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まえがき

大口需要家（契約電力 500 kW以上）の検針業務は，契

約内容が多種多様であるため，一般的に電力会社の社員に

よる検針が行われている。また，毎月同じ日に検針を行い，

多くの検針日が月末，翌月 1日に集中しており，検針業務

の効率化が課題となっていた。さらに，近年の電力需要の

昼夜間格差の増大に伴い，大口需要家の負荷状況を綿密に

把握する必要性が高まっていることから，大口需要家向け

自動検針システムの早期実用化が望まれていた。

こうした背景のなか，富士電機は，東京電力（株）および

九州電力（株）と共同研究にて大口需要家向け自動検針シス

テムのセンタ側網制御装置，伝送端末，使用電力量表示端

末（以下，表示端末と略す），通信機能付電力需給用複合

計器（以下，複合計器と略す）の開発を行い，現在納入中

である。

以下に大口需要家向け自動検針システムの概要を紹介す

る。

大口需要家向け自動検針システムの概要

２.１ システムの基本構成

図１に本システムの基本構成，表１に本システムの構成

機器の機能概要を示す。営業所・支店に設置された中央装

置から，各種伝送路網およびそれら各網に対応した伝送端

末を経由し，複合計器の計量指示値を読み取ることにより

検針が行われる。なお，複合計器，表示端末の上位系イン

タフェースは，接続線数が少なく，物理的なスペースも小

さくなる 2線式の電流ループ双方向通信方式を採用してい

る。表示端末は，時間帯別計量の必要な需要家に設置し，

複合計器にて計量した指示値をもとに，時間帯別の計量結

果の表示を行う。図２に複合計器の外観，図３に表示端末

の外観を示す。

２.２ システム機能

表２に示すように，計量日に確定した確定値の検針を行

大口需要家向け自動検針システム
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図１　大口需要家向け自動検針システムの基本構成

図２　通信機能付電力需給用複合計器の外観

表１　大口需要家向け自動検針システム構成機器の概要

構成機器

™伝送路網，伝送端末を介し，複合計器にて計量した指
　示値の収集，表示を行う。

™中央装置からの指令に基づき複合計器の指示値を読み
　取り，返信する。

™複合計器にて計量した指示値を時間帯別にデータ演算
　し，表示を行う。
™上位系からの指令により，複合計器と通信を行い，伝
　送端末を介して計量値を返信する。
™指針30分値×44日分を記憶する。

™使用電力量を計量し，上位系からの指令により，伝送
　端末を介して計量値を返信する。
™指針30分値×10日分を記憶する。

中央装置

伝送端末

表示端末

複合計器

機　能
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う例日・個別検針機能に加えて，30分ごとの使用電力量を

把握するため，30分値収集機能を持たせている。

納入システム

３.１ 納入システムの概要

表３に東京電力（株），九州電力（株）の大口需要家向け自

動検針システムの概要を示す。

３.２ 東京電力（株）大口需要家向け自動検針システム

３.２.１ システム構成

図４に本システムの構成を示す。東京電力（株）では，大

口需要家向け自動検針システム用の伝送路として，NTT

〔日本電信電話（株）〕回線，光回線が使用されている。NTT

回線では，ノーリンギング通信方式（３.２.２項参照）を利

用し，新たに伝送路を布設する必要のないシステム構成と

なっている。

富士電機は，NTT回線のシステムのうち，東京電力

（株）の支店に設置されるセンタ側網制御装置（TPC-NCU），

需要家に設置される端末側網制御装置（TP-NCU），複合

計器および表示端末を納入した。

３.２.２ ノーリンギング通信方式

本システムでは，伝送路として一般のNTT回線を使用

するが，自動検針を行う際に需要家の電話のベルを鳴らさ

ずに自動検針用伝送装置との通信が可能となるノーリンギ

ング通信方式を利用している。伝送手順としては，まず

NTTの電話局内のノーリンギングトランクと回線をつな

いだ後，需要家の電話番号をかけることによりノーリンギ

ング通信が可能となる。なお，通信中に需要家の電話を使

用した場合には，通信は自動的に切れ通話優先となる。

表４に通信仕様を示す。

３.２.３ センタ側網制御装置（TPC---NCU）

図５に外観を示す。本機器は，中央装置からの起動によ

りノーリンギング通信サービスのインタフェースに準拠し

た回線接続動作を行う。また，発信に際してノーリンギン

グ回線および端末側網制御装置の応答を自動的に確認し，

異常が発生した場合，そのエラー情報を中央装置に転送す
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図３　使用電力量表示端末の外観
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図４　東京電力（株）大口需要家向け自動検針システムの構成

表２　大口需要家向け自動検針システムの機能（電文）概要 

分　類 

複合計器に 
対する設定 
・確認指令 
電文 

表示端末に 
対する設定 
・確認指令 
電文 

例日・個別検針 

現在値検針 

設定値確認 

時刻・確定日変更 

最大デマンドリセット 

30分値収集 

30分値6時間分（10日分） 
収集 

機能内容 設定・確認項目 

確定値データの呼出し 

現在値データの呼出し 

設定値データの呼出し 

時刻・確定日の設定 

デマンド値のリセット 

30分データの呼出し 

30分値6時間分データの 
呼出し 

需給カレンダー設定・確認 

時間帯切替パターン設定・ 
確認 

30分値6時間分（44日分） 
収集 

需給カレンダーの設定，呼出し 

時間帯切替パターンの設定， 
呼出し 

30分値6時間分データの呼 
出し 

表３　納入システムの概要 

電力会社名 

項　目 

1995年～ 

約14,000件 

NTT回線 
光回線 

1996年～ 

約2,800件 

メタル回線 
光回線 
保安回線 
NTT回線 

導入開始 

導入対象件数 

伝送路 

九州電力（株） 東京電力（株） 
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表４　センタ側網制御装置－端末側網制御装置間の通信仕様 

通信方式 

伝送速度 

同期方式 

変調方式 

通信コード 

誤り検出 

誤り制御 

応答方式 

制御コード 

ビット送出順 

半二重通信 

1,200ビット/秒 

調歩同期方式 

FSK 

JIS7単位符号 

水平垂直パリティ 

リトライ 

会話形無手順 

STX：電文の開始を示す。 
ETX：電文の終了を示す。 

低位ビット先行 
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る。

３.２.４ 端末側網制御装置（TP---NCU）

図６に外観を示す。本機器は，複合計器とともに大口需

要家に設置され，センタ側網制御装置および複合計器との

通信を行う。

３.３ 九州電力（株）大口需要家向け自動検針システム

３.３.１ システム構成

図７に本システムのシステム構成を示す。九州電力（株）

では，大口自動検針システムに使用する伝送路として，配

電線自動制御システム用の予備回線を利用したメタル回線，

光回線，特別高圧需要家に布設される保安通信用電話回線

の予備回線を利用した保安回線ならびに需要家の回線を利

用するNTT回線を使用している。富士電機は，主に需要

家側の機器の開発を行い，メタル回線用伝送端末，光回線

用伝送端末，表示端末および複合計器の納入を行っている。

３.３.２ 伝送端末

営業所装置と複合計器間の通信の中継を行うメタル回線

用伝送端末，光回線用伝送端末の詳細について述べる。

本機器は，上位系伝送路として配電線自動制御システム

用の予備回線を利用することにより，トータルコストダウ

ンを図ることを目的として開発された。本端末の機能とし

ては，上位系，下位系との通信機能，電文判別機能，アド

レス設定機能，状態表示機能などの必要最小限に絞り，通

526（56）

富士時報 Vol.71 No.9 1998

伝送端末 

営業所装置 

〈営業所〉 

メタル回線 

保安回線 

NTT回線 

光回線 

表示端末 

〈大口需要家〉 

複合計器 

伝送端末 表示端末 複合計器 

伝送端末 表示端末 複合計器 

伝送端末 表示端末 複合計器 

営
業
所
装
置
間
連
係 

図７　九州電力（株）大口需要家向け自動検針システムの構成
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図８　データの流れ

図６　端末側網制御装置（TP---NCU）の外観
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図５　センタ側網制御装置（TPC---NCU）の外観
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表５　メタル回線用伝送端末と営業所装置との間の通信仕様 

通信方式 

回線構成 

伝送速度 

同期方式 

符号形式 

通信コード 

半二重通信 

マルチドロップ 

1,200ビット/秒 

調歩同期方式 

NRZ等長符号 

JIS7単位符号 

制御コード 
STX：電文の開始を示す。 
ETX：電文の終了を示す。 

誤り検出 

ビット送出順 

水平垂直パリティ 

低位ビット先行 

図９　メタル回線用伝送端末の外観
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信においては，図８のとおり，データ内容のチェックは行っ

ていない。以下に各伝送端末の概要について紹介する。

メタル回線用伝送端末

本端末は，図９の外観に示すとおり，複合計器の筐体

（きょうたい）を使用している。これにより，伝送端末の

取付け，ケーブル接続が複合計器の取付工事と同様に可能

となり，取付工事の作業性向上が図られている。

表５に通信仕様を示す。なお，接続は，どこからでも分

岐できるマルチドロップ構成としている。

光回線用伝送端末

図 に外観，表６に通信仕様を示す。

通信方式は HDLC（High-level Data Link Control）

による同期通信方式とし，接続光ケーブルは，接続時の

作業性のよい PCS ケーブルとしている。

あとがき

以上，大口需要家向け自動検針システムの概要を紹介し

た。今後も機器のコストダウンなどに留意しながら，自動

検針システムの実用化に寄与していきたい。

最後に本システムの機器開発に多大なご指導，ご協力を

いただいた関係各位に深く謝意を表する次第である。

１０

（2）

（1）
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表６　光回線用伝送端末と営業所装置との間の通信仕様 

通信方式 

回線構成 

伝送速度 

同期方式 

符号形式 

通信コード 

誤り検出 

ビット送出順 

半二重通信 

マルチドロップ 

4,800ビット/秒 

フラグ同期方式 

マンチェスタ符号 

JIS7単位符号 

CRC-CCITT 

低位ビット先行 

図１０　光回線用伝送端末の外観
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




