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1　まえがき

経済成長に伴い電力需要が拡大する中で，電力会社と

メーカーは，電力流通の最大の目的である電力の安定供給
と，経済性を目的とした運用の効率化に長年取り組んでき

た。電力流通を支えるシステムは，計算機技術を用いた集
中監視制御システム，系統事故発生時に系統事故の拡大を

防ぐ保護制御システムなどがあり，それらのシステムの活
用により，高い供給信頼度を達成してきた。

今後は，低炭素化社会を目指して太陽光発電，風力発電
を中心とした分散型電源が大量に導入されることが予想さ

れている。また，納入後 20 年以上を経過した高経年保護
リレー設備の更新，電力系統運用のさらなる効率化も必要
である。このような電力流通分野での課題と，富士電機の

取組みについて紹介する。

2　電力流通分野の現状と課題

富士電機は，電力流通分野において，系統制御システム，

配電自動化システム，遠方監視制御装置，保護制御システ

ム，系統解析シミュレータおよび電力需要予測などの各種
支援システムを開発し納入してきた。図1に，富士電機が

開発し，納入してきた電力流通分野における主な製品を示
す。

次に，分散型電源の大量導入，高経年設備および運用効
率化に関する課題について述べる。

₂.₁　分散型電源の大量導入に関する課題

⑴　配電系統における課題
太陽光発電など分散型電源が配電系統に大量に連系され

ると，逆潮流による電圧上昇や，急激な出力変動に伴う配

電線の電圧変動が発生するという問題がある。現状は，配
電系統は配電用変電所の負荷時タップ切換変圧器（LRT）

や配電系統上に設置された自動電圧調整器（SVR），静止
形無効電力補償装置（SVC）などの電圧調整機器により，

系統電圧の適正化を図っている。しかし，電圧調整機器単
体の効果による電圧制御方式では調整能力に限界があり，

予想される問題に対して対策が必要となる。

⑵　需給運用における課題
太陽光発電が家庭に大量に導入されるとき，その出力は

リアルタイムに計測することができない。電力会社は正味
の電力需要が把握できない状況となるため，電力系統の周
波数を維持するためには，太陽光発電の出力を推定した上
で需給運用を行うことが必要となる。また，負荷側で発生
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図₁　富士電機の電力流通分野の製品



富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

次世代の電力流通を支えるシステム技術

199（ 27 ）

する余剰電力の吸収や天候の急変による負荷の増大に対応
するため，蓄電池の最適化制御機能や逆潮流監視機能など

が必要となる。

⑶　系統解析における課題
今後，新たに開発される分散型電源の導入効果や，制御

システムが電力系統に与える影響を検証するため，分散型
電源の解析用モデルを系統解析シミュレータへ迅速で容易
に導入できるようにする必要がある。

₂.₂　高経年保護リレー設備の次世代化対応

国内の保護制御システムにおいて，今後，設備の高経年
化や主要部品の改廃サイクルの加速化による設備更新への

対応が増加する。保護リレーでは，改廃サイクルの短い電
子部品が適用される部位があり，ユニット単位で簡単に更
新ができる装置構成が主流になる。また，保護制御システ

ムは，今後，異なるメーカー間の結合の容易化，すなわち

マルチベンダ化を実現するため，オールデジタル化に向か

い，さらには監視制御システムと保護リレーシステムの融
合が進むと考えられる。

₂.₃　運用効率の向上

近年，電力会社では，電力系統運用コストを低減するた

め，給電制御所などの給電運用機関や配電自動化システム

を配した営業所など複数の運用機関を，統廃合する動きを

加速させている。そのため，運用形態の変更に対応できる

監視制御システムの構築技術が要求されている
⑴

。

さらに，運用者の監視制御範囲が広がり，業務負荷が増
える傾向にあり，その対策が必要となりつつある。

3　次世代電力流通分野における富士電機の取組み

₃.₁　分散型電源の大量導入に関する対策

⑴　配電系統での対策
⒜　配電系統電圧変動抑制技術

富士電機は分散型電源の大量導入に対応する次世代の

配電系統電圧変動抑制技術として，状態推定，潮流計算
および最適化手法を用いて電圧調整機器を最適に配置す

る計画支援，ならびに配電系統を適正な電圧に制御する

電圧制御方式を開発している。図₂に，富士電機が開発
している配電電圧制御の概要を示す。

　①　電圧調整機器の最適配置
 　自動電圧調整器（SVR）の新設および再配置計画
業務の効率化を図るために，最適化手法を適用して，

年間を通して最も電圧の上下限逸脱率が小さくなる
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SVR の設置位置を算出する。

　②　電圧調整機器の整定値の最適化
 　最適化手法を適用して，複数台の SVR に対してそ

の動作回数の最小化を考慮し，年間を通して最も電圧
の上下限逸脱率が小さい整定値の組合せを算出する。

　③　電圧調整機器の集中制御
 　太陽光発電が大量に導入された配電バンク全体の電
圧を適正電圧範囲内に収めるために，センサ開閉器の

計測情報を基に配電系統上の負荷時タップ切換変圧器
（LRT），SVR のタップ値および静止形無効電力補償
装置（SVC）の電圧指令値の最適値を算出し，リアル

タイムで集中制御する。

⒝　次世代送配電系統最適制御技術実証事業
富士電機は電圧変動抑制技術を確立するため，経済産

業省資源エネルギー庁“次世代送配電系統最適制御技術
実証事業”に参加している。本事業は，国立大学法人東
京大学をはじめとする 28 法人が参加し，2020 年におけ

る太陽光発電などの再生可能エネルギーの大量導入目標
に対して，図₃に示す課題を解決するために，需要家内
機器の最適制御方式，配電系統の系統電圧制御方式など

の開発・実証を 3 か年かけて行うものである。富士電機
は，本事業の中のサブワーキンググループ“配電系統の

電圧変動抑制技術の開発”に参加している。

⑵　需要予測システムを使った需給運用への対策
富士電機は，ニューラルネットワーク技術を用いた電力

需要予測システムを電力会社に納入している。その技術を

用いて太陽光発電の影響分を日射量などの気象予報情報の

取込みにより予測 ･ 推定し，系統全体の需要予測に反映す

る研究を実施している。図₄に太陽光発電を考慮した需
要予測システムの概要を示す。特定地点での太陽光発電予
測は，気象庁の GPV（Grid Point Value）予報による雲量
の数値データから日射量を求め，緯度 ･ 経度情報，気温予
報を加味した上で行う。この予測手法をスマートコミュニ

ティ実証事業に適用する予定である。

また，離島マイクログリッドの実証事業の中で，需給運
用計画機能，経済負荷配分機能および負荷周波数制御機能
を開発し適用した。今後，分散型電源の大量導入や電気自
動車（EV）の導入が進んだ場合，電力会社は需給運用を

現状より小さい地域単位で行うことが想定される。そのた

め，実証事業で培った技術を電力流通分野へも適用してい

く。

⑶　系統解析における対策
系統解析シミュレータは，系統構成機器の等価縮小モデ

ルで構成されており，潮流解析，定態 ･ 動態安定度，およ

び系統共振現象や多重事故などの解析に使用されている。

富士電機では，解析対象の時間領域が数マイクロ秒の

サージ解析から，数時間以上の経済負荷配分までリアルタ

イムで解析ができるという特徴を持ったアナログ型の系統
解析シミュレータを，主に電力会社や大学向けに納入して

きた。アナログ型の系統解析シミュレータは連続量で計算
するため，デジタル演算で生じる演算刻みや数値解法に起
因する発散が生じにくいという利点を持つ。近年では，メ

ガソーラーやウィンドファームなど出力変動を伴う大規模
再生可能エネルギー発電の電力系統への影響を解析するた

めに，太陽光発電や風力発電のモデル開発を行い，機器モ

デルとして提供している
⑵

。

このような取組みの中で，次世代配電系統や，スマート

コミュニティなど将来の電力系統の高度利用技術の解析に

アナログ型の系統解析シミュレータを活用する動きが活発
化している。

アナログ型の系統解析シミュレータは，太陽光発電や風
力発電の大量導入による電力品質への影響評価をはじめ，

配電系統上に設置される蓄電池システムの運用方法や最適
設置点の検討など，今後の電力系統の機器配置や制御手法
の研究開発を支えている。

富士電機では，従来のアナログ技術に加えて，最新鋭の

デジタル演算処理技術を融合させた，次世代のハイブリッ

ド型系統解析シミュレータの開発に着手している。

₃.₂　変電所保護制御システムの次世代化

富士電機では，現在，国際通信規格 IEC 61850 に対応
した新 IED（Intelligent Electrical Device）の開発を進め

ている。新 IED は，国内電力用保護リレーに要求される

環境性能，信頼性，寿命などを承継し，富士電機の現行保
護リレーおよび計測ユニットの後継機種に位置付けられる

機器であり，保護，制御，計測，通信端末として適用可能
な高信頼性コントローラである。図₅に，新 IED の構成
例を示す。基本ユニットと拡張ユニットとの組合せにより，

適用装置ごとに最適な構成を提供でき，今後，保護制御シ

ステムへの適用を初め，将来の変電所オールデジタル化に

向けた検討も進めている
⑶

。

また，新 IED を適用し，ユニット更新を想定したディ

ジタルリレーの主要ユニットの開発も進めている。図₆に，

ユニット更新タイプ保護リレーの例を示す。保護リレーを
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構成する主演算部，入出力部，電源部などをユニット化し，

ユニット単位で更新できる構成としている
⑷

。

₃.₃　運用効率の向上を実現する技術

富士電機は，情報伝送の信頼性確保やさまざまな形態で

構築される運用システムの実現を支える技術を提供してお

り，次に概要を述べる。

⑴　IP ネットワーク対応
複数運用機関を統廃合する場合，変電所への情報伝送

ルートの確保，情報伝送の信頼性が課題となる。富士電機
では，JEMA 産業用プロトコルである PMCN（Protocol 
for Mission Critical industrial Network use）を適用する

ことにより，データ順序性とリアルタイム性を保証すると

ともに 2 ルート伝送，1：N 通信に対応した IP ネットワー

ク端末を提供している。従来の信頼性を確保しながら，多
地点への通信を可能とし，電力会社ごとに異なる運用体系
に対応している。

⑵　広域分散対応電力用ミドルウェア

電力会社ごとにシステム構築形態はさまざまである。図

₇に，広域分散システムの構築例を示す。1 か所にサーバ

を集約し各拠点にクライアントのみ配置するシステムであ

る。その他に，複数拠点間でサーバを相互にバックアップ

するシステム，各拠点にシステムを持ち隣接拠点の監視制
御も可能とするシステムなどがある。

これらの構成を実現するため，分散配置したサーバに対
してアプリケーションの起動 ･ 応答，データベース高速等
価，サーバ状態を常時監視する必要があり，富士電機では，

広域分散対応電力用ミドルウェアを適用している
⑸

。

また，従来使ってきた電力用ミドルウェアを広域分散対
応電力用ミドルウェアに拡張する方式を採用している。そ

のため，既存システムを利用し広域システムに拡張してい

く場合，大幅なソフトウェアの改造や新規アプリケーショ

ンを導入するリスクを減らすことができる。

⑶　防災危機管理支援
運用機関が統合されると，通常の業務時だけでなく，地

震や台風などの自然災害が発生したときにも運用者の負担
は増加する。そこで富士電機は，｢防災危機管理支援シス

テム｣ を開発している。このシステムは，給電状況の情報
と地図情報ならびに気象予報情報，防災情報をレイヤごと

に分けて統合表示した上で，気象予報や災害情報からリス

クを事前に予測し，運用で回避することを支援する。そし

て，実際に災害が発生した後は，復旧支援を行う。

4　あとがき 

富士電機では，電力流通分野でのシステムの他にも揚水
発電所を含めたダムの管理システムや水管理システム，ガ

スの管理システムなどのシステムも多く納入してきた。

マイクログリッドから，地域での電気 ･ 熱 ･ 水などエネ

ルギー全体の効率化と最適運用を目指したスマートコミュ

ニティへ範囲が拡大していく中で，今までの社会インフラ

システムの経験を基に電力の安定供給と運用の効率化に貢
献していく所存である。

拡張ユニット基本ユニットと操作パネル

図₅　新 IEDの構成例

内部側面図正面図

1
1
0

2
,3
0
0

将来交換範囲

演算部

D/D

入変，
I/O部

更新部をユニット化，
コネクタ着脱により
容易に交換が可能

図₆　ユニット更新タイプ保護リレーの例
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図₇　広域分散システムの構築例
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