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まえがき

本書は，大学の工学系において電気工学を学ぶ学生のための，送配電工学の

講義用教科書として執筆したものである。

電力は，現在の社会活動を支える主要な基盤的要素であり，供給の中断が社

会に与える影響は大きし一時的といえども避けなければならない。そのた

め，供給においては高い信頼性が要求されている。送配電系統は，電力システ

ムにおいて発電から変電を経て電力の利用段階までを結ぶ流通機構であり，そ

の存在によりはじめて電力系統をシステムとして成り立たせるもので，系統内

の変動や擾乱に対応して，つねに電力の流通を健全に保つ使命を担っている。

最近の発電所は，大都市圏からの遠隔地に大規模に建設される傾向があり，

そのための長距離大電力送電線路は故障やそれに伴う送電停止の危険にさらさ

れるため，そのような事態を避けるような対策がますます重要になっている。

一方，わが国の電力系統におけるネックであった 50Hzおよび 60Hzから

なる東西二通りの周波数の地域間と，北海道・本州聞は，それぞれ直流系統に

より結ばれるに及んでト，北海道・本弁|・四国・九州の電力系統は，相互に電力

融通が可能な広域的系統に発展している。さらに，長距離大電力輸送のため，

100万V送電線路も建設され，間もなく実用されようとしている。また，半

導体素子の発展とともに，交流系統内にそれらを利用した直流連系装置や無効

電力供給装置などを導入して制御性能を向上させたり，分散形電源として太陽

光発電や風力発電，燃料電池発電などの導入や連系も促進されている。送配電

系統は，このように技術的にも高度化し，形態も多様化しつつある。

本書は，このような送配電系統を工学的に理解するとともに今後の発展に携

わろうとする学生の勉学に役立つことを意図したものである。執筆にあたって

は，基礎的な事項を定量的に把握するための計算方法や，装置や特性の現象的

な理解のための説明を心がけた。そのため，複雑な回路網からなる送配電系統

の特性や故障などの基本的な計算方法に多くの紙面を割しユている。また送配電

特性には，電線路だけではなしそれに接続する装置も深く関係しており，必

要に応じてそれらについても述べている。最近の新しい技術や動向についても
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できるだけ取り入れるように心がけたが，紙面の都合で割愛せざるをえないも

のも多かった。

計算方法などの理解のために取り入れた例題あるいは演習問題としては，本

書のために作成したものと，電気主任技術者の資格試験の問題から引用したも

のがある。本書を利用した学生や技術者が，送配電の分野において大いに活躍

されることを期待している。

執筆にあたっては，第 I 編の 1~5 章， 8章後半， 11章を小山が，第 I編

6~7 章， 8章前半， 10章を鈴木が，第 I編 9章と第II編を木方が担当した。

最後に，著者らが勤務する日本大学においてつね日頃ご協力をいただいてい

る塩野光弘氏と東京都立工業高等専門学校の進藤康人氏，資料の提供をいただ

いた東京電力(株)の原口芳徳氏および近藤宏二氏に深く感謝いたします。

また，本書を刊行するにあたり，多大なご支援とご協力を賜った(株)コロナ

社の関係各位に対し深く感謝いたします。

1999年 5月

著者一同

改訂にあたって

本書は初版の発行から 20年が経過し，その聞に送配電技術の進歩に加え，

電力自由化に伴う産業構造の変化により電力の安定供給にも影響を及ぽしてい

る。特に， 2011年東日本大震災による原子力発電所事故を境に，電力の需給

状況や技術動向は大きく変化している。それに伴い，新しい送配電技術や運用

方法について引用しつつ，また，教科書として採用していただいた方々のご意

見をもとに改訂版を出版することにした。改訂版においては，内容の大幅な変

更は避け，社会情勢に応じて内容の追加，訂正，記述事項の移動など塩野が再

編を行った。スマートグリッドや電力広域的運営推進機関の発足など情報化社

会の進歩による取組みが拡大している中でも，電気工学を学ぶ学生にとっては

送配電工学の基礎をしっかり学んでほしいものである。

2019年 11月

著者一同
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1 総

送電系統

:6 

Z岡

電力は，各種のエネルギー媒体の中で着実に重要性を増している。本章で

は，発電 ・送配電からなる電力系統の最近の動向と，送配電工学の学問的な

位置付けについて述べる。

(1) エネルギーと電力 エネルギーは，衣食住とともに人聞社会の基礎

となるものである。

わが国においても，人口の増加と経済活動の進展とともに急速に増大してき

たエネルギー消費量も ，1973年のオイルショックを契機に，産業構造の省エ

ネルギー化，高効率技術の導入などにより抑え られ，経済活動の伸びを少ない

エネルギー消費で達成するように変わってきた。しかし，その中で電力の需要

タイトル写真 :500 kV送電線路と落雷の遮へい〔東京電力(株)提供〕
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2 1編送電系統

は，産業における省力化や機械化，民生部門における OA化や空調の普及な

どのため，着実に増大しつつある。

一方，エネルギー源としての化石燃料は，資源量に限りがあることや環境的

制約のため，今後，大幅な増大は期待できず，他のエネルギー源への移行が必

要とされている。化石燃料が発電や直接的利用のいずれの用途にも応じること

ができるのに比べ，原子力や自然エネルギーは，いったん電力のような形態に

変換しなければ利用困難であり ，そのため，エネルギーの供給面から見ても，

今後，電力の割合がいっそう高まり，その役割や重要性が増すものと考えられ

ている。

種々のエネルギーの中で電力がほかと際立って異なる点は，ほとんどの場

合，発生と消費が同時に行われるため，電力系統全体の発生量と消費量の総量

が瞬時的にもつねにバランスが保たれていなければならないことで，発電所な

どの装置は，バランスを維持するように速応性をもった高度の制御のもとで運

転されている。

交流方式の電力系統では，系統内のすべての同期発電機は電気的に同一速度

で運転して相互に作用し合っており，系統内で起こる擾乱は，多かれ少なか

れ全系統に影響を及ぽす。もし系統内の電力需給のバランスが崩れると，系統

が動揺し，発電機の脱落，一部または広域の停電にも至ることがある。

送配電は，電力系統にあって，発電所で発生した電力を消費者に送る流通機

構であるとともに，広域運用における電気事業者間の電力融通を行うなど，電

力系統を有機的なシステムとして維持する役割を担っている。

(2 ) 超高圧化・長距離化 発電所の敷地難，環境問題への関心の高まり

などにより，発電所の立地は大都市圏ではますます困難になり，電力発生地点

と高密度需要地点とは，遠隔化している。特に，最近の電源開発において大き

な割合を占めている原子力発電所は，遠隔地点に集中的に建設される傾向があ

り，大電力の長距離輸送が必要となるケースが増加している。このような場

合，送電系統がつねに発生電力を安定的に輸送できる信頼度を維持すること

は，電力系統全体の健全な運用にも必要である。
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(3 ) 架空送電と地中送電 欧米の多くの国では，農山村地帯や郊外では

架空送配電線路を見かけるが，都市内ではほとんどが地中送配電によってい

る。わが国でも都市が過密化し高層化するにつれ，送配電の地中化が推進され

つつあるが，建設費が高くなるため，必要度と経済性のバランスを考慮しつ

つ，ほかの地中利用計画との協調を図りながら進められている。しかし，全体

としては架空送電線は圧倒的に多い。

郊外や農山村地帯では，地中送配電にも建設費や充電電流などの問題がある

ため，特別な理由がない限りは，架空送配電が主として採用され続けることに

なると考えられる。

( 4 ) 電力系統の最近の動向 従来の電力系統では，電力は，発電所におい

て集中的に発電されて需要家に供給される，一方向的な流れであった。 2009年

から，太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーで発電した電気(分散

型電源)を系統に接続して，電気事業者が一定価格で一定期間買い取ることを

国が約束する固定価格買収制度 (FIT)が導入されるようになるとともに，電

気事業以外の企業で発電した電力を電気事業の電力系統に供給することを可能

とする電力自由化が拡大している。時期を同じくして，発電所，送電網，需要

家を光ファイパーなどのネットワークで結び，最新の電力技術と IT技術を駆

使してスマートグリッドを構築し，効率よく電気を供給する取組みが始まった。

また，東日本大震災とその後の電力需給の逼迫を経験してから，緊急時の需

給調整機能を強化するため，電力広域的運営推進機関が発足し，電源の広域的

な活用に必要な送配電網の整備を進める取組みも始まっている。

(5 ) 学問的観点 送配電工学は，学問的に見ると電磁気学，回路理

論，電気機器理論，エネルギ一変換理論などの電気工学における基礎的学問

が，送配電分野でどのように応用されているかを知るうえで興味深いものがあ

る。さらに，電力系統を構成する機器は，送配電系統の導入により初めてダイ

ナミックで巨大なシステムとなるものであり，そのようなシステムにどのよう

に取り組むべきかを学ぶことは，ほかの大規模システムの検討のためにも貴重

な経験となる。
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送電方式と送電系統構成

本章では，電力流通の骨格である送電系統の方式と系統の基本的な構成と

現状，最近の動向などについて述べる。

(1) 交流方式と直流方式 1880年代，世界で初めて電気事業が起こっ

た欧米や，それに続いたわが国においても，初期の送配電は直流方式であっ

た。これは，営業的に利用可能な発電機として最初に登場したのが直流発電機

であったことによる。しかし，直流機は高電圧化が困難であるため，直流方式

の送電では，送電電力の増大は大電流化によらねばならず，電圧降下や損失の

増加を伴うために，長距離送電はほとんど不可能であった。

そのため，発電は需要地の近くで行わねばならず，当時照明需要の多かった

都市中心部では火力，山地近くの工場用には水力を用いた直流による発送配電

が端緒となった。

その後，高電圧化の容易な交流機や変圧器が発達するとともに，大規模な発

送配電には交流方式が採用されるようになり，交流が電力系統の主流を占める

ようになった。

わが国の電気事業の初めは，明治 20(1887)年の東京電燈会社により 25kW

の直流発電機による直流配電から開始し，その後各地に直流方式を採用した電

気事業会社が起こった。大阪電燈会社が明治 23(1890)年に交流を採用するに

及んで交流の利点が認識され，その後は交流方式が導入されるようになった。

明治 40(1907)年の，山梨県桂川の駒橋水力発電所から東京への交流 55

kVによる 15000kWの 80km送電，大正 4 (1915)年の福島県猪苗代第一
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発電所から東京への交流 115kVによる 37500kWの230km送電の実現が，

需要地から遠い水力発電の開発と長距離送電を促進する契機となり ，交流電力

系統が拡大していった。

交流の最大の利点は，電圧の変成が容易なことであり ，長距離送電段階の電

圧を変圧器により高圧化して電力損失を抑え，使用段階では用途に適した電圧

に容易に変えることができることである。

交流方式における周波数としては，世界的には 50Hzおよび 60Hzが主流

をな して いる。わが国では，ドイツから初期の技術導入をした東日本が 50

Hz，米国か らの西日本が 60Hzを中心にして両者が混在して発展した。途中

統一化が図られたが，東日本が 50Hzに，西日本が 60Hzに地域別には統一

されたが，全国的な統ーには至らず，現在に及んでいる。

最近の半導体素子やその利用法の進歩に伴い，交流と直流の変換が高い信頼

度で行えるようになり ，交流系統の中に直流部分を含む交直連系の系統構成も

実施され，交流のみの系統よりも優れた特性をもたせることが可能になってい
れい

る。 察明期の直流送電と異なるのは，現在の直流送電は交流系統内に部分的に

存在し，電圧も高い ことである。

( 2 ) 三相交流方式 交流方式のうちでは，動力用を除く多くの電力の

最終利用は単相方式で行われているが，発電，送電，大口配電 ・利用のほとん

どは，三相によ っている。これは， 同期発電機，同期電動機，誘導電動機など

は回転磁界を利用しており三相方式が適していること，平衡時の送電電力の瞬

時値が脈動することなく一定であること，損失率，対地電圧，力率を一定とし

た場合に，電線 l条当たり の送電電力が，単相 2線式や四相以上の対称多相多

線式などに比べて大きいなどの理由による。

( 3 ) 系統構成 電力の流通機構は，発電所で発生した電力を変圧

器により昇圧し，輸送(送電)し，降圧した後，需要家に配送(配電)するま

での過程からなるが，その聞には，発電所， 変電所，開閉所，送電線路，配電

線路などを含む。それらのうちおもなものの定義はつぎのようである。

電気事業法によれば，Wi変電所」とは，電気を変成するために設置する変圧
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