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まえがき

水力発電所における制御装置の省スペース，コスト低減

をめざし，富士電機は電気式調速装置（ガバナ）および自

動電圧調整装置（AVR）も含めた一体化制御装置を開発

してきており，初号機の納入からすでに十数年経過してい

る。また，納入発電所も80か所にものぼる。

しかしながら，近年，発電市場においては建設コストお

よび設備更新コストの削減指向が強く，特に小水力分野で

一層その傾向が顕著であり，さらなるコスト削減が要求さ

れている。

本稿では，このような市場環境を背景にしたコスト重視

の「最近の水力発電所の制御システム」の概要を紹介する。

制御・保護・監視一体化制御盤

コスト重視の「制御・保護・監視一体化制御盤」は，富

士電機の従来の「一体化制御盤」よりもさらに合理化を進

め，保護継電器の機能は独立させたままディジタル化で多

要素化を図った多機能ディジタル保護継電器を採用し，要

素あたりのコストおよび取付けスペースを削減している。

また，制御装置と多機能ディジタル保護継電器とをデー

タバスで接続し，盤内配線の削減を実現している。

制御・保護・監視一体化制御盤の基本システム構成を図

１に，実際の一体化制御盤の外観を図２に示す。

制御・保護・監視一体化制御盤の特徴は以下のとおりで

ある。

耐圧は一般産業界に広く採用されている 1,500V １分

間とすることでシステムを構築する機器の選択肢が増え，

より低コストで最適なシステムを実現している。

制御部，保護継電器部，監視表示部および伝送部をそ

れぞれ独立させているため，部分的な更新が容易である。

また，近年の電子機器のめざましい進歩に柔軟に対応し

た最新のシステムを構築することが容易である。

独立した各部はデータバスで結合しているため配線量

を低減できる。

制御部には富士電機の最新のプログラマブルコントロー

ラ（PLC）「MICREX-SX」を採用し，主機自動制御と

AVRおよびガバナを別モジュールとしているため，多
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図１　制御・保護・監視一体化制御盤の基本システム構成

図２　一体化制御盤の外観
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様なプラントにフレキシブルに対応できる。

以下に各部の概略を紹介する。

２.１ 制御部（入出力部を含む）

低コストで高性能なMICREX-SX を採用し，基本命令

20 ns および入出力リフレッシュ 1ms と高速演算を実現し

ている。電源およびディジタルインタフェースはDC24V

を，アナログ入出力は汎用性の高いDC＋－10Vを基本とし

ている。

ガバナ用の周波数入力は SSG（Speed Signal Generator）

に対応したパルス信号を標準としており，これも汎用性の

高いパルス入力モジュールで実現している。

また，付加機能としてもMICREX-SX の豊富な機能や

オプションモジュールを採用することができる。

２.２ 監視表示部

従来のメータ，表示器および操作スイッチに代わるもの

として，多様性のある大画面プログラマブル操作表示器

（POD）を採用している。

これにより従来の監視制御用スペースの大幅な削減が可

能となるとともに，盤面の固定化・標準化ができるメリッ

トがある。

また，標準システムでは PODを 2台装備しているため，

計測画面を見ながらの操作や 1台異常時のバックアップ操

作などが可能となり，操作性および信頼性の向上が図られ

ている。

画面は，通常の水力発電所に要求される以下のものを標

準的に備えている。

スケルトン画面

主機操作画面（図３）

メータ（計測）画面（図４）

30S（状態表示）画面

30F（故障表示）画面

モニタ画面

設定画面

ステップ画面

ヘルプ画面

また，PODは無操作時間を監視し自動消灯させること

により長寿命化に配慮した設計としている。

２.３ 保護継電器部

制御・保護・監視一体化制御盤のキーコンポーネントで

ある保護継電器部には，低コスト・省スペースを実現した

水力発電所用多機能ディジタル保護継電器（F-MPC210）

を開発した。

保護要素は一般水力発電所によく使用されるものに限定

するとともに，外部配線は保護に必要なものに極力絞って

いる。保護継電器部の特徴は以下のとおりである。

保護対象のユニット化

発電機ユニット，母線ユニット，差動保護ユニットおよ

び変圧器保護ユニットと保護対象ごとにユニット化してい

るため，プラントごとにフレキシブルに保護システムを構

成できる。

図５に各ユニットの単線結線図例を示す。

ハードウェアの標準化

各ユニットの CPU，補助変成部，表示設定部，出力部

などのハードウェアは標準化され，同一構成・同一形状に

なっている。

要素の標準化

各ユニットに搭載される保護要素も標準化し，プラント

ごとの個別対応をなくすことで一層の低コストを実現して

いる。

表１に構成要素および共通仕様を示す。

表示出力の簡素化

各ユニットの動作要素の表示用個別出力はデータバスを

経由し制御部 PLCに送っており，保護継電器部からの直

接出力は一括の保護用出力に限定することで外部配線の簡

素化を図っている。

CPUの二重化

内部 CPUはメイン用とフェイルセイフ用とに独立させ，

両系 CPUのアンド出力とすることで信頼性の向上を図っ

ている。

図６に内部の概略構成を示す。

自動監視機能の充実（6）
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図４　POD計測画面の例
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図３　POD操作画面の例
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ディジタルリレーの特徴である常時監視および自動点検

機能を充実させ，アナログ入力部から出力部までのほぼ全

域をカバーし，高信頼性および保守性の向上を図っている。

２.４ テレコン子局

テレコントロール（テレコン）子局機能は独立した伝送

部モジュールを制御部とデータバスによって接続し，テレ

コン専用の入出力部をなくすことで，低コストと省スペー

スを実現している。

伝送仕様は電気共同研究仕様に準拠した CDT（Cyclic

Digital Telemeter）方式を標準としている。

系統連系保護リレー

近年は民間および公営の水力発電所において「電力系統

連系技術要件ガイドライン」にて指定される能動的単独運

転防止装置の設置が必須（ひっす）になってきている。

逆潮流のある発電所においては，能動的単独運転防止装

置または転送遮断装置の設置が連系の要件として義務づけ
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図５　多機能ディジタル保護継電器の単線結線図例 表１　継電器要素および共通仕様 

機　能 概　要 

保護機能 
＊：定格 
　　周波数の 
　　80～ 
　　300％の 
　　広周波数 
　　帯域対応 

発
電
機
保
護 

�発電機過電流保護
＊

　　（51） 
�発電機短絡保護　　　（51H） 
�発電機過電圧保護　　（59） 
�界磁喪失保護　　　　（40） 
�発電機地絡過電圧保護（64G） 
�発電機地絡方向保護　（67G） 
�位相差検出　　　　　（25S） 

母
線
保
護 

�母線不足電圧保護
＊

　　（27B） 
�過周波数保護　　　　（95H） 
�不足周波数保護　　　（95L） 
�母線地絡過電圧保護　（64B） 
�巻線地絡過電圧保護　（64V） 

表示機能 
�保護継電器整定値表示 
�継電器動作表示 
�装置異常表示 

自己監視 
　　機能 

�常時監視機能 
�自動点検機能 
�手動点検機能 
�ランプテスト 
�強制動作 

差
動
保
護 

�発電機内部短絡保護　（87） 
�発電機内部地絡保護　（87G） 
�発電機地絡過電流　　（51N） 

T リンク 
伝送機能 

�保護継電器動作信号 
�保護継電器整定値 
�保護継電器整定値 

共通仕様 

冷却方式 

準拠規格 

定
　
格 

周囲温度 

変
圧
器
保
護 

�変圧器内部短絡保護　　　　（87T） 
�変圧器差回路過電流保護　　（HOC） 
�変圧器過電流（反限時）保護（51T） 
�変圧器過電流（瞬時）保護　（51TH） 

周波数 

自然空冷形 

保護継電器の仕様は下記の規格に準拠 
電力規格  B-402 
電気学会  JEC-2500（電力用保護 
　　規格　　　　　　　　　　 継電器） 
　　　　  JEC-2510（過電流継電器） 
　　　　  JEC-2511（電圧継電器） 
日本電機  JEM-1336（高圧配電線用 
　工業会　　　　　　 　地絡方向継電 
　　規格　　　　　　 　　　　　　器） 

50 Hz または60 Hz

電　圧 AC110 V

零相電圧 AC110 V/190 V

電　流 AC 5 A

零相電流 AC 1.5 mA

定格値消費電力 2.0 VA以下 

制御電源 
DC100/110 V 
（許容変動範囲80～143 V） 

制御電源負担 40 W以下 

0～＋40℃，ただし1日に数時間程度 
－10～＋50℃を許容 

保存温度 －20～＋70℃ 

相対湿度 20～90％RH
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図６　多機能ディジタル保護継電器の構成
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られており，設備の簡素化および保守の容易さから能動的

単独運転防止装置が望まれているためである。

富士電機でもこうしたニーズにこたえるために，数年前

から能動的単独運転検出装置の開発に取り組んできた。

以来，シミュレーションおよび模擬装置による検証を経

て，1999年春，2,000 kWクラスの実機に初めて適用し良

好な結果を得た。

回転機系では困難とされる無負荷付近の微少潮流（約

１％）時の遮断による単独運転検出が可能であり，実用に

耐え得るものと評価している。

単独運転検出機能の原理は「無効電力変動方式」といわ

れる能動式を採用しており，発電機のAVRの電圧設定器

に常時規則的な外乱を与え，単独運転時に現れる微少周波

数変動を検出し単独運転と判断している。

また，この単独運転検出機能を付加した「単独運転検出

機能付系統連系保護装置」は，前述したユニット形多機能

保護リレーと同一のハードウェアを使用しているため，信

頼性・保守性とも水力発電所用保護継電器として統一され

たものとなっている。

表２に単独運転検出機能付系統連系保護装置の仕様を示

す。

発電所監視・操作・記録システム

発電所の制御システムにおいてディジタル制御装置の適

用率が高まるなかで，一層の操作性の向上と収集したプラ

ント情報を有効に活用することによる保守の省力化を狙っ

た低コストの「監視・操作・記録システム」（パートナー

PS）を開発し，納入してきた。

従来，この種のHCI（Human Computer Interface）装

置はミニコンピュータやエンジニアリングワークステーショ

ンをベースにしたものが多くかなり高価なシステムであっ

たが，近年のパーソナルコンピュータ（パソコン）の処理

能力の向上やグラフィックユーザーインタフェースに優れ

たオペレーティングシステム（OS）の出現などを背景に，

パートナー PSは主制御部分にパソコンを採用したシステ

ムとし，大幅な低コスト化を実現している。

本システムは CRTを 2台用いた並列システムを標準と

しているが，CRT１台のシングルシステムから，CRT３台

以上の大規模システムまで，プラントの規模に応じてシス

テムを構築できる。

以下に実際に適用したシステムの納入例の概略を記す。

４.１ パートナーPSの基本仕様

外　観

™専用デスクタイプ（21インチカラーCRT）

™デスクトップタイプ（汎用CRTすべてに対応）

操作方式

™タッチパネル

™専用キーボード

™JIS キーボード

™マウス

操作・監視

™プラント画面（255 画面）

™ポップアップ画面（255 画面）

™警報画面（16件/ページ× 63）

™履歴画面（16件/ページ× 188）

™運転保守画面（16件/ページ× 63）

™監視・操作点数（DI：6,144，DO：2,048，AI：512，

AO：256）

記　録

™高速トレンド（8ペン/画面× 6）

0.2 秒以上のサンプリング 4,096 データ

™標準トレンド（8ペン/画面× 50）

２秒以上のサンプリング 4,096 データ

™長時間トレンド（8ペン/画面× 8）

２秒以上のサンプリング 32,768 データ
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表２　系統連系保護装置の仕様 

機　能 概　要 

保護機能 

単独運転 
検出機能 

計測機能 

�短絡保護（INST） 
�過電流保護（OC：反限時） 
�地絡保護（DG） 
�過電圧保護（OV） 
�不足電圧保護（UV） 
�地絡過電圧保護（OVG） 
�過周波数保護（OF） 
�不足周波数保護（UF） 

�能動的方式　（△F1，△F2 ） 
�受動的方式　（△F ） 
�外乱機能（能動的方式用無効電力変動指令） 

共通仕様 

冷却方式 

準拠規格 

定
　
格 

周囲温度 

�現在周波数 
�周波数偏差 

自己診断 
　　機能 
試験機能 

�常時監視機能 
�自動点検機能（24時間定周期起動） 
�手動点検機能（任意起動） 
�ランプテスト 
�保護継電器強制動作 

周波数 

自然空冷形 

50 Hz または60 Hz

電　圧 AC110 V

零相電圧 AC110 V/190 V

電　流 AC 5 A

零相電流 AC 1.5 mA

定格値消費電力 2.0 VA以下 

制御電源 
DC100/110 V 
（許容変動範囲80～143 V） 

制御電源負担 40 W以下 

0～＋40℃，ただし1日に数時間程度 
－10～＋50℃を許容 

保存温度 －20～＋70℃ 

相対湿度 20～90％RH

保護継電器の仕様は下記の規格に準拠 
電力規格  B-402 
電気学会  JEC-2500（電力用保護 
　　規格　　　　　　　　　　 継電器） 
　　　　  JEC-2510（過電流継電器） 
　　　　  JEC-2511（電圧継電器） 
日本電機  JEM-1336（高圧配電線用 
　工業会　　　　　　 　地絡方向継電 
　　規格　　　　　　 　　　　　　器） 
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™帳票（52項目/票× 30）

日報，月報，年報などのフリーフォーマット

™ハードコピー（カラービデオプリンタ）

４.２ システム構成

標準装備している高速データバス（Pリンク）を経由し

て発電所制御用PLCと結合し，管理所での監視制御を行っ

ている。Pリンク用伝送路は光コンバータおよび光ファイ

バケーブルを採用し耐ノイズ性に優れた長距離伝送路とし

ている。

外部入出力，警報出力およびデータ処理には小形汎用

PLC を採用し，他社製装置とのインタフェースもこの

PLCを介して実現している。

画面作成は，プログラムレスの作画機能やワードプロセッ

サ感覚で操作できる帳票作成などの豊富なグラフィックツー

ルを使用して簡単に画面の設計を行うことができる。

図７にパートナー PSのシステム構成を示す。

４.３ 監視操作画面

操作画面では画面上のシンボルを選択することによりポッ

プアップ画面が表示される。この画面に操作対象機器の状

態を表示することにより，誤操作防止を図っている。

状態表示・計測表示はスケルトン画面や計測画面などの

目的に応じた画面にグラフィカルに表示することにより，

視認性の向上を図っている。

図８に水車の状態画面の例を示す。

警報画面では現状の故障を表示窓で一括表示し，容易に

全体が認識できるようにしている。また，標準装備の履歴

画面では，項目の割付けのみで発生・復帰時刻を記録し，

表示項目もグループ分けによる選択表示が容易にできるよ

うに考慮している。

図９に警報表示窓の例を示す。

帳票画面では標準装備されている収集機能により，電力

量や流量などの日報，月報および年報データを容易に帳票

化でき，これらのデータは容易な画面設計によって，必要

なデータのみ任意に印字出力することができる。

また，収集データはテキストデータとしてフロッピーディ

スクに出力し，保存・管理をしている。

あとがき

以上，低コストを主眼においた最近の水力発電所制御シ

ステムの概要を紹介した。

今後もますます低コスト化が求められるものと思われる

が，システムの構築にあたっては選択肢を広げ，世の中に

多く出回っている安定した製品をベースに，品質・信頼性

を損なわない安価なシステムを提供していきたいと考えて

いる。

最後にこうしたシステムの採用に理解を示していただい

たお客様に深く感謝の意を表する次第である。
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図７　パートナーPSのシステム構成例 図８　状態画面の例

図９　警報表示窓の例
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