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1　まえがき

電力システム改革が進み，地域を越えた広域系統運用が
拡大している。このような中，電力会社間の接続のシーム
レス化，分散型電源が大量に連系された状態での系統安定
度の維持，設備の高経年化，人材不足による保守などの課
題や問題が顕在化してきている。このような背景の中，各
電力事業者は，電力の安定供給および設備更新のさらなる
効率化，コスト低減が求められている。
特に，電力業界の変電所設備は高経年化が進み，多くの

設備が更新時期を迎えている。これらの設備の更新に当
たっては，更新工事の効率化やコスト抑制に加え，更新設
備の高い信頼性や保守・運用の高度化が求められている。
このようなニーズに応えるため，変電所設備の新設や更新
の際に，デジタル化技術を活用したデジタル変電所の実現
が期待されている。デジタル変電所は，現在の変電所設備
の中で数百本も敷設されている制御ケーブルを省線化して，
変電所の設備をスリム化し，施工を効率化することができ
ると考えられている。
本稿では，高度な保守・運用を実現するデジタル変電所

技術について述べる。

2　変電所デジタル化技術の動向

図1にデジタル変電所の情報系の構成例を示す。これま
では，ステーションバスの実用化研究が先行して進められ
てきた。近年では，プロセスバスの実用化研究が盛んにな
りつつある。
海外においては，デジタル変電所を実現するために，国

際標準規格 IEC 61850で定められた監視制御情報の共通
情報モデルおよび通信サービスインタフェースを採用する

傾向にある。国内においても IEC 61850による変電所の
デジタル化が検討されている

⑴～⑶

。
現行の変電所システムでは，制御信号などのアナログ信
号ケーブルが数百本も布設されている。これらのアナログ
信号ケーブルを光ファイバケーブルなどに置き換えたプロ
セスバスにより，変電所内の全情報がデジタルデータ化で
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電力業界の変電所設備は高経年化が進み，多くの設備が更新時期を迎えている。変電所設備の更新では，更新工事の効
率化やコスト抑制と，更新設備の高い信頼性や保守・運用の高度化が求められている。富士電機は，このようなニーズに
応えるため，デジタル化された変電所を構成する国際標準規格である IEC 61850に準拠した IEDとMUを開発した。複
数の IEDとMUを Ethernet 通信ケーブルで接続し，IEC 61850に対応したデジタル変電所システムの実用化に向けて開
発を進め，オーバーサンプリング手法の採用や，保護性能（3サイクル遮断）の検証を実施している。

The aged substation facilities in Japanese electric power industry has created the growing need to replace many of them.  When 
replacing substation facilities, it is required to improve construction work effi ciency, save costs, increase equipment reliability, and 
enhance maintenance and operation.  To meet these needs, Fuji Electric developed IEDs and MUs in accordance with IEC 61850, an 
international standard that stipulates the confi guration of digitalized substations.  Connecting IEDs and MUs via Ethernet, we have 
been developing an IEC 61850 fully digitalized substation by using oversampling techniques and  examining protection performance 
(3-cycle breaking).
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図 1　デジタル変電所の情報系構成例
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きる。プロセスバス通信は，IEC 61850で規定された通
信サービスインタフェースによって，各メーカーの機器も
容易に接続できる。
アナログ信号ケーブルは，屋外にあるプロセスレベルの
現場機器と，屋内にあるベイレベルの機器間の長距離を接
続している。プロセスバス化は，このアナログ信号ケーブ
ルの省線化と，省線化による現場機器の小型化・施工の省
力化を実現する。また，プロセスバス化は，施工期間の短
縮，施工時およびメンテナンス時の安全性の向上に効果が
ある。
また，変電所内情報のデジタルデータ化による情報共有

により，監視・自動制御などの機能が高度化し，変電所シ
ステムの安定稼動，故障の未然防止が期待できる。さらに，
複数の変電所内で計測された各種電気量や機器情報を長期
間蓄積し，再利用することにより，変電所機器のアセット
マネジメントの高度化が期待される。

3　富士電機の変電所デジタル化技術

富士電機は，変電所内情報のオールデジタル化，つまり
デジタル変電所を実用化するための研究開発を 2011 年か
ら進めている。次にデジタル変電所を構成する機器の開発
状況について述べる。

3 . 1 　IEC 規格準拠の IED，MU
デジタル変電所を構成する主な機器には，IED

（Intelligent Electronic Device）とMU（Merging Unit）
がある。IEDは，変電所内外で発生する各種故障を検出
し，遮断器へトリップ指令を出力する保護演算装置である。
MUは，変電所内で計測した電圧・電流と遮断器開閉情
報を入力し，デジタルデータに変換して IEDに出力する
入出力変換装置である。IEDとMU間の通信には国際標
準規格である IEC 61850の採用が主流である。
従来の保護リレー装置で計測した変電所内の電圧・電流
と遮断器開閉情報の入力は，アナログデータであるのに対
して，MUから IEDへの入力は，デジタルデータである。
そのため，すべてのMUは共通の時刻を使い時刻同期し
たデジタルデータを出力する必要がある。
上述の内容を踏まえて，富士電機では，新たに IEC 

61850 対応の IEDとMUを開発した。開発した IEDの
外観を図2に示す。本 IEDとMU 間の通信には，IEC 
61850の通信サービスインタフェースを用いた。電圧と
電流の瞬時値データの通信には SV（Sampled Values）
を，遮断器の開閉情報などの通信には状変通知用通信で
ある GOOSE（Generic Object-Oriented Substation 
Events）を使用した。
富士電機は，3.2 節に記載する国際標準規格である IEC 

61588に対応した時刻同期のシステムの実用化に取り組
んでいる。さらに，3.3 節に記載する時刻非同期のシステ
ムの実用化にも取り組んでいる。

3 . 2 　電力システムシミュレータを用いたモデル検証
富士電機は，デジタル変電所を実フィールドに構築する

前段階として，IEC 61850と IEC 61588に対応した電力
系統を模擬した電力システムシミュレータを開発した。デ
ジタル変電所モデルは，この電力システムシミュレータの
中で構築した。デジタル変電所で必要となる機能について，
社内試験を通して確認し，中部電力株式会社に納入した。
この電力システムシミュレータについて次に述べる

⑷

。
⑴　電力システムシミュレータのシステム構成
図3に電力システムシミュレータのシステム構成を示す。
運転支援システムは，電力システムシミュレータの中に

構築したデジタル変電所モデル内の遮断器モデルなどに対
して，制御・状態監視を行う。
電力システムシミュレータは，電力流通設備を模擬した

機器モデルを系統構成に合わせて複数接続し，等価的に縮
約された系統（縮約系統）を構成する。これらの機器モデ
ルは，アナログ型モデルとハイブリッド型モデルから構成
される。アナログ型モデルは，変圧器や送電線などの電力
流通設備を R，L，C 素子を使って等価縮約している。一
方，ハイブリッド型モデルは，同期発電機，太陽光発電シ
ステム，需要家負荷などの特性をデジタル演算し，演算結
果に応じた電流をアナログ量として出力する。
デジタル変電所を電力システムシミュレータの中に構築

するために，情報通信機器は次の 3 要素で構成した。
⒜　系統の電圧と電流の瞬時値をサンプリングする
MU
⒝　遮断器を制御する計測制御用 IED
⒞　保護制御演算を実行する保護制御演算用 IED

⑵　通信概要
通信ネットワークは Ethernet

〈注 1〉

ベースで構築した。運転
支援システムは，運転支援システム用ネットワークを介
してデジタル変電所モデル内の遮断器モデルなどと接続
した。各機器モデルへの制御指令は，変電所を管理する
上位サーバに相当する FEP（Front End Processor）で

〈注 1〉  Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

図 2　IED外観
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IEC 61850プロトコルに従って変換され，機器モデル内
の IEDに送信される。一方，各機器モデル内の IEDが送
信するリアルタイム監視データは，FEPで集約され運転
支援用ネットワークのクライアントにリアルタイムにグラ
フ表示される。
⑶　IEDとMUの種別
IEDとMUの種別を表1に示す。デジタル変電所モデ
ル内のネットワーク（モデル用ネットワーク）には，IED
とMUが計 228 台接続されている。計測制御用の 191 台
の IED（A）をステーションバスに接続した。保護制御演
算用の 3 台の IED（B）を，ステーションバスとプロセス
バスの両方に接続した。加えて，瞬時値計測用の 34 台の
MUをプロセスバスに接続した。各 IEDとMUは，IEC 
61850および IEC 61588 対応の Ethernetスイッチを
使って相互に接続した。
⑷　時刻同期とサンプリング同期
電力システムシミュレータにおいて，デジタル変電所の
シミュレーション結果を高精度に解析・評価するために
は，縮約系統に分散配置された IED（A）と IED（B）が
計測するデータを，サンプリング時刻どおりに遅延するこ
となく統合する，すなわちサンプリング同期を行う必要が
ある。また，保護制御演算用 IED（B）では，高精度に時
刻同期された複数のMUでサンプリングした電圧と電流
の瞬時値を使って，常に保護制御の演算を行う。そのた

め，一般的な電力波形記録計のようにあらかじめ設定した
トリガーにより，ある時間区間のみ計測データを取得する
方式と異なり，IED（B）では，高精度で時刻同期された
計測データが常時必要となる。このため，縮約系統内の
全ての IEDとMUが，一つの基準時刻に同期して常に計
測・制御を行う必要がある。システム全体の基準時刻には，
GMC（Grandmaster Clock）を使用した。
運転支援システム用ネットワークでは，NTP（Network 
Time Protocol）により時刻同期を行った。一方，モデル
用ネットワークでは，高精度な時刻同期に対応するため，
IEC 61588の PTP（Precision Time Protocol）を使って
時刻同期を行った。これにより，モデル用ネットワーク内
の IEDおよびMUは，GMCの基準時刻に対して ±1µs
以内の時刻同期精度を実現した。
これまでに述べた時刻同期技術により，縮約系統内の全

IEDは，20µs 以下の時刻同期精度でデータが取得できた。
これは，電力システムシミュレータとして十分な時刻同期
精度である。
⑸　任意制御リレーモデル
デジタル変電所における保護リレーシステムを模擬する
任意制御リレーモデル（Ryモデル）は，図4に示すよう
に IED（B）とMUを組み合わせて構成した。 
Ry モデルの MU は，計器用変成器（VT：Voltage 
Transformer）と変流器（CT：Current Transformer）
の各入力部から，縮約系統の電圧と電流を 5,760Hzのサ
ンプリング周波数で計測する。また，このMUは，遮断
器モデルの接点から出力される遮断器の開閉情報もリア
ルタイムに取得する。このMUは，これらの系統情報を
IEC 61850の通信サービスである SVと GOOSEを使用
して，プロセスバスに送信する。
IED（B）は，MU からプロセスバス経由で SV と

GOOSEにより受信したデータを使って保護制御演算を行
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システム

デジタル
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図 3　電力システムシミュレータのシステム構成

表 1　 IEDとMUの種別

種　別 呼　称 台　数

IED
IED（A）：計測制御用 191台

IED（B）：保護制御演算用 3台

MU MU 34台

合　計 228台
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う。この演算によって生成した遮断指令や投入指令を，ス
テーションバス経由で IED（A）に送信する。また，IED
（B）の保護制御演算は，ユーザが任意の制御ロジックを
作成することができる。
IED（A）は，ステーションバスに接続された IED（B）
から GOOSEによる遮断器の開閉指令を受信し，受信し
た指令に従って遮断器の開閉を制御する。
⑹　プログラマブル機能
IED（B）は，IEDメーカーではなく購入者やユーザに
よりソフトウェアの実装が可能なプログラマブル機能を
備えた IEDとした。ユーザは，電力システムシミュレー
タの運転支援システムにインストールされた市販ソフト
の Simulink

〈注 2〉

を使用して，瞬時値などを入力要素とした
任意の制御ロジックをプログラミングすることができる。
Simulinkの画面上にあらかじめ用意した制御用の各種ブ

ロック（表2）を組み合わせて，目的とする制御ロジック
が構成できるようにした。
本機能により，ユーザはシステム運用結果や系統挙動の
解析評価に加えて，新しい保護リレー制御ロジックの開発
や，新たな系統安定化システムの制御ロジック検証などの
大規模システムの導入効果が検証できる。

3 . 3 　デジタル変電所実用化の取組み
電力システムシミュレータで開発した IED，MUの基

本技術と実績を基にして，富士電機は中部電力株式会社な
どと，時刻同期が不要な技術を用いた新たな手法の研究・
実証を行っている

⑸⑹

。
⑴　デジタル変電所実用化に向けた課題
一般的なデジタル変電所の通信ネットワークは，レイ

ヤー 2 通信スイッチ（L2SW）などの通信機器および各
機器の時刻同期を行うために高精度時刻情報を提供する
GMCなどから構築されている。しかし，GMCが停止す
るとサンプリングの同時性を前提とする差動リレーなどが
不要に動作する恐れがある。また，L2SWの接続作業や
設定作業には一定の知識が必要であるため，運用保守時の
ヒューマンエラーの防止や作業時間短縮などに課題がある。
また，変電所の監視装置と保護・制御装置のデジタル化

に当たり，広く適用されている PCM電流差動リレーのサ
ンプリング時刻同期方法や，超高圧変電所における事故除
去時間の制約の下で検討する必要がある。
⑵　オーバーサンプリング手法の採用
オーバーサンプリング手法は，MUなどの機器のサン
プリング周波数を，現在の変電所システムで用いられるサ
ンプリング周波数 5,760Hz（60Hz 系）より十分に高く
する手法である。
仮に，現在の変電所システムのサンプリング周波数で各

機器が時刻非同期でサンプリングすると，タイミングがず

100 Mbps　L2SW（IEC 61850/IEC 61588 準拠） ステーションバス

1 Gbps L2SW（IEC 61850/IEC 61588 準拠）
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CPU
基板
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IED（B）No.2
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IED ：Intelligent Electronic Device
SV ：Sampled Values
DSP ：Digital Signal Processor
GOOSE：Generic Object- 
  Oriented Substation Events
MU ：Merging Unit
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CT ：変流器

＊Simulink：The MathWorks, Inc. の商標または登録商標

保護制御
演算
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遮断器情報

SV
電圧・電流IED（A）

CT
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プロセスバス

図 4　Ry モデルのシステム構成

表 2　保護リレー要素ブロック

保護対象 保護方式 保護リレー要素ブロック

送電線

PCM電流差動リレー
（直接接地） 87P，27S/G，51G

PCM電流差動リレー
（抵抗接地） 87S/G，64，27B

回線選択 50S/SA/G2/G3，67GS，64，27

過電流 51，51G，64

短絡・地絡距離
（直接接地） 44S/G，27Gφ，51G

短絡・地絡距離
（抵抗接地） 44S，51 φ，67G/GA，64

変圧器

Y-Y-Δ用 87，51，87G，67G，51G，64

Y-Δ用 87，51，87G，67G，51G，64

Y-Y用 87，51，87G，51G，64

〈注 2〉  Simulink：The MathWorks， Inc. の商標または登録商標
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れてしまう。そのため，時刻同期を前提としている保護リ
レーの事故を検出する性能が低下してしまうなどの恐れが
ある。この時刻非同期によるサンプリングのタイミングの
ずれは，サンプリング周波数を高くするほど減少する。そ
こで，保護リレーの事故検出精度の許容範囲に収まるよう
にサンプリング周波数を高めると，時刻同期を不要にでき
る。
一方，オーバーサンプリング手法で改善できない時刻差

には，MUなどの各機器内のアナログフィルタ（AF）ご
との遅延特性によるばらつきがある。このばらつきによる
影響を抑制するために，各機器において，図5に示す各機
能の処理分担において IED 受信までの①～②の処理の遅
延時間を一定範囲内にそろえることで，複数のMUから
のサンプリング値を同一時刻情報として扱えるようにした。
⑶　保護性能（3サイクル遮断）の確保
保護リレー装置には，精度・信頼性に加え，事故除去の

即応性が求められる。変電所では，デジタル化後も従来
の保護システムと同様に 3サイクル以内に遮断，すなわ
ち 60Hz 系では 50ms 以内の事故除去時間が要求される。
それを満足するためのデジタル変電所における保護システ
ムの各機能の処理分担を図5に示す。 
3サイクル以内の遮断を実現するためには，図5に示
した①入力処理，②送信処理（上り），③リレー演算処理，
④送信処理（下り），⑤出力処理の各機能の処理にかかる
遅延時間および処理時間のばらつきの圧縮が必要であり，
次の施策を行った。
⒜　リレー演算およびデジタルフィルタ（DF）の最適
化

⒝　アナログフィルタ（AF）簡素化（高速化と特性均
一化）
⒞　即応性および L2SWに比較して信頼性に優れる光
スプリッタ（SP）の採用による伝送遅延・揺らぎの
抑制

現在，これらの施策を行った保護リレーシステムを試作
し，性能を検証中である。また，電力系統設備に対する
オーバーサンプリング手法を適用したデジタル変電所を実
現するために各種開発を進めている。図6に実用化を目指
すデジタル変電所の構成例を示す。

4　あとがき

高度な保守・運用を実現するデジタル変電所技術につい
て述べた。
各取組みとその成果は，デジタル変電所の実用化，およ
び実用化による新たな価値・利益の創造に貢献するものと
考えている。
デジタル変電所で用いられる IED，MUなどの機器お
よび IEC 61850などの通信技術は，分散型電源，スマー
トグリッド，蓄電池，風力発電，水力発電，火力発電，
EVの各領域にも適用が拡大してきており，これら領域に
向けた製品開発にも取り組んでいく予定である。

参考文献
⑴　“IEC 61850-5 Edition 2.0 Communication require-

ments for functions and device models”. 2013.

⑵　“IEC 61850-9-2 Edition 2.0 Specifi c communication 

service mapping （SCSM） ‒ Sampled values over ISO/

①入力処理 ②送信処理（上り）

⑤出力処理 ④送信処理（下り）

③リレー演算処理
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図 5　各機能の処理分担
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図 6　実用化を目指すデジタル変電所の構成例
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