　次に消費電力量情報取得部４２は、通信ネットワーク５を介して、需要家負荷１２の消
費電力量測定器１６から、第１測定点と第２測定点との間に接続している需要家負荷１２
の上記所定期間の消費電力量の変化である消費電力量情報２１１を取得する（Ｓ７１３）
。
【００３８】
　続いて電圧不平衡率生成部４３は、第１電圧測定情報に基づき上記所定期間における第
１電圧不平衡率（Ｓ７１４）を求める。また電圧不平衡率生成部４３は、第２電圧測定情
報に基づき上記所定期間における第２電圧不平衡率（Ｓ７１５）をそれぞれ生成する。
【００３９】
　ここで電圧不平衡率（第１電圧不平衡率及び第２電圧不平衡率）は、図８に示すように
、三相配電線１３の各線間電圧値をＶｕｖ、Ｖｖｗ、Ｖｗｕ（Ｖ）とし、正相電圧をＶ１
、及び逆相電圧をＶ２として次式によって求める。

【００４０】
　図７に戻り、電圧不平衡率差分情報生成部４４は、上記所定期間における第１電圧不平
衡率と第２電圧不平衡率の差の変化である電圧不平衡率差分情報２１３を生成する（Ｓ７
１６）。
【００４１】
　図９は電圧不平衡率差分情報２１３の生成方法を説明する図である。同図に示すように
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、所定期間（ｔ＝ｔＡ～ｔＩ）における、第１電圧不平衡率Ｆ１（ｔ）（符号９１）及び
第２電圧不平衡率Ｆ２（ｔ）（符号９２）が取得されている場合（Ｓ７１１～Ｓ７１５）
、電圧不平衡率差分情報生成部４４は、この所定期間に亘ってＤ１（ｔ）＝Ｆ２（ｔ）－
Ｆ１（ｔ）（ｔ＝ｔＡ～ｔＩ）を算出することにより、第１電圧不平衡率と第２電圧不平
衡率との差の変化である電圧不平衡率差分情報Ｄ１（ｔ）（ｔ＝ｔＡ～ｔＩ）（符号９３
）を生成する。
【００４２】
　図７に戻り、相関生成部４５は、消費電力量情報２１１と電圧不平衡率差分情報２１３
との相関を求める（Ｓ７１７）。より具体的には、消費電力量情報２１１と電圧不平衡率
差分情報２１３との相関は、消費電力量情報Ｌ（ｔ）と電圧不平衡率差分情報Ｄ（ｔ）と
を例えば同一値「１」で規格化（Normalization）した上で相関係数を求めることにより
行う。
【００４３】
　消費電力量情報２１１と電圧不平衡率差分情報２１３との相関はまた次のようにして求
めることもできる。即ち図１０に示すように、まず相関生成部４５は、図１１に示す相関
判定基礎テーブル１１００に基づき相関判定関数ｍ（Ｄｉ（ｔ），Ｌｉ（ｔ））を生成し
、生成した相関判定関数により、次式に示す相関指数Ｍｉを生成する（ｉは各測定点によ
り区画された区間である測定区間である。）（Ｓ１０１１）。
　　　　　　　相関指数Ｍｉ＝一致数／（一致数＋不一致数）
【００４４】
　次に相関生成部４５は、求めた相関指数Ｍｉを、予め設定した閾値Ｔと比較することで
、Ｄｉ（ｔ）とＬｉ（ｔ）の相関の有無を判断する（Ｓ１０１２）。そして相関生成部４
５は、上記判断の結果を出力する（Ｓ１０１３）。
【００４５】
　図１１に示すように、相関判定基礎テーブル１１００は、対象区間（第１測定点と第２
測定点との間の区間）を示す区間番号が設定される区間番号１１０１、区間の名称が設定
される測定区間１１０２、対象区間の電圧不平衡率差分情報２１３が設定される電圧不平
衡率差分情報１１０３、対象区間に接続している需要家負荷１２の名称が設定される区間
内需要家１１０４、及びその需要家負荷１２の消費電力量情報が設定される消費電力量情
報１１０５の各項目を含む１つ以上のレコードからなる。
【００４６】
　図１２は、Ｓ１０１１において、相関生成部４５が、相関判定関数ｍ（Ｄｉ（ｔ），Ｌ
ｉ（ｔ））を生成する方法を説明する図である。同図に示すように、相関生成部４５は、
電圧不平衡率差分情報Ｄｉ（ｔ）（符号１１０３）の測定期間（所定期間）を、それぞれ
時間帯Δｔ０、Δｔ１、・・・、Δｔ１１に分割する。次に相関生成部４５は、Ｄｉ（ｔ
）が、時間帯Δｔ６において最大値をとり、時間帯Δｔ７において２番目に大きな値をと
り、時間帯Δｔ８において３番目に大きな値をとり、時間帯Δｔ５において４番目に大き
な値をとり、時間帯Δｔ２において５番目に大きな値をとることを取得する。
【００４７】
　次に相関生成部４５は、消費電力量情報Ｌｉ（ｔ）（符号１１０５）の測定期間（所定
期間）を時間帯Δｔ０、Δｔ１、・・・、Δｔ１１に分割する。次に相関生成部４５は、
Ｌｉ（ｔ）が、時間帯Δｔ６において最大値をとり、時間帯Δｔ７において２番目に大き
な値をとり、時間帯Δｔ８において３番目に大きな値をとり、時間帯Δｔ５において４番
目に大きな値をとり、時間帯Δｔ４において５番目に大きな値をとることを取得する。
【００４８】
　続いて相関生成部４５は、取得した内容に基づき、Ｄｉ（ｔ）とＬｉ（ｔ）の相関の有
無を判断する。即ちまず相関生成部４５は、Ｄｉ（ｔ）及びＬｉ（ｔ）がいずれも時間帯
Δｔ６において最も大きな値になっている点で一致し、時間帯Δｔ７において２番目に大
きな値になっている点で一致し、時間帯Δｔ８において３番目に大きな値になっている点
で一致し、時間帯Δｔ５において４番目に大きな値になっている点で一致していること、
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及び、Ｄｉ（ｔ）が５番目に大きな値をとる時間帯がΔｔ２である一方、Ｌｉ（ｔ）が５
番目に大きな値をとる時間帯がΔｔ４である点で相違していることを取得する。図１３に
以上の相関生成部４５の判断結果を纏めた図表を示す。
【００４９】
　上記の例では相関指数Ｍｉ＝一致数／（一致数＋不一致数）＝０．８であるので、例え
ば上記閾値Ｔが０．６であるならば、相関生成部４５は「相関有り」と判断し（Ｓ１０１
２：Ｙｅｓ）、その旨を示す情報を出力する（Ｓ１０１３）。また例えば上記閾値Ｔが０
．９であるならば、相関生成部４５は「相関無し」と判断する（Ｓ１０１２：Ｎｏ）。
【００５０】
　以上によれば、第１測定点及び第２測定点から取得した情報に基づく電圧不平衡率差分
情報２１３と需要家負荷１２の消費電力量情報２１１との相関を自動的に求めることがで
きる。これによれば、電力会社等は、三相配電線１３のいずれにおいて電圧不平衡の要因
が発生しているのかを把握することができる。また第１測定点と第２測定点の間に接続し
ている需要家負荷１２が電圧不平衡の原因となっているかを判断することができる。
【００５１】
　これにより電力会社等は、三相配電線１３の相間に偏りのない良質の電気を各需要家に
供給することができる。また電力会社等の三相配電線１３の電圧管理業務を容易にするこ
とができる。
【００５２】
　ところで、第１測定点と第２測定点の間に複数の需要家負荷１２が存在する場合には、
不平衡原因特定情報生成部４６は、以上のようにして求めた相関を、複数の需要家負荷１
２の夫々について求める。これにより、電圧不平衡の原因となっている可能性の高い需要
家負荷１２を特定するのに有用な情報を得ることができる。例えば第１測定点と第２測定
点の間に４つの需要家負荷１２が存在し、相関指数Ｍｉが図１４に示すように求められた
場合、相関指数Ｍｉの最も高い需要家負荷１２である「需要家負荷１」が、電圧不平衡の
原因になっている可能性が高いと判断することができる。
【００５３】
　以上に説明した実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を
限定するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると
共に、本発明にはその等価物が含まれることは勿論である。
【符号の説明】
【００５４】
１　配電系統
２　配電監視システム
５　通信ネットワーク
１０　変電所
１１　開閉器
１２　需要家負荷
１３　三相配電線
１５　電圧測定器
１６　消費電力量測定器
２０　電圧不平衡原因特定支援装置
２１１　消費電力量情報
２１２　電圧不平衡率
２１３　電圧不平衡率差分情報
５００　測定点電圧管理テーブル
５０１　設備番号
５０２　負荷設備
５０３　線間電圧
５０４　電圧不平衡率
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６００　消費電力量管理テーブル
６０１　需要家番号
６０２　需要家名
６０３　消費電力量情報
１１００　相関判定基礎テーブル
１１０１　区間番号
１１０２　測定区間
１１０３　電圧不平衡率差分情報
１１０４　区間内需要家
１１０５　消費電力量情報

【図１】 【図２】

【図３】
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