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はじめに
20 世紀を通じて、電気はどこでも使えるユビキタスな
ものになり日常生活に欠かせないものとなりました。
いうまでもなく、現在の電力供給を支える電力網は非
常に複雑です。古いシステムの保守や更改、旧式の設
備と新しいグリーン発電ソリューションとの接続、
日々変動するエネルギー需要へのサポート、混雑した
地域へのエネルギーの長距離輸送、必要基準への適合、
そしてこうした課題に取り組みながら、最終的には顧
客満足度を向上させる必要があります。このため、こ
こ数十年間は停電を防ぐ方法について強い注目が集ま

っており、設備に起こりうる問題のモニタリング、予
測、および予防などについて集中的に研究されていま
す。こうした問題の検出には、部分放電（PD）という
物理現象が用いられます。本稿では、部分放電の概念
と利点、そして部分放電をとらえるのに使われる様々
な技術を簡単に紹介し、さらに極超短波（UHF）シス
テム、より具体的にはそのデータ取得システムに焦点
を当てます。そして、こうしたシステムの構築に適し
たデータ変換ソリューションを紹介します。

部分放電現象と部分放電をモニタリングする理由
部分放電とは、電気装置（ケーブル、スイッチギア、
サーキットブレーカなど）の絶縁層で発生する放電の
ことです。伝送路全体が完全に導通するわけではない
ので、
「部分」という言葉が使われています。

を予測して防ぐためには、部分放電のモニタリングが
有効です。モニタリングすることで利用者への影響を
最小限に抑えながら電力網を局所的に中断し、部分放
電の早期検出や効果の高い予防的交換を行うことがで
きます。

導体
放電
絶縁体

空隙

導体

図 1：部分放電
部分放電は電気網の中でも、主に絶縁体（固体、液体、
空気）で囲まれた高電圧のかかる部分で発生します。
局所的で繰り返し発生するため、時間が経つにつれ累
積し、最終的に変圧器、電力ケーブル、ケーブルアク
セサリなどが絶縁破壊することになります。絶縁破壊
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今日においては、最新式のケーブルの製造工程は十分
に確立されており、欠陥品が出回ることはほぼありま
せん。設置する前に検出され、廃棄されることがほと
んどです。したがって、部分放電による最も重大な問
題は、接続部やケーブルアクセサリで発生します。
部分放電のモニタリングは前述の保守計画という面で
見れば、どのタイプの電力網にも有益です。また、部
分放電の位置を評定することができるため、問題の早
期発見と解決も可能です。これは特に地下埋設のケー
ブルに対して有効な方法と言えます。掘り出す際のコ
ストや道路閉鎖などの影響を考慮しなくて済むためで
す。
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部分放電の検出と位置評定の方法
部分放電の検出にはいくつかの方法があり、それぞれ
に利点や問題点、ユースケースがあります。本稿では
極超短波（UHF）帯域に着目します。UHF を使用する
場合、短いパルスをとらえて正確に検出するには高速
検出システムが必要です。部分放電の代表的な検出方
法を表 1 に示します。ここに示した技術については、
それぞれに適した装置があることにご注意ください。

技術

例えば、UHF や光学技術は、ガス絶縁（GIS）超高電
圧（EHV）の変圧器への使用に適しています。さらに、
複数の技術を使用して、モニタリングシステムの性能
を総合的に向上させることもあります。それぞれの技
術にある様々なユースケース、利点、問題点について
は、参考文献[A]、[B]、[C]をご覧ください。

利点

欠点
低感度
環境ノイズの影響を受けやすい

音響／超音波

PD 位置評定

可能

VHF（超短波）
UHF（極超短波）

高感度
PD 位置評定 可能
低ノイズ／ノイズ緩和

化学

高感度

光学

高感度
PD 位置評定 可能
不透明な絶縁体には不適切（ほとん
電磁ノイズや音響ノイズに影響されな どの液体および固体絶縁体）。
い

可能

電磁インターフェースの影響を受け
やすい
連続モニタリングには不向き
PD の深刻度と検出結果との相関は
不明確

表 1：主な部分放電検出技術の概要
原則として、UHF 部分放電検出器では発生した短い放
電パルス（通常ナノ秒程度の持続時間）をモニタリン
グします。パルス時間が短いため、放電信号は直流か
ら数 GHz の周波数範囲にまで及びます。信号の UHF
部分を使うことには多くの利点があります。この周波
数帯では、干渉の影響がほとんどなく、低減させるこ
とも比較的簡単にできます。また、最新の UHF センサ
ーやデータ変換技術は高感度なため、UHF 検出システ
ムではより高度な位置評定やデフォルトパターン認識
が可能になります。このことにより、電力網のモニタ
リングでは、影響が発生している場所とその脅威の程
度がよりはっきりとわかることになります。
部分放電の位置評定には複数の技術を使用します。そ
れぞれの技術には複数のセンシングチャンネルが必要
で、各チャンネルでとらえたパルスの異なるパラメー
タを比較して位置決定を行います。多くのソリューシ
ョンでは最低でも 4 つのセンシングチャンネルが必要
で、1 メートル以下の精度で部分放電の位置を特定でき
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ます。
最も重要な技術は三辺測量です。部分放電の位置から
センシングチャンネルまでのパルス伝搬時間（タイ
ム・オブ・フライト）は、その 2 つの地点の距離と関
係しています。異なるセンシングチャンネル間でのパ
ルス到着時間を相対的に比較することで、部分放電の
位置を約 1 メートル以下の精度で推測できます（文献
[D]をご覧ください）。
もう一つの方法は、異なるセンシングチャンネルでと
らえた信号強度を考慮し、それに基づいて行うもので
す。信号の強度は、部分放電の位置からセンシングチ
ャンネルまでの距離と相関があります。このため、異
なるセンシングチャンネルでとらえた信号強度を比較
することで、部分放電の発生位置を評定できるのです。
近年、この技術をカバーする論文がいくつも発表され
ています（文献[E]、[F]、[G]をご覧ください）
。
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検出性能のカギとなる UHF 受信システム
この受信システムの目的は、部分放電センサーからの
アナログ出力を正確に取得することです。この出力信
号には部分放電発生の情報が含まれています。信号調

整を行った後、アナログ信号をデジタル信号に変換し、
部分放電の発生の有無、発生した位置、その他関連す
るパラメータを特定するための処理を行います。

受信システム

センサーからの入力

メモリ

インターフェー
ース（USB、
PCI2、PXIe･･･）

アナログフロ
ントエンド
（AFE）

ホスト PC へ

電源

図 2：取得システムの概略図

受信システムにおいて最も重要なコンポーネントの一
つが、ADC（アナログデジタルコンバータ）です。セ
ンサー出力を、ホスト PC で処理可能なデジタルのデー
タストリームに変換します。部分放電は瞬時に起きる
現象なので、UHF コンポーネントの時定数は 1ns 以下
になります。このパルスを正確にとらえるためには、
ADC の複数のパラメータを考慮する必要があります。
●

-3dB アナログ入力帯域幅：パルス周波数を正確に
とらえるためには、ADC の帯域幅が十分に高い必
要があります。パルス周波数が ADC の帯域幅より
高いと、パルスに含まれる情報がシステムによって
フィルターされ、抜け落ちてしまいます。大まかに
言って、ADC の帯域幅がパルスのコンポーネント
の最高周波数に対して 5～10 倍以上であれば、十
分な精度で取得できます。パルスの時定数は、以下
の式で周波数に換算できます。

この式の Bp はパルスの帯域幅、Tr は 10-90%の立ち上
がり／立ち下がり時間です。この式は RC ローパスフィ
ルター応答に基づくもので、パルスをとらえるのに必
要な帯域幅を推定する簡単な方法です。
例えば、10-90%
の立ち上がり時間が 1ns のときはパルスの帯域幅が
350 MHz となり、パルスを正確に復元するための ADC
の-3dB アナログ入力帯域幅は、1.75 から 3.5 GHz であ
る必要があります。
なお、システムが異なれば要件も異なりより高い ADC
帯域幅へのニーズもあり得ます。一般的には、装置か
ら情報を多く引き出そうとすればするほど、パルスを
正確にとらえる必要があり、帯域幅の要件も高くなり
ます。逆に、部分放電の有無だけを特定するのであれ
ば、パルス周波数の 2～3 倍という低い帯域幅で十分で
す。

Bp= 0.35
Tr
https://www.teledyne-e2v.com/semis
https://www.spdevices.com/
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•

サンプリング速度：水平（時間）分解能ともいわれ
るもので、ADC が 1 秒間にとらえるサンプル数を
表します。サンプリングレートが高いほどサンプル
の間隔が短くなり、パルスのタイミングの精度が上
がります。理論的には、あるパルスを復元するのに
必要な最低サンプリング速度は、ナイキスト・シャ
ノンの定理から、2*Bp となります。先ほどの例で
はパルスの帯域幅が 350 MHz なので、700 MSps
の ADC であれば十分です。繰り返しますが、装置
の目的によってこの要件は変わります。部分放電の
場所、部分放電エネルギーやエネルギーパターンな
ど、パルスからより複雑な情報を引き出したい場合
は、より高速なサンプリングが必要になります。
チャンネル数：これは単純に、利用できる取得チャ
ンネルの数です。部分放電システムにおけるマルチ
チャンネルの主な利点は、4 つのチャンネルが利用
できる場合に三辺測量により位置評定ができるこ
とです。これに加え、多数のチャンネルがあること
で同時測定が可能になります。同時測定は、例えば
変電所の制御棟内の全ての部分放電結果を収集し
たり、遠隔監視のために情報を転送したりするなど、
大規模なシステムにおいては利用価値があるとい
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えます。
取得システムのもう一つのカギとなるのは、ADC との
インターフェースとなるフロント処理ユニットです。
多くの場合、この役割は FPGA（フィールドプログラ
マブルゲートアレイ）が担います。FPGA は ADC との
インターフェースとなって第一段階の処理を実行し、
処理したデータをホスト PC に送ります。そこでデータ
はさらに後処理されて保存、変換され、部分放電が起
きている場合には対応が必要かどうかを決定します。
FPGA は並列処理が可能であり、かつ高度なインター
フェースオプションがあるため、このような役割に最
適です。
さらに、高速 ADC で生成される大量のデータを処理す
ることも可能です。例えば、2 GSps で動作するクアッ
ドチャネル 10 ビット ADC からは、80 Gbps から 10
GBps のローデータが生成されます。FPGA は ADC と
のインターフェースになり、全てのデータを復元して、
第一レベルの処理（例えばデジタルフィルタ、非線形
ノイズ抑制、デジタルベースライン安定化など）をリ
アルタイムで行い、その後複雑なトリガリングに基づ
き有効なデータを選択します。場合によっては、第二
レベルの処理（例えばパルス解析など）も FPGA で実
施することもあります。ホスト PC に送信する必要のあ
るデータをさらに低減させるためです。あるいは、こ
の第二レベルの処理をホスト PC で行うこともできま
す。

リアルタイ
ム処理

FPGA での処理

•

分解能：垂直（電圧）分解能ともいわれるもので、
各サンプルの測定値がどの程度正確かを表す指標
です。分解能が高いほど、変換の正確さも向上しま
す。例えば、分解能 10 ビットの ADC の場合、フ
ルスケール（入力電圧範囲）の値を 1024（210）個
に分割できることになります。フルスケールが 1 V
だった場合は 997 μV 刻みで判別が可能となり、理
想的な ADC を想定すると、入力信号のサンプリン
グと変換の垂直誤差は+/-488 μV の範囲となります。
このことから、分解能を 2 ビット上げると、精度は
4 倍になることがわかります（212=4096）。より大
きなパルスをとらえるためにフルスケールを大き
くすると、電圧分解能は低下してしまうため、垂直
分解能で理論上の性能が決まることに注意する必
要があります。実際には、異なる種類のノイズが
ADC の性能に影響します。垂直方向の解像度には
ノイズ効果が含まれるため、ENOB（有効ビット数）
を考慮するほうが現実的です。また、システムのタ
ーゲットにより ENOB の要件も変わります。一般
的には、ENOB が高いほど処理は複雑になり、部分
放電パルスから得られる情報もより詳細になりま
す。

ホスト PC での処理

•

2021 年 2 月

取得／デー
タ選択

▪

線形フィルタリング

▪

非線形ノイズ抑制

▪

デジタルベースライン安定化

▪

トリガリング

▪

記録取得

▪

パルス解析

▪

部分放電検出

▪

ディスプレイ

▪

決定

▪

長期保存

データ解析

ディスプレイ／
アクション

図 3：処理ステップ概要
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受信システムにおけるこれら 2 つの主要コンポーネン
トは、エコシステムに囲まれています。そのエコシス
テムは、図 2 に示すように、アナログ信号を調整する
フロントエンド、大量のデータを保存するオンボード
メモリ、ホスト PC との専用インターフェース、そして
ソリューションのサポートに必要なすべての電源で構
成されています。
Teledyne は部分放電装置メーカー向けに、2 種類のソ
リューションを提供しています。
• Teledyne SP Devices は、高性能のデータ取得ボー
ド（デジタイザ）を開発しました。これは ADC と
FPGA を一つの完全なハードウェアソリューショ
ンとして統合したもので、信号のキャプチャと処理
をサポートします。このデジタイザは、センサーと
ホスト PC とをダイレクトに接続します。また強力

2021 年 2 月

なファームウェアとソフトウェアソリューション
もあります。このため、このデジタイザによって製
品設計が加速し、市場への早期投入とプロジェクト
レベルのリスク低減がなされることにより、部分放
電装置にはさらなる利点がもたらされます。
•

Teledyne e2v は、高速アナログ／デジタル・コン
バータを開発しています。この ADC により、部分
放電装置には注目すべき利点がもたらされます。性
能を維持しながらもコストとサイズを抑えること
を主眼に置く場合、この ADC は部分放電装置に適
していると言えるでしょう。

この 2 つのオプションの詳細は、以下のセクションで
説明します。

TELEDYNE SP DEVICES – デジタイザ／取得ボード
Teledyne SP Devices はスウェーデンに拠点があり、高
速デジタイザを 15 年以上にわたり開発してきました。
高速ソリューションに焦点を当てながら自由度を保つ
ことで、様々なユースケースに対しデジタイザを最適
部品番号

ADQ8-4X
ADQ14
ADQ7DC

化することができます。このデジタイザは、表 2 にま
とめるように、特に UHF 部分放電検出器として有用で
す。

サンプリング速度

チャンネ
ル数

分解能

立ち上がり／立
ち下がり開始時
間（10/90%）

2/4 GSps

4/2

10

~350ps

0.5/ 1/2 GSps

1-4

14

~300ps

5/10GSps

2/1

14

~120ps

入力範囲
0.25,0.5,1, 2, 5
Vpp
0.25,0.5,1,2,5
Vpp
1Vpp

フォームファクタ
ー

オンボードメモ
リ

PXIe

1 GB

USB, PCIe, PXIe,
10GbE, MTCA 4
USB, PCIe, PXIe,
10GbE, MTCA.4

2 GB
4 GB

表 2：UHF 部分放電システムに適した Teledyne SP Devices のデジタイザ
上記の表にあるように、ADQ8-4X は小型でチャンネル
数が多く、コスト面で有利なソリューションです。複
数のボードや筐体間のシンクロナイゼーションを 200
ps の精度でサポートし、より広範囲に対応する複雑な
検出システムをサポートします。8 チャンネルでサンプ
リ ン グ レ ー ト が 1 GSps の モ デ ル も あ り ま す
https://www.teledyne-e2v.com/semis
https://www.spdevices.com/

（ADQ8-8C）
。
ADQ14 は ADQ8 より分解能が高いため、より精度の高
いパルス測定が可能です。シングル、デュアル、クア
ッドチャンネルの構成があります。部分放電の影響の
ある位置の評定やその程度を知るためには、クアッド
チャンネル構成が適しています。
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そして ADQ7DC では、より少ないチャンネル数で 10
GSps という非常に高いサンプリング速度を提供して
おり、高性能、高帯域幅の装置となっています。

簡単に行うことができます。また、API やサンプル設計
により、より複雑なシステムや専用システムの要件に
合わせてソフトウェアを最適化することも可能です。

この 3 つのデジタイザには、いくつかのファームウェ
アオプションがあります。また一般的な取得やトリガ
リング機能のほか、ファームウェア開発キットもあり、
ユーザーがオンボードの FPGA にカスタムアルゴリズ
ムを実装することが可能です。ソフトウェア側では、
ユーザーフレンドリーな Digitizer Studio GUI を使用し
て、データの構成、取得、表示、分析、および保存を

さらに、ADQ14 や ADQ7DC はどちらも 10GbE という
フォームファクターで提供しています。デジタイザと
ホスト PC 間で電気的に絶縁できるため、変電所などの
厳しい環境にも使えるという利点があります。光ファ
イバーを利用することで、PC とデジタイザの距離が長
くなっても対応できるため、広範囲に複数の測定点が
分散するような大規模な施設にも対応できます。

Teledyne e2v 社－アナログ／デジタル・コンバータ
フランスに拠点を置く Teledyne e2v は、これまで 25
年にわたって高速データコンバータを開発し、高速ク
アッドチャネル ADC の技術分野で市場を先導してきま

した。代表的な 2 つの UHF 部分放電検出器用 ADC の
仕様を、表 3 にまとめます。

チャンネ
ル数

分解能

立ち上がり
／立ち下が
り開始時間

データ出力

消費電力

EV12AQ60x 1.6/3.2/6.4 GSps

4/2/1

12

~60ps

ESIstream 8
HSSL

6.6 W

0°C to +90°C CBGA323 (HITCE)
-40°C to+110°C
16x16 mm

EV10AQ190

4/2/1

10

~120ps

LVDS DMUX
1:4

5.6 W

0°C to +90°C
-40°C to+110°C

部品番号

サンプリング速度

1.25/2.5/SGSps

温度範囲

パッケージ

EBGA380
31x31 mm

表 3：UHF 部分放電システムに適した Teledyne e2v の ADC

EV10AQ190 と EV12AQ60x のどちらも、クアッドチャ
ネルでそれぞれ 1.25 GSps、1.6 GSps に対応しており、
一つの ADC コンポーネントだけで部分放電の位置評定
を達成できます。4 つのチャンネルが一つのコンポーネ
ントで実現できると、2 つのデバイスを使用する場合に
比べてデバイス間のタイミング誤差が少なくなるので、
キャプチャされた部分放電間の比較が優れ、三辺測量
の精度が上がります。

https://www.teledyne-e2v.com/semis
https://www.spdevices.com/

EV12AQ60x は EV10AQ190 の進化型で、以下のような
利点があります。
• 分解能を 10b から 12b に上げることで、測定精度
が上がります。
• シリアルインターフェイスにより、FPGA に接続す
る際にレイアウトしやすくなります。
• 複数のコンポーネント間でより高度にシンクロナ
イゼーションする機能により、変電所全体をカバー
するような複雑なシステムにはメリットがもたら
される場合があります。
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さらに、バイポーラや BiCMOS 技術を選択すると、こ
のような ADC の立ち上がり、立ち下がり、整定時間が
非常に高速になり、より正確にパルスをとらえること
ができます。
EV12AQ60x の測定結果を図 4 に示します。
表の値は、入力信号の特性の影響が取り除かれ ADC の
性能のみが考慮されているもので、ADC の実際の性能
を示しています。このような性能から、EV12AQ60x は
約 250 ps の立ち上がり・立ち下がり時間で正確で精密
な信号測定をサポートします。この測定のセットアッ
プは最適化されたわけではなく、また試験に用いたハ
ードウェアの AC 結合コンデンサによる立ち上がり・立
ち下がり時間への影響もあります。このため、ハード
ウェアを高速なパルスキャプチャに最適化することで、
ここに示した結果を上回る性能が得られると予測でき

2021 年 2 月

ます。
一つのデバイスに 4 つのチャンネルがあれば、減衰設
定をずらした並列データキャプチャパスを使用してダ
イナミックレンジを拡張することができます。これに
より、測定した信号のダイナミックパフォーマンスを
向上させることができます。また、4 つのチャンネルを
一つのデバイスに備えることで、チャンネル間の不整
合（オフセットやゲイン、フェーズ）の影響や、反射
の原因となるインピーダンスの不整合を低減すること
もできます。このアーキテクチャは複数の ADC の場合
にも適用できるので、文献[H]にあるような要求に対し
ても、ダイナミックパフォーマンスをさらに向上させ
ることができます。

アンダーシュート
範囲

立ち上がり時間

立ち下がり時間

立ち上がりエッジ部分の拡大図

図 4：EV12AQ600、パルス測定

結論
増え続けるエネルギー消費に対応するため、電力網の
発電、貯蔵、輸送能力は向上し続けています。このよ
うな複雑な設備のモニタリングは、電力網の信頼性向
上や影響の大きい障害を防ぐためにも最重要事項です。
本稿で述べたように、UHF 部分放電検知は現実的に実
行可能なソリューションであり、補完的な技術と統合
することで部分放電に関連する問題の検出と予防を可

能にします。これに加え、Teledyne SP Devices と
Teledyne e2v では、ハードウェアやコンポーネントレ
ベルでの高速取得システムの要件に適合する商用
（COTS）製品を提供しています。こうした製品により、
標準的なものから高性能なものまで、UHF 部分放電検
出装置の設計をお手伝いします。

詳細は以下をご参照ください。
ADQ8-4X 製品ページ: https://www.spdevices.com/products/hardware/10-bit-digitizers/adq8-4x
ADQ14 製品ページ: https://www.spdevices.com/products/hardware/14-bit-digitizers/adq14
ADQ7DC 製品ページ: https://www.spdevices.com/products/hardware/14-bit-digitizers/adq7dc
EV12AQ60x 製品ページ: https://www.teledyne-e2v.com/products/semiconductors/adc/ev12aq600
EV10AQ190 製品ページ: https://www.teledyne-e2v.com/products/semiconductors/adc/ev10aq190a/
https://www.teledyne-e2v.com/semis
https://www.spdevices.com/
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