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特集：みんな、つながる

九州電力では、地震や台風などによって大規模な配電線事故が発生した際に、被
害状況の把握から復旧対応者の動向管理、復旧計画策定までを一元管理できる配電
非常災害対応システムを開発し、2011年6月13日に運用開始した。本稿では、配電線
事故の早期復旧完了を目的に効率的な復旧計画を算出する「復旧計画策定支援機能」
について紹介する。
「復旧計画策定支援機能」導入によって、復旧計画の精度が向上すると共に、復旧

作業の進捗状況や複雑な作業条件の指定が復旧完了に与える影響を評価し、更なる
復旧対策にフィードバックすることが可能となる。また、計画結果は全ての関係者
で共有できる仕組みとし、情報伝達の時間的なロスを削減し、九州電力管轄エリア
全体での計画調整が効率化される。
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災害時の早期復旧のための
配電非常災害対応システム
—復旧計画策定支援機能の開発—
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ま　え　が　き

社会インフラの停止が社会生活に与える影響は
大きい。特に、今回の東日本大震災のように広範
囲に亘り同時多発的に社会インフラ設備が被災す
る場合、いかに効率的・合理的な復旧作業を行う
かが、提供している側の企業にとって喫緊の課題
となる。

九州電力では、復旧対応業務の効率化を目的に、
これまで機能分散していた非常災害対応時に使用
するシステムを一つに統合し、配電線の被害状況
把握から復旧対応者の動向管理、復旧計画策定ま
でを一元管理できる配電非常災害対応システムを
開発し、運用を開始した。

本稿では、早期復旧完了を目的に復旧計画を算
出する復旧計画策定支援機能について紹介する。

配電部門の非常災害復旧対応

九州電力は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、
熊本県、宮崎県、鹿児島県の地域に向けて電力を
供給しており、本店、お客様センター 8箇所、営業
所54箇所に管轄エリアを細分化している。

大規模な電力供給支障が発生した場合、本店に
対策総本部、お客様センターに対策本部、営業所
に対策部を設立する。

対策総本部および対策本部では主に復旧方針、
復旧計画、動員計画等の策定とお客様センター間、

営業所間の統括を行い、対策部では状況把握およ
び復旧工事の計画立案、実施、進捗管理を行う。
配電非常災害対応システムは主に対策部の計画立
案に利用し、その結果は対策総本部、対策本部に
情報連絡する。対策総本部、対策本部では対策部
から報告される計画結果を共有し管内の統括を行
う（図-1）。

大規模な電力供給支障は、暴風、豪雨、豪雪、
洪水、高潮、地震といった異常な自然現象等によっ
て、広範囲に渡り配電設備が被害にあった場合に
発生する。配電設備とは、支持物（電線を支持する
工作物）、電線、その他関連機器（変圧器、開閉器
など）であり、被害の種類には電柱倒壊、電柱折損、
電柱流出、電線断絶などがある（表-1、図-2）。

復旧計画策定支援機能の開発

● 目的
旧システムにおける復旧計画策定機能は、復旧

計画の中で、復旧にかかる作業時間は考慮される
ものの、作業班の移動時間が考慮されないなど、
その精度に対して課題を残していた。また、復旧

図-1 非常災害対策組織の概要 図-2 配電設備の被害

表-1 配電設備の数量
主な配電設備 数量（2011年3月末）
支持物基数 約236万基
配電線亘長 約17万km
配電線延長 約58万km
変圧器数 約94万台
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対応業務に対してPDCAを回すため、詳細な作業
条件や作業進捗状況を復旧計画に反映させる仕組
みも求められていた（図-3）。

そこで、本機能では最適化技術を適用し、詳細
な条件設定のもと効率的・合理的な復旧計画を算
出する仕組みを目指した。
● 機能概要

復旧計画策定支援機能は、巡視による被害状況、
復旧作業による実績状況がリアルタイムに収集さ
れる配電非常災害対応システムの一つの機能であ
り、WEBアプリケーションとして開発した。復旧
計画の立案結果は、ブラウザを通して全ての関係
者で情報共有される（図-4）。

復旧計画（作業班への復旧作業の割り当てと着手
順番の決定）は、被害状況情報（被害箇所および復
旧に必要な時間）と、移動時間情報（被害箇所間の
移動にかかる時間）、作業班情報（利用可能な作業
班数）から算出する。また、復旧作業開始後は、復
旧実績情報を取り込み、被害状況情報と作業条件な
どを更新しながら逐次的に再計画を行う。

● ユーザビリティ
復旧計画の効率化は、現場の知恵や経験に大き

く依存するため、復旧計画策定支援機能は、いろ
いろなパターンの詳細条件を設定・変更し、結果
の比較検討を行うシミュレーターとして利用され
る。例えば、作業班を追加した場合どの程度復旧
完了が早まるかや、作業班に任意作業を指定した
場合どの程度復旧完了時刻に影響があるかなど、
利用者は試行を繰り返し、より良い結果を選択す
る。そのため、詳細な条件設定を可能にするとと
もに、ガントチャートを用いて視認性の向上を図っ
た。設定可能な条件については次節にて述べる。

また、復旧計画および作業実績を同じガント
チャート上に表示し、一つの画面で作業進捗およ
び予定の確認ができるようにした（図-5）。

配電設備の復旧計画問題

復旧計画の立案対象範囲は営業所管轄エリアと
し、営業所管轄エリアの全ての被害箇所の復旧完
了が最短となるように、作業班への復旧作業の割
り当てと着手順番の決定を行う。配電設備復旧計
画問題の特徴は、復旧箇所から直ちに送電するた
めに電源側の被害箇所から復旧を行わなければな
らないと言う先行条件制約と、作業班の合流を許
し作業の短縮を図る合流条件制約である。

営業所管轄エリアには複数の変電所があり、変
電所から出る一つの配電線を元として、そこから
分岐する全ての配電線群を回線と呼び、回線上の

図-5 復旧計画作成画面

図-3 復旧対応業務のPDCA
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開閉器と開閉器の間を区間と呼ぶ。今回の復旧計
画では被害箇所を区間単位の集計として取り扱う

（図-6）。
《input》
復旧工量：区間の復旧作業に必要な時間
移動工量：区間間の道なり移動時間
作業班数：営業所で利用可能な作業班数

《output》
以下の条件を満たす作業班の復旧スケジュール

•  先行条件（電源側の区間から復旧を行う）
•  回線・区間の着手可能時刻
•  回線・区間の優先順位
•  作業班の作業開始可能時刻
•  作業班の休憩時間
（一日で復旧が完了しない場合は休憩後翌日に作
業を再開する）

•  作業班への回線指定、区間指定
•  作業班の合流条件

復旧計画策定支援機能の導入効果

2006年台風13号の被害データを使用し、移動工
量を考慮しない旧システムの復旧計画策定支援機
能と、新しく開発した復旧計画策定支援機能で
被害箇所に対して優先順位条件を設定した場合
と、設定しない場合における計画結果を表-2に示
す。旧システムの結果と新機能の結果を比較する
と、新機能の方が移動工量を考慮した分だけ復旧
完了時刻が遅くなり、実態に近づいたことが分か
る。また、優先順位条件の有無で結果を比較すると、
条件設定ありの場合は作業順番が制限され復旧完
了時刻に影響することが確認できた。

新しく開発した復旧計画策定支援機能を導入す
ることにより、復旧計画の精度が向上すると共に、
作業実績状況や条件設定が復旧完了に与える影響
を評価し、応援作業班の追加など更なる復旧対策
にフィードバックすることが可能となる。また、
計画結果は全ての関係者で共有され、情報伝達の
時間的なロスを削減し、営業所の枠を超えた全体
計画調整を行うお客様センター・本店業務の効率
化に繋がる。

む　　す　　び

復旧作業をより効率化するためには、災害発生
直後の情報錯綜期に、被害状況を素早く把握する
技術や、正確に予測する技術が必要不可欠となる。

今回の配電非常災害対応システムでは、作業班
GPS情報から現在位置を地図上に表示する機能や、
撮影した写真をPDAで送信できる機能など、素早
い被害状況把握を可能にする機能を強化した。

また、九州地方では台風による大規模災害の発

表-2 復旧完了時刻の比較（復旧開始　7/1 6：00）

営業所 テストデータ
復旧完了時刻

旧システム
（移動工量考慮なし）

新機能（移動工量考慮あり）
新機能_条件無 新機能_条件有

大村
復旧工量：7,614分
作業班数：7班

7/2　8：08 7/2　11：53 7/2　12：49

長崎
復旧工量：19,572分
作業班数：12班

7/2　17：11 7/2　20：16 7/2　23：54

島原
復旧工量：15,108分
作業班数：5班

7/4　8：22 7/4　15：19 7/5　10：58

図-6 復旧計画の対象範囲
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生率が高く、台風の接近・上陸が予想される場合は、
事前に台風被害規模の予測を行い、被害が見込ま
れる営業所に作業班を配置する。今後は、台風被
害予測と復旧計画策定支援機能を連携させた事前
作業班の配置計画など、さらなる復旧対応業務の
効率化、高度化を検討している。
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