
 

 

2020 年 10 月 9 日（金） 

会場： Webex 

 

 

プログラム 

 

13:30～13:40 開会の挨拶 

エネルギーイノベーション創発センター 所長 芦澤 正美 

13:40～13:55 電中研の概要紹介 

電力技術研究所 副所長 五島 久司 

13:55～14:15 電力流通設備の自然災害に対するレジリエンス強化への取り組み 

地球工学研究所 副研究参事 石川 智巳 

14:15～14:35 フレキシブルな保護制御の実現に向けたリアルタイム通信技術と 

時刻同期技術の開発 

システム技術研究所 上席研究員 遊佐 博幸 

14:35～14:55 再エネ・蓄電池・EV 大量接続時の課題解決のための解析ツールの開発 

エネルギーイノベーション創発センター 上席研究員 上村 敏 

 

14:55～15:10   休憩 

 

15:10～15:30 再エネ電源による系統安定性のサポート技術の現状と将来像 

システム技術研究所 主任研究員 白崎 圭亮 

15:30～15:50 変電機器のアセットマネジメント支援  

電力技術研究所 副研究参事 髙橋 紹大 

15:50～16:10 卒 FIT の住宅用太陽光発電の活用方策に関するユースケース分析 

 －エコキュート活用の有用性評価－  

エネルギーイノベーション創発センター 上席研究員 高橋 雅仁 

16:10～16:20 電中研に興味を持たれた方へ 

総務グループ 主任 土橋 紳悟 

16:20～16:30 閉会の挨拶 

システム技術研究所 所長 井上 俊雄 

 

＜お問い合わせ＞ 

電力中央研究所 電力流通部門 研究セミナー事務局 

E-mail: drtc_2020@criepi.denken.or.jp 

2020 年度 電力中央研究所 電力流通部門  
研究セミナー（学生向け） 



電力中央研究所

電力流通設備の自然災害に対する
レジリエンス強化への取り組み

地球工学研究所

2020

2020年度電力中央研究所電力流通部門研究セミナー（学生向け）

2020年10月9日

副研究参事 石川 智巳
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報告の内容

レジリエンス強化とは？

強風被害の特徴（2019年15号台風）

被害状況

配電設備・復旧作業に関する課題・対応

送電設備の被害原因と対応

レジリエンス強化に向けた基本的考え方

送電線設備被害の防止

配電設備の早期復旧支援技術

まとめ
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大規模災害に対するレジリエンスとは？
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Robustness
（頑強性）

Redundancy
（冗長性）

Rapidity
（迅速性）

Resourcefulness
（豊富さ）

Resilience
（機能性・回復性）

レジリエンスと4つのR*

機能（送電）

100％

抵抗力

性能
低下

時刻

迅速性
（傾き）

面積がレジリエンス指標（例）

レジリエンス
の向上

復旧時間

目標復旧時間

t0 t1 t2
＊秋山ら「南海トラフ地震 その防災と減災を考える」早稲田大学出版部

強風災害の特徴（2019年台風15号）

2020 4

 2019年台風15号概要：9月9日3時前に三浦半島を通過、その後
強い勢力で9日5時前に千葉市付近に上陸。その後、関東地方を北東
に進み、9日朝には海上に抜けた。

 最大風速千葉で35.9m（高さ47.9m）、19地点で観測史上1位。
 最大瞬間風速千葉で57.5m、19地点で観測史上1位。

＊「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱の損壊事故調査検討
ワーキンググループ資料」から引用



強風災害の特徴（2019年台風15号）
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 被害概要：東電PG管内で最大低減
件数約934,900件の最大級の被害。

 送電設備：倒壊2基、部材変形1基
 配電設備：倒木・飛来物等により

1996本の折損・倒壊（2次被害）

電柱

鉄塔

典型的な配電柱樹木倒壊

典型的な飛来物被害

鉄塔被害状況＊

鉄塔被害状況＊

送配電設備被害状況＊（一部追記） ＊「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱の損壊事故調査検討
ワーキンググループ資料」から引用

配電設備・復旧作業に関する課題・対応
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＊経産省合同レジWG「台風15号の停電復旧対応等に係る検証
結果取りまとめ」から引用

・事前の体制整備・被害状況の正確な情報収集の遅れ⇒十分な巡視要員投入、リアルタイ
ムでの情報整理・システム導入など
・倒木処理・伐採等が個社で対応できる規模超過⇒自治体・他インフラ連携強化など
・復旧作業に時間を要し、通電に遅れ⇒他電力応援事前準備、オペレーション整備・体制
確保など
・需要家とのコミュニケーション不足⇒SNS等による情報提供
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送電設備の被害原因と対応

「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱の損壊事故
調査検討WG」（経済産業省）における対応

⇒原因解明・技術基準（省令）の適切性評価等を実施。

 技術基準改正：以下の3点を規定する形で見直しを実施
1. 現行の基準風速40m/sを維持するとともに、40m/sについ

て「10分間平均風速」を明確化
2. 地域の実情を踏まえた地域風速の適用
3. 特殊地形を考慮すること

 特殊地域に関する総点検

 事故原因評価結果：現行技術基準は満足していたものの、特殊な地
形による著しい風の増速により当初の設計強度を大きく上まわる荷
重が発生し、先にNo.78鉄塔が倒壊、それに引っ張られる形で
No.79鉄塔が倒壊と推定

WGでの検討結果（中間報告書）

レジリエンス強化への基本的考え方
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・設備被害の防止（抵抗力
の強化）に重点

・多様な自然外部事象への
対応が必要（地震、風、雪）

・冗長性・代替性の確保も
重要

・早期復旧に重点（迅速性）

・合理的な設備強化（連鎖
倒壊防止、液状化防止な
ど）

・設備被害の防止（抵抗力
の強化）に重点
・耐震設計

⇒事象（地震、台風）、被害規模に応じたレジリエンス強化に向けた考え方が必要



送電用鉄塔の設備被害の防止

送電用鉄塔設計標準JECTR（電気学会電気規格調査会）

１．一般事項（荷重・耐力係数法，損傷限界：再現期間50年，
終局限界：500年）

２．荷重（等価静的荷重を基本）
• 2.1 固定荷重

• 2.2 風荷重（風向別基本風速，設計風速，ガスト影響係数法）

• 2.3 着氷雪荷重（着雪モデル，基本着雪量マップ，ギャロッピング解析）

• 2.4 地震荷重（ 大加速度マップ，層せん断力係数法）

• 2.5 作業荷重

• 2.6 保安荷重

３．荷重効果の算定

４．上部構造（部材強度，腐食部材の耐荷力低下）

５．基礎構造
9

2015年7月テクニカルレポートとして刊行
2018年4月より本改正作業を開始
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送電用鉄塔の設備被害の防止
— 地域の実情を踏まえた地域風速（基本風速）の提案—

JEC‐TR（当所が2005年に提案） 改正案
統計期間 1951年4月～2001年3月 1951年4月～2019年11月

測器補正方法
・ 1951‐1960年：風洞実験公式によって

測定値に戻した後，0.91を乗じる
・ 1961‐1974年：0.91を乗じる

・ 1951‐1960年：風洞実験公式によって
測定値に戻した後，0.86を乗じる※1

・ 1961‐1974年：0.90を乗じる※1

粗度区分の
評価方法

写真による主観的な判定 土地利用データによる客観的な評価

小地形による
増速影響の
除外方法

・ 8風向別年 大風速を小地形による
割り増し係数k1で除す

・ k1はある時期の測器位置における8
風向別 小値

・ 時々刻々の風速を小地形による割り
増し係数k1で除す

・ k1は日々の測器位置における16風
向別 小値

小地形による
減速影響の
除外方法

・ 平均仰角0.2以上となる気象官署・風
向の風向別基本風速をマップ作成に
使用しない

・ 平均仰角0.2以上となる気象官署の
すべての風向の風向別基本風速を
マップ作成に使用しない

・ 太平洋沿いに位置する気象官署の
南東～南西の風速を，平均仰角に
基づく増減速率で除す

気象官署間の
風速設定方法

大領域の気流解析結果によって
気象官署の基本風速を内挿

数値気象モデルによる
過去61年分の気象再現結果を

気象官署の基本風速によって補正

※1：石原ら，日本風工学会誌，2002
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 電中研気象予測解析システムNuWFASによる，長期計算結果のデータベース
CRIEPI-RCM-Era2（別名 CRRCMEr2）の使用を活用．

 CRRCMEr2: NuWFASを用いて，1957年から近年まで（2018年7月まで更
新）に日本周辺（沖縄除く）で発生した気象場の再現計算を行い，その結果を
データベース化したもの．日射，気温，地表面温度，降水，積雪審，開票，海面
気圧，風向風速，湿度などのデータを保有．原子力発電所の竜巻影響評価や火山
影響評価等，多方面に活用されている．

水平解像度5km

日々の気象を3次元的に解析

数十年分の
連続気象計算

・・・

1957年9月 2018年7月数十秒の時間間隔で細かく解析
（1時間おきの解析値をデータベース化）

過去61年分

送電用鉄塔の設備被害の防止
— 地域の実情を踏まえた地域風速（基本風速）の提案—
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高温季・全風向マップ
（再現期間50年）

気象官署の風速により補正することで，九州～関東
にかけての台風による風速が強いと考えられるエリ
アにて高風速となっている．

やまじ風など，おろし風が発生
することで有名な地域において
高風速となっている．

特異な風速分布
が解消

送電用鉄塔の設備被害の防止
— 地域の実情を踏まえた地域風速（基本風速）の提案—

同マップは、送電用鉄
塔設計標準JECTR（電

気学会電気規格調査
会）追補より引用



配電設備の早期復旧支援技術
＝配電設備の台風被害予測システムRAMPT－
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復旧プロセス要求される
情報の質

事前対応
（準備期間）

台⾵襲来時
(強⾵時の
待機時間）

⾼い

各復旧期にはどんな情報が必要か︖

応急復旧
（物理的
修復期間）

経過時間

被害規模・
地域

強⾵時間帯
(突⼊・
離脱時間)

改修箇所
・道路渋滞
などの他ラ
イフライン
障害情報

台⾵襲来

■復旧を早くしたい
（停電時間を短くしたい）

復旧プロセスの各段階で
必要な情報を簡易・迅速に
取得したい

電⼒流通設備のレジリエンス
強化には、事前対応期間が重要

事前対応期間において、より
精度の⾼い被害予測情報の提供
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入力項目
○配電設備データ（年一回程度）

・電柱（位置，種別等）
・電線（種別，亘長等）
・その他

○気象庁等台風予報データ
（気象庁予報更新毎に入力）

・位置
・勢力等

出力項目
・５日後までの台風情報

（進路，勢力等）
・営業所毎の台風襲来時刻
・各地の風速，風向
・営業所毎の被害設備数

予測進路からの算出
（台風通過前）

確定進路からの算出
（台風通過後）

●入力項目
気象庁発表データな
ど容易に入手可能
データであること

・事前準備の開始時期の検討
・事前応援派遣の検討
・台風通過後の応援派遣の検討

配電設備の台
風被害予測シ
ステム

活用

オンラインデータ配信システム

気象庁配信データと気象解析を用い
た，おろし風発生判定，4日間累積雨

量の計算

電力会社

電中研

インターネット

配電設備の早期復旧支援技術
＝配電設備の台風被害予測システムRAMPT－

RAMPT
Risk Assessment 
Management system for 
Power lifeline
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配電設備の早期復旧支援技術
＝配電設備の台風被害予測システムRAMPT－

入力情報

【入力】

任意時刻の風
速分布

大風速分布

被害数結果

営業所別の
大風速、突
入・離脱時刻
等の結果

【結果】

i
地際

末口(D1)

支持物
の地上
高H

0.25m

地際
直径
(D0)

コ
ン
柱
全
長

根入れ：全長
の1/6以上

架渉線の
地上高h

L（荷重径間，（L1+L2)/2 ）

d

rm

ΔP

気圧分布(同心円)

傾度風の風向風速

・台風発生位置

・台風中心気圧

・台風移動速度

傾度風

地上風

風向相関

傾度風

地上風

風速比相関

図1.1.2-2．台風シミュレーションによる風向別風速の検討イメージ

・台風中心気圧

・台風移動速度

・地形，粗度影響

耐風設計技術の活用
（台風モデル、粗度区分、地形影響）

様々なデータベースの活用
・全設備データ、
・土地利用区分、微地形区分
・樹木近接度、累積積雨量など

電柱毎の力学特性の活用

課題：樹木倒壊、飛来物、土砂災害等
の2次被害に対する推定精度向上

配電設備の早期復旧支援技術
＝配電設備の台風被害予測システムRAMPT－

2020 16

復旧プロセス要求される
情報の質

事前対応
（準備期間）

台⾵襲来時
(強⾵時の
待機時間）

⾼い

各復旧期にはどんな情報が必要か︖

応急復旧
（物理的
修復期間）

経過時間

被害規模・
地域

強⾵時間帯
(突⼊・
離脱時間)

改修箇所
・道路渋滞
などの他ラ
イフライン
障害情報

台⾵襲来

■復旧を早くしたい
（停電時間を短くしたい）

復旧プロセスの各段階で
必要な情報を簡易・迅速に
取得したい

電⼒流通設備のレジリエンス
強化には、事前対応期間が重要

事前対応期間において、より
精度の⾼い被害予測情報の提供

・復旧予測の精
緻化、情報発信
・情報の一元化



停電復旧見通しの精緻化・情報共有システム等整備
事業（経産省）への参画

2020 17

まとめ

課題（経産省合同電力レジリエンスワーキング資料（2019．11）より）

(1)被害状況の迅速な把握・情報発信、国民生活の見通しの

明確化⇒2次被害推定含む予測精度向上
(2)被害発生時の関係者の連携強化による事前予防や早期復旧

(3)電力ネットワークの強靱化によるレジリエンス強化

⇒合理的設計法、対策法、メンテナンス支援
(4)復旧までの代替供給・燃料の確保

(5)地域間連系線の増強、電源等の分散化によるレジリエンス強化

今後の展開（キーワード）：

南海トラフ巨大地震、首都直下地震、スーパー台風

気候変動、マルチハザード、経年劣化、再エネ導入

2020 18



電力中央研究所

フレキシブルな保護制御の実現に向けた
リアルタイム通信技術と
時刻同期技術の開発

システム技術研究所

電力流通部門 研究セミナー

２０２０年１０月９日

上席研究員 遊佐博幸

12020

概要

将来の系統にフレキシブルに対応できる保護
制御

保護制御におけるIPネットワークの活用

リアルタイム通信

時刻同期方式（PTP）
将来の系統を見据えた技術の開発

WAMPAC・DMD（IED）

※PTP: Precision Time Protocol
2020 2

背景（１）
再エネが主力電源化し、これに蓄電池やEVを加え
たインバータ（INV）電源の大量導入が進展。系統状

態の把握が困難となり、安定供給への影響が大きく
なっていくと懸念

従来に比べ需給の変動や偏在が大きくなり、系統
事故時の過負荷や電圧異常などの問題がより深刻
化する可能性

▽

通信を活用したフレキシブルな系統の保護・制御

広域系統の状態をリアルタイムできめ細かく監視

系統事故時には多地点の情報を基に，高速かつ的確に
事故除去や安定化制御

2020 3

背景（２）

保護・制御アプリケーションとその対象

2020 4

基幹系統

負荷系統

G

G

G

G

G

水力

火力

原子力

風力

PV

電力系統

負荷系統
G

G

風力

PV

アプリケーション

監視・制御 保護 安定化

通信には、
高いリアルタイム性や
信頼性が求められる

▽
電力用通信ネットワーク
・広域
・多地点



背景（３）

電力用通信ネットワーク

旧来：PDH（Plesiochronous Digital Hierarchy）などの
ディジタル通信方式
伝送には、光伝送装置に加えて、マイクロ波無線装置を
利用することにより高信頼な通信を実現。

アプリケーション毎に伝送路を構築し、リアルタイム性を確保

▽

現在：IP化が段階的に進展中

▽

将来：統一化されたIPネットワーク
Beyond 5Gなど最新の通信技術を活用
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ルータなどでの遅延変動
発生の恐れがあるため、
通信のリアルタイム性
確保が課題

保護制御用通信のIP化
IP化の課題

 IPネットワークでは、伝送遅延揺らぎが発生
▷送電線保護において利用されている従来のリレー同期では
限界があり、その対策として時刻同期が有効

高精度な時刻同期（時刻情報配信）方式

GPS方式：衛星を利用

PTP方式：地上系ネットワークを利用
第三者のシステムに依存しないため、セキュリティ上有利

PTP方式の課題

電気所間を結ぶIPネットワーク（光、マイクロ波無線）への高精
度の時刻同期方式の確立

計測装置やアプリケーションへの適用についても検討
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リアルタイム通信・時刻同期技術の開発

IP系汎用・標準技術を活用した次世代広域
系統監視・保護制御（WAMPAC）システムの
開発を推進

▽

リアルタイム通信・時刻同期技術を開発中

様々なアプリケーションに対応できるIPネットワー
ク構成法

WAMPACシステムへの時刻同期技術適用方式

※WAMPAC: Wide Area Monitoring, Protection and Control
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WAMPACシステムについて

緊急時保護制御システムは1980年代頃からよく整備され高
性能であるが、専用・独自方式（通信利用は基幹系中心、広
域系統監視システムの導入は限定的）

電力システム改革や再生可能エネルギー導入拡大などに伴
い、広域連系系統監視や二次系統以下の監視・保護制御機
能の強化も将来的に重要

 ICTの進展や汎用・標準化、保安通信ネットワークのIP化、
保護リレーシステムのレガシー化

将来のICT環境（IPネットワーク）を考慮し、対象系統やアプリ
ケーションによらない統一的なアーキテクチャ
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IP系汎用・標準技術を活用した、
水平分散配置可能なモジュール型装置（DMD）による

WAMPACシステム

2020



次世代WAMPACシステムの概念

汎用・標準技術の適切な活用

 IP系技術（L2/L3）による広域・高速ネットワーク

時刻同期（サンプリング同期 ）方式

水平分散配置可能なモジュール
（機能・アプリケーション）型
監視・保護制御装置（DMD）

9

広域・高速
ネットワーク

：時刻同期（サンプリング同期）方式

：水平分散モジュール型装置（DMD）

ネットワーク連携による位置
透過性*を実現し、多様なア

プリケーションや対象系統な
どにもフレキシブルに対処 or

中央演算装置
*：ユーザが分散システムのリソースの配
置を意識することなく利用できる性質

2020

IED

システムの構成要素と特徴
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構成要素 特長

アプリケーション
主・後備保護、系統安定化・事故波及防止制御、系統の監視
（PQVF等）のアプリケーションソフトウェアをモジュール化して実
装し、選択・組合せ利用を可能とすることにより柔軟性を確保

データ伝送
独立した2面の（専用）広域IPネットワークとして信頼度とセキュリ
ティを確保するとともに、VLAN**)等によりデータ輻輳を回避し、
多数のアプリケーションの効率的収容を実現

サンプリング同
期・時刻同期

IPネットワークにおいて装置組込み型の2種の同期方式***)をア

プリケーションに応じて使い分けることにより所要の同期精度と
信頼性を確保しつつ、低コスト化も実現

監視・保護制御
装置（DMD）

入出力・演算・通信の機能モジュール化と装置のネットワーク内
分散配置により、柔軟性や拡張性、信頼性を確保

**) Virtual LAN：物理的なLANをまたがって複数の端末が仮想的なグループを形成するLAN
***) ①分散型リレー同期方式：PCM電流差動リレーのサンプリング同期方式をイーサネット対応させ、アプリケーション毎に並列・分散的に

同期させる方式
②PTP方式：PTP時刻同期方式を監視・保護制御装置に内蔵させた方式（GPSの1PPS信号のような外付け方式も可）

2020

通常の
L2スイッチネットワーク

IPネットワークにおける時刻同期方式
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PTP実装
L2スイッチネットワークDMD

DMD

Sync

Follow_UP

Delay_Req

Delay_Resp

t1

t2

t3

t4

t1取得

t4取得

マスタ
クロック

スレーブクロック
（監視・保護制御装置）

時間 時間

主装置

従装置

参照タイミング

同期制御動作：d3=(d1+d2)/2
d1+d2

d1 d2
時間

d3

PTP
マスタクロック

PTP実装
L2スイッチ

リレー同期方式

PTP方式

時刻同期
機構

時刻
同期機構

途中のスイッチでも
時刻補正

• PTP方式は高精度であり、大規模化しても精度低下はわずかであるが、
遅延時間補正機構実装IP機器が必要

• リレー同期方式は通常のIP機器が適用できるが、大規模化やトラヒック
競合により精度低下

2020

DMDの構成イメージ

入出力モジュール：AI/DIO機能、ディジタルデータの変換と授受

演算モジュール：監視・保護制御アプリケーションの演算

通信モジュールとWAN/LAN：msオーダの確定的リアルタイム
通信（保護）、µsオーダの時刻同期（分散型リレー同期、PTP）、
計測・制御情報伝送
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演算モジュール
(PROC)

入出力モジュール
(I/O)

通信
ネットワーク
(WAN/LAN)

対象系統（CB/CT/VTなど）

通信モジュール
(COMM)

PROC

COMM

I/O

水平分散モジュール型装置
（統合装置型DMD）

PROC

COMM

PROC

COMM

I/O

水平分散モジュール型装置
（入出力装置型DMD）

水平分散モジュール型装置
（演算装置型DMD）

通信
ネットワーク
(WAN/LAN)

I/O

2020



DMDにおける時刻同期方式
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LAN/WAN

監視・保護制御装置 #3

PTPスレーブ機構

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝB

監視・保護制御装置 #1

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝA

PTPスレーブ機構

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝA ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝB

監視・保護制御装置 #2

PTPスレーブ機構

全系同期群

PTP対応
L2スイッチ

PTP対応
L2スイッチ

PTP対応
L2スイッチ

PTP対応
L2スイッチ

PTPマスタクロック

PTPスレーブ
クロック

PTPマスタ
クロック

IRIG‐B接続

演算モジュール

入出力モジュール

通信モジュール

入出力モジュール 入出力モジュール

L2スイッチL2スイッチ L2スイッチ L2スイッチ

監視・保護制御装置

分散型ﾘﾚｰ同期機構

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝB

監視・保護制御装置

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝA

分散型ﾘﾚｰ同期機構

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝA ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝB

監視・保護制御装置

分散型ﾘﾚｰ同期機構

演算モジュール

入出力モジュール

通信モジュール

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝA用ﾘﾚｰ同期群 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝB用ﾘﾚｰ同期群

入出力モジュール 入出力モジュール

PTP方式
（全系・大規模同期）

分散型リレー同期方式
（アプリケーション単位
・ローカル同期）

2020

PTP/リレー同期ネットワークの同期精度
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DMD #1
DMD #2

DMD #3
DMD #4 DMD #5 DMD #6 DMD #7

DMD #8
マスタ

DMD #9 DMD #10 DMD #11 DMD #12 DMD #13 DMD #14

PTP 
マスタ
クロック

ﾄﾗﾋｯｸ
負荷

ﾄﾗﾋｯｸ
負荷

PTP 
スレーブ
クロックﾄﾗﾋｯｸ

負荷

通

PTP時刻同期方式

リレー同期方式

L2スイッチ
（通常／
PTP方式）

スレーブ

スレーブ

時刻同期方式 無負荷
（演算用ﾃﾞｰﾀのみ）

95% トラヒック（1518ﾊﾞｲﾄ）負荷

1リンク 2リンク 3リンク

PTP（マスタ～スレーブ間） < 1 µs < 1 µs < 1 µs < 1 µs
PTP（マスタ～DMD間） < 1.3 µs < 1.3 µs < 1.3 µs < 1.3 µs
PTP（通常のL2スイッチ）（マスタ～DMD間） < 16 µs < 54 µs < 105 µs < 141 µs
リレー同期 < 16 µs < 19 µs < 33 µs < 46 µs
分散型リレー同期 < 51 µs < 57 µs < 82 µs < 87 µs

2020

まとめ

フレキシブルな保護制御の実現に向けた
リアルタイム通信・時刻同期技術の開発

WAMPACシステム・DMDの構成

時刻同期方式の適用評価

今後

リアルタイム通信・時刻同期に対応した
広域通信ネットワークの構成法の開発

時刻同期技術の高度化

WAMPACシステムの高度化

IEC 61850も活用

2020 15



電力中央研究所

再エネ・蓄電池・EV 大量接続時の
課題解決のための解析ツールの開発

ENIC

2020年10月9日（金）14:35～14:55

配電システム 上村 敏

12020

配電系統・システムとは？

2

配電線とは、配電用変電所〜住宅や工場、ビルディング中工場に電気が
届くまでの部分のことです。配電用変電所まで送電線にて送られた後は、
高圧（6600V）にて電柱を介して電気が送られます。ビル中工場など高
圧で受電（電気を受け取る）する箇所や、柱上変圧器（電柱に取付されて
いるゴミバケツのような形の機器）にて低圧（100V/200V）に変換し
て住宅や小工場に送られます。

2020

配電系統・システムとは？

3

設備の種類を簡単に説明しておきます。
屋外には配電設備がありますが、上を見上げてしっかりと設備を見たこ

とのある人は少ないのではないでしょうか？ 配電設備は、以下のような
機器で構成されています。

＜電柱＞
コンクリート製、木製、鉄製など、

用途に合わせて、さまざまな種類があります。

＜変圧器＞
家電等で使える電圧に変換します（6600V→100/200V）
変圧器１台で数軒の住宅に電気を送っています。

＜電線（高圧電線、低圧電線）＞
変圧器で電圧を変換する前の電気を送るのが高圧電線
変圧器で電圧を変換した後の電気を送るのが低圧電線

2020

配電系統・システムとは？

4

＜引込電線＞
低圧線から住宅まで繋がっている電線

＜電力量計（メーター）＞
電気の使用量を計測する機器です。

検針された使用量が電気代として
請求されます。

最近ではスマートメーターという
遠隔で検針するメーターとなっています。

＜開閉器＞
開閉器とは電気のスイッチのことです。

電気の流れを止めたり、電気の流れを
変えたりするための機器です。

2020



配電系統／システム・需要・制度の変化への対応

5

１．再生可能エネルギー電源の大量接続（連系）への対策（今回説明）
再エネ電源の出力変動による電圧・潮流の変化を抑制する

２．需要の能動化への対応（今回説明）
蓄電池・EVの普及、ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ・VPP事業者による運用による需要曲線

の変化に伴う電圧・潮流の変化を抑制する

３．電力自由化・制度改革の影響対策
現状よりもさらに配電設備のｺｽﾄﾀﾞｳﾝや業務の効率化を進める。また、

新たな形態となる地域ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞや配電運用のﾗｲｾﾝｽ制導入に対応する。

４．高経年設備の維持管理の高度化
電柱などの高経年設備の寿命を評価し、的確な更新計画を立てる。

５．自然災害の激甚化への対策
激甚化する大災害時の迅速な復旧のために装置や情報共有システムを開

発する。

６．配電事業者の新規ビジネスへの挑戦
配電設備の管理・運用以外の新しいビジネスを発掘する。

2020

再エネ導入量の増加：太陽光

62020

再エネ導入量の増加：風力

72020

蓄電池導入量の増加

82020



EV導入量の増加

92020

再エネ・需要能動化による潮流の複雑化

10

再エネが普及
するまでは、
配電線の潮流は
上流から下流に
向かって流れて
いたが、

再エネの普及に
より、潮流は
下流から上流に
向かっても流れ
るようになった。

これに伴い、
配電線の各部の
電圧の高低も
簡単には推定
できなくなった。

変電所
2020

再エネ・蓄電池などによる電力品質の悪化

11

左図は、太陽光発電や蓄電池などにもちられ
ている直流から交流に変換する装置（PCS：
Power Conditioning Subsystem）の二台が、
ある条件で配電線に接続されると、相互に干渉
し、10kHz以上の高調波が発生してしまう。

これにより、近隣の電力設備に影響を与える
場合がある。

右図は、太陽光発電に用い
られているPCSが、ある条件
で配電線に接続されると、
フリッカ（約6Hzのちらつき）
が発生する。

これは人が感じることがで
きるちらつきであり、日常生活
に影響を与える可能性がある。

2020

電力中央研究所の研究業務（一例）

12

１．将来起こりうる事象を予見する

２．発生が予想される要因を特定する

３．実験室レベルでの実験して発生事象を確認する

４．(1) 計算機ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにより検討するための解析ツールを開発する
※多くの事象が初めて発生したものが多く、既存の解析ツールでは

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝできないことがあるため、自ら専用の解析ツールを開発する
場合も少なくない

４．(2) 解析ツール上にモデル化して解析によりメカニズムを解明する、または
机上でメカニズムを解明して解析ツール上にモデル化する

４．(3) 実規模配電設備による実験値や理論値との比較により、
モデルの精度検証を行う

５．配電系統、あるいはそれ以上の規模での解析により全体の動きを確認する

６．５項において問題があれば対策を検討する

横須賀の
小規模実験設備

群馬県赤城の
大規模実験設備

2020



配電系統の潮流・電圧を解析できるツール

13

配電系統の制御機器、再エネ、需要家機器（蓄電池など）を含めた
総合的な解析が可能である。配電系統総合解析ツール（CALDG）

2020

配電系統の潮流・電圧を解析できるツール

14

解析結果を地図上に表現でき、ストリートビューにリンクし実配電
設備を確認できる。建柱、架線の変更、新設の検討も可能である。

2020

配電系統機器の詳細な動作を解析できるツール
系統機器、需要家機器を詳細に模擬

15

配電系統の系統機器である、SVR（Step Voltage Regulator）、SVC
（Static Var Compensator）や需要家機器である、PCS、インバータ
負荷（現状は多くの家電がインバータ化）を詳細に模擬でき、瞬時値に
よる解析ができる。XTAP

2020

需要家内の機器運転計画支援ツール

給湯・電力需要
PV出力

の実績DB

翌日の天気予報

時刻毎の給湯需要
確率分布

時刻毎の電力需要
確率分布

時刻毎・天気予報毎の
PV出力確率分布

給湯・電力需要とPV出力パターン
について複数のシナリオを生成

①確率分布（複数
パターン）の予測

②予測シナリオの生成
③各運用計画候補のシ
　ナリオ毎の計算
・電気料金、逆潮流量、湯切れ
　有無

④各運用計画候補の評
　価・優位候補の選択
・逆潮流量制約条件、 湯切れ　

　 防止の満足性
・各シナリオ電気料金の平均値

運用計画の評価・選択
(遺伝的アルゴリズム適用）

翌日最適運用計画
・HP式給湯機運転計画

　　　・蓄電池充放電計画

運用計画候補の集合体
（初期：ランダムに生成）

⑤進化
・優位候補
　どうしの　
　交叉、突
　然変異

繰り返し毎
にシナリオ
を逐次追加

確
率

給湯需要

確
率

確
率

電力需要 ＰＶ出力

時刻

規定回
数繰り
返し

給湯・電力需要
PV出力

の実績DB

翌日の天気予報

時刻毎の給湯需要
確率分布

時刻毎の電力需要
確率分布

時刻毎・天気予報毎の
PV出力確率分布

給湯・電力需要とPV出力パターン
について複数のシナリオを生成

①確率分布（複数
パターン）の予測

②予測シナリオの生成
③各運用計画候補のシ
　ナリオ毎の計算
・電気料金、逆潮流量、湯切れ
　有無

④各運用計画候補の評
　価・優位候補の選択
・逆潮流量制約条件、 湯切れ　

　 防止の満足性
・各シナリオ電気料金の平均値

運用計画の評価・選択
(遺伝的アルゴリズム適用）

翌日最適運用計画
・HP式給湯機運転計画

　　　・蓄電池充放電計画

運用計画候補の集合体
（初期：ランダムに生成）

⑤進化
・優位候補
　どうしの　
　交叉、突
　然変異

繰り返し毎
にシナリオ
を逐次追加

確
率

給湯需要

確
率

確
率

電力需要 ＰＶ出力

時刻

規定回
数繰り
返し

①翌日情報に従っ
た確率分布抽出

②複数の予測
シナリオ作成

運用計画の評価・選択
（遺伝的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ適用）

時間毎

16

いろいろな条件で
需要家一軒一軒の
需要曲線を
算出できる

2020
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需要家内の機器運転計画支援ツール

（電力・給湯データ）

• 需要電力パターン
• 給湯需要パターン
• PV発電電力パターン

• 電気料金単価
• PV余剰買取単価
※上記設定にDR価格インセ
ンティブを考慮可

（時刻毎の料金設定等）

• PV容量，蓄電池容量
• PCS充放電効率カーブ
• PV，蓄電池の劣化特性

（出力および容量の年低
下率で設定）

• PV，蓄電池のコスト
• PV出力抑制設定
• HP式給湯器仕様（COP計

算式，タンク容量等）

（機器データ）

（入力データ）

• 翌日の天気予報
※NuWFASのアンサンブル

PV出力予測データも活用

（予測データ）

目的：
・翌日の電気料金最小化

制約：
・湯切れ防止
・PV容量，蓄電池容量の制約
・蓄電池による逆潮流無し

当日の運用・制御
・蓄電池充放電制御によるPV出力予
測誤差補償

・給湯使用実績に応じたHP式給湯機
の起動・停止制御

電気料金の計算
・PV，蓄電池，HP式給湯機の運用後
の電気料金の計算

手法

・複数の予測シナリオを用いた計画
手法（予測の不確実性考慮，GAを
適用）

（翌日運転計画・制御部分） （出力データ）

（需要家機器運転パターン）

• 蓄電池充放電パターン
• HP式給湯機運転パターン
• PV発電パターン（出力抑制後）

（経済性）

• 電気料金（日毎，月毎，年間）

• 蓄電池導入による経済メリット（蓄
電池の寿命までに得られる電気
料金低減値の合計額）

• PV導入による経済メリット（PVの
寿命までに得られる電気料金低
減値の合計額）

（エネルギー自給率等）

• PV自家消費率
• PV自給率
• PV出力抑制電力量
• PV逆潮流電力，電力量

2020

需要地域の需要曲線を求めるツール

18

実測データではなくて、
 統計情報を用いて、街区単位の電力

需要曲線を推定できる
 住宅、業務・産業部門の需要曲線を

推定できる
データさえそろえば、

 10年後、20年後の需要曲線を推定で
きる可能性がある。

ツールの⼊力用GUI

ツールの出力用GUI

2020

EVの動きを模擬し充電需要を推定できる解析ツール

19

 地図・道路データ、交通量データ、国勢調査データに基づく交通シミュ
レーションが可能である

 充電器の配置や利用者の充電行動を考慮したシミュレーショ ンにより、

地点ごとのEV充電需要カーブを推定
 自家用車を対象（現在、業務用車両は対象外）

交通量

データ

国勢調査
データ

交通シミュレータ
青い○はEV、黒い□は充電器

EV充電需要

カーブ

地図・道路
データ

2020

複数のツールをリンクさせた解析

20

配電系統の潮流・電圧を
解析できるツール

CALDG

配電系統機器の
詳細な動作を
解析できるツール

XTAP

需要家内の
機器運転計画支援ツール

需要地域の需要曲線を
求めるツール
需要シミュレーション

EVの動きを模擬し
充電需要を推定できる
解析ツール

EVシミュレータ

需要の能動化（VPP、アグリゲータ）を
模擬できる解析ツール

再エネの発電量予測ツール

配電設備、需要家情報、分散電源情報、
気象情報、交通情報、人の動きなど

現在または将来の
配電系統の状態を確認し、
増強が必要なのか？
統合が必要なのか？
を判断する。

電力品質に
問題がある
場合

これらのツールを
組み合わせて使えば
新たなビジネスの

提案も可能？

2020



電中研に入ったら何できるの？

21

実験室規模、実規模（6.6kV）での実験

解析ツール・モデル開発とそれを使った解析

実験するための実験装置の試作
（実験室規模・実規模）

多種多様な研究者とのディスカッション

報告書・学術論文の作成や学会発表（国内、海外）
⇒入所後の博士号の取得

自分が開発した装置、制御方式などを実系統に
実現できる可能性が高い

2020



再エネ電源による系統安定性の
サポート技術の現状と将来像

一般財団法人 電力中央研究所

システム技術研究所 電力システム領域

主任研究員 白崎圭亮* 上席研究員 天野博之

2020 1

流通部門研究セミナー（2020年10月9日）

目次

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

3.再エネ主体系統の将来像

22020

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

3.再エネ主体系統の将来像

32020

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

再エネ電源の導入拡大

・低炭素化社会の実現などを目的として再エネ
電源の連系量が増加しつつある。これに伴い，
同期発電機の連系量は減少しつつある。

・再エネ電源は，現状，主として系統の電圧の
大きさや位相に追従するGrid Following 
Inverter（電流制御型）を介して系統に連系さ
れるため，同期発電機とは特性が大きく異なる。
その結果，電力系統の系統安定性にも影響を及
ぼすことが知られている。

42020

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係



同期発電機による系統安定性への貢献

52020

Grid Following Inverter（GFL）に系統安定性のサポート機能を付加する取
り組みが国内外で進められている。

⇒さらに双方向通信機能を備えたものはスマートインバータと呼ばれている。

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

大容量発電機が持つ能力
貢献する

系統

セキュリティ

火

力

機

原

子

力

機

変換器

連系

電源
*1

周波数に応じて出力調整が可能 周波数 ○ × ○

同じ速度で回ろうとする力

（同期化力）がある

周波数

系統安定度
○ ○ ×

*2

慣性を持っている

（慣性定数が等価的に10秒程度）

周波数

系統安定度
○ ○ ×

*2

系統事故時の瞬時電圧低下時

（瞬低時）に（一時的に）停止しない

電圧

系統安定度
○ ○ △

*3

基幹系統の電圧調整が可能
電圧

系統安定度
○ ○ △

*4

系統の短絡容量の確保

（変換器の安定運転等に必須）
電圧 ○ ○ △

*5

*1︓変換器を介して電⼒系統に連系される電源（蓄電池を
含む）

*2︓擬似的に能⼒を模擬することが研究されているが、実
系統への適⽤にはまだ解決すべき課題がある。

*3︓変換器は系統事故時に⼀時的に停⽌する場合がある。

*4︓基幹系統に連系される⼤容量な変換器が必要となる。

*5︓変換器の過電流耐量は、発電機に⽐べて⼩さい。

【注釈】

2020 6

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

3.再エネ主体系統の将来像

72020

機能 制御方式* 主な目的

定
常
時

最大有効電力制御 遠隔制御 下げ代不足への対策

有効電力制御 遠隔制御 下げ代不足への対策

無効電力制御 遠隔制御 系統の電圧調整

力率一定制御 遠隔制御 系統の電圧調整

Volt‐var制御 自律制御 ΔV=X・ΔQに基づく自端の電圧変動対策

Volt‐watt制御 自律制御 ΔV=R・ΔPに基づく自端の電圧変動対策

事
故
時

動的無効電流制御 自律制御 事故時の電圧変動対策

Freq‐watt制御 自律制御 垂下特性による周波数変動対策

疑似慣性制御（運動方程式） 自律制御 系統の慣性の模擬

電力動揺抑制制御 自律制御 ダンピング向上対策（整定必要）

代表的な系統安定化サポート機能

82020

*）遠隔制御：外部システムからの指令に従って動作する。
自律制御：自端の系統状態の変化に基づき，予め設定されたロジックに従って動作する。

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

事故時の系統安定化サポート機能のうち，代表的なものを紹介する。



動的無効電流制御

92020

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

・事故中の電圧変動対策として，電圧偏差に対して垂下特性で無効電流
を供給する。

・定常時のVolt-var制御との協調を考慮して，不感帯が設定される場合
もある。

電圧偏差
ΔV

無効電流ΔIq 遅相側

進相側

0

不感帯

制御ゲイン

電流リミッタ

電流リミッタ

特性図 動的無効電流制御による無効電流の供給

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

IN
V

 無
効

電
流

 [
pu

]

1086420
時間 [s]

事故中に無効電流を供給し，
電圧変動の抑制に貢献している。

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

IN
V

 I
Q

 [
pu

]

2.42.22.01.81.61.41.21.0

t [s]

動的無効電流制御の課題

102020

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

・検出遅れや制御遅延などにより事故除去後も無効電流を供給し続け，
過渡的な過電圧が発生する場合がある。

・SCR（短絡容量比）が小さな系統ではハンチングが発生する場合がある。

過渡的な過電圧 動的無効電流制御のハンチング例

不安定
（遅延時間増加）

不安定（ゲイン増加）

安定

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

イ
ン

バ
ー

タ
電

源
 自

端
電

圧
 [

pu
]

2.42.22.01.81.61.41.21.0
t [s]

動的無効電流制御
：不適用
：適用

無効電流が供給され
ている間は事故中の
電圧低下が抑制される。

電圧回復後も無効電流が不要に供給されること
で過渡的な過電圧（持続時間は制御の検出遅
れや遅延時間に依存）が発生するおそれがある。

ダンピングが向上する場合は
電圧の振幅が小さくなる。

Freq-watt制御

112020

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

・周波数変動に対して垂下特性で有効電力を制御する周波数変動対策。

・周波数が戻る際の有効電力のふらつきを防止するため，ヒステリシス
特性が設定される場合がある。

Freq-watt制御の応答性能特性図

Freq-watt制御（ハンチング例）

122020

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

・制御系の遅延時間などが影響してハンチングが発生する場合がある。



疑似慣性制御

132020

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

・発電機の運動方程式を用いて，周波数の変化と慣性による有効電力の変
化の関係を模擬したもの。

・電流制御型と電圧制御型が存在する。

同期発電機の運動方程式

発電機の慣性モーメント

周波数変化率 機械入力偏差

電気出力偏差

疑似慣性制御（電流制御型）

疑似慣性制御による
有効電力の補正値

検出周波数
の微分値

補償したい慣性

疑似慣性制御（電流制御型）の課題

142020

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

・電流制御型による疑似慣性制御は，周波数の検出遅れなどが影響するた
め，同期発電機のように慣性による有効電力を瞬時的に供給できない。

・電流制御型による疑似慣性制御は，SCR（短絡容量比）が小さな系統に
おいてハンチングが発生する場合がある。

安定

不安定（ゲイン増加）不安定（高インピーダンス系統）

疑似慣性制御が不安定となる例

1.再エネ電源の大量導入と系統安定性の関係

2.再エネ電源による系統安定性のサポート技術

3.再エネ主体系統の将来像

152020

3.再エネ主体系統の将来像

将来像

2020 16

3.再エネ主体系統の将来像

・再エネ主体系統でも電圧，周波数，過渡安定度などの系統安定性を維持
可能であることが重要。

・スマートインバータは系統安定化サポート機能を有するが，電流制御型
であるため短絡容量比の減少により制御系が不安定となり，ハンチングが
発生するおそれがある。

・スマートインバータの課題解決に貢献する将来技術を紹介する。

1.2億人
0.9億人

石炭・天然ガス 様々な再エネ

系統安定化技術
慣性による安定性



技術紹介：Grid Forming Inverter（GFM）

2020 17

3.再エネ主体系統の将来像

・電圧制御型であり，電圧の大きさと位相を有するため自立運転が可能。

・発電機Parkモデルや電圧制御，周波数制御が付加される場合もある。

・GFLと異なり，事故時の短絡電流や，慣性による有効電力を瞬時に供給で
きる。ただし，同期発電機ほどの過電流耐量を有していない点はGFLと同様。

有効電力
計測値

有効電力
指令値
（発電機のガバナか

らの入力に相当）

+-

すべり
Δm

D

c

電圧指令値
三相
変換

U
L(1+Δm) M

1

PWM

wave

m
Ｓ
1

Ｓ
1

ダンピング
係数

-

技術紹介：再エネと蓄電池を伴うM‐Gセット

2020 18

3.再エネ主体系統の将来像

・再エネを系統に連系する際，インバータではなくM-Gセッ
トを用いることで同期発電機の特性が得られる。

・蓄電池を併用することで，高速な出力制御が可能となる。

まとめ

2020 19

・再エネ導入拡大により，同期発電機の並列容量
が減少し，系統安定性が低下する傾向がある。

・系統安定性をサポートする機能をGFLに付加す
る取り組みが進められているが，SCRの減少によ
りハンチングが発生する課題を抱えている。

・系統安定性の向上に貢献し，制御系の安定性が
高い（ハンチングが発生しにくい）新しい技術と
して，GFM，再エネと蓄電池を伴うM-Gセットなど
の開発が進められている。



電力中央研究所

変電機器のアセットマネジメント支援

電力技術研究所

2020年10月9日

副研究参事 髙橋 紹大
つぐひろ

2020 年度 電力中央研究所 電力流通部門 研究セミナー

12020

電力設備保守管理分野において（も）、アセットマネジメント技術が

注目される背景…

・自由化の流れによるコスト低減要求

老朽化した設備の限界利用

取替え機器を含む新設設備導入の先送り

・大量同期導入設備の取替時期の均等化が必須

・投資の説明責任

…保守施策の合理化、保守計画の客観的評価

（をサポートする技術）が求められている。

はじめに

2020 2

国際会議（高電圧・電力分野）における
アセットマネジメント研究発表動向

International Symposium on High-voltage Engineering （ISH）
（高電圧工学国際会議）

・13th ISH ＠デルフト（オランダ） 2003年

“Asset management of HV equipment: strategies & tools”
という名のセッションが設置され、オーラル、ポスター合わせて

24件の発表と4件の有料チュートリアルセッションが行われた。
・14th ISH ＠北京（中国） 2005年：59件の論文発表（半分は診断関係）

・15th ISH ＠リュブリャナ（スロベニア） 2007年：17件の論文発表

・16th ISH ＠ケープタウン（南アフリカ） 2009年：9件の論文発表

・17th ISH ＠ハノーファー（ドイツ） 2011年：4件の論文発表

・18th ISH ＠ソウル（韓国） 2013年：5件の論文発表

・19th ISH ＠ピルゼン（チェコ） 2015年：8件の論文発表

・20th ISH ＠ブエノスアイレス（アルゼンチン） 2017年：4件の論文発表

・21th ISH ＠ブダペスト（ハンガリー） 2019年：3件の論文発表

（統合によりセッ
ション名変更）

32020

CIGRE （国際大電力システム会議）
・2006年大会：15件の関連論文発表。配電系統を対象にしたアセットマネジメ
ントモデルの提案など（変圧器や負荷遮断器の故障率－経年の関係をモデ
ル化するなどで、保全シナリオを評価）。
・2008年大会：優先課題論文としてA2（変圧器）、A3（高電圧機器）、B3（変電
所）、C1（系統計画と経済）から計6件の関連論文が提出。
・2010年大会：B3、C1、D1（電力用材料と先進試験技術）から10件
・2012年大会：A1（回転機）、B1（ケーブル）、B2（架空線）、C1から7件
・2014年大会：A1、A2、B5（系統保護と自動化）、C1、D1から14件
・2016年大会：A2、A3、B3、C1、C5（電力市場と規制）、C6（配電系統と分散
電源、D2（情報システムと通信)から11件
・2018年大会：B2（架空送電線）、B3、C1、C2（系統運用と制御）、D1、D2から14件

また2007年にOsaka symposium“System Development and Asset Management 
Under Restructuring”など

国際会議（高電圧・電力分野）における
アセットマネジメント研究発表動向

2020 4



ひとつのアプローチ法はライフサイクルコスト評価

＜積算すべき費用＞

○通常運用時に必要となる保守費用
修繕費用、点検・診断費用、…、（人件費）

○（設備更新を要する）事故処理費用：インパクト×発生確率
設備更新に要する費用、計画外更新で発生する費用、…

これらの経年特性を調査し、1台の設備のライフサイクルコスト
、または経年分布のある複数設備群の将来にわたる保守費用
を積算する。

122020 6

○事故・障害実績

稼働中の設備数経年分布と併せて統計解析（ハザード解析）を行えばこれらの発
生確率経年分布を推定できる

事故発生確率（寿命の確率密度分布）→事故処理費用（期待値）の推定

障害発生確率→修繕費用（期待値）の推定

○保守費用支出実績

支出対象設備の経年と、同経年の設備数で整理すれば保守費用経年特性が推定
できる（可能性がある）

保守費用経年特性→毎年の保守費用（実際のキャッシュフロー）の推定

○（事故時の）インパクトの推定
例えばＴｒ容量×復旧時間×停電コスト×N-1係数

2020

7

事故実績に基づくハザード解析における問題点…
・稼働中設備数経年分布データが至近年のものしかない

・そもそも電力流通設備の事故率が低いため、事故実績が少ない

・さらに、予防保全的保守の結果、事故が顕在化していない

・予防保全が前提であれば事故処理費用期待値のカウントは無意味？

・事故リスクが高まっている状態でも、事故が顕在化しなければデメ
リットはないのか

事故処理コスト評価における問題点…

2020 8

予防保全の影響（電気主任技術者会のアンケートデータから検討）

特高・高圧ケーブルの事故実績（10年分）
からハザード解析

電気学会技術報告 No.1243
「絶縁診断に基づく電力機器のアセットマネジメント」

2020



9

予防保全の影響（電気主任技術者会のアンケートデータから検討）

特高・高圧ケーブルの更新実績（10年分）
からハザード解析

（おそらく）診断結果による予防保全的更新
の結果が現れている

電気学会技術報告 No.1243
「絶縁診断に基づく電力機器のアセットマネジメント」

2020 10

保守費用支出経年特性推定における問題点…
・単年度実績は、社会情勢、会社経営状態の影響を強く受けることがある
→複数年度、ある程度長期にわたるデータ調査、蓄積が必要（「ノイズ」要

因を除去できるか）

・実績に基づくため、説得性の高い情報である一方、本当にその支出が
必要だったのかという問いには答えられない
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T. Takahashi and T. Okamoto, “Development of Asset Management Support Tools for Oil Immersed 
Transformer”, IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, No.3, pp.1643-1648 (2016)

Figure 1. Maintenance cost of 60kV class oil-
immersed transformer (per unit and year, 
normalized value).

※単年度実績から得られたこの傾きは
10年後大きく変わっていた

2020

ライフサイクルコスト評価に必要な情報が利用できるとして…

・変圧器1台のLCCコスト評価（都度修繕とOH実施を比較）

→平均的対応の検討

・評価対象変圧器が現在抱えている「懸案」を考慮したLCCコスト評価

→対象変圧器の保守方針検討、将来発生しうる新たな懸案は考慮できない

・将来にわたって変圧器1台を維持する際の（累積）コスト評価

→更新時期の違いを比較、新型設備の低LCC化を考慮するなど

・現在の「懸案」を修繕するか、更新するかを比較

アセットマネジメント支援には「シナリオ」の選定が必要

112020

そこで支援プログラムとして…

〇1台の変圧器は設定故障率に従い、経年と共に確率的に故障取替される
→故障数（統計的期待値）だけ更新されるため、経過年数に応じて総数
は1のままで経年分布が変わっていくことを考慮

〇設定した更新経年に達した設備はすべて更新される

〇上記の故障取替および更新における新設設備は、保守費用経年分布や故
障率を既存設備とは別に設定できる（低コスト設備が導入される）

〇新設設備導入費用として、22年の減価償却および固定資産税を考慮

→各種費用は（相対費用ではなく）円で指定する

〇各シナリオについて累積コストをNPVにて比較

122020



経年比例分 経年増加係数 β 0.0002
事故処理費用 100,000,000
形状パラメータ m 2.5
尺度パラメータ ts 150
定期点検 頻度（年/回） 6

直近実施経年 18
費用 1,000,000

不定期保守 実施経年 30
費用 5,000,000

試算例1 現行品 新規品

0.00002

300

13
T. Takahashi, Proc. of ISH2019, No.913 (2019). 

2020

試算例2 現行品 新規品

0.00002

300

経年比例分 経年増加係数 β 0.001
事故処理費用 100,000,000
形状パラメータ m 4
尺度パラメータ ts 50
定期点検 頻度（年/回） 6

直近実施経年 18
費用 1,000,000

不定期保守 実施経年 30
費用 5,000,000

2.5

14
T. Takahashi, Proc. of ISH2019, No.913 (2019). 

2020

試算例3

ある経年（例えば25才）で大きな修繕費を要する「懸案」が判明したとき、修
繕して継続使用すべきか新規設備に更新すべきかを比較
←修繕費の大小やそのときの経年で結果が変わる

15
T. Takahashi, Proc. of ISH2019, No.913 (2019). 

2020

おわりに

・実務的なアセットマネジメント（支援）としてはスコアリング、ヘル
スインデックス、リスクマトリックス、などによる相対評価が採用さ
れる傾向

・異設備間、異部門間をまたぐ評価には（ライフサイクル）コスト評
価が望ましい

・ライフサイクルコスト評価の元となる情報の調査が重要、ただし
実績ベースのデータは保守方策を大きく変えた場合には利用が難
しくなる

・結局、割り切りは必要、説明責任を果たす一助とすることを志向
すべき

162020



電力中央研究所

2020年度 電力中央研究所 電力流通部門 研究セミナー

卒FITの住宅用太陽光発電の
活用方策に関するユースケース分析
－エコキュート活用の有用性評価－

2020

2020年10月9日

高橋雅仁

電力中央研究所 ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創発ｾﾝﾀｰ

(兼)社会経済研究所

1

発表内容

はじめに

評価方法の概要

評価ケース

評価結果
一次エネ消費量，CO2排出量， PV自家消費率，
需要家側の年間コスト

まとめと今後の課題

2020 2

脱炭素化と電化：基本公式

2020

⼤幅なCO2排出削減

供給側 需要側

電源の
低炭素化 電化の推進

3

CO2排出80％削減に向けたエネルギーシフト

風力

メガソーラー

送電系統
(TSO)

配電系統
(DSO)

原子力

家庭用給湯機 EV

住宅用PV

4

火力

大型蓄電池

水力

大規模工場

配電用変電所

家庭用蓄電池

事業所

2020

EV活⽤による需給協調

HP給湯機を⽤いたPV⾃家消費

産業部⾨の電化とネガワット

再エネ電⼒による⽔素製造 ⽔素・合成燃料による
低炭素化（=間接電化）

大型トラック

地域熱供給

熱供給・貯蔵技術の開発



本研究の背景と目的
背景

• 2019年11月以降，FIT買取期間が終了する住宅用PVが大量に
発生。

• PVの大量連系によって電源構成が変化。深夜料金が上昇し、
昼夜間料金差が縮小している。 HP給湯機の運転方法につい
て、従来の夜間蓄熱に加えて、安価なPV余剰電力を活用した
蓄熱方法を検討する必要あり。

• エコキュート普及台数：約700万台（定格850万kW）

目的

• 卒FITの住宅用PV電力をどのように活用する方法が有用かを
評価する。
 ヒートポンプ・蓄熱センター主催の「ヒートポンプ給湯機の有効活用検討会」（2019年7‐10

月）に当所研究員が委員として参画、評価結果を提供した。

2020 5出所：高橋、長谷川、上野：卒FITの住宅用太陽光発電の活用方策に関するユースケース分析－ヒートポンプ
給湯機を用いたPV自家消費の有用性－、電力中央研究所研究報告C19001、2019年11月

（参考）資源エネルギー庁・再生可能エネルギー主力電源
化制度改革小委員会（第3回）資料より抜粋

2020 6

評価方法の概要

2020

対象世帯
• 4kWのPV設置済の戸建住宅（4人世帯、関西地域を仮定）

手法
• 数値シミュレーションモデルによる評価。評価期間は1年間。

対象設備（卒FIT）
• 蓄電池：容量6kWh。充放電効率は81%を仮定。

• HP給湯機：直近の製品のトップランナー効率を仮定。熱源機COPや貯湯
槽の放熱ロスの外気温依存性を考慮する。

評価指標（モデル結果）
• 環境面→一次エネルギー消費量、年間CO2排出量

• 系統側→再エネ自家消費率

• 顧客側→需要家側の年間コスト

7

HP給湯機モデル

HPユニット（熱源機）COPの設定
 A社製エコキュート最新機の熱源機COPの
カタログ値から（夏期標準は5.52, 中間期標準は

5.08, 冬期高温は3.0），右図の熱源機COP
の外気温特性を仮定した。

貯湯槽の放熱ロスの考慮

2020 8

貯湯槽の熱エネルギー収支モデル

Q=Q-1+(qHP-q)-qLOSS
 出湯熱量 qHP=c＊(THP-T0 )＊lHP
 給湯熱量 q=c＊(T-T0 )＊l 

(c:比熱)
 放熱ロス qLOSS=(T-Ta)＊(L/L0)÷R

(R:タンク熱抵抗 400K/kW)



評価ケース

2020 9

ケース名 説明 給湯設備 蓄電池 HP給湯機の運用方法

売電
PV余剰分は全て逆
潮する

ガス給湯器 なし ―

蓄電池
PV余剰分を蓄電し
自家消費する

ガス給湯器
あり(容量
6kWh,10kWh) ―

HP給湯
（夜間
蓄熱）

PV余剰分は逆潮す
る

HP給湯機 なし
毎日夜間蓄熱（23時～
7時）

HP給湯
（最適
制御）

PV余剰分の蓄熱と

売電を最適制御※1 HP給湯機 なし
昼間／夜間蓄熱の
最適制御

HP給湯
（昼間
蓄熱）

PV余剰分で蓄熱す

る。不足時は昼間
系統電力で蓄熱。

HP給湯機 なし
天気に依らず毎日昼間
蓄熱（7時～15時）

参照 PV利用中止 ガス給湯器 なし ー

※1 ローカル制御（各戸単位）を仮定。需要家のエネルギーコスト最小化により時刻毎の蓄熱量を決定。

2020

【結果】PV住宅の電力需給バランス
～中間期平日のうちPV発電量が多い日～

10

HP給湯（夜間蓄熱）ケース

HP給湯（最適制御）ケース HP給湯（昼間蓄熱）ケース

蓄電池ケース(電池容量6kWh)

2020

【結果】PV住宅の電力需給バランス
～冬期平日のうちPV発電量が少ない日～

11

HP給湯（夜間蓄熱）ケース

HP給湯（最適制御）ケース HP給湯（昼間蓄熱）ケース

蓄電池ケース(電池容量6kWh)

2020

【結果】年間一次エネルギー消費量

12

• 蓄電池ケースは，電池の充放電ロスのため，一次エネ消費量が増
加(対売電ケース)。

• HP給湯ケース（最適制御，昼間蓄熱）は，HP給湯機の導入かつ昼
間COPが高いため，一次エネ消費量が最も少ない。



2020

【結果】HP給湯機の年間電力消費量

13

• HP給湯機の年間給湯システム効率の値は，（夜間蓄熱）は4.0，（最適制
御）は4.6，（昼間蓄熱）は4.6であり，このため昼間蓄熱運転する２ケースで
はHP給湯機の年間電力消費量が削減される。

• HP給湯機の電力消費量のうち，PV余剰を自家消費した割合は70%（最適
制御），61%（昼間蓄熱）。

2020

【結果】年間CO2排出量

14

※系統電力のCO2排出係数として，2030年度の政府目標値0.37kg‐CO2/kWh(使用端)，「電気事業低炭素社会協議会」の事業者の
2017年度実績値0.496kg‐CO2/kWhを仮定した。

• 一次エネ消費量と同様に，蓄電池ケースではCO2排出量は増加(対売電ケース)。HP
給湯ケース（最適制御，昼間蓄熱）はCO2排出量が最も少ない。

• CO2排出量のケース間の大小関係は，排出係数を2017年度実績値に変えても変わら
ないが，CO2排出量の差は縮小する。

2030年度政府⽬標値
(0.37kg-CO2/kWh)

2017年度実績値
(0.496kg-CO2/kWh)

2020

【結果】PV発電電力の自家消費率

15

• 昼間蓄熱運転するHP給湯機の導入はPV自家消費率の向上に寄与し，59%
（最適制御），57%（昼間蓄熱）にPV自家消費率が高まる。

括弧内は，PV発電電力の自家消費率（充放電ロス控除後）の値。

※自家消費率＝（PV発電電力量―蓄電池の充放電ロス分—系統側へ逆潮流量）÷PV発電電力量

【結果】需要家側の年間コスト

※年間コスト＝系統からの買電コスト―系統への売電収入＋都市ガスコスト＋蓄電池導入コスト（年換算）
＋HP給湯機導入コスト（年換算，ガス給湯器との差額）
なお，卒FITのシステム比較が目的であるため，PV導入コストは計上していない。

2020 16

• 現状の機器価格として，HP給湯機のトップランナー機器（ガス給湯器との差額）
は40万円/台，蓄電池は20万円/kWhを仮定した場合，①蓄電池ケースは蓄電池
を導入するため需要家側コストが最も高いこと，②HP給湯ケース（最適制御）は
需要家側コストが最も小さいことが分かる。



まとめと今後の課題

評価結果のまとめ
• HP給湯機の昼間蓄熱運転によるPV自家消費は、「省エネ・
CO2排出削減」に貢献する。また、「PV自家消費率の向上」
「需要家側コストの抑制」の点でもメリットがある。

• 想定した条件下では、蓄電池導入によるPV自家消費は，
需要家にとって経済的ではなく、CO2排出削減や省エネにも
つながらない。

今後の課題
• PVの大量普及時においてHP給湯機の最適運転を実現す
る規格や制御技術の研究開発

• 系統安定化効果やレジリエンス対策など、その他の便益の
評価

2020 17
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