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各国において電気事業分野での規制緩和と自由化が進め
られており，とりわけ，米国での競争的電力市場の創設，
英国での完全電力自由化への移行，さらにＥＵ諸国の電力
自由市場の統合は，わが国の電気事業のあり方にも大きな
影響を与えている。1997年７月に，電気事業審議会基本政
策部会から，日本型電力小売自由化というべき「部分自由
化」が打ちだされ，さらに，2000年３月に，小売託送およ
びその料金設定ルールが明示されたことにより，わが国に
おいても競争原理に基づく電力市場自由化の本格的潮流が
動きだしている。
一方，諸外国では電力自由化に伴う電力系統運用にかか

わる懸念も指摘されている。規制緩和が進展するなか，ア
メリカ西部地域の大停電事故（1994年12月，1996年７月，
1996年 8月），マレーシアの全系崩壊（1996年 8月），ニュー
ジーランド北島の長期間停電（1998年 1 月）など電力系統
支障が多発している。これは電力自由化により送電ネット
ワークはコモンキャリア化され，多くの市場参加者間の複
雑な取引により電力流通システムの運用に歪みが生じ，潮
流が混雑（過負荷）状態に陥ったことが原因といわれてい
る。
また，アメリカで他州に先駆けて電力自由化に踏み切っ

たカリフォルニア州は，電力危機に襲われている。電力自
由化が進められるなか，膨大な投資を要する発電および流
通設備への建設インセンティブが湧かない一方，シリコン
バレーに代表される IT産業の急成長，人口の急増加，さ
らには豪雨，寒波，猛暑といった異常気象などの複数の要
因が重なって電力需要が急増加し，電力供給力不足に陥り
電力価格が暴騰したことがこの危機の第一要因と考えられ
ている。しかし，始まったばかりの自由電力市場のなかで，
意図的な供給や価格調整，前日入札型スポット市場，強制
的な発電設備の売却命令，決済価格へのプライスキャップ
制などの市場メカニズムの未熟さに起因するといった見方
もある。
このような競争環境下においては，電力流通部門におけ

る各種ソリューションビジネスが注目を集めている。まず，
従来型ビジネスではあるが，エネルギー供給信頼度と品質
維持のための流通設備拡充計画手法，系統運用システム支
援機能のインテリジェント化，設備補修計画の計算機支援
最適化技術，カスタマーオリエンテッド信頼度解析技術の
開発といったソリューションの重要性が認識されている。
一方，自由化に伴う同時同量電力取引，独立系発電事業者

の運用，託送にかかわる問題に対しては，送電可能容量の
算定と評価，系統安定度，電圧安定性，事故波及防止など
の供給信頼性確保にかかわる遠方監視制御装置の高度化，
パワーエレクトロニクス機器による送電可能容量の向上等
の新規ソリューション技術開発が求められている。
さらに，今後の電力自由化の展開によっては，従来存在

していなかった新規ビジネスも発生するであろう。これが
電力取引市場の創設に伴うリスク管理ソリューションであ
り，これらに豊富な経験をもつ外資系金融機関が虎視眈々
と，日本市場への参画を狙っているといわれている。発電
所建設資金や燃料資金調達のリスクヘッジ，電力取引市場
における発電入札と相対契約のポートフォーリオ策定，需
要家の購入電力価格変動のリスクヘッジが主たるもので従
来電力事業とは縁が薄かった金融工学（Financial Engi-
neering）に基づくソリューションビジネスである。
電力自由化の流れのなかで，建設期間が短く，需要地に

近接して設置が可能であり，送電ネットワークへの負担が
軽く，またクリーンで地球温暖化の防止に貢献することか
ら，天然ガスコジェネレーション，マイクロタービンや燃
料電池などの新エネルギー利用技術および風力発電や太陽
光発電などの自然エネルギー利用発電といった分散型電源
が注目を集めている。総合資源エネルギー調査会新エネル
ギー部会（2001年５月）においては，2010年には１次エネ
ルギー総供給に占める割合は，3.2 ％（目標ケース）にな
ることが期待されている。このような分散型電源を有効活
用するための次世代電力流通システムとして，Virtual
Utility（ABB），Virtual Power Plant（ENCORP），Micro
Grid（EOLBNL），あるいは需要家系統（電力中央研究所）
が提案されている。これには分散型電源のフリーアクセス
が可能で，広域Web 等双方向通信技術により電源および
配電設備の監視・制御をおこなうアクティブ流通ネット
ワークを構築し，統合的に電力取引に参入することを目的
としている。ひいては電力需要家および地域コミュニ
ティーニーズと課題にこたえるソリューションおよび情報
サービスの提供を目指す技術であり，その早期実現が期待
されている。
今回の「電力流通ソリューション特集」においては，こ

こに述べた電力自由化のもとでのソリューション技術の実
運用への適用事例が収められており，時宜を得た内容であ
るといえよう。
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まえがき

電力市場での自由化が進んでいる。海外の電力自由化先

進国では，従来の発電・送電・配電・販売まで一貫した強

固な垂直統合構造から，機能分離しそれぞれの独立性が強

まる構造へと変化が起こっている。日本でも電力自由化・

規制緩和に伴い，PPS（特定規模電気事業者）などの新規

発電事業者の参入，コージェネレーション・省エネルギー

などのエネルギーサービス関連事業の活発化など，電気事

業構造が変わりつつある。

一方，地球環境問題がクローズアップされ，二酸化炭素

排出量削減に向け，風力・太陽光などの新エネルギー導入

促進のための制度設計や，ESCO（Energy Service Com-

pany）事業導入支援などを含む省エネルギー対策強化が

政府主導で検討されている。

電力自由化による経済性追求と環境問題への対応の両立，

すなわち環境負荷軽減メカニズムを組み込みつつ市場原理

が機能するシステム（制度）作りが大きな課題となってい

る。

電気事業環境変化の概念と電力流通システム分野に関連

するニーズを図１に示す。こうした環境下，電力流通シス

テム分野に関連した新しいニーズを，電力の安定供給にか

かわる電力系統監視制御・運用技術に関するもの，需要家

サイドの新ニーズ対応技術に関するもの，そして電力流通

システム合理化に関するものの三つに分け，それぞれにつ

いて富士電機のソリューション技術と取組みの概要を以下

（2）（1）
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図１　電気事業環境の変化と技術課題およびニーズ
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に紹介する。

電力系統監視制御・運用技術

２.１ オープン分散システム構築技術

富士電機では，電力流通システム分野において電力系統

監視制御システム（SCADA），給電指令システム（EMS），

配電自動化システム（DMS）など多くの自動化システム

を納入してきた。その構成は，近年ではオープン分散シス

テム構成が主流である。オープン分散システムとは，コン

ピュータシステムや通信プロトコルなどに，標準のプラッ

トホームを採用することで，低コストで逐次拡張性（Sca-

lability）や相互接続性（Inter-operability），ソフトウェア

の可搬性（Portability），そして高い操作性を実現したも

のである。それにより他システムとのフレキシブルな情報

交換を通した情報の高度活用も容易とする。また，電力用

途としての汎用ハードウェアの信頼性検証と採用，各種

ネットワーク対応技術開発・製品化，さらには図２に示す

とおり，電力系統特有のプラント特性に適応した性能向上

技術と系統拡張への柔軟性，そしてシステムの標準化対応

を併せ持つ電力分散システム用ミドルウェアを標準プラッ

トホームとして開発・適用を進めてきた。

今後，電力自由化の進展とともに，発電入札，電力取引

など，これまでとは異なった機能も必要となる可能性があ

る。それに伴い SCADA，EMSにも新しい監視制御，情

報交換機能が求められ，かつそれらは時代の変化に即した

拡張性が求められ，この視点からもオープン分散技術の採

用は不可欠であると考えられている。

一方，国際的には IEC TC57（電力システム制御）で電

力系統監視制御における通信方式と情報モデルの標準化と

規格化作業が活発に進められている（図３参照）。そこで

は SCADA，EMS，DMSのみならず，変電所内プロセス

（現場）レベルまでのネットワーク化も審議されている。

さらに，大容量通信網をバックボーンに電力系統運用の信

頼性と効率化を追求した広域分散構想も検討されてきてい

る。

これらの動向を踏まえ富士電機は，これまで培った電力

系統監視技術に加えて，標準化，オープン化そして最新鋭

のネットワーク技術を導入したシステム構築を今後とも推

（4）

（3）
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進し，多様化する電力会社，需要家のニーズにこたえてい

く計画である。

２.２ 電力系統運用における技術

電力自由化の進展に伴い，電力系統の運用は電力会社に

よる計画経済的系統運用から市場による系統運用へと変化

するといわれる。そこでは新規発電事業者と託送サービス

の増加，系統内での相対取引の増加などの市場化が進むも

のとみられ，これに伴い系統運用上の不確定要素，変動要

素が増えるものと見られる。その中で系統運用者には系統

信頼度を維持した需給制御が求められるとともに，送電サー

ビスの公平性，透明性も求められてくる。

富士電機ではこれまで負荷予測，系統信頼度評価，運用

支援の分野で最先端の技術開発に取り組んできた。負荷予

測についてはニューラルネットワークを適用した最大電力

予測，日負荷曲線予測などを実用化している。信頼度指標

の一つである電圧安定度解析に対しては日本初の連続型潮

流計算技術を実用化した。また運用支援として，内点法を

用いて高速性，高収束性を実現した最適潮流計算を開発し

ている。今後，系統変動要素に迅速に対応でき，かつ公平

性，透明性を確保した系統運用のため，系統状態リアルタ

イム把握に向けた系統信頼度解析技術や経済性のみならず

安定度・環境条件など多様なファクタを考慮した最適潮流

計算技術などにより，電力系統の市場変化を視野に入れた

系統運用支援機能の強化を進めていく。

需要家サイドの新ニーズ対応技術

規制緩和に伴う電力事業環境の変化は，配電分野を含む

需要家サイドにおいて現在最も活発である。電力会社によ

る情報通信インフラストラクチャー（インフラ）整備，新

エネルギーの導入促進，エネルギーコスト低減・省エネル

ギーを目的としたコージェネレーションなど分散型電源の

系統連系増加，またそれに伴い懸念される電力品質確保の

問題など，配電系統の運用に対するニーズや需要家のニー

ズは複雑化してきている。このような環境変化に対応し富

士電機では配電自動化システムや自動検針システムなどで

培ったオンライン監視制御技術などを基盤としたソリュー

ションの展開を進めている。

３.１ 需要家サービス

電力会社では，需要家離脱防止のための付加価値サービ

スとして，「お客さまサービス事業」を推進している。需

要家は，IT（Information Technology）応用などによっ

てもたらされる多機能サービスなどの付加価値を今後さら

に求めていくものと予想される。富士電機では，豊富な製

作実績を持つ電力量計について，その電子化・多機能開発

を通して，自動検針，多様な料金制度対応などのニーズ対

応に取り組んでいる。さらに電力量計は単なる電力量計測

だけでなく，需要家と電力会社を結ぶ情報端末に進化する

ことを想定し，通信インタフェースの具備，電気料金表示

などのインテリジェント化開発も進めている。

３.２ 電力品質

供給信頼度を含む電力品質に関しては，将来的には需要

家ニーズに対応し需要地域での多品質化供給も検討されて

いる。配電系へは，今後分散型電源連系の増加が予想され，

系統および電力品質に与える影響の解析とその対策の複雑

化に拍車をかけている。停電・瞬時電圧低下対策，電力品

質維持のための技術ニーズは，需要家側を含む配電系統分

野にシフトしていくものと考えられる。

富士電機では，パワー半導体技術とその制御技術に豊富

な実績を持ち，無停電電源装置，無効電力補償装置（SVC），

電力貯蔵電池用の系統連系交直変換器，分散型電源連系用

インバータなど，数々のパワーエレクトロニクス機器を製

作・納入してきた。

一方，複雑化する系統に対する解析技術として，電力系

統の過渡的状態を解析する電力系統アナログシミュレータ

を研究設備向けに開発，納入した。また，電力会社との共

同研究などでディジタルシミュレーション解析技術による

分散型電源の系統連系解析にも取り組んでいる。

これらパワーエレクトロニクス技術および解析技術を通

して蓄積したノウハウと最新の ITを生かし，将来に向け

た電力品質問題へのベストソリューションの提案活動を継

続していく。

３.３ 総合エネルギーソリューション技術

規制緩和により新規電気事業者の出現や電気，ガスなど

既存のエネルギー事業者も，ESCO事業，オンサイト発電

事業などに自ら乗り出すなど新しい事業展開が活発化しつ

つある。富士電機では，これらプラントの監視制御・電力

管理システムはもとより，電気・熱などの複合エネルギー

プラントを対象とする監視制御の高機能化を狙い，メタ

ヒューリスティクス（688ページの「解説」参照）を適用

（7）（6）

（5）
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した最適運転制御の開発に取り組んでいる。図４にその概

要を示す。これは電力・熱負荷などエネルギー負荷を予測

し，発電機特性を考慮して最も効率的な発電機の運用を実

現しようとするものである。今後その効果を検証し，エネ

ルギーマネジメントのキーテクノロジーの一つに育て上げ

ていく考えである。

このほか，PPS 向け同時同量を含む電力管理システム，

ESCO事業者向け省エネルギー監視診断装置，分散型電源

用の系統連系保護リレー装置など，豊富なメニューで新し

いニーズに対応している。

電力流通システムにかかわる設備・保守・業務

の合理化

米国では近年，夏季の電力供給力不足が問題となってい

るが，市場原理による設備形成の影響といわれている。現

在，日本では短期的には各電力会社とも設備投資抑制，設

備の稼動率，利用率の向上および延命化を掲げている。し

かし長期的にみると，海外での失敗例を教訓に，市場原理

のみでなく安定供給を確保するための系統計画がどうある

べきか，それを実現するための発電・送変電設備の設備投

資計画へのインセンティブ付与が検討されていくものと考

えられる。

章で触れたように供給信頼度を含む電力品質問題がよ

り需要家サイドでの対策に重点がシフトする一方，今後，

送変電部門では現在の供給信頼度の確保を前提とした投資

がなされていくものと思われる。時代のニーズとして系統

制御・運用，変電所保護制御など電力流通システムにおい

ては，コスト低減が求められ，設備コストのみならず，そ

の保守運用コストも含めたライフサイクルコスト低減，保

守運用・設備管理などの業務効率改善を通した総合合理化，

さらにはアセットマネジメントなど経営合理化の面で重要

な役割を担うことも要求されてくると思われる。

富士電機では， 章で触れたようにコンピュータシステ

ムにおけるオープン分散技術適用を通しシステムのコスト

低減，増改造の容易性など柔軟性の向上を果たしてきた。

さらにそこで培ったオープン分散技術を情報配信・共有化

システムなどに適用することにより，業務効率化システム

の提案にも取り組んでいる。一方，現在稼動中のシステム

の延命化提案，システムの遠隔モニタリングによる保守サー

ビスの充実などにも積極的に取り組んでいる。

また，変電所構内のシステム分野では，HDLC（High-

level Data Link Control）方式遠方監視制御装置（テレコ

ン装置）の開発，業界に先駆けた高速サンプリング方式保

護リレーの実用化などのディジタル化に取り組み，高信頼

度化，高機能化と同時に保守運用面での経済性を追求した

開発，製品化を行ってきた。

最近では変電所保護制御機器は，テレコン装置，保護装

置のディジタル化をほぼ完了し，次にローカル制御を含め

たディジタル化による変電所全体システムのスリム化，保

守運用面から高度情報化などのシステムコーディネーショ

ンが志向されている。

その事例の一つとして，富士電機では制御盤のディジタ

ル化により回線単位制御システムを開発した。さらに，変

電所屋外現場末端レベルまでもネットワーク化することを

想定し，現場機器設置の制御・情報端末（IED：Intelli-

gent Electronic Device）とそれらを結ぶプロセスレベル

LANの開発に取り組んでいる。これらは保護制御システ

ムのスリム化のみならず，現場のセンサ・画像情報をネッ

トワーク上で配信し，設備のリモートメンテナンス，保守

支援などへの応用も視野に入れたものである。そこでは，

現場環境に耐え，かつ経済性も満足する IEDハードウェ

ア技術，そしてやはりネットワーク化におけるオープンな

技術適用が課題である。これまで培った高信頼度ハード

ウェア技術を通し，変電所システム合理化の実現を目指し

ていく。

以上，主にオープン技術，汎用技術の適用という概念の

もと，経済性・柔軟性を追求していくことを述べた。ハー

ドウェア性能の飛躍的な進歩に伴い，システムへの要求は

系統計画や事故復旧における運用者支援機能の充実，総合

情報システムを志向した機能の採用など多岐にわたってき

ている。これによりソフトウェアの開発量は図５に示すよ

うに飛躍的に増加してきており，開発の効率化，高信頼度

設計・製作が不可欠である。富士電機では ISO9001の認

証を取得した。引き続き CMM（Capability Maturity

Model：ソフトウェア成熟度モデル）の導入など，ソフト

ウェアのウエートが高まっているシステムの品質維持，向

上についても今後とも精力的に取り組む所存である。他方，

汎用技術に潜む品質，信頼性への懸念，短い製品ライフサ

イクルに伴う保守上の懸念への対応もシステムメーカーの

責務と認識し，品質，アフターケアに万全を期す所存であ

る。

あとがき

電力系統運用，配電・需要家システムなど電力流通シス

テム分野における富士電機の取組みの概要を紹介した。

富士時報 Vol.74 No.12 2001

650（6）

30

1

2000 （年代）�

（機能）�

（システム�
　構成）�

オープン�
分散�機能分散�二重化�集中�

運用支援�
情報連携�

自動制御�
事故復旧�

監視�
制御�

表示�
記録�

199019801970

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
規
模
（
p
u
）
�

プログラム開発量�
CPU性能�
メモリ容量�
ディスク容量�

図５　電力自動化システムの変遷とソフトウェア開発規模



電力流通システム分野におけるソリューションの現状と展望

2003年には電力自由化検証が予定されている。これに向け

自由化，規制緩和などへの対応はますます活発化すること

も予想される。

富士電機は，これまではぐくんできたコア技術の維持・

向上に努めつつ，ITなど周辺技術のコーディネートを通

した実用化開発に取り組み，電力会社，需要家のニーズに

こたえていく。

最後に，これまで長年にわたりご指導・ご支援を賜って

きた電力業界各位に謝意を表する。社会インフラの根幹を

成す電力の安定供給，そして21世紀の共通課題である環境

保護に向けて，引き続き努力を惜しまぬ所存である。
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まえがき

今日，電力系統には電力会社以外の発電事業者による発

電機の設置や大規模電力需要家内での自家用発電設備の設

置ならびに太陽光発電・風力発電など新エネルギーを主体

とする分散型電源の設置・適用拡大が進んでいる。これら

は，従来からの雷など自然現象による瞬時電圧低下などの

電力品質阻害だけでなく，新たな阻害要因ともなる可能性

を持っている。

このような電源環境において，電力品質阻害による影響

を需要家側の生産物などに与えてはならず，電力系統側だ

けではなく，需要家側自身での対策も必要である。また逆

に，需要家側設備が電力品質阻害につながる高調波電流や

無効電力などを電力系統側に流出させるべきではなく，そ

の対応も同様に必要となっている。

本稿では，多様化する電力品質問題への対応技術として，

需要家側が採るべき対応事項と対応技術として富士電機が

パワーエレクトロニクス技術を用いて開発，製品化してい

る対応機器とそれらを用いた電源構成について概説する。

多様化する電力品質問題

電力系統では通常，的確な運用・制御が行われ，需要家

が必要とする電気は過不足なく供給されるとともに，電気

の品質維持や停電などの異常事態の回避が行われている。

これらは，電力系統内の発電機制御と電圧制御で実現され

ている。

電力系統内に，さまざまな発電機が混在することや，太

陽光発電や風力発電など日射量や風量でその時々の発電量

が大きく変化するものが広範囲かつ相当量配置される場合，

電力系統の運用・制御に不確定な要素が含まれる可能性も

あり，電力品質維持への阻害要因ともなりかねない。図１

は従来と今後予想される送配電イメージを図式化したもの

である。

多様化する電力品質問題とは，電力系統の運用・制御に

不確定な要素が発送配電側だけでなく，広い意味での需要

家側にも混在化してきていることである。

電力品質問題では，その影響度が大きく，注目されてい

る問題は，瞬時電圧低下や瞬時停電であり，「需要と供給

の一致が不可欠である」という電気の特性から，思わぬ瞬

時電圧低下や停電に結びつく電力品質阻害要因の排除に電

力系統側と需要家側双方において努めなければならない。

需要家側の対応事項

多様化する電力品質問題に対処すべく，今後とも電力系

統側でも注力され，電力品質の維持・向上が図られる。し

かし，需要家側でも電力品質の維持・向上への貢献や，需

要家内により良い電源環境を構築する努力は必要である。

需要家側が対応すべき事項は，大きく分けると次の３項

目と考えられる。

電源供給側に，電力変換に付随する無効電力，高調波

電流などの影響を与えない。

負荷側に，電源供給側の電圧ひずみや瞬時電圧低下な

どの影響を与えない。

負荷側に，より高品位な電源環境を提供する。

これら対応事項をベースに対象とする具体的な補償・改

（3）

（2）

（1）
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多様化する電力品質問題への対応技術

善項目とその内容を概説したものが表１である。

電力品質維持・改善への対応機器

ここでは主に需要家側に設置し，前章で述べた補償・改

善項目を制御対象とする対応機器の製品例を示すとともに

その動作概要を説明する。

対応機器は，その製作技術や制御技術などの確立により

開発，製品化されている。しかし，実際の適用にあたって

は装置の適切な配置や制御方式など，系統側を含めた解析

による検討も必要である。解析技術については本特集号の

別稿（分散型電源連系系統の解析技術）に譲る。

４.１ 対応機器の基本動作

電力品質維持・改善への対応機器のほとんどは，高周波

数動作の PWM（Pulse Width Modulation）コンバータ・

インバータを用いたものであり，原理的に有効電力と無効

電力制御機能を持っている。これら交直変換装置の基本動

作として，有効電力の制御である負荷動作・発電機動作を

図２に，無効電力の制御である遅れ・進み無効電力制御の

動作原理を図３に示す。

これらの基本的動作をまとめると次のようになる。

４.１.１ 有効電力の充放電制御

負荷動作（充電動作）

交直変換器の入力側電圧の基本波成分位相を遅れ位相に

制御する。

発電機動作（放電動作）

同上基本波成分位相を進み位相に制御する。

４.１.２ 無効電力の制御

遅れ無効電力補償動作（進み無効電力負荷動作）

交直変換器の入力側電圧の振幅値を系統側より高くする。

進み無効電力補償動作（遅れ無効電力負荷動作）

同上振幅値を系統側より低くする。

対応機器では，これらの基本動作機能を持ちつつ，補

償・改善項目を制御対象とすることで入出力の電圧・電流

において特徴的な動作と特性を有することになる。このた

め，装置ごとに個々の相違点があり，目的に対応した装置

名が付けられている。

４.２ 対応機器

富士電機が製品化している代表的な対応機器とその対象

（2）

（1）

（2）

（1）
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制低減させるべく，変動する無効電力を適宜補償�
する。�

電力貯蔵装置を用い，夜間は安価な電気を充電�
し，昼間は系統に替わって負荷に電力を供給�
（放電）することで電力需要を平準化させる。�
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きくかつ急しゅんであるため，電力貯蔵装置の蓄�
積電力を高速に出し入れ制御し，系統連系点の電�
力変動を抑制する。�
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多様化する電力品質問題への対応技術

とする補償・改善項目を表２にまとめて示す。

この表では，

○印：補償対象とする項目

－印：補償対象とはしていないが原理的に制御可能な項

目

×印：補償対象にはできない項目

の三つに分けた。これにより，補償装置がどのような目的，

性格のものかを示すとともに，装置の持つ可能性について

示した。また，これら対応機器の主回路構成例を図４に示

し，動作概要を以下に述べる。

４.２.１ 無停電電源装置

無停電電源装置は，重要負荷設備に対し，より高品位な

電源を提供する。その主回路構成から，常時インバータ給

電方式無停電電源装置（UPS）と常時商用給電方式無停電

電源装置（SPS）の二つに大別される。

UPSはその主回路構成に示すように，入力整流器と蓄

電池群からなる直流中間回路とインバータ回路で構成され

ている。このため，負荷入力電圧は，インバータ出力電圧

であり，図５に示すような周波数変動，電圧変動，瞬時電

圧低下，停電などの商用系統の影響を負荷側に与えない。

そればかりでなく，インバータ回路である高周波数動作

PWMインバータの出力電圧波形制御により負荷変動時な

どにおいても，高精度で高安定な電力が負荷側に供給され

る。

一方，SPSでは負荷が ACスイッチを介して商用系統

と接続されており，PWMコンバータは負荷と並列構成と

なる。このため，負荷側は，ACスイッチの開放までに至

らない商用系統の影響を直接受けることになる。

商用系統が異常となった場合は，UPSと SPSは共に蓄

電池を電力源とする直流運転動作となり，インバータ回路

を介して高精度で高安定な交流電力が負荷に供給される。

このとき，商用健全時の通常運転から直流運転動作に切り

換わるための時間は，UPSでは入力整流器の停止だけで

あり無瞬断であるのに対し，SPSでは商用系統の異常検

出時間や ACスイッチの消弧時間など，負荷側を商用系統

から切り離すために 1/4サイクル程度の瞬断が発生する。

需要家側では，負荷機器が入力電圧の品質に対し，どの

程度のイミュニティーを有しているのか十分に判断し，負

荷が必要とする電源供給とすべく，UPSと SPSのどちら

とするか選択する必要がある。図６に負荷機器の瞬時電圧

低下の影響例を示す。

また，商用系統健全時および異常時での UPSと SPSの

動作モード比較を図７に示す。

なお，SPSでは商用健全時に PWMコンバータを用い

た無効電力補償や負荷高調波補償の機能をオプションとし

て持っており，多機能性を併せ持っている。

４.２.２ 高調波電流補償装置

高調波電流補償装置は，電力用アクティブフィルタ

（AF）と通常呼ばれるもので，その補償原理を図８に示す。

需要家の持つ負荷設備が電力変換などで必然的に発生さ

せる高調波電流を検出し，これとは逆位相の電流波形を商

用系統側から取ることで，商用系統側に流出する高調波電

流を補償し抑制する装置である。高調波電流は当該需要家

だけでなく他の需要家にも悪影響を与えるものであり，発
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表２　対応機器と補償・改善項目�
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給電方式�
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装置�
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遮断器�
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補償�

入力電流�
正弦波�
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需要家端�
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○�
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ー�
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ー� ー�○� ー�ー�○� ×�×� ×� ×� ー�×�ー�

ー� ー�ー� ー�○�ー� ×�×� ×� ×� ー�×�ー�
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ー�○�
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○�
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○�
（オプ　　�
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ー�

○�
（自立　　�
　運転時）�

○�

×� ×�×� ×�×�×� ×�×� ー� ー� ○�×�×�

×�

○：補償・改善効果あり　×：機能なし　ー：対象とはせず�

×�×� ×�×�×� ○�×� ×� ×� ×�×�×�

ー� ○�○� ー�ー�ー� ×�×� ○� ー� ○�×�ー�
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生源対策が不可欠であり，系統連系技術要件ガイドライン

で需要家から商用系統側に流出する高調波電流許容値が示

されている。

なお，AFでは高調波電流だけでなく，無効電力補償も

可能であり，高速演算機能を用いた変動無効電力補償によ

るフリッカ補償の効果もある。

４.２.３ 無効電力補償装置，フリッカ補償装置

無効電力は，高調波電流と同様，電力変換にはある程度
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図４　対応機器の主回路構成例
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必然的に付随するものである。しかし，無効電力を系統側

から取ることで需要家端の入力電圧を低下させる。これは，

発生源である需要家だけでなく，同一ネットワークに連な

る需要家の受電点電圧を低下させる。このため，高調波電

流と同様に，発生源責任において需要家端で，これら無効

電力を補償し低減させる必要がある。

無効電力は，その発生量がある程度連続したものであれ

ば，その影響は電圧低下だけとなるが，変動無効電力とな

ると単なる電圧低下だけでなく，周期的な電圧変動を生じ

させる。特に，フリッカと呼ばれる 10 Hz 電圧変動（Δ

V10）は，照明器具などでは「ちらつき」の原因となる。

このため，ある程度連続的な無効電力を補償し抑制するた

めの装置が無効電力補償装置（SVC）であり，変動無効電

力を補償対象としΔV10の低減を図る装置がフリッカ補償

装置（SFC）である。

なお，今日の PWMコンバータを用いた SVCでは，高

速な制御性能を持つことで，ある程度の変動無効電力の補

償が可能である。また，その入力電流波形も正弦波化制御

されており，無用な高調波電流を取らないなど，商用系統

側にとっては好都合な補償設備となる。

４.２.４ 電力貯蔵用交直変換装置

電力貯蔵用交直変換装置（PCS）は，電力貯蔵要素とし

て二次電池，特にナトリウム－硫黄電池（NAS 電池）や

レドックスフロー電池（RF電池）などの新型電池を用い

たものである。夜間時の安価な電気を貯蔵（充電）し，昼

間時のピーク需要などに対して電気を供給（放電）するこ

とで，需要家端の受電電力量を調整し，設備電力の低減を

図るとともに，平準化させることを基本目的とする。
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これらは，電力供給側と需要家側の双方において電力需

給の面で良い効果が得られるばかりでなく，自立運転機能

を持たせることで，有瞬断ではあるが商用停電時の電源装

置として利用できる。また，商用との連系を ACスイッチ

構成とすることで SPSと同様な動作が，UPSと同様な構

成要素とすることで UPSと同様な動作が可能であるなど，

負荷側に対して瞬時電圧低下補償など，無停電電源装置と

しても利用できる。

PCSを用いたシステムは，電力貯蔵と瞬時電圧低下補

償および停電時の非常用電源など種々な機能を併せ持った

システムとすることでいろいろな分野への普及拡大が可能

であると考えている。

４.２.５ 系統用直並列変換装置，半導体式節電装置

系統用直並列変換装置は，連系系統に対して並列形コン

バータによる電流補償，直列形インバータによる電圧補償

を行うもので，これら電流・電圧補償を組み合わせること

で，電源側や負荷側により良い負荷環境，電源環境を提供

する。

特に，半導体式節電装置は，系統用直並列変換装置を機

能的に特化したものであり，負荷端電圧を通常より低くか

つ定電圧制御させ，照明器具などの消費電力を低下させる

効果を持つ。これは，負荷設備に対してある意味で差別化

した電源を供給し，省エネルギー化を図っている。

４.２.６ １サイクル真空遮断器

本稿で取り上げている対応機器の中では異質のものであ

る。この装置は，商用系統異常時に自家用発電機などの需

要家内電源を持つ負荷側と商用系を高速に切り離すことを

目的とする。高速に商用系統から遮断させることで，健全

である自家用発電機など負荷側電源から商用系への短絡電

流の限流と負荷設備に対する瞬時電圧低下を最小限に抑制

し，自家用負荷の安定運転継続を可能とさせる。

この装置は，主回路構成に示すように，商用系統事故を

高速かつ正確に検出する高速検出器，電磁反発コイルへの

コンデンサ放電を行い真空バルブを開極させる駆動ユニッ

トおよび真空遮断器から構成される。

なお，商用系統復電時は同期投入装置により，無瞬断で

の商用系と連系が可能である。

需要家内電源構成

需要家側では過剰な電源設備は不要であり，負荷設備の

電源に対するイミュニティーの度合いや重要度に合わせた

適切な電源構成とすべきである。どのような電源構成が考

えられるのか，その基本例を述べる。

５.１ 需要家内電源構成の差別化

需要家内の負荷設備は，最重要負荷，重要負荷，商用系

負荷に大別できる。

最重要負荷では，一時の瞬時電圧低下も許容せず，常に

高精度で高安定な電源供給が要求される。これらが維持で

きない場合には，そこから生産される製品に多大な損害を

被るおそれがあり，直接商用系統には接続できない。

一方，重要負荷では，ある程度の瞬時電圧低下や停電を

許容し，何らかの保証設備を介して商用系統に接続される。

どのような対応機器で需要家内の電源を構成するか，需

要家内電源構成の差別化の一例を図９に示す。

５.２ 電力貯蔵用交直変換装置の無停電電源装置化

電力貯蔵用交直変換装置は無停電電源装置である UPS

や SPSへの展開が可能であり，今後この形態で電力貯蔵
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と無停電電源双方の機能を持ったシステムの実フィールド

への展開が進むと考えている。

通常の UPSや SPSとの相違は，商用系統が健全時にお

いても蓄電池を用いた充放電動作を行うことである。この

ため，UPS 形では入力整流器が，SPS 形では ACスイッ

チの容量が負荷給電容量に充放電容量を加えた容量となり

通常の容量より大きくなる。

また，電力貯蔵用交直変換装置の容量は負荷容量と充放

電電力量の負荷側設備環境で決まり，蓄電池群である二次

電池の容量は保証時間，充放電電力量，電池自身の過負荷

耐量などの運用環境で決まる。

これら商用健全時と異常時での電力供給動作を SPS 形

のもので図 に示す。

あとがき

需要家側の適切な電源構成の構築は，従来からの自然現

象である雷などによる瞬時電圧低下や瞬時停電に向け有用

である。

今後，多様化する電力品質環境での電源コストは製品生

産性との対比で評価され，需要家側での電源の差別化が必

須（ひっす）となる。富士電機では，そのための電源装置

や電力品質維持・改善用の補償装置の提供とそれらの最適

配置や組合せなど，有意な電源システムの提案を行ってい

く所存である。
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まえがき

分散型電源は，自然エネルギーを利用していることや，

熱エネルギーと組み合わせた省エネルギー効果が高いこと

などの利点が注目されている。この分散型電源の環境問題

やエネルギー消費に対する優位性を生かすため，今後，需

要地近接点において比較的小規模な発電設備が多数設置さ

れ，電力系統に連系されることが予想される。

一般に，分散型電源は，構内負荷の需給をバランスさせ

ることや周波数を安定させることなど運用上の安定性を高

めるために，電力系統と常時連系して運転される。これは

電力系統から見ると小規模の不特定かつ多数の発電設備が

連系されることになり，給電指令外の潮流を生じることに

なる。また，災害時や系統の故障時など電力系統で事故が

起こる場合，分散型電源は連系運転から，単独で構内負荷

への電力供給を行うオンサイト運転へ移行する。しかし，

連系運転からオンサイト運転へ移行するためには，系統側

の発電機や保護装置と分散型電源の制御・保護装置との協

調が必要となってくる。

このように，分散型電源を計画・運用するためには，分

散型電源が系統連系した場合の分散型電源に対する系統か

らの影響や，逆に系統に対する分散型電源からの影響を事

前に検討することが必要である。

本稿では，分散型電源を考慮したより一層，効率のよい

電力系統を構築するために分散型電源連系時の課題を整理

するとともに，これらの解析に必要な系統解析技術につい

て述べる。

分散型電源連系時の課題

本章では，一般的な系統解析手法および分散型電源連系

時の課題について紹介する。

２.１ 系統解析手法の分類

富士電機では，分散型電源に関する系統現象の解析を実

施するにあたり，系統解析シミュレータ（TNS：Transi-

ent Network Simulator）および系統解析プログラムの両

解析手法を備えている。これらの解析手法は，解析の目的

により使い分け，場合によっては両者の比較を行いながら

解析を進めている。さらに系統解析プログラムについては，

系統現象に即した各種解析手法があり，その計算コストと

の見合いや，各種分散型電源連系時の課題に応じて採用す

る必要がある。

従来，系統解析プログラムでは，電圧・電流や電力潮流

などの電気量を，三相ベクトルの概念を利用し実効値とし

て扱う実効値解析が多く開発されてきている。一方で，近

年変換装置が系統へ接続されることが多くなり，変換装置

を容量的に多く含む系統においては，スイッチングにより

生成される電圧や電流が系統現象に大きく影響するため，

むしろ波形瞬時値を扱う瞬時値解析が採用されている。

分散型電源は，誘導発電機や同期発電機に代表される回

転機型分散型電源と，直流を交流に変換して連系するイン

バータ型分散型電源に分類され，計算手法は，基本的に実

効値解析と瞬時値解析に対応している。

しかしながら，実効値計算でも，従来の系統解析では，

送配電線上での対称事故（三相短絡など）に注目した発電

機などの過渡安定度計算などが主流であり，これは正相回

路解析を扱ったものであった。これに対し，配電系統での

分散型電源連系時の解析では，不平衡が大きく影響し三相

不平衡回路解析を扱う必要がある。さらに，ある特定の時

間断面を検討する定常解析と，各種制御動特性を考慮した

過渡解析がある。

以上のように事象区分は「実効値，瞬時値」「正相，三

相」および「定常，過渡」に分類されるが，実際には，表

１のように系統解析手法（プログラム）が分類される。こ

の表の中で，従来の潮流計算が特定の時間断面の計算であ

るのに対し，シナリオ付き潮流計算とは，変圧器タップ動

作などのゆっくりした制御動作や負荷増減などを各時間断

面にわたるシナリオとして潮流計算に組み入れた計算手法

である。

（2）

（1）
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２.２ 分散型電源連系時の課題

分散型電源連系時の高圧配電系統での課題を列挙すると

表２のようになる。

ここで，対応する系統解析プログラムを記載しているが，

詳細な課題検討を実施する場合，おのずから瞬時値解析ま

で必要となることもある（ 章参照）。

分散型電源が系統の運用に影響を及ぼす場合には，基本

的には分散型電源側での対応が必要となる。例えば，分散

型電源から発生する高調波により一般需要家に高調波障害

が出た場合，分散型電源に SVC（Static Var Compensa-

tor）などの高調波対策機器を設置するなど，影響を詳細
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表１　解析分類と系統解析プログラム�

解析分類�

三相瞬時値解析�

正相実効値定常解析�

正相実効値過渡解析�

三相実効値定常解析�

三相実効値過渡解析�

系統解析プログラム�

電磁過渡解析プログラム�

回路計算プログラム�
潮流計算プログラム�

過渡回路計算プログラム�
過渡安定度計算プログラム�
（シナリオ付き潮流計算プログラム）�

不平衡回路計算プログラム�
不平衡三相潮流計算プログラム�

非対称分考慮過渡安定度計算プログラム�
（シナリオ付き不平衡三相潮流計算プログラム）�

表２　分散型電源連系時の高圧配電系統での課題�

現象� 課　題�

短
絡
現
象�

不
平
衡�

電
圧
変
動�

電
圧
制
御�

そ
の
他�

現象内容� 解析・検討内容�

短絡事故が発生した配電線内に連系された DG からも�
短絡電流が流れることによる当該配電線過電流リレーの�
不動作（電流の分流による減流）�

系統から開放された短絡事故回線に連系し続けている複�
数の DG 同士からの短絡電流減流効果による DG の短絡�
保護用過電流リレーの不動作�

短絡保護整定�

短絡容量�

安定度�

位相跳躍�

DG への影響�

系統への影響�

供給電圧の�
上昇�

DG 出力変動�
による電圧�
変動�

DG による�
電圧制御機器�
への影響�

無効電力�
制御法の検討�

DG 起動時の�
影響�

ループ投入�

単独運転検出�
機能�

バンク単位の�
逆潮流対応�

DG：Distributed Generator（分散型電源）�
SVR：Step Voltage Regulator

OLTC：On Load Tap Changer�
LDC：Line Drop Compensator

PLL：Phase Locked Loop

系統電源および DG の電流�
分布および保護整定値協調の�
検討�

DG 同士の電流分布および�
保護整定値協調の検討�

他回線短絡時，同一バンク（母線）の非事故回線に連系�
した DG により事故電流が供給されたときの非事故回線�
過電流リレーの誤動作�

系統電源および DG の電流�
分布および保護整定値協調の�
検討�

DG 連系による短絡電流増加に対する遮断器遮断容量�
および通電容量超過�

短絡事故時の遮断器遮断電流�
検討�

短絡事故配電線外の配電線連系 DG の脱調� 発電機の動特性検討�

短絡事故などによる電圧位相の急変に対する DG の誤動�
作，ゲートブロック�

インバータ PLL などの動作�
解析�

配電線上での不平衡負荷による DG への逆相電流耐量�
三相回路での不平衡電流分布�
検討�

制動巻線がない発電機の高調波発生�
逆相電流により制動巻線のな�
い発電機からの高調波発生・�
共振の可能性の検討�

DG による有効電力分と配電線抵抗分による電圧上昇�
負荷電圧特性を考慮した供給�
電圧プロフィールの検討�

風力発電機のガスト（急激な風速変動），太陽光日射変�
化による電圧フリッカ�

発電出力変動周期を考慮した�
各需要家の電圧の変動量・変�
動周期を検討�

逆方向の無効電力と有効電力潮流による SVR 不正動作�
SVR 動特性・潮流変化を考�
慮した潮流・電圧プロフィー�
ルの検討�

バンク一括制御による配電用変電所バンク OLTC の�
LDC 制御への影響�

LDC 動特性・潮流変化を考�
慮した潮流・電圧プロフィー�
ルの検討�

直列型電圧調整器（SVR など）と並列型電圧調整器（自�
励式 SVC など）の適切な設置および制御方法�

特性の相違を考慮した潮流・�
電圧プロフィールや制御感度�
の検討�

分散型電源の起動時の系統電圧への影響�
直入れ誘導発電機の起動時突�
流電流による瞬時電圧低下�

ソフトスタートを考慮した起動による高調波電流による�
系統電圧ひずみ�

周辺需要家への高調波障害発�
生可否の検討�

DG による軽負荷線と重負荷線との移行電流の増大�
連系遮断器の容量超過可否の�
検討�

能動方式による系統電圧変動および複数台での単独運転�
検出機能の相互影響による機能低下�

各種単独運転検出機能モデル�
化および系統への影響検討�

ガイドラインでは，バンク単位逆潮流を制限しているが，�
その抑制方法が未定�

各種潮流状態における潮流・�
電圧プロフィールの検討�

対象分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

インバータ型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

系統解析プログラム�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値定常解析�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�

三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�

正相実効値過渡解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値過渡解析�

正相実効値過渡解析�

正相実効値過渡解析�
（三相瞬時値解析）�

三相瞬時値解析�

三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�
正相実効値過渡解析�

正相実効値過渡解析�
三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�
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に検討し適切な対応が必要となる。

一方，系統運用者は電力品質（周波数，潮流，電圧，安

定度，高調波など）を維持するためのサービス（アンシラ

リーサービス）を供給する義務があり，安定した系統運用

を行うため，分散型電源の接続においては，十分な技術的

検討を行う必要がある。

分散型電源連系時の解析ツール

分散型電源と系統との連系においては，発電側と系統側

の技術要件を検討するため，シミュレーションによる運転

状態の確認を行う必要がある。

３.１ 分散型電源連系時の協議

電力系統と分散型電源との，連系のための一般的な技術

要件と検討内容を次に示す。いずれの要件に対しても，問

題点の定量的把握と対策の効果について解析ツールによる

シミュレーションが必要となる。

電圧変動

発電設備の連系により常時の連系点の電圧変動幅が適性

値（１～２％）を逸脱する場合，発電機に自動電圧調整装

置が必要である。また，誘導発電機の並列時の瞬時電圧低

下などに対し限流リアクトルの設置などの電圧変動抑制対

策が必要である。

短絡容量

発電設備の接続により系統の短絡容量が系統や需要家の

遮断器の遮断容量を上回るおそれがある場合は，限流リア

クトルの設置などの短絡電流抑制対策を検討する必要があ

る。

保護協調

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事

故範囲の局限化などを行うための保護方式の検討が必要で

ある。

過負荷保護装置

発電設備の脱落時などに系統の送電線や変圧器が過負荷

になる場合は，発電設備側において自動的に自家消費の負

荷を制限する対策を行う必要がある。また，系統の事故時

に系統の送電線や変圧器が過負荷となる場合，発電抑制が

必要となる場合がある。

系統周波数異常防止対策

系統事故などにより周波数の異常上昇が発生する可能性

がある場合，系統側電源と協調をとった自動解列装置を設

置する必要がある。

単独運転防止対策

逆潮流のある場合は，周波数上昇継電器，周波数低下継

電器および転送遮断装置または単独運転防止装置を設置す

る必要がある。

発電設備の高調波

当該の発電設備から系統に流出する高調波流出量の上限

値が規定値を超える場合は，高調波流出電流を上限値以下

に抑制する対策をとる必要がある。

３.２ 単独運転検出機能整定時の課題

逆潮流ありの分散型電源は，転送遮断装置がないときは

単独運転検出装置を設けることが義務づけられている。単

独運転検出方式には受動的方式と能動的方式があり，表３

に各種単独運転検出方式の説明を示す。受動的方式は，単

独運転前後の電圧や周波数の何らかの変化を検出する方式

である。能動的方式は，発電機に周波数，出力，負荷など

を常時微量に変化させる機能を持たせ，この変化を検出す

る方式である。連系状態では微少変化が系統に吸収されて

影響が現れないが，単独運転時になると変化量が系統に現

れることを利用する。

能動的方式においては，系統の構成により周波数の感度

が変わるため，系統の周波数感度解析を行い，外乱周波数

の設定と検出リレーの整定値を決定する必要がある。

解析例

配電系統に連系した回転機型分散型電源に対し，系統事

故時の影響をシミュレートした結果を示す。ここで採用し

た解析プログラムは，過渡安定度計算プログラム（正相実

効値過渡解析）および電磁過渡計算プログラム（三相瞬時

値解析）である。

図１に示すように，下記のような系統条件を仮定した。

上位系インピーダンスは配電用変電所の設計から短絡

容量は 100MVA程度に抑えられているので，一般値と

して配電用変圧器インピーダンスを含め 0.085 pu（10

MVAベース）としている。

高圧配電線こう長は約 4kmである。

2.5MVA分散型電源（単位慣性定数M=1.6 秒）が末

端に接続されている（配電線容量，電圧降下を考慮して，

最大容量を仮定している）。

（3）

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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表３　各種単独運転検出方式の説明�

単独運転検出方式の種類�

（1）電圧位相跳躍検出�
　　　方式�

受
動
的
方
式�

能
動
的
方
式�

各方式の概要�

系統連系状態から単独運転状態へ移行する�
ときの系統電圧の位相の急変量を検出する。�

（2）第三次高調波電圧�
　　 ひずみ急増検出方�
　　 式�

系統連系状態から単独運転状態へ移行する�
ときの系統電圧のひずみの急変量を検出す�
る。�

（3）周波数変化率検出�
　　 方式�

系統連系状態から単独運転状態へ移行する�
ときの系統周波数の急変量を検出する。�

（4）周波数シフト方式�
　　 （回転機による連�
　　 系には不適用）�

（6）負荷変動方式�

①有効電力変動�
　方式（回転機�
　による連系に�
　は不適用）�

系統周波数より0.1％程度低い周波数で逆変�
換装置を運転させる方式で，単独運転状態に�
なったときの周波数の変化を検出する。�

（5） 

出
力
電
力
変
動
方
式�

逆変換装置の出力有効電力を常に微小変動さ�
せる方式で，単独運転状態になったときの周�
波数や電圧の変化を検出する。�

②無効電力変動�
　方式�

逆変換装置または発電機の出力無効電力を微�
小変動させる方式で，単独運転状態になった�
ときの周波数や電圧の変化を検出する。�

逆変換装置または発電機の外部に設置した微�
小負荷を系統に一定周期で短時間挿入し，挿�
入周期に一致する電圧や電流の変化を検出す�
る。�



分散型電源連系系統の解析技術

故障として，同一の配電用変電所に接続された他回線

上の約 4km地点で発生した三相短絡故障に対し，その

故障回線の配電用フィーダ遮断器が 0.3 秒で開放したも

のとする。

有効電力の動揺波形を図２に示す。この図から下記の点

が観察される。

電磁過渡計算プログラムでは，線路の過渡方程式も考

慮した三相瞬時値解析であるが，電力動揺としては過渡

安定度計算プログラム（正相実効値過渡解析）とほぼ一

致している。

電力動揺は，約 0.2 秒の周期であり，上位系の大規模

発電機から発生する１秒程度の周期に比べ，非常に短い

周期である。

動揺は，故障発生から約 1.5 秒以内に減衰している。

故障発生時点では，両プログラムとも，線路抵抗分との

影響により，瞬間的には出力電力が増加し，その後減少す

るという挙動を示している。しかし，電磁過渡計算プログ

ラムでは，電気トルクの過渡現象も考慮するため，電力動

揺 0.2 秒に加え速い振動が現れている。過渡安定度計算プ

ログラムでは，この速い振動は見られない。

以上のように，短絡事故が発生した配電線以外の他回線

に連系された分散型電源の影響を解析した例では，正相実

効値過渡解析と三相瞬時値解析で，同様な結果を得ること

が分かる。ただし，配電線の抵抗分が大きく影響する場合

には，その線路の過渡方程式による直流分のため，結果が

異なる場合もあり，問題に対して適切な系統解析プログラ

ムを適用する必要がある。

あとがき

2000年 3 月に電力の部分自由化が行われ，3 年後の2003

年には自由化の見直しが行われる予定である。遅速の予測

は難しいものの自由化は進展していくものと予想される。

自由化の進展により，多数の分散型電源が系統へ接続され

ることとなり，従来，上位系統から下位系統へ向かうもの

として扱われていた電力潮流が，下位系統から上位系統へ

流れることや，ある地域において需給のバランスをとるこ

となど，電力系統の様相が変化していくものと予想される。

様相の変化とともに系統の現象も複雑になり，従来の系

統解析手法だけでは対応できなくなることが予想される。

変化に合わせて新しいツールを開発していく必要があり，

富士電機では今後とも時代の要求に応じた解析ツールの開

発を行い提供していく所存である。
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まえがき

2000年３月に電力の小売部分自由化が実施され，電気料

金の低減や，わが国の産業界の国際的競争力向上を目的と

した電力市場の規制緩和が開始された。今回の自由化は，

20 kV 以上で受電する 2,000 kW契約以上の大口需要家が

対象で，全販売電力量の約３割に相当する。2003年以降さ

らにその範囲の見直しが計画されている。

電力各社では，こうした環境変化に対応し，積極的なコ

ストダウンによる高収益施策を打ち出すとともに，情報通

信インフラストラクチャー（インフラ）の拡充整備を進め，

需要家サービス向上による市場の確保を推進している。従

来，電力会社は，地域貢献型の電気供給事業をその本業と

していたが，今後は，総合エネルギー企業としての体制を

整え，よりマーケット指向の多角的なサービスビジネス領

域へと展開していくものと考えられる。

富士電機の電力流通部門においては，これまで，オンラ

イン制御技術や情報伝送技術を核として，SCADA（Su-

pervisory Control And Data Acquisition）や配電自動化

システムなどの，主に電力供給信頼度向上を目的としたコ

ンピュータ制御システムを電力会社に納入していた。しか

しながら今後は，予想される顧客動向，市場構造の変化に

則した新しい電力ビジネスの展開が必要となってくる。

本稿では，自由化後の新しい電力ビジネスに対する富士

電機の取組み例について紹介する。

電力自由化後の市場構造

電力小売部分自由化の実施以降，政府・自治体を中心に

電力入札が行われるようになり，新規参入事業者も誕生し

てきている。内外からのより一層の規制緩和への要求もあ

り，自由化は，その方向性は不透明ながらも，進展するこ

とが予想される。

表１は，自由化後の電力市場構造の変化について，一つ

の予想例を示したものである。

本予想例の分類による主な事業分野の概要とその動向は

以下のとおりである。

電力販売事業

電力会社の電力販売部門に代表される。発電業者から電

力を購入して，需要家に販売するビジネスである。自由化

の進展に伴い，オンサイト分散型電源事業者や需要家サー

ビス事業者との競合の増大が予想される分野である。

オンサイト分散型電源事業

規制緩和やグリーン電力などを背景にオンサイト電源に

よる電力供給市場は拡大が予想される。

電力各社では，グループによる市場の取込みを目的とし，

アライアンスによるオンサイト分散型電源会社の設立に積

極的である。

需要家サービス事業

ESCO（Energy Service Company）に代表される。需

要家のニーズに対応した製品やサービスを提供するビジネ

スである。需要家ニーズの多様化を背景に，規制緩和が進

展することにより市場の拡大が見込まれる。
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（2）
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表１　自由化後の電力市場構造の変化予想例
（1）�

ビジネスの�
形態�

内　容�
自由化前の�
市場�

自由化後の�
市場�

電力取引市場�
電力の先物・オプション�
売買を行う。�

市場なし�

電力販売事業�
発電事業者から電力を購�
入し，需要家に販売する�
事業�

電力会社の�
販売収入�
（12兆円）�

™電力単価減少�
™他事業者との�
　競合が発生�

™電力需要の数�
　倍の先物市場�

オンサイト�
　分散型電源�
　　　　事業�

コージェネレーションな�
どのオンサイト電源設備�
によるエネルギー供給�
事業�

自家発電用と�
しての市場�

™電力小売市場�
　が一部切り換�
　わる。�

™規制緩和や新�
　技術により拡�
　大�

発 電 事 業 �
卸電気事業者。自由化後�
は電力会社の発電部門も�
加わる。�

電源開発（株），�
日本原子力発�
電（株），公営�
など�

™規制緩和によ�
　りサービスメ�
　ニュー拡大�

蓄熱，温水器�
などの市場�

需要家�
サービス事業�

ESCO など需要家ニー�
ズに対応したサービスを�
行う。�

電力設備�
　　供給事業�

発電・送配電設備の�
納入・保守を行う。�

電力会社の�
設備投資額�
（3.4兆円）�

™当初は設備投�
　資抑制が予想�
　される。�



電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

富士電機の取組み

図１に，自由化後の電力ビジネス市場をターゲットとし

た，富士電機の電力流通部門での新しい取組みの方向性を

示す。

富士電機では「需要家ソリューション事業」として，以

下の新しい市場に対するビジネスモデルの策定や市場参入

の活動を展開している。

電力会社の総合エネルギー企業に向けての事業展開や，

さまざまな顧客ニーズに対応した需要家サービス事業展

開を新しい市場としたソリューション提供ビジネス

自由化により新たに登場する新規事業者の運用・管理

支援ビジネス

３.１ コンピュータシステム技術の展開

自由化をにらみ，電力各社では電力流通コスト削減のた

め，業務効率の向上および既存設備の延命化や設備利用率

の向上に積極的に取り組んでいる。

富士電機では，こうした電力会社の動向に対応し，富士

電機の分散コンピュータシステム技術をベースとした「情

報共有化システム」による業務効率化や，最適化技術をベー

スとした「系統計画業務支援システム（ロスミニマム）」

による設備増強工事コストの削減などを電力各社に提案し，

システムを納入している。

また，自由化により増加が見込まれるオンサイト分散型

電源会社，特定規模電気事業者（PPS：Power Producer

and Supplier），独立系発電事業者（IPP：Independent

Power Producer），およびグリーン発電事業者に対しては，

富士電機が保有するオンライン監視制御技術を基盤とした

ソリューションの展開を開始している。これらの新規事業

者を対象とした電力管理用監視制御システムは，当初の規

模は小さいが，将来の規模拡大に容易に対応できることが

必要で，かつ負荷予測や同時同量需給管理，遠隔検針など

の多彩な機能が増設可能なスケーラブルなシステムを低価

格で実現することが要求される。現在，富士電機ではこう

したニーズに対応すべく，海外技術の導入も含め，システ

ム技術の充実やコストダウン検討を進めている。

図２に富士電機が提案する PPS 向けの電力管理システ

ム「同時同量システム」の構成を示す。

本システムは，富士電機の保有するオープンシステム技

術を適用し，システム構築期間の短縮やシステムコストの

低減を図り，システム規模や機能の拡張が容易にできる特

長を持つ。

IPPから購入した電力を，託送により需要家に供給する

PPSは，発電側電力量と負荷側電力量の差を30分値で３％

以内に保つことが運用上の課題となる。本システムは，契

約上の負荷の値を設定入力することによる需給計画・制御

機能と，発電側・需要家側の電力量遠隔計測機能を基本機

能としているが，将来の発電機の台数増加や，負荷変動の

要因を考慮し，最適化計算による高度な計画・制御機能の

組合せをオプションとしてラインアップしている。図３に

需給計画・制御機能の組合せパターン例を示す。

３.２ 需要家サービス事業分野への取組み

電力各社では，自由化対象需要家の囲い込み対策として，

需要家サービスメニューを拡充するとともに，さらなる自

由化進展への対応として，分散型電源事業，蓄熱受託事業，

ガス供給事業，および ESCOその他の負荷価値サービス

事業などの立上げを，アライアンス，もしくはグループ企

業として推進している。これは，競争市場下で総合エネル

ギー企業として優位を占めるための業態変革と位置づけら

れる。

富士電機では，上記の電力各社の動向に対応し，電力会

社の需要家サービスネットワークへのソリューション提供

を目指し，独自かつ収益性の高い魅力的なビジネスモデル

の創出を推進している。
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図１　富士電機の電力流通部門での新しい取組みの方向性
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需要家サービス事業分野のビジネスモデル例

電力会社が指向する総合エネルギー・需要家サービス事

業分野をターゲットに，富士電機が提案する新ビジネスモ

デルの概念を図４に示す。これらのビジネスモデルは，富

士電機が技術面，ノウハウ面で優位性を持つソリューショ

ンやサービスを，電力会社およびそのグループ企業を介し

て需要家に提供する形態の事業である。電力会社が保有す

る情報通信インフラを活用して，富士電機の「コールセン
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図３　需給計画・制御機能の組合せパターン例
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電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

ター」を主体としたサービスネットワークによる保守運用

支援サービスや，各種のコンテンツサービスを付加価値

サービスとして統合し，多様な需要家ニーズに対応できる

ことを特色としている。図５にコールセンターの写真を示

す。

以下，富士電機が提案するビジネスモデルの例を紹介す

る。

４.１ 省エネルギーソリューション

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正（改

正省エネルギー法）により，エネルギー管理指定事業所で

は継続的な省エネルギーが課題となっている。また企業イ

メージアップを目的とした環境 ISOの認証取得を目指す

事業所も年々増加の一途をたどっている。こうした事例に

みられるように，省エネルギーに対する需要家ニーズは急

激な高まりをみせている。

電力各社ではこれまで，負荷平準化を目的とした季節

別・時間帯別契約やピーク調整契約などの DSM（De-

mand Side Management）を推進してきたが，最近では自

由化をにらみ，需要家のエネルギーコスト削減や省エネル

ギーニーズへの対応など，需要家サービス向上に重点を置

いた営業活動へと変化しつつある。

さらに，電力系の ESCO 会社を設立したり，既存のグ

ループ企業での蓄熱受託や施設管理受託などの省エネルギー

関連新サービスの充実に取り組んでいる。

上記の動向に対し，富士電機では電力ビジネス分野向け

の省エネルギーソリューションとして，図６のようなビジ

ネスモデルを策定した。

本ビジネスモデルは富士電機のモニタリング技術をベー

スに，電力会社の保有する情報通信インフラを活用した

「エネルギー計測受託サービス」による継続的な省エネル

ギー活動の支援を特徴としている。

本ビジネスモデルにて提供するサービスを以下に述べる。

４.１.１ エネルギー計測受託サービス

富士電機では環境・エネルギー計測ツールとして，SS

（Spread Spectrum）無線ネットワークによる「エコモニ

タリングシステム EcoHIESSENCE」をはじめとし，簡易

的なトレンド計測から，より精密で恒久的な計測まで，そ

の用途やニーズにより数多くの製品をラインアップしてお

り，需要家の状況に合わせ広く選択が可能である。

これらの豊富な環境・エネルギー計測製品群に遠隔監視

技術を組み合わせ，情報通信インフラを介して低コストに

需要家のエネルギー利用状況を収集する「エネルギー計測

受託サービス」を提供する。

エネルギー計測を行うことにより，効果的かつ継続的な

省エネルギー施策の立案が可能となり，対策の効果を定量

的に把握することが可能となる。
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図５　コールセンターオペレーションルーム
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電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

４.１.２　エネルギー管理受託サービス

富士電機の「省エネルギー支援管理システム Power

SATELITE」は省エネルギー目標の設定管理機能に，イ

ントラネットを使った省エネルギー情報共有機能を付加し

たシステムであり，省エネルギー推進活動を効果的に支援

するシステムである。

図７に PowerSATELITEの画面例を示す。

「エネルギー管理受託サービス」は，PowerSATELITE

を適用し，ネットワーク経由で需要家のエネルギー管理業

務を受託するものである。さらに，富士電機の解析技術・

最適化計算技術を駆使し，管理収集データを基にエネル

ギー利用状況分析結果を需要家に配信し，設備運用面の改

善や設備投資の合理化をサポートする。

４.１.３ 省エネルギーコンサルティングサービス

富士電機は，高効率機器への置換えによる省エネルギー

だけでなく，各分野での豊富な設備納入実績に基づき，需

要家の設備運用面までを対象とした総合的な省エネルギー

施策の提案を行うことができる。

上述の計測サービスと組み合わせることで，計画的でコ

ストパフォーマンスに優れた最適な省エネルギーソリュー

ションの提供が可能である。

さらに，コールセンターを窓口とする富士電機のサービ

スネットワークにより，需要家設備の運用支援や保守業務

の一括受託を行う。

４.２ 電力品質ソリューション

襲雷時の瞬時電圧低下による生産設備への影響対策につ

いても昨今，需要家ニーズが高まっている。また，高調波

発生源の特定や，フリッカ対策など，電力品質にかかわる

問題は広範である。

電力品質ソリューションは，需要家の抱えるこれらの問

題に対し，富士電機の系統解析技術により現象分析と対策

立案を行い，UPS（Uninterruptible Power System），SPS

（Stand-by Power System），アクティブフィルタなどのパ

ワーエレクトロニクス装置による対策実施までを一貫した

サービスとして提供するものである。

図８に電力品質ソリューションの概念を示す。

本ビジネスモデルでは，対策装置は当面リース契約など

での供給とするが，将来は，電力会社の変電所や借室に富

士電機の平型 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）
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図７　PowerSATELITE の画面例

（a）省エネルギー状況画面

（b）日負荷トレンド画面
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電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

適用の高圧電力変換装置による大容量電力品質補償装置を

設置し，重要地域へ高品位な電力を供給する。また，電気

事業法などの規制緩和がさらに進展した断面では，電力系

統各所に補償装置を配置し，電力品質別の料金体系による

電力供給の事業化も視野に入れている。

４.３ FTTHを活用した付加価値サービス

電力各社で整備を進めている光ケーブルによる情報通信

インフラ（FTTH：Fiber To The Home）を活用し，付

加価値サービスを提供するにあたっては，需要家側に設置

する光端末装置（ゲートウェイ）の開発が課題となる。

富士電機では，長年にわたり電力各社との自動検針シス

テムの開発に参画してきた経験を生かし，電力，ガス，水

道の共同検針機能や，需要家の異動申請時の引き込みス

イッチ遠隔操作機能，温水器などの負荷制御機能といった

電力ユース機能を実装したゲートウェイの開発を行ってい

る。

図９に工事現場や野外イベント会場などの仮設電源需要

家を対象とした付加価値サービスの概念を示す。本事例で

は，電力量計の自動検針用インタフェース機能を持つゲー

トウェイを仮設現場に設置し，電力ユースとして自動検針

を行うとともに，FTTHを介してエネルギー計測受託や

電話，映像配信，インターネット接続などの付加価値サー

ビスを提供するものである。

あとがき

本稿では，自由化後における電力市場構造の変化を想定

して，新しい電力ビジネスとしての「需要家ソリューショ

ン事業」構想について記述した。

具体的にビジネスモデルを展開するにあたっては，自由

化の方向性や需要家ニーズなどの市場トレンドを見極め，

採算性も十分に考慮し，サービスメニューを策定する必要

がある。

また，環境問題も電力ビジネスを進めるうえで必須（ひっ

す）の要素であり，新しいビジネスモデルの環境面の評価

も大きな課題となっている。

富士電機は，今後とも環境に優しい，安価で高品質なエ

ネルギー供給に貢献すべく，より魅力あるソリューション

の提供に尽力していく所存である。引き続き関係各位のご

指導をお願いする次第である。
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まえがき

電力系統は，大規模・複雑なネットワークと考えられ，

さまざまな機器の複合的な動作によって，状態が時々刻々

と変化していく動的なシステムである。このように大規

模・複雑で，かつ動的なシステムを計画・運用するため，

わが国の電力会社では，計画・運用のノウハウを蓄積した

運用ルールを構築し世界で最も信頼性の高いシステムを作

り上げてきた。

このような電力系統の計画・運用においては，対象業務

の遂行に対して，適切な計画案および運用操作（対象問題

に対する解）を求めることが必要である。また，有効な解

の中から最適な解を求める探索技術が必要となる。この探

索技術に対しては，従来，発見的アルゴリズム（ロジック），

エキスパートシステム，ファジィ理論，ニューラルネット

ワーク，数理計画法などのさまざまな手法が利用されてき

た。初期の段階では，対象問題を純粋に数学的な定式化を

行うことにより簡略化して考える数理計画法や，さまざま

なノウハウや運用ルールを発見的なアルゴリズムとして，

プログラム化する方法により解決してきた。その後，1980

年代から，ノウハウや運用ルールを明示的な知識として記

述することにより問題解決を行うエキスパートシステムや

ファジィ理論が利用されてきている。また，状態変数に対

する解の多くを学習することにより，ある状態変数に対す

る解を得るニューラルネットワークも利用されてきている。

しかし，数学的な数理計画法では，ノウハウや運用ルール

を式としてうまく表現できず，簡略化せざるを得ない場合

があるという根本的な問題がある。また，ノウハウをうま

く表現した発見的アルゴリズム（ヒューリスティクス），

ファジィ理論，ニューラルネットワークなどでは，最適な

解を得る保証がなく，検討していなかったケースについて

どのような解が得られるか分からないという問題があった。

つまり，ノウハウや運用ルールを考慮でき，かつ最適化が

可能な方法というものが電力系統分野では切望されている。

このような背景において，1970年代から開発されてきた

メタヒューリスティクス（MH：Meta-Heuristics，688

ページの「解説」参照）が脚光を浴びている。MHは，物

理現象や生物・生命にかかわる動きの模擬など，自然のプ

ロセスを最適化問題に利用する手法である。この手法には，

遺伝子の世代交代をまねた遺伝的アルゴリズム（GA：

Genetic Algorithm），金属の焼なまし現象をまねたシミュ

レーティッドアニーリング（SA：Simulated Annealing），

人間の経験に基づいたタブサーチ（TS：Tabu Search），

動物の群れの動きをまねたパーティクルスワームオプティ

ミゼーション（PSO：Particle Swarm Optimization）な

どが含まれる。これらの MHでは，従来の数理計画法の

ように数式で表現できるものしか扱えないという制約がな

く，計画・運用のノウハウやルールなどを容易に扱うこと

ができ，かつ対象とする目的関数を最大・最小化すること

が可能である。したがって，従来法の欠点を克服できる最

適化手法として有望な手法と考えられている。

本稿では，MHの基本的な特性などについて述べ，富士

電機が手がけているMHの電力系統への適用例について述

べる。

新しい最適化技術「メタヒューリスティクス」

従来のヒューリスティクスは，問題に依存したノウハウ

などをそのまま表現していた。これに対し，MHは，物理

現象や生物・生命にかかわる動きの模擬を利用して，問題

に依存しない一般的な探索の枠組みを提供する手法である。

上述のように，MHには，GA，SA，TS，PSOなどの

さまざまな手法がある。GAは問題を遺伝子で表現し，複

数の遺伝子を用いた交差・突然変異などの遺伝子操作およ

び自然淘汰（とうた）による世代交代により解を探索する。

SAは，鉄が液体状態から固体状態に冷えて固まる際に，

分子レベルでは振動が徐々に小さくなりエネルギー最小の

状態になることを模擬して解を探索する。TSは，前に探

索した解に戻ることをタブー（禁止）として，タブーとな

る解のリスト（タブーリスト）を利用して解を探索する。

PSOは，渡り鳥などの群れがうまく集団で飛んでいく様

子や，人間の集団が個人の情報を集団内でうまく共有しな

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（2）（1）

電力系統分野への最適化技術の適用
新しい最適化技術「メタヒューリスティクス」の適用
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電力系統分野への最適化技術の適用

がら解を導き出す過程を模擬することにより解を探索する。

それぞれの手法の比較を表１に示す。

GAが1970年代と最も古いが，他の手法は1980年代，

1990年代に入ってから開発された発展途上の手法である。

組合せ最適化問題とは，さまざまな解の組合せ（例えば，

発電機10台の中から起動する 2 台を選択する組合せなど）

の中から最適な組合せを見つける問題であり，連続型最適

化問題とは，連続変数（例えば，10台の発電機おのおのの

経済的な有効電力出力値など）の中から最適な値を見つけ

る問題である。また，混合整数非線形最適化問題とは，離

散変数（例えば，変圧器のタップ値など）と連続変数を両

方含むような状態変数に対して，最適な値の組合せを見つ

ける問題である。電力系統では，タップなどの離散量と発

電機の有効電力出力値などの連続量を両方考慮する必要が

ある場合などが多く，電力系統の問題の多くは，本質的に

は混合整数非線形最適化問題となる。

GA，SA，TSは離散変数を利用した組合せ最適化問題

に適用可能であり，PSOは連続型最適化問題，および混

合整数非線形最適化問題に適用可能であり，手法ごとに適

用できる対象問題が異なる。一般的には，TSおよび PSO

により短時間に良質な解を得ることが可能である。

GAは近年，多目的最適化問題（目的関数が多数ある問

題，例えば，環境への配慮とコスト削減を同時に実現した

いなど）への適用有効性が検討されている。さらに，島モ

デルを用いる並列遺伝的アルゴリズム（PGA：Parallel

Genetic Algorithm）により良質な解が得られることが知

られている。SAは，探索点を多数にすることにより，解

の探索能力を飛躍的に高めたパラレル SA（PSA：Parallel

Simulated Annealing）などの改良手法が開発されている。

TSは，タブーとする解の数を事前にパラメータとして設

定する必要があるが，これを適応的に変更することにより，

解がサイクリックになってしまうことを回避するリアクティ

ブ TS（RTS：Reactive Tabu Search）などの改良手法が

開発されている。PSOは，GAの自然淘汰の概念を組み合

わせたハイブリッド PSO（HPSO：Hybrid Particle Swarm

Optimization）などの改良手法が開発されつつある。

メタヒューリスティクスの電力系統への適用例

富士電機では，電力系統分野のさまざまな問題に対して

MHの適用を試みている。以下に適用を検討している分野

例と手法をあげる。

発電機の最適導入計画（PGA）

送電系統の電圧無効電力制御（VQC）（RTS，PSO）

配電系統のロス最小化（GA，RTS）

配電系統の事故時負荷融通（GA，PGA，TS，RTS，

PSA）

配電系統の長期設備増強計画（RTS）

配電系統の状態推定（PSO，HPSO）

配電系統の電圧制御機器の最適整定（RTS）

上記の分野のうち， ～ は関西電力（株）との共同研究

で適用検討を行ってきており， は関西電力（株）の営業所

にて実用化されている。以下，例として， について述

べる。

３.１ 送電系統のVQCへの適用例

VQCは，無効電力の供給とのバランスを考慮したうえ

で，時々刻々変化する送電系統内の負荷に追従して電圧の

適正維持，電圧安定性維持を行うオンライン制御である。

VQCは，発電機励磁系の自動電圧調整器（AVR）の電圧

指令値などの連続（実数）変数と，変圧器タップ制御系の

負荷時タップ切換装置（OLTC）タップ位置，調相設備導

入台数などの離散（整数）変数を含む混合変数を用いて，

経済運用を考慮したロスミニマムなどを目的関数とする混

合整数非線形最適化問題として定式化できる。従来，VQC

は，すべてを連続変数として計算を行い，離散値について

は得られた連続解から隣接の離散値を解とするアプローチ

か，連続変数を離散値としてすべて離散型の最適化問題と

して計算を行うアプローチか，または離散値を扱えるよう

な計算手法を組み合わせた数理計画的アプローチなどに

よって実現されてきた。このような VQC問題に対し，電

圧信頼度を考慮して PSOにより高速で良質な解を生成す
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（7）（2）
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表１　MH の比較�

項目�
手法�

開発時期�

対象問題�

状態変数�

探索点数�

解の保証�

実行時間�

特　　徴�

GA

組合せ最適化問題�

解全体が良い方向に行くこと�
は数学的に保証されている。�

近年は，多目的最適化問題へ�
の適用有効性が検討されて�
いる。�

1970年代�

離散変数�

多点探索�

やや長い�

SA

組合せ最適化問題�

大域最適解が得られることが�
数学的に保証されている。�

長時間をかければ良質な解が�
得られる。�

1983年�

離散変数�

1点探索�

長い�

TS

組合せ最適化問題�

数学的な保証はない。�

組合せ最適化問題に対し，�
一般的にGA，SAより短時間�
に良質な解が得られる。�

1989年�

離散変数�

1点探索�

短い�

PSO

連続型最適化問題�
混合整数非線形最適化問題�

探索の振舞いを数学的に解析�
する試みが始められている。�

従来法では解を求めることが�
困難であった混合整数非線形�
最適化問題に対し，短時間で�
良質な解が得られる。�

1995年�

連続変数�
離散変数�

多点探索�

短い�



電力系統分野への最適化技術の適用

る方式を開発した。

開発方式は連続・離散の両方の各変数の初期値をランダ

ムに生成し，PSOを用いた多点探索を行い，制御候補を

生成する。以下に制御候補生成の定式化をまとめる。

状態変数

™AVRの電圧指令値（連続値）：

潮流計算の P-V 指定ノードとして扱う。

™OLTCタップ値（離散値）：

潮流計算のタップ比として扱う。

™調相設備（SCなど）の導入台数（離散値）：

各ノードのサセプタンス値として扱う。

目的関数

™対象系統の全系ロス最小化

制約条件

™母線電圧上下限制約

™線路潮流上限制約

™電圧信頼度制約

オリジナルの PSOは，連続型最適化問題に適用可能で

あるが，本適用において混合整数非線形最適化問題へ適用

可能なように拡張し用いた。図１に混合整数非線形最適化

問題となる VQC問題の解空間における PSOの探索概念

を示す。

開発した方式では，生成した各制御候補に対し，最終的

に電圧信頼度を考慮して制御方法を選択している。電圧信

頼度評価では，発電機出力増加，負荷増加，制御機器動作

シナリオを考慮して P-Vカーブを計算することにより，

現在の運用点と電圧崩壊点の差である負荷増加の余裕値

（MW）を計算できる連続型潮流計算（CPFLOW法）を

用いている。この電圧信頼度評価では，過酷事故を見いだ

し，この過酷事故に対する信頼度確保が可能かどうかを判

定することで，規定の信頼度が得られる最良解を最終的な

制御方策として出力している。過酷事故を見いだすのに各

種シナリオを考慮したＰ-Ｖカーブを二次関数で近似して

高速に負荷増加の余裕値（MW）を計算する Look-Ahead

法を用いている。信頼度確保の可否判断では詳細なシナリ

オを考慮した CPFLOW法によっている。図２に，開発し

た VQCアルゴリズムを示す。

IEEE14 母線系統と実規模 112 母線系統を用いてシミュ

レーション検証し，開発方式（PSO）と RTSあるいは列

挙法との比較を行った。いずれの母線系統でも開発方式は

RTSおよび列挙法よりロスが少なく，計算時間について

は，RTSより高速となり PSOの有効性が確認されている。

なお，VQC問題は，混合整数非線形最適化問題であるが，

RTSを適用する場合，発電機の AVR電圧指令値を離散

値のみ指定できると仮定することで，組合せ最適化問題と

見なしている。表２にロス最小化結果および計算時間を示

す。また，図３に実規模 112 母線系統に対する典型的な収

束例を示す。

実規模 112 母線系統に対する Look-Ahead 法による想

定事故のランキングの計算時間は11秒（対象想定事故 112

ケース）であり，CPFLOW法の１回の計算は 2 秒であっ

た。よって，過酷事故 3ケースのみ詳細計算を実行したと

すると，電圧信頼度計算の時間は合計17秒となる。した

がって，全体の計算時間は，PSOによる制御候補の生成

にかかる54秒と電圧信頼度計算にかかる17秒を合計し，71

（3）

（2）

（1）
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AVR2（連続）�

AVR1�
（連続）�
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OLTC1�
（離散）�

図１　VQC問題の解空間におけるPSOの探索概念

スタート�

ストップ�
Yes

No
電圧信頼度を満たす解がある�

電圧信頼度を考慮した最終制御の選択�
　CPFLOW法およびLook-Ahead法を用い�
　た余裕値（MW）評価による制御の選択�

PSOによる制御候補の生成�
　複数エージェントによる多点探索�

別制御�
（信頼度制御など）�

図２　開発したVQCアルゴリズム

表２　開発方式と RTS によるロス最小化結果および計算時間�

母線系統� IEEE14 母線�
系統�項　目�

ロス値：全系ロス�
計算時間：平均実行時間（試行回数は100回）�

開
発
方
式�

R�
T�
S
�

ロス最良値（pu）�

ロス平均値（pu）�

計算時間（s）�

ロス最良値（pu）�

計算時間（s）�

0.1323276�

0.1335090�

16.5�

0.1323657�

19.5

実規模112 母線�
系統�

0.1134947�

0.1175230�

54.2�

0.1208179�

220.3

0.150

0.145

0.140

0.135

0.130

0.125

0.120

0.115

0.110
1009080706050403020100

反復回数�

PSO

ロ
ス
（
p
u
）
�

RTS

図３　実規模112母線系統に対する典型的な収束例
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秒となる。このように VQC問題は，RTSなどを用いた組

合せ最適化問題として考えるのではなく，混合整数非線形

最適化問題としてそのまま PSOによる適用を検討した方

が効率的であることが分かる。

３.２ 配電系統の長期設備増強計画への適用例

負荷電力の増加や負荷新設に伴う配電系統の設備増強に

あたっては，配電設備工事コスト，配電線利用率，供給信

頼度，電線ロスなどを総合的に評価したうえで最適設備増

強計画案および最適系統構成を決定する必要がある。つい

ては，長期間（例えば10年）にわたる設備増強コストと電

線ロスなどを総合的に評価し，フィーダや区間の最大電流

制約，電圧（最小）制約を満足させつつ，計画期間におけ

る総合経費（＝ロスコストと年経費化した工事費との合計）

を最小に仕上げる配電系統設備増強計画案を策定する方法

を開発した。

電気料金の低減や省エネルギー化による環境保全が叫ば

れるようになり，配電系統の効率的運用，設備増強コスト

の低減が求められている。配電系統においてこれに効果的

に対応するためには，フィーダ，連系・区間スイッチ，連

系線の新設，および既設配電線の太線化，ステップ式自動

電圧調整器（SVR）の新設といったさまざまな種類の工事

を増強の目的に応じて適切に組み合わせて設備増強案を検

討する必要がある。他方，長期計画においては，評価期間

において増強が必要となる都度この組合せ検討を行い，設

備増強コストと配電系統でのロスコストを合わせて評価し

なければならない。つまり，さまざまな制約下において，

幾とおりもの組合せの系統増強シナリオを大域的に探索す

る必要がある。

また，各年度の系統においては，事故時復旧への対応可

能性および常時系統のロス最小化を検討する必要がある。

事故時負荷融通における復旧系統およびロス最小化系統構

成の探索は，対象系統内のスイッチの入切を変更すること

により求めることができる組合せ最適化問題となる。つま

り，配電系統の長期設備増強計画は，目的の異なるさまざ

まな組合せ最適化問題を解き，各目的関数の最適状態（ま

たは制約条件）を同時達成できる状態を求めることにより，

実現できる。

図４に開発した長期設備増強計画のアルゴリズムを示す。

適用する工事案の選定にはエキスパートシステム，想定事

故解析（事故時負荷融通可能性の検討）およびロスミニマ

ム計算（ロス最小化系統構成の作成）には，RTSを用い

ている。また，電圧・電流の基本計算には，三相不平衡潮

流計算を用いている。以下，事故時負荷融通の復旧目標系

統の生成を例として，RTSの定式化を述べる。

状態変数

™対象系統の各区間の上流側区間番号（整数値）

目的関数

™電源供給予備力の平均化＋対象系統内の負荷区間最低

電圧の最大化

制約条件

™放射状制約

™電源容量制約

™電圧制約

™フィーダ容量制約

システム全体の検証としては，EWS（Engineering

Workstation）上に製作したシミュレーション用プログラ

ム実行環境において，実系統を対象とした 2フィーダ 7 区

間から 4フィーダ 27区間まで 6 例のモデルケースについ

て10年間の設備増強計画を処理させることで実施した。図

５に実配線系統モデルの例，図６にフィーダ分割と連系開

閉器新設増強結果の例を示す。設備の増強遷移としてはお

のおののケースについて 5 ～16とおりの妥当な増強計画が

得られている。これにかかる処理時間は80～ 830 秒程度で

あり，シミュレーションレベルとしては有効かつ実用的で

ある。（3）

（2）

（1）

（15）
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ロスミニマム計算�
　ロス最小となる系統構成を探索�
　既存設備のままで供給可能な系�
　統であるかどうかチェック�

想定事故解析�
　配電線事故時に　段までの玉突�
　き融通で供給可能であるかどう�
　かチェック�

n

　＝　＋1k k

設備増強案の総合評価�
　コスト最小となる設備増強案の�
　探索�

電力供給できない区間を�
もとに設備増強案の作成�

最適設備増強案の決定�
最適系統構成の決定�

k＝1

  年度目の系統データセット�k

設備増強が必要�

ロスミニマム計算�

既存設備で供給可能？�

事故時対応可能？�

Yes

No

No

想定事故解析�

設備増強案で供給可能？�

Yes

増強案の保存� 増強案の破棄�

設備増強不要�

負荷の増加�
負荷の新設�

設備増強案で事故対応可能？�

Yes

Yes

Yes

設備増強案の費用算出�

他の設備増強案があるか？�

最終計画年度になったか？�

No

No
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No

図４　長期設備増強計画のアルゴリズム



電力系統分野への最適化技術の適用

あとがき

本稿では，新しい最適化手法であるメタヒューリスティ

クスの電力系統分野への適用についての富士電機の取組み

について述べた。また，例として関西電力（株）と共同で開

発したシステムについて述べた。

電力系統では，電力自由化の進展や高効率化の要求のた

めに，ますますさまざまな問題を統合的に解いていく必要

がでてくる。この際，大規模かつ複雑な問題に対して，運

用ルールなどを考慮して短時間に良質な解を得るためには，

今後ともメタヒューリスティクスの適用を検討していく必

要があると考える。
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図６　フィーダ分割と連系開閉器新設増強結果の例
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まえがき

電力系統運用業務では，従来からの系統規模の巨大化に

よる運用の複雑化に加えて，近年の電力自由化傾向に伴う

新規電気事業者の参入により，運用条件がますます複雑と

なりつつある。このような系統運用状況では，系統の信頼

性，経済性，環境への影響などを考えて，これらの運用目

的に対して，バランスよく対応し，かつ運用者の負担増加

の問題を解決するため，系統運用業務を支援する機能の高

度化が要請されている。

富士電機は，早い時期から各種の系統運用支援機能の開

発をしてきており，これらの開発機能をベースとして，特

に，運用者の定形的単純業務から，高度な判断業務への質

的転換を可能とし，さらに供給信頼度の向上，運用の効率

化，業務の省力化などに大いに貢献できる支援機能の実用

化に取り組んでいる。

本稿では，富士電機の系統運用支援機能での各種の取組

みと成果について述べる。

系統運用支援システムの実績

２.１ 支援機能の高度化

系統運用システムの機能向上に伴い，運用支援機能も高

度化の一途をたどり，その支援形態は，図１に示すように

大きく三つのレベルに分けることができる。

レベル１：系統状態評価支援

レベル２：対策支援

レベル３：総合運転支援

現状では，多くの系統運用支援機能は，レベル１あるい

はレベル２の段階に位置づけられている。これらの支援機

能は各種の系統運用システムに有機的に取り込まれている

場合が多いが，一方では，国内外各所において，レベル３

を目指した支援機能の高度化が図られている。

２.２ 富士電機の実績

富士電機では，監視制御システム技術における重要な要

素として運用支援システム技術を位置づけており，鋭意研

究・開発を行ってきている。特に，潮流計算技術をはじめ

として，AI（Artificial Intelligence）技術であるエキス

パートシステム的手法，ファジィ推論，ニューラルネット

ワークを適用した各種の予測システム，作業・運用計画シ

ステムを構築しており，その実績の一部を表１に示す。

２.３ システムの事例

納入システムの事例として，1998年 7 月から東北電力

（株）中央給電指令所で実稼動中である電力需要予測システ

ムについて紹介する。

電力需要予測は電力の安定供給，経済的運用のために重

要であり，特に１日の最大電力，日負荷曲線は高い予測精

度が要求されるものである。このシステムは，図２に示す

予測・学習を行う需要予測 EWS（Engineering Worksta-

tion）と，画面表示用 PC（Personal Computer）から構成

されている。中央給電指令所システムからデータリンクに

より，需要実績関連データ，気象実績関連データ，気象予

報関連データなどの予測用データを取得し，図３に示す概

略フローチャートにより予測するものである。特長を以下

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図１　系統運用システムにおける支援機能の高度化の流れ
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に記す。

過去の実績データを用い，季節の特徴を十分に学習し

たニューラルネットワークを構築

３階層型のニューラルネットワークの適用により，非

線形のモデル化が可能

自動学習機能により，ニューラルネットワークを自動

更新し，メンテナンスフリー

１日の気象傾向と電力需要との相関関係をモデル化し，

日負荷曲線を予測

地域気象のモデル化として，東北地方の地理的状況を

検討し，気象条件が異なる代表的な７都市の気温を該当

する各支店の需要比率で加重平均処理を行いモデル化

本システムでは，実績気象を使用した場合の平日におけ

る最大電力需要の絶対値平均誤差が１％台であり，良好な

予測精度が得られている。日負荷曲線でも実績使用の結果

では高精度な予測結果が得られている。稼動後も，精度向

上のための共同研究を実施しており，研究結果をシステム

に反映させていく予定である。

系統解析技術を応用した支援機能の高度化開発

３.１ 運用支援機能を支える系統解析技術

従来から，系統解析技術は系統計画などのオフライン業

務ではよく利用されてきた。一方，近年のコンピュータ技

術，通信技術の飛躍的な進展により，リアルタイムで大規

模系統に適用することが可能となったため，系統解析技術

は系統運用支援機能の高度化を支える主要技術となってい

る。富士電機では，表２に示す解析技術について，実用化

の研究開発を重ね，数多くの支援機能に適用してきた。特

に，電力系統の広範な問題への応用が期待できる最適潮流

計算技術については，その実用化へ向けた開発を鋭意推進

している。以下に，最適潮流計算について述べる。

最適潮流計算

最適潮流計算（OPF：Optimal Power Flow）とは，各

種の系統運用上の制約を課した条件の下に，適切な目的関

数を設定しそれを最小化するアルゴリズムである。した

がって，数学的には潮流計算の拡張となるが，その解法は

単に系統状態の平衡条件を求める潮流計算よりも格段に複

雑になる。OPF アルゴリズムに関しては，1968年に

Dommel 氏らによって提唱されて以来，さまざまな研究が

行われており，近年では各種の系統運用機能に適用可能な

ツールとして注目されている。

OPFにおける目的関数と制約条件を以下に記す。

目的関数

送電損失，発電コスト，調相設備容量などがあり，こ

れらの要素を系統全体で最小化し，運用の経済性，送電
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表１　富士電機の系統運用支援システムの実績�

システム名� 概　要（特徴）� 実　績�

事故区間�
判定�
システム�

電力系統の事故発生時に事故区間，�
および事故様相をエキスパートシ�
ステム的手法を適用して推論を行�
う。�

™四国電力（株）�
　5系統制御所�
　（1990～1993）�
™東北電力（株）�
　新潟給電指令所�
　（1996）�

事故復旧�
手順作成�
システム�

電力系統の事故発生時に復旧方針の�
立案，および操作手順作成をエキス�
パートシステム的手法を用いて自動�
化する。�

™電源開発（株）�
　西地域制御所�
　（1991）�
™東北電力（株）�
　新潟給電指令所�
　（1996）�

最大電力�
予測支援�
システム�

給電・制御所における最大電力需要�
予測業務に対してニューラルネット�
ワークとファジィ理論を適用し高精�
度の予測を実現する。�

™中部電力（株）�
　中央給電指令所�
　（1993：PC版，�
　　1996：EWS版）�
™東北電力（株）�
　中央給電指令所�
　（1998）�

日負荷曲線�
予測�
システム�

電力系統の給電・制御所における日�
負荷曲線予測業務をニューラルネッ�
トワークを適用し高精度の予測を実�
現する。�

™東北電力（株）�
　中央給電指令所�
　（1998）�

作業停止�
計画支援�
システム�

電力系統における作業停止を効率的�
に行うために，停止作業期間の調整�
業務を，知識工学を応用したエキス�
パートシステムの適用により自動化�
する。�

™四国電力（株）�
　高知系統制御所�
　（1995）�

オンライン�
状態推定�
システム�

オンラインデータに含まれる観測誤�
差の補正，欠損データの補完および�
不良データの除去を行い，高精度な�
系統監視用データベースの提供を可�
能とする。�

™東北電力（株）�
　新潟給電指令所�
　（1994）�
™東北電力（株）�
　福島給電指令所�
　（1995）�

ホストコンピュータ�

サーバEWS

気象情報端末�

中給LAN

需要予測�
EWS

中央給電指令所（中給）�

画面表示用�
PC

表示�

起動�

電力需要予測システム�

図２　電力需要予測システムの構成

スタート�

オフラインデータ推定処理�

電力需要予測に必要なオンライン受信�
できない予報データを，オンラインデ�
ータおよびデータベースに蓄積されて�
いる過去実績データを用いて推定する。�

7都市の気象条件を対応する各支店負�
荷の比率に応じて加重平均を行い，地�
理的な気象条件を考慮する。�

特異日予測判断を行い，3階層型ニュ�
ーラルネットワークを用いて，当日，�
翌日の日最大電力を予測する。�

3階層型ニューラルネットワークを用�
いて，当日，翌日の日負荷曲線を予測�
する。�

7都市加重平均算出処理�

日最大電力予測処理�

日負荷曲線予測処理�

最小電力予測処理� 日負荷曲線予測結果の最小電力値を抽�
出する。�

エンド�

図３　電力需要予測の概略フローチャート
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能力などを向上させる。

制約条件

下記の各種系統運用上の制約条件があり，これらを考

慮したうえで，目的関数を最小化させるように各制御装

置の操作量を決定し，系統全体の電圧，潮流状態を最適

化し運用の信頼性を向上させる。

〔等式制約条件〕

™電力方程式（有効・無効電力）

〔不等式制約条件〕

™母線電圧上下限

™変圧器容量上限　　　　　　　　　系統制約

™送電線容量上限

™調相設備容量

™変圧器タップ比上下限　　　　　　
制御機器制約

™発電機出力上下限

™位相調整器（調整値上下限）

™二酸化炭素などの排出量の上限　　環境制約

OPF問題は不等式制約のある非線形最適化問題となり，

解法としては一般に，ニュートン法，線形計画法，二次計

画法，内点法などが用いられる。

以上のように，系統全体の信頼性，経済性を総合的に満

足し，統一的な系統制御を行うことができる系統最適化手

段として，系統運用，系統制御，運用計画，系統計画の各

分野にわたり，OPFを適用することができる。

富士電機の OPF技術

富士電機は，OPFは系統運用問題を解決するための最

も有望な基幹技術であると認識し，早い段階から，この技

術の実用化へ向けた開発を行ってきている。富士電機の

OPFは図４に示すアルゴリズムをベースとしており，以

下の特徴を持つ。

内点法による計算の収束性の改善

一般に，計算対象系統の規模が大きくなるに従って，

計算の収束特性は悪くなることが知られている。そこで，

内点法による計算の収束特性の改善を図っている。内点

法は，1984年に Karmarkar 氏によって提唱された有力

な最適化手法である。この手法は初期値を不等式制約の

内側から始め，実行可能領域の中で最適解を求める計算

方法であり，高速に最適解が得られるという特徴がある。

離散変数を考慮する機能

実系統機器のモデル化においては，調相機器容量，変

圧器のタップ比などは離散変数として考慮すべき場合が

多い。これに対しては，ペナルティ関数による離散化手

法を用いることにより，そのモデル化を実現している。

その手順として，目的関数にペナルティ項を加えて，ペ

ナルティ関数による離散化をし OPFを解く。その結果

を評価し，離散化未成功の場合は次の離散値を探索する。

さらに，離散値の探索にはタブサーチ手法を導入するこ

とによって，より良質の解を得られる手法を開発してい

る。本機能により，従来の手法に比べて計算時間の増大

を抑えることを可能とした。

安定度を考慮する機能

近年，新規参入者の電源（電力会社が直接制御できな

い）が増えてきていることにより，事前の潮流予測に基

づいたシミュレーションを実行することが難しくなって

いくと予想される。このような系統状況に対して，OPF

を拡張し，安定度を考慮した最適潮流計算（SCOPF：

Stability-Constrained Optimal Power Flow）手法を適

用した。本機能では，系統安定度問題を同時に考慮した

運用解を求めることができる。

いままでの開発によって，実系統に OPFを適用する場

合の主な課題に対して，計算の収束性，離散変数の取扱い，

さらに系統安定度問題に関して解決しつつあり，OPFの

実用化へ向けて，今後さらに開発を推進していく予定であ

る。

３.２ 支援機能の高度化開発

３.２.１ 予測型潮流監視支援システム

ここでは，系統運用業務の高精度化，および運用者の負

担軽減を目的とした予測型系統監視支援機能について，中

部電力（株）と共同研究を行ったので，その概要を述べる。

支援システムの構成

本支援システムは，潮流計算機能と負荷予測機能に基づ

く負荷系におけるオンライン潮流監視方式である。その実

（1）

（6）

（4）

（c）

（b）

（a）

（5）（4）

（2）

（b）
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現のベースとなる要素技術として，現状では設備コスト上

の問題から，計測点が省略されている部分の負荷電力値を

補うために，下位系が放射状系統であるという特徴を利用

した負荷推定機能を備えている。

予測型系統監視支援システムの概要を図５に示す。各機

能ついては以下に述べる。

推定潮流監視

①　負荷推定

定周期の監視時間ごとに，次のデータを用いて，末

端負荷電力を推定する。この負荷推定値は一定期間保

存し，負荷予測機能で使用する。

™ノード，ブランチ情報などの設備データ

™系統変圧器，引出線潮流などの常時計測データ

™配電変圧器積算実績負荷データ

™特別高圧需要家に関する基準潮流データ

②　推定潮流計算

負荷推定計算結果を用いて，潮流計算により現在の

潮流状態を把握し，常時計測されていない地点（線路

途中潮流，位相角など）の推定潮流監視を支援する。

予測潮流監視

①　当日・翌日負荷予測

過去の負荷データ（実績支店総需要）と実績気象情

報，当日の予想気象情報，および負荷推定より得られ

た過去の推定負荷実績を用いて，当日・翌日の末端負

荷曲線を予測し，将来系統状況の把握を支援する。

②　予測潮流計算

当日・翌日負荷予測結果を用いて，潮流監視対象時

刻の予測負荷電力分布に対して，潮流計算による定常

時潮流状態予測，想定故障計算ケーススタディによる

故障時潮流状態予測を行い，予測結果に基づき，当日

の予測潮流監視，故障想定による監視の検討を支援す

る。

シミュレーション結果

実系統データを用いてその方式を検証した結果を図６に

示す。図では推定値と現地での実測値との差異を推定潮流

計算結果の誤差率として，設備容量に対する分布で示した。

推定値は配電変圧器に対する負荷推定値，それを基にした

潮流計算による潮流計算値を示し，実測値は常時計測の潮

流値と常時計測が行われていない配電変圧器に実際に測定

機器を一時的に付けて測定した値を示す。これにより，各

項目の誤差値はおおむね運用上必要とされる推定誤差の許

容範囲であると評価できる。

この検証結果から，本系統監視業務支援システムの有効

性が確認され，実系統へ適用することによって，系統運用

の高精度化，運用者の負担軽減を図ることができる。

３.２.２ 電圧・無効電力制御支援システム

支援システムの構成　

図７に示すように，OPFによる電圧・無効電力制御支

援システムは，系統データ設定，シミュレーションモード

および計算条件設定，潮流計算，最適潮流計算，結果表示

の五つの部分から構成され，以下のような機能がある。

系統データ設定

任意系統図の作成ができ，系統データの展開，設定，

変更はすべて系統図面上で行うことができる。

シミュレーションモードおよび計算条件設定

本システムは，以下の三つの運転パターンを設けて，

各種運転モードでの制御効果を比較することができる。

①　無制御運転：すべての操作量を固定するモード

② スケジュール運転：スケジュールに従って，制御

機器および操作量を設定するモード

（b）

（a）

（7）

（1）

（2）

（b）

（a）

富士時報 Vol.74 No.12 2001

677（33）

推定潮流監視�

負荷推定�

0時� 24時�24時�
定周期�
監視時刻�

推定潮流�
計算�

推定�
潮流図�

予測潮流監視�

《当日》� 《翌日》�

当日負荷予測�

予測潮流計算�
（定常時，�
　故障想定時）�

予測潮流図�
（監視周期ごと，�
作業切換時など）�

翌日負荷予測�

予測潮流計算�
（定常時，�
　故障想定時）�

　予測潮流図�
（翌日ピーク時�
　など）�

図５　予測型系統監視支援システムの概要

系統データ設定�
設定・変更�

潮流�
計算� 結果�

表示�

最適�
潮流�
計算�

電圧，潮流�
送電損失�
調相機器の�
制御量�

目的関数：送電損失�
制約条件：母線電圧上下限�
　　　　　線路潮流上限�
　　　　　機器操作量上下限�

系統データ�
運用データ�
制御条件データ�

スケジュール�
運転�

無制御運転�

シミュレーション�
モードおよび計算�
条件設定�

最適制御運転�

最適制御量の決定�

図７　電圧・無効電力制御支援システムの構成

設
備
容
量
（
M
W
）
�

10,000

1,000

100

10

1
14121086420

誤差（％）�

支店総需要�

系統変圧器�

送電線引出口�

配電変電所�

配電変圧器�

図６　負荷推定の誤差評価



電力系統運用システムにおける支援機能の高度化

③ 最適制御運転：OPFによる制御機器および操作

量を決定するモード

また，計算条件の設定においては，目標関数の選択，

制御機器の選定ができ，異なる制御目標に対して制御効

果を分析することなどができる。

潮流計算

潮流計算によって系統状態を評価し，電圧違反箇所は

系統図に赤色で表示され，運用者がそれを解消するため

に制御可能な機器を選択し制御を行うことができる。

最適潮流計算

OPFの目的関数を送電損失または無効電力操作量に

選び，ノード電圧に対する制約を課すことで，最適な機

器操作量を決定し，系統電圧状態を最良に保つことがで

きる。

結果表示

シミュレーション結果は，潮流，電圧，位相として系

統図に表示される。ここで，電圧違反が発生した場合は，

それを解消するために要した無効電力量が示される。ま

た，各モードでの計算結果はグラフ化され比較評価を行

うことができる。図８は本支援システムの画面例を示す。

システムの特徴

本システムには，以下の特徴がある。

適切な電圧を維持しながら，経済性を考慮した制御

が実現できる。

実用性を考慮し，電圧違反点の近隣にある制御機器

を自動的に選択することができる。

ビジュアルなデータ入出力機能により，シミュレー

ション条件の設定，結果の評価が容易にできる。

計算例

IEEEの標準系統である IEEE57，IEEE118 母線系統を

用いて，電圧の上下限値を設定し，スケジュール運転（経

験による制御）と OPFによる最適制御運転との比較シ

ミュレーションを実施した。シミュレーション結果の数値

例を表３に示す。ここでは，電圧違反が両方とも解消され

た場合の系統線路総損失について比較する。表３に示すよ

うに，２ケースともスケジュール運転に比べて，OPFに

よる最適制御運転を設定した場合は線路総損失が小さいこ

とが分かった。

本計算例から，OPFによる経済性を考慮した電圧・無

効電力制御の有効性が示された。このシステムを実系統に

適用することにより，電圧・無効電力制御業務に対する効

率的な支援が可能となる。

３.２.３ 系統信頼度監視支援システム

電力会社による直接制御ができない電源が増大すること

により発生するであろう系統信頼度問題に対して，今後，

定周期に安定度解析などの系統信頼度監視を実施する必要

性が高まると考えられる。

ここでは，富士電機が現在までに開発した各種支援シス

テム，系統解析手法，最適化技術などを統合化した総合的

な系統信頼度監視支援システムの提案例を以下に述べる。

本提案システムは，図９に示すように三つの機能で構成

される。

系統状態決定機能

状態推定，負荷推定，負荷予測および潮流計算技術を適

用して実系統データを処理し，系統状態を決定する。これ

により，系統の現在状態および将来状態を把握することが

できる。また，後述する信頼度評価，運転支援機能に対し

て，系統データの精度面から，これらの機能の計算精度を

保証する重要な機能である。なお，状態推定は主に上位系

統に対して，負荷推定は下位系統に対して実施するもので

ある。富士電機では，これらの技術について多くの実績を

持っている。

信頼度評価機能

P-V（Power-Voltage）カーブ計算，高速想定事故シ

（2）

（1）

（3）

（c）

（b）

（a）
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（d）

（c）
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図８　電圧・無効電力制御支援システムの画面例
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図９　系統信頼度監視支援システムの概要
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ミュレーション，エネルギー関数法などの技術を応用して

電圧信頼度評価，静的信頼度評価，動的信頼度評価を行う。

これにより，運用者が系統信頼度限界を把握するために適

切な支援を行うことができる。本機能に関しては，富士電

機では，並列処理による電力系統の高速信頼度評価技術の

開発を行っている。

運転支援機能

OPFやファジィ推論などの手法を適用することにより，

これらの手法をコア技術とした運用の最適化支援を図るこ

とができる。この機能により，系統は常に最適な状態に保

たれ，かつ実行可能な系統操作案を作成することができる。

また，系統の不安定要因に対しては，これを解消するため

の対策を計算し，運用者へ提示する。富士電機では，系統

運用支援機能における最も重要なツールの一つである

OPF（ SCOPF：Stability-Constrained Optimal Power

Flow）の実用化へ向けた開発に鋭意取り組んでいる。

系統運用支援システムの構築・動向

近年，IP（Internet Protocol）を代表としたネットワー

ク技術の進展，および効率的な開発と保守を可能とするオ

ブジェクト指向によるソフトウェア開発技術の進歩により，

広域ネットワークを介したシステム間の連携が容易となっ

ている。このような状況の中で，系統運用支援システムの

機能向上とともに，従来の範囲を超えた支援システムの構

築，高度化が図られることになる。これにより，将来の系

統運用支援システムは集中型，機能分散型から，広域分散

協調型へと移行することが予想される。

IPネットワークによる広域系統運用支援システムの概

念を図 に示す。システムの構築においては，従来のクラ

イアント・サーバモデルよりも柔軟な構成を可能にする分

散オブジェクトモデルを用いる。したがって，図中の各制

御所あるいは運転支援センターについては，それぞれを一

つのオブジェクトとして，IPネットワーク上で自律的に

運用されるものと見なすことができる。

さらに，このような概念を他の業務システム，例えば，

保守点検計画システムに拡大して適用することにより，制

御系システムと業務系システム間にリアルタイムの連携が

できる。送配電設備などの電力系統流通設備を更新，運用，

点検保守，廃棄のライフサイクルで管理し，合理的な運用

を行うことにより，流通設備の延命化，系統運用業務の効

率化が一層図られることとなる。

また，流通設備運用を資産管理（Asset Management）

の観点から見れば，投資回収などの経営指標を考慮に入れ，

各システムの部分最適化から，会社全般の最大利益の追求

を目的とする，いままでの範囲を超えたリアルタイム支援

システムを構築することが考えられる。系統運用業務にお

ける支援機能から，会社の業務効率化，競争力の向上に貢

献する技術に広がっていくことが予想される。

あとがき

富士電機は，長年培ってきた電力系統解析技術と最新の

情報処理技術を駆使して，系統運用に関する各種の支援シ

ステムを開発してきた。

本稿では，その開発実績，系統解析技術，主に OPF 技

術をベースとした系統運用支援機能の高度化へ向けた開発

状況，さらに系統運用システムの動向について紹介した。

今後も，電力市場自由化を視野に入れ，柔軟な系統運用

をサポートできる高度な支援システムを開発し，顧客ニー

ズに合った提案をしていく所存である。
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図１０　IPネットワークによる広域系統運用支援システムの概念
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まえがき

近年，サーバのオペレーティングシステム（OS）とし

て Linux
〈注1〉
が注目を集めている。米国の調査会社インターナ

ショナルデータ（IDC）の調査によると，世界のサーバ

OS 市場における Linuxのシェアは，1999年には 25 ％に

まで上昇しており，日本でも2000年の Linux 市場予測を

4 ％から 7.8 ％へ上方修正した。Webサーバ OSに限定す

ると，Linux と FreeBSD
〈注2〉

を加えた PC
〈注３〉

-UNIX
〈注4〉

のシェアは

43.5 ％となっている。

また，国内の各メーカーが Linuxのサービスビジネス

を開始し，PC-UNIXおよびリレーショナルデータベース

の正式サポート体制が整うなど，環境面でも充実してきて

いる。

このような背景の中で，本稿では，電力会社における広

域Webシステム構築にあたり，PCサーバの OS に Linux

を選択した理由とそれを支えるためのオープン技術につい

て紹介する。

システムの概要と課題

２.１ システムの概要

本システムは，電力系統監視制御系システムから伝送さ

れる系統情報（図１参照），事故情報（図２参照）などを

データベースに取り込み，それをイントラネット上で公開

することを目的としたシステムである。

公開用のWebサーバは，各地域を管轄する上位系，中

位系，下位系からなる監視制御システムごとに設置され，

電力会社全域をカバーする。

２.２ システムの課題

広域に分散された各拠点のWebサーバが相互に連携し

情報を配信するシステムにおいては，以下の課題がある。

すべての拠点に対し同一の機能を実現させる。

上位系，中位系を中心とする重要な拠点では，信頼性（2）

（1）
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鹿川　泰史（しかがわ　やすし） 林　　伸治（はやし　しんじ） 細田　　浩（ほそだ　ひろし）

図２　画面例2（事故情報一覧）

図１　画面例1（系統図）

〈注１〉Linux：1991年に Linus B. Torvalds 氏により，i 386 以上を

搭載した PC 互換機をターゲットプラットホームとして開発

された UNIXクローン OS。世界中のプログラマーがイン

ターネット上で自発的に共同開発を行って完成

〈注２〉FreeBSD：ライセンスフリーの UNIXクローン OSの一種

〈注３〉PC-UNIX：パソコン上で動作する UNIX。ライセンスフ

リーの Linuxや FreeBSDなどの総称

〈注４〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標
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が求められる。

システムトータルのコストを低減させる。

機能的な拡張性，保守性を考慮した仕組みとする。

これらの課題を受けて，上位系，中位系の監視制御シス

テムを中心とする拠点には信頼性の高いサーバを配置し，

下位系の監視制御システムの各拠点にはコストパフォーマ

ンスの高いサーバを配置する構成が必要となり，中心とな

る UNIXサーバと，多数の PCサーバの混在による統合的

なWebインテグレーションが求められた（図３参照）。

システム開発のポイント

UNIXサーバと PCサーバの混在環境でのシステム開発

においてはポイントが二つあった。一つは開発手法であり，

もう一つは PCサーバの OSを何にするかである。

３.１ 開発手法の整備

システムの開発にあたり，システムの品質や納入後の保

守，機能追加を考慮し，UNIXサーバと PCサーバに共通

した開発フレームワーク（開発における標準手法）の整備

が不可欠である。

３.２ PCサーバのOSの選択

現在 PCサーバとしては，Windows
〈注5〉

NT（2000），Linux

や FreeBSDを中心とした PC-UNIXなどが利用可能であ

る。電力広域Webシステムの中心となる UNIXサーバと

共通した開発フレームワークでシステムの開発をする場合，

最適な PCサーバの OSを選択することが重要である。

Linux の適用

PCサーバの OSを選定するにあたり，電力向けシステ

ムとして適用する場合のポイントについて検討した。その

ポイントとは，

OS障害の対応スピードが速いこと

必要な基本ソフトウェアがあること

リモートメンテナンス，システム管理が容易なこと

必要とするリソースが少ないこと

安定性があること

である。この検討内容を表１に示す。

本検討結果と合わせて，UNIXサーバと開発フレームワー

クを共有することを考慮し，PCサーバの OSには Linux

を適用することにした。

オープン技術の適用

UNIXサーバと，Linuxサーバ混在のシステムを構築す

るにあたり，Java
〈注6〉

，CORBA
〈注7〉

といったオープン技術をベー

スとした開発フレームワークを整備した。この開発フレー

ムワークは，以下の特徴を持つ。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）
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図３　システム構成

〈注 5〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 6〉Java：米国 Sun Microsystems Inc. の登録商標

〈注 7〉CORBA：プラットホームやプログラム言語の壁を超えてオ

ブジェクト（プログラム部品）同士の通信を可能にする技術

仕様の一つ。IDLはその中のデータベース間における通信仕

様の一つ
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特定のアーキテクチャ（OS，CPU）に依存しない開

発環境

特定のソフトウェア（ミドルウェア）に依存しないオー

プンなソフトウェア

対象システムの規模に応じたスケーラブルな構成を実

現する通信レイヤ

５.１ アプローチ

現在および将来のWebインテグレーション技術の動向

を考え，以下の基盤技術を利用した開発フレームワークを

整備した。

Javaによる開発

Servletおよび JSP
〈注8〉

を用いたWeb 画面開発

CORBA（Java IDL）を用いた通信

JDBCによるデータベースアクセス

図４にオープン技術をベースにした開発フレームワーク

の対象となるソフトウェア構成を示す。

５.２ Java 開発環境

Javaで開発することで，利用するアーキテクチャが

Javaをサポートしてさえいれば再利用が可能であり，アー

キテクチャの違いを Java 仮想マシン
〈注10〉

が吸収してくれるこ

とになる。つまり，一度開発したソフトウェアは，ハード

ウェアや OSの壁を超えて再利用することができる。また，

本システムのように複数の OSが混在する環境においても，

開発したソフトウェア資産を完全に共通なものにできると

いう利点がある。

本システムにて開発したフレームワークは，Java 環境

での開発の効率化，アプリケーション間通信のサポートや

ログ管理機能，キュー管理などの高品質かつ高信頼にかか

わる重要な機能を，Javaベースの開発で容易に利用でき

るものである。また，このフレームワークを利用して開発

したソフトウェア資産は，再利用性が高くなるといえる。

５.３ 画面開発環境の整備

本システムのフレームワークは，業務アプリケーション

と同一の Javaにて開発するために，Web 画面開発技術と

して Servletおよび JSPをベースとしている。

これは，従来の開発のように，画面作成のために開発者

が複数の開発言語を使い分ける負担を減らすためであり，

また，将来の保守時にも，画面の保守のために専門の技術

者を確保する必要がなくなるからである。

従来のWeb 画面開発技術は，専用のソフトウェアやイ

ンタフェースを利用する汎用性の乏しいものであった。そ

のため，開発に専門的技術を持った開発者が必要であり，

技術的には，業務アプリケーションとの通信に制約が多い

ことや性能面でも問題が多かった。

本フレームワークを利用してWeb 画面を開発すること

により，業務アプリケーションとの通信機能などのフレー

ムワークが提供する機能を，画面アプリケーションからも

利用できるため，システムの自由度が高く，画面表示性能

での効果が期待できる。

５.４ 通信方式の選択

システムのスケーラビリティを考えたとき，各サブシス

テム（画面アプリケーション，業務アプリケーション，通

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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UNIX系ハードウェア� AT互換機�
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図４　ソフトウェア構成

表１　PC サーバ適用のポイント�

電力向けシステムに�
適用する場合のポイント�

内　容�
Linux�
適用判定�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

OS 障害の対応スピード�
Windows 系 OS は，オープンソースではないため，障害が発生しても対策用モジュールがリリース�
されるまで時間がかかる。�
Linux はソースが公開されているため，比較的短期間に対策用モジュールがリリースされる。�

ソフトウェア資産�
Windows 系 OS には，Linux に比較し豊富なソフトウェア資産がある。ただし，本システムに必要な�
リレーショナルデータベース，Web サーバなどは Linux でも利用できるため問題はない。�

リモートメンテナンス・�
　　　　　システム管理�

Windows 系 OS でも提供可能だが，基本的に GUI ベースのため完全なリモート保守は難しい。�
Linux は UNIX と同様にリモート環境でシステムの保守を提供できる。�

リソース�
UNIX と同様に，OS そのものの必要とするリソースを限定できる Linux は Windows 系 OS に比べて�
有利である。�

サポート� メーカーによる技術サポートが契約可能なため，長期間の保守・サポートを受けることができる。�

安定性� UNIX と同等の安定性が望める（連続稼動に耐えられる）。�

〈注 8〉Servletおよび JSP：Servletはサーバ側で動作するアプレッ

トであり，JSP（Java Server Pages）は動的に生成された

ページを表示するWebサイトを実現するための機構の一つ

〈注 9〉JDBC：Java Database Connectivityの略で，Javaアプリ

ケーションからデータベースを操作するために考案された統

一インタフェース

〈注 10〉Java 仮想マシン：Javaコンパイラによって生成された中間

コードによるプログラムを解釈，実行する環境

〈注9〉
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信アプリケーション，データベースエンジン）などの配置

を意識しない通信方式を選択することが重要となる。この

ような通信が実現できれば，システムの規模や負荷によっ

てサブシステムを複数のマシンに分散して配置するといっ

たシステム構成の変更を，ソフトウェアの変更なしに，自

由度高く行うことができる。また，マルチベンダーでのシ

ステム構築を考えたとき，独自の通信プロトコルを利用し

たシステム開発は，ベンダー間での通信の障害となるため，

オープンな通信方式の採用が必要となる。

これらを考慮した結果，通信手段として CORBA（Java

IDL）を採用した。CORBAは，近年注目されているオー

プン技術であり，すでに Javaでのサポートはもちろん，

多くのベンダーがサポートしている。CORBAを採用する

ことで，ネットワークやマシンの配置を意識することなく，

オープンな通信が可能となり，また，CORBAをサポート

する数多くのアプリケーションと，言語やアーキテクチャ

の壁を超えて通信することができるようになる。

５.５ データベースアクセス方式の選択

このシステムには複数のデータベースが存在する。その

種類ごとにアクセス処理を作成することは効率的にも品質

的にも好ましくない。そこでデータベースに依存しない共

通のアクセス方式を選択することが重要になる。

本開発フレームワークでは，データベースアクセス方式

として JDBCを採用した。

JDBCを使うことにより，Javaアプリケーションは

データベースに依存しないインタフェースでアクセスでき

るため，異なるデータベースエンジンが存在する環境でも

共通開発ができる。

効　果

本システムの開発で，Linuxという OSを適用する技術

と，Linuxを含むプラットホーム上でのWebインテグレー

ションを提供する開発フレームワークの検証ができた。そ

の結果，以下の効果が得られた。

ソフトウェア資産の再利用性

Java，Servlet，CORBAなどのオープン技術をベース

とした開発フレームワークを利用することで，開発の効率

化と，付随する管理機能の再利用が可能であり，高品質か

つ信頼性の高いWebインテグレーションを容易に提供で

きるようになった。

システム構築の柔軟性

本開発フレームワークは，CPUによるデータ格納・転

送の違いの影響を受けず，マシン環境の変更に柔軟に対応

できる。また，マルチベンダー環境や今後の類似システム

への流用を考慮したソフトウェア構成としている。これに

より，従来，UNIXサーバで構築していたシステムの一部

を，Linuxサーバとして置き換えることが可能となるため，

UNIXサーバと Linuxサーバを自由に組み合わせることで，

コストパフォーマンスの高いハードウェアを自由に選択し

て統合的なWebインテグレーションを提供できるように

なった。

システム機能の拡張性

サブシステム間の通信をオープンな方式とし，またデー

タベースに依存しないインタフェース方式としたことによ

り，ネットワークやマシンの配置を意識させないスケーラ

ビリティを提供する。これを利用して，システムの負荷や

機能追加に合わせたシステム構成の変更を，アプリケー

ションの変更なしに提供できるようになった。

あとがき

本システムの開発で Webインテグレーションとして

Linuxを適用したことにより，Webシステム提供の選択

肢が一つ加わった。Linuxのインターネット系サーバとし

ての利用は確実に拡大しており，さらにWebサーバとし

てだけでなく一般業務への適用も進みつつある。したがっ

て，今後も Linuxを利用したシステム開発は増加すると

考えられ，電力分野においては，運用支援系システムを中

心に適用が進むことが予想される。

現在，本システムはフィールドにて稼動中であり，本開

発フレームワークの効果をベースとし，電力システムにお

ける，業務形態，マシン分散構成，信頼性，ネットワーク

環境，コストパフォーマンスなどといった要素に対し，ベ

ストミックスなソリューションを提供できるものと考える。

今後とも UNIXと Linuxを組み合わせた柔軟なWebイ

ンテグレーションの適用拡大を進めていく所存である。

最後に，本システムの開発にあたり，ご指導・ご協力い

ただいた関係各位に感謝する次第である。

参考文献

Kirch, J．Microsoft Windows NT Server4.0と UNIXの
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macvswindws/NTvsUNIX.html

マイケル・モリソン，ジェリー・エイブラン著．福井真吾
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Sun Microsystems, Inc. 著．サン・マイクロシステムズ

訳．Advanced Java プログラミングⅡ．サン・マイクロシ

ステムズ．1999．
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まえがき

1970年代後半から各電力会社では，その運用体系は異な

るものの，複数の変電所をまとめて一つの制御所から監視

制御する監視制御方式を採用している。遠方監視制御装置

（テレコン装置）は，被制御側である変電所に設置され，

変電所機器の運転状況（遮断器，断路器などの入切状態，

各種保護継電器の動作状況，母線電圧・線路電流などの計

測値など）を制御所へ送信する役割と，制御所からの制御

指令に基づき，機器動作指令（遮断器，断路器の入切指令

など）を実行する役割を持つ装置である。

また，テレコン装置は，変電所に設置され，きわめて公

共性が高く，かつ取扱いに危険が伴う電気を制御すること

から，耐環境性を含めた高い信頼性が求められる。

近年では各電力会社における系統運用の高度化に伴い情

報伝送量が増大し，それに対応するため，伝送速度の高速

化・高性能化が要求され，HDLC（High Level Data Link

Control）型伝送方式を採用したテレコン装置が主流とな

りつつある。

さらに最近では，電力自由化の流れの中で，電気事業者

間の競争激化が進むと予想され，各電力会社からは低価格

な製品，保守が簡素で保守コストの安価な製品が要求され

るようになっている。

本稿では，このような市場の要求にこたえるべく新規開

発した STC-3500シリーズの新規開発コンポーネントの

特徴と製品適用事例について紹介する。STC-3500シリー

ズは，従来テレコン装置 STC-500/1500シリーズとの互

換性を考えた新規開発装置である。

最新の開発ハードウェア

２.１ 開発の狙い

テレコン装置を構成する各コンポーネントに関して以下

の項目を実現し，テレコン装置の信頼性・性能・価格を改

善することを狙いとした。具体的には，集約型伝送モデム

カード，統合型MPUカード，分散型 PIO，多チャネルシ

リアル PIOカードを開発した。

装置構成部品の削減，集約化

小型化，低消費電力化

テレコン装置構築の柔軟性の向上

保守の簡素化

２.２ 開発製品の特徴

２.２.１ 集約型伝送モデム

現状，サイクリック伝送方式は，伝送速度に 200，600

および 1,200ビット/秒（bps），１ワードを構成するビッ

ト長に40，44および64ビット，変調方式として周波数変調

方式が製品としてシリーズ化されている。

一方，HDLC 伝送方式の伝送速度と変調方式は，2,400

bpsでは４相差動位相変調方式，4,800 bpsでは８相差動

位相変調方式，9,600 bpsでは振幅位相変調方式がそれぞ

れシリーズ化されている。

従来は，これらの多種多様な伝送仕様に対し約40種類の

伝送カードを用意していた。集約型伝送モデムカード（図

１）は，ロジック回路部の FPGA（Field Programmable

Gate Array）化による回路集約とモデム部の DSP（Dig-

ital Signal Processor）化によるディジタル処理を行うこ

とにより， 1 種類の伝送モデムカードで従来のすべての伝

送仕様に対応できる製品となっている（図２，表１）。
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図１　集約型伝送モデムカードの外観
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２.２.２ 統合型MPU

従来のテレコン装置の基本システムコンポーネントは，

次の３枚のカードで構成され，システムバスを介して接続

されていた。

エンジニアリングサービスカード（ESA）

システム状態表示・外部出力機能，システムバス監視・

制御機能，カレンダー機能，サポートツールインタフェー

ス機能を搭載したカード。

マイクロプロセッサカード（MPU）

アプリケーションプログラムを実行するカード。

汎用メモリカード（GMEM）

アプリケーションプログラムの拡張データメモリを搭載

したカード。

統合型MPUカード（図３）は，従来回路の見直しと改

良を行い，かつ高機能・高集積ASIC（Application Spe-

cific Integrated Circuit）の採用と周辺ロジック回路の

FPGA化により，従来型テレコン装置の基本システム機

能を１枚のカードに集約した。これにより，基本システム

のカードの実装スペースを従来の 1/3に，消費電力を62 ％

削減した。また，アプリケーションプログラムを実行する

FCL（Function Control Language）プロセッサを高速化

することにより，従来比で３倍以上の処理能力の向上を実

現した（表２）。

さらに，プログラミング言語については，中間コード方

式の利点を生かし，従来のアプリケーションプログラムと

の互換性を維持することで，既存のテレコン装置のアプリ

ケーション資産を有効に活用できるようにしている。

また，本開発により，カード枚数が削減され，部品点数

が格段に少なくなったことにより，信頼性が向上している。

２.２.３ 分散型PIO

従来，テレコン装置の配電盤，制御盤への制御出力機能

は，制御出力カード，制御出力リレーシェルフ部，外線端

子台で構成され，制御出力カードと制御出力リレーシェル

フ部間は，パラレルバス方式の多線信号ケーブルで接続さ

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.74 No.12 2001

685（41）

発信�

フィ�
ルタ�

RAM A-D

D-A

ROM

伝送タイプ設定�

DSP

増幅�

周波数�
分別�

減衰�

減衰�

（従来型）�

フィ�
ルタ�

フィ�
ルタ�信

号
変
換�

回
線�

M
P
U

（新型）�

信
号
変
換�

回
線�

M
P
U

図２　DSPによる伝送カード集約の概念図

表１　集約型伝送モデムカードの対応伝送仕様�

伝送方式�

40ビット�
サイクリック方式�
（電気協同研究会）�

44ビット�
サイクリック方式�
（電気協同研究会）�

64ビット�
サイクリック方式�
（電気協同研究会）�

HDLC方式�
（LAB-P）�

伝送速度�
（bps）�

変調方式�

周波数変調�

準拠規格�

ITU-T  V.23

周波数変調�
ITU-T  V.23

電気学会規格�

周波数変調� 電気学会規格�

1,200

600

200

1,200 周波数変調� ITU-T  V.23

600 周波数変調�
ITU-T  V.23

電気学会規格�

200 周波数変調� 電気学会規格�

1,200 周波数変調� ITU-T  V.23

600 周波数変調� 電気学会規格�

9,600 振幅位相変調� ITU-T  V.29

4,800 8相差動位相変調� ITU-T  V.27bis

2,400 4相差動位相変調� ITU-T  V.26

図３　統合型MPUカードの外観

表２　基本システムの性能比較�

項　目� 従来型�

3スロット�
（ESA＋MPU＋GMEM）�

約32 W�
（ESA＋MPU＋GMEM）�

基本部：384 kワード�
拡張部：1.5 Mワード�

実装�
　スロット数�

消 費 電 力 �

データメモリ�
　　　　容量�

処 理 速 度 �

新　型�

1スロット�

約12 W

基本部：384 kワード�
拡張部：2 Mワード�

約3倍（従来比）�

図４　分散型PIOの外観
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れ，制御出力リレーシェルフ部と外線端子台間は多心信号

ケーブルで接続されていた。

分散型PIO（図４）は，端子一体型制御出力リレーユニッ

トとして，従来の制御出力リレーシェルフ部の機能を32点

単位で外線端子台と一体化した。制御出力カードと端子一

体型制御出力リレーユニット間の結合には，マルチドロッ

プ応用の高速シリアル通信方式を採用した（図５）。

現場機器からの表示情報入力機能についても，制御出力

機能と同様な方式を採用した（図６）。

このことから，従来型テレコン装置と比較して，以下の

点が改善された。

システム規模に合わせた効率のよいシステム構築

システム増設時の柔軟な対応

内部配線の大幅な削減による組立時間の短縮と通気性

向上

２.２.４ 多チャネルシリアルPIO

配電用変電所などでは，テレコン装置と対象設備（ディ

ジタル配電盤）間の接続に，従来はリレー接点を外線端子

台経由で接続する方式が採用されていたが，最近ではシリ

アル伝送により，ディジタル的に接続される形態もある。

多チャネルシリアル PIO（図７）は，このようなシステム

に対応するため，高性能マイクロプロセッサを採用し，１

枚のカードに５チャネルの伝送制御機能を実装し，装置の

小型化と入出力の大容量化を実現している。

（3）
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図６　表示入力機能比較
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システムバス�

パラレルバス方式�

〈従来型テレコン装置〉�

ロジックシェルフ�

TCO

主リレー�
ユニット�
（TCOM）�

端子台�

P出力�選択�

POS�
リレー�
ユニット�
（TPOS）�

端子台�

POS�
リレー�
ユニット�
（TPOS）�

端子台�

POS�
リレー�
ユニット�
（TPOS）�

端子台�

POS�
リレー�
ユニット�
（TPOS）�

端子台�

システムバス�

端子一体型制御出力リレーユニット�
シリアルマルチドロップ構成�

32点/ユニット�

〈新型テレコン装置〉�

POS選択�

図５　制御出力機能比較

図７　多チャネルシリアルPIOの外観
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開発製品の適用事例

新コンポーネントを適用した最新のテレコン装置を紹介

する。

中国電力（株）納入テレコン装置

標準的な HDLC方式大容量テレコン装置である。分散

型 PIOの採用により，変電所設備の増設時の施工・試験

の容易化を実現した。本装置のシステム構成を図８，基本

仕様を表３に示す。

中部電力（株）納入 HDLC型配電用変電所テレコン装

置

配電用変電所のディジタル配電盤に対応して，多チャネ

ルシリアル PIOを用いた伝送（RS-232C，9,600 bps，光

ケーブル）を採用した。3バンク構成を標準構成とし，多

チャネルシリアル PIO，統合型 MPUの採用による省ス

ペース化により盤幅 350mmを実現した（従来品の盤幅は

600mm）。本装置の外観を図９，基本仕様を表４に示す。
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MPU TCO TCO

TPOS×6台�

POW ：ロジック用電源�
MPU ：メインプロセッサカード�
TCO ：制御出力カード（512点/カード）�
SVI ：表示入力カード（1,024点/カード）�
PSC ：伝送制御カード（モデム内蔵）�
TLC ：Tリンク制御カード（変換器入力用）�
TCOM ：制御出力共通リレーユニット�
TPOS ：端子一体型制御出力リレーユニット（32点/ユニット）�
MDDI ：端子一体型表示入力ユニット（64点/ユニット）�
変換器 ：ラックマウント型変換器（16台/ユニット）�

MDDI×16台�

SVI

TCOM MDDI MDDI MDDITPOS TPOS

SVI TLC

変換器�

変換器�

変換器�

POW PSC PSC PSC

回線インタフェースユニット�

警報リレー�
ユニット�

図８　中国電力（株）納入新型テレコン装置のシステム構成

図９　中部電力（株）納入配電用変電所用テレコン装置

（HDLC型）の外観

表３　中国電力（株）納入新型テレコン装置の仕様�

項　目� 内　容�

DC110 V（－20～＋30％）�制　御　電　源�

周囲温度：－10～＋40℃�
周囲湿度：30～90％�
周囲環境：一般の配電盤室程度�

環　境　条　件�

1,200 bps 非同期　CCITT V.23�
4,800 bps 同期式　CCITT V.27bis�
9,600 bps 同期式　CCITT V.29

制御局伝送仕様�

制御：   400点�
表示：1,600点�
計測：   252点�

入 出 力 点 数 �

表４　中部電力（株）納入配電用変電所用テレコン装置�
　　　（HDLC 型）の仕様�

項　目� 内　容�

DC110 V（変動範囲 90～121V）�制　御　電　源�

周囲温度：0～＋40℃�
（ただし，＋50～－10℃を1日に数時間程度許容�
　する）�
周囲湿度：30～80％�
周囲環境：有害な煙またはガス，塩分を含むガス，水滴�
　　　　　または蒸気，過度の微粉，爆発性のガスまた�
　　　　　は微粉，風雨にさらされない状態�

環　境　条　件�

9,600 bps　HDLC-ABM制御局伝送仕様�

制御 ：100点�
表示 ：300点�
計測 ：  70点�
SI 値：  30点�

入 出 力 点 数 �

図１０　北海道電力（株）納入新型テレコン装置の外観
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北海道電力（株）納入新型テレコン装置

分散型 PIOの採用による盤内ケーブルの削減と液晶

ディスプレイをヒューマンマシンインタフェースに採用し，

変電所監視制御機能を包含した。本装置の外観を図 に示

す。

あとがき

以上，新型テレコン装置 STC-3500シリーズの最新コ

ンポーネントの特徴，コンポーネント適用製品例について

紹介した。

今後，電力監視制御の分野で汎用パソコンなどの汎用品

の導入が検討され始めていることから，テレコン装置は，

汎用品とのインタフェースを持つための汎用ネットワーク

技術の取り込み，さらには，テレコン装置で収集した変電

所の各種情報，およびテレコン装置の RAS（Reliability，

Availability，Serviceability）情報などをパソコンなどで

遠方から参照できる機能を持つための，大容量の記録媒

体・Web 機能などが必要となってくることが予想される。

これらの市場ニーズを先取りし，テレコン装置のトップ

メーカーとして，製品開発を推進していく所存である。

参考文献
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解　説 メタヒューリスティクス（MH：Meta-Heuristics）

MHは，遺伝子の振舞い，鉄の焼なまし，動物の群

れの行動など，物理現象や生物にかかわる動きを模擬

して最適化を行う手法である。

従来，数理計画法などの数学的最適化手法は，現場

のルールなどを扱うことが困難であったため，エキス

パートシステム（ES）やファジィ理論（FZ）などが

利用されてきた。しかし，ESや FZは，最適解を得る

保証がなく，未検討の状況に対し適切な解を得る保証

がなかった。これに対し，MHは，現場のルールなど

を容易に扱うことができ，どのような状況においても，

最適あるいは適切な解を得ることができ，近年，さま

ざまな分野で適用が始まっている。
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まえがき

制御，保護，監視面における変電所システムの合理化に

ついては過去多くの努力があり，大きな成功を収めてきた。

ディジタルリレーはその代表的な例であり，それ自身の機

能向上，小型化，保守性の向上のみならず，優れた演算能

力を生かして電力系統主設備のスリム化，設備の有効運用

に寄与している。最近では情報技術（IT），パソコンなど

の汎用技術を取り込みながら変電所システムのより良いシ

ステムインテグレーションが検討されている。

一方，最近の経済情勢，電力市場の自由化は設備新設需

要の低迷と既設設備の延命化，新設設備のコスト低減要求，

保守を中心とするライフサイクルコストの低減要求につな

がっているが，他方では電力市場自由化に伴う系統運用の

複雑化とそれに対処するための新しいサービスの面で新規

需要が芽生えつつある。さらにますます進展しつつある国

際化を考慮すれば，各種国際規格への対応も重要である。

特に IEC TC57で行われている電力関連各種通信インタ

フェースの標準化は今後のシステム構築に大きなインパク

トを与える可能性を持っている。

上記のように現在の状況，今後の動向には種々の側面が

あり，これらを多面的にかつ矛盾なく実行するのは難しい

課題であるが，以下に各課題とそれに対する富士電機の取

組みの一端を紹介する。

変電所システムの構成

最近では変電所システムを図１に示すようにステーショ

ンレベル，ベイレベル，プロセスレベルと呼称することが

一般化しつつある。ステーションレベルでは対上位制御所

遠方監視制御装置（テレコン装置），集中監視制御装置が

あり，ベイレベルでは各回線に対応する制御端末，保護端

末が，プロセスレベルでは主機とその監視制御端末がある。

通常，プロセスレベルは屋外にあると想定する。各レベル

間，あるいは同一レベル構成機器間は信号結合されている。

図１では信号結合手段として LANを適用した例を示して

いる。

以下，各レベルにおける構成機器とそのインテグレーショ

ンについて述べる。

保護端末（保護リレー装置）

変電所システムの中で最も早くからディジタル化が進み，

現在では電力会社の 66 kV 系以上の保護リレー装置は半数

以上がディジタル化されている。現在納入されている装置

は電気協同研究会仕様に準じており，富士電機製品では

DUGシリーズが相当する。適用 CPUの性能向上ととも

に，ほとんどあらゆる保護アルゴリズムがリレーの要求す

る必要時間内に実現可能であり，少数の例外を除いて十分

満足し得る保護性能を達成しつつある。したがって，現在

では保守性，運用性，周辺装置とのシステムインテグレー

ションに重点が移りつつある。

富士電機は制御所設置のパソコンから電力会社専用回線

経由でリレー内部情報にアクセス可能なシステムを1995年

以降納入している。リレー整定情報のほかに，リレー動作

時の詳細解析情報，リレー障害時の詳細内容を迅速に把握

でき，保守効率化に大きく寄与するものである。当時のシ

ステムは制御所パソコン側に画面編集ソフトウェアを用意

するものであるが，最近ではインターネット環境を利用し，

制御所側パソコンでは単に汎用ブラウザを用意し，リレー

（1）
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側にWebサーバ機能を持たせる方式に移行しようとして

いる。これによりユーザーは汎用のインターネット環境を

用いて複数異メーカーのリレー情報にアクセス可能である。

また，旧型のディジタル保護リレーについても同種の遠隔

監視機能を追加実装することが検討されている。この場合，

旧装置の制約から遠隔監視の内容は制限を受け，リレー動

作状況解析などの機能はないが基本的な遠隔運用の要件は

満足する。近年，旧型機の部分的改良によって機能性能を

向上させるいわゆるレトロフィットが話題になっているが

その好例といえる。

周辺装置とシステムとのインテグレーションの課題につ

いては，次章以降に述べる。

制御端末（回線単位の監視制御装置）

制御端末としては，回線単位にハードウェアと機能を完

結して分散し，故障時の影響波及の局限化と保守，増改造

の容易性を追求するいわゆる回線単位指向が広く支持され

るに至っている。図２には富士電機が最近納入したシステ

ム構成例を示す。DUGリレーを基本ハードウェアとして

用いた小型軽量システムとなっている。また，現地集中監

視制御装置（IMCS）については，電源瞬断などに対策を

施した FAパソコンを採用した。機能，性能的には所期の

目的を達成しているといえるが，今後この種のシステムが

さらに広く受け入れられるためには一段のコスト削減を進

める必要がある。ハードウェア的には周辺の保護端末，プ

ロセス側の監視制御端末などとの機能分担，インタフェー

スの合理化によって相応の低コスト化を図り得るが，それ

だけでは限界があると思われる。

仕様標準化の効果は歴然としているが，そのほかにエン

ジニアリング，ソフトウェア製作，検証試験，ユーザーに

対する一部エンジニアリング機能の開放などにおいて新た

な技術の検討が必要である。検討課題としてソフトウェア

製作と検証試験を例にとる。従来のシステム構成では構成

機器間の情報インタフェースは接点ベースが基本であった。

誇張した表現をとればこの種のシステムでは情報自体は最

下位にあるプロセスレベルから最上位の制御所まで流れて

いるものの，システムの試験を行う場合にはシステム全体

を強く意識することなく，直接的にインタフェースする機

器同士を順次確認すれば自然に全体システムの検証ができ

る。あたかも接点インタフェースの箇所で情報的に絶縁が

取られているかのごときである。しかし，今日のディジタ

ル化，LAN化されたシステムにおいて従来のソフトウェ

ア製作手法をとれば情報結合が密であるゆえに常に全体を

意識することを要す。これが検証コストの増大の要因に

なっている。

富士電機では，ディジタルリレーのソフトウェア検証用

に，パソコン上で模擬入力信号によるアプリケーションソ

フトウェア動作を行うソフトウェアシミュレータを導入し

ている。今後さらにその機能を拡張し，よりダイナミック

なシミュレーションによるソフトウェア検証工程合理化を

目指している。また，ソフトウェア開発効率・品質向上を

目的としたソフトウェアのビジュアル化については，豊富

な実績を持つ汎用プログラマブルコントローラ分野の開発
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支援ツールの導入，共用化に取り組んでいる。

遠方監視制御装置（テレコン装置）

現在のテレコン装置は伝送容量の増大に伴って，HDLC

（High-level Data Link Control）伝送手順を採用したもの

が主流となっている。また，制御所側コンピュータの負担

軽減を主たる目的としてテレコン装置自体に各種情報処理

機能を有するインテリジェントテレコン装置（ITC）も数

多く採用されている。テレコン装置は，上位ヒューマンマ

シン系と現場制御機器との中継装置という性質上，インタ

フェースするシステム（上位側では制御所コンピュータシ

ステム，下位側では変電所制御保護システム）の影響を大

きく受ける。したがって，ステーションレベルとベイレベ

ル間に LANを採用する形態の場合，テレコン装置は従来

の PIO（Process Input Output）としての機能が不要にな

り（この機能は 章の保護端末あるいは 章の制御端末が

担う），かつテレコン装置のインテリジェント機能につい

ても周辺装置との機能分担による再考が必要となる。また

現在のテレコン装置は専用装置として存在するが，現在の

インターネット，イントラネット環境における汎用装置を

テレコン装置用途に転用する動きもある。

富士電機は，これまでテレコン装置分野のトップメー

カーとして多くの製品を納入してきた。変電所側に置かれ

るテレコン子局装置については，二重化（選択と制御）と

多重選択検出による高信頼度の制御出力回路構成，多入力

点数の高速処理，上位系との高信頼度通信など，テレコン

特有の技術を蓄積してきた。また最近では，PIO 部とロ

ジック部にシリアル伝送を適用することなどにより，装置

のコスト低減，コンパクト化を実現している。

前述のとおり，今後変電所システムの合理化を指向し，

テレコン装置機能は姿，形を変えていく可能性がある。し

かしその中でテレコン装置特有の技術を継承あるいは応用

することが，合理化したシステムにおいても信頼度維持に

つながると考える。その観点で，例えば上記シリアル伝送

化 PIO 部をリモート分散配置が可能なようにモジュール

化し制御端末の一部に適用するなど，テレコン装置技術の

応用開発に取り組んでいる。

プロセス側計測監視制御デバイス

６.１ EVT/ECT

EVT/ECT（Electronic VT/Electronic CT）とは，VT

（Voltage Transformer）あるいは CT（Current Trans-

former）の二次側出力をディジタル信号化し，光シリア

ル信号出力するものを指す。センサ自体は従来型原理のも

のであってもよいが，通常，より小型化されたものを意味

する。EVT/ECTのニーズとシーズは機器側における小

型化，低コスト化要求とリレーのディジタル化に伴う低負

担化の実現である。EVT/ECTのセンサ側には各種の方

式が考えられるが，富士電機の場合，VTとして抵抗分圧

式 VT，CTとして抵抗付き電磁形 CT あるいは光ファイ

バ形 CTを試作検討している。図３には試作した抵抗付き

電磁形 CTの外観を，表１にはそれと他方式 CTとの特徴

比較を示す。

EVT/ECTを適用するシステム構成は各種考えられる

が，図４は 1：1 伝送方式の例を示す。後述するが近未来

的には 1：1 伝送方式の方が現実的と思われる。図４にお

いて VT/CTの出力は回線ごとにまとめられ，その回線に

対応するベイレベルの制御端末，保護端末に 1：1 信号結

合されることになる。この場合，当該回線に属する制御指

（2）（2）
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表１　各種 CT の特徴比較�

分類�
項目�

従来の電磁形 CT

寸法・質量� △�

△�

大（電流出力）�

経　済　性�

出　　　力�

○�精　　　度�

あり（過渡特性付�
きは巨大になる）�

鉄 心 飽 和 �

異常電圧が発生�二 次 開 路 �

不要�変　換　器�

○�
三相一括形�
GIS への�
適用�

抵抗付き電磁形 CT

○�

○�

小（電圧出力）�

○�

あり（ただし過渡特性�
付きも容易にできる）�

異常なし�

アナログ出力なら不要�

○�

少ない�膨大�
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○�

○�
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なし�

異常なし�

必要�

△�
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図４　ベイレベル プロセスレベル間1：1伝送方式の例
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令，表示情報も同一伝送路を共用可能である。EVT/ECT

が実現する場合，保護リレーにとってもハードウェアの大

幅な簡素化，リレーハードウェアの経年特性劣化の軽減

（アナログ構成部品がない），装置異常監視能力の向上（従

来アナログ部異常監視精度に限界があった），電磁環境問

題の軽減，直流飽和問題の軽減，交流回路取扱いの容易性

など多くの利点がある。ただし，EVT/ECTの信頼性を

従来の電磁形 VT/CT並みにするためにはその A-D変換

部，光シリアル信号変換部（これらは過酷な屋外プロセス

環境にさらされることになる）の信頼度を非常に高く保た

ねばならないという大きな課題がある。

富士電機はこれを克服するためのハードウェア設計，シ

ステム設計に取り組んでいる。図５は PROFIBUSを用い

てアナログ交流量の基本的な光シリアル伝送性能試験を

行った例である。この例では，プロセス LANに VCTイ

ンタフェースのほか，遮断器（CB）の制御ユニットを加

えている。この VCTインタフェースユニットあるいは

CB制御ユニット〔これら現場設置の電子装置を総称して

IED（Intelligent Electronic Device）という〕は，屋外設

置環境を考慮し周囲温度－10 ～＋60 ℃を設計目標値とし

ているほか，絶縁耐圧，ノイズ，サージ耐量の強化を図っ

た設計としている。

６.２ 機器監視

変圧器，開閉機器などを寿命ぎりぎりまで有効活用し，

かつその保守費用を最小化しようとする強いニーズがあり，

そのため効果的な CBM（Condition Based Maintenance：

機器異常発生前にセンサ情報によりその兆候を捕らえ，そ

れにより保守を行うこと）の実現が望まれている。

注：現在は主として TBM（Time Based Mainte-

nance：定期点検）が行われている。また，RCM

（Reliability Centered Maintenance：保守の経営戦略

に基づいて機器重要度に応じ保守の優先づけを行い，

保守コストを最小化する手法）も提唱されている。

CBM実現のためには，効果的で安価かつ長寿命，高信

頼度センサの実現，およびセンサ情報をプロセス LANに

配信する耐環境性の高い監視情報 IEDの実現が必要であ

る。図５で紹介した VCTインタフェースのベースである

電子回路は，センサとの組合せで監視情報 IEDへの適用

も考えて開発している。

変電所構内通信

変電所構内通信は図１に示すようにステーションレベル

とベイレベル間，およびベイレベルとプロセスレベル間で

分離して考えるのが一般的である。前者では LANを用い

ることになるが，電力用途としての要件を満足するものの

うち，できる限り汎用でオープンなものを選択するという

ことになる。ちなみに電力用途向け要件としては次のよう

なものがある。

加入端局数（32局以上）

耐ノイズ性能（電力規格B402 準拠）

寿命（今後議論を要するができるだけ長寿命）

制御応答性（5ms 以内）

SOE（Sequence Of Events）用時刻同期信号（LAN

上に乗ることが望ましい）

周期的情報と随時的情報混在時の効率的伝送

オープンな LANの一例として FL-net がある。FL-net

は（財）製造科学技術センター（MTSC）FAオープン推進

協議会（JOP）の下に富士電機を含む複数メーカーによっ

て自動車業界など，産業界の FAネットワーク標準を目指

して開発された。FL-netは，UDP/IP（User Datagram

Protocol/Internet Protocol）Ethernet
〈注〉

ベースのオープン

な LANであること，トークンパス方式適用により定周期

性を求められる通信が可能であること，かつ機能拡張によ

り TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Pro-

tocol）による随時通信混在も可能なことなど，前述の電

力用ステーションレベル LANに求められる要件を満たす

ものであり，選択肢の一つと考え適用検討を行っている。

ステーションレベル側の通信が LANであるのに対し，

ベイレベルとプロセスレベル間の通信インタフェースには

LANと 1：1 通信の二つの選択肢がある。先に 1：1 通信

方式の方が当面現実的と述べたが，これは次のような理由

による。

™EVT/ECTを伝送対象とする場合，最近のリレーで

は高速サンプリングを要求する（以前は 600/720 Hz

のサンプリングレートであったが，最近ではその 8 倍

の 4,800/5,760Hzが一般化しつつある）。

™多数局が加入する場合，LANにかなりの高速性〔100

Mビット/秒（bps）級〕が要求される。

™LAN方式とすると必然的に変電所内全回線のサンプ

リングタイミング同期を取ることになるが，送電線電

流差動リレーなどを考慮すれば，電気所間同期も視野

に入れる必要がある。

（6）
（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）（4）

（3）

富士時報 Vol.74 No.12 2001

692（48）

VCT�
I/F

CB制御�
ユニット�

VCT�
インタ�
フェース�
ユニット�制御�

ユニット�
（DS）�

制御�
ユニット�
（DS/ES）�

VCT I/F�
ユニット�

制御�
ユニット�
（CB）�

センサ�
ユニット�

PROFIBUS

O/E

O/E

伝送検証システム構成�

汎用�
パソコン�

GIS

VCT�
I/F

CB�
CU

ツ
イ
ス
ト
ペ
ア�

ケ
ー
ブ
ル�

現
場
盤�

光
フ
ァ
イ
バ�

VCT I/F ：VCTインタ�
  フェースユニット�
CBCU ：CB制御ユニット�
O/E ：光/電気コンバータ�

図５　プロセスレベルシステム試作，検証例

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標
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図４における 1：1 通信方式の場合でも，上記サンプリ

ングタイミング同期の問題は依然として存在するが，難易

度は軽減される。したがって，高速性を要求される部分に

汎用 LANを 1：1 的通信で使うことが一つの解決策とな

ると考える。図５で紹介した PROFIBUS 伝送システムは

その一つとして取り組んだ例である。

また，広域の電気所間でのサンプリング同期問題を解決

する手段として GPS（Global Positioning System）信号に

よる複数端末の時刻合わせ機能を実用化している。図６は

GPS 同期により離れた電気所に置かれた端末装置間のデー

タ同期を取り，送電線故障点標定を行うシステムである。

このシステムでは，GPS 信号がある一定時間途絶えた場

合でもサンプリング同期を維持するため，サンプリング信

号生成用クロックを自動補正する PLL（Phase Locked

Loop）回路を組み込んでいる。

なお，高速性を必要としない交流実効値計測量，機器監

視センサ情報などへは，一層の省配線化を狙って無線

LANのインタフェースを具備した IEDも開発している。

海外標準化の動向

IECによる多くの標準化活動のうち，変電所技術関連で

最近特に注目すべきものとして 章にも述べた TC57

WG10，11，12による変電所内の通信標準化活動がある。

従来の変電所内通信標準化は通信プロトコルの標準化を指

すことが多かったが，IEC61850 標準案では上記通信プロ

トコルの標準化は当然のこととして，さらに変電所システ

ム各レベルの構成機器おのおのが持つアプリケーションソ

フトウェアが互いにインタフェースする場合のソフトウェ

ア間インタフェースの標準化を目指している。その技術

ベースとしてはオブジェクト指向プログラミング技術があ

る。この標準化により複数メーカーが混在するシステムに

おける変電所内通信が容易になるというのが本標準の主張

である。この試みが成功するのならば（日本もこの標準化

活動のメンバーである），異メーカー間通信のみならず同

一メーカーシステムにおいてもソフトウェア作成効率化に

寄与する可能性がある。

富士電機はこうした標準化の動向も踏まえ，ソフトウェ

ア開発の効率化と品質向上に向け，ソフトウェア製作手法

の刷新を図っていく。

あとがき

変電所システム合理化に向けた制御，保護，監視技術に

関する現状と今後の動向およびそれらに対する富士電機の

対応の一端を述べた。

最近の電力自由化の流れで，より多数の事業者が電力事

業に参入しようとしている。このような状況になれば電力

品質の監視と維持，電力取引などにおいてより高度な技術

が要求される。高度な運用においてまず問題となるのは広

域電力系統における時刻同期の取れたリアルタイム電気情

報（あるいは関連する保守情報）であり，次にそれらを解

析し適切な制御に反映するシステムである。これら多様化

するニーズにこたえ得る最短の位置にあるのが保護制御技

術と考える。今後自由化に伴う新分野にも取り組んでいく

所存である。

ディジタル技術，ITの適用によって装置，システムは

大きく変わりつつある。しかし制御保護技術の根底にある

のは電力系統の運用と系統現象に関する深い理解である。

これを基本として新技術を追求し，ユーザーのご期待にこ

たえていきたい。
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電力市場での自由化の進展，環境問題のクローズアップなどに伴

い，電力流通システム分野のニーズは多様化している。これに対応

する富士電機の技術シーズとソリューション，および今後の取組み

を紹介する。系統・配電制御分野へのオープン分散技術適用による

経済性・柔軟性の追求，保護リレーの高信頼度ハードウェア技術，

パワーエレクトロニクス技術，系統解析技術などこれまで培ってき

た技術シーズを基に，今後求められる高度情報化，高付加価値サー

ビス，フレキシブル電力品質，電力流通システム設備のライフサイ

クルコスト低減などのニーズに対応していく。

電力流通システム分野におけるソリューションの現状と展望

松村　基史 大橋　一弘 小林　直人

富士時報 Vol.74 No.12 p.647-651（2001）

電力系統に，電力会社以外の発電事業者による発電機の設置や新

エネルギーなどの分散型電源の普及・拡大が進展している。これに

伴い，電力品質への阻害要素が潜在化してきている。これらに対し，

需要家側自体での電力品質維持・向上に向けた対応機器の設置が必

要となる。本稿では，需要家側として対応すべき事項とその概要を

示すとともに，瞬時電圧低下や停電，無効電力補償，高調波電流補

償など，電力品質維持・向上に向けた対応機器とその動作概要なら

びに需要家側での差別化電源構成例を紹介する。

多様化する電力品質問題への対応技術

小松木 和成

富士時報 Vol.74 No.12 p.652-658（2001）

エネルギー消費や環境問題への優位性を持つ分散型電源が，今後，

電力系統に多数連系されることが予想される。これは，系統におい

ては，小規模の不特定多数の発電設備が連系され，給電指令外の潮

流を生じることになる。また，系統に発生する事故に対する従来の

発電機とこれらの分散型電源との協調が必要となってくる。このよ

うな背景から，分散型電源を考慮したより一層，効率のよい電力系

統を構築するために分散型電源連系時の課題を整理するとともに，

これらの解析に必要な系統解析技術について述べる。

分散型電源連系系統の解析技術

中西　要祐 小島　武彦 仁井　真介

富士時報 Vol.74 No.12 p.659-662（2001）

規制緩和を背景に，電力各社は需要家サービスの強化，事業化を

推進している。富士電機では，こうしたサービス事業展開の動向を

市場とし，省エネルギーソリューション，電力品質ソリューション，

および付加価値サービスを柱とした「需要家ソリューション事業」

のビジネスモデル策定を進めてきた。需要家ソリューション事業は，

富士電機が保有する製品群に，最新の情報技術，解析技術，最適化

技術などを融合させ，電力会社の保有するインフラストラクチャー

ほかのアドバンテージを生かすビジネス形態を特長としている。

電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

桑山　仁平 備家 慎一郎

富士時報 Vol.74 No.12 p.663-668（2001）

電力系統分野では，現場のルールなどを利用したエキスパートシ

ステム（ES）やファジィ理論（FZ）の適用が多く検討されてきて

いる。しかし，ESや FZは，検討外の状況で適切な解を生成する

保証がなかった。これに対し，現場のルールなどを容易に考慮でき，

どのような場合にも，最適あるいは適切な解を生成できるメタヒュー

リスティクス（MH）が脚光をあびている。本稿では，電力系統分

野におけるMH適用に関する富士電機の取組みについて解説する。

電力系統分野への最適化技術の適用
新しい最適化技術「メタヒューリスティクス」の適用

山　信一 林　　巨己 福山　良和

富士時報 Vol.74 No.12 p.669-673（2001）

本稿では，富士電機での電力系統運用支援システムの開発に関す

る取組みと成果を紹介した。また，系統解析技術，主に最適潮流計

算（OPF）技術をベースとした高度な系統運用支援機能を提案した。

さらに，IPネットワーク技術とオブジェクト指向のソフトウェア

開発技術を用いて，新しい支援システムの構築動向も提示した。紹

介した高度な系統運用支援機能により，柔軟かつ効率的な系統運用

を支援することができる。

電力系統運用システムにおける支援機能の高度化

上原　徳平 宮村　尚孝 高橋　　省

富士時報 Vol.74 No.12 p.674-679（2001）

電力広域Webシステムは，監視制御系システムから伝送される

事故情報，系統情報などをデータベースに取り込み，それをイント

ラネット上で公開することを目的としたシステムである。公開用の

Webサーバは，広域に分散し，相互に連携し情報を配信する必要

があるため，中心となる UNIXサーバと，多数の PCサーバの混在

による統合的なWebインテグレーションが求められた。本システ

ムの構築にあたり，サーバ OSに Linuxを選択した理由とそれを支

えるためのオープン技術について紹介する。

電力広域Webシステムへの Linux とオープン技術の適用

鹿川　泰史 林　　伸治 細田　　浩

富士時報 Vol.74 No.12 p.680-683（2001）

電力分野の遠方監視制御装置は，情報伝送量の大容量化，伝送速

度の高速化が進み，ますます高性能なハードウェアが求められてい

る。その一方で，小型化，低消費電力化の要望も大きい。本稿では，

このような市場の要望にこたえるべく開発した STC-3500シリーズ

の新規開発コンポーネントの特徴と製品適用事例を紹介する。

新型遠方監視制御装置「STC-3500シリーズ」

宮本　文夫 和田　博之 鈴木　立夫

富士時報 Vol.74 No.12 p.684-688（2001）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Distributed power sources such as generators installed by suppli-

ers other than utilities and power supply with new energy have dif-

fused and enlarged in the power system. Herewith, factors that

degrade power quality have increased latently. Against this trend, users

themselves are required to install equipment to maintain or improve

power quality. This paper describes an outline of measures to be taken

by users, devices for power quality maintenance/improvement such as

momentary voltage drop or power failure, reactive power, and har-

monic current compensation with an outline of their operation, and a

configuration example of discriminative power supply on the user side.

Solutions to Various Problems of Electric Power
Quality

Kazunari Komatsugi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.652-658  (2001)

The power market deregulation and environmental problems have

caused various needs in the power distribution system industry. This

paper describes Fuji Electric s technical seeds and solutions to meet

these needs and its attitude for the future. Utilizing technical seeds so

far cultivated, such as open distributed technology for economical, flex-

ible system/distribution control, highly reliable hardware technology

for protective relays, power electronics and system analysis technol-

ogy, we cope with anticipated needs, such as advanced information sys-

tems,   high value-added services, flexible power quality, and reduction

in the life cycle cost of power distribution systems.

An Overview of Recent Solutions for Power System 
Control

Motofumi Matsumura Kazuhiro Oohashi Naoto Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.647-651  (2001)

Being backed by the deregulation, electric power companies are

strengthening or commercializing services for customers. Fuji Electric

regarded such trends of the service industry as a market, and planned a

model for customer solution business  mainly supported by energy

saving solution, power quality solution, and value-added services. The

customer solution business is characterized by the business style in

which the latest information technology, analysis technology, and opti-

mization technology are fused with a set of Fuji Electrics articles, tak-

ing the advantage of electric power company s infrastructure, etc.

“Customer Solution” for Electric Power Companies

Jinpei Kuwayama Shinichiro Bika

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.663-668  (2001)

Distributed generators are superior in regard to energy consump-

tion and environmental problems and many of them will be connected

to the power system in the future. In the power system connected with

many and unspecified small-scale generators, power flow not through

the load-dispatching command is generated. Also, the coordination of

the former generators with distributed generators against faults in the

power system is required. This paper reviews problems in connecting

distributed generators to structure a more efficient power system tak-

ing distributed sources into consideration, and describes power system

analysis technology required in these analyses.

Analysis Technology of a Power System with
Distributed Generators

Yosuke Nakanishi Takehiko Kojima Shinsuke Nii

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.659-662  (2001)

This paper describes Fuji Electrics efforts and achievements with

regard to support systems for power system operation. An advanced,

practical support function for system operation based on system analy-

sis technology, particularly the optimal power flow via interior point

nonlinear programming method is proposed. In addition, a trend of new

support system construction using Internet Protocol technology and

object-oriented software development technology is shown. The pro-

posed support functions will serve to make power system operation

flexible and effective.

Advanced Support Functions for Power System 
Operation

Tokuhei Uehara Naotaka Miyamura Satoru Takahashi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.674-679  (2001)

Expert systems and fuzzy techniques have practically and success-

fully applied in power systems to consider various operational rules.

However, these methods ensure appropriate solutions only in cases

where the method was verified in advance. On the contrary, meta-

heuristics (MH) can easily handle operational rules and generate opti-

mal or appropriate solutions in any case. This paper summarizes Fuji

Electrics recent application of MH to power systems.

Application of Optimization Techniques to Power 
Systems

ーA New Optimization Technique, Meta-Heuristicsー

Shinichi Takayama Naoki Hayashi Yoshikazu Fukuyama

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.669-673  (2001)

In regard to tele-control equipment for power systems, high-per-

formance hardware has been desired with the increase in information

volume and in transmission speed. On the other hand, reduction in size

and power consumption is also strongly desired. Fuji Electric has

developed new tele-control equipment STC-3500 Series  to meet

these market requirements. This paper describes the features of the

newly developed components for this series and an application example

of the product.

New Tele-Control Equipment “STC-3500 Series”

Fumio Miyamoto Hiroyuki Wada Tatsuo Suzuki

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.684-688  (2001)

The wide-area Web system for utilities aims at taking fault and

system information transmitted from the monitor and control system

into the data base and publicizing it on the intranet. Because Web

servers for publication are distributed on a wide area and need to be

connected with each other to exchange information, the Web integra-

tion of a UNIX server as the core and many personal computer servers

existing together was required. This paper describes the reason why

Linux was selected for the server OS in structuring this system and

the open technology used for supporting it.

Linux and Open Architecture Application to the 
Wide-Area Web System for Utilities

Yasushi Shikagawa Shinji Hayashi Hiroshi Hosoda

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.680-683  (2001)



変電所システムの合理化について制御，保護，監視システムが果

たす役割は大きい。変電所システムはステーションレベル，ベイレ

ベル，プロセスレベルからなる。各レベルにおける構成装置につい

て具体的な技術的動向，社会的経済的側面からのユーザーニーズ動

向を述べ，それに対する富士電機の実績と今後の方針，また方針実

施に際しての課題を述べる。

変電所システムの合理化に向けた最新技術

松本　俊郎 吉田　　高 戸井　雅則

富士時報 Vol.74 No.12 p.689-693（2001）



Control, protection, and monitoring systems play an important role

in improving substation efficiency. Today substation systems are classi-

fied into station-level, bay-level, and process-level systems. With

regard to each level substation equipment, this paper describes con-

crete technical trends, trends of user needs from the social and eco-

nomical point of view, as well as Fuji Electric s achievements, future

policy, and problems in carrying out the policy.

New Control, Protection and Monitoring Technologies
for Improving Substation Efficiency

Toshio Matsumoto Takashi Yoshida Masanori Toi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.12 p.689-693  (2001)
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