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産業，社会インフラストラクチャー（インフラ）分野を

取り巻く経済環境は依然厳しいが，設備投資は IT，環境

改善・省エネルギー投資など新しい価値観に基づく投資へ

とシフトし，底打ちの兆しもみられる。富士電機は，社会

インフラに新しい価値を提供すべく取り組んでいる。

産業パワーエレクトロニクス機器・システム分野では，

メンテナンス性に優れた大容量アルミ電解用変圧整流装置

（Ｓフォーマ）をターンキー契約で，また最新の技術を結

集した大型鉄鋼プロセスライン用ドライブシステムを海外

向けに納入した。また，環境改善・省エネルギーのさらな

るユーザーニーズに応えるため，高圧インバータの機能拡

充を図るとともに，電気加熱応用のアルミニウムくず溶解

装置を製品化した。産業機器システムとしては，過去培っ

た実績を高度にパッケージ化したコストパフォーマンスの

高い中小規模監視制御システムおよび最適化エネルギーマ

ネジメントシステムの開発・製品化を実施した。

計測制御システム分野では，実行系であるプロセスオー

トメーション技術と，計画・管理系である情報システムの

最適化を図るため，ITを活用した工場全体の統合に取り

組んでいる。オフィスから生産現場までのシームレスな垂

直統合を目指し，計画系と実行系を融合して生産システム

を最適化していくため，生産システムの中核である計測制

御システムは，オープン化，ネットワーク化によるフィー

ルドから基幹情報システムまでの垂直統合およびフィール

ド全体を含む水平統合が求められている。富士電機は「進

化と継承」をコンセプトにしたオープン統合化分散制御シ

ステム「MICREX-AX」「FOCUS-P」およびプログラマ

ブルコントローラをベースにしたハイブリッド制御システ

ム「Jupiter」によりユーザーニーズを実現している。

施設電機システム分野では，道路，空港，港湾，ダム，

官公庁庁舎，病院，公園などさまざまな分野に各種設備を

納入した。空港分野では，東京国際空港向けの給油計装シ

ステムを納入し，さらに中部国際空港向けシステムを対応

中である。今後は環境への配慮，環境と共存を目指した

「エコエアポート」設備対応を推進する。河川・港湾向け

では非常用電源，カメラ監視装置を納入した。さらに，米

国の同時多発テロを機に策定された「SOLAS 条約」対応

のセキュリティシステムの導入を進める。クリーンルーム

分野は，電子分野，特に液晶表示装置向けの需要が増大し，

国内外の多くのユーザーに納入した。今後も液晶表示装置

の需要増大，大型化・高精度化が進み設備の需要増が期待

でき，工場の大規模化対応として，さらに省エネルギー機

器開発とコストダウンへの取組みを強化する。変電システ

ム分野としては，供給電力の品質・信頼性向上を目的とし

て高速限流遮断器を開発・適用した。

中大容量 UPSは，蓄電装置として鉛バッテリーに代わ

り，長寿命かつ環境対策面でも大きな効果が得られるフラ

イホイール採用システムを開発した。また，入出力異電圧

対応，保守バイパス給電機能内蔵の単相出力シリーズ，さ

らに，小型・軽量化した三相出力シリーズを系列化した。

両シリーズとも完全独立並列運転方式に対応している。

電気鉄道分野では，東海道新幹線品川駅の開業，第三セ

クター鉄道の新設工事あるいは地下鉄延伸工事が活発に行

われた。富士電機はパワーエレクトロニクスや環境対応技

術を駆使し，省エネルギー，省保守，小型化，地球温暖化

防止に貢献する各種システムを納入した。地上分野では，

つくばエクスプレスに高精度な定電圧可逆電力変換機能を

持つ PWM変換装置を開発，納入するとともに，各市営

地下鉄，私鉄に最新鋭の環境対応機器を採用したき電変電

所設備および新縮小形配電盤を納入した。車両分野では，

700 系新幹線（のぞみ）用主回路機器すべての納入を完了

した。在来線では，東日本旅客鉄道（株）向け補助電源，側

引戸用リニアドアを引き続き製作納入した。2005 年春の

日本国際博覧会（愛知万博）開催に向けた愛知高速交通

（株）向け浮上制御装置は実験線での性能試験を終了し，量

産編成への製作納入を開始した。

富士電機は，今後も，産業，社会インフラ分野において

電機・計測・情報制御技術を駆使し，最適なソリューショ

ン＆サービスをお届けする所存である。
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川崎重工業（株）経由トルコ EREGLI IRON AND STE

EL WORKS CO. 向けに最新の連続焼鈍設備（CAL）を納

入した。このシステム構成と特色は次のとおりである。

高精度・高性能・省スペースを追求した交流可変速駆

動用 IGBT PWMコンバータ・インバータ（FRENIC

4000CM5/VM5/VMT5/FM5）の適用

プログラマブルコントローラと交流可変速駆動装置の

間に速度主幹制御を行うミッドフィールドコントローラ

（MFC）を設置

プラントコントローラ（ACS-2000）およびパソコン

HCI（FOCUS-P）による全自動運転およびライン制御

の実現

以上の機器・システムにより，高度な制御，簡易操作，

省保守，電気室の縮小を実現している。

（3）

（2）

（1）
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川崎重工業（株）経由トルコ向け連続焼鈍設備

環境に優しい高圧インバータの機能拡充

アルキャンインゴット社向けアルミ電解用整流設備

図１　全体監視画面

ファン・ポンプ・ブロワ設備などを駆動する高圧電動機

を可変速運転することは，数ある環境（省エネルギー）へ

の取組みの中でも簡単でかつ効果が大きい。1999 年から

出力トランスレスで高圧電動機を可変速駆動できる高圧

IGBTインバータ（3/6 kV）を製品化し販売しているが，

さらに次の改良を行った。

盤幅を大幅縮小（最大 35 ％縮小）

制御装置の部品点数削減と小型化（従来比 60 ％）

電圧制御周期を 2msに高速化（従来は 5ms）

最高出力周波数を 200 Hz（従来は 120 Hz）とし高速

電動機へ適用を拡大

電動機に優しい制御を充実

入出力点数を増やし単独運転対応を強化（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　高圧インバータ「FRENIC4600FM4」

米国・アルキャンインゴット社向けに，アルミ電解用ダ

イオード変圧整流装置（Sフォーマ）を納入し，順調に稼

動している。

この Sフォーマは，入力 34.5 kV，25.24 MVA，出力

DC600V，35 kA，21MWで，次の特徴がある。

整流器部分は送風風冷式で，冷却構造がシンプルなの

でメンテナンスが軽減される。

富士電機としては海外で初の，基礎・消火設備工事を

含めたターンキー契約である。

直流断路器と直流変流器を整流器に内蔵したオールイ

ンワン構造である。これにより現地工事を軽減し，メン

テナンスをしやすくしている。

MMIシステムにより省力化を図った。（4）

（3）

（2）

（1）

図３　稼動中のSフォーマ
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ダウケミカル社向けに大容量ソーダ電解用サイリスタ変

圧整流装置（Sフォーマ）3 台を納入した。

この Sフォーマは，老朽化した既設の他社製整流装置

を更新するためのもので，富士電機 Sフォーマの高い信

頼性が顧客に評価された。2 台はアメリカへ，もう 1 台は

ブラジルへ納入され，当面は予備器として現場に据付けさ

れる。

この Sフォーマは次の特徴がある。

入力： 77.7MVA，14.2 kV，60Hz

出力：DC860V，72 kA，61.92MW，12パルス

単器最大級の容量でありながらコンパクトである。

36 kA・6パルス× 2回路構成の 12パルスとし，必要

に応じて 36 kAごとの個別制御も可能である。

（3）

（2）

（1）
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ダウケミカル社向けソーダ電解用整流設備

中小規模監視制御システム

アルミニウムくず溶解用ハイブリッド型渦巻スターラ

図４　現場保管中の整流器用変圧器
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図５　システムの基本構成例（推奨構成）

アルミニウム缶くずやチップ材を反射炉で効率よく溶解

する，国内最大炉容量のハイブリッド型渦巻スターラ

（SMS-130）を納入した。

特徴は次のとおりである。

電磁力で回転渦をつくり，渦中にチップ材などを巻き

込ませるため，溶解時間が短縮し歩留りが向上する。

溶湯とは完全非接触型であることから破損，消耗部品

がなく信頼性，保全性に優れている。

ガスエネルギーと電気エネルギーの利点をミックスし

たハイブリッド型省エネルギーシステムである。

電磁力により反射炉に強制流ができるために溶湯温度

および溶湯成分の均一化が図れる。

従来の反射炉にも取付け可能である。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　ハイブリッド型渦巻スターラ

富士電機がさまざまな分野で培ってきた実績を高度に

パッケージ化した SIRIUS（開発コード）は，要求仕様へ

の迅速かつ的確な対応を可能とした，中小規模向けの監視

制御システムである。主な特長は次のとおりである。

パソコンと汎用 PLCで，手軽にシステムを構築可能

国際規格 IEC61131に準拠したMICREX-SXを採用

Ethernet，FL-netほか，多彩なネットワークに接続

可能

対象設備の「規模」と「用途」に応じた，適正な機能

と価格のシステム構築が可能

画面と PLCソフトウェアを一体でパッケージ化し，

高品質かつエンジニアリング効率の高いシステムを実現

要求仕様に合わせて手軽にカスタマイズ可能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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近年の食品業界は，食品に対する安全への意識の高まり

や幅広い消費者に受け入れられる商品のスピーディな市場

投入などの対応が急がれている。こうした背景のもと，雪

印乳業（株）幌延工場は，このほど計装システムを一新した。

システム更新にあたり富士電機は，経済的でオープンな

システムである「FOCUS」と PLCをベースにより信頼性

を高め，高度な制御にも対応できる新開発のハイブリッド

制御システム「Jupiter」を提供した。また，専用プログ

ラミング言語を必要とせず，汎用の OAツールで制御ソ

フトウェアの製作ができるエンジニアリング革命ツール

「HEART」によりエンジニアリング効果を高め，短期間

のシステム更新に対応した。
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ビールプラントの計測制御システム

化学プラントの計測制御システム

図７　食品プラントの計測制御システム

ビール業界では，激化するビール・発泡酒の新商品対応

や発泡酒増税に対する製品コストの低減，さらに生産計

画・操業実績データを駆使し，操業の効率化を図ることの

可能な情報・計測制御システムが要求されている。

このような情況の中で，富士電機は DCSコントローラ

に汎用 PLC（MICREX-SX）を応用して，高機能・高信

頼を実現し，汎用パソコンで操作性に優れた HMIを提供

するハイブリッド制御システムを某社ビール工場のリ

ニューアル DCSシステムとして製作中である。また，リ

ニューアルシステムのソフトウェアはエンジニアリング革

命ツール「HEART」で構築している。

情報システム（操業計画・実績収集） 
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PIO
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PLC

PLCSXバス 

PIO

パソコン 

（MICREX-SX） 

DeviceNet 
OPCN-1 
AS-i 
Tリンク 

IO機器群 

高機能 
PLC

図８　ビールプラントの計測制御システム構成例

化学分野ではグローバル競争が激化し，生産コスト圧縮

など厳しい経営環境にある。一方，生産システムの老朽化

対策，新製品・改良のための追加・改造は着実に行われて

いる。富士電機ではシステム更新，ソリューションシステ

ムについてお客様へ提案し，生産活動のサポートをしてい

る。既設システム「MICREX-PⅢシステム」を最新の

「オープンAX」へ更新，「MICREX-MSシステム」を

「FOCUSシステム」へ更新している。また，生産実績を

追求し製品の安全を保証するトレーサビリティシステムの

構築支援を実施した。今後は IT，情報ソリューションを

活用し，オペレーションの革命，熟練作業への運転支援，

およびトレーサビリティシステムを含めたMESを提案す

ることによりお客様の生産活動に寄与していきたい。

図９　化学プラントの計測制御システム
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設備投資の抑制傾向にある鉄鋼業界ではあるが，老朽化

制御設備の更新は継続している。この更新においてはコス

トミニマム，高品質，更新時間の短縮が要求されている。

このたび，JFEスチール（株）東日本製鉄所（京浜地区）

焼結設備において，納入後約 25 年稼動している制御シス

テム「MICREX-PⅡ」から，オープンで保守性・信頼性

の高い分散型制御システムである「オープン AX」システ

ムに更新した。焼結設備は高炉の付帯設備であり，短時間

での更新が要求される。その施策として，既存コントロー

ラのロッカー，外線ケーブルを流用した更新方式をとり，

新コントローラである「ACS-2000」に更新した。この方

式により現地工事，およびループチェックの時間短縮が図

られ，現地コストが従来の半分で実現できた。
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鉄鋼設備の計測制御システム

エネルギーセンタの計測制御システム

ガスパイプラインの計測制御システム

図１０　焼結工場の中央監視室

エネルギーを多量に消費する，鉄鋼業におけるエネル

ギーセンタは，富士電機の最も得意とする分野の一つであ

る。従来のパネル，デスクによる操業から，DCS 化を目

指して約 15 年が経過し，新機種による増改造が必要と

なってきた。このたび，新日本製鐵（株）八幡製鐵所向けの

酸素製造設備計測制御システムが稼動を開始した。酸素製

造設備は，空気圧縮機，吸着槽，貯蔵槽などから構成され，

転炉など主要設備の生産工程で必要不可欠な，酸素，窒素，

アルゴンなどを製造する設備である。本システムは既存設

備の操業を継続しながら，設備増設に伴い新システムを増

強したものである。新旧システムを混在させ，すべての既

存設備の監視操作画面を新システム側に移植するなどで，

スムーズな移行が実現できた。

図１１　酸素製造設備計測制御装置の中央操作室

クリーンエネルギー利用の一環として天然ガスの需要が

増大している。富士電機では，天然ガスパイプラインの大

規模計測制御システムを JFEエンジニアリング（株）経由

石油資源開発（株）長岡鉱業所へ納入した。このシステムは

プログラマブルコントローラとパソコン SCADAを組み

合わせた新しいシステムであり，広域に分散する約 40 局

の監視対象局との通信は NTTの IP-VPNと衛星通信を利

用して Ethernetで行っている。他方，天然ガス採収設備

の増強も盛んであり，JFEエンジニアリング（株）経由石

油資源開発（株）札幌鉱業所へ「勇払中央基地採収設備増

設」システムを納入した。既設 DCSへの増設であるため，

計器室の省スペースを目的として HMIは 2 段積み型 CRT

を採用した。

図１２　ガスパイプラインの計測制御システム



図１３　四国ガス（株）高松工場の LNG貯槽・空温式気化器

図１５　防災型太陽光発電設備

図１４　新居浜市清掃工場の中央制御室
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環境に優しいクリーンエネルギーである LNG（液化天

然ガス）は，都市ガス製造の主原料として導入が進んでい

る。四国ガス（株）では，四国初の LNG受入基地として高

松工場を建設し高松地区の天然ガス転換を開始した。また，

四国内の各サテライト基地への LNG供給も高松工場から

ローリーで輸送されている。

富士電機では，高松工場の計測制御システムとして最新

DCS（分散型制御システム）「FOCUS」を納入した。FO

CUSでは，都市ガス製造設備，ローリー出荷設備の監視

制御および供給監視を担当し，冗長化構成や DCS 保守時

も設備の部分運転が継続できるようなシステム構成が考慮

してあるなど都市ガスの 24 時間安定供給に応えるシステ

ムとなっている。
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計測制御システム

LNGプラントの計測制御システム

ごみ焼却プラントの計測制御システム

国土交通省北陸地方整備局福岡防災ステーションに 20

kW防災型太陽光発電設備を納入した。設備全体は，①太

陽電池（多結晶），②インバータ（自立運転，系統連系運

転），③発電制御盤，④充電装置，⑤蓄電池（400Ah），⑥

各種計測装置，⑦変電設備などの各機器で構成されている。

通常は太陽電池から蓄電池への充電を行い，蓄電池が満

充電の状態になると商用系統連系運転に移行する。商用停

電時には，重要負荷である河川や雨量などの計測装置に蓄

電池から電力を供給する。また POD＋プログラマブルコ

ントローラを採用し，蓄電池の状態を監視制御することで，

非常電源としての運転持続時間が不足とならないように蓄

電池の充電や放電が行われ，蓄電池電力を利用した応用性

の高い運転が可能なシステム構成としている。

施設電機システム

防災型太陽光発電設備

ごみ焼却施設は，ごみ排出量の増大，環境（ダイオキシ

ンなど）問題などの種々の要請に応えるため，設備の更新

および新設する中で付帯設備を備え，大規模，高機能化か

つ複合プラントとなっている。

写真は，住友重機械工業（株）経由新居浜市清掃工場へ納

入したシステムの中央制御室で，分散型制御システム（M

ICREX-AX）およびコンピュータを導入した EIC 統合シ

ステムである。さらに運転・管理支援システム（予防保全，

設備診断，在庫管理，点検データ処理）を導入し，オペ

レーターや工場管理者の業務効率化を図っている。

教育用としてのごみ焼却施設訓練シミュレータを導入し，

オペレーターの教育訓練ができ，プラントシミュレータの

機能も有していることが特徴である。
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愛媛県乙女川排水機場電機設備

新東京国際空港公団第2給油センター納入計装設備

十勝エコロジーパーク放送情報設備

排水機場電機設備は，豪雨から国民の生命や財産を守り，

また環境保全を果たしながら，水資源の有効活用を図ると

いった重要な使命を担ってる。そのために，運転時には高

い信頼性が望まれるとともに機器の保守や維持管理を含め

た総合的な性能が重要視される。排水機場電機設備は主ポ

ンプ設備や監視操作制御設備，電源設備などのポンプ設備

と吐出ゲート，自然排水ゲートなどの関連施設から構成さ

れ，一体となってその機能が発揮されることが望まれる。

富士電機は乙女川排水機場において停電時などの外的要因

に左右されずに必要な電力を確実に供給できる電源設備や

自家発電設備を納入するとともに内水位，外水位などを計

測し，自動かつ最適に設備全体を運転する監視制御設備を

納入している。

図１６　乙女川排水機場の全体写真

本システムは，十勝エコロジーパーク園内に布設した光

ケーブルを基盤に，園内を利用される方々にさまざまな情

報サービスを行うシステムである。

園内の生態系を映像にて収集し，ビジターセンターでの

教育活用や，インターネットサーバと連携したさまざまな

教育情報の収集が行える仕組みを構築している。また，園

内利用者の安全管理として，河川などの情報提供や園内利

用者からの緊急通報呼出し応答の管理なども行っている。

主な機能は次のとおりである。

生態系カメラによる映像情報配信機能

河川情報表示板による情報提供機能

身障者トイレ緊急呼出しボタンによる緊急管理機能

園内施設の監視・携帯電話への自動情報転送機能（4）

（3）

（2）

（1）
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～ 
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図１８　十勝エコロジーパーク放送情報管理システム

空港給油の分野では，新空港の建設・既設空港の拡充建

設および更新が行われてきた。新東京国際空港公団では，

暫定平行滑走路（B-RUN）の供用開始に伴い給油施設の

設備増強として，第 2ハイドラント給油施設に第 2給油セ

ンターの拡充が図られ，富士電機は計測制御システムを納

入した。既設の計測制御システム（MICREX-PⅢ）の第 2

ハイドラント払出系統にMICREX-AXを追加し，第 1給

油センターと第 2給油センターから第 2エプロンの旅客機

へ同時にジェット燃料の払出しを可能にする機能拡充を

図った。夜間の限られた時間内での調整作業を行い，翌早

朝には既設システムでの払出操業が行えるよう，新・旧の

システムをスムーズに切り替えながらシステムの増設を

行った。

図１７　給油センタ室
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新型交流電気集じん装置

宇都宮北道路情報板制御システム

大規模液晶工場基本設計に三次元CG・気流解析を活用したクリーンルームシステム

自動車高速道路トンネル内の空気中に含まれる浮遊粒子

を除去するため，電気集じん装置（ESP）が利用されてい

る。ESPは，集じん性能が高いことはよく知られている。

しかし，装置内に捕集した粒子を再び排出してしまう再飛

散現象があることも知られていた。従来，再飛散を防止す

る開発成功例はなく，解決すべき課題とされてきた。

そこで，再飛散を効果的に抑制する新型交流 ESPを世

界で初めて製品化した。一般的に，ESPは直流高電圧に

よって浮遊粒子を空気中から除去する。これに対し，交流

ESPでは，交流高電圧を利用する。ESP 装置内の捕集し

た粒子の形状を操作することで，再飛散を抑制する。交流

ESPは，装置の洗浄周期が従来の 2 倍以上になり，保守

費用などの削減にも貢献する。

図１９　電気集じん装置と高圧発生盤

液晶市場は近年，海外勢（韓国，台湾）との間で，価格

競争・投資競争に熾烈（しれつ）さが増しており，工場建

設および立上げのリードタイム短縮が顧客から要求されて

いる。富士電機はこのたび，工場建設の検討時間短縮のた

め，三次元 CG・解析を用いてクリーンルーム設備を短納

期で納入した。

気流の流れ解析を活用し，搬送装置稼動速度に合わせ

た FFU吹出し風速の決定や，巻上げを未然に防止する，

床形状，床開口率，クリーンルーム高さ，リターンエリ

アのサイズ位置の決定を行った。

クリーンルームの三次元 CGを活用し，顧客とのイ

メージの相違からくるやり直し施工の低減や，建設現場

における完成イメージの共有化により，事前検討・工程

確認に大きく寄与した。

（2）

（1）

気流シュミレーション例 
コンピュータにより室内の気流分布解析を行って， 
最適パラメータを選定することができる。 

図２１　液晶工場用クリーンルーム三次元CG・気流解析

本システムは，道路本線上の気象観測情報監視設備から

収集する情報収集機能と，同本線上の道路情報板設備へ提

供する情報提供機能とを，論理的には IP（インターネッ

トプロトコル）ネットワークを利用し，物理的には光ケー

ブルとディジタル回線を利用し，有機的に運用を統合する

遠方監視制御システムである。

道路情報板の主な制御機能は次のとおりである。

気象情報に連動した自動情報提供機能

イベント日時や内容の予約スケージュール制御機能

路線管理のための一括区間制御機能

緊急情報提供のための割込み制御機能

任意文章・図形登録制御機能（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
 

中央監視室 

親局 

子局 

NTTディジタルアクセス64

気象観測局 

光
ケ
ー
ブ
ル 

情報板 

気象イベント自動制御 
予約スケジュール制御 
任意文章・図形登録制御 

カメラ 

図２０　道路情報板（HL7型）遠方監視制御システム
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半導体・液晶の製造装置に搭載される FFUは，製品良

品率に直結する装置内の清浄度維持という重要な役割を

担っている。そのため，清浄度の低下に直結する FFUの

故障を迅速に検知することと，設置条件や製造プロセスに

合わせたきめ細かい最適風量制御が求められている。

富士電機では，業界に先駆けて FFUに，汎用性の高い

CAN（Control Area Network）通信システムを導入し迅

速な故障監視・最適風量制御を実現した。さらに，SDS

（Smart Distribute System），CC（Control & Communi-

cation）リンクとの接続も可能とした。今後は，本システ

ムの活用により実回転数を監視し低回転数警報を出力する

など故障予知的な監視も可能となるため，装置の稼動率向

上に大きく寄与すると期待される。
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ファンフィルタユニット（FFU）の製造装置対応CAN通信システム

受電用154 kV GIS のレトロフィット更新

監視制御用パソコン 

HUB

FFU

LCインタフェース 
ユニット 

LC：Local CAN

図２２　CAN通信システムの構成

送配電線への落雷などによる停電，瞬時電圧低下の影響

を軽減し，自家用発電設備の保護，負荷設備への供給電力

の品質および信頼度向上を目的として，富士電機では，事

故発生から 3ms 以内の遮断も可能な高速限流遮断装置を

開発し，納入している。

この装置の実運用において，高速遮断装置自己診断シス

テムの動作波形記録機能にて，高速限流遮断装置が動作し

たときの電圧波形を得た。測定例は，送電線への落雷によ

る 2 線地絡時の電圧低下を検出し，高速限流遮断装置にて

連系遮断器を解列した記録である。系統電圧の変動に対し，

発電系母線の電圧変動は微小で，負荷設備に悪影響を与え

ていないことが分かる。負荷設備への電力安定供給には高

速限流遮断装置の設置が有効である。

変電システム

限流遮断装置の実運用動作検証

77kV 
60Hz

2線地絡発生 

77,000/ 
110V

U相 
電圧 

V相 
電圧 

W相 
電圧 

零相 
電圧 

3,300/ 
110V

U相 
電圧 

V相 
電圧 

W相 
電圧 

零相 
電圧 

77,000/ 
3,300V 
12.5MVA

負荷 負荷 G

5,863kVA 
Pf＝0.95 4P

GT

高速 
限流 
遮断器 

図２３　高速限流遮断装置動作時の電圧波形

出光興産（株）愛知製油所の 154 kV 受電開閉所の GISを

更新した。設備構成は 2 回線ケーブル受電で ALCキュー

ビクル内に設置されている。低コストおよび停電切換時間

の短縮を図るため，レトロフィット更新により撤去から受

電までを 6 日間で行った。

OFケーブルの端末処理時間と費用を削減するため，

既設ケーブルおよびケーブルヘッドタンクを流用し，新

設GISのタンク部でドッキングした。

キュービクルの屋根を撤去し，大型クレーンで撤去と

搬入を円滑に行えるようにした。また，大型スライド式

テントでキュービクルを覆い，雨天での作業にも配慮し

た。

GISの共通ベースを製作し，複数ユニットを一括搬入

して組立時間を短縮した。

（3）

（2）

（1）

図２４　154 kV GIS（SDF型）
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新型単相出力 UPS6000D-1シリーズ： 20 ～ 75 kVAの

系列化を図った。主な特徴は次のとおりである。

オールインワン：本体単独にて入出力異電圧対応

（100/200V）と保守バイパス給電機能を備えた周辺盤不

要のオールインワンを実現した。

完全独立並列対応：商用同期無瞬断切換方式の UPS

を最大 8台まで並列運転可能とした。切換盤や切換用制

御装置を必要とせず，直送回路も冗長されているため高

信頼度化システムを実現できる。

高効率化：主変換器部に富士電機製新型 IGBTを採用

し，旧型の素子と比較して損失が約 25 ％低減し最高ク

ラスの装置総合効率 90 ％を実現した。

（3）

（2）

（1）
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中大容量UPS

「6000D-1シリーズ」UPS

「6000D-3シリーズ」UPS

フライホイールUPS

図２５　UPS6000D-1（20 kVA機）

新型三相出力 UPS6000D-3シリーズ： 100 ～ 300 kVA

の系列化を図った。主な特徴は次のとおりである。

主変換器部に富士電機製 IGBTを採用し，並列駆動技

術の適用および新型冷却体を採用することにより主変換

器部および装置の小型・軽量化を実現した。

商用同期無瞬断切換方式 UPSを並列運転可能とする

完全独立並列システムを開発適用した。本システムは負

荷設備の増加に応じて給電中の増設を可能とし，また，

個々にバイパス切換回路を有しているため共通回路がな

くなりインバータ給電中のメンテナンスを可能とした。

Web/SNMP（Simple Network Management Proto-

col）カードを標準装備し，複数台の UPSの運転管理を

容易に行えるようにしている。

（3）

（2）

（1）

図２６　UPS6000D-3（300 kVA機）

UPSの蓄電装置として最も一般的な鉛バッテリーに代

わり，長寿命，高エネルギー密度の特性を持つフライホ

イールを採用したシステムを開発した。装置寿命が 15 年

以上とバッテリーに比べ長く，UPSのライフサイクルコ

ストを約 30 ％低減でき，設置面積も 1/2 ～ 1/3に削減す

ることができる。また鉛使用量も大幅に削減でき環境対策

面でも大きな効果がある。

停電時のバックアップ時間は 12 ～ 120 秒であり，半導

体製造工場をはじめとしてあらゆる産業分野の生産ライン

用など，必要な停電バックアップ時間が比較的短い負荷設

備に最適である。また，自家発電機との組合せにより長時

間のバックアップも可能である。蓄電装置部には米国アク

ティブパワー社製を採用している。

図２７　フライホイール蓄電装置

関連論文：富士時報 2003.8 p.484-487

関連論文：富士時報 2003.8 p.480-483

N99-2584-1

N99-2573-3



図２８　PWM電力変換装置

図３０　賀茂変電所
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つくばエクスプレスの建設に伴い，秋葉原変電所に受変

電設備一式を納入した。主な設備は PWM電力変換装置

のほか，24 kVガス絶縁開閉装置，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，

主制御用配電盤などである。

主な特徴は次のとおりである。

IGBTを適用した PWM電力変換装置は，きわめて高

精度な直流 1,500 V 定電圧制御を行うことにより変電所

間の電位差を小さくして対地帰路電流の低減を図るとと

もに，回生インバータ機能も持っている。

主制御用配電盤は 350mm幅の回線単位盤とし省ス

ペース化を図っている。また PLCダウン時の救済措置

として，メンテナンスパソコンによりバックアップ機能

の充実化を図っている。

（2）

（1）
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つくばエクスプレス秋葉原変電所

名古屋市交通局千種台変電所

福岡市交通局賀茂変電所

地下鉄 4号線延伸工事の一環として，千種台変電所に受

変電設備一式を納入した。主な設備は，36 kVガス絶縁開

閉装置，油入自冷式変圧器，純水沸騰冷却式シリコン整流

器，直流キュービクル，主制御用配電盤などである。

主な特徴は次のとおりである。

36 kV 設備は，VCBを適用した C-GISを採用し，省

スペース化と保守性の向上を図っている。

整流器は環境に優しい純水を冷媒とした並列 12パル

スの採用により，高調波抑制対策を図っている。

主制御用配電盤は，故障表示・警報回路に PLCを採

用し，保守性の向上を図っている。なお PLCは二重化

により高い信頼性を有するシステムとしている。

（3）

（2）

（1）

図２９　純水沸騰冷却シリコン整流器

建設中の地下鉄新線（七隈線）の賀茂変電所に受変電設

備一式を納入した。主な設備は，72 kVガス絶縁開閉装置，

ガス絶縁自冷式変圧器，純水沸騰冷却式シリコン整流器，

直流 1,500 V 閉鎖配電盤，抵抗式回生電力吸収装置，

6.6 kV 高圧閉鎖配電盤，主制御用配電盤などである。

主な特徴は次のとおりである。

直流高速度真空遮断器を採用し，縮小化と高信頼性，

保守性の向上を実現している。

負荷時タップ切換式整流器用変圧器，抵抗式回生電力

吸収装置を採用し，柔軟で安定な電力供給を図っている。

主配電盤と各階ごとに配置した現場監視盤を LANで

構成し，シンプルで高機能なシステムを実現している。

（3）

（2）

（1）
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線増連続立体工事に伴う受変電設備増強のため機器更新

工事を実施した。主な設備は，24 kV 環境対応形ガス絶縁

開閉装置，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，主制御用配電盤など

である。主な特徴は次のとおりである。

24 kV 環境対応形ガス絶縁開閉装置は，SF6ガスを

まったく使用しないドライエア複合絶縁方式を採用して

おり，地球環境への負担を皆無としている。

主制御用配電盤は，電気鉄道向けとして初の 350mm

幅の回線単位盤であり，省スペース化を実現している。

また，計測・故障表示機能などを集約した液晶ディスプ

レイを採用し，保守性の向上を図っている。

Webを利用した保全支援システムを導入し，予防保

全機能の充実を図っている。

（3）

（2）

（1）
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小田急電鉄（株）経堂変電所

南海電気鉄道（株）羽衣変電所

小田急電鉄（株）電気部情報共有システム

南海本線・高師浜線連続立体交差事業の一環として，新

設された羽衣変電所に受変電設備一式を納入した。主な設

備は，24 kVガス絶縁開閉装置，整流器用変圧器，シリコ

ン整流器，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，主制御用配電盤など

である。主な特徴は次のとおりである。

12パルス純水沸騰冷却式シリコン整流器，低騒音形

整流器用変圧器の採用により環境への配慮と高調波対策

を図っている。

24 kVガス絶縁開閉装置の採用により省スペース化を

図っている。

主制御用配電盤には，ディジタルリレーを採用し高信

頼性，保守省力化を実現している。

（3）

（2）

（1）

図３２　羽衣変電所

鉄道用電気・信号通信設備の図面，写真，その他文書な

どを電子文書として一括管理するサーバを納入した。サー

バに保存された文書は，社内ネットワークに接続されたパ

ソコンから閲覧でき，文書の一元管理と情報の共有化を図

ることができる。主な特徴は次のとおりである。

情報閲覧はWeb 方式を採用しているため，Webブラ

ウザのみで情報を閲覧できる（CAD図面を除く）。

文書の登録・変更・削除に際しては，電子メールと連

携して承認要請，承認通知などを行い，承認者の承認が

得られた後に実行する業務フロー機能も具備している。

ログイン認証機能，利用者をグループ分けして操作で

きる機能を制限するアクセス権設定機能，キーワード検

索機能，写真ビュワーなどのツールも具備している。

（3）

（2）

（1）

図３３　電気部情報共有システム閲覧画面表示例

図３１　回線単位形主制御用配電盤
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東日本旅客鉄道（株）は，東海道本線などで運用する

E231 系（近郊形）直流電車を投入した。本車両に対して，

富士電機は品質・信頼性を重視し，すでに総武緩行線，常

磐快速線で運用されている E231 系（通勤形）直流電車用

に納入した SC62A 形補助電源装置（210 kVA）において

実績のある主回路方式を適用した SC76 形補助電源装置を

製作・納入した。インバータキャリヤ周波数を最適化する

ことで，発生損失の低減を図り，小型・軽量化を実現した。

本装置の仕様は次のとおりである。

［定格］260 kVA（三相交流 440V，60Hz）

［方式］主回路：直列 2多重インバータ 1 変圧器方式

主素子： IGBT（1.7 kV-800A）

冷　却：自然冷却方式（水ヒートパイプ式）

46

産業・交通システム

交通・特機

東日本旅客鉄道（株）東海道本線向けE231系用補助電源装置

交流電車用補助電源装置〔北海道旅客鉄道（株）721系，九州旅客鉄道（株）817系〕

（財）鉄道総合技術研究所向け高速用集電材摩耗試験機

図３４　SC76形（260 kVA）補助電源装置

在来線交流電車用補助電源装置は富士電機が得意とする

分野の一つであり，特に国内の主な交流電化区間である北

海道および九州においては，多くの実績を有している。

2003 年度には北海道旅客鉄道（株）（JR 北海道）向け 721

系 8 次車，九州旅客鉄道（株）（JR 九州）向け 817 系 1000

番代用に IGBTを使用した補助電源装置を納入した。JR

北海道 721 系 8 次車は，新千歳空港ー札幌間の輸送力増強

を目的とした中間増備車として製作され，補助電源装置は，

着氷雪の落下による事故を防止するため床下機器をカバー

で覆うボディマウント方式に対応している。JR 九州 817

系 1000 番代は福北ゆたか線（博多ー黒崎）の電化開業に

合わせて製作され，補助電源装置は，車両へのぎ装作業を

簡易にするため溝形状のレールにボルトで締結するマウン

ティングレール方式に対応している。

車両用集電装置のすり板およびトロリ線の高速域におけ

る摩耗，性能特性などを解析する研究設備を納入した。

試験方法は，銅板製の模擬トロリ線をロータの円周付近

に円形に取り付けて回転させ，基礎架台側にすり板試験片

を固定して押し付ける摩擦方式で特徴は次のとおりである。

ロータは，直径 2mのニッケルクロムモリブデン鋼

の円盤で加工据付け精度が計測精度に影響するため，心

振れ，面振れ量，バランス精度を保持するよう設計配慮

した。

試験片は，模擬トロリ線間で通電しながら，プログラ

ムにより押付け動作，左右動などを制御できる。

計測システムにより摩耗量，摩擦状況，離線発生，温

度などの計測，記録，帳票作成およびカメラによる模擬

トロリ表面の観察，記録を行うことができる。

（3）

（2）

（1）

図３６　防音室内の摩耗試験機本体

JR北海道　721系 
8次車両 

補助電源装置 

JR九州　817系 
1000番代用 
補助電源装置 

図３５　JR北海道721系，JR九州817系向け補助電源装置


