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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
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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�
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鉄 心 飽 和 �
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○�

○�
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○�
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○�
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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。
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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。

参考文献

第二世代ディジタルリレー．電気協同研究．vol.50，no.1，

1994．

千原勲ほか．軽負担用 VT，CTの開発と保護リレー接続

インタフェースの研究．電気学会研究会資料．保護リレー研

究会．PSR-01-11．

日原徳人ほか．次世代変電所用分散形アナログ入力ユニッ

トの開発．平成12年度電気学会電力エネルギー部門大会．

A335．

Rohsler, H. et al．Management-system for design, con-

struction, and maintenance in high Voltage networks．

CIGRE Session 2000，23/39-06．

Orlowska, T. et al．Life cycle management of circuit

breaker by application of reliability centered mainte-

nance．CIGRE Session 2000，13-103．

山田稔久．FA 用ネットワークの標準化，オープン化の現

状と動向．平成12年度電気学会全国大会．4-S23-1．

中澤勇ほか．GPS 同期方式多端子送電線故障点標定装置の

開発．平成12年度電気学会電力エネルギー部門大会．A174．

Brunner, C. et al． Serial communication between

process and bay level．CIGRE Session 2000，34-106．

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（8）

（7）

693（49）

富士時報 Vol.74 No.12 2001

データ収集ユニット�

9,600 bps�
モデム伝送�

9,600 bps　モデム伝送�

他系統�

中央装置�
端末�
装置�

端末装置�

GPS

送電線�

プリンタ�

プリンタ�

パソコン�

パソコン�

図６　GPS同期方式多端子送電線フォルトロケータ



＊ 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。




