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エネルギーマネジメント
エネルギーマネジメントでは，大容量パワーエレクトロ

ニクス（パワエレ）技術，エネルギーの監視制御技術など
を基に，開閉装置，変圧器，保護リレーなどのコンポーネ
ント，および，これらを用いたシステムを社会インフラ，
産業市場に展開している。また，中東や東南アジアを中心
としたインフラ拡大の期待に応えるため，海外向け製品の
開発，海外生産拠点の強化，エンジニアリングの強化など
を進めている。
変電システム分野では，今後の電力需要の伸びが期待

できるグローバル市場向けの製品を開発し，市場に投入
している。海外の製造拠点で製造することを前提とした，
世界最小クラスの体格，質量，油量を実現した 115 kV，
50MVAクラスの変圧器を開発した。また，最新の国際
規格に準拠し，中東の厳しい環境下でも耐えられる仕様の
新型 145kVガス絶縁開閉装置（GIS）を海外電力会社に
初めて納入した。
電力流通分野では，海外での電力需要の増大に対応する
ために，インドおよびインドネシアにおいて，スマートグ
リッド技術を適用した NEDOの実証事業を実施した。イ
ンドでは，スマートメータ，VCBなどの配電機器および
監視制御装置を使い，デマンドレスポンス効果や事故時の
停電時間の短縮などを実証した。インドネシアでは，日本
国内電力会社仕様の配電自動化システムと高品質電力供給
システム（瞬時電圧低下保護装置，高圧UPS）を用いて，
高品質な電力供給サービスを実証した。

施設・電源システム
施設・電源システムでは，パワエレ技術をコアとして，

伸長する IT，産業分野を中心に，環境に配慮した電源シ
ステムを展開している。市場動向やユーザニーズを捉え，
UPS，施設用電機品の製品力を強化するとともに，これ
らを組み合わせた電源ソリューションを展開している。

常時インバータ給電時に効率を向上させる台数制御機能，
および異常時に無瞬断で常時インバータ給電に切り換える
常時商用給電機能を付加した「UPS7000HX-T4」を開
発した。外線ケーブル施工を省略でき，景観も優れた製品
とした。
海外における施設用電機品の需要拡大に対応するため，

IEC 規格に適合した 24 kVスイッチギヤを開発した。こ
れは，設備を運転しながら特定区画の点検・保守が可能で
ある。また，内部アーク事故で発生するホットガスを，急
速に冷却する装置のオプション取付が可能である。
地球環境保全を推進しつつ高性能化するため，植物由来

のパームヤシ脂肪酸エステルを採用した変圧器や，温室効
果ガス（SF6）ではなくドライエア（乾燥空気）を用いた
キュービクル形ガス絶縁開閉装置の納入を推進している。
今後も，さらに高まる電力安定供給のニーズに対して，

顧客の課題解決に向けた開発を推進し，市場への貢献を進
めていく。

受配電・開閉・制御機器コンポーネント
受配電・開閉・制御機器コンポーネントでは，再生可能

エネルギー関連設備，ビルディング・施設の電気設備，お
よび工場生産ラインの制御システムなどにおいて，電気を
効率的かつ安全に利用するための受配電機器・開閉機器，
ならびに生産設備や生産機械の自動化・最適化を図る制御
機器を展開している。
低圧受配電・開閉機器では，スプリング端子を適用し，

制御盤の配線工数を低減するねじレスのプッシュイン方式
を採用した「F-QuiQシリーズ」を提供している。新た
にマニュアルモータスタータを開発し，ラインアップに追
加した。盤製作の生産効率を向上することに加えて，作業
者によるばらつきがなく品質の安定化にもつながる。
今後も，ニーズに応える受配電・開閉・制御機器コン

ポーネントを開発することで市場への貢献を進めていく。
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図1　監視制御盤の外観

1　電源開発株式会社向け水力発変電シミュレータ
電源開発株式会社の川越研修施設にて 1999 年から運用
されてきた水力発変電シミュレータの設備を更新した。本
設備は水力発電所および変電所の主要電気機器を縮小モデ
ルで模擬したアナログシミュレータである。
本更新では，水力発電所で採用が進む調速制御機能と励

磁制御機能を一体化して実装した調速励磁制御盤を採用し
た。同期発電機には新規に開発した電流増幅器一体型デジ
タル演算装置を採用し，小型化と拡張性を実現した。
従来と同様に圧力・温度などの物理量は計算機のデジタ

ルモデルで模擬演算を行っている。監視制御盤は現場と同
じものを使用している。
なお，この設備は運転技術習得からトラブル対応訓練ま
で幅広く利用され，毎年技術競技大会が開催されている。

エネルギーマネジメント

図2　配電自動化システム（指令室）

2　沖縄電力株式会社 配電自動化システムの更新
富士電機は，沖縄電力株式会社の本島全 4支店（那覇，

浦添，うるま，名護）の配電自動化システムを更新した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴　大規模災害時，支店が被災し，システムが運転不能と
なっても，他のバックアップ拠点から運転が継続できる。
⑵　これまでは，支店ごとに独立したシステムであったが，
4 支店のデータベースを統合した。これにより，各支店
で沖縄本島全配電系統の状態が把握できるようになり，
本島全体の系統状況を踏まえた停電事故の復旧処理がで
きる。

⑶　操作端末上に地図と配電系統を重ねて表示し，現場の
作業状況を地図上に表示することにより，工事作業や事
故復旧作業の効率化を図ることができる。

VCB SCADA操作室 スマートメータ

図 3　パニパット地区スマートグリッドシステム

3　インド・ハリヤナ州パニパット地区におけるスマートグリッド実証事業
インドでは電力需要の増大に伴い，負荷ピークの低減，

事故時停電時間の短縮，電力メータ改ざんや料金徴収漏れ
の課題がある。2015年 10月～ 2019年 3月にハリヤナ州
パニパット地区でスマートグリッド技術を導入したNEDO
の実証事業を実施した。実証した項目は次のとおりである。
⑴　配電線 4フィーダへの配電機器（VCB，LBS）と監
視制御装置（SCADA）の設置により，事故時の停電時
間を短縮した。
⑵　11,000 台のスマートメータと上位系システム
（MDMS，OMS）の設置により，料金徴収の改善とデ
マンドレスポンス効果を確認した。

⑶　インドの通信インフラ環境下でのスマートメータ通信
方式として，PLC伝送方式の優位性を確認した。
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図 5　HSVCB盤

5　東日本旅客鉄道株式会社 日暮里変電所向けHSVCB
東日本旅客鉄道株式会社の日暮里変電所に直流高速度真

空遮断器（HSVCB）を納入し，使用を開始した。同変電
所は，都心の輸送人員が多い山手線，京浜東北線，常磐線，
宇都宮線・高崎線の結節点にあり，これらの 4 路線に直
流 1,500Vで送電する国内最大規模の鉄道用直流変電所
である。HSVCBは，従来の直流高速度気中遮断器にない
次の特徴を持ち，火災事故の防止と都心の限られたスペー
スでの機器更新を実現し，安定輸送に貢献する。
⑴　アークレス
直流電流の遮断時に発生する爆発的なアーク（電気エネ

ルギー）を消弧装置で熱エネルギーに変換し処理する。
⑵　省スペース
アークスペースの省略により収納盤を縮小した。

図 6　「UPS7000HX-T4」と入出力盤

1　「UPS7000HX-T4」の高効率制御 関連論文 : 富士電機技報 2019， vol.92， no.1， p.54

近年，データセンターの無停電電源装置（UPS）システ
ムの効率向上が求められている。99%の高効率を達成した
常時インバータ給電方式の三相4線式「UPS7000HX-T4」
の電源システムを開発した。次の二つの機能によって電源事
情や負荷への電源品質に合わせた運転方法を選択できる。
⑴　常時インバータ給電時に，軽負荷率における効率を向
上させる台数制御機能
⑵　異常時に無瞬断で常時インバータ給電に切換可能な常
時商用給電機能
本機種だけで，三相3線式と三相4線式，サーバ用と空

調用の負荷に対応できる。そのため，企画設計，製作，保守
が容易となる。さらに，UPSと入出力盤の導体接続を盤間で
行うため，外線ケーブル施工が不要で，景観も優れている。

施設・電源システム

図4　オマーン・Bousher 変電所 145kV GIS

4　オマーン・Bousher 変電所向け 145kV GIS
富士電機はオマーンの Bousher 変電所向けに，新型
145kVガス絶縁開閉装置（GIS）を 2 回線納入した。既
設変電所の増設案件ではあるが，海外電力会社向けの新型
GISとして初の納入実績となる。
この新型GISは最新の国際規格に準拠しており，中東
の厳しい環境下でも耐えられる仕様となっている。また，
富士電機の従来機種より据付面積比 70%，質量比 65%
とコンパクトに設計されており，運搬の効率化や据付時の
省スペース化にも貢献できる。現地での据付と試験を完了
し，2019 年秋頃の運転開始を予定している。
今後は，同国での納入実績をさらに増やすとともに，他
の中東・アジア地域への市場参入も視野に入れ，新型GIS
の拡販に注力していく。

エネルギーマネジメント
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図 7　24kVスイッチギヤ

2　IEC規格適合 24kVスイッチギヤ
海外向けのスイッチギヤには，IEC 規格（IEC 62271-

200）が適用される。この規格では，故障や保守時の人へ
の保護の分類など安全な構造への考え方が強化されている。
そこで，IEC 規格に適合した 24 kVスイッチギヤを製品
化した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　第三者認証取得：IEC 62271-200
⑵　定格仕様：24 kV，25 kA，1,250A
⑶　設備を運転しながら特定区画の点検・保守が可能（運
転継続性区分最高クラス：LSC 2B）
⑷　内部アーク事故で発生するホットガスを急速に冷却す
る装置のオプション取付が可能（IAC-AFLR）

施設・電源システム

（a）BM3RSQH-□
（単独設置用）

（b）BM3RSQ1-□K1
（コンビネーションスタータ用）

図 8　「F-QuiQシリーズ」

1　「F-QuiQシリーズ」のマニュアルモータスタータ
富士電機は，制御盤の配線工数を低減するねじレスの

プッシュイン方式を採用した「F-QuiQシリーズ」にお
いてマニュアルモータスタータを開発し，ラインアップに
追加した。
機器単体で使用する標準のマニュアルモータスタータに
加えて，コンビネーションスタータ用に工具レスかつワン
タッチで電磁接触器と組み合わせることができる製品もそ
ろえ，幅広い顧客ニーズを満足する。
両製品とも従来製品に比べ，配線工数および製品組合せ
工数が減り，生産効率が向上する。また，作業スキルを必
要としない簡単な配線作業であるため，作業者によるばら
つきがなく品質の安定化にもつながる。

受配電・開閉・制御機器コンポーネント
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