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　まえがき

中国では 1978年の改革開放以降，急速な経済発展をと

げ 20年以上にわたって高度成長が継続し，設備投資は依
然として高い水準にある。2001年から始まった「第 10
次 5か年計画」期間中には電力使用量が経済成長率以上
の伸びを示し，2002年からは深刻な電力不足が顕在化し

た。現在電力の需給緩和を図るため，発電所および送電網
の建設が急ピッチで行われ，2008年の北京オリンピック，

2010年の上海万国博覧会を控え，経済発展が続き，エネ

ルギー消費量も拡大し続けると予想されている。

その一方 2006年は「第 11次 5か年計画」がスタートし

拡大発展政策の反面，エネルギー消費量削減，エネルギー

利用の効率化，環境負荷問題，そして電力安定供給などの

対応が数多く求められている。発電・送電への設備投資が

一段落した後，安定的かつ良質な電力の供給は，これから

の産業の拡大と社会生活のさらなる発展への大きな課題と

なっている。

高品質な電力の供給には電力品質計測システムおよび配
電自動化システムが不可欠な技術および設備であり，富士
電機は日本国内で長年培った基盤技術を提供することによ

り，中国における電力供給の安定化に貢献することを中長
期のテーマとして位置づけた。

中国科学アカデミーや国家電力監管委員会などにも人材
を輩出し，電力・エネルギー分野で中国有数の高い技術力
と豊富な人的資源を有する浙江大学との共同研究を通じて

指導を受けながら，開発する製品の仕様と適用される規格
を中国向けに正確に規定するための共同作業を実施した。

本稿では，中国における電力品質ソリューションに向け

た電力安定化と品質向上に関する富士電機の取組みについ

て紹介する。

　電力品質計測システムの開発と実証試験

2.1　中国における電力品質の要求と現状

中国では経済発展とともに，電力系統に，非線形・非周

期性負荷，トリガ負荷，鉄道の電気化に伴う新たな負荷な

どさまざまな負荷が連系されつつある。このような電力系
統の負荷構造の急激な変化に対応した電力品質の向上が急
務となっている。さらに，OA機器などの電子機器や各種
産業の連続プロセスラインなどの設備を持つ電力需要家か

らは，電圧瞬時低下や過度の高調波などを抑えた，より高
い品質の電力の提供が望まれている。また中国国内の電力
供給に対する品質と安定を向上させることで，海外のハイ

テク産業の誘致をいっそう促進できるようになる。今後は

電力品質をさらに向上させるために，供給側と需要側双方
にまたがる電力品質の実態解明・改善の研究，およびこれ

ら研究成果を踏まえた規格化活動が推進されるものと予想
される。

現在中国政府は，すでに下記のような電力品質に関する

国家規格を制定・公布している。

（a）　供給電圧の許容偏差　　　GB/T12325-2003
（b）　周波数許容偏差　　　　　GB/T15945-1995
（c）　電圧不平衡の許容偏差　　GB/T15543-1995
（d）　高調波　　　　　　　　　GB/T14549-1993
（e）　電圧変動とフリッカ　　　GB/T12326-2000
（f）　一過性および過渡過電圧　GB/T18481-2001
さらに，国際品質の電力を供給できるようにするため，

国際的に重視されている電力品質，すなわち短時間過電圧，

短時間停電，瞬時電圧低下，瞬時電圧上昇に対応する指標
（1），（2） 

を規格制定化することが必要である。

現在の中国における電力品質管理は，供給電圧偏差・周
波数偏差指標など電力供給側（配電用変電所など）で管理
可能な指標の把握・規格順守にとどまっている。このため

電力の高品質化には特定需要家近傍でも問題が発生し得
る高調波・フリッカ・電圧低下指標などの計測をまず行い，

電力品質の実態を正確に把握することが優先課題である。

2.2　浙江大学との共同研究の概要

浙江大学との共同研究では，まず 2005年度に電力系統
の供給側から需要側までの広範囲にわたる電力品質状況
をオンラインで把握できる計測システムの構築を手がけ
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た。これは富士電機のアナログ計測のコア技術を基に，中
国国家規格に準拠した計測と国際規格を意識したデータハ

ンドリング手法や通信ネットワークへの接続要件などを盛
り込んだ計測ユニットとして研究・開発した

（3）～（5）

。翌 2006年
度では計測データに基づく電力品質の実態解析のためのセ

ンターシステム（管理サーバ）の機能要件を研究し，2005 
年度成果と併せて，広域電力品質計測システムとしての製
品化開発を図 1に示すステップで行った。

2.3　システム開発のねらいと目標

本システムの研究開発活動のねらい・活動目標は以下の

とおりである。

（1）　ねらい

センターシステムにて容易にデータの記録・保存・解析
が可能な図 2に示す構成の広域電力品質計測のフィールド

試験システムを導入して，電力品質改善対策を企画するた

めのソリューションシステムを構築できるようにする。

（2）　開発内容
エネルギーデータ解析表示機能（複数同時解析，重合せ

分析など），広域多点同期データ解析機能（リアルタイム

性，DB化など）の開発と，系統解析条件を整備（運用設
定機能の充実）する。

（3）　適用規格
中国国家規格（GB），および国際規格（IEC），欧州規

格（EN）に準拠したシステム開発を行う。

（4）　フィールド試験　
杭州市電力局の配電系統の実フィールドに適用し，計測

の実証試験を実施する。

2.4　広域電力品質計測システムの構成とフィールド試験

図 2に示した共同研究で開発したフィールド試験のシス

テムは大きく二つの構成部位に分けられる。

（1）　計測ユニット

図 3（a），表１に計測ユニットの外観と仕様概要を示す。

計測ユニットは単相または三相電力線 1 回路の電圧・

電流を計測し，計測データを内部メモリカードに蓄積する。

計測データはインターネット回線を経由して遠地からで

も収集できる。各計測ユニットは，GPS時刻の自律受信
による同期，または GPS1PPS（1秒周期同期パルス信号）

を RS-485インタフェース線で相互接続し，互いにサンプ

リング同期を取る。

（2）　管理サーバ
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図1　電力品質ソリューションの開発ステップ
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図2　広域電力品質計測のフィールド試験システム構成
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（a）計測ユニット外観

（b）設置例

図3　計測ユニット外観と設置例
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管理サーバは各計測ユニットとインターネットまたは

LAN回線で接続され，計測データの収集・蓄積と，収集
データを使用した各種電力品質指標の表示・解析を実施す

る。データ収集と蓄積はサーバとなる代表 1台のパソコン

が実施し，LAN回線でつながる他のパソコンはクライア

ントとして計測データの参照と電力品質指標の表示・解析
ができる。

（3）　電力品質解析機能
管理ソフトウェアは，各地点の計測データを基に各電力

品質指標を抽出しそれを評価する。表 2に広域電力品質計
測システムで備えている電力品質指標を示す。評価する電
力品質指標は国際規格 IEC 61000-4シリーズで定められ

た項目・指標抽出方法・指標評価方法に準拠している。さ

らに保護リレー動作時の電力品質解析で用いられる，系統
事故時の過渡電圧・電流ベクトル図，過渡高調波などを解
析し表示する。

管理ソフトウェアでは，電力品質指標ごとのしきい値を

用いての良否判定をし，結果を日報・週報・月報などのイ

メージで出力することで，ユーザーが日々の電力品質状況
を容易にまとめられるようになっている。電力品質指標と

しきい値は，国・地域・電力会社などで異なるため可変設
定としている。

（4）　フィールド試験の評価
フィールド試験において，各計測ユニットでの多地点計
測を実施し，インターネット回線経由でデータ収集と解析
評価をした試験例を紹介する

（3），（6）

。

（a）　計測箇所：中国杭州市内，22地点
　（オフィスビル，病院，工場，ポンプ場ほか）

（b） 　計測目的：配電系の各需要・供給側の高調波特性の

把握と評価
計測ユニットの設置例を図 3（b）に示す。図 4，図 5は電
力品質評価のパソコン画面表示例である。画面左端フレー

ムは計測地点および計測年月日で区分けされた計測データ

のフォルダツリーを示す。図 4では，各電力品質指標の評
価判定結果を分かりやすく，○と×で表示している。

特に今回の計測実験においては，計測ユニットが置かれ

る各需要家の受変電室内には関係者以外の出入りが容易に

できない，また設置場所が広域に多数点在するという事情
があった。そのため計測データはインターネット回線経由
でパソコンから自動収集することが必須であり，リアルタ

イム計測という本システムの特徴を生かしている。
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表1　計測ユニットの機能

計測入力

計測起動

内部/外部
トリガによる
計測機能

内部トリガ（実効値，瞬時値のしきい値逸脱検出）
外部トリガ（他ユニットからのBroadcast, Unicast通信
　　　　　　での起動指令による）

通信機能
10Base-T LAN 1回線
（SNTP, e-mail, FTP/HTTP server, 外部トリガ）
RS-485　1回線（1PPS同期パルス送受信用）

アクセサリ
GPSアンテナ，電源バックアップ回路
メモリカード（コンパクトフラッシュ*）など

電力1回路（3V＋3I）＋AC/DC兼用Free入力2

4,800Hzサンプリング（50Hz時）16bit×4秒計測
同期精度＝GPS（1PPS）同期にて±（10＋4n）　以内
　　　　　　　　　　　　　n：同期パルス喪失時間（分）
計測精度＝±0.5%以下（フルスケール）

s

*コンパクトフラッシュ：米国San Disk Corp. の商標または登録商標 

表2　広域電力品質計測システムで使用する電力品質指標

指　標 関連規格

電圧実効値
変動

周波数

IEC 61000-4-30

三相電圧
不平衡率

電力，電力量

過渡解析

電力品質
管理値

IEC 61000-4-30

電圧フリッカ IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30

高調波
2～25次，
最大40次

IEC 61000-4-7
IEC 61000-4-30

IEC 61000-3
シリーズなど

IEC 61000-4-30

総合ひずみ率 IEC 61000-4-30

電圧瞬時変化

数日以上のトレンド値で評価

数日以上のトレンド値で評価

電力算出手段は独自方式
（電力品質評価はしない）

実効値/ベクトル/高調波など
（電力品質評価はしない）

各国・地域・供給者で異なる

数日以上のトレンド値で評価
日本独自方式（ΔV10方式）は
別対応

数日以上のトレンド値で評価
高調波算出方法は独自方式
次数間高調波は未対応

数日以上のトレンド値で評価

数日以上のトレンド値で評価

電圧低下（dip）/上昇（swell）
の計測IEC 61000-4-30

備　考

図4　電力品質解析結果例（○×判定例）

図5　平均高調波分布画面例
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2.5　開発したシステムの今後の展開

広域電力品質計測システムではすべての電力品質指標を

中国の事情に合わせた指標にした電力品質解析専用オンラ

インシステムであり，今後の中国における規格発展に寄与
すると考えている。また，瞬時電圧変化などユーザー個
別の電力品質を把握できるようになるなど，多岐にわたる

電力品質の問題解決のニーズに応えられるシステムに発展
させることができる。電力品質指標を計測することにより，

電力系統の状態把握ができるようになり，電力品質改善の

ための適切かつ正確なソリューションを提供することがで

きる。

電力は取引市場で売買可能な流通商品であり，電力品質
はその商品価値を定義づける一つの指標でもある。本シス

テムは，電力品質の価値を決定し管理する流通システムへ

発展させることもできると考えている。

　配電自動化システムの適用検討と開発

3.1　中国における配電設備の状況

中国における配電関係の設備投資を見ると，先進国の発
電，送電および配電の投資比率が 1：0.5：0.7であるのに

対して，中国の最近の 10年における投資比率は 1：0.2：
0.2となっており，送配電への投資は低く，配電系統の整
備は発電設備の建設に比べかなり低い水準となっている。

これは，毎年の電力供給不足により，設備投資が発電設
備に重点を置かれていたためであるが，年々電力の需給バ

ランスは安定してきており，今後，電力の高品質化と安定
供給の要求は高くなると考えられる。

また，1998年に中国国家電力公司は供給信頼度の向
上（都市の供給信頼度 99.9%，大都市の中央のエリアは

99.99%）と電力品質の向上（供給ロス 2%以下）を目標に

挙げていた。これを実現するためには停電時間の短縮を目
的とする配電自動化システムの導入が必要である。

配電自動化システムは大都市圏にいくつかの試験的導入
がすでに進められている。しかしながら新規配電設備の置
換えや大容量化，高信頼化などの課題解決のための設備投
資が膨大となることから，配電自動化システムの十分な普
及はこれからとなっている。

3.2　配電設備の特徴について

中国では 35 kVから 110 kVを高圧，10 kVを中圧，400  
Vを低圧と分類しており，配電自動化システムの監視，制
御対象は，10 kVクラスの配電系統となる。

10 kVクラスの配電系統はオープンループ（放射状系統）

で運用されており，基本的な系統構成は日本と同じである

ので，日本の配電自動化システムの配電系統に関するデー

タベースの形式が適用可能である。

配電自動化システムは配電ディスパッチングセンター

および電力ディスパッチングセンターに設置される。統計
値によれば中国には 280の都市配電ディスパッチングセン

ターおよび 2,400の地方電力ディスパッチングセンターが

ある。

3.3　配電自動化システムの要件

浙江大学と富士電機は中国の電力会社への聞取り調査，

および現状中国で実施されている配電自動化モデル事業の

状況を調査した。その結果，配線自動化システムには以下
の要件が必要であるということがわかった。

（1）　グローバルスタンダードの採用
配電自動化システムとテレコン装置，開閉器子局などの

通信インタフェース，他システムとのインタフェース，配
電自動化システムの機能パッケージなどすべてにおいて，

どのメーカーの機器，パッケージとも結合可能なように，

各種インタフェースは以下のようなグローバルスタンダー

ドの適用が求められる。

（a）　OS：UNIX
〈注 1〉

，Windows
〈注 2〉

（b） 　通信インタフェース（テレコン，開閉器子局）：

IEC 60870-5-101 〜 104
（c） 　システム間インタフェース：IEC 61968
（d） 　データベース：Sybase

〈注 3〉

または Oracle
〈注 4〉

（e） 　グラフィックス：OpenGL
〈注 5〉

，XWindow
〈注 6〉

など

（2）　配電線事故における事故区間の検出方式
日本では配電系統の事故区間の検出は，開閉器子局によ

る時限順送方式が採用されている。しかし，海外の諸国と

同様に中国では子局のリレー機能を用いた事故区間の検出
機能が求められる。

3.4　プロトタイプシステムの開発

中国での配電自動化システムの適用要件に従い，富士電
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*CORBA： 非営利の国際団体Object Management Groupが提唱する
 分散処理環境アーキテクチャの名称

図6　中国適用配電自動化プロトタイプシステムの概要

〈注 1〉UNIX：The Open Groupの商標または登録商標

〈注 2〉Windows：米国Microsoft Corp. の商標または登録商標

〈注 3〉Sybase：米国 Sybase, Inc. の商標または登録商標

〈注 4〉Oracle：米国 Oracle Corp. の商標または登録商標

〈注 5〉OpenGL： 米国 Silicon Graphics, Inc. の商標または登録商標

〈注 6〉XWindow：米国 X Consortium, Inc. の商標または登録商標
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特
集
1

機の配電自動化システムをベースに中国に適用するプロト

タイプシステムの開発を実施した。

開発したシステムの内容を以下に示す。

（a）　画面の中文化
（b）　IEC 対応の通信インタフェースの開発
（c） 　IEC 60870 準拠の CIM（Common Interface Model） 

によるデータのモデル化と外部インタフェースの開発
（d）　中国に適用する事故復旧処理の開発
（e）　汎用 GIS パッケージとのインタフェースの開発
（f） 　潮流計算，状態推定を用いた過負荷チェック処理の

開発
（g）　電力損失低減（ロスミニ）機能の開発
（h）　事故検証機能の開発
（ i）　無効電力・電圧制御機能の開発
開発したシステムの概要を図 6に示す。

　あとがき

経済成長が続く中国のハイテク産業や一般家庭は今まで

以上に大量かつ高品質な電力を必要とするので，電力の供
給信頼度や品質に関する要求もますます高くなるものと思
われる。その一方で，地球温暖化防止や大気環境の改善な

どは中国においても重要な課題であり，省エネルギーや環
境負荷対策への取組みも同時に推進していくことが必要で

ある。

中国における電力品質の状況を浙江大学との共同研究

を通じて知ることができた。その改善に必要な技術や製品，

ソリューションを提供することにより中国での電力事情を

改善する一助となるよう尽力していく所存である。

今回の共同研究において，中国向け製品の開発指標など

に数々の助言をいただいた浙江大学電気工程学院の関係各
位に深く感謝する次第である。
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