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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
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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）

（2）

（1）

686（42）

富士時報 Vol.74 No.12 2001

表示入力シェルフ部�

ロジックシェルフ�

SVI ESA（時計）�

端子台部�

表示入力：512点（最大）� 表示入力：2,048点（最大）�

時刻同期入出力信号�

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�

SVI（1）�
子時計あり�

SVI（2）�
子時計あり�

R

T

MPU�
親時計あり�

時刻同期入出力信号�

システムバス�

シリアルマルチドロップ構成�端子一体型表示入力ユニット�

〈新型テレコン装置〉�

M
P
D
I

M
P
D
I

M
P
D
I

M
D
D
I

R

T

M
D
D
I

R

T

M
D
D
I

R

T

R

T

：分圧抵抗�

：端子台部�

M
D
D
I

R

T

M
D
D
I

R

T

M
D
D
I

R

T

M
D
D
I

R

T

M
D
D
I

R R R

共
通
部
�

図６　表示入力機能比較
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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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POW ：ロジック用電源�
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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）�
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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。
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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。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




