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まえがき

情報化の進展，都市機能の高度化・多様化に伴い，ます

ます膨大化・複雑化する配電系統に対し，供給信頼度の向

上，設備の効率的運用などを目的に，コンピュータを使用

した配電自動化システムが本格的に導入されてはや10年余

を経た。

近年，電気事業の世界的な規制緩和の潮流，地球環境問

題への対応や，国際標準によるオープン化技術を背景とし

た新しい情報処理システムの流れなどから，配電自動化技

術もこれまでの価値観や枠組みを変えた取組みがなされて

きている。

富士電機は，この分野にいち早く取り組んできており，

その成果の一端を『富士時報』の配電自動化特集号で過去

２回［Vol.61 No.9（1988），Vol.66 No.2（1993）］紹介し

たが，その後 5年余を経ていることから，最近の動向や富

士電機の取組みと成果について，配電自動化，お客さま系

自動化に焦点を当てて紹介する。

配電自動化システムの動向

２.１ 配電自動化システムの現状と次世代構想

図１に配電自動化システムの展開経緯と要求仕様の変遷

を示す。

1980年代から積極的に導入が推進されてきた配電自動化

システムに対し，富士電機では，各分野で高い実績を持つ

「オンライン監視制御技術」を核として，これにユーザー

の配電運用ノウハウを盛り込んだ，高機能かつ高信頼度な
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年 1990 2000

供給信頼度の向上
　™開閉器の遠隔監視制御
　™事故時自動復旧
　™負荷融通計算

他システム情報連係
　™設備管理システム連係
　™上位系システム連係
　™下位店所システム連係
　™情報提供

情報共有，統合化ニーズ
　™配電自動化保有情報の配信
　™現場，他システムとの協調作業
　™問合せ，窓口サービス向上

™オンライン監視制御技術
™信号伝送技術

™オープン分散ミドルウェア ™配電サーバ構想
™WWWサーバ技術
™ロスミニマム計算パッケージ（GA）

™三相潮流
　　解析技術

設備利用率の向上
　™ロスミニマム系統構成
　™配電系統の広域運用化

配電系統運用業務の高度化
　™作業計画
　™過負荷解消

電力品質の管理
　™配電系統電力潮流の把握
　™電圧・無効電力制御

図１　配電自動化システムの展開経緯と要求仕様の変遷
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システムを構築し，展開を推進してきた。

この間，絶え間なくユーザーの要求や環境の変化を先取

りし，常に最新技術を盛り込んだ配電自動化を提供するこ

とに努めてきた。

今日，情報のハイアメニティ化，CPU性能の飛躍的な

向上，ならびにシステムのオープン分散化といった技術革

新に加え，電気事業を取り巻く環境の変化により，配電自

動化システムに対する要求も，従来の供給信頼度向上を主

体としたものから，運用の高度化や情報アメニティなどの

機能を付加する方向へと変化している。

富士電機では，これらの動向に対応した次世代配電自動

化システムとして，表１に示す新たなコンセプトを打ち出

し，提案している。

２.２ 広域配電サーバ構想による配電自動化システム

配電自動化システムの導入が進むにつれて，営業所境界

の系統設備状態を両営業所間で共有し，事故時自動復旧に

おいて営業所相互からの自動復旧の実現や，将来は夜間集

中バックアップ運用による各営業所での宿直制の廃止など

が検討されている。

そこで今後の配電自動化システムは，システム相互の連

係を強化し，営業所境界の枠を越えた広範囲な判断を可能

とする機能が求められ，そのためそれぞれのシステムの基

盤をいかに業界標準あるいは国際標準を採用したオープン

な汎用アーキテクチャで構成し，相互に簡単かつタイムリー

に連係できる環境に統一，整備していくことが重要となっ

てきている。

図２に富士電機が進めている広域配電サーバ構想による

配電自動化システムの概念図を，図３にそのソフトウェア

構成を示す。

本システムは支店（または拠点営業所）に，その管内の

系統設備データの統合管理と支店大の集中監視・制御機能

を有する配電サーバを設置し，営業所間を連係する LAN，

ならびに各営業所は，配電サーバにある全系統設備データ

を保有し，かつ配電サーバ停止時には自律系統運用を可能

とする営業所サーバ，マンマシン装置，親局テレコンで構
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表１　次世代配電自動化システムの新しいコンセプト

配電系統運用

配 電 業 務

電力流通コストの低減（シ
ステム構築コスト，ランニ
ングコストの削減）

設備利用率の向上

™配電自動化システム間情報連係
　による広域系統運用
　（支店・営業所間連係）

™オープンアーキテクチャによる
　分散システム構成

電力品質管理

™他システム連係，上位システム
　連係

分　類 配電ニーズ 新コンセプト

系統計画業務支援システム

設備近代化
22,000/400V直接配電，400V
低圧幹線方式への対応機能

情報アメニティの向上 配電自動化情報共有システム

電源，負荷の多様化に対応
した電力品質監視，補償

電力品質計測，分析，補償機能

™配電線の常時稼動率の引上げ
™夜間宿直業務の省力化

™システム間情報連係や機能拡張が容易
™パソコンの採用による初期構築コストの削減

™情報一元化による系統運用高度化
™データメンテナンスの効率化

™ロスミニマム計算による設備利用率向上
™設計業務の効率化

™供給形態の多様化によるベストミックス

™帳票作成，データ編集作業の効率
™問合せ，窓口対応サービスの向上

™分散電源，SVG（Static Var Generator），SVR（Static 
　Voltage Regulator）を含む系統の潮流計算，不平衡・高調波
　解析および補償

内容・特徴

広
域
配
電
サ
ー
バ
構
想

支店/拠点営業所 

変 電 所  
情報結合 
装　　置 

変 電 所  
情報結合 
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（WS） 

営業所 

MMIMMITC

営業所 
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（PC） 
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営業所 

LAN
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MMI：マンマシン装置 
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MMITC

営業所 
サーバ 
（PC） 

TC

営業所 

MMIMMITC

営業所 
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故障時の個別 
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図２　広域配電サーバ構想による次世代配電自動化システムの概念図
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成している。

配電サーバは既存のソフトウェアの流用による信頼性維

持からワークステーション（WS）を用い，さらに汎用デー

タベースの採用によって自由なシステム間の情報連係やソ

フトウェアの逐次拡張性の確保を図っている。また，営業

所のマンマシン装置にパーソナルコンピュータ（PC）を

用いることで多様な汎用ソフトウェアを採用して構築し，

開発コストの削減や操作性，拡張性の向上を狙っている。

本構成により複数の営業所系統を統括して管理し，各営

業所に対して系統全体をオープンに見せると同時に，系統

全体を用いて事故時自動復旧などを実施する方式によって

営業所境界を意識させないシームレスな運用を可能とする。

２.３ 情報の共有化

電力会社では配電自動化システムなど各部門でコンピュー

タシステムの導入が進んでいる。

そこでネットワーク技術の向上やOA機器の普及から，

これらの多種多量の情報の共有化，有効活用化を図り，業

務運営の効率化を支援する仕組みとして，各システムのリ

アルタイムな運用情報や解析データを社内 LANに接続さ

れた PC端末へ配信，提供することで保守・計画など部門

間の業務連係や現場と操作室との協調作業支援などを目的

とする情報共有化システムの導入が図られつつある。

図４に汎用ソフトウェアを使用した本システムの画面例

を示す。

２.４ 系統計画業務支援への展開

系統計画業務とは新規の供給申込みに対し最適な送電計

画の立案や，将来の需要の伸びを想定し過負荷などの供給

支障を防止するための設備計画の立案などを行う業務であ

る。

本業務においては，既存の配電設備を有効活用し新規設

備の増設を抑制した計画を作成することがポイントとなる

が，膨大な配電系統パターンのなかから複雑な運用条件，

要素をすべて考慮し，組合せ最適化問題として，これをコ

ンピュータにより解き，運用者に対し最も適切な解を提示

することは困難であった。

しかし近年，コンピュータの能力向上やグラフィカルユー

ザーインタフェース（GUI）などのマンマシン系の充実，

そして組合せ最適化問題に関するさまざまな新解法の提案

とその手法の配電計画問題への容易な適用性などの技術展

開により支援機能として開発するための環境が整ってきた。

富士電機では，この組合せ最適化問題にモダンヒューリ

スティック手法の一つである遺伝的アルゴリズム（GA）

を適用し，ロス低減系統作成機能，変電所間負荷移行機能

などの系統計画支援機能を実現している。

お客さま系自動化への取組み

お客さま系自動化に関しては自動検針や負荷制御などを

中心とした研究およびフィールド検証が長年にわたり行わ

れ，一部実用化も始まってきた。

最近では負荷率の改善や CO2 排出削減などを目的に負

荷平準化や省エネルギーの施策を行うデマンドサイドマネ

ジメント（DSM）が研究されている。さらに，電力のマ

ルチメニューサービス化をにらんだ電力品質の管理につい

ての研究も開始された。

富士電機は本分野に当初から取り組み，主として電子式

電力量計や，お客さま伝送端末などの製品ラインアップの

拡充，配電線搬送をはじめとする各種伝送技術のフィール

ドノウハウや運用・評価技術の蓄積に努めてきた。

今後は規制緩和や市場自由化の動きを反映した分散電源

の系統連系増加に対する対策や，電力供給形態の多様化へ

の対応，さらには通信情報サービスや熱供給，ホームセキュ

リティといった非電気事業分野への展開などが新たな課題

となってくると考えられる。図５に富士電機の考える将来

のお客さま系システムの概念例を示す。

３.１ 自動検針システムの実用化の動向

情報伝送技術の進展や電力量計の電子化，料金制度の多
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図３　広域配電サーバ構想でのソフトウェア構成 図４　情報共有化システム画面例
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様化の実現などを背景として，検針業務が煩雑な大口需要

家や，オートロックマンション，山間へき地などの難検針

地域を対象に自動検針の導入が進んでいる。

富士電機では，大口需要家の需給調整契約に対応したロー

ドサーベイ機能付きの電子式電力需給用複合計器や遠隔異

動処理機能付きの電力量計，伝送端末などを開発し提供し

ている。

３.２ DSMへの取組み

負荷平準化の対策の一つとして通商産業省・資源エネル

ギー庁では，1986年から負荷集中制御の実証試験を続けて

おり，富士電機もこれに参画している。

負荷集中制御は当初，温水器やエアコンディショナ（エ

アコン）などの機器を制御する直接負荷制御を主体に研究

されてきたが，昨今の情報通信インフラストラクチャ（イ

ンフラ）の整備を反映し，電力会社からお客さまに料金情

報や電気使用量などの情報を提供し，一般家庭や中小店舗

などの電力消費パターンを誘導する間接負荷制御が注目さ

れている。

富士電機では，間接負荷制御に対応したシステムを日本

電気計器検定所の委託を受けて開発し実証研究に供してい

る。図６に本システムの表示画面例を示す。

また分散電源の普及に向け，通商産業省の指導による系

統連系ガイドラインに準じた分散電源系統連系保護装置の

製品系列化と適用拡大も図っている。

あとがき

配電自動化分野は情報通信インフラ整備，多種多様なお

客さまニーズならびに関連技術のたゆまぬ進歩に裏打ちさ

れてさらに進化していくことは明白である。

富士電機は将来の方向を良く見定めて配電自動化分野の

発展に寄与していく所存である。

本特集を発刊するにあたり，電力業界各位に誌上を借り

て厚くお礼申し上げるとともに，今後のご指導・ご支援を

お願いする次第である。
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図５　お客さま系自動化システムの概念図

図６　電力情報表示画面例
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