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まえがき

電力系統は，送配電線や変圧器などの流通設備を介して，

電力を供給する供給側とそれを利用する需要家側で構成さ

れている。今日，一つの事業者が，電力需要家であるとと

もに，自家用発電設備などによる供給側の役割を果たすよ

うになり，電力品質に関する利害関係が，より複雑化して

きている。このため，需要家側，供給側の両者に対する対

策を提供する電力品質ソリューションに大きな期待が寄せ

られている。

電力品質ソリューションは，課題を抱えるお客様に対し，

系統解析技術により，現象分析とその対策を検討し，各種

の対策装置の提案から解決まで一貫したサービスを提供す

るものである。

本稿では，電力品質問題に対する認識と，それに対する

富士電機の取組みについて紹介する。

電力品質の動向

これまで，供給側（電力会社）は，安全で停電のない電

力供給を維持するために，さまざまな努力をしてきており，

日本における電力の供給信頼度は，世界最高レベルとなっ

ている。また，周波数変動を一定の範囲に維持することで，

発電機や負荷機器が安定に運転でき，適切な電圧維持によ

り，送配電線や発電・負荷機器の効率運転・絶縁協調が達

成され，あるいは高速な事故解列・再閉路により，事故時

間や事故範囲を限定することができている。このように，

供給信頼度を維持することで，おのずと一定レベルの電力

品質を確保することが可能であった。

しかしながら，電力自由化のもとでは，供給側にとって，

これ以上に電力品質を向上させることは，経済的にも困難

であると同時に，むしろ，分散型電源などの導入による品

質の低下が懸念されている。

一方で，そのような状況に反し，需要家側では，従来以

上に電力品質が重要視されてきている。すなわち，

™多くのビジネスにコンピュータが使用され，電力品質に

敏感となっている。

™需要家機器自体にも多くのマイクロプロセッサなどが使

用され，同様に電力品質に敏感となっている。

™生産ラインが非常に複雑となり，再起動などに多くの費

用・時間がかかり，電力品質の影響による生産ライン停

止を避けることが急務となっている。

™パワーエレクトロニクスを使用した機器が増加し，それ

らは電力品質の問題を引き起こすとともに，電力品質に

敏感である。

また，これらの問題は，需要家側だけの問題ではなく，

供給側でも，

™流通設備を介しての，他の需要家への電力品質問題の波

及，拡大

™落雷などの不可避な事象による供給側での電力品質問題

の発生と波及・拡大

などの課題があり，さらに，電力自由化により，適切な電

力品質の評価による供給側，需要家側の両者に対する問題

の発生・処理に対して，公平性が求められている。

このような環境の中，富士電機は，供給側，需要家側の

両者にまたがる電力品質に対して，適切な診断（測定・分

析）とその対策を提供する電力品質ソリューションを提案

し，それを支える技術を開発してきている。

電力品質問題の課題

各電力品質項目について，現状の具体的な課題を表１に

示す。これまでの電力品質の原因探索・特定に対する経験

から得られた現象の特性に対する知見，および一般的な対

策も挙げている。需要家における対策については，例えば

参考文献 などに具体的に触れられている。

この表に挙げた項目以外にも，不適切な接地に対するノ

イズ問題や複合された問題があり，実際の電力品質問題を

扱う際に，下記のような点に注意を要する。

電力品質問題は，系統の構成や機器およびそれらの運

転状況に依存する。

障害機器の感受性に依存する（同じ状況下で問題とな（2）

（1）

（1）
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らない場合がある）。

電力品質に対する適切な診断は，高い水準の電気技術

を要する。

その電気技術は，広範囲の知識を要する。

電力品質の計測可能容量の拡大に反し，そのデータ分

析や問題に対する診断・解決の技術（技術者）は不足し

ている。

複合された問題に対し，対策法が不適切な場合が発生

する。

したがって，電力品質ソリューションにあたっては，豊

富な知識と経験を要し，経済的かつ効果的な対策機器の設

計・提案が必要となる。

電力品質ソリューションの提供

電力品質ソリューションは，お客様が必要とされる電気

を利用できるように，系統とのインタフェースを提供する

サービスである。お客様が必要とされる電気には，瞬時電

圧低下（瞬低）・停電のない電気，高調波の少ない電気，

電圧変動の少ない電気などの質的な要求はもちろん，負荷

の平準化を図るなどの量的な要求も含まれる。

電力品質ソリューションの活動における各ステップを図

１に示す。ステップ１では，お客様が要求される内容の確

認と，現状の把握を行うための計測および分析（電力品質

の診断）が行われる。品質に関する障害がすでに発生して

いるか否かにより，この電力品質の診断目的は，

外乱（障害発生）や系統状態の評価

障害発生原因の追及

予防保全として，事象の発生に対する予測

に分かれる。

このように，現状の分析を行い，お客様の要求と現状と

の乖離（かいり）を確認したあと，ステップ 2で対策案の

検討を行う。対策案については，シミュレーションにより

対策の効果を予測し，最適な対策方法と設備容量を検討す
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表１　各電力品質に対する現状の課題 

No. 発生原因 項目 

高
調
波 

1

™整流器，インバー 
　タ電源など半導体 
　応用機器（非線形 
　負荷），変圧器の 
　偏磁・系統共振な 
　ど非線形現象 

系統現象 

™非線形現象（スイッチ 
　ング機器，鉄心飽和） 
　により基本波以外の成 
　分の高調波電流が流れ， 
　系統に高調波電圧ひず 
　みが発生 

障害例 

™直列リアクトル，リア 
　クトル付スタティック 
　コンデンサ（SC）の 
　騒音，過熱，焼損 

発生様相，現象の特性 

™負荷電流に比例して増大， 
　高調波電流の高調波電圧 
　に対する位相により発生 
　源特定が可能。ただし， 
　複数の発生源がある場合 
　は特定が困難 

系統側対策 

™基本的に発生 
　源の需要家側 
　での対策 
™高調波拡大防 
　止のための系 
　統切換 

需要家側対策 

™LCフィルタ，アク 
　ティブフィルタ設置 
™変圧器結線・電力変 
　換器の多パルス化 
™機器耐量強化 

電
圧
変
動 

2
™変圧器タップ動作， 
　負荷変動に応じた 
　電圧変動による。 

™有効・無効電力変動に 
　より線路での電圧降下 
　が変動 
™変動を補償するための 
　変圧器タップ動作時に 
　も変動 

™パソコンなど電子機器 
　停止 

™秒～分オーダー変動 
™実効値レベル変動 

™SVRの設置 
™SVCの設置 

™UPSの設置 
™SVCの設置 

電
圧
フ
リ
ッ
カ 

3

™溶接機，アーク炉， 
　分散型電源（風力， 
　太陽光）の出力変 
　動 
™頻繁な電動機応用 
　機器のスイッチン 
　グ 

™負荷の頻繁な変動，入 
　切などによる電圧降下 
　値の変動により，繰り 
　返し継続して発生する 
　電圧変動 

™照明ちらつき 

™1秒間数回の実効値電圧 
　の変動 
™電圧実効値が低下したと 
　き，電力が増加していれ 
　ば発生源，電力が低下し 
　ていれば被害者 

™軽負荷時（夜間，休日な 
　ど）に発生 

™電圧制御目標 
　型SVCの設置 

™無効電力制御目標型 
　SVCの設置 

フ
ェ
ラ
ン
チ 

　
　
　
現
象 

4

™系統・負荷設備の 
　SC 
™送電線対地静電容 
　量 

™軽負荷時，線路のL分 
　とC分の直列共振によ 
　り負荷端での電圧が上 
　昇 

™機器全般の過電圧によ 
　る障害 
™低圧電圧管理値逸脱 

™SVR，SVC 
　の設置 
™系統切換（進 
　相負荷の分散） 

™SVCの設置 
™構内系統切換（進相 
　負荷の分散） 
™需要家SC開 

™特定の区間，時間帯で発 
　生する場合が多い。 

電
圧
不
平
衡 

5

™多量の単相負荷機 
　器の接続 
™送電線インピーダ 
　ンス不平衡〔非捻 
　架（ねんが）〕 

™単相負荷による三相の 
　電圧，位相の不平衡が 
　生じ，逆相電圧分が発 
　生 

™誘導電動機の保護リ 
　レー動作 
™回転機の逆相電流によ 
　る過熱，脈動トルク発 
　生 

™相間負荷の均 
　平化，変圧器 
　の逆V接続， 
　スコット接続 

™構内相間負荷の均平 
　化，変圧器の逆V接 
　続，スコット接続 

™一過性現象 
™上位系事故の場合，広範 
　囲に影響 

電
圧
デ
ィ
ッ
プ 

（
瞬
低
，
瞬
断
） 

6

™落雷などによる上 
　位系統の事故 
™変圧器無負荷投入 
　時の励磁突入電流， 
　誘導機SCの突入 
　電流 

™系統事故発生から事故 
　除去までの数十～数百 
　ms間の電圧低下 
™機器投入による数百 
　ms～数秒間の電圧 
　低下 

™FA，OA機器停止 
™UVリレー動作 
™放電ランプ消灯 

™基本的に需要 
　家側での対策 
™雷情報配信 
™雷発生に伴う 
　系統切換 

™UPSの設置 
™自家用発電装置（G 
　Mセット）と高速遮 
　断器の組合せ系統の 
　構築 

™発生源の周辺にて障害発 
　生する場合が多い。 
™整流器種類（パルス数）， 
　SC容量（共振周波数） 
　などにより様相変化 

高
調
波
（
転
流 

ノ
ッ
チ
振
動
） 

7

™整流器負荷（サイ 
　リスタ変換器）に 
　よるノッチング電 
　圧発生 

™整流回路のスイッチン 
　グ動作中の線間短絡現 
　象により系統の電圧が 
　陥没（ノッチング）し， 
　SCが放電 

™直列リアクトルなし 
　SCの異常音，過熱 
™配電自動化適用線路の 
　搬送波信号障害 

™基本的に発生 
　源の需要家側 
　での対策 

™L，Cなどにより共 
　振周波数をずらす。 
™ローパスフィルタに 
　よる抑制 

™一過性現象 
™地点ごとの過電圧の大き 
　さによる発生源特定 

イ
ン
パ
ル
ス
電
圧 

8

™リアクトルなし 
　SC投入 
™雷サージ・開閉 
　サージ 
™接触不良，接点 
　バウンド 

™雷サージや開閉サージ 
　など，急しゅんに変化 
　するインパルス電圧重 
　畳 

™電子機器の故障または 
　制御不良 

™機器投入装置 
　の改善 
™発生源の分類， 
　系統構成の変 
　更 

™機器投入装置の改善 
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る。ステップ３では対策の提案を行い，経済性の検討を行

う。また，機器設置スペースなどの物理的条件の調査検討

を行い，対策案の実現性を確認する。ステップ 4では，対

策実施と実施後の効果確認を行う。電力品質の改善が図ら

れ，お客様に安心して電気を使っていただけることを確認

する。

電力品質ソリューションビジネスにおける商品は，以下

のサービスである。

電力品質の計測・分析サービス

電力品質のシミュレーション解析サービス

電力品質の対策・アフターフォローサービス

富士電機は，これらの各ステップを実施していくための

固有の技術を有しており，電力品質ソリューション活動を

通じて，お客様に十分に満足いただけるサービスを提供で

きる体制を整えている。

電力品質ソリューションとしての計測・分析

技術

電力ソリューションを提供するために，上述したように，

現地の電力品質診断（計測と分析）を実施する必要がある。

この診断には，対象システムに依存し，その電力品質の分

析技術の困難さが伴う。これは，計測・分析にあたり，

大量データの処理

高度なデータ処理（意味のある情報の抽出）

ノイズの排除あるいは考慮

データの同時性の補完

問題の発生が系統構成・機器およびそれらの運転状況

に依存し，その状況・条件データが重要

分析評価に必要な外乱の推定技術・分類（外乱＝要因

の分類）の複雑さ

などの問題があり，これらに対して，適切に計測・分析す

る必要がある。

対象となる各電力品質項目に対して，計測項目例（周波

数領域，持続時間など）を表２に示す。系統現象の性質か

ら周波数領域で二つに分類される。表２の No.1 ～ 6は周

波数が 2,000 Hz 程度以下，また No.7，8は 2,000 Hz 以上

のグループである。測定時に考慮する点として，現象を正

確に測定するための精度（分解能），また，系統的な広が

りが課題となる高調波などの測定に対しては，複数の遠隔

地点にある測定箇所を選び，その時刻同期性を確保するこ

となどが必要な条件となる。

５.１ 可搬型電力品質診断装置

富士電機では，図２のような可搬型の電力品質診断装置

をすでに開発し，高圧キュービクル内や，柱上変圧器高圧

カットアウトなどから，一時的な測定ポイントを接続・設

定し，現場データの取得および解析の支援を可能としてい

る。

本診断装置は，最大 39μsのサンプルが設定可能となっ

ているが，表２で示したような各電力品質項目に示した仕

様に合致するデータサンプルの設定や分析が適切にできる

ように，メニュー画面を用意し，装置設定時の操作性の向

上や，適切な電力品質の連続監視測定が可能としている。

また，付加機能として，原因究明のための診断支援機能も

組み込まれている。

５.２ 同時計測・オンラインデータ通信付計測装置（試作機）

電力品質の計測を実施する際，多点同時測定が必要とな

る場合がある。また，必要に応じて屋外の電力線に設置し，

一定期間の測定を実施することも要請される。富士電機で

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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ステップ1

電力品質診断 
（計測・分析） 

ご要求内容確認 

ステップ2

シミュレー 
ション解析 

対策検討 

ステップ3 対策提案 

ステップ4 対策実施 

効果確認 

ソリューション手順 富士電機の保有技術 

電力品質測定装置 
同時計測・オンラインデータ 
通信付計測装置 

ディジタル 
シミュレーション技術 
解析ツール（TNS，模擬送， 
解析ソフトウェア） 

パワーエレクトロニクス技術 
（UPS，SPS，アクティブ 
　フィルタ） 
高速限流遮断器 
電力貯蔵用インバータ 

図１　電力ソリューション活動のステップ 表２　各電力品質項目に対する計測 

No.

1

2

電力品質 
項目 

高調波 

電圧変動 

周波数 
領域 

100～ 
2,000Hz

基本波 

3
電圧 
　フリッカ 

0.01～ 
　　20Hz

4
フェランチ 
　　　現象 

基本波 

5 電圧不平衡 基本波 

6

電圧 
ディップ 
（瞬低，瞬 
　　　　断） 

過渡的波形 
10ms～ 
　　　数秒 

7
高調波 
（転流 
ノッチ振動） 

2,000～ 
12,000Hz

8
インパルス 
　　　電圧 

～10MHz

持続時間 

数サイクル 

数分～数時 
　間の変動 

数分～ 
　　数時間 

数分～1日 
　負荷変動 

数分～1日 

5ms以上 
の電圧急変 
を常時監視 

数サイクル 

過渡性 

測定仕様例 

対象：三相　， 
　　　1～20次程度の 
　　　高調波（13次 
　　　までは必須） 
精度：1％以内 

V   I

対象：三相　， 
　　　～200次程度の 
　　　高調波 

V   I

対象：三相 
精度：1％以内 

V

対象：三相 
精度：定格10％以上 

V

対象：三相　（三相波形 
　　　から得られる正逆 
　　　零相分） 
精度：1％以内 

V

対象：三相　 
　　　数MHz波形成分 
期間：常時監視 

V

対象：　，  実効値 
精度：1％以内（定格比） 

V   I

対象： 
他：多地点同時計測 
精度：1％以内 

V
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は，現在，表２の No.1 ～ 6の範囲での測定を可能とする

電力品質測定器を試作終了した。試作器の外観を図３に示

す。特に測定箇所のフレキシブルな対応ができるように

SS（Spread Spectrum）無線でのデータ伝送，電力線か

らの貫通分割CTでの電源確保，GPS（Global Positioning

System）受信による多地点での時刻同期などができるよ

うに考慮している。図４に簡易測定時の取付け例を示す。

５.３ 波形分析技術

電力品質において，対象波形からの特定信号の検出（抽

出）が重要となるため，近年，この波形分析に対する多く

の研究がなされており，波形分析を容易にかつ自動的に実

施することにより，電力品質評価の効率化を進めている。

従来利用されているフーリエ解析は，時間的に変化しない

周波数成分であることを仮定し，永続的な周波数成分とし

て，ある時間帯のデータ（時間窓枠）を取り出して周波数

成分を分析するものである。このため，長い時間窓枠がと

れて，かつ細かい時間サンプリング幅であれば，細かい解

析周波数分解能でゆっくりした周波数まで解析できる。し

かしながら，限定された計測条件の中では，この両者のサ

ンプル幅と時間窓枠が問題となる。また，周波数，振幅が

時間的に変化する波形に対しては，時間窓枠の位置を移動

させる必要が出てくる。このような課題に対し，時間と周

波数の両面から捕らえる手法として，Wavelet 解析が，近

年注目を浴びている。

電力品質などの，信号に埋もれた情報を引き出すための

道具として，このWavelet 解析は，以下の特徴を有して

いる。

時間的周波数変化を自動的に捕らえ，分析が可能

単パルスのような過渡現象を時間情報（発生位置）を

含めて明確に把握可能

図５にWavelet 解析の実施例を示す。対象波形が，図

に示したように，複数の波形（例では 4 種類）の合成時間

波形の場合であり，個々の波形も，周波数が時間的に変化

したり，振幅が時間的に変化したり，さらにパルス波形が

含有されているものを対象としている。Wavelet 解析の結

果は，これらの時間的変化に対し，自動的に解析パラメー

タを変化させ，これらの特徴ある波形の周波数成分および

時間的変化を表示している。特にパルス波形は全周波数成

分を含むものであるため，1,550，1,650，1,800，1,900サン

プルポイントにすじ状の線が鮮明に表現されていることが

観察できる。

電力品質解析装置，ソフトウェア

電力品質の問題では， 章で述べたように，その対応に

多くの困難さがあり，現場での測定や再現性の確認に多大

な労力が払われる場合がある。このため，障害発生機器に

対する分析や対策機器の確認において，系統との連系状況

を考慮したシミュレーションや，むしろ，一般化された状

況化でのシミュレーションなどが必要となり，下記のよう

な目的で，電力品質解析装置，ソフトウェアが利用される。

各種の条件による障害状況の検証，事象の一般化

対象系統での対策機器効果の模擬検証

原因究明技術の養成などの教育

このため，電力品質に対する解析装置，シミュレーショ

ン技術を開発し，電力品質ソリューションの一つのツール

として位置づけている。

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図２　電力品質診断装置

図３　同時計測・オンライン通信付計測装置

GPSアンテナ 
本体ボックス 

貫通分割CT

防水スキントップ 
電力線 

無線アンテナ 

図４　電力線への取付け例
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６.１ 電力品質解析装置

従来，富士電機では，低電圧の電子技術を用いた大規模

系統のアナログシミュレータを開発してきたが，この技術

を用いたアナログシミュレータは，フリッカなどの電力品

質問題に対し，その補償装置の仕様検討や予備検証をする

ための有効なツールとして位置づけることができる。特に，

フリッカ補償は，不規則で急しゅんに変化する電流波形や

ひずみ波形を考慮する必要がある。このため，系統で測定

された実際の電圧・電流波形を用い，そのデータを再生し，

フリッカ補償装置モデルを含むアナログシミュレータ上で

再現することで，実際の負荷状況や補償装置の抑制効果を

検証することが可能である。富士電機では，図６に示すよ

うなアナログシミュレータ装置を開発し，フィールド試験

およびシミュレーション試験において，発生フリッカ量お

よび改善率の良好な一致を得ており，今後，幅広く適用が

できるものと考えている。

また，近年では，配電系統に限って，実設備に近い縮小

型モデルを用いる小規模の 200/100V 程度の模擬送電線設

備の要請も増えている。これは，低圧負荷機器に対しては，

実機の試験を実施できる利点があり，さらに，高圧での現

638（40）
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図６　アナログシミュレータ用自励式フリッカ補償装置
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図５　連続ウェーブレット解析結果
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象に対しても，縮小型モデルによる再現ができる利点が注

目されている。

６.２ 解析ソフトウェア

系統現象を解析するための解析ソフトウェアとして，発

電機の安定性や故障計算に用いられる実効値計算と，波形

の瞬時値波形を扱う瞬時値計算に大きく分類される。同様

に電力品質についても，その扱う解析対象により，実効値

計算と瞬時値計算に分類されるが，電力品質のソリュー

ションとしては，解析結果の評価が重要となる。

例えば，高調波計算では，

発生した高調波の系統回路内への高調波分布を予測し，

ガイドラインに示された規制値に対する判定を実施

高調波の発生メカニズムを詳細にシミュレーションし，

対策機器などの抑制効果手法を検討

などの目的に利用され，単なる計算処理に加え，高調波ガ

イドラインに沿った判定などの計算結果の評価や，ドキュ

メントの整理などのユーザーに必要な処理を付加すること

が望まれる。このためパソコンをベースとして，EMTP

（Electromagnetic Transients Program），EMTDCなどの

系統解析に特化したシミュレーションソフトウェアや

Visual Basic
〈注 1〉

，Excel
〈注 2〉

などの汎用計算ソフトウェアを利用

した解析プログラムのうえで，上記の機能を有するツール

を開発している。

あとがき

本稿では，電力品質ソリューションとして，現状の品質

問題の整理を行い，富士電機の一貫したソリューションの

提供に関する業務および計測・分析・解析技術について紹

介した。個々の対策技術については，誌面の都合から省略

させていただいたが，特に，近年問題となっている瞬時電

圧低下問題などの電力品質問題に対し，高速遮断技術を含

む対策に代表されるシステム化技術は，コンポーネントの

組合せおよび統合というソリューション提供において，重

要なキー技術といえる。
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〈注１〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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