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1　まえがき

富士電機の電源設備は，主要な設備として，工場やビル，
データセンター（DC：Data Center）における日々の操
業を支えている。
近年では，異常気象による商用電源の変動や事故，さ

らには事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）
に対応するため，発電設備や無停電電源装置（UPS：
Uninterruptible Power System）の導入が増えている。
また，従来は受変電設備，発電設備，UPSを個別に発注
せずに一括発注するケースが増え，ワンストップでの対応
が求められている。
本稿では，近年の市場ニーズに対して提案した，大規模
施設向け電源設備のワンストップソリューションについて
述べる。

2　電源設備に求められること

図1に電源設備における主要な電源機器の構成を示す。
電源設備は構内の受電所にて特別高圧または高圧で受電す
る。電圧を降圧して各建屋や階層へ振り分けた後，さらに
各設備向けに降圧した電圧を配電し，各設備が稼動してい
る。電源設備の機器や装置を適切に選定し，密接に連動さ
せて稼動することが必要である。
富士電機は，表1に示す電源機器を取り巻くメガトレン
ドを捉え，顧客に最適なソリューションを提案している。
この中で重要なのは電力供給を安定的に行うための，冗
長化
〈注 1〉

はもちろんのこと，世界的な経済の加速により，全
産業で隆盛・後退のビジネスサイクルが短くなり，景気動
向に合わせた柔軟でタイムリーな設備拡張性が求められて
いることである。また，予算管理・設計調整・施工調整・

納期管理などの建設マネジメントの省人化と保守点検まで
をワンストップ化し，設備投資から運用までを効率化する
ため一括設備発注が行われるようになっている。

大規模施設向け電源設備のワンストップソリューション

村岸　拓郎  MURAGISHI, Takuro 高橋　　淳  TAKAHASHI, Jun

One-Stop Solution for Power Supplies of Large-Scale Facilities

世界的な経済の加速により，景気動向に合わせた柔軟でタイムリーな設備の拡張性が求められている。富士電機は，半
導体の新工場建設工事において，配電盤などの設備を EPC 案件として一括受注した。柔軟な拡張性・仕様変更への追従性
に対するアイテムとしてモータコントロールセンター「M-Qube」を提案し，採用された。また，組立工場の建設工事に
おいてもコージェネレーション設備を EPCとして電源設備を一括受注した。このコージェネレーション設備は，コンテナ
パッケージを採用してコンパクト化するなど，トータルコストの削減や BCPへの対応も可能にした。

The accelerating worldwide economy has required fl exible and timely facility expansion in accordance with economic trends. 
Fuji Electric received an order of equipment such as switchboards for a newly constructed semiconductor plant as an engineering, 
procurement and construction (EPC) project.  In the project, we proposed the “M-Qube” motor control center, and it was adopted 
owing to the fl exible scalability and adaptability to specifi cation changes.  Furthermore, we also received an order for the power 
supply facilities, including cogeneration facilities as an EPC project, of a newly constructed assembly plant.  We utilized a container 
package to reduce the size of the cogeneration facilities, while also decreasing total costs and supporting BCP.

〈注 1〉  冗長化：機器やシステムの構成要素について，同じ機能や役

割の要素をあらかじめ複数用意しておき，異常が発生した時

に代替できるよう待機させておくことである。
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図 1　富士電機の提供する電源機器
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例えば，大型化が進む DCでは，高品質・高信頼性に加
えて，竣工（しゅんこう）当初は装置を全て実装せず，需
要増に応じて増設するようになっている。半導体工場では，
運用中に拡張やメンテナンスが可能なことが求められ，高
品質と保守業者への安全性が重要である。また，組立工場
においては，経済性と BCPの両立が必要である。
また，顧客はとりまとめ技術者の不足などもあり，従来
のように設備ごとに細分化して発注せず，受電設備から低
圧設備までを一括設備発注するケースが増えている。 

3　データセンター（DC）の事例

近年，DCの大規模利用が進み，一棟貸しやフロア区画
ごとに貸し出す業態も増えている。DCは設備投資に対す
る費用対効果を最大限にすることが求められ，設備の拡張
性と可用性が重要である。
DCの使用形態は，主にハウジング（コロケーション），
ホスティング，クラウドの三つに大きく分類される。特に，
ユーザのサーバ管理を受託するハウジングの場合，テナン
トの多寡と機能要求により設備投資計画が大きく左右さ
れ，設置する機器やその工事計画，いわゆる段階施工計画
を DC事業者ときめ細かく詰める必要がある。
富士電機は，某所DCの電源設備として 77 kV 電源設

備，ガスタービン発電設備，UPS，現場監視設備を EPC
〈注 2〉

として一括受注した。設備概要を図2に示す。これまでの
EPCの実績や経験に基づき，要件の整理，設計，機器の
生産計画，関係官庁・役所への届け出，現地工事や調整試

験，各種検査を綿密に計画して実行し，滞りなく完納した。
富士電機は効率が最高レベルの UPSを持っており，標準
化した周辺盤とともにランニングコストが低く，拡張性の
高い電源設備で DCの運用を支えている。

4　半導体工場の事例

富士電機は，ある顧客の半導体の新工場建設工事にお
いて，22/6.6 kV 配電盤，22 kVモールド変圧器，低圧コ
ントロールセンター，中央監視装置，UPSなどの設備を
EPC 案件として一括受注した。この案件において，柔軟
な拡張性・仕様変更への追従性に対するソリューションの
アイテムとして，図3に示す富士 SMBE 社製のモータコ

〈注 2〉  EPC：Engineering， Procurement and Construction の

略で，工場やプラントなどの建設において設計，資機材調達，

製作，建設工事を含む一連の工程を請け負うことである。

表 1　電源設備を取り巻くメガトレンドとニーズ

市場背景 メガトレンド 受配電機器のニーズ

グローバル化
の加速

○東南アジアの経済発展
○貿易摩擦
○eコマースの普及
○M&Aによる事業拡大

○タイムリーな設備投資
○柔軟な設備拡張性

国内労働人口
の減少

○少子高齢化
○労働時間の短縮
○技術者不足

○一括設備発注
○自動点検
○効率化
○メンテナンスフリー
○長寿命製品

生産技術の革
新

○スマートファクトリー
○ロボットの活用
○フレキシブル生産

○柔軟な設備拡張性
○見える化
○自動化

IoTの普及
通信速度の高
速化

○故障予知
○学習機能
○AI
○ビッグデータの活用
○スマートデバイス普及

○自動診断
○寿命診断
○故障解析
○最適化制御

環境性能 ○高効率
○環境負荷低減 ○耐環境性製品

安心・安全性
能の向上

○異常気象
○BCP
○レジリエンス

○冗長化
○コージェネレーション
○非常用発電設備
○瞬低対策

無停電電源装置
サーバ用
3,500 kVA

6 kVサブ
変電設備

非常用
発電設備
5,000 kVA

予備
発電設備
5,000 kVA

予備
発電設備
5,000 kVA

6 kVサブ
変電設備

非常用
発電設備
5,000 kVA

6 kVサブ
変電設備

非常用
発電設備
5,000 kVA

6 kVサブ
変電設備

非常用
発電設備
5,000 kVA

3,500 kVA×8セット 1,000 kVA×4セット

無停電電源装置
サーバ用
3,500 kVA

無停電電源装置
空調用

500 kVA×2

66 kV特高受配電設備
50MVA×4

無停電電源装置
空調用

500 kVA×2

図 2　某所DC電源設備概要
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図 3　モータコントロールセンター「M-Qube」の構成
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ントロールセンター「M-Qube」を提案し，採用された。
一般に，半導体生産のユーティリティには，空調設備，
給水設備，排水処理設備，圧空設備，排気設備，ガス設備
などがある。これらの設備における電源の容量，電圧，非
常用電源による停電時の給電の有無は，電源種別ごとに異
なっている。さらに，半導体の製造技術の革新は速い上，
世界経済の影響を受けて生産ラインの増設や統廃合が頻繁
に行われる。そのため，設計から竣工までの間に仕様が大
幅に変更となることが多い。従来は，盤の筐体（きょうた
い）に固定式の配線用遮断器（MCCB）を取り付けてい
たため，設計や製作を柔軟に仕様変更に対応することが難
しかった。
そこで，柔軟な拡張性・仕様変更への追従が容易にでき
るM-Qubeをシステムの設備に採用してもらった。この
製品は，国際規格である IEC 61439の Form4b

〈注 3〉

に準拠し
ているため，万が一内部事故が発生した場合でも周囲の作
業者への安全性が向上している。さらに，筐体の接合は溶
接ではなくボルトとナットを採用しているため，メンテナ
ンス性の向上だけでなく，製作納期の短縮と廃棄時の容易
性を実現している。図3に示すとおり，MCCBおよび電
磁接触器（MC）で構成される引出型モジュールとなって
いる。容量によってモジュールの高さは変わるが，幅は一
定である。モジュールを引き出した状態でも IP2X

〈注 4〉

を保つ
ことができ，仕様変更や拡張に対してモジュールの組替え
で安全かつ柔軟に対応することができる。また，列盤での
最大定格電流が 5,000Aとなっており，大容量の電源送
電と，柔軟な回路数・容量変更・拡張性の両立を実現して
いる。

5　組立工場の事例

富士電機は，組立工場の新工場建設工事において，
66 kV 受配電設備，6.6 kV 配電設備，6.6 kVモールド変
圧器，中央監視装置，コージェネレーション設備を EPC
として電源設備を一括して受注した。図4，図5に示す
コージェネレーション設備は，電力とエンジン運転の排熱
から温水や蒸気などの熱を利用して，工場のいっそうの省
エネルギー（省エネ）を実現する。
コージェネレーション設備で発生した温水を，夏季は冷
温水発生機で冷水に変換して，冬季は温水をそのまま外気
空調機へ供給することで，冷暖房として活用していた。ま
た，高温のエンジン排ガスは排熱回収ボイラで蒸気にする
ことで，工場の塗装ラインの乾燥工程に使用していた。こ
のよう排熱を捨てることなく高効率に稼動させ，工場の省
エネに大きく貢献している。

一方，66 kV 受配電設備が商用停電を検出すると，中央
監視装置経由で，工場内の 6.6 kV 配電設備へ信号を送り，
全停時の縮退運転状態へと移行する。その後，BCPに従っ
て，コージェネレーション設備を制御して重要負荷へ送電
する。
復電後は，66 kV 受配電設備の同期検定装置で商用給電

との同期運転も無瞬断で行うことができる。
コージェネレーション設備は，補機も組み込んだコンテ
ナパッケージを採用して，コンパクト化している。機器を
据え付けた状態のコンテナを現地に輸送するため，建築コ
ストおよび現地据付工数を大幅に減らすことができ，トー
タルコストが削減できた。
上述のように，富士電機が一括で電源設備を受注し，ワ

〈注 3〉  Form4b：入力機器，母線，出力機器，出力ケーブル端子の

収納部が個別に区画された構造をいう。

〈注 4〉  IP2X：“防じん等級 2，防水等級なし”を示す。“フィンガー

プロテクション”とも呼ばれ，人の指が入らない程度の保護

等級である。
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図 4　コージェネレーションの通常運用（温水・蒸気利用）
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図 5　コージュネレーションの BCP対応時運用（重要電源確保）
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ンストップでエンジニアリングを行った。さらに，コー
ジェネレーション設備を工場の省エネ運用に活用するだけ
でなく，BCP対応として重要な機能も併せて提供した。

6　あとがき

大規模施設向け電源設備のワンストップソリューション
について述べた。
今後は，電源設備分野においても IoT（Internet of 

Things）技術を活用した，設備の効率運用化・保守の省
力化が進むものと予想される。今後とも富士電機はお客さ
まの声に耳を傾け，電源設備システムに新たな価値を付加
し，お客さまの満足度を高めていく所存である。

村岸　拓郎
電気設備のエンジニアリング業務に従事。現在，
富士電機株式会社パワエレシステム エネルギー事
業本部施設・電源システム事業部施設電機技術部
長。技術士（電気電子部門）。

高橋　　淳
電気設備のエンジニアリング業務に従事。現在，
富士電機株式会社パワエレシステム エネルギー事
業本部施設・電源システム事業部施設電機技術部
課長。



＊ 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。
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