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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
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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
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ペナルティ関数を�
用いたOPF

連続値OPF

タブサーチによる�
離散値の決定�

タブサーチによる組合せ�
最適化問題を解く�

内点法による非線形�
計画問題を解く�

図４　OPFアルゴリズムの概要表２　運用支援機能を支える系統解析技術�

解析種類� 解析技術�

系統状態�
　　確定�

静的系統�
特性解析�

負荷推定�

内　容� 適用状況�

観測データの補足�
（冗長度＜1）�

系統監視制御機能，予測�
型系統監視支援機能�

状態推定�
観測データの精度向上�
（冗長度＞1）�

給電システムのデータ作�
成，信頼度監視支援機能�

負荷予測� 将来負荷データの予測�
予測型系統監視支援機�
能，最大電力予測支援機�
能，系統監視制御機能�

潮流計算�
送電潮流，母線電圧の�
解析�

系統監視制御機能，各種�
支援機能�

P-Vカーブ�
　　　計算�

電圧安定度解析� 信頼度監視支援機能�

最適潮流�
　　　計算�

発電コストなど最小化�
電圧制御支援機能，信頼�
度監視支援機能�

動的系統�
特性解析�

エネルギー�
　　関数法�

想定故障に対する電力�
動揺解析�

信頼度監視支援機能�
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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）
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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）

（2）

（e）

（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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