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北海道胆振東部地震において 

電力保安通信ネットワークが果たした役割について 
The role of Communication Networks for Electric Power System in The 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake 

星 英樹 
 

1. はじめに 

 
 電力保安通信ネットワークは，電力の安定供給に必要

な給電指令や送電線系統保護に利用されており，自然災

害が発生した際も確実に機能するよう高い信頼性を目指

して設計・構築している．これまでも幾度となく災害に

見舞われているが，影響範囲・期間が限定的であったこ

ともあり，機能停止に至るおそれが顕在化することはな

かった．こうした中で発生した 2018 年 9 月 6 日の北海

道胆振東部地震においては，全域停電（ブラックアウト）

という従来の事故を大幅に超える系統事故となったこと

から，電力保安通信ネットワークの設備構成や信頼度の

妥当性検証と今後解決すべき課題を認識する契機になっ

た．本稿では地震発生からブラックアウトを経て電力系

統が回復するまでの一連の事象と，その間に電力保安通

信ネットワークが果たした役割及び顕在化した課題を述

べる．  

 

2. ブラックアウトの一連の事象 

 
2018 年 9 月 6 日（木）3 時 7 分に発生した北海道胆振

東部地震に伴う北海道エリアのブラックアウトについて，

事象及び復旧の概要を述べる．  
 

2.1 ブラックアウトに至った経緯 

 北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度 7 の地震

に伴い以下の事象が発生した．地震発生からブラックア

ウトまでの周波数，北海道と本州を結ぶ北本連系設備の

潮流推移を図 1 に示す．  
（ａ） 苫東厚真発電所 2・4 号機がタービン振動によ

り停止したことで周波数が低下した．これにより，

北本連系設備からの緊急融通及び，周波数低下リ

レー（UFR：Under Frequency Relay）動作によ

る負荷遮断（遮断量 130 万 kW）のほか，風力発

電が停止した．  
（ｂ） 地震による送電線揺動により，道央エリアから

道東エリアにつながる 3 線路（4 回線）で地絡事

故が発生し，道東エリアが分離され単独系統とな

った．その後，道東エリアの周波数が上昇したこ

とにより，水力発電機が停止し，道東エリアが全

停となった（1 分後再送電で負荷のみ供給）．  
（ｃ） 上記事象の結果，周波数低下は 46.13Hz で止ま

り，北本連系設備の自動周波数制御機能（AFC：

Automatic Frequency Control）により 50Hz で

一時的にバランスした．  
（ｄ） 周波数回復後，需要増加により周波数が徐々に

低下した．なお，需要の増加は情報収集のための

照明・テレビなどによるものだけでなく，負荷遮

図 1 地震発生からブラックアウトまでの周波数，北本潮流推移 

©電子情報通信学会  2020 

 



断後の系統電圧上昇による有効電力の増加も一

因と推定されている．  
（ｅ） 火力発電機へ出力増加を指令・制御し，周波数

が回復傾向となった．  
（ｆ） 地震によりボイラー管が損傷したことで，苫東

厚真 1 号機の出力が低下した．これに伴い，周波

数が 48.5Hz 以下まで低下したが，2 回目の UFR
リレー動作による負荷遮断（遮断量 16 万 kW）に

よって周波数は 49.5Hz 程度まで上昇した．  
（ｇ） 苫東厚真１号機が停止し，周波数が低下したこ

とで 3 回目の UFR リレーが動作し，負荷遮断（遮

断量 6 万 kW）が行われたが，周波数を回復する

ことはできなかった．  
（ｈ） 周波数低下により，火力発電機，水力発電機が

連鎖的に停止し，エリア内の電源を失ったことか

ら，北本連系設備が運転不能となり 3 時 25 分に

ブラックアウトに至った（停電戸数 295 万戸）．  
以上のように，今回の事象は，主として，苫東厚真発

電所 1，2，4 号機の停止及び送電線 4 回線の事故による

水力発電機の停止からなる複合要因により発生した．ま

た，北本連系設備のマージンを活用し緊急時 AFC 動作

による緊急融通が行われ周波数を一旦は回復させたが，

最大受電量に達したため，苫東厚真発電所 1 号機のトリ

ップ時には周波数調整機能を発揮できなかった．  

 
2.2 ブラックスタートからの復旧 

 北海道エリア全停時の復旧手順は，ブラックスタート

対象発電機の運転可否条件により，発電機の起動順位を

パターン化（全 7 パターンを準備）している．また，系

統安定化のため，揚水発電機 2 台による復旧を基本とし

ている．ブラックスタート後の系統復旧手順は火力・原

子力発電所の保安用所内電源確保と早期の系統への再並

列を目的に，操作ステップの少ない 275kV 系統から実施

する手順である．ブラックスタート操作は，中給からの

給電指令（目的指令）により各系統制御所へあらかじめ

定められた操作ステップの実行を指示することで実施し

ていく．停電負荷の復旧については，中給において発電

機の並列状況から供給力を算出したうえで，系統制御所

への給電指令により実施する．なお，ブラックスタート

時は，系統規模が極めて小さいため，擾乱による復旧系

統への影響が平常系統と比較して大きくなる．このため，

負荷供給操作による周波数・電圧変動を考慮し，停電負

荷を約 3,000kW 単位で復旧することとしている．  
以上の方針にもとづいてあらかじめ定められている復旧

手順により，次のとおり復旧した．図 2 にブラックアウ

ト直前の系統概略図，図 3 に基幹系統復旧中の系統概略

図を示す．  
（ａ） ブラックアウト後，1 回目のブラックスタート

機（高見 1 号機）起動から，火力発電所所内負荷

を供給しつつ，275kV 系道央ループまで復旧した

が，泊原子力 3 号機主変圧器への加圧時に，変圧

器突入電流（過電流）により道央ループ分路リア

クトルが停止するとともに送電線地絡事故も発

生したため，ブラックスタート機が停止した．  
（ｂ） 2 回目のブラックスタート（新冠 1，2 号機）で

は，故障が発生した機器・送電線を使用しない送

電経路を選択，砂川火力 3 号機まで復旧し，順次

停電負荷の復旧を実施した．  
（ｃ） その後，知内火力発電機などを順次並列し，他

励式北本変換設備の運転条件を満たしたところ

で融通電力の受電を開始し，順次受電量を増加さ

せ，30 万 kW を受電した．   
（ｄ） 更に伊達火力発電機などを並列し，北本連系設

備からの融通を 60 万 kW まで増加することで，

一般供給負荷の復旧を完了した．以上により，ブ

ラックアウトから 45 時間程度で概ね北海道エリ

ア全域に電力を供給した．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 ブラックアウト直前の系統概略図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 3 基幹系統復旧中の系統概略図  

 

【凡例】  
赤：送電可能な状態（運転中及び充電中） 
黒：停止中  

【凡例】  
赤：送電可能な状態（運転中及び充電中） 
黒：停止中  



3．電力保安通信ネットワークの概要と被害状況 

 

 電力系統の神経とも例えられる電力保安通信ネットワ

ーク（図 4）は，給電指令や送電線保護等，電力の安定

供給に不可欠であり，災害時等にも確実に動作すること

が求められることから，耐災害性の高いマイクロ波無線

や伝送路を二重化したループ型光伝送装置（図 5）によ

る重要回線の複ルート化や電源の二重化など高い信頼性

を目指して設計・構築している．  

 

図 4 電力保安通信ネットワーク  

図 5 電力保安ネットワークの主な構成機器  

 今回の地震では，震源付近の無線局で激しい揺れによ

るパラボラアンテナの方向ずれや電波反射板付近の地面

崩落等による微細な方向ずれが発生して受信電波が低下

した他，斜面崩落により光ファイバーケーブルが断線す

る等の被害が発生したものの，回線断には至らなかった． 

 

4．地震発生から系統回復までに果たした役割 

 
 地震発生から系統回復までの一連の事象は，大きく「地

震発生～ブラックアウトまで」と「ブラックスタート～

系統回復まで」に分けることができる．以下にそれぞれ

の場面で電力保安通信回線が果たした役割を述べる．  
 
4.1 地震発生直後からブラックアウトまで 

 一連の事象において，各通信回線は求められる役割を

果たし，正常に運用されていた．（図 6）  

図 6 ブラックアウトまでに通信回線が果たした役割  

（ａ） 地震時に発生した道央～道東エリアにつながる

送電線の地絡事故では，送電線保護リレーで瞬時

に送電線を開放し，大電流を遮断することで送電

線の溶損や他の電力設備の損傷を防止【CR】  
（ｂ） 苫東厚真 2･4 号機停止等による周波数低下を補

うため，他の火力発電機への出力増加指令・制御

を実施．【給電 CDT，給電電話】  
（ｃ） 水力発電所に対して周波数を維持するための出

力増加を実施【水力 AFC 回線】  

 
4.2 ブラックスタートから系統回復まで 

 ブラックアウトに至ってから，ブラックスタートを開

始するまでの準備並びに，ブラックスタート後の火力発

電所起動，供給力と負荷のバランスをとりながらの供給

範囲拡大においても，通信回線は求められる役割を果た

した． (図 7) 
なお，一部変電 TC 回線は，停電から十数時間後にバ

ックアップ用蓄電池の容量枯渇により不通となったが，

電力系統の復旧操作に大きな影響はなかった．  

図 7 系統回復までに通信回線が果たした役割  

（ａ） 系統運用自動化システムで発電機や変電所の潮

流情報などを収集しブラックアウト状態である

ことを把握【給電運用自動化システム用 IP 回線 ,
給電 CDT，発・変電 TC】  

CR：送電線保護リレー（Carrier Relay）  
TC：遠隔監視制御（Tele Contro l）  
CDT：サイクリックデジタル情報伝送（Cycl i c Dig ita ldata Transmiss ion）  



（ｂ） 中給から各系統制御所，火力発電所に対してブ

ラックスタート開始を給電指令【給電電話】  
（ｃ） ブラックスタート対象発電機を起動し，送電線

を介して火力発電所起動用電源として供給【発電

TC，変電 TC】  
（ｄ） 火力発電所を起動し，他の火力発電所や原子力

発電所の保安用所内電源として送電【給電電話，

給電 CDT】  
（ｅ） 火力発電機並列，北本連系設備からの受電も加

え、供給力と負荷のバランスを取りながら供給範

囲を拡大【給電電話，給電 CDT，発・変電 TC，

北本設備 CDT】  

 

5．顕在化した課題と対策 

  
電力の安定供給に必要な電力保安通信回線が停電時に

おいても確実に動作するよう，構成する通信回線の重要

度や通信局の電源環境に応じて通信設備用電源のバック

アップ時間を設計しているが，設計時間を大幅に上回っ

た通信局の電源を維持するため奔走する事態となった．

これら対応から顕在化した課題と対策を述べる．  

 
5.1 通信用電源運用状況と課題  

（ａ）バックアップ時間設計標準  
 構成する通信回線の重要度と過去の停電実績を参考

に、過剰とならない設計標準としている．（表１）  

表１ 通信局のバックアップ時間設計標準  

通信局種別 バックアップ時間 箇所数 

重要通信局 72 時間(発電機有) 109 

基幹系光中継所 

山頂局等到達困難箇所 
24 時間 17 

一般通信局 8 時間 646 

 
（ｂ）通信用電源の運用状況  
 系統復旧操作に直接関係のない通信機器の停止や電源

独立 2 系統装置の片系停止などの負荷制限，可搬型発電

機による仮設電源設置，変電設備用直流電源装置の停止

に同調した通信用直流電源装置停止などの対応により大

半の通信局は電源を維持した一方，電力系統の復旧操作

に影響がない通信局では電源喪失を許容した．（表２）  

表２ 通信用電源装置の運用状況  （箇所）  

総局数 
復電まで電源を維持した局 電源喪失 

した局 対応なし 負荷制限 仮設電源 

778 556 169 31 38 

 
（ｃ）顕在化した課題  

・一覧表で管理している各通信局の負荷電流値を元に

優先順位を決めて仮設電源設置などの応急対応をし

たが，山頂等を含む各通信局への移動が伴うため，

広大な北海道において同時に多数の対応は困難であ

った．  
・今回の地震では，震源地以外の設備被害は少なく，

通信局への到達に大きな支障はなかったが，倒木や

崩落による道路寸断，冬季であった場合は吹雪や積

雪など，通信局到達までに時間を要する状況であっ

た場合は，電源喪失に至る通信局が増加し系統復旧

に支障を来たすおそれがあった．  
 

5.2 対策 

 通信用電源の枯渇は，系統復旧操作に重大な影響を与

えることから，以下の対策を図っていく．  
（ａ）電源バックアップ時間の延長  

 系統復旧断面における通信回線の重要性，当該通信

局の停電回復までに要した時間，到達の容易性，代替

手段による停電時間の短縮化可否等を考慮し，蓄電池

増強等によるバックアップ時間の延長を計画・実施．  
（ｂ）遠隔による設備状況把握  

 蓄電池設備の劣化状況度合い等の要素によりバック

アップ時間の実力値が異なり，必ずしも最適な順位と

ならなかったことから，通信用電源設備の状況を遠隔

でリアルタイムに把握する仕組みの構築など，非常時

の対応のみならず日常保守の効率化を目指す．  
 

６．おわりに 

  
電力保安通信回線は高い信頼度を目指して設計・構築

してきており，これまで幾度となく見舞われた災害にお

いては，影響範囲と期間が限定的であったこともあり，

課題が顕在化するようなことはなかった．  
 今回，これまでの実績を大幅に超える広域停電が発生

し，通信ネットワークに期待していた機能をどのように

果たしたか検証することにより，設備構成や信頼度の妥

当性並びに課題を確認することができた．  
 この貴重な経験を今後の通信ネットワーク構築に活か

し，電力の安定供給に貢献していく所存である．  
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