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（写真提供：沖縄電力株式会社）

沖縄本島初の大規模太陽光発電設備である

沖縄電力株式会社“安部メガソーラー”向け

に機器・遠方監視制御システムを含めた機電
工事一式を納入した。安部メガソーラーは，

2012 年 3 月末から営業運転を開始した。

この設備は，太陽光発電設備などの再生可
能エネルギーを大量導入した際の実系統への

影響について，データ蓄積 ･ 分析する実証試
験を行うことを目的としている。また，沖縄
の気象条件に適した太陽電池の評価を目的と

して，2 種類（CIGS 型，薄膜シリコンハイ

ブリッド型）の薄膜太陽電池を採用している。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　発電所・本店の 2 か所での監視制御，お

よび支店での監視
⑵　発電電力制御および無効電力制御の実現
⑶　設置角度による発電量などの比較が可能

沖縄電力株式会社“安部メガソーラー”の
営業運転開始

2012 年 7 月から施行された全量買取制度
により，現在，国内において大規模太陽光発
電設備が建設ラッシュになっている。これら

の設備の発電容量は，高圧系統と連系できる

2 MW 未満の設備が多く，保守性を考慮して

複数台のパワーコンディショナ（PCS）を組
み合わせて構成されている。

富 士 電 機では，3 レベル変 換ユニット

を適 用し，並 列 使 用が可 能な 500 kW の

PCS（DC600 V 品）を製品化した。効率は，

98.1%（内部電源別）であり，DC600 V クラ

スの同容量他社製品よりも 0.4 ポイント高い。

また，直流入力電圧範囲を 310 〜 750 V にす

ることで，年間で温度が著しく変化する日本
において，太陽電池電圧が高い冬季や同電圧
が低い夏季でも，発電量が最も大きくなる動
作ポイントで発電できる。

屋内型パワーコンディショナ
「PVI750-3/500」
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All-SiC モジュール（1,200V/100A）

インバータユニット

モジュール実装部

風力発電用の 3,000 kW 級ダイレクト駆動
永久磁石発電機を開発した。回転数 15 min－1，

電圧 690 V で，国内最大級の風力用発電機と

なる。

開発に当たっては解析技術を駆使し，集中
巻きコイルの採用による全長の短縮，新冷却
方式による冷却性能の向上，大きな負荷荷重
に耐える堅固な構造の実現など，軽量化や高
性能化のための革新的な設計製造技術を多く

盛り込んでいる。工場試験で，温度上昇は

115 K 以下，騒音は無負荷で 80 dB 以下など，

所定の性能を満たす良好な結果を得ている。

ダイレクト駆動永久磁石発電機を用いたシ

ステムは，メンテナンス性や運用効率で他
の方式に比べて優れている。2013 年度から，

量産機の発売を開始する予定である。

風力発電用 3,000 kW 級
ダイレクト駆動永久磁石発電機

All-SiC モジュールを搭載した
太陽光発電用 PCS 向けインバータ

富士電機と独立行政法人 産業技術総合研
究 所は共 同で，SiC-MOSFET と SiC-SBD
の研究開発を進めている。これらを搭載し

た超小型の All-SiC モジュールを開発した。

SiC の特徴である高温・高周波動作を発揮さ

せるため，高耐熱性を持つ接合材料と封止材
料，および低インダクタンスを実現する新し

い配線構造を適用した。モジュールサイズは，

従来の Si モジュールと比較して 50% の小型
化を達成した。

このモジュールを用いて，20 kW 出力の

太陽光発電用パワーコンディショナ向けイン

バータを開発した。20 kHz の高周波スイッ

チ ン グ と，AT-NPC（Advanced T-type 
Neutral-Point-Clamped）3 レ ベ ル 回 路 の

採用により，電力当たりの体積は従来品の

20% になった。また，最高変換効率 99.0%
を達成した。
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同相逆並列接続

整流器

整流器用
変圧器

変圧器巻線

整流器ユニット 変圧器ユニット

冷却器
水冷導体 変圧器

巻線

ヒューズ

ダイオード

水冷導体

単器世界最大容量アルミニウム精錬設備
用変圧整流装置「S-Former」

アラブ首長国連邦のエミレーツ・アルミ

ニウム社向けに，単器容量としては世界最
大となる DC2,000 V，92 kA の変圧整流装置

「S-Former」の製作を完了し，2012 年 8 月
に出荷した。

変圧器ユニットでは，高調波対応のため，

巻線部に高温対応絶縁物の適所配置を行うハ

イブリッド絶縁技術を適用し，機器のコンパ

クト化を図った。

整流器ユニットでは，世界初となる DC 
2,000 V に対応した整流器スタックを開発し

た。

また，構造についても，富士電機独自の同
相逆並列接続による磁界キャンセルと高耐圧
化を同時に実現できるものを設計し，製品に

適用している。

スタックタイプインバータ
「FRENIC-VG シリーズ」

近年，鉄鋼プラントなどの大規模設備では，

大容量化や即応性などのシステム化の要求が

高まるとともに，設置や交換作業の容易化と

省スペース化が求められている。これらの顧
客ニーズに応えるため，高性能ベクトル制御
形インバータ「FRENIC-VG シリーズ」の

基本性能を踏襲したスタックタイプをライン

アップに加えた。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　幅 220 mm のスリム構造で，収納性の向
上による盤の小型化（当社従来比 34% 減）

⑵　ダイオード整流器と PWM コンバータ

の用途に応じた選択
⑶　最大 3,000 kW までの豊富な容量系列な

らびに故障時の減容量運転を可能にするダ

イレクトパラ接続方式
⑷　容易なスタック交換によるメンテナンス

性の向上
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パワー部　主回路

昇降圧
コンバータ部

駆動モータ用
インバータ部

発電機用
インバータ部

汎用インバータ
「FRENIC-Ace シリーズ」

工場設備や加工機械などのモータ駆動用
として，汎用インバータ「FRENIC-Ace シ

リーズ」を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　容量系列：三相 200 V 級 0.1 〜 90 kW，

三相 400 V 級 0.4 〜 630 kW
⑵　最大 4 種類の過負荷電流定格の選択なら

びに用途に適した定格電流または容量の選
択によるサイズとコストの最適化

⑶　機能拡充したカスタマイズロジック機能
の活用により、周辺回路の簡素化およびア

プリ専用インバータの構築が可能
⑷　同期モータのセンサレス駆動方式の標準

搭載による省エネルギーへの貢献
⑸　機能安全規格 IEC61800-5-2/61508 に対

応した機械安全対応

プラグインハイブリッド車用
インテリジェントパワーモジュール

プラグインハイブリッド車用のインテリ

ジェントパワーモジュール（IPM）の量産を

開始する。

本製品は，駆動モータと発電機用の二つの

インバータ部および昇降圧コンバータ部を内
蔵している。プラグインハイブリッド車で

必要とされる高出力をコンパクトかつ軽量
で実現するため，低損失な 1,200 V 第 6 世代
IGBT・FWD と，放熱効率の高いアルミ直
接水冷用ヒートシンクとを組み合わせて製品
化した。

搭載するドライブ基板には，各種保護機能
や故障検知機能，電源回路を内蔵し，CPU
を用いて上位 ECU とのシリアル通信を可能
にした。アルミ直接水冷用ヒートシンクには，

熱流体解析を用いて放熱効率が最高となる

フィン形状および流路設計を施し，絶縁基板
との接合には，高強度はんだを用いて高い耐
久性を確保した。
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MCCB ELCB

小型低圧遮断器・漏電遮断器
「G-TWIN Λ（ラムダ）シリーズ」

主に機械装置や制御盤など比較的小電流
の回路保護用として，32 〜 63 AF の小型
低圧遮断器・漏電遮断器（MCCB・ELCB）
「G-TWIN Λシリーズ」を開発した。外形幅
を従来比 70% にして設置面積を縮小すると

ともに，従来の「G-TWIN シリーズ」と同
様に世界各国の規格に適合させ，小型化・グ

ローバルニーズへの適応力を高めている。

熱動式過電流検出やアーク転流遮断方式を

採用し，省銀・省銅化を推進した。また，各
要素機構の小型化技術により，制御シーケン

ス構成に必要な内装付属品の搭載スペースを

確保し，全ての形式で補助・警報接点の装着
を可能にしている。

さらに，プラグイン接続方式や漏電警報機
能付き，DC 高電圧化など，電気設備の小型
化ニーズへ貢献する機種の開発も推進中であ

る。

インバータエアコン用小容量 IPM

家庭で使用される電化製品の中で，エネル

ギー消費比率が最も高いエアコンの省エネル

ギー性能の向上を実現するため，三相イン

バータブリッジ回路と制御回路を内蔵した小
容量 IPM（インテリジェントパワーモジュー

ル）の量産を開始した。

本製品は，最適化された低損失デバイスを

適用することで，年間のエアコン動作の約
80% を占める軽負荷状態での損失を，従来
のデバイスに比べ約 25% 低減している。

また，高熱伝導の絶縁基板を適用すること

で熱抵抗を低減した。低損失デバイスによる

損失低減効果と合わせて IPM の温度上昇を

抑えたことで，インバータの小型化に貢献で

きる。

本技術を適用し，定格電流 30 A までの製
品を 2013 年度中に系列化する予定である。
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2010 年 2 月に，主契約者の住友商事株式
会社の下，インドネシア国営会社からスマ

トラ島南部のウルブル地域に位置する出力
55 MW×2 台の地熱発電所を，フルターン

キー契約で受注した。

富士電機の供給範囲は，エンジニアリング

業務，タービン・発電機を含む主要機器，制
御装置の納入および試運転業務である。

1 号機を 2012 年 9 月に，2 号機を同年 10
月に引き渡し，本発電所は営業運転を開始し

た。

スマトラ島で初めての大型地熱発電所であ

る。スマトラ島南部の電力安定供給のため，

この発電所に寄せられる期待は大きい。

インドネシア・ウルブル地熱発電所の
営業運転開始

沖縄電力株式会社向け吉の浦火力発電所
1 号機の営業運転開始

富士電機およびシーメンス社は，吉の浦火
力発電所に一軸式コンバインドサイクル発電
方式の発電設備を納入した。沖縄電力株式会
社が環境面への配慮のために初めて採用した

発電方式である。本発電所は，燃料に LNG
を使用し，1 号機，2 号機それぞれの発電端
出力は 251 MW で，沖縄本島の最大容量機
となる。

ガスタービンはシーメンス製の 1,400 ℃級
のガスタービン SGT6-4000F を使用し，軸
構成はガスタービン－発電機－クラッチ－蒸
気タービンで構成した設備を採用した。発電
機を起動用電動機として使用する静止型周波
数変換装置を採用し，起動時はクラッチで蒸
気タービンを切り離して起動損失の低減を

図っている。1 号機は 2012 年 11 月に営業運
転を開始し，2 号機は 2013 年 5 月に営業運
転を開始する予定である。
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前室側

間接外気空調機側

内部

スーパーマーケット向けショーケース
「エコマックス S シリーズ」

省エネルギー（省エネ）性を強化した冷凍
冷蔵ショーケース「エコマックス S シリー

ズ」を開発した。

前面エアカーテンの風速分布と庫内温度分
布および LED 照明の適用により，冷却性能
を改善し，現行機種に対して 1 店舗当たり

（ショーケース 24 台のモデル店舗）の消費電
力量を 30% 低減した。

また，独自技術である棚先端のエアカーテ

ン気流ガイド構造により，冷気風量バランス

の最適化を図り，前面エアカーテンの乱れを

抑制することで外気遮断性能を向上した。さ

らに，外気巻込みによる熱交換器への着霜量
を低減することで冷却性能を向上させた。

省エネ型 LED 照明を業界で初めて全機種
に標準搭載し，従来の蛍光灯照明に対して消
費電力を 48% 削減した。

情報化社会の発展により，データセンター

へ IT 機器を集約する動きが加速している。

開発したモジュール型データセンターは，建
屋，空調機，電源などの物理インフラや，監
視制御機能などの構築と運用に必要な要素を

ブロック化して提供する“ビルト・イン・ブ

ロック方式”を採用している。このため，段
階的な構築ができ，投資負担を最小限にでき

る。さらに，建屋，空調機，電源などの標準
化により，短納期（3 か月）を実現している。

また，データセンターに採用する空調機は，

間接外気冷却と圧縮冷凍冷却を組み合わせた

高効率な間接外気空調ユニットであり，東京
の年間平均で COP（成績係数）10 以上を達
成し，省エネルギーに貢献できる。

モジュール型データセンター



富士電機技報　2013 vol.86 no.1

Highlights

25（25）

MEMS
加速度センサ
デバイス

構造ヘルスモニタリングシステム構成

感振センサ
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センサ
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ベータ

インターネット
回線
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LAN
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シリアル
ケーブル

AC100V

PoEHUB データ収録部 UPS

感振センサ

　項　目 仕　様

検出方向  ３軸同時測定

加速度範囲  ±１.5Ｇ

周波数範囲  ０.１～５0Ｈｚ

分解能  ０.０2Ｇａｌ

時刻同期 1ms以内
 （複数センサ間）

出力形式  デジタル出力
 （Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信）

電　源  ＰｏＥ給電
 （Ｐｏｗｅｒ ｏｖｅｒ 
 Ｅｔｈｅrｎｅｔ）

ビルや橋など，建築物の健全性や安全性
の診断を行う構造ヘルスモニタリングへの

適用を目的として，MEMS 技術を応用した

感振センサを開発した。この感振センサは，

0.1 Gal（1 Gal＝0.01 m/s2）程度の無感地震や

建築物などの常時微動を計測できる。地震な

どによる建築物のダメージや，経年劣化など

による建築物の特性変化を検出することがで

きる。今回，開発した感振センサは，独自の

MEMS 技術を用いた加速度センサデバイス

を搭載している。この技術により従来使用さ

れているサーボ式の置換えが可能となり，小
型・低価格化（1/5 程度）を実現し，多点計
測適用を可能とした。適用範囲は，ビルや橋
など建築物の振動計測，地震動計測などの微
振動計測の他に，人感センサなどに応用でき

る。

感振センサ

日本コカ・コーラ株式会社向け
ピークシフト型自動販売機

東日本大震災以降の電力不足による節電要
請の中，日本コカ・コーラ株式会社と共同で，

新たなピークシフト型の自動販売機を開発し

た。比較的，電力の供給に余裕のある夜間に

集中的に冷却を行うことで，日中に冷却用電
力を最長 16 時間使用せずに 1 日中冷たい飲
料の提供が可能である。また，ピークシフト

が可能なため冬の節電対策にも貢献できる。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　収容する飲料が持つ熱容量を最大限に利
用した蓄熱技術により，次に販売する飲料
を飲み頃の温度に長時間維持できる。

⑵　真空断熱材の使用を中心とした高度な断
熱技術により，外形・庫内寸法を維持した

まま庫内への熱侵入を現行機の約半分にま

で低減した。

⑶　新構造の気流制御技術によって，短時間
で収容飲料の全量を均一温度に冷却する。
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北九州スマートコミュニティにおける
実証システムの完成と実証成果

低炭素社会の実現を目標に 2010 年度から

北九州スマートコミュニティ創造事業が進め

られている。富士電機は，各種エネルギーマ

ネジメントシステム（EMS）やスマートメー

タ，蓄電システムを整備してきた。東日本大
震災以降，スマートコミュニティが電力需給
逼迫（ひっぱく）の対策として注目される中，

2012 年度から電力料金単価を需給状況に応
じて変動させる日本初のダイナミックプライ

シングの実証を開始した。

実証成果として 10 〜 13% のピークカット

効果を確認し，価格による需要の変化を解析
する貴重なデータを獲得した。また，再生可
能エネルギーの大量導入による電力系統の課
題に対して，地域 EMS による電力品質や需
給バランスの確保などの実証を開始している。

2014 年度まで継続して地域 EMS の有効性を

確認し，運用ノウハウの蓄積や国内外への展
開を実施していく。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。


