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特集１

エネルギーソリューション
特集に寄せて

信}ä¼ÞõeôÉÞ~

早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科准教授 博士（工学）

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜÞº¼言葉åh昨今äđ
ĶŔės分野áÀÇā様々à動向ú対策áþÙÜh専門家

œŎsĠŐŜ技術åßäþ¼à推移ĈÕßÙÜÃÜºā
äÝ¸ă¼Á ?

åø×ăĉäÉÞ一般ä消費者ä中áÀºÜøÖºì{市

 đ Ķ Ŕ ė s Ĉ 考 ¾ ā Þ Ã á 重 要 à ņ č Ŝ ı åh

民権|Â与¾ÿĂāþ¼áàÙÜÃÕÞ感ÎÜºāg
Ħ

INPUT ÞÍÜäđĶŔės源ä選択hOPERATION

œŎsĠŐŜÞº¼言葉Ĉ用ºÜºā以上h当然h
ŀ

ÝäđĶŔės利用効率ä向上hÓÍÜ OUTPUT Þ

ŖĿŕŉ}問題~
úĪŌŕŜġ}課題~
Þº¼øäÂh

ÍÜä環境問題îä対応Ý¸āg現在h石油資源ä

時系列ÝõÕ場合áĦœŎsĠŐŜ以前á存在ÍÜº

枯渇ú自然đĶŔėsä積極的à利活用Þº¼ÉÞÝhß

āÞº¼ÉÞáàāgÝåh
đĶŔėsŀŖĿŕŉú

¼ÍÜø INPUT ÞÍÜäđĶŔės源á注目Â集ôÙÜ

đĶŔėsĪŌŕŜġÞå一体ß¼º¼øäàäÝ¸
ă¼Á ?

ÉÉÝåh
đĶŔėsĦœŎsĠŐŜĈ整

ºāÂhÉäđĶŔėsáÚºÜå因果律á基ÛºÕ
INPUT Áÿ OUTPUT ôÝä一連ä作用ä中Ý考¾ā必

理Ïā意味ÝhđĶŔėshèºÜå環境全般áÚºÜä

要Â¸ĀhÉäþ¼à広º視野Ĉ専門職技術者åøÞþĀ

取Ā組õú考¾方áÚºÜh簡単á概観ĈÍÜõÕºg

為政者ú一般市民àßáø{感覚|ÞÍÜ身áÚÇÜñÍ

ÓøÓø我々人類ä活動áÀºÜđĶŔėså量的

ºÞ願ÙÜºāg

主ÞÍÜ薪炭ú

今回äđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ特集ÝåhđĶŔ

水車h風車h馬力àßÁÿđĶŔėsĈ得Üh畑Ĉ耕Í

ėsĦœŎsĠŐŜá関Ïā概論ÁÿåÎôĀhINPUT

ÕĀ家畜Ĉ飼育ÍÕĀÍÜ活動Ĉ行ÙÜºÕ産業革命以前

ÞÍÜäđĶŔės源}一次đĶŔės変換~Ý¸ā太

åh人間一人Â 1 日á消費ÏāđĶŔės量å 26,000 kcal

陽電池ú風力発電áÚºÜh次世代äđĶŔėsčŜľŒ

áßĂÖÇ必要àøäàäÝ¸ă¼Á ?

程度Ý¸ÙÕÂh産業革命後á蒸気機関Â導入ËĂ石炭Ĉ

ä根幹Ĉ担¼Þ期待ËĂÜºā燃料電池ĠĢįŉáÚº

利用ÍÕ発電ú動力àßáđĶŔės変換ÂàËĂāþ¼

ÜhÓÍÜ OPERATION 時áÀÇā各種ĠĢįŉàÿé

áàāÞ前述ä数字Â 77,000 kcal 程度áhÓÍÜh1950

áÓä運用á関Ïā技術hÓĂÿä取Ā組õĈ水平展開Ï

年代äºąüā石油áþā流体革命}đĶŔės革命~


ā様々àĞsļĢú協働ä取Ā組õáÚºÜàßh多岐á

áþÙÜþĀ高密度àđĶŔės源Ý¸ā石油Â大量á安

ąÕĀàÀÁÚ詳細àıĽĬĘÂ提供ËĂÜºāg今後ä

Å供給ËĂÕ結果ÞÍÜ交通機関ú暖房h発電h石油化学

đĶŔėsá関Ïā様々à課題áĦœŎsĠŐŜ

製品ä原料ÞÍÜhÓä消費量Â飛躍的á増加ÍhđĶŔ

Ĉ与¾¼āøäÞ期待ËĂāäÝh読者諸氏å是非Þø熟

ės消費量å 1970 年初÷á 230,000 kcal 程度ôÝ増加Í

読ºÕÖÃh
đĶŔėsĦœŎsĠŐŜá対ÏāÓĂ

ÕgÍÁÍhÓä後ä世界的àđĶŔės危機hàÿéá

ÔĂä考¾Ĉ持ÙÜºÕÖÃÕºg

đĶŔės消費Ĉ起源ÞÏā様々à環境問題àßä影響ø
¸Āh原子力ú天然ĕĢh自然đĶŔėsú新đĶŔės
àßđĶŔės源Â多様化ÍÜºÃh現在áºÕÙÜºāg
Éä間hÕÞ¾æ我Â国áÀºÜå 1970 年代ä二度á

最後áh一Ú心á留÷ÜÀºÜºÕÖÃÕºÉÞÂ¸āg
ÓĂåh今回ä特集Ý触ĂÿĂÜºā技術úĠĢįŉåh
ĦœŎsĠŐŜä一部ÖÞº¼ÉÞÝ¸āg複雑á因
果Â絡õ合ÙÕ OUTPUT ÞÍÜä環境問題Ĉ紐解Ãh

ąÕā石油ĠŐĬĘĈ受ÇÜh
đĶŔėsĦœŎsĠŐ

ÓäĦœŎsĠŐŜĈ見出ÏáåhþĀ広º知識Þ経

Ŝä一ÚÝ¸ā省đĶŔės技術ä進展ÞhÓĂ

験hÓÍÜàáþĀ{実践|Â必要不可欠Ý¸āg高度á

以前ÁÿÀÉàąĂÜºÕ原子力àÿéá天然ĕĢîä

複雑化ÍÕ世ä中Ýåh職場áÀÇā業務ÞÍÜÖÇÝå

đĶŔės転換Â並行ÍÜàËĂÜÃÕÂh果ÕÍÜ現在

àÅh一市民ÞÍÜä生活場面áÀºÜø{思考|Þ{実

á至ÙÜh一人¸ÕĀäđĶŔės消費量hđĶŔės利

践|Â求÷ÿĂÜºāÞº¼ÉÞĈ強Å認識ÍÜºÕÖÃ

用技術h省đĶŔės対策àßhºąüāđĶŔėsĦ

àÂÿh本特集Ĉ愉ÍĉÝºÕÖÃÕºg
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エネルギーソリューションの現状と展望
特集
1

大橋

一弘}ÀÀåÍeÁÐèă~

中西

要祐}àÁáÍeþ¼ÏÇ~

略}技術戦略ŇĬŀ 2007~

}2007 年 4 月~àßÂ公表Ë

まえがき

（ 1）
（ 4）
〜

Ăh2030 年ôÝä国家的àđĶŔės政策Â提言ËĂÕg
世界的à異常気象ú石油j石炭Ĉ始÷ÞÍÕ諸物価ä著

富士電機å 1992 年á環境保護基本方針Ĉ制定Íh

Íº高騰hBRICs á代表ËĂā発展途上国ä経済成長à

ISO14001 認証取得h生産ŀŖĤĢáÀÇā省đĶŔės

ßáþĀhąĂąĂĈ取Ā巻Å環境問題Â地球規模ÝôÏ

ä推進h徹底ÍÕ 3R}ReducehReusehRecycle~áþā

ôÏ深刻化ÍÜºā中h
京都議定書áþā第一約束期

ÊõĥŖđňĬĠŐŜ化Ĉ展開ÏāÞÞøáhđĶŔėsh

間}2008 v 2012 年~ä初年度Ĉ迎¾ÕgąÂ国Ýø長期

発送配電h水処理h産業j交通h情報h生活àß各分野ä

的àđĶŔės戦略ÞÍÜ経済産業省j資源đĶŔės庁

ĦœŎsĠŐŜĈ通ÍÜ地球環境保護j保全活動á取Ā組

Áÿ新j国家đĶŔės戦略
}2006 年 5 月~
h
đĶŔ

ĉÝÃÕg
đĶŔės分野Ýåh社会情勢ä変化Ĉ捉}Þÿ~¾

ės基本計画改定}2007 年 3 月~
h
đĶŔės技術戦
図１

エネルギーに関する社会情勢の変化とエネルギーソリューションにおける富士電機の取組み

〜２００２年

エネルギーに関する社会情勢

▽京都サミット
（1997）

２００３年〜２００７年

２００8 年〜
京都議定書第一約束期間

▽京都議定書発効（2005）

▽エネルギー政策基本法
▽新国家エネルギー戦略（2006）
▽RPS 法改正（2007）
（2002）
▽エネルギー基本計画公表（2003） ▽エネルギー基本計画改定（2007）
▽エネルギー技術戦略（2007）

省エネルギー機器（高効率変圧器，インバータなど）

省エネルギー

エネルギー計測システム（EcoPASSIＯN，PowerSATELITE）
（普及機の開発）りん酸形燃料電池
マイクロチューブラ水車
富
士
電
機
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
取
組
み

風力発電所用系統連系設備

新エネルギー

風力発電システム・風力事業
電力安定化装置
（量産化）

フィルム型太陽電池

Spectrum PowerCC*

エネルギーマネジメント
（ＥＭＳ）

予測・最適運用計画技術
電力系統監視制御システム・配電自動化システム

環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
和

広域分散監視制御システム
電力系統監視制御

IP 対応コンポーネント
予測技術・最適化技術・構造化ニューラルネット
系統解析シミュレータ，各種シミュレーションモデル
予防保全各種ツール

保全予防

２４時間コールセンターサービス
ｉ
ｅｍｅｎｓＡG の登録商標
*Spectrum PowerCC：ドイツＳ

大橋

（ 2 ）

一弘

中西

要祐

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜĠĢį

解析ĦœŎsĠŐŜ分野ä開発j

ŉä技術企画hĠĢįŉđŜġĴ

企画hĠňŎŕsĠŐŜ業務á従

ċœŜęá従事g現在h富士電機

事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株

ĠĢįŉģ株式会社制御ĠĢįŉ

式会社技術開発本部技術開発統括

本部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統

室解析ĦœŎsĠŐŜ部長g電気

括部長g電気学会会員g

学会上級会員gIEEE 会員g
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Õ省đĶŔėsh新đĶŔėshđĶŔėsŇĶġŊŜ

エネルギーソリューションの現状と展望

ÿéáđĶŔės計測装置àßh各種ŀŒŜıä制御技術
Ĉ応用Í幅広º視点Ý省đĶŔėsĦœŎsĠŐŜĈ提供
ÍÜÃÕg特á設備ä利用Àþé運用効率Ĉ改善j向上Ë

đĶŔėsĜĢı低減ÀþéđĶŔėsĤĖŎœįČä確

ÑđĶŔėsä最適調達j融通Ĉ図ā{đĶŔėsŇĶġ

特集

ıh電力系統監視制御h保全àßä技術Ĉ集約Íh
{đĶ
ŔėsĦœŎsĠŐŜ|ÞÍÜh地球環境問題îä対応h
（ 5）

保á貢献ÍÜÃÕg図 1 áđĶŔėsá関Ïā社会情勢ä

ŊŜıĠĢįŉ}EMS~
|åh熱Þ電気ä一体的àđĶŔ

変化ÞđĶŔėsĦœŎsĠŐŜáÀÇā富士電機ä取組

ės使用ä合理化á向ÇÕĦœŎsĠŐŜ & ĞsļĢÞ

õĈ示Ïg

ÍÜ統合的á展開ÍÜºāg

エネルギーソリューション技術

.

新エネルギーソリューション

2007 年h
電気事業者áþā新đĶŔės等ä利用á関
地球温暖化防止ä取組õáåh①đĶŔės使用量Ĉ削

Ïā特別措置法
}RPS 法~ä改正á伴ºh太陽光発電ä

減Ïā省đĶŔės設備ä導入h②太陽光発電h風力発電h

普及äÕ÷ä措置h中小水力j地熱発電ä対象範囲ä拡

小水力発電Ĉ含ö新đĶŔės発電設備ä導入hä手段Â

大h経済産業省ä{新đĶŔės部会|Ýå地熱}Ĺčĳ

¸āgËÿáh地球温暖化防止á対Ïā貢献j寄与îä関

œs~Þ中小水力発電}出力 1 MW 以下~Ĉ新đĶŔės

心ä高ôĀĈ受ÇÜhĴsģåh省đĶŔėsh新đĶ

{地域新
Þ定義hĹčēŇĢ発電設備ä認定要件ä改善h

Ŕės設備ä導入ú利用áÞßôÿÐhÓä導入効果ú環

đĶŔės等導入促進事業|øÍÅå{新đĶŔės等事

（ 6）

境îä貢献度Ĉ{見¾ā化|Íh社会á示ÏÉÞÂ必須Þ

業者支援対策事業|ä補助金制度Â適用ËĂāàßh社会

àÙÜÃÕgÓä際h電気đĶŔėsÖÇÝåàÅ熱đĶ

環境Â整ąĂÜÃÜºāg
富士電機Ýå早ÅÁÿľČŔŉ型太陽電池ú燃料電池ä

Ŕėsø含÷Õ施設全体äđĶŔėsÂ対象ÞàĀh導入
者ÊÞá異àāĴsģá対ÍÜh最適àđĶŔėsŇĶġ

技術開発Ĉ行¼ÞÞøáh地熱h風力h小水力ÞºÙÕ新

ŊŜıĈ提供ÏāđĶŔėsĦœŎsĠŐŜÂ求÷ÿĂÜ

đĶŔėsj再生可能đĶŔėsáø取Ā組õhCO2 削減

ºāg

á貢献ÍÜºāg

地球温暖化防止á関Ïā制度面ú支援策àßä社会環境

ľČŔŉ型太陽電池åh軽Åh曲ÂāÞº¼特徴Áÿh

ä整備Â進ö中hđĶŔėsĦœŎsĠŐŜĈ適用Ïā際

防水Ġsı一体型hįŜı材一体型h鋼板一体型} 図 2~

ä重要àņčŜıĈ以下á示Ïg

àß太陽電池ä可能性Ĉ大ÃÅ広Èā製品ÞÍÜ注目ËĂ

（a） 人ä快適性Ĉ損àąàº省đĶŔėsä実現

Üºāg

（b） 景観Þ調和äÞĂÕ新đĶŔės設備ä計画h実現

100 kW Āĉ酸形燃料電池} 図 3~åh電池寿命 6 万時

（c） 新đĶŔės分散型電源áþā電力品質ä低下抑制

間Ĉ達成Íh電熱併用áþā高º総合効率Ý CO2 削減á

富士電機å上記á基ÛÃh顧客ä業種j業態ú設備規模

貢献ÍÜºāgËÿá都市ĕĢÞ備蓄 LPG Þä切替¾á

Àþé事業戦略Ĉ踏ô¾h統合的à解決Ĉ図āđĶŔės

þā災害対応機hĦsĩ工場àßÁÿä副生水素直接利用

ĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ進÷Üºāg
以下á富士電機äĦœŎsĠŐŜ技術ä取組õáÚºÜ

機h低負荷時ä水素供給機能機àßä開発ú家庭用固体高
分子形燃料電池ä開発ø進÷Üºāg

紹介Ïāg

地熱発電Ýåh地熱Ĺčĳœs発電設備}図 4~ä商品
（ 7）

化開発Ĉ終¾h100 kW ĘŒĢÁÿ 10 万 kW ĘŒĢôÝä

富士電機の取組み
.

省エネルギーソリューション

ŒčŜċĬŀĈ充実ËÑÜÀĀh世界中ä地熱発電Ĉ推進
図

鋼板一体型フィルム型太陽電池

省đĶŔės対策åh最終消費đĶŔėsĈ削減ÏāÉ
ÞáþĀđĶŔės消費Ĉ起源ÞÏā二酸化炭素}CO2~
ä発生Ĉ抑制Íh温暖化防止á寄与ÏāÉÞÂãÿºÝ¸
āg新đĶŔėsàßä導入Þ併ÑÜ実施ÏāÉÞÝ環境
対策ä柱ÞÍÜ重要àøäÝ¸āg
đĶŔėsä使用ä
合理化á関Ïā法律
}省đĶ法~ä理念á示ËĂÜºā
ÞÀĀh省đĶŔės対策ÞåđĶŔėsĈ合理的á使用
ÏāÉÞÝ¸ĀhöÖĈ省ºÜđĶŔėsĈ有効á使用Ï
āÉÞÂ基本Þàāg節約j我慢ÖÇä省đĶŔėsÝå
持続性ú効果ø限ÿĂāÕ÷h生産性h快適性àßĈ損à
ąÐá効果的à省đĶŔėsĈ実現ÏāÕ÷áĠĢįŉä
見直ÍĈ含÷Õ根本的à対策Â求÷ÿĂāgÓäÕ÷áå
創意j工夫Þ専門的à知見Â必要Ý¸āg
富士電機å高効率機器ú省đĶŔėsj環境対策機器à

（ 3 ）
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ÍÜºā国々á地熱発電設備Ĉ納入ÍÜºāg

特集
1

エネルギーソリューションの現状と展望

域đĶŔės事業 FS}ľČsġļœįČĢĨİČ~調査á

風力発電åh初期ĜĢıÀþéŒŜĴŜęĜĢıä低減

参画Íh開発途上国áÀÇā温室効果ĕĢä排出削減àß

Ĉ目的ÞÍh単機出力ä大型化ú大規模àďČŜĲľĊs

ä課題解決á向ÇÕ取組õø行ÙÜÀĀh地域創発型ä分

ŉ化Â進ĉÝºāg一方h風力発電å計画的à出力制御Â

散型đĶŔėsĠĢįŉáþā地域活性化Ĉ支援ÍÜºāg

困難àÉÞàßÁÿh系統連系á際ÍÜ種々ä制約Ĉ受Ç
ā場合Â¸āg富士電機åh自然条件á応ÎÜ変動Ïāđ

.

エネルギーマネジメントソリューション

ĶŔėsĈ平滑化Íh安定ÍÕđĶŔės源ÞÍÜ利用Ï

産業分野ÝåhĜĢıh効率Ĉ維持ÍÚÚ環境負荷低減

āÕ÷ä電力安定化装置ø提供Íh風力発電ĠĢįŉÞ電

á配慮ÍÕ製品ä供給Âh社会的à使命ÞÍÜ強Å求÷ÿ

力系統Þä融和áø努÷Üºāg図 5 á富士電機Â設置Í

ĂÜÃÜºāg

Õ風力発電所Ĉ示Ïg

富士電機Ýåh保有ÏāđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢ

標準設計化ÍÕŇčĘŖĪŎs
ŇčĘŖ水力}図 6~åh

į ŉ}EMS~ Þh 実 績 ä ¸ ā 生 産 管 理 Ġ Ģ į ŉ Ĉ 統 合

ĿŒ水車áþĀ低ĜĢıĈ実現ÍhËÿáhŒŜĳłsŜ

Íh製品äŒčľĞčĘŔáÀÇā環境負荷h品質hĜ

ä可動化Ýh流量変動ä大Ãà地点Ýø高効率Ý発電Â可

Ģıàßä仕様ä管理Ĉ行¼ PLM}Product Life-cycle

能ÞàĀh遊休水力đĶŔėsä有効利用á寄与ÍÜºāg

Management~Ĉ実現ÏāÉÞÝh工場経営äľŕsŉ

ÉĂÿä分散型電源áþāŇčĘŖęœĬĲ構想áÚº

ŘsĘĈ構築ÏāĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg

注

ÜåhNEDO 技術開発機構 ä委託事業{新đĶŔės等

Ëÿáh工場環境改善úh産業ŀŖĤĢáÀÇā廃熱利

（ 8）

地域集中実証研究|îä参画Ĉ通Íh太陽光h風力àßä

用àßh未使用đĶŔėsä有効利用áþā製造áÁÁą

自然đĶŔėsÞhĹčēŇĢ発電Àþé二次電池Áÿà

āđĶŔės消費低減äÕ÷ä各種ĦœŎsĠŐŜáø取

ā分散型đĶŔėsÞĈ安定的á運用管理ÏāĸčĿœĬ

Ā組ĉÝºāg

Ĳ技術Ĉ確立ÍÕgôÕh国内外áÀÇāhËôÌôà地
.

電力系統監視制御ソリューション

電力流通分野Ýåh新đĶŔėsàßä分散型電源Þä

注NEDO 技術開発機構k独立行政法人新đĶŔėsj産業技術総
合開発機構

図

図

図

西目風力発電所

図

マイクロ水力

りん酸形燃料電池

地熱バイナリー発電設備

（ 4 ）
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コールセンター

エネルギーソリューションの現状と展望

価技術hċĤĬıŇĶġŊŜıîä関心Â高ôÙÜºāg
富士電機ÝåhIT 技術úĴŎsŒŔĶĬıŘsĘàß
á適用Íh余寿命診断j劣化診断ĠĢįŉä高度化Ĉ図Ù
ÜŒčľĞčĘŔĞsļĢĈ提供ÍÜºāgôÕh保守
ĞsļĢäčŜľŒÞÍÜĜsŔĤŜĨs}図 7~Ĉ核Þ
ÍÕĞsļĢ支援ĠĢįŉĈ実現ÍÜºāg

あとがき
環境負荷解消ä完全àā実現}ĥŖđňĬĠŐŜ~åh
高º社会ĜĢıĈ伴ºh国際的à視野Ĉ含÷Õ社会発展ú
（ 9）

経済成長Ĉ考慮ÍÕ環境対応技術Â必要Ý¸āg
調和Ĉ目指ÍÕ安定供給Àþé品質向上h効率的àĠĢį
ŉä運転j保守Ĉ目指ÍÕŖĢ低減ú設備運用àßä課題
Â¸āg

本稿Ýå多様化ÍÕĴsģá対ÍÜh統合的à解決Ĉ図
āĦœŎsĠŐŜ技術Ĉ紹介ÍÕg
富士電機å今後ÞøęŔsŀä技術力Ĉ結集Íh市場環

富士電機Ýåh限ÿĂÕĤŜĞ情報Áÿ電力系統全体

境ú新技術ä変化á応ÎÕ研究j開発Ĉ進÷h
{環境Þđ

ä電圧h潮流àßä状況Ĉ把握Ïā状態推定手法ä導入ú

ĶŔėsä調和|Ĉ実現ÏāđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ技

đĶŔėsŖĢĈ考慮ÍÕ運用手法ä取組õĈ進÷Üºāg

術ä提供á努÷ÜºÅ所存Ý¸āg

ôÕhIP ĶĬıŘsĘ技術ÞēsŀŜ分散型ĠĢįŉ技
術áþĀhĠĢįŉäŒčľĞčĘŔĜĢıä削減áø取

ÉĂôÝÀ世話áàÙÕ各位á謝意Ĉ表ÏāÞÞøáh
今後ÞøÊ指導jÊ支援ĈÀ願ºÏā次第Ý¸āg

Ā組ĉÝÀĀhĠĢįŉä運転箇所ÞĜŜĽŎsĨĞsĹ
設置箇所Ĉh自由ÁÚ最適áÏā広域分散型ĠĢįŉä構
築áþĀĴsģá応¾ÜºāgËÿáhĴŎsŒŔĶĬı
ŘsĘ応用技術Ĉ中央給電所á配置ËĂā電力需要予測Ġ
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アモルファス太陽電池の応用と展開
特集
1

桑山

仁平}ÅąúôeÎĉðº~

林

一彦}åúÍeÁÐèÉ~

大田

洋充}ÀÀÕeèăõÚ~

立Ĉ図ÙÜºāg

まえがき

本稿ÝåhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä最新応
2008 年Áÿ 2012 年ôÝä京都議定書ä第一約束期

用ŋġŎsŔ製品ÞhÓä特長Ĉ生ÁÍÕ設置事例ä紹介h

間Ĉ迎¾h大幅à CO2 削減ä達成äÕ÷hþĀ一層ä新

Àþé国内外îä太陽電池ä展開á向ÇÕ国際実証研究î

đĶŔėsä普及拡大Â期待ËĂāg

ä取組õä成果áÚºÜ述ïāg

富士電機Ýå 2006 年á熊本工場Â竣工}ÍûĉÉ¼~
（ 1（
）2）

ÍhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池FWAVE

フィルム型太陽電池応用モジュール製品

}đľďđsĿ~

}図 1~ä量産化Ĉ開始ÍÕg
ľ Č Ŕ ŉ 型 ċ ŋ Ŕ ľ Ċ Ģ 太 陽 電 池 åh 厚 Ë 約 50 m

.

鋼板一体型モジュール

ä ŀ Œ Ģ Ī Ĭ Ę ľ Č Ŕ ŉ 上 á CVD}Chemical Vapor

鋼板一体型ŋġŎsŔåhľČŔŉ型太陽電池}厚Ëk

Deposition~úĢĺĬĨœŜęàßä薄膜製造工程áþĀ

約 50 m~Ĉ鋼板á張Ā付Çh表面ĈľĬ素樹脂Ý覆ÙÕ

ċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池層Ĉ形成ÏāÕ÷hÃą÷

構造ä太陽電池ŋġŎsŔÝ¸āg鋼板一体型ŋġŎsŔ

Ü薄ÅľŕĖĠĿŔÝh質量øĕŒĢ基板Ĉ使用ÍÕ太
陽電池ä約 10 分ä 1 Þ軽量Ý¸āgÉĂÿä特長Ĉ生Á

表

鋼板一体型モジュールの標準仕様

ÍhİğčŜ性Ĉ考慮ÍÕĜňŎĴįČ施設ä大型屋根úh

項

目

仕

様

町並õ景観á配慮ÍÕ施設àßhĕŒĢ基板ä太陽電池ŋ

モジュール内接続

ġŎsŔÝå困難Ý¸ÙÕ場所á設置ÏāÉÞÂÝÃāg

公称最大出力（W）

86.4

ôÕhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä製造á必要Þ

公称最大出力電圧（V）

306

àāđĶŔėså結晶ĠœĜŜ太陽電池ä約 2 分ä 1 Ý¸

公称最大出力電流（A）

0.282

ĀhŒčľĞčĘŔÝä環境負荷低減ä効果Â高ºgÓä

公称開放電圧（V）

Õ÷h国内外îä大規模à展開áþāęŖsĹŔà環境問

公称短絡電流（A）

題îä貢献Ĉ視野áh国際実証研究á積極的á参加ÍhË

寸法（mm）

ôÌôà地域áÀÇā太陽光発電ĠĢįŉä適用ķďĸď
質量（kg）

ä蓄積úh電力系統Þä安定ÁÚ安全à連系技術àßä確
図

フィルム型アモルファスシリコン太陽電池「FWAVE」

桑山

林

428
0.388
525（W）×3,881（D）×15（H）
（端子箱含む）
15.7

鋼板一体型モジュール

一彦

大田

洋充

新đĶĠĢįŉä取ĀôÞ÷業務

IC äŇsĚįČŜę業務Ĉ経Ü

太陽光発電ĠĢįŉä設計j案件

á従事g現在h富士電機ĠĢįŉ

太陽電池ä販売戦略立案á従事g

発掘á従事g富士電機ĠĢįŉģ

ģ株式会社制御ĠĢįŉ本部đĶ

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

株式会社制御ĠĢįŉ本部đĶŔ

ŔėsĦœŎsĠŐŜ統括部đĶ

社制御ĠĢįŉ本部太陽電池統括

ėsĦœŎsĠŐŜ統括部đĶŔ

ŔėsĠĢįŉ部長g電気学会会

部営業技術部長g

ėsĠĢįŉ部課長補佐g電気学

員g

（ 6 ）

仁平

図

4直列2並列

会会員g
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ä標準仕様Ĉ表１áhŋġŎsŔä外観Ĉ図 2 á示Ïg

アモルファス太陽電池の応用と展開

育館îä適用例Ý¸āg本体育館åĜňŎĴįČä中核Þ
ÍÜhİğčŜ性Þ景観îä調和ä双方Ĉ兼ã備¾āÞÞ
øáh大型屋根á鋼板一体型ŋġŎsŔ}20.2 kW~Ĉ適

太陽光発電ĠĢįŉäĜĢı低減á有効Ý¸āg

用Í環境áø配慮ËĂÕ施設ÞàÙÜºāg

ôÕh太陽電池実装áþā屋根材ÞÍÜä重量増加ø
1 m2 ¸ÕĀ約 1 kg Ý¸Āh建物ä荷重対策äÕ÷äĜĢ

1
.

バス停留所

都市景観á調和ÍÕ曲面屋根Ĉ持Ú外観Þh停電時ä照

ı面Ýø有利Ý¸āg

明確保Þº¼防災性Ĉ併Ñ持ÙÕĹĢ停留所ä屋根á鋼板
.

テント材一体型モジュール

一体型ŋġŎsŔ}120 W~Ĉ適用ÍÕg

įŜı材一体型ŋġŎsŔåhįŜı材áľČŔŉ型太

太陽電池Ý昼間á発電ÍÕ電気åºÙÕĉ蓄電池á蓄¾

陽電池Ĉ取Ā付ÇÕŋġŎsŔÝ¸āg太陽電池åœłĬ

ÿĂh照明装置àßá供給ËĂÜºāgÉäÕ÷h災害à

ıøÍÅåĢįŜŕĢ線áÜįŜı材á取Ā付ÇÿĂÜÀ

ßÝ万一夜間á停電Â発生ÍÕ場合ÝøhĹĢ停留所ä照

ĀhįŜı材ä劣化áþā交換時á太陽電池Ĉ取Ā外Íh

明å維持ËĂh街路äĤĖŎœįČä確保á貢献Ïāg図

新品äįŜı材îä再取付ÇÂÝÃāþ¼áÍÜºāg図

5 á太陽電池実装äĹĢ停留所ä外観Ĉ示Ïg

3 áįŜı材一体型ŋġŎsŔä外観Ĉ示Ïg

.

店舗プレイランドテント屋根

ľĊĢıľsĲ店ä屋外遊戯設備ä屋根áįŜı材一

代表的な適用事例

体型ŋġŎsŔĈ採用ÍÕg太陽電池ä容量å 336 W Ýh
.

豊田市西部体育館

前項Ý述ïÕÞÀĀh鋼板一体型ŋġŎsŔä屋根材

発電ÍÕ電力å直流äôôđċĜŜ室外機á供給ËĂh空
調電力ä低減Ĉ図ÙÜºāg

îä適用åh建物荷重ÂÃą÷Ü小ËºÞº¼利点Ĉ持Úg
ôÕh緩úÁà曲面îä加工ø可能àÕ÷h特á意匠性Ĉ

.

図

テント材一体型モジュール

図

豊田市西部体育館（三晃金属工業株式会社施工）

電気自動車

軽量àľČŔŉ型太陽電池åh車両ú船舶îä適用áø

生ÁÍÕ大型屋根îä適用á向ºÜºāg
図 4 åh三晃金属工業株式会社施工áþā豊田市西部体

特集

本ŋġŎsŔå屋根材一体型ÞÍÜ適用ÏāÕ÷h太
陽電池ŋġŎsŔä据付ÇäÕ÷ä専用架台Â不要Ý¸Āh

有利Ý¸āg

図

バス停留所への適用例（開発品）

図

電気自動車（オートイーブイジャパン株式会社製）

太陽電池

（ 7 ）
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電気自動車å大容量ä蓄電池Ĉ搭載ÍÜÀĀh駐車時ä

実証ĈÓĂÔĂ実施ÍÕg

蓄電池ä自己放電Â課題äèÞÚÝ¸āgľČŔŉ型太陽

特集
1

電池åh車体äİğčŜ性ú車重á大Ãà影響Ĉ与¾āÉ

.

ChoHeng ĞčıÞ TEI ĞčıäĠĢįŉ構成ĈÓĂÔ

ÞàÅ実装Â可能Ýh駐車時á蓄電池îä充電Ĉ行¼ÉÞ
ÂÝÃāg

システム概要

Ă図 7h図 8 á示Ïg
ChoHeng Ğčıå太陽電池容量Â 140 kW Ýh3 種類ä

図 6 áēsıčsĿčġŌĺŜ株式会社áþā電気自動

車îä適用例Ĉ示Ïg

太陽電池}単結晶ĠœĜŜh多結晶ĠœĜŜhċŋŔľĊ

ôÕh軽量àľČŔŉ型太陽電池å船舶äİĬĖàßî

ĢĠœĜŜ~Ý構成ËĂÕ 7 ĤĬıä太陽電池ċŕčÂÓ

大規模á実装ÍÜøh船ä安定性á大ÃÅ影響ÏāÉÞÂ

ĂÔĂ容量 20 kW ä太陽光発電用ĺŘsĜŜİČĠŐĳ

àºÕ÷適ÍÜºāÞ考¾ÿĂāg

á接続ËĂh集電盤Ĉ中継ÍÜ商用電力系統á連系ËĂÜ
ºāg
TEI Ğčıå太陽電池容量Â 15.3 kW Ýh4 種類ä太陽

タイ国における NEDO 技術開発機構実証研究

電池}単結晶ĠœĜŜh多結晶ĠœĜŜhċŋŔľĊĢĠ

事例

œĜŜh単結晶ÞċŋŔľĊĢäĸčĿœĬĲ~Ý構成Ë
注

NEDO 技術開発機構 ä太陽光発電ĠĢįŉàß国際共

ĂÕ 4 ĤĬıä太陽電池ċŕčÂ ChoHeng ĞčıÞ同様

同実証開発ä一環ÞÍÜh関西電力株式会社Þ共同Ý単

á系統連系ËĂÜºāgÓäñÁá電流電圧特性計測用太

独運転防止方法j電力品質向上技術á関Ïā実証研究Ĉ

陽電池ŋġŎsŔÂ 4 種類設置ËĂÜºāg

平成 16 年度Áÿ 3 Á年hĨč国ĹŜĜĘ市郊外Ý実施Í
.

Õg

研究成果「分散型電源群の集中制御による電圧上昇対
（ 3）

策システムの開発」

研究目的åh分散型電源ä集中連系áþÙÜ生Îā問題

分散型電源ÞÍÜ配電線á接続ÍÕ複数ä太陽光発電

点}電圧àßä電力品質ä低下h単独運転ä不検出àß~
ä評価ÞÓä対応策ä実証開発hÀþé熱帯地域áÀÇā

ĠĢįŉ全体ä電圧適正化Þ発電効率ä均等化äÕ÷áh

発電特性ä異àā太陽電池}ĹŔĘ系ÀþéċŋŔľĊĢ

各々ä太陽光発電ĠĢįŉä運転状態Ĉ一括監視j制御Ï

系~ä発電特性評価ä 2 項目Ý¸āgÉä¼×h富士電機

ā電圧上昇対策ĠĢįŉĈ開発ÍhÓäĠĢįŉĈ使Ù

Ýåh
分散型電源群ä集中制御áþā電圧上昇対策ĠĢ

Ü実証試験Ĉ実施ÍÕgÓä結果h集中制御Ĉ行¼ÉÞÝh

įŉä開発Þ発電特性ä異àā太陽電池Ĉ用ºÕ太陽

監視対象全体Ý電圧ä適正化Þ個々ä太陽光発電ĠĢįŉ

光発電ĠĢįŉä設計j開発ä 2 įsŇĈ担当ÍÕg

ä発電効率ä均等化Â図ĂāÞÞøáh従来ä個別制御Þ
比ïÜ監視対象全体Ýä発電効率ø改善ÝÃāÉÞĈ確認

.

実証サイト

ÍÕg

実証研究Ğčıå 2 Á所¸ĀhChoHeng Ğčı}ĹŜ
ĜĘ市内Áÿ西á約 30 km~Þ TEI Ğčı}ĹŜĜĘ市

.

研究成果「発電特性の異なる太陽電池を用いた太陽光
発電システムの設計・開発」

内Áÿ北á約 20 km~Ý¸āgChoHeng ĞčıÝå集中

ĹŔĘ系ÞċŋŔľĊĢ系ä各太陽電池ä発電実証試験

連系関連ä実証ĈhTEI ĞčıÝå太陽電池特性比較ä

Ĉ行ºh各々ä発電特性Ĉ比較検討ÍÕ結果h日射量á対
注NEDO 技術開発機構k独立行政法人新đĶŔėsj産業技術

Ïā太陽光発電ĠĢįŉ発電量ä割合Ĉ示Ï総合ĠĢįŉ
出力係数}197 Ńsġä解説参照~ÂhċŋŔľĊĢ

総合開発機構

系Ý 0.843 á対ÍÜhĹŔĘ系Â 0.774 ÞàĀh熱帯地域
図

ChoHeng サイト実証システム構成
図

TEI サイト実証システム構成

変電所

実証試験サイト

太陽電池
A

H

接続箱

配電線

直流

B

D

単独運転
検出装置

交流
変圧器

CT，
VT

交流
E
F

交流

交流

MCCB

3階

電柱

2階

模擬負荷
【制御室】

A：太陽電池
F：制御装置
B：パワーコンディショナ
G：計測装置
C：蓄電池
H：気象観測装置
D：インバータコンバータ
E：低圧受電盤

（ 8 ）

パワー
コンディ
ショナ

太陽電池設置状況

Ｒ L C
模擬配電線

電圧電流
パソコンへ
計測装置 パソコンへ

単独運転検出装置
計測装置
計測装置

G
サーバ

接続箱 太陽電池
アレイ
接続箱
日射計

サーバ

倉庫

直流

C

計測装置

パソコン
太陽電池
設置状況

メータ
MCCB
1階
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Ý¸āĹŜĜĘÝåċŋŔľĊĢ系ä方Â定格容量¸ÕĀ
ä発電電力量Â約 9 % 多ÅàāÉÞÂąÁÙÕgôÕh今

ÞàÅ太陽電池ä設置Â可能ÞàĀh設置工事費用ä大幅
低減Â図Ăāg
（ 3） 軽量Ĉ生ÁÍÕ車両向Çàßä適用拡大

地域}緯度~Â異àā場所Ýä補正係数Ĉ算出ÍÕgÉĂ

軽量ÝľŕĖĠĿŔàĠsı型ŋġŎsŔĈ自動車ä屋

áþĀh低緯度Áÿ中緯度áÀÇā太陽光発電ĠĢįŉä

根á設置ÍÕ場合h約 100 W Áÿ 200 W ôÝä発電Â可

発電電力量Ĉ類推Ïā方法論Ĉ提案ÏāÉÞÂÝÃÕg

能ÞàāgċŋŔľĊĢ太陽電池å散乱光Ýä発電効率ø
þºÕ÷h車äĩĬĠŎŅsĲá設置ÍÜø容易á電圧Ĉ

.

設備の現状

研究設備一式åh研究終了後ä 2006 年 12 月á NEDO

発生ËÑāÉÞÂ可能Ý¸Āh今後車載品用途áÚºÜø
模索ÍÜºÃÕºg

技術開発機構ÁÿĨč国政府á譲渡ËĂh現在ø設備管理
者áþĀ正常á運用ËĂÜºāg

今後の課題

あとがき
本稿ÝåhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä特長Ĉ生
ÁÍÕ適用拡大îä取組õĈ紹介ÍÕg

ľČŔŉ型太陽電池ä応用開発ĈËÿá進÷āÕ÷h以
下ä課題á取Ā組ĉÝºÅg
（ 1） 特殊条件下áÀÇā耐環境性評価

今後ø新Õà適用先ä開拓ú適用äÕ÷äķďĸď蓄積
Ĉ進÷āÉÞáþĀh太陽電池äþĀºÙÓ¼ä普及Ĉ図
Āh環境問題対策á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

砂漠地帯áÀÇā井水ņŜŀċĬŀĠĢįŉ用電源ÞÍ
Ü軽量ÝÁÚ取付Çä容易à鋼板一体型ŋġŎsŔúĠs
ı一体型ŋġŎsŔä適用Â有効Ý¸āg砂漠áÀÇā砂
ä付着áþā発電効率ä低下úh砂嵐ä際ä耐摩耗性àß
ä評価Ĉ実施中Ý¸āg
（ 2） 陸屋根向Ç防水Ġsı一体型製品ä開発

参考文献
（ 1） 桜井正博h酒井利明iċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池ä現

状Þ開発動向i富士時報ivol.78, no.6, 2005, p.431-434.
（ 2） 富士電機ĠĢįŉģ株式会社iľČŔŉ型太陽電池ä新Í

º設置事例i電気評論i2008 年 3 月号ip.66.

建材一体型ä新Íº応用ÞÍÜh防水Ġsı一体型ŋ

（ 3） 小池智広ñÁi太陽光発電ĠĢįŉä集中制御áþā電圧

ġŎsŔä商品化開発Ĉ進÷Üºāg新築時ú防水補修工

上昇対策ĠĢįŉä実証開発i平成 19 年電気学会電力jđ

事時á建物ä基礎ú支柱j梁}åĀ~ä強度Ĉ対策ÏāÉ

ĶŔės部門大会論文ip.53-13-14.

解

説

総合システム出力係数

系統連系ËĂÕ太陽光発電ĠĢįŉÝåh太陽Áÿ

á伴¼補正係数~

ä光đĶŔėsÂ太陽電池ĤŔáÜ光電変換ËĂÜ直

+pdrsk分 光応答変動補 正 係 数} 標 準 条 件 Þ 異 à

流電力ÞàĀhËÿáčŜĹsĨáþÙÜ交流á変換

ā太陽光ĢŃĘıŔÝä発電á伴¼補正係

ËĂh一般商用電力系統á供給ËĂāgÍÁÍh実際

数~

áå設置環境áþĀhËôÌôà損失Â発生ÏāÕ÷h
常á理想的à状態Ý発電ÏāÉÞåÝÃàºgÓä損
失ä割合Ĉ総合ĠĢįŉ出力係数}ôÕå総合設計係
数~Þº¼g太陽光発電ĠĢįŉä発電電力量å次式
Ý表ËĂāg
%＝0j(j+/)
%k発電電力量}kWh/日~
0 k定格太陽電池容量}kW~
(k日射量}kWh/m2/日~

+pdrnk入射補正係数}垂直光入射Þ異àā角度Ý
ä発電á伴¼補正係数~
+ckĺŘsĜŜİČĠŐĳ回路補正係数}直流Á
ÿ交流îä変換á伴¼補正係数~
+pmkňĢŇĬĪ補正係数}ċŕčĈ構成Ïāŋ
ġŎsŔä電流電圧特性äĹŒĭĖáþā
ċŕč出力変化á伴¼補正係数~
FWAVEäþ¼àċŋŔľĊĢ系太陽電池åh
他äĹŔĘ系太陽電池Þ比ïh温度係数}温度上昇á

+k総合ĠĢįŉ出力係数

伴¼出力低下率~Â小ËºÉÞÞh太陽電池Â発電可

) k標準状態áÀÇā日射強度}＝1 kW/m2~

能à光ä波長帯ÂþĀ短º側}紫外線側~á¸āÉÞ

ôÕh総合ĠĢįŉ出力係数å次式Ý表ËĂāg
+＝+ptj+pdrsj+pdrnj+cj+pm
ÉÉÝh

Áÿh平均気温Â高Åh短波長光Â優勢à中j低緯度
地域Ý総合ĠĢįŉ出力係数Â大ÃÅàĀh発電電力
量Â多Å有利Ý¸āg

+ptk温度補正係数}25 ℃Þ異àā温度Ýä発電

（ 9 ）

特集

回ä結果Þ北京Ýä実証研究ä結果Þ合ąÑāÉÞáþĀh
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りん酸形燃料電池の現状と今後の展開
特集
1

腰

一昭}ÉÍeÁÐ¸Ã~

中島

憲之}àÁÎôeäĀüÃ~

堀内

まえがき

図

義実}ñĀ¼×eþÍõ~

りん酸形燃料電池パッケージのシステム構成
水・蒸気系

地球温暖化防止h環境保護áÚºÜ関心Â高ôā中h高
効率ÝĘœsŜà発電装置ÞÍÜh燃料電池ä実用化h普
燃料
ガス

及á向ÇÕ開発Â行ąĂÜºāg

高温水
90 ℃

燃料電池áåh使用Ïā電解質ä種類áþÙÜh固体

低温水
50 ℃

高分子形hĀĉ酸形h溶融炭酸塩形h固体酸化物形àßÂ
¸Āh動作温度h規模h用途àßÂ異àāgÓä中Ýøh

制御装置

燃料改質系
排ガス

200 ℃付近Ý作動ÏāĀĉ酸形燃料電池åh燃料á都市ĕ

改質反応
CH4 ＋ H2O → CO ＋ 3H2
シフト反応
CO ＋ H2O → CO2 ＋ H2

ĢĈ改質ÍÕ水素Â利用ÝÃhĀĉ酸雰囲気áÀºÜø電
極材料å耐久性Â¸āÕ÷h最ø早Å実用化ËĂÜºāg

空気
燃料電池本体

インバータ

電力

本稿Ýåh富士電機Â普及Ĉ推進ÍÜºāĀĉ酸形燃料
電池ä具体的à納入事例ÞÓä運転現状áÚºÜ紹介Ïā
ÞÞøáh今後ä展望áÚºÜ述ïāg

構成ËĂāgËÿáh起動j停止時á可燃性ĕĢĈĺsġ
ÏāÕ÷ä窒素供給設備h排熱処理設備àßø必要Ý¸āg

開発の経緯
.

富 士 電 機 åh1973 年 Á ÿ Ā ĉ 酸 形 燃 料 電 池}PAFC~

運用方法

Āĉ酸形燃料電池ä起動áå 4 時間程度Ĉ要Íh燃料ĕ

ä開発á着手ÍÕg開発åhēŜĞčı用途}50 kWh

ĢÞ起動電力Â必要Ý¸āgÓä後h燃料電池Ý発電ÍÕ

100 kW~
h分散配置用}5 MW 級発電ŀŒŜı~Àþé車

電力åčŜĹsĨĈ介ÍÜ電力系統Þ同期ËÑ上位系統î

（ 1）

両用}50 kW~á区分ÍÜ行ÙÕg

出力ËĂāg燃料電池åh¸ÿÁÎ÷負荷á見合ÙÕ燃料

富士電機åhÉä開発ä成果Ĉ反映Íh潜在的àŇs

ĕĢj空気Ĉ供給Ïā必要Â¸āgÓäÕ÷hĀĉ酸形燃

ĚĬı規模Â大Ãº 100 kW Āĉ酸形燃料電池ä商品機Ĉ

料電池áåh一定負荷運転¸āºåĺĨsŜ運転}負荷変

1998 年Áÿ販売Ĉ開始ÍÕg

化速度 40 v 100 %/10 分~Â用ºÿĂāgÕÖh起動j停
止操作åh改質器h燃料電池ä性能á影響ÏāÕ÷h連続
運転Ĉ基本ÞÍÜºāg

りん酸形燃料電池
.

りん酸形燃料電池パッケージのシステム構成

商品機の納入実績

Āĉ酸形燃料電池åh水素Þ酸素ä電気化学反応áþĀ
直接発電ÏāgĀĉ酸形燃料電池ĺĬĚsġäĠĢįŉ構

1998 年ä商品機}第一次商品機~á続ºÜh2001 年á

（ 2）

低ĜĢı化Ĉ進÷Õ第二次商品機Ĉ出荷ÍÕg2006 年Á

成Ĉ図 1 á示Ïg
Āĉ酸形燃料電池ĺĬĚsġ内áåh燃料電池本体äñ
Áh都市ĕĢú LP ĕĢĈ水素á改質Ïā燃料改質系ä機

ÿåhËÿá改良Ĉ加¾h60,000 時間}7.5 年~ä設計寿
命Ĉ持Ú商品機ä販売Ĉ開始ÍÕg

器Þ発電ÍÕ直流電力Ĉ交流á変換ÏāčŜĹsĨh装置

表１á商品機ä納入実績ÞÓä累積運転時間Ĉ示ÏgÉ

内ä各機器Ĉ制御Ïā装置h燃料電池本体ä冷却器h反応

ĂôÝä主à納入先åh病院hńįŔhēľČĢļŔh下

áþĀ生成ÍÕ水Ĉ回収ÏāÕ÷ä水j蒸気系ä機器Áÿ

水処理場àßÝ¸āg

腰

（ 10 ）

一昭

中島

憲之

堀内

義実

発変電Àþé新đĶŔėsäđŜ

新đĶŔėsh特á燃料電池äĠ

燃料電池Àþé新đĶŔėsäđ

ġĴċœŜęj企画業務á従事g

Ģįŉ設計á従事g現在h富士電

ŜġĴċœŜęj企画á従事g現

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

機ĠĢįŉģ株式会社制御ĠĢį

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

社制御ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦ

ŉ本部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ

制御ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦ

œŎsĠŐŜ統括部 FC ŀŖġĐ

統括部 FC ŀŖġĐĘı部担当部

œŎsĠŐŜ統括部 FC ŀŖġĐ

Ęı部長g電気学会会員g

長g電気学会会員g

Ęı部担当課長g電気学会会員g

富士時報
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りん酸形燃料電池の現状と今後の展開

第一次商品機åh1998 年á運転Ĉ開始Íh現在運転中

āg研修施設ä稼働á合ąÑÜ昼間å 75% 出力h夜間å
40 % 出力ÞÍh電力需要Â少àº休日åh40 % 出力Ý運

間 40,000 時間Ĉ達成ÍÕgÓä中ÝøńįŔá納入ÍÕ

用ÍÜºāg

装置åh43,000 時間運転後áēsĹńsŔĈ実施Íh2008
年 3 月現在 77,335 時間á到達ÍÜºāg

ÉÉÝäĀĉ酸形燃料電池ä発電電力量Þ発電効率ä年
間推移Ĉ図 2 á示Ïg年平均ä発電効率}送電端~å計画

Éäþ¼áĀĉ酸形燃料電池ä信頼性h耐久性åh実Ğ

ßÀĀä 40.0 % Ý¸ÙÕg12 月ä発電電力量Â他ä月á
比ïÜ低ÅàÙÜºāäåhĀĉ酸形燃料電池ä定期点検

čıÝ実証ËĂÜºāg

áþā停止期間Â¸ÙÕÕ÷Ý¸āgôÕh年平均ä排熱
.

都市ガス利用の事例

回収効率}高温排熱Þ低温排熱ä合計~å 12.4 % Ý¸ÙÕg

Āĉ酸形燃料電池ä代表的à運用事例ÞÍÜh宿泊設備

ÉĂåh施設側熱需要Â少àÁÙÕÕ÷Ý¸āg

（ 3）

Ĉ伴¼研修施設î納入ÍÕ事例Ĉ紹介Ïāg
Éä施設åh6 階建Ü延床面積 6,000 m2h宿泊室 81 室
Ý¸āg燃料電池ä熱利用á関ÍÜåh高温水}90 ℃~

.

消化ガスおよびバイオガス利用の事例

（ 1） 下水処理場áÀÇā運用事例

å温水焚}ÀĉÏºÖÃ~吸収式冷温水機ä熱源ÞÍÜ施

汚泥Áÿ発生Ïā消化ĕĢåhŊĨŜ約 60 %hCO2 約

設内ä厨房ä冷房á利用ÍÜºāgôÕh低温水}50 ℃~

40 % Ý¸Āh微量ä硫化水素hĠŖĖĞŜàßø含ôĂāg

å熱交換器Ĉ介ÍÜ給湯予熱á利用ÍÜºāg

硫化水素hĠŖĖĞŜåhŊĨŜÁÿ水素Ĉ取Ā出Ï改質

研修施設ä電力需要åh昼間å多Åh夜間å少àºÕ÷h
燃料電池ä発電量øÓĂá合ąÑÕĺĨsŜ運転ĈÍÜº

装置ä触媒Ĉ劣化ËÑā問題点Â¸āgÓÉÝh脱硫装置
Ĉ拡充Í前処理設備Ĉ設ÇāÉÞáþÙÜh安定á運転Â
可能Ý¸āÉÞĈ山形市浄化ĤŜĨsä運転実績Ĉ例áÍ
（ 4）

Ü示Ïg
りん酸形燃料電池商品機の納入実績
設置場所

燃

料

運転期間

消化ĕĢ利用燃料電池ä運用事例Ĉ図 3 á示ÏgĀĉ酸
累積運転
時間（h）
*

設計寿命
（h）

形燃料電池}100 kW×2 台~ÂhłsĢŖsĲ用電源Þ
ÍÜ使用ËĂÜºāgôÕhĕĢđŜġŜåh消化ĕĢä

1998年08月〜
44,265
2006年01月

余剰分Ĉ発電ÏāÕ÷á運用ËĂÜºāg加¾Üh排熱åh

ホテル

1999年03月〜 77,335

高温水j低温水Ĉ一系統ÞÍÜ取Ā出Íh循環ËÑh汚泥

大学

2000年04月〜
41,735
2005年04月

病院

第一次 業務用ビル
商品機

îä熱交換Ĉ行ºh消化槽ä加温á利用ËĂÜºāg

都市ガス
（13 A） 2000年07月〜
42,666
2006年03月

病院（移設）

図

研修所における発電電力量の年間推移

2000年07月〜 56,320
90

60

2001年03月〜 52,802

発電電力量

業務用ビル

発電効率
50

2001年03月〜 48,269
バイオ
ガス

2001年07月〜
10,952 40,000
2003年09月

研修施設

都市ガス
2001年02月
（13 A）

下水処理場

消化ガス

発電電力量（MWh）

実験施設

49,952

2002年03月〜 50,794
2002年03月〜 51,113
病院

2003年07月〜 40,918

大学

2003年10月〜 32,590

展示施設

2003年11月〜 35,860

オフィスビル
第二次 病院
商品機
展示施設

40

60

30
20

30

10

0

12 2

2001

都市ガス 2004年01月〜 34,350
（13 A） 2004年03月〜 31,431

図

4

6

8 10 12 2

2002

4

6

8 10 12 2

2003

4

6

0

8 10 （月）

2004

（年）

下水処理場における運用事例

2006年03月〜 17,171

病院

2006年07月〜 14,965

病院

2006年07月〜 14,969

脱硫塔 ガスタンク

りん酸形燃料電池
前処理設備 （100 kW × 2台）

所内系統

消化ガス

2006年12月〜 12,463
60,000

ガスエンジン
（178 kW）

2006年12月〜 12,115
下水処理場

発電効率（%）

表

消化ガス
2006年12月〜 12,143
2006年12月〜 12,083

オフィスビル 都市ガス
2007年03月〜
（公共）
（13 A）
* 累積運転時間はメーカー把握値

3,362

温水循環
汚泥消化
タンク

排熱回収
ユニット

2008年3月現在

（ 11 ）

特集

äÏïÜäĞčıáÚºÜ当初ä開発目標Ý¸ÙÕ運転時

1
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りん酸形燃料電池の現状と今後の展開

下水処理場における発電電力量の年間推移（100 kW 機

図

カーボンニュートラルの概念図

2 台）

60
FC発電電力量
FC排熱利用量

150

FC発電効率
FC排熱利用効率

50

120

40

90

30

60

20

30

10

0

消化ガス，バイオガス
（CH4：60%，CO2：40%）

発電効率，排熱利用効率（％）

発電電力量，排熱利用量（MWｈ）

特集
1

180

メタン発酵

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1

2
2006

光合成で CO2
固定

動植物

削減ÍÕ買電力量相当ä CO2 量
＝削減ÍÕ買電力量}kWh/年~
（ 5）

0
4

CO2 大気中

×単位電力量¸ÕĀä排出量}t-CO2/kWh~

3 （月）

＝ 1,496 MWh/年×1,000 kWh/MWh

（年）

×0.000555 t-CO2/kWh
＝ 830 t-CO2/ 年 …………………………………………（ 1）
下 水 処 理 場 ä 消 費 電 力 å 約 1,000 kW Ý ¸ Āh2 台 ä

排熱利用ÍŅčŒ燃料Ĉ削減ÍÕÉÞáþā CO2 量

100 kW Āĉ酸形燃料電池ÞĕĢđŜġŜĈ合ąÑÜ約

＝燃料ä使用量}kl/年~
×単位発熱量}GJ/kl~
（ 5）

×MCO /MC
×排出係数}t-C/GJ~

40 % Ĉ負担ÍÜºāg2002 年 3 月Áÿ運転Â開始ËĂh

2

ÉÉÝh排熱利用áþÙÜhŅčŒ燃料ä A 重油Ĉ削

運転時間 44,000 時間Ĉ経過ÍÕ時点ÝēsĹńsŔĈ実
施ÍhÓä後ø運転Ĉ継続ÍÜºāg

減ÝÃÕÞÍÜ算出Ïāg
削減 A 重油量

図 4 á 2005 年 4 月Áÿ 2006 年 3 月ôÝä発電電力量À

þé発電効率hàÿéá熱利用量Àþé熱利用効率Ĉ示Ïg

＝排熱利用量}GJ/年~÷単位発熱量}GJ/kl~
÷ŅčŒ

効率å 100 kW Āĉ酸形燃料電池 2 台ä平均値hÓĂ以外

効率

å 2 台ä合計値Ĉ示ÍÜºāg発電電力量Þ発電効率å大

＝ 3,812 GJ/年÷39.1 GJ/kl÷0.85

Ãà変動åàÅh年間Ĉ通ÍÜñò一定Ý¸ÙÕg熱利用

＝ 114.7 kl/年 ……………………………………………（ 2）

量Àþé熱利用効率åh冬季á高Å夏季á低º傾向ÞàÙ

削減ÍÕ A 重油量Áÿ発生Ïā CO2 換算量

ÕÂhÉĂå外気温ä影響áþĀh冬季ä消化槽加温用

＝削減 A 重油量}kl/年~
×単位発熱量}GJ/kl~
×MCO /MC
×排出係数}t-C/GJ~

ä熱需要Â高ÁÙÕÕ÷Ý¸āg2002 年度Áÿ 2005 年度

2

ôÝä運転実績Ýåh年間ä発電電力量Àþé発電効率åh

＝ 114.7 kl/年×39.1 GJ/kl×0.0189×
}44÷12~

年度ÊÞä変動å少àÅh平均Ý発電電力量å 1,496 MWh

＝ 311 t-CO2/年 …………………………………………（ 3）

Ý¸ÙÕgÉĂĈ負荷率ÞÏāÞ 87% ä高º負荷Ý運転

式（ 1）Þ 式（ 3）Ý 求 ÷ Õ 結 果 Ĉ 合 計 Ï ā Þ 100 kW 機 2

ËĂÜºÕg
ĕĢ組成Â不安定à消化ĕĢĈ利用Ïā場合áÀºÜøh

台 Ĉ 消 化 ĕ Ģ Ý 運 転 Í Õ É Þ á þ ā CO2 ä 削 減 量 å
1,141 t-CO2/年Þàāg

Āĉ酸形燃料電池å安定á稼動Ïā実績Ĉ持ÙÜºāg
（ 2） CO2 削減ä効果

今後の展開

下水汚泥ú有機性廃棄物ä嫌気性発酵áþÙÜ生Îā消
化ĕĢúĹčēĕĢåh再生可能đĶŔėsÞÍÜ位置Û

地球温暖化防止対策ä観点ÁÿhĀĉ酸形燃料電池åh

ÇÿĂāgÓä理由åh図 5 á示Ïþ¼áh消化ĕĢúĹ

燃料電池äıĬŀŒŜĳsÞÍÜ普及Íh社会î貢献Ïā

čēĕĢä元Þàā下水汚泥ú有機性廃棄物åh大気中ä

ÉÞÂ期待ËĂÜºāgÓäÕ÷áåhĀĉ酸形燃料電池

CO2 Â光合成Ý固定化ËĂÕ植物á由来ÍÜÀĀh消化ĕ

ä特長Ĉ生ÁÍÕ適用用途ä拡大Þ導入時ä採算性Ĉ満Õ

ĢúĹčēĕĢĈ利用ÍÜøh石油ú天然ĕĢàßä燃

Ï必要Â¸āg

料Ĉ利用Ïā場合Þ比較Íh大気中ä CO2 Ĉ増úËàº

従来h都市ĕĢĈ燃料ÞÏāĜsġĐĶŕsĠŐŜ用途

Õ÷Ý¸āgÍÕÂÙÜh消化ĕĢúĹčēĕĢä利用åh

ÂñÞĉßÝ¸ÙÕÂh普及拡大äÕ÷未利用燃料îä適

CO2 削減効果Â¸Āh今後一層Óä利用Â加速ÏāÞ期待

合Ĉ図ā用途開発Â進÷ÿĂÜºāg

ËĂāg
消化ĕĢĈ利用ÍÕ場合ä CO2 ä削減量Ĉ上記実績Á
ÿ算出ÍÕ例Ĉ以下á示Ïg消化ĕĢĈ利用ÍÕ場合ä

.

災害対応施設向け利用

地震àßáþĀh電力系統Â停電ÍhËÿá都市ĕĢø

á示Ï消化ĕĢ発電áþÙÜ削減Ï
CO2 ä削減量åh式
（ 1）

停止ÍÕ場合áåh自家発電}含ö非常用発電~用ĕĢđ

ā買電力量相当ä CO2 量Þh式
á示Ï排熱利用áþÙ
（ 3）

ŜġŜĈ設置ÍÜºÜø停止Íh全停電Þàāg

Ü削減ÍÕŅčŒ燃料Áÿ発生Ïā CO2 換算量Þä合計
値ÞÍÜ求÷Õg

（ 12 ）

一方h図 6 áĠĢįŉ概要Ĉ示Ïþ¼áĀĉ酸形燃料電
池å備蓄 LP ĕĢĨŜĘĈ併設ÍÜÀÅÞh都市ĕĢÂ停
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りん酸形燃料電池の現状と今後の展開

災害対応システム例

図

排熱処理設備

燃料電池
パッケージ

停電時に重要負荷の
電源を確保するため
独立運転ヘ移行する

燃料電池
パッケージ

27 検出

電灯
負荷

電灯
負荷

動力
負荷

1
重要負荷
サーバ電源
電灯など

動力
負荷
DT-MC

通常は系統連系
都市ガス運用
家庭用のボンベ 50 kg/本
で 3.6ｈ運転

電気盤
中和器

水処理装置

窒素供給設備

排熱処理設備

排熱設備

従来タイプ（６ユニット）

普及タイプ（２ユニット）

都市ガス100ｋＷ
３φ３ W

ＬＰガス 70ｋＷ
（都市ガス停止時には
貯蔵 LPG で対応可能）

210Ｖ

空調・給湯

.
図

特集

停電検出により解列し，
独立給電回路を構築

燃料電池システムの一体化の例

副生水素の発電利用

Ħsĩ製造àßä電解工場Ýåh副生物ÞÍÜ水素Â発

独立運転における負荷投入の電圧の安定性

生Ïāg従来h副生水素ä用途ÞÍÜåhñÞĉßÂŅč
Œ用燃料Ý¸ÙÕgÉäĕĢĈ燃料電池á用ºāÞh効率

負荷投入前⇒ポンプ 5.5 kW⇒ポンプ 7.5 kW⇒
ブロア 3.7 kW⇒ブロア 5.5 kW⇒ブロア 7.5 kW
突入電流

安定

回転機停止

þÅ発電ÝÃāgôÕh副生水素Ĉ燃料電池ä燃料ÞÍÜ

独立給電負荷電流

利用ÏāÞh燃料改質á必要à機器Â不要ÞàĀhĠĢį

U相

ŉ構成å簡素化ËĂāg水素 100 % ä副生水素Ĉ燃料ÞÏ

V相

ā場合áåh発電効率 48 % ä高効率化Â達成ÝÃāg

W相

.

INV 出力電流
U相

コンパクト化開発

ŏsğsä利便性Ĉ向上ËÑāÕ÷hĜŜĺĘı化開発

V相

Ĉ推進ÍÜºāg具体的áåh①周辺機器ä一体化h②Ġ

W相

Ģįŉä標準化hËÿáh③ŊŜįĳŜĢ部品ä交換周期

U-V 間

ä長期化àßá取Ā組ĉÝºāg一例ÞÍÜ周辺機器ä一

INV 出力電圧

体化Ĉ図 8 á示Ïg
V-W 間

従来hĀĉ酸形燃料電池ä発電ĠĢįŉåh6 ŏĴĬı
W-U 間

Áÿ構成ËĂÜºÕÂhĠĢįŉ構成ä見直ÍáþĀ 2 ŏ
5秒

ĴĬıá集約ÍÕgÉĂáþĀh機器ä設置面積Â削減Ë
ĂāÖÇÝàÅh輸送j現地工事Â大幅á削減ÝÃhŏs
ğsä利便性向上Â図ÿĂÕg

止ÏāÞ同時á LP ĕĢá燃料Â切Ā替ąĀh発電Ĉ継続

あとがき

ÏāÉÞÂ可能Ý¸āg
LP ĕĢä発熱量Þ都市ĕĢä発熱量å異àāÂh改質

日本åh
京都議定書ä削減目標Ĉ厳守ÍàÇĂæà

器Â両方á対応ÝÃāÕ÷hĀĉ酸形燃料電池å停止Ïā

ÿàºgËÿáh2013 年以降äņĢı京都議定書áÀº

ÉÞàÅ発電Ĉ継続ÝÃāgÉä用途åh通常åhĘœs

Üø CO2 削減åh強化ËĂā見通ÍÝ¸āgôÕh議長

ŜÁÚ省đĶŔėsäĜsġĐĶŕsĠŐŜÞÍÜä運転

国Þàā 2008 年 7 月ä洞爺湖ĞňĬıÝå地球温暖化問

Ĉ行ºh都市ĕĢ停止時áåh備蓄 LP ĕĢáÜ運転ÝÃ

題Â主要議題ä一ÚÝ¸Āh日本å地球環境Þ経済成長ä

ā燃料電池ä特長Ĉ生ÁÍÕ適用例Ý¸Āh災害対応施設

両立á向ÇœsĩsĠĬŀĈ発揮ÍàÇĂæàÿàºg

áÀÇā電源ĤĖŎœįČä向上á寄与Ïāg

Āĉ酸形燃料電池åh他ä電解質ä燃料電池Þ比ï 4 万

系統異常Ĉ想定ÍÕ独立給電時ä負荷}ņŜŀhĿŖ

時間以上ä高耐久性Ĉ持×h燃料電池ä中Ýh唯一商用化

ċh蛍光灯h抵抗負荷hıŒŜĢàß~îä給電ä安定性

ä段階á¸ā燃料電池Ý¸āgÍÕÂÙÜhĀĉ酸形燃料

Ĉ検証ÍÕg単独運転áÀºÜh突入電流Ĉ伴¼回転機Ĉ

電池åh以下ä点Ý社会á貢献ÝÃāÞ考¾ÿĂāg

接続ÍÕ実験例Ĉ図 7 á示Ïg回転機Ĉ負荷ÞÍÜh5 秒
間隔Ý 5 台ä回転機}3.7 v 7.5 kW~Ĉ直接接続ÍÕgÓ
ä結果h図 7 á示Ïþ¼á負荷投入áÀºÜøčŜĹsĨ
}INV~出力電圧åh安定ÍÜºāÉÞ確認ÍÕg

（a） 地球温暖化防止}CO2 削減ä上積õ目標Ęœċ~á

寄与
（b） 資源ä有効利用áþāh省đĶŔėsÞ CO2 削減

ä達成
Āĉ酸形燃料電池Âh地球温暖化防止Àþé環境保護

（ 13 ）
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á真ä意味Ý貢献ÏāáåhþĀ本格的à普及Â不可欠Ýh
Ëÿàā用途拡大hŏsğsŊœĬıä向上Ĉ推進Íh今

特集
1

ôÝ以上á社会ä認知度Ĉ上Èh拡販ÍÜºÅ所存Ý¸āg
ÉĂôÝä関係機関Àþéŏsğs各位äÊ指導jÊ協
力á感謝ÏāÞÞøáh今後ÞøàÀ一層äÊ理解ÞÊ支
援ĈÀ願ºÏāøäÝ¸āg

りん酸形燃料電池の現状と今後の展開

（ 2） 横山尚伸i富士電機áÀÇā PAFC 開発ä現状Þ今後ä

展開i燃料電池ivol.3, no.3, 2004, p.13-16.
（ 3） 鈴木茂政h加藤茂美i富士電機Āĉ酸形燃料電池ä発電

装置ä運転状況i第 12 回燃料電池ĠŜņġďŉ講演予稿集
2005, p.54-57.
（ 4） 清 田 透h 岡 嘉 弘i 富 士 電 機 ę Ŕ s ŀ á À Ç ā PAFC ä

取組áÚºÜi第 14 回燃料電池ĠŜņġďŉ講演予稿集i

参考文献
（ 1） 岡野一清h近藤一夫iœŜ酸形燃料電池ä商品化îä取組

õi富士時報ivol.63, no.11, 1990, p.724-726.

（ 14 ）

2007, p.130-133.
（ 5） 環境省h経済産業省iđĶŔės起源 CO2i温室効果ĕĢ

排出量算定j報告ŇĴŎċŔ Ver.2.1, Ⅱ22-25. 2007.
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風力発電向け電力安定化装置
特集

淺沼

圭司}¸ËâôeÇºÎ~

須﨑

久晴}ÏÌÃeèËåā~

神通川

亨}ÎĉÚ¼ÂąeÞÀā~

1

量ĈĢĚsŔĩďŜÍÕ安定化実証試験設備áþĀ実証試

まえがき

験Ĉ行ÙÜºāg西目風力発電所ä基本仕様Ĉ以下á示Ïg
風力発電åh国内á好風況地点Â数多Å存在Íh新đ
ĶŔės発電ä中核ÞÍÜhÓä普及拡大Â期待ËĂÜº

（ 1） 連系点k東北電力株式会社 6.6 kV 配電線
（ 2） 風車発電機出力k定格 1,850 kW}出力制限k1,500 kW~

āg
電気事業者áþā新đĶŔės等ä利用á関Ïā特

1 号風車k1,250 kW}出力制限k1,000 kW~

別措置法
}RPS 法~á基ÛÅ電気事業者ä風力導入目標

2 号風車k600 kW}出力制限k500 kW~

øh2010 年á現在ä約 2 倍á¸Õā 300 万 kW Â設定Ë

（ 3） 発電機種別k1 号j2 号機共通

超同期ĤŔļďĢ方式二次励磁巻線型誘導発電機

ĂÜºāg
一方Ýh風力発電å出力変動Â激ÍÅh連系Ïā電力
系統ä電力品質îä影響Â問題ÞàÙÜÀĀh電力会社á

.

風力発電設備の系統連系技術要件

þÙÜåh電力系統ä調整能力Â低下Ïā夜間ä風力発電

連系Ïā系統îä影響Ĉ最小限áÞß÷āÕ÷áh下記

ä解列úh発電電力変動ä抑制Ĉ技術要件ÞÏāĚsĢø

äþ¼à周波数変動対策á関Ïā技術要件Â連系電力会社

¸Āh国ŕłŔÝøÓä対策Â検討ËĂÜºāg

Áÿ要求ËĂÜºāg

風力発電ä発電電力変動Ĉ抑制ÏāÕ÷áåh風速ú風
向変化áþÙÜ生Îā出力変動ä¼×h電力系統á影響Ĉ
及òÏ数十秒Áÿ数時間áąÕā周期ä変動分Ĉ平滑化Íh

実証試験Ýå本技術要件Ĉ満足ÏāÉÞĈ前提ÞÍh各
種試験İsĨä取得h評価Ĉ実施ÍÕg
（ 1） 平時áÀÇā出力変動ä緩和制約

安定ÍÕ合成出力Ĉ電力系統á送電ÏāÕ÷ä電力安定化

任意ä時刻Áÿ始ôā 20 分間áÀºÜh周波数変動対

装置ä設置Â必要ÞàāgÓäÕ÷h風力事業者áÞÙÜ

策後ä風力発電設備合成出力}1 分間平均値~ä最大値

åh電力安定化装置ä初期ĜĢıÀþéŒŜĴŜęĜĢı

−最小値Â風力発電機ä定格出力合計値ä 10% 以下Ý

Â事業œĢĘÞàÙÜºāg

¸āÉÞÂ必要Ý¸āg

富士電機Ýåh2003 年á高速ľŒčńčsŔáþĀ風

（ 2） 電力会社Â指定Ïā一定時間áÀÇā制約

指定時間帯áÀºÜ}1 日¸ÕĀ最大 8 時間h年間延ï

力発電ä発電電力変動Ĉ抑制Ïā電力安定化装置Ĉ開発Í
隠岐大峯山風力発電所á納入ÍÕ実績Â¸āg今回hÉä
技術ķďĸďĈ発展ËÑh世界初Þàāh二次電池Àþé

図

実証試験装置外観

電気二重層ĖŌĺĠĨĈ電力貯蔵要素ÞÍÕĸčĿœĬĲ
電力安定化装置Ĉh川崎重工業株式会社j新神戸電機株式

株式会社ウインパワー

西目風力発電所

会社j日産İČsĥŔ工業株式会社Þ共同Ý開発Íh実証
試験Ĉ株式会社ďčŜĺŘsj西目風力発電所áÜ 2007
年 8 月Áÿ開始ÍÕg

実証試験装置外観

実証試験サイトの概要と系統連系技術要件
.

西目風力発電所の概要

実証試験åh図 1 á示Ï秋田県由利本荘市á設置ÍÕ風
力発電所áÀºÜ実施ÍÜºāg実験áþā系統îä影響
Ĉ避ÇāÕ÷áh実際ä風力発電機出力á対ÍÜh設備容

淺沼

圭司

須﨑

久晴

神通川

亨

風力j水力発電設備äŀŒŜıđ

風力j水力発電設備äŀŒŜıđ

電力ĠĢįŉäĠňŎŕsĠŐ

ŜġĴċœŜę業務á従事g現在h

ŜġĴċœŜę業務á従事g現在h

Ŝj制御j解析á関Ïā研究j開

富士電機ĠĢįŉģ株式会社制御

富士電機ĠĢįŉģ株式会社制御

発á従事g現在h富士電機ĠĢį

ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦœŎs

ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦœŎs

ŉģ株式会社技術開発本部技術開

ĠŐŜ統括部đĶŔėsĠĢįŉ

ĠŐŜ統括部đĶŔėsĠĢįŉ

発統括室g電気学会会員g

部担当課長g

部g
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900 時間程度~
h周波数変動対策後ä風力発電設備合成出

特集
1

āg一方h二次電池å所要 kWh 容量ä確保Â容易Ý¸ā

力Ĉ一定áÏāÉÞhôÕå風力発電機Ĉ解列ÏāÉÞÂ

Õ÷h数分Áÿ数時間ôÝä長周期成分ä平滑化á適ÍÜ

必要Ý¸āgÉä一定出力Þåh目標値Þä偏差Â風力発

ºāgÓÉÝh電気二重層ĖŌĺĠĨÞ二次電池ä長所Ĉ

電機ä定格出力合計値ä 2 % 以下Ý¸āÉÞĈ指ÏgËÿ

相互á生ÁÍh短時間ä変動Þ長時間ä変動Ĉ補償Ïā方

áh連系会社á売電Ïā場合áåh一定出力å零潮流}一

式ÞÍÜhĸčĿœĬĲ風力発電電力安定化装置Ĉ採用ÍÕg

定出力＝0~ÞàĀh発電電力Ĉ電力系統á流出ËÑÜå

図 2 á示ÏÞÀĀhĸčĿœĬı風力発電電力安定化装

àÿàºgàÀh上記時間帯ä直前h直後áÀºÜåh1

置áÀÇā制御ÝåhôÐ発電機出力ä計測値ĈĠĢįŉ

分¸ÕĀä出力変化Â風力発電機ä定格出力合計値ä 2 %

ĜŜıŖsŒá入力ÏāgĠĢįŉĜŜıŖsŒåh発電

以下Þàāþ¼á増減制御Ĉ実施ÏāÉÞø必要Ý¸āg

機出力á対Ïā補償値Ĉ算出ÍÜh電気二重層ĖŌĺĠĨ
ä入出力ä指令値ÞÍÜ双方向ĜŜĹsĨĈ動作ËÑh数

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の概要

秒Áÿ数分ôÝä短周期成分Ĉ補償平滑化Ïāg次áh発
電機出力計測値Þ電気二重層ĖŌĺĠĨ電力安定化装置出

前述ä系統連系技術ä要件Ĉ満ÕÏÕ÷áh以下äþ¼
à装置Ĉ検討ÍÕg

力計測値ä合成出力算出値Áÿ求÷Õ指令値Ĉh二次電池
電力安定化装置á入出力Íh数分Áÿ数時間ôÝä長周期
成分Ĉ平滑化Ïāg補償周波数帯域ä分担åh電力貯蔵装

.

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の構成

置Ĉ構成Ïā電気二重層ĖŌĺĠĨú二次電池àßä種類

図 2 áĸčĿœĬĲ風力発電電力安定化装置ä構成Ĉ示Ïg

ú容量á応ÎÜh変動成分除去ľČŔĨä時定数調整Ĉ行

Éä電力安定化装置åh風力発電電力ä変動分Ĉ検出Íh

¼ÉÞáþĀ実施Ïāg
ÉĂáþĀh電気二重層ĖŌĺĠĨÞ二次電池ä特性Ĉ

ÓĂĈ平滑化ÏāÕ÷ä目標電力Ĉ指令値ÞÍÜ出力Ïā
ĠĢįŉĜŜıŖsŒh指令値á対ÍÜ二次電池}鉛蓄電

十分á生ÁÍÕ高性能ÁÚ高効率à補償動作Ĉ実現ÏāÉ

池jĴĬĚŔ水素電池~Àþé電気二重層ĖŌĺĠĨä充

ÞÂÝÃāg

放電電力Ĉ制御Ïā双方向ĜŜĹsĨhàÿéá平滑化Ï
āÕ÷ä電力Ĉ貯蔵Ïā二次電池Àþé電気二重層ĖŌĺ

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の開発

ĠĨáþĀ構成ËĂÜºāg
本電力安定化装置ä開発á¸ÕĀh初期/ŒŜĴŜęĜ
.

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の特長

Ģı低減áþā風力事業者îäŊœĬıá主眼ĈÀÃh以

風力発電ä数十秒Áÿ数十分ôÝä出力変動Ĉ平滑化
ÏāÕ÷ä補償åh主ÞÍÜ電力系統ä LFC}Load Fre-

下ä点ĈĨsěĬıÞÍÜ設定ÍÕg
（a） 制御方式ä高性能化áþĀh電力安定化装置ä kW

容量Àþé kWh 容量ä 30 % 削減Ĉ図āg

quency Control~á影響Ĉ与¾āgËÿá系統îä連系Ï
āÕ÷á必要à数十分以上ä長時間ä変動á対Ïā補償å

（b） ĜŜĹsĨä高効率設計手法Ĉ確立Ïāg

EDC}Economic Dispatching Control~á影響Ĉ及òÏä

（c） 二次電池Þ電気二重層ĖŌĺĠĨä最適à組合Ñ制

Ýh風力発電áåÉĂÿä二Úä領域Ýä出力電圧ä補償

御áþĀh設備容量ä低減Þ二次電池ä長寿命化Ĉ図
āg

Â必要Ý¸āg

ôÕhÉĂÿä開発ĠĢįŉĈ実際ä風力発電所áÜ実

電気二重層ĖŌĺĠĨåľŔ充放電ĞčĘŔ寿命Â長º
Õ÷h数秒Áÿ数分ôÝä短周期成分ä平滑化á適ÍÜº

証ÏāÉÞÝ商品化ä加速Ĉ図āÞÞøáh現地Ýä運用
ø含÷Õ各種đŜġĴċœŜęķďĸďä蓄積Ĉ行ÙÕg

図

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の構成

.
電力系統

風力発電電力àßĈ検出Íh規定周波数成分ä変動電力

連係点
合成出力

電気二重層キャパシタ
安定化装置出力
風力発電機出力
変動電力検出

電気二重層
キャパシタ
電力安定化装置
制御部

Ĉ平滑化ÏāÕ÷á .
二次電池
安定化装置出力

充放電
指令値
双方向
コンバータ

変動電力+
EDLC
合成出力

二次電池
電力安定化装置
制御部

節á示ÍÕ電力会社Â規定Ïā電

力変動量抑制率Ĉ達成ÏāÞÞøáh設備ä kW 容量À
開
発
範
囲

þé kWh 容量ä 30% 削減Ĉ目標ÞÍÜ以下á示ÏĠĢ
įŉĜŜıŖsŒä制御方式Ĉ開発ÍÕg

システム
コントローラ

西目風力発電所

高性能システムコントローラ

（ 1） 可変時定数制御

充放電
指令値

双方向
コンバータ

最小限ä電力h電力量Ý出力変動ä技術要件ĈĘœċÏ
āh最適à充放電指令値Ĉ生成ÏāÕ÷ä制御
（ 2） 蓄電量補正制御

電力貯蔵装置ä充電量Ĉ適正á保Ú制御

電気二重層
キャパシタ

二次電池

数秒〜数分
周期の出力
変動を平滑化

数分〜数十分
周期の出力
変動を平滑化

（ 3） 可変基準充電電力量制御

風力発電ä出力ŕłŔá応ÎÜ電力貯蔵装置ä充電量Ĉ
最適化Ïā制御

（ 16 ）
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（ 4） 最大出力追従制御

電気二重層ĖŌĺĠĨäõh二次電池Þ電気二重層ĖŌĺ

機器áÀÇā各種運転範囲}電力j電流j電圧j蓄電

ĠĨáþāĸčĿœĬĲĠĢįŉĈ選択ÝÃāg
実証試験Ĉ通ÍÜh二次電池Àþé電気二重層ĖŌĺĠ

（ 5） ĸčĿœĬĲ運転制御}最適分担~

Ĩä特長á応ÎÕ制御方式Ĉ確立Íh設備容量ä大幅à削

二次電池Þ電気二重層ĖŌĺĠĨä最適分担Ĉ行ºh装

減ÂÝÃāþ¼áÍÕg

1

置容量ä最小化Þ長寿命化Ĉ図ā制御

実証試験結果概要
.

高効率双方向コンバータ

双方向ĜŜĹsĨåhĠĢįŉĜŜıŖsŒä指令値á

2007 年 8 月Áÿ実証試験Ĉ実施継続中Ý¸āgÉĂô

従ºh二次電池Àþé電気二重層ĖŌĺĠĨä充放電電力

Ýä試験評価áþĀhĠĢįŉĜŜıŖsŒä開発機能ä

Ĉ制御ÏāgôÕh無効電力制御機能}SVC 機能~ø持Ù

検証Â完了ÍÕgàÀh主要à制御方式áÚºÜå特許出

ÜÀĀh風力発電Ĉ連系ÍÕÞÃá力率制御ú電圧変動抑

願中Ý¸āg

制ĈÏāÉÞÂÝÃāg

以下á主à試験結果ä概要Ĉ示Ïg

設計á¸ÕĀhĜŜĹsĨ総合効率åh想定ËĂā出力
（ 1）
（ 2）
h

変動ĺĨsŜÝ 95 % 以上h高調波電流値åĕčĲŒčŜ

.

短周期変動抑制効果

変動成分除去ľČŔĨä時定数Â大Ãº場合h補償周波

ä 1/2 以下Ĉ実現ÏāÉÞĈ目標ÞÍÕg
Ëÿáh実証試験Ğčıä実際ä風力発電ä出力変動

数帯域å低周波数方向á拡大ÏāÕ÷h発電機出力á対Ï

İsĨĈ基áh変動ä出現頻度hĽsĘ出力h平均負荷率

ā安定化目標値ä追従性Â低下Íh一般á補償á必要à電

Ĉ調査Íh最適à部品h冷却方式hĖŌœċ周波数h制御

力}kW~h電力量}kWh~å増大Ïāg逆á時定数Â小
Ëº場合h必要à電力h電力量å減少ÏāgÓÉÝh出力

方式ä選定Ĉ行¼ÉÞÞÍÕg

変動}＝充放電指令値~ä大ÃËá応ÎÜhľČŔĨ時定
.

電力貯蔵装置（二次電池および電気二重層キャパシタ）

数Ĉ連続的á制御Ïā可変時定数制御Ĉ採用ÍÜºāg電

双方向ĜŜĹsĨáþĀh有効電力Ĉ貯蔵j放出Ïāg

力貯蔵装置ä種類j特性á応ÎÕ制御条件ÞÏāÉÞáþ

起動Ïā双方向ĜŜĹsĨä組合ÑáþĀh二次電池äõh

ĀhĸčĿœĬĲĠĢįŉ時ä適切à電力分担}補償周波

図

図

短周期変動の発生抑制効果（シミュレーション）

発電機出力

設備容量の削減効果（シミュレーション）

発電機＋安定化装置出力（可変時定数制御無効）

発電機出力

発電機＋安定化装置出力（可変時定数制御有効）

発電機＋安定化装置出力（可変時定数制御無効）

発電機＋安定化装置出力（可変時定数制御有効）

20

リミッタがかかることによって現れる
短周期変動成分

出力（MW）

出力（MW）

20
15
10
5

可変時定数制御なしの場合，
所用 kWh 容量が増大

15
10
5

0
0：40

0：50

1：00

1：10

1：20

1：30

0
3：00

1：40

6：00

9：00

出力変動：小⇒時定数：大
十分な変動抑制効果を発揮
する。

図

出力変動：大⇒時定数：小
安定化目標値の追従性が改善できる。
結果，リミッタにかからず，短周期変動成分が連系点に現れない。

短周期変動の発生抑制効果（実測例）

発電機出力

15：00

18：00

出力変動：小⇒時定数：小
安定化目標値の追従性が改善できる。結果，充放電電力量減少
により，設備容量（所用 kWh 容量）削減できる。

図

21：00

0：00

3：00

出力変動：大⇒時定数：大
十分な変動抑制効果が発揮
できる。

設備容量の削減効果（実測例）

発電機出力

発電機＋安定化装置出力（可変時定数無効）

発電機＋安定化装置出力（可変時定数制御無効）

発電機＋安定化装置出力（可変時定数制御有効）

発電機＋安定化装置出力（可変時定数有効）
1,600

300

250

12：00

時刻（時：分）

時刻（時：分）

出力変動：小⇒時定数：大
十分な変動抑制効果が発揮
できる。

出力変動：大⇒時定数：大
十分な変動抑制効果が発揮
できる。

1,400

出力（kW）

出力（kW）

1,200
200

可変時定数
制御なしの
場合，設備容量
（kWh 容量）
が増大

1,000

150

800
600

100

50

400

出力変動：大⇒時定数：小
安定化目標値の追従性が改善できる。
変動成分が連系点に現れない。

0
21：05 21：06 21：07 21：08 21：09 21：10

21：11

時刻（時：分）

21：12

出力変動：小⇒時定数：小
安定化目標値の追従性が改善できる。
結果，充放電電力減少により，
設備容量（kWh 容量）削減できる。

200

21：13 21：14 21：15

0
18：00

21：00

0：00

特集

量j温度àß~ä逸脱Ĉ防止Ïā制御

3：00

6：00

9：00

12：00

15：00

時刻（時：分）

（ 17 ）

6OL .O 

富士時報

図

風力発電向け電力安定化装置

º場合á時定数Ĉ短ÅÏāÉÞÝh連系点áÀÇā短周期

電力変動抑制実測例（電気二重層キャパシタのみ）

変動ä発生Ĉ抑制Ïāg図 3 á可変時定数制御áþā短周

特集

発電機出力

発電機＋EDLC 出力

期変動抑制効果ĈĠňŎŕsĠŐŜÝ検証ÍÕ結果Ĉ示

1,100

Ïg図 4 á短周期変動Ĉ抑制ÍÕ実測İsĨĈ示Ïg図中
ä 21 時 06 分ä時点Ý急峻à風車ä出力ä立×上ÂĀá対

900

ÍÜh可変時定数制御áþĀ短周期補償ä内部œňĬĨá

秒オーダーの出力変動を
効果的に抑制

800

到達ÏāÉÞàÅ変動抑制Â正ÍÅ行ąĂÜºāÉÞÂ確

過大な出力変動に対し，可変時
定数制御によりフィルタ時定数
を短くし，二次電池に補償を移行

700
0：00

0：01

0：02

0：03

0：04

0：05

0：06

0：07

0：08

0：09

認ÝÃÕg
一方h二次電池Ýåh出力変動Â小Ëº場合á時定数Ĉ

0：10

時刻
双方向コンバータ見かけ kW 容量：240 kW，可変時定数制御範囲：5 〜 20 秒

小ËÅÏāÉÞÝh設備容量}所要 kWh~Ĉ削減ÏāÉ
ÞÂÝÃāg図 5 á設備容量削減効果ĈĠňŎŕsĠŐŜ
Ý検証ÍÕ結果Ĉ示Ïg出力変動Â比較的小ËºÞÃá可

図

電力変動抑制効果の実測値評価例（電気二重層キャパシタ

変時定数制御Ĉ行¼Þh行ąàº場合á比ï合成電力}系

+ 鉛蓄電池）

統îä出力電力~Þ風車電力Þä偏差hÏàą×補償電力
量}kWh~Ĉ小ËÅÝÃāgôÕh 図 6 á示Ïþ¼á実
発電機出力 - 発電機最大出力変動幅

1,600

測İsĨÝøÉä効果Ĉ確認ÝÃÕg
電気二重層ĖŌĺĠĨäõä電力変動抑制動作ä実測例

発電機最大出力変動幅（kW）

1,400

Ĉ図 7 á示Ïg
図þĀh過大à出力変動á対ÍÜåh可変時定数制御á

1,200

þĀľČŔĨ時定数Â短ÅàĀh二次電池側îä補償á移
1,000

行ÍÜÀĀhÉä動作áþĀhÓĂ以降ø蓄電量ä上下限
á陥ÿÐh補償動作Ĉ継続ÝÃÜºāÉÞÂ確認ÝÃÕg

800

600

.

電力変動抑制効果

ĸčĿœĬĲ風力発電電力安定化装置áÀÇā電力変動

400

抑制効果ä実測値評価例Ĉ図 8 á示Ïg

200

今回ä実証試験áþĀh風力発電設備ä電力}kW~容
0

0

200

400

600

800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

量á対ÍÜ 74%h電力量}kWh~容量á対ÍÜ 74 % äÓ
ĂÔĂä容量Ĉ持Ú電力安定化装置Ýø 20 分間Ý 10% ä

発電機出力（kW）
発電機出力 - 合成出力 (Pg+Pe+Pb) 最大出力変動幅

変動抑制技術要件Ĉ満ÕÍÜºāÉÞÂ確認ÝÃÜºāg

1,600

発電機＋EDLC＋鉛蓄電池最大出力変動幅（kW）

1

出力（kW）

1,000

1,400

あとがき

電力安定化装置により，
20 分間最大出力変動幅を，
発電機出力の全領域で抑制

1,200

実証試験Ýå今後h最適à制御定数j運転制御方法ä検
討j評価h設置容量Þ電力変動抑制効果ä評価h電池類ä

1,000

寿命îä影響確認àßĈ実施ÍÜºÅ予定Ý¸āgÉĂá

800

þĀh風力発電電力安定化装置ä性能向上h二次電池Þ電
電力安定化装置
容量不足

600

気二重層ĖŌĺĠĨĈ最適á利用ÏāÕ÷ä各種技術ä確
立h実ľČsŔĲÝä運用ķďĸďä蓄積Ĉ進÷ÜºÅ所

400

存Ý¸āg
200

参考文献

0
0

200

400

600

800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

発電機出力（kW）
双方向コンバータ見かけ kW 容量：1,350 kW，可変時定数制御範囲：10 〜 20 分

（ 1） 神通川亨ñÁi可変時定数Ĉ用ºÕ自然đĶŔės発電電

力安定化制御i平成 19 年電気学会全国大会h
第 6 分冊i2007,
p.130-131.
（ 2） 神通川亨ñÁi可変内部œňĬĨĈ用ºÕ自然đĶŔės

数帯域分担~Â可能Þàāg
例¾æh電気二重層ĖŌĺĠĨÝåh出力変動Â大Ã

（ 18 ）

発電出力安定化制御i平成 19 年電気学会電力jđĶŔės部
門大会i2007, p.50-3 v 4.
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次世代ものつくり基盤

による省エネルギー
特集

宮村

尚孝}õúöÿeàÀÕÁ~

白井

英登}ÍÿºeèÝÞ~

項

東輝}É¼eÞ¼Ã~

1

÷áåh以下ä課題Ĉ解決ÍÜºÁàÇĂæàÿàºg

まえがき

社会規範hŔsŔĈ遵守ÍÕ透明性ä高º工場運営
g
近年h企業活動á対ÏāĜŜŀŒčċŜĢä要求Â高

g地球環境á配慮ÍÕ環境負荷ä低減}CO2 ä削減à

ôÙÜÀĀh高品質Ý安全j安心à製品úĞsļĢä提供

ß~Àþé継続的à省đĶŔėsáþā製品競争力ä

åøÞþĀh環境問題îä対応ú地域îä貢献àßÂ社会
的à使命ÞÍÜþĀ強ÅĘŖsģċĬŀËĂÜºāg

維持
顧客Áÿ信頼ËĂā高品質à製品hĞsļĢä提供
g

一方Ýh情報ĶĬıŘsĘä進展úęŖsĹŔ化hđĶ
Ŕės価格ä高騰àß企業Ĉ取Ā巻Å環境Â厳ÍËĈ増Í

地域社会îä貢献
g
安全Ý快適à作業環境îä改善
g

ÜºāgøäÚÅĀä現場áÀºÜøhþĀºÙÓ¼ä競

富士電機Ýå{次世代øäÚÅĀ基盤|áþĀh現場ä

争環境äøÞh市場ú競合ä動向ú多様化Ïā顧客Ĵsģ

情報Ĉ経営資源ÞÍÜ生ÁÏ仕組õĈ構築Íh工場経営ä

Ĉ先取ĀÍÕ戦略的à工場経営Â必要ÞàÙÜºāg

高度化áþā競争力強化äÕ÷äľŕsŉŘsĘĈ導入Ï

Ëÿáh高齢化社会áÀÇā労働力ä確保äÕ÷ähº
ąüā{3K職場|ä解消àßä工場ä作業環境改善àß
ÉĂÁÿä製造業Â永続的á企業活動Ĉ維持ÍÜºÅÕ
次世代ものつくり基盤

ÞÝ¸āg
（a） 製品原単位ä継続的à改善Ĉ戦略的à製品仕様á

ä施策ø必要ÞàÙÜºāg

図１

āÉÞĈ提案ÍÜºāg具体的áå以下Ĉ実現ÍÜºÅÉ

迅速á反映ËÑā仕組õ}PLMkProduct Lifecycle

の概念図

市場，競合，顧客ニーズを先取りした戦略的な工場経営
次世代工場
における
課題

バリュー
チェーン

よい製品を継続的に生み出すためのフレームワーク
地球環境問題への対応（コスト，環境，セキュリティのトリレンマ解消）

資材 / エネルギー /
ユーティリティ調達

製造

マーケティング

サービス

デリバリー

総合経営情報ネットワーク構築
強固なセキュリティ，ネットワーク連係による，全社大の総合経営情報ネットワークの構築
（工場経営改革）
サプライチェーン管理（ＳＣＭ）

生産・施設管理システムの導入
（継続的な製品原単位，良品率向上）
エネルギー
ソリューション
を中心とした
施策

顧客対応管理（ＣＲＭ）

ＰＬＭ
施設・エネルギー管理システム
（熱・電気の最適運用）
新エネルギー導入・未利用エネル
ギー活用（風力・太陽光・燃料電
池・電力安定化）

設備の高度化
受配電設備
トップランナー機器

融合と調和

ユーティリティ設備
中水・雨水利用促進
廃棄物減容化

ユーティリティインフラ構築

宮村

尚孝

白井

英登

項

東輝

đĶŔės管理ĠĢįŉä開発h

省đĶŔėsj環境改善分野äđ

企業情報j制御ĠĢįŉä企画j

đŜġĴċœŜę業務á従事g現

ŜġĴċœŜę業務á従事g現在h

設計j開発á従事g現在h富士電

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社制御

機ĠĢįŉģ株式会社制御ĠĢį

制御ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦ

ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦœŎs

ŉ本部 PIA 統括部ĦœŎsĠŐ

œŎsĠŐŜ統括部系統ĦœŎs

ĠŐŜ統括部系統ĦœŎsĠŐŜ

Ŝ部担当課長g工学博士g計測自

ĠŐŜ部担当課長g電気学会会員g

部g電気学会会員g

動制御学会会員h電気学会会員g

（ 19 ）
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Management~ä実現Þh市場h競合h顧客Ĵsģä

á使用ÏāñÁh翌日負荷予測Àþé最適運転計画äÕ÷

変化Ĉ先取ĀÍÕ戦略的Ý透明à工場経営Ĉ支援Ïā

äİsĨÞÍÜø使用Ïāg

特集

{総合経営情報ĶĬıŘsĘ|ä構築

翌日負荷予測Ýåh翌日ä曜日ú気象条件¸āºå操業

（b） 環境h低ĜĢıhĤĖŎœįČá配慮ÍÕđĶŔ

ėsjŏsįČœįČčŜľŒä構築

1

による省エネルギー

計画ĈøÞáh電気h熱ä使用量Ĉ予測Ïāg最適運転計
画Ýåh負荷予測結果Ĉ元áđĶŔėsĜĢı最小¸āº

（c） 省đĶŔėsÞ利便性h快適性Ĉ兼ã備¾Õ高度à

工場施設ä実現

å CO2 排出量最小àßä条件áþĀh各ŏsįČœįČ
機器ä運転台数h運転時間Àþé出力Ĉ決定Ïāg翌日å

PLM åh製品äŒčľĞčĘŔáÀÇā仕様}品質h
ĜĢıh安全性h環境性~ä管理Ĉ行¼øäÝ¸āg生産

Óä運転計画ĈłsĢáÍÜhēŜŒčŜÝđĶŔėsä
使用量Ĉ予測ÍàÂÿ需給調整Ĉ行¼g

設備áÀÇā歩留ôĀä改善Ĉ行¼品質ıŕsĞļœįČ

今後h太陽光発電àßä自然đĶŔėsä導入Â促進

Þh生産äđĶŔės原単位ä改善Ĉ行¼đĶŔės統合

ËĂāÞ予想ËĂāgÉ¼ÍÕđĶŔėså自然条件á左

管理Ĉ融合ËÑh省đĶŔės生産計画ä運用¸āºåŒ

右ËĂāÕ÷h発生ÏāđĶŔėsÂ変動ÏāgÓäÕ÷h

čľĞčĘŔđĶŔėsŇĶġŊŜıä実施àßĈ総合的

変動Ĉ平滑化Í安定ÍÕđĶŔėsÞÍÜ利用ÏāÕ÷á

á行¼g製品ĹœŎsĪĐsŜáÀÇā各ĢįĬŀáÀº

åh電力貯蔵装置Â必要ÞàāgđĶŔės統合管理ĠĢ

Ü個々á仕様ä管理Ĉ行¼ÉÞÝh製品äŒčľĞčĘ

įŉÝåh自然đĶŔėsÞ電力貯蔵装置ä組合ÑĈ考慮

ŔáąÕÙÜ要求仕様Ĉ満足Ïā製品Ĉ生産ÏāøäÝ¸

ÏāÉÞøÝÃāg

āgPLM ä実現áþĀ製品á要求ËĂā品質ú環境性à

đĶŔės統合管理ĠĢįŉä概念図Ĉ図 2 á示ÏgÉ

ßä諸条件Ĉ満足Íh競争優位à製品Â生産ÝÃāgô

äĠĢįŉä導入áþĀ効率的à運転Ĉ行¼ÉÞÝ省đĶ

ÕhPDCA ĞčĘŔáþĀ改善Ĉ継続的á行¼ÉÞÂÝ

ŔėsĈ実現ÏāÞÞøáh自然đĶŔėsĈ取Ā込öÉ

Ãh製品äËÿàā競争力ä向上Ĉ図āÉÞÂÝÃāgÉ

ÞÝ CO2 ä排出削減á寄与ÏāÉÞÂÝÃāg

ĂÿäđĶŔėsĦœŎsĠŐŜĈ活用Íh総合経営情報
ĶĬıŘsĘĈ構築Í現場ĞčĲä情報Ĉ経営戦略á反映

省エネルギーと工場作業環境改善

g
ËÑāÉÞÝh経営基盤Ĉ強固áÏāÉÞÂÝÃā}図 1~
本稿ÝåhđĶŔės統合管理ĠĢįŉáþāđĶŔ
ėsjŏsįČœįČä統合管理hđĶŔės計測áþā

.

エネルギー計測とローカル負荷制御

（ 1） đĶŔės計測

省đĶŔėsh工場作業環境改善h製造実行管理ĠĢįŉ

省đĶŔės対策á取Ā組ö基盤ÞÍÜhđĶŔės計

àß PLM Ĉ実現ÏāÕ÷ä主要à技術Þ富士電機ä熊本

測ĠĢįŉä導入Â各方面Ý進÷ÿĂÜºāgđĶŔės

工場áÀÇā PLM 実施例ä紹介Ĉ通ÍÜ富士電機áÀÇ

Â適切j有効à条件}量h質h時間h場所~Ý使用j消費

ā{次世代øäÚÅĀ基盤|整備îä取組õĈ紹介Ïāg

ËĂÜºāÁĈ的確á把握ÏāÕ÷áhôÐh現場設備
ÊÞäđĶŔės使用量Ĉ計測j記録ÍhđĶŔėsä使
用実態Ĉ把握ÏāÉÞÂ必要Ý¸āg現状Ĉ把握Íh生産

エネルギー統合管理システム

量j環境状況Þä相関àßĈ分析ÝÃĂæhđĶŔės使
đĶŔės統合管理ĠĢįŉå基本的áå監視制御Ğs

用量á大Ãà影響Ĉ与¾ā因子å何Ý¸āÁhôÕhÓ

ĹhĶĬıŘsĘÀþé現場á設置Ïā計測j制御端末Á

ĂÔĂä機器Ĉ効率þÅ運転ÏāÕ÷ä条件Â何Ý¸āÁ

ÿ構成ËĂāgđĶŔės統合管理ĠĢįŉÝåh計測j
制御端末Ý収集ËĂÕİsĨĈh通常 1 分周期ÝĞsĹá

図

計測から始める省エネルギー対策の PDCA

収集ÍhŏsįČœįČ設備ä状態ĈēŜŒčŜÝ監視Ï
āgĞsĹá収集ÍÕ計測情報åhđĶŔėsä需給調整
図

エネルギー統合管理システム概念図

顧客の要望
改正省エネ法でエネルギー管理指定工場の指定を受けているのだが…
ISO14001 取得に向け，環境マネジメントシステムの構築が必要である
排出 CO2 量を削減して「地球に優しい」事業所を目指している
とにかくエネルギーコストを削減したい
PowerSATELITE
（パワーサテライト）
マルチコンパクト計測ユニット

現状
計測

発電機

使用状況・効果の把握

実績収集
需給
調整制御

次段階の目標設定
電力安定化装置
（電力貯蔵装置）

エネルギー
管理システム

監視制御

発電端末

実績データ管理
（データ収集・
帳票作成）

計画

データ整理と分析

継続的な改善

自然エネルギー

対策（ケースによる）
低負荷運転ＴＲの統廃合
機器の集中化による台数制御

最適運転計画

「需要予測」
「最適運転計画」
「監視制御」
「実績収集」
を有機的に結び付け，各プロセスの連携をとることで、
プラントの効果的な運用を実現。

（ 20 ）

解析

需要予測

各種負荷
計測端末

対策機器例
富士インバータシリーズ
太陽光採光装置

対策
効果的な実施

EcoSTAR-GETⅢ
１．解析支援機能
①グラフ表示（Web）
②ランキング表示
③CSV 出力
2．監視支援機能
①エネルギー使用
状況の監視
②E-mail にて管理者
に通知
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àßĈ知āÉÞÂÝÃāgÓä結果h設定条件àßĈ変更

Ïā機能Ĉ設ÇāÉÞÝh多Åä人Â生ÃÕ情報ÞÍÜ

ÏāÉÞáþĀhßä程度ä効果Â期待ÝÃāÁĈ予測Ï

消費đĶŔėsĈ把握ÏāÉÞÂÝÃāg
（b） 多様化Ïā計測対象îä対応

電圧j電流Áÿ電力量Ĉ演算ÏāÖÇÝàÅh流量計

ā化|Áÿ改善策Ĉ抽出}P~ÍÜ改善策Ĉ実施}D~Íh
Óä効果Ĉ常時計測áþĀ定量評価}C~ÏāÞÞøá新

ú温度計àßÁÿäċĳŖę信号}DC4-20 mAhDC1-

Õà省đĶŔės活動Ĉ推進}A~ÍÜºÅĞčĘŔä構

5 VhĺŔĢàß~Ĉ収集ÏāÉÞÂÝÃh広範àđĶŔ
ėsä計測á適用ÝÃāg

築Ý¸āgôÕh採取ÍÕ各種記録İsĨåh予防保全ú
省đĶŔės対策ä評価áø活用ÝÃāgÉä概念図Ĉ図

（c） 計測İsĨä本体Ýä長期記録j保存

計測İsĨå外部記憶媒体Ĉ使用ÑÐh機器本体内á

3 á示Ïg

一方h計測対象åľČsĩ単位ä電力量計測Áÿ設備単

内蔵ÍÕŊŋœá記録ÝÃāg5 分周期äİsĨä場合h

位îÞ細分化ÏāÞÞøá各種流量j温度j圧力jCO2 à
ßä設備状態ú環境ä計測îÞ多様化ÍÜºāgôÕh現

1 年分ä保存ÂÝÃāg
~
（d） ĶĬıŘsĘ機能ä搭載
注 1

ĶĬıŘsĘ機能ÞÍÜ Ethernet Þ RS-485 ä選択

状把握j効果検証äÕ÷ä{計測|Áÿh実際áŊœĬı

Ĉ可能ÞÍÜºāg

Ĉ得āÕ÷ä{対策|
{制御|îä展開ø視野á入ĂÜº

単独計測Áÿ自動収集ĠĢįŉĈ使用ÍÕ集合計測ô

ÁàÇĂæàÿàºg計測ĠĢįŉĈ構築Ïā際hÓä計

Ý対応可能Ý¸āg

測j記録İsĨĈßäþ¼á活用ÏāÁĈ検討Íh段階的
áĠĢįŉĈ構築ÍÜºÅÉÞÝh低ĜĢı化Ĉ図āÉÞ

（e） ŖsĔŔ負荷制御機能ä搭載

計測端末å当然àÂÿ{計ā|Þº¼ÉÞá主眼Â置

ÂÝÃāg

ÁĂÜºÕg省đĶŔėsä場合áå{計ā|ÉÞå手

富士電機Ýåh省đĶŔėsä計測ĠĢįŉĭsŔä一
ÚÞÍÜhľŕĖĠĿŔ無線ĶĬıŘsĘ応用製品h多用

段ä一ÚÝ¸Āh目的å{減ÿÏ|ÉÞÝ¸Āh収集Í

途複合型計測端末ĠĢįŉPowerSATELITE
hĜŜĺ

ÕİsĨĈßäþ¼á生ÁÍÜºÅäÁÂ重要Ý¸āg

ĘıŇŔĪ計測ŏĴĬıàßĈ用意ÍÜºāgËÿáh各

思考ä切Ā口Ĉ変¾Ü{省đĶŔėsĈ行¼計測端末|

種計測端末Ý計測収集ÍÕİsĨ}日報j月報j年報~Ĉ

Þº¼発想Ý搭載ÍÕäÂŖsĔŔ負荷制御機能Ý¸āg

加工ÍÜ設備ÊÞäİsĨ合計ä計算úĜĢıj原単位計

ĜŜĺĘıŇŔĪ計測ŏĴĬıáå計測İsĨĈ本体

算ĈÍÕ帳票úęŒľĈ作成ÏāđĶŔės管理Ħľı

内Ý設定ÍÕ上限値øÍÅå下限値}ÍÃº値~Þ照合Íh

ďĐċEcoSTAR-GETⅢø用意ÍÜºāg

ÍÃº値Ĉ超¾Õ時áİġĨŔ信号接点Ĉ出力Ïā機能Ĉ

有線無線混在型đĶŔės計測ĠĢįŉä応用事例Ĉ図

搭載ÍÜºāg例¾æh設備ä電力量Â一定値以下áàā

4 á示Ïg本ĠĢįŉåh前述ä計測ĭsŔÀþé管理Ħ

Þ稼動Â停止ÍÕÞ判断Íh自動的á照明ä電源ĈēľÏ

ľıďĐċÂ混在ÍÜ応用ËĂÕĠĢįŉÝ¸āg

āĠĢįŉÂŖsĔŔÝ構築ÝÃh不要à照明ä消忘ĂĈ

（ 2） ĜŜĺĘıŇŔĪ計測ŏĴĬıÞŖsĔŔ負荷制御

富士電機Ýåh個々ä設備ä計測á対応ÍÕĜŜĺĘ
ıŇŔĪ計測ŏĴĬıĈ開発ÍÕgÉä端末åh表示機

防止ÝÃāgēľÏā時間åēŜ/ēľİČŕsĨčŇÝ
設定Ïāgºąæ{計ā|Þº¼従来ä{受動的機器|ä
概念áh接点出力Þº¼{能動的機能|Ĉ付加ÏāÉÞÝh

能Ĉ充実ËÑÕñÁhŖsĔŔ負荷制御ä機能Ĉ持ÙÜº

実際á省đĶŔėsá寄与Ïā計測端末îä第一歩Ĉ踏õ

āg主à特徴å以下äÞÀĀÝ¸āg

出ÍÕÞº¾āg今回h紹介ÍÕ省đĶŔės計測ĠĢį

（a）{見¾ā化|機能ä搭載

ŉ関連äñÁh省đĶŔėsä診断j対策j設備更新àßh

今ôÝä計測端末Ý多Å見ÿĂÕ kWh 表示àßÖÇ

ËôÌôà要望á応¾ÿĂāøäÞ考¾Üºāg

ÝåàÅhĜĢı換算}円表示~ú CO2 換算値Ĉ表示
.
図

空調技術を利用した環境改善への取組み

製造業áÀÇā競争力ä源泉åhºÁá低ĜĢıÝ高

有線無線混在型エネルギー計測システム

品質à製品Ĉ作āÁhÞº¼ÉÞá帰着Ïāg加¾Ü昨今
Ýåh地球環境á配慮ÍÕ製品作Āúh特á 1980 年代後
Ethernet

半Áÿ言ąĂÜÃÕ 3K 職場}危険h汚ºhÃÚº~àß

データ収集・
管理サーバ
EcoSTAR-GETⅢ
Ethernet

計測機器
EcoPASSION

ä継続的à改善áþā働ÃúÏÅ安全à職場作Āø企業Þ

Ethernet
計測機器
Power
SATELITE

RS-485
RS-485

SS 無線

ÍÜ必須ä命題ÞàÙÜÃÜºāg富士電機Ýø省đĶŔ
ėsj省ĜĢıjCO2 削減á配慮ÍÕ工場現場áÀÇā環
境改善ĈįsŇÞÍÜËôÌôà取組õĈ行ÙÜºāäÝ

計測機器
コンパクト
マルチ計測
ユニット

Óä一部Ĉ紹介Ïāg
ÉÉÝº¼環境改善Þå大別ÍÜ次ä二ÚäÉÞĈ目的

RS-485

ÞÍÜºāg
電力量計測

流量計測

電力量計測

電力量計測

流量計測

注 1Ethernetk富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä登録商標
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特集

āÉÞÂ可能ÞàāgÏàą×h使用đĶŔėsä{見¾

による省エネルギー

1
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職場の暑熱対策事例

図

外気導入

特
集
1

外へ排気

による省エネルギー

プレスラインにおける環境改善事例

給気
プレス機

工業炉

ダウンフローを生成し浮遊
ダストを速やかに除去

熱再利用

炉の輻射熱により暖まった
空気を回収して熱再利用ま
たは外へ排気

地下コンベアを気密化する
ことで排気ダクトとして流用

フィルタリング後工場内循環

保全性の高い難燃性の素材
で囲うことで周囲への輻射
熱を防ぐ

（ 1） 作業者äÕ÷ä環境改善

再利用ÏāÉÞÝ省đĶŔėsĈ行ºàÂÿ暑熱対策Ĉ行

工場àßáÀºÜ作業環境Ĉ悪化ËÑā要因ÞÍÜåh

¼ÉÞÞÍÕgàÀh熱気Ĉ排気Ïā際á炉周辺ä空調機

有機溶剤j鉛ÀþéÓä化合物j特定化学物質àßä有害

áþā冷気Ĉ炉á吸º込ôàºþ¼áh外気ä給気Ĉ行¼

à化学物質h粉塵}ëĉÎĉ~
h電離放射線h電磁波h有

ÉÞÝđċĹŒŜĢĈ確保ÍÕg

害光線h騒音h振動h高温j低温h高湿度àßä多岐áą

（ 2） 製品ä品質向上Ĉ目的ÞÍÕ環境改善

Õā要因Â¸āgÉĂÿä有害要因Â作業者á与¾ā影響

作業環境Ĉ改善ÏāÉÞå品質向上áø寄与Ïāg特á

ä程度Ĉ把握ÍhÓä要因Ĉ除去ÏāÁh¸āºåh¸ā

温度ú湿度hňĢıúĩĢıÂ製品ä品質á少àÁÿÐ影

一定ŕłŔôÝ低減ËÑāàßh影響ä程度á応ÎÕ対策

響Ĉ及òÏÕ÷h高精度ä管理Â必要Þàā温度ú湿度ä

Ĉ取ā必要Â¸āg
ôÕhÓä安全基準å労働安全衛生法ä基準値Â規定Ë

場合å恒温恒湿度室Ĉ設ÇÕĀhňĢıúĩĢıĈ管理Ï
ā場合åĘœsŜŔsŉĈ設ÇÕĀÏāÉÞÝ目的Ĉ達成

ĂÜºāÕ÷h各企業Â業種ú職場環境á応ÎÕ社内基準

ÝÃāÉÞÂ多ºg品質h費用対効果ä観点ÁÿÓÉôÝ

Ĉ設ÇÜºāĚsĢø多ºgÓä場合áåÓä安全基準値

ä精度Â要求ËĂàºĚsĢÝå環境改善áþā手法Ý目

Ĉ下回āþ¼á継続ÍÜ対策Ĉ行¼ÉÞÂ必要Þàāg

的Ĉ達成ÝÃā場合Â少àÅàºg

àÁÝø職場ä暑熱対策áÚºÜåh熱中症àßä予防

図 6 å自動車系äŀŕĢŒčŜáÀÇā環境改善ä事例

基準á使用ËĂā WBGT}湿球黒球温度~指数Ĉ利用Í

Ý¸āgÉäŀŕĢŒčŜáÀºÜåh空気中Ĉ浮遊Ïā

Ü管理ÏāĚsĢø多ºgÉĂå従来ä 28 ℃以下ÞºÙ

ĩĢı}10 v 20 m 程度~Âh製品ôÕå型á付着Ïā

Õ単純à温度管理ÖÇÝåàÅh人体ä熱収支á影響ä大

ÉÞáþĀ製品ä品質ä悪化ĈøÕÿÍÜºāgÓä要因

Ãº湿度h輻射}ëÅÍù~熱h気温Ĉ取Ā入ĂÕ指標Ý

Ý¸āĩĢıä外部Áÿä進入Ĉ防ÆÞÞøáh内部Ý発

¸Āh乾球温度h湿球温度h黒球温度ä値Ĉ使用ÍÜ下式

生ÍÕĩĢıĈÏæúÅ除去ÏāÉÞÂ必要Ý¸āgÓÉ

Áÿ算出ÍÜ使用Ïāg
7"'4out＝0.7 4w＋0.2 4b＋0.14d ………………………（ 1）
7"'4in＝0.7 4w＋0.3 4b …………………………………（ 2）

Ýh気流制御áþĀŀŕĢ機内äĘœsŜ度Ĉ上ÈāÉÞ
ÝŀŕĢŒčŜáÀÇā品質向上Ĉ図ÙÕg
ôÐh一次ľČŔĨáÜ処理ÍÕĘœsŜ度ä高º空

7"'4outk屋外áÀÇā湿球黒球温度

気Ĉ給気ľĊŜÝŀŕĢ機内á給気Ĉ行¼ÞÞøáh下部

7"'4ink屋内áÀÇā湿球黒球温度

Áÿ排気ľĊŜÝ排気ÏāÉÞÝĩďŜľŖsĈ生成Ïāg

4wk湿球温度

排気Ïā際áåhŀŕĢ機下部äĢĘŒĬŀĈ廃棄ÏāĜ

4bk黒球温度

ŜłċĈ密閉化ÍhĩĘıÞÍÜ流用ÏāÉÞÝ効率向上

4dk乾球温度
ÉÉÝ職場ä暑熱対策ä事例Ĉ図 5 á示ÏgÉä例åă

Ĉ図ÙÕg排気ÍÕ空気åľČŔĨÝ処理ÍÕ後h場内á
戻ÏÉÞÝ場内äđċĹŒŜĢĈ確保ÍÕg

¼付Ç炉周辺ä暑熱対策Ý¸Āh炉内ä加熱温度Â 600 ℃
áàāÉÞÁÿÓä輻射熱áþĀ常á高温環境áËÿËĂ

製造実行管理システム

Üºā職場Ý¸āgÓäÕ÷炉付近ä作業域Ýå年間ĈÞ
ÀÍÜĢņĬı的á冷房Ĉ効ÁÑÜºāg

富士電機Ýåh生産j施設管理ĠĢįŉä一部Ý¸ā製

Éä改善äÕ÷hŊŜįĳŜĢú作業性Ĉ考慮ÍàÂÿ

造 管 理}MESkManufacturing Execution System~ Ĉ 実

難燃性äċĘœŔ樹脂Ĉ使用ÍÜ炉自体Ĉ囲¼ÉÞÝ作業

現ÏāľŕsŉŘsĘÞÍÜMainGATE ĠœsģĈ

域îä輻射熱Ĉ遮断ÏāÞÞøáh炉周辺ä暖ôÙÕ熱気

用意ÍÜºāgMainGATE ĠœsģäĜŜĤŀıĈ 図 7

}約 40 v 50 ℃~Ĉ夏季å外部î排気Íh冬季å暖房用á

á示Ïg工場ä階層å製造業ä原点Ý¸ā製造現場hÓĂ

（ 22 ）
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MainGATE シリーズのコンセプト

図

経営
垂
直
統
合

製造管理

製造現場
製造業の原点

経営が
見える

MainGATE/Process のシステム構成

全社需給計画

経営トレンド把握
データ / ノウハウ継承
（工場/もの/金の移り変わり）

工場が
見える

監視制御

製造実績管理

製造スケジューラ

製造実行管理システム

MainGATE/スケジューラ

品質管理
製造品質

統合マスター

配信

MainGATE/IM

作業支援
作業品質

原動力管理
エネルギー管理

Action
配信

実績分析
MainGATE/PPA

Plan
保全管理
設備品質

全社実績 / 勘定管理

Standard

製造実績把握
MES

現場が 運転管理
見える

全社品質 / 製造標準

製造準備

製造実行管理

製造指図展開
MainGATE/PO

製造イベント
統合監視

通知

監視制御

通知

MainGATE/EM

計測ユニット

製造指示

水平統合

MICREX
-NX

Do

Check
Citect
MICREX
-SX

製造実績
データベース

監視
作業標準管理
（SOP）
MainGATE/SOP

収集
点検支援
（POJ）

Ĉ管理Ïā製造管理hÀþé経営管理á大ÃÅ分ÇāÉÞ
ÂÝÃāg製造現場ä情報Ĉ各階層Ý見ÕºÞÃáh見Õ
º形Ý提供ÏāÞº¼äÂĜŜĤŀıäèÞÚ}垂直統
合~Ý¸āgôÕ工場ä情報å製造設備hŏsįČœįČ
設備àß広範囲á分散ÍÜÀĀhÓĂÿä情報ø統合ÍÜ
提供ÏāÞº¼äÂø¼èÞÚäĜŜĤŀı}水平統合~
Ý¸āg
富士電機åhđĶŔės管理Ĉ製造管理ä重要à要素
ÞÍÜ捉¾Üºāg製造実行管理ĠĢįŉáþĀh歩留ô
Āä改善}生産äđĶŔės原単位ä改善~áþāđĶŔ

.

「MainGATE/PPA」によるエネルギー管理のアプロー
チ

（ 1） 消費đĶŔės分析

đĶŔės使用量ĈËôÌôà切Ā口Ý分析ÍhŖĢđ
ĶŔėsä発見h目標á対Ïā達成度評価Ĉ実現Ïāg
（ 2） 設備ä動作検証

生産設備hŏsįČœįČ設備ä稼働状況ÞđĶŔės

ės利用ä効率化h実績İsĨá基ÛÅ省đĶŔės生産

使用量ä分析h運転ĺĨsŜäĠňŎŕsĠŐŜáþĀ設

計画ä実施ÀþéŒčľĞčĘŔđĶŔės管理Â可能Þ

備運転ä改善指標Ĉ提示Ïāg

àĀh継続的à品質確保Ĉ行ºàÂÿ同時á省đĶŔės
Ĉ推進ÏāÉÞÂ可能Þàāg
ÉÉÝåŀŒŜı系製造実行管理ĠĢįŉÝ¸ā
MainGATE/Process ä 概 要 Þh Ó ä 構 成 要 素 ä 一 Ú
Ý¸ā実績分析ĺĬĚsġMainGATE/PPA}Process
Performance Analysis~

hÓÍÜÉĂĈ用ºÕđĶŔės
管理äċŀŖsĪĈ紹介Ïāg

（ 3） 設備ĠĢįŉä性能検証

設備ĠĢįŉä性能Ĉ検証Íh制御方式ä決定hĺŒ
ŊsĨä調整äÕ÷ä指標Ĉ提示Ïāg
（ 4） đĶŔės原単位管理

生産出来高ä情報Þ連携ÏāÉÞáþĀhđĶŔės原
単位管理Ĉ行¼g
（ 5） 定例報告書作成支援

定例報告書ä自動作成àßh省đĶŔės法対応業務ä
.

「MainGATE/Process」および「MainGATE/PPA」

簡素化h効率化Ĉ支援Ïāg

工場Ý製造ËĂā製品ä顧客Ĵsģä多様化Â進ĉÝ
ÀĀh多品種小ŖĬı生産á対応Ïā自動化Ĉ進÷ā必要

熊本工場における PLM 実施例

Â¸āgÉä自動化Ĉ進÷ā¼¾Ý重要à役割Ĉ担¼ä
Â MES Ý¸āgMES å一般á生産時点情報管理}POPk

熊本工場åh2006 年 12 月á竣工ÍÕċŋŔľĊĢ太陽

Point of Production~機能Þ¸ąÑÜh工程管理h現物管

電池製造工場Ý¸āg熊本県北部ä南関町á位置Íh敷地

理h品質管理h製造指示h進捗管理h工場内物流管理h生

面積å約 54,000 m2h延床面積å約 10,000 m2 Ý¸āg外観

産設備管理h保守管理àßä各種ä生産活動支援j管理Ĉ

Ĉ図 9 á示Ïg

行¼g図 8 á MainGATE/Process äĠĢįŉ構成Ĉ示Ïg
MainGATE/Process ĠĢįŉåh計画系h実行系Àþ
é実績系ä 3 Úä機能ĿŖĬĘþĀ構成ËĂÜºāg
実績系Ĉ構成ÏāĺĬĚsġÂ MainGATE/PPA Ý¸

熊本工場åh
{PLM 導入áþāňĘŖ経営革命|Ĉįs
Ňáh下記ä実現á取Ā組ĉÝºāg
（ 1） đĶŔės消費ņœĠsä実践

đĶŔės統合管理áþā設備ä高効率運用
g

Āh現場Áÿ上ÂÙÜÅā情報ĈËôÌôà切Ā口Ý参照

高効率設備ä導入
g

ÝÃāgıŕŜĲ/čłŜı情報ä選択j組合Ñj演算定

新đĶŔės比率ä向上
g

義Þh¸ÿÁÎ÷用意ËĂÕ表示j形式}表h各種ęŒľh

đĶŔės統合管理ĠĢįŉÞ製造管理ĠĢįŉä連
g

専用画面~ä中Áÿ適切à形式Ĉ選択h表示j指示ÝÃā
äÝh分析目的á合ąÑÕËôÌôàĺĨsŜÝäİsĨ

特集

製造実行システム（MES）による現場〜経営の橋渡し

による省エネルギー

係áþā工場運営全体ÝäđĶŔės原単位把握Þ継
続的à改善

閲覧ÂÝÃāgôÕh製品方向îäıŕsĢľĒŘsĲh

（ 2） 業界ıĬŀŕłŔä製造管理ĠĢįŉä導入

原料方向îäıŕsĢĹĬĘ機能Ĉ実現ÏāıŕsĞļœ

装置系Þ組立加工系ä混合ŀŖĤĢ管理
g

įČä機能Ĉ持ÙÜºāg

原価管理ÞıŕsĞļœįČä実現
g

（ 23 ）
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熊本工場外観

次世代ものつくり基盤

図

による省エネルギー

熊本工場における PLM 概念図

特集

工場経営
収益力向上
環境性向上（CO2 削減）
コンプライアンスの遵守

継続的改善

1
製造管理システム
MainGATE

エネルギー統合管理システム
Spectrum PowerCC

製造設備
運用計画

生産計画＆原価計算
製造管理
品質管理＆トレーサビリティ
データ収集

設備単位の電力量
（加工データ）

エネルギー最適運用（CO2 削減）
実績データ管理・帳票
SCADA（監視・制御）
データ収集

温湿度，粉塵などの
環境情報（生データ）

製造設備

ユーティリティ
設備

環境計測

施設
（空調・照明）

（ 3） 業務効率化Ĉ IT Ý実現ÏāēľČĢ

ēľČĢĤĖŎœįČä確保
g

ės原単位Ĉ把握ÏāÞÞøáh省đĶŔėsĈ考慮

LAN 導入áþā情報一元管理ä実現
g

ÍÕ設備運用h生産計画作成Ĉ行ºh製品đĶŔės

現在h第一期工事Â終了Íh設備拡張Þ機能拡張Ĉ行¼

原単位ä継続的à低減Ĉ図āg

Õ÷第二期工事Ĉ開始ÍÜºāg第一期工事ÝåhđĶŔ

（c） 製造管理ĠĢįŉÝ作成ÍÕ製造設備運用計画Ĉ

ės統合管理ĠĢįŉÞh製造実行管理ĠĢįŉĈ導入Í

元áhđĶŔės統合管理ĠĢįŉáÀºÜh最適à

工場実稼動áÀÇāĠĢįŉ利便性h有効性ä評価Ĉ並行

ŏsįČœįČä運用計画Ĉ作成Ïāg
Éäþ¼áđĶŔės統合管理ĠĢįŉÞ製造管理ĠĢ

ÍÜ実施ÍÜºāg
áh熊本工場áÀÇā PLM 概念図Ĉ示ÏgđĶŔ

įŉä連携Ĉ行ºhPLM Ĉ実現ÏāÉÞáþĀh工場経

ės管理ĠĢįŉáåhĦľıďĐċĺĬĚsġSpec-

営ŕłŔÝå収益力向上h環境性向上}CO2 削減~Ĉ達成

図

 注 2

trum PowerCC Ĉ 導 入 Í Ü À ĀhSCADA 機 能 á þ ā

Íh争力ä強化Ĉ図āÞÞøáh透明度ä高º管理手法導

ŏsįČœįČ設備h空調j照明àßä施設管理Ĉ行ºh

入áþĀĜŜŀŒčċŜĢ遵守Ĉ実現Íh社会á継続的á

今後ä工場拡張á伴º導入Â予想ËĂā発電設備ä最適運

受Ç入ĂÿĂā工場Ĉ目指Ïg

用機能ø具備ÍÜºāg製造管理ĠĢįŉáåh前述ä
MainGATE Ĉ導入ÍÜºāg

あとがき

今後åhđĶŔės統合管理ĠĢįŉÞ製造管理ĠĢį
ŉÞä連携Ĉ図Āh以下ä取組õĈ行¼g
（a） đĶŔės統合管理ĠĢįŉÝ収集ÍÕ温室度j粉

塵àßä環境情報Ĉ元áh製造管理ĠĢįŉáÀºÜh

PLM åh高品質à製品ä生産ÞhPDCA áþā継続的
à改善Ĉ実現Í顧客満足度Ĉ高÷āÕ÷ä手段Ý¸āgÓ
ÍÜhPLM Ĉ中心ÞÍÜ{次世代øäÚÅĀ基盤|整備

製造ŀŖĤĢÊÞä環境条件Ĉ把握Íh歩留ôĀ改善

Ĉ進÷āÉÞåh社会ä変化á迅速á対応ÝÃā生産体制

àßä品質向上Ĉ図āg

Ĉ構築Íh業務ä効率化hĜĢı低減áþā収益力ä拡大

（b） đĶŔės統合管理ĠĢįŉÝ収集j加工ÍÕ電力

量İsĨĈ元áh製造管理ĠĢįŉáÀºÜhđĶŔ

Þh環境対策ú省đĶŔėsàß製造業á要求ËĂā社会
的責任Ĉ果ÕÏÉÞáÚàÂāÞ考¾Üºāg富士電機åh
PLM ä実現áþĀ{産業競争力強化|á貢献ÍÜºÅ所

注 2Spectrum PowerCCkĲčĭ Siemens AG ä商標ôÕå登録
商標

（ 24 ）
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小林

直人}ÉæúÍeàÀÞ~

趙

栄祥}Zhao Rongxiang~

湯谷

特集

中国の浙江大学との共同研究による
電力品質ソリューション
浩次}üÕáeÉ¼Î~

1

期性負荷hıœĕ負荷h鉄道ä電気化á伴¼新Õà負荷à

まえがき

ßËôÌôà負荷Â連系ËĂÚÚ¸āgÉäþ¼à電力系
中国Ýå 1978 年ä改革開放以降h急速à経済発展ĈÞ

統ä負荷構造ä急激à変化á対応ÍÕ電力品質ä向上Â急

È 20 年以上áąÕÙÜ高度成長Â継続Íh設備投資å依

務ÞàÙÜºāgËÿáhOA 機器àßä電子機器ú各種

然ÞÍÜ高º水準á¸āg2001 年Áÿ始ôÙÕ第 10

産業ä連続ŀŖĤĢŒčŜàßä設備Ĉ持Ú電力需要家Á

次 5 Á年計画期間中áå電力使用量Â経済成長率以上

ÿåh電圧瞬時低下ú過度ä高調波àßĈ抑¾ÕhþĀ高

ä伸éĈ示Íh2002 年Áÿå深刻à電力不足Â顕在化Í

º品質ä電力ä提供Â望ôĂÜºāgôÕ中国国内ä電力

Õg現在電力ä需給緩和Ĉ図āÕ÷h発電所Àþé送電網

供給á対Ïā品質Þ安定Ĉ向上ËÑāÉÞÝh海外äĸč

ä建設Â急ĽĬĪÝ行ąĂh2008 年ä北京ēœŜĽĬĘh

įĘ産業ä誘致ĈºÙÓ¼促進ÝÃāþ¼áàāg今後å

2010 年ä上海万国博覧会Ĉ控¾h経済発展Â続ÃhđĶ

電力品質ĈËÿá向上ËÑāÕ÷áh供給側Þ需要側双方

Ŕės消費量ø拡大Í続ÇāÞ予想ËĂÜºāg

áôÕÂā電力品質ä実態解明j改善ä研究hÀþéÉĂ

Óä一方 2006 年å第 11 次 5 Á年計画ÂĢĨsıÍ
拡大発展政策ä反面hđĶŔės消費量削減hđĶŔės

ÿ研究成果Ĉ踏ô¾Õ規格化活動Â推進ËĂāøäÞ予想
ËĂāg

利用ä効率化h環境負荷問題hÓÍÜ電力安定供給àßä
対応Â数多Å求÷ÿĂÜºāg発電j送電îä設備投資Â

現在中国政府åhÏÝá下記äþ¼à電力品質á関Ïā
国家規格Ĉ制定j公布ÍÜºāg

一段落ÍÕ後h安定的ÁÚ良質à電力ä供給åhÉĂÁÿ

（a） 供給電圧ä許容偏差

GB/T12325-2003

ä産業ä拡大Þ社会生活äËÿàā発展îä大Ãà課題Þ

（b） 周波数許容偏差

GB/T15945-1995

àÙÜºāg

（c） 電圧不平衡ä許容偏差

GB/T15543-1995

（d） 高調波

GB/T14549-1993

電自動化ĠĢįŉÂ不可欠à技術Àþé設備Ý¸Āh富士

（e） 電圧変動ÞľœĬĔ

GB/T12326-2000

電機å日本国内Ý長年培ÙÕ基盤技術Ĉ提供ÏāÉÞáþ

（ f ） 一過性Àþé過渡過電圧

GB/T18481-2001

高品質à電力ä供給áå電力品質計測ĠĢįŉÀþé配

Ëÿáh国際品質ä電力Ĉ供給ÝÃāþ¼áÏāÕ÷h

Āh中国áÀÇā電力供給ä安定化á貢献ÏāÉÞĈ中長

国際的á重視ËĂÜºā電力品質hÏàą×短時間過電圧h

期äįsŇÞÍÜ位置ÛÇÕg
中国科学ċĔİňsú国家電力監管委員会àßáø人材
Ĉ輩出Íh電力jđĶŔės分野Ý中国有数ä高º技術力

，
（ 1）
（ 2）

短時間停電h瞬時電圧低下h瞬時電圧上昇á対応Ïā指標
Ĉ規格制定化ÏāÉÞÂ必要Ý¸āg

Þ豊富à人的資源Ĉ有Ïā浙江大学Þä共同研究Ĉ通ÎÜ

現在ä中国áÀÇā電力品質管理åh供給電圧偏差j周

指導Ĉ受ÇàÂÿh開発Ïā製品ä仕様Þ適用ËĂā規格

波数偏差指標àß電力供給側}配電用変電所àß~Ý管理

Ĉ中国向Çá正確á規定ÏāÕ÷ä共同作業Ĉ実施ÍÕg

可能à指標ä把握j規格順守áÞßôÙÜºāgÉäÕ÷

本稿Ýåh中国áÀÇā電力品質ĦœŎsĠŐŜá向Ç

電力ä高品質化áå特定需要家近傍Ýø問題Â発生Í得

Õ電力安定化Þ品質向上á関Ïā富士電機ä取組õáÚº

ā高調波jľœĬĔj電圧低下指標àßä計測ĈôÐ行ºh

Ü紹介Ïāg

電力品質ä実態Ĉ正確á把握ÏāÉÞÂ優先課題Ý¸āg
.

電力品質計測システムの開発と実証試験

浙江大学との共同研究の概要

浙江大学Þä共同研究ÝåhôÐ 2005 年度á電力系統
.

中国における電力品質の要求と現状

ä供給側Áÿ需要側ôÝä広範囲áąÕā電力品質状況

中国Ýå経済発展ÞÞøáh電力系統áh非線形j非周

小林

直人

趙

ĈēŜŒčŜÝ把握ÝÃā計測ĠĢįŉä構築Ĉ手ÂÇ

栄祥

湯谷

浩次

電力系統制御ÀþéđĶŔės管

浙江大学電気工程学院副院長h浙

理分野ä技術企画業務á従事g現

江大学−富士電機ĠĢįŉģ研

đĶŔės管理分野ä技術企画h
đŜġĴċœŜę業務á従事g現

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

究開発ĤŜĨs理事長g中国電機

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

制御ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦ

工程学会大電機専門委員会副主任h

制御ĠĢįŉ本部đĶŔėsĦ

œŎsĠŐŜ統括部系統ĦœŎs

中国教育部電気工程j自動化専門

œŎsĠŐŜ統括部系統ĦœŎs

ĠŐŜ部長g電気学会会員g

教育指導委員会委員g工学博士g

ĠŐŜ部担当部長g電気学会会員g
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中国の浙江大学との共同研究による電力品質ソリューション

ÕgÉĂå富士電機äċĳŖę計測äĜċ技術Ĉ基áh中

特集
1

図 3（a）
h表１á計測ŏĴĬıä外観Þ仕様概要Ĉ示Ïg

国国家規格á準拠ÍÕ計測Þ国際規格Ĉ意識ÍÕİsĨĸ

計測ŏĴĬıå単相ôÕå三相電力線 1 回路ä電圧j

ŜĲœŜę手法ú通信ĶĬıŘsĘîä接続要件àßĈ盛

電流Ĉ計測Íh計測İsĨĈ内部ŊŋœĔsĲá蓄積Ïāg

（ 3）
（ 5）
〜

Ā込ĉÖ計測ŏĴĬıÞÍÜ研究j開発ÍÕg翌 2006 年

計測İsĨåčŜĨsĶĬı回線Ĉ経由ÍÜ遠地ÁÿÝ

度Ýå計測İsĨá基ÛÅ電力品質ä実態解析äÕ÷äĤ

ø収集ÝÃāg各計測ŏĴĬıåhGPS 時刻ä自律受信

ŜĨsĠĢįŉ}管理ĞsĹ~ä機能要件Ĉ研究Íh2005

áþā同期hôÕå GPS1PPS}1 秒周期同期ĺŔĢ信号~

年度成果Þ併ÑÜh広域電力品質計測ĠĢįŉÞÍÜä製

Ĉ RS-485 čŜĨľĐsĢ線Ý相互接続Íh互ºáĞŜŀ

品化開発Ĉ図 1 á示ÏĢįĬŀÝ行ÙÕg

œŜę同期Ĉ取āg
（ 2） 管理ĞsĹ

.

システム開発のねらいと目標

本ĠĢįŉä研究開発活動äãÿºj活動目標å以下ä

図

広域電力品質計測のフィールド試験システム構成

ÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ãÿº

計測点１

RS-485 線
（タイムパルス配信用）

GPS

ĤŜĨsĠĢįŉáÜ容易áİsĨä記録j保存j解析
Â可能à図 2 á示Ï構成ä広域電力品質計測äľČsŔĲ

計測ユニット

試験ĠĢįŉĈ導入ÍÜh電力品質改善対策Ĉ企画ÏāÕ

LAN

÷äĦœŎsĠŐŜĠĢįŉĈ構築ÝÃāþ¼áÏāg
GPS

（ 2） 開発内容

GPS

đĶŔėsİsĨ解析表示機能}複数同時解析h重合Ñ
分析àß~
h広域多点同期İsĨ解析機能}œċŔĨčŉ
LAN

LAN

性hDB 化àß~ä開発Þh系統解析条件Ĉ整備}運用設
計測点 2

定機能ä充実~Ïāg

WAN
計測点ｎ
（インターネット）

（ 3） 適用規格
管理サーバ

中国国家規格}GB~
hÀþé国際規格}IEC~
h欧州規
格}EN~á準拠ÍÕĠĢįŉ開発Ĉ行¼g

ネットワークパソコン
（クライアント）

LAN/WAN

（ 4） ľČsŔĲ試験

杭州市電力局ä配電系統ä実ľČsŔĲá適用Íh計測
ä実証試験Ĉ実施Ïāg
センター

.

広域電力品質計測システムの構成とフィールド試験
図 2 á示ÍÕ共同研究Ý開発ÍÕľČsŔĲ試験äĠĢ

įŉå大ÃÅ二Úä構成部位á分ÇÿĂāg

図

計測ユニット外観と設置例

（ 1） 計測ŏĴĬı
図

電力品質ソリューションの開発ステップ

電力品質
ソリューション

（a）計測ユニット外観

改善・
対策技術
データ
解析技術

２００６年度
開発

計測ユニット

データ収集・
管理技術
ネットワーク技術
２００5年度
開発
計測技術
コア技術
（b）設置例
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管理ĞsĹå各計測ŏĴĬıÞčŜĨsĶĬıôÕå

ŊsġÝ出力ÏāÉÞÝhŏsğsÂ日々ä電力品質状況
Ĉ容易áôÞ÷ÿĂāþ¼áàÙÜºāg電力品質指標Þ
ÍÃº値åh国j地域j電力会社àßÝ異àāÕ÷可変設

āgİsĨ収集Þ蓄積åĞsĹÞàā代表 1 台äĺĦĜŜ

定ÞÍÜºāg

Â実施ÍhLAN 回線ÝÚàÂā他äĺĦĜŜåĘŒčċ

（ 4） ľČsŔĲ試験ä評価

1

ľČsŔĲ試験áÀºÜh各計測ŏĴĬıÝä多地点計

ŜıÞÍÜ計測İsĨä参照Þ電力品質指標ä表示j解析

測Ĉ実施ÍhčŜĨsĶĬı回線経由ÝİsĨ収集Þ解析

ÂÝÃāg

h
（ 3）
（ 6）

（ 3） 電力品質解析機能

評価ĈÍÕ試験例Ĉ紹介Ïāg

管理ĦľıďĐċåh各地点ä計測İsĨĈ基á各電力

（a） 計測箇所k中国杭州市内h22 地点

}ēľČĢļŔh病院h工場hņŜŀ場ñÁ~

品質指標Ĉ抽出ÍÓĂĈ評価Ïāg表 2 á広域電力品質計
測ĠĢįŉÝ備¾Üºā電力品質指標Ĉ示Ïg評価Ïā電

（b） 計測目的k配電系ä各需要j供給側ä高調波特性ä

力品質指標å国際規格 IEC 61000-4 ĠœsģÝ定÷ÿĂ

把握Þ評価

Õ項目j指標抽出方法j指標評価方法á準拠ÍÜºāgË

á示Ïg 図 4h 図 5 å電
計測ŏĴĬıä設置例Ĉ 図 3（b）

ÿá保護œŕs動作時ä電力品質解析Ý用ºÿĂāh系統

力品質評価äĺĦĜŜ画面表示例Ý¸āg画面左端ľŕs

事故時ä過渡電圧j電流łĘıŔ図h過渡高調波àßĈ解

ŉå計測地点Àþé計測年月日Ý区分ÇËĂÕ計測İsĨ

析Í表示Ïāg

äľĒŔĩĭœsĈ示Ïg図 4 Ýåh各電力品質指標ä評

管理ĦľıďĐċÝåh電力品質指標ÊÞäÍÃº値Ĉ

価判定結果Ĉ分ÁĀúÏÅh○Þ×Ý表示ÍÜºāg
特á今回ä計測実験áÀºÜåh計測ŏĴĬıÂ置ÁĂ

用ºÜä良否判定ĈÍh結果Ĉ日報j週報j月報àßäč

ā各需要家ä受変電室内áå関係者以外ä出入ĀÂ容易á
表

ÝÃàºhôÕ設置場所Â広域á多数点在ÏāÞº¼事情

計測ユニットの機能

計測入力

電力1回路（3 V＋3 I）＋AC/DC兼用Free入力2

計測起動

内部トリガ（実効値，瞬時値のしきい値逸脱検出）
外部トリガ（他ユニットからのBroadcast, Unicast通信
での起動指令による）

内部/外部
トリガによる
計測機能

4,800 Hzサンプリング（50 Hz時）16 bit×4秒計測
同期精度＝GPS（1 PPS）同期にて±（10＋4 n） s以内
n：同期パルス喪失時間（分）
計測精度＝±0.5%以下（フルスケール）

Â¸ÙÕgÓäÕ÷計測İsĨåčŜĨsĶĬı回線経由
ÝĺĦĜŜÁÿ自動収集ÏāÉÞÂ必須Ý¸ĀhœċŔĨ
čŉ計測Þº¼本ĠĢįŉä特徴Ĉ生ÁÍÜºāg
図

電力品質解析結果例（○×判定例）

図

平均高調波分布画面例

10Base-T LAN 1回線
（SNTP, e-mail, FTP/HTTP server, 外部トリガ ）
RS-485 1回線（ 1 PPS同期パルス送受信用 ）

通信機能

GPSアンテナ，電源バックアップ回路
メモリカード（コンパクトフラッシュ*）など

アクセサリ

* コンパクトフラッシュ：米国 San Disk Corp. の商標または登録商標

表

広域電力品質計測システムで使用する電力品質指標
指

標

関連規格

備

考

電圧実効値
変動

IEC 61000-4-30

数日以上のトレンド値で評価

周波数

IEC 61000-4-30

数日以上のトレンド値で評価

三相電圧
不平衡率

IEC 61000-4-30

数日以上のトレンド値で評価

電圧フリッカ

IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30

数日以上のトレンド値で評価
日本独自方式（ΔV10方式）は
別対応

高調波
2〜25次，
最大40次

IEC 61000-4-7
IEC 61000-4-30

数日以上のトレンド値で評価
高調波算出方法は独自方式
次数間高調波は未対応

総合ひずみ率

IEC 61000-4-30

数日以上のトレンド値で評価
電力算出手段は独自方式
（電力品質評価はしない）

電力，電力量

電圧瞬時変化

IEC 61000-4-30

電力品質
管理値

電圧低下（dip）/上昇（swell）
の計測
実効値/ベクトル/高調波など
（電力品質評価はしない）

過渡解析
IEC 61000-3
シリーズなど

特集

LAN 回線Ý接続ËĂh計測İsĨä収集j蓄積Þh収集
İsĨĈ使用ÍÕ各種電力品質指標ä表示j解析Ĉ実施Ï

各国・地域・供給者で異なる

（ 27 ）
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ĨsÀþé 2,400 ä地方電力İČĢĺĬĪŜęĤŜĨsÂ
.

特集
1

開発したシステムの今後の展開

¸āg

広域電力品質計測ĠĢįŉÝåÏïÜä電力品質指標Ĉ
中国ä事情á合ąÑÕ指標áÍÕ電力品質解析専用ēŜŒ

.

配電自動化システムの要件

čŜĠĢįŉÝ¸Āh今後ä中国áÀÇā規格発展á寄与

浙江大学Þ富士電機å中国ä電力会社îä聞取Ā調査h

ÏāÞ考¾ÜºāgôÕh瞬時電圧変化àßŏsğs個

Àþé現状中国Ý実施ËĂÜºā配電自動化ŋİŔ事業ä

別ä電力品質Ĉ把握ÝÃāþ¼áàāàßh多岐áąÕā

状況Ĉ調査ÍÕgÓä結果h配線自動化ĠĢįŉáå以下

電力品質ä問題解決äĴsģá応¾ÿĂāĠĢįŉá発展

ä要件Â必要Ý¸āÞº¼ÉÞÂąÁÙÕg

ËÑāÉÞÂÝÃāg電力品質指標Ĉ計測ÏāÉÞáþĀh

（ 1） ęŖsĹŔĢĨŜĩsĲä採用

電力系統ä状態把握ÂÝÃāþ¼áàĀh電力品質改善ä

配電自動化ĠĢįŉÞįŕĜŜ装置h開閉器子局àßä

Õ÷ä適切ÁÚ正確àĦœŎsĠŐŜĈ提供ÏāÉÞÂÝ

通信čŜĨľĐsĢh他ĠĢįŉÞäčŜĨľĐsĢh配

Ãāg

電自動化ĠĢįŉä機能ĺĬĚsġàßÏïÜáÀºÜh

電力å取引市場Ý売買可能à流通商品Ý¸Āh電力品質

ßäŊsĔsä機器hĺĬĚsġÞø結合可能àþ¼áh

åÓä商品価値Ĉ定義ÛÇā一Úä指標Ýø¸āg本ĠĢ

各種čŜĨľĐsĢå以下äþ¼àęŖsĹŔĢĨŜĩs

įŉåh電力品質ä価値Ĉ決定Í管理Ïā流通ĠĢįŉî

Ĳä適用Â求÷ÿĂāg
注 1

発展ËÑāÉÞøÝÃāÞ考¾Üºāg

注 2

（a） OSkUNIXhWindows
（b） 通信čŜĨľĐsĢ}įŕĜŜh開閉器子局~
k

IEC 60870-5-101 v 104

配電自動化システムの適用検討と開発

（c） ĠĢįŉ間čŜĨľĐsĢkIEC 61968
〈注 3〉

.

中国における配電設備の状況

注 4

（d） İsĨłsĢkSybase ôÕå Oracle
〈注 5〉

中国áÀÇā配電関係ä設備投資Ĉ見āÞh先進国ä発
電h送電Àþé配電ä投資比率Â 1k0.5k0.7 Ý¸āäá

注 6

（e） ęŒľČĬĘĢkOpenGL hX Window àß
（ 2） 配電線事故áÀÇā事故区間ä検出方式

対ÍÜh中国ä最近ä 10 年áÀÇā投資比率å 1k0.2k

日本Ýå配電系統ä事故区間ä検出åh開閉器子局áþ

0.2 ÞàÙÜÀĀh送配電îä投資å低Åh配電系統ä整

ā時限順送方式Â採用ËĂÜºāgÍÁÍh海外ä諸国Þ

備å発電設備ä建設á比ïÁàĀ低º水準ÞàÙÜºāg

同様á中国Ýå子局äœŕs機能Ĉ用ºÕ事故区間ä検出

ÉĂåh毎年ä電力供給不足áþĀh設備投資Â発電設

機能Â求÷ÿĂāg

備á重点Ĉ置ÁĂÜºÕÕ÷Ý¸āÂh年々電力ä需給Ĺ
ŒŜĢå安定ÍÜÃÜÀĀh今後h電力ä高品質化Þ安定

.

プロトタイプシステムの開発

中国Ýä配電自動化ĠĢįŉä適用要件á従ºh富士電

供給ä要求å高ÅàāÞ考¾ÿĂāg
ô Õh1998 年 á 中 国 国 家 電 力 公 司 å 供 給 信 頼 度 ä 向
上}都市ä供給信頼度 99.9 %h大都市ä中央äđœċå

注 1UNIXkThe Open Group ä商標ôÕå登録商標

99.99 %~Þ電力品質ä向上}供給ŖĢ 2 % 以下~Ĉ目標á

注 2Windowsk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

挙ÈÜºÕgÉĂĈ実現ÏāÕ÷áå停電時間ä短縮Ĉ目

注 3Sybasek米国 Sybase, Inc. ä商標ôÕå登録商標

的ÞÏā配電自動化ĠĢįŉä導入Â必要Ý¸āg

注 4Oraclek米国 Oracle Corp. ä商標ôÕå登録商標

配電自動化ĠĢįŉå大都市圏áºÅÚÁä試験的導入

注 5OpenGLk米国 Silicon Graphics, Inc. ä商標ôÕå登録商標

ÂÏÝá進÷ÿĂÜºāgÍÁÍàÂÿ新規配電設備ä置

注 6X Windowk米国 X Consortium, Inc. ä商標ôÕå登録商標

換¾ú大容量化h高信頼化àßä課題解決äÕ÷ä設備投
資Â膨大ÞàāÉÞÁÿh配電自動化ĠĢįŉä十分à普

図

中国適用配電自動化プロトタイプシステムの概要

及åÉĂÁÿÞàÙÜºāg
IEC 61968準拠

.

配電設備の特徴について

中国適用
事故処理

配電DB

中国Ýå 35 kV Áÿ 110 kV Ĉ高圧h10 kV Ĉ中圧h400

Oracle
付加機能

V Ĉ低圧Þ分類ÍÜÀĀh配電自動化ĠĢįŉä監視h制
御対象åh10 kV ĘŒĢä配電系統Þàāg
10 kV ĘŒĢä配電系統åēsŀŜŔsŀ}放射状系統~
Ý運用ËĂÜÀĀh基本的à系統構成å日本Þ同ÎÝ¸ā
äÝh日本ä配電自動化ĠĢįŉä配電系統á関Ïāİs
ĨłsĢä形式Â適用可能Ý¸āg
配電自動化ĠĢįŉå配電İČĢĺĬĪŜęĤŜĨs
Àþé電力İČĢĺĬĪŜęĤŜĨsá設置ËĂāg統計
値áþĂæ中国áå 280 ä都市配電İČĢĺĬĪŜęĤŜ

（ 28 ）

メンテ
富士電機既存の
作業停電
ナンス
配電自動化
システム
２値情報 数値情報 機器管理
画面

停電管理

マッピ
ング

外
部
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

CORBA*/API
インタフェース

GIS
インタフェース

他
シ
ス
テ
ム

G
I
S

テレコン対向インタフェース
IEC 60870準拠

テレコン装置

開閉器子局

* CORBA：非営利の国際団体 Object Management Group が提唱する
分散処理環境アーキテクチャの名称
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機ä配電自動化ĠĢįŉĈłsĢá中国á適用ÏāŀŖı

Ĉ通ÎÜ知āÉÞÂÝÃÕgÓä改善á必要à技術ú製品h

ĨčŀĠĢįŉä開発Ĉ実施ÍÕg

ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÏāÉÞáþĀ中国Ýä電力事情Ĉ

（a） 画面ä中文化

改善Ïā一助Þàāþ¼尽力ÍÜºÅ所存Ý¸āg
今回ä共同研究áÀºÜh中国向Ç製品ä開発指標àß

（b） IEC 対応ä通信čŜĨľĐsĢä開発

á数々ä助言ĈºÕÖºÕ浙江大学電気工程学院ä関係各

（c） IEC 60870 準拠ä CIM}Common Interface Model~

位á深Å感謝Ïā次第Ý¸āg

áþāİsĨäŋİŔ化Þ外部čŜĨľĐsĢä開発
（d） 中国á適用Ïā事故復旧処理ä開発
（e） 汎用 GIS ĺĬĚsġÞäčŜĨľĐsĢä開発
（ f ） 潮流計算h状態推定Ĉ用ºÕ過負荷ĪĐĬĘ処理ä

開発
（g） 電力損失低減}ŖĢňĴ~機能ä開発
（h） 事故検証機能ä開発
（ i ） 無効電力j電圧制御機能ä開発

開発ÍÕĠĢįŉä概要Ĉ図 6 á示Ïg

参考文献
iIEC 61000-4 series. Electro（ 1） 国 際 電 気 標 準 会 議}IEC~
magnetic compatibility}EMC~.
iEN 50160k1999.
（ 2） 欧 州 電 気 標 準 化 委 員 会}CENELEC~
Voltage characteristics of electricity supplied by public
distribution systems.
（ 3） Feng Qiang ñÁiMeasurement and Analysis of Harmon-

ics in Typical Oﬃce Building. 平成 18 年度電気学会電力jđ
ĶŔės部門大会i2006, p.48j13-48j14.

あとがき

（ 4） Zhiyong Li ñ ÁiOn-line Measurement Method of Vol-

tage Sags Using Fractal Dimension and RMS Method. 平

経済成長Â続Å中国äĸčįĘ産業ú一般家庭å今ôÝ
以上á大量ÁÚ高品質à電力Ĉ必要ÞÏāäÝh電力ä供
給信頼度ú品質á関Ïā要求øôÏôÏ高ÅàāøäÞ思

成 18 年度電気学会電力jđĶŔės部門大会i2006, p.48j
11-48j12
（ 5） 高橋竜生ñÁiĶĬıŘsĘ同期形電圧瞬低計測ĠĢįŉi

ąĂāgÓä一方Ýh地球温暖化防止ú大気環境ä改善à

平成 18 年度電気学会電力jđĶŔės部門大会i2006, p.48j

ßå中国áÀºÜø重要à課題Ý¸Āh省đĶŔėsú環

5-48j6.

境負荷対策îä取組õø同時á推進ÍÜºÅÉÞÂ必要Ý
¸āg

（ 6） 戸井雅則ñÁi電力品質計測用多点同時計測ĠĢįŉä開

発i電気学会保護œŕsĠĢįŉ研究会i2004, PPR-04-15.

中国áÀÇā電力品質ä状況Ĉ浙江大学Þä共同研究

（ 29 ）

特集

開発ÍÕĠĢįŉä内容Ĉ以下á示Ïg

1
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配電自動化システムの最新技術動向
特集
1

松田

秀樹}ôÚÖeèÝÃ~

金澤

康久}ÁàÌąeúÏèË~

小島

まえがき

浩}ÉÎôeèăÍ~

作業j工事áÀÇā停電区間ä極小化
g
運転員ä省力化j業務効率化
g

高度情報化社会ä進展h都市高度化j多様化á伴ºh膨

近年電気事業áÀÇā世界的à規制緩和ä流Ăh地球環

大化j複雑化Ïā配電系統á対Íh供給信頼度ä向上j設

境問題îä対応hIP}Internet Protocol~ĶĬıŘsĘä

（ 1）

備ä効率的運用àßĈ目的á IT Ĉ適用ÍÕ配電自動化Ġ

充実h情報処理技術ä飛躍的性能向上áþĀh配電自動化

ĢįŉÂ本格的á導入ËĂÜhÏÝá 20 年Â経過ÍÕg

技術øÉĂôÝä価値観ú枠組õĈ越¾Õ取組õÂàËĂ

配電自動化ĠĢįŉÞåh電力会社ä営業所þĀh配電

Üºāg

系統上ä開閉器Ĉ遠隔áÜ監視j制御ÏāÉÞÝ以下Ĉ実

特á CO2 削減Ĉ目的ÞÍh自然đĶŔėsĈ利用ÍÕ

現Íh電力系統ä供給信頼度向上á重要à役割Ĉ果ÕÍÜ

分散型電源Â系統á多数連系ËĂāÉÞáþā運用Âh今

ÃÕg

後大Ãà課題Þ予想ËĂāg
以下á分散型電源対応Ĉ含÷Õ富士電機ä取組õĈ紹介

故障点ä確定j切離Íh自動融通áþā停電区間j停
g
電時間ä極小化

図１

Ïāg

配電自動化システムの展開と要求仕様の変遷

年代

１９８０

１９9０
電力依存度の高まり

200０
規制緩和

電力市場の自由化
環境問題

背景

情報の高度化（IT）
・情報インフラ（IP）の整備
設備利用率向上
電力損失低減
設備の最適配置

供給信頼度向上
開閉器の遠隔監視制御
事故復旧処理の自動化

営業所連係による広域運用
営業所間連係
広域集中制御

運用業務の機械化
作業計画操作の自動化
過負荷解消操作の自動化

配電自動化へ
の要求

情報共有
停電情報の共有
窓口サービスへの配信
現場，作業車への情報配信

他システムとの連係
制御所システム
設備計画システム

展開フェーズ

富士電機の
適用技術

試行
システム

大都市への
適用

●監視制御
●事故復旧
●伝送

●マッピング
●オープン分散

分散型電源への対応
分散型電源の管理
逆潮流
電圧管理・制御

停電情報管理システム
配電設計システム

全域への
適用拡大

高度化
広域運用

分散型電源対応

●潮流計算
●Web
●系統解析
●状態推定
●状態推定（配電系統への適用）
（上位系統への適用） ●広域運用
●電力損失低減

松田

秀樹

金澤

康久

浩

配電自動化分野äđŜġĴċœŜ

配電自動化分野äđŜġĴċœŜ

電力系統解析hĠňŎŕsĠŐŜ

ę業務á従事g現在h富士電機Ġ

ę業務á従事g現在h富士電機Ġ

手法ä開発á従事g現在h富士電

Ģįŉģ株式会社制御ĠĢįŉ本

Ģįŉģ株式会社制御ĠĢįŉ本

機ĠĢįŉģ株式会社技術開発本

部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統括

部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統括

部技術開発統括室主任g電気学会

部電力ĠĢįŉ部担当課長g

部電力ĠĢįŉ部担当課長g電気

会員g

学会会員g
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向上äõàÿÐh今ôÝä一Úä営業所管轄ä配電系統Ĉ
監視制御ÏāÉÞÁÿh複数ä営業所管轄ä配電系統Ĉ監

配電自動化システムの動向
図 1 á配電自動化ĠĢįŉä展開Þ要求仕様ä変遷Ĉ示

Ïg

分散型電源Â系統連系ÍÜÅāÉÞá対ÍÜäh機能j運
用ä高度化àßä要求ø出ÜÃÜºāg

1980 年代Áÿ各電力会社Â積極的á導入推進ÍÜÃÕ

1

富士電機ÝåhÉĂÿä要求Ĉ満足ÏāÕ÷h日々Õü

配電自動化ĠĢįŉá対Íh富士電機Ýåh各分野Ý高º

ôàÅ技術開発Ĉ行ºh各ŏsğsáĠĢįŉĈ提供ÍÜ

信頼性Þ実績Ĉ持Ú{ēŜŒčŜ監視制御技術|Ĉ中核Þ

ºāg

ÍhÉĂá各ŏsğsä配電系統ä運用á関Ïāķďĸď

ÉĂÿä富士電機áÀÇā配電自動化ĠĢįŉä取組õ

Ĉ盛Ā込ĉÖ高機能j高信頼性àĠĢįŉĈ構築Íhŏs

ä¼×h本稿Ýå広域分散監視制御ĠĢįŉÀþé分散型

ğsÊÞá展開ÍÜÃÕg

電源îä対応áÚºÜ紹介Ïāg

今 日h 電 気 事 業j 配 電 系 統 Ĉ 取 Ā 巻 Å 環 境 ä 変 化h
CPU 性能ä飛躍的向上hIP ĶĬıŘsĘä普及áþĀh

広域分散監視制御システム

配電自動化ĠĢįŉá対Ïā仕様øh従来ä供給信頼度ä
富士電機å電力流通ĜĢıä低減}ĠĢįŉ構築ĜĢıh
図

ĠĢįŉŒŜĴŜęĜĢıä削減~Þ経営資源ä有効活用

広域分散とミドルウェア

Ĉ目的ÞÍh複数営業所管轄ä配電系統á対ÍÜ広域配電
拠点営業所
操作卓クライアント１

サーバ

ĞsĹ構想áþā一括監視制御Ĉ各電力会社á提案ÍÜÃ

操作卓クライアント N

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

ÕgÉĂåh拠点営業所á複数営業所äİsĨ管理Àþé

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

Íh広域ĶĬıŘsĘĈ介ÍÜ各営業所á設置ÏāĘŒč

ċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċĈ動作ËÑāĞsĹĈ設置
ċŜıÞ連係ÏāÉÞÝhßä営業所äĘŒčċŜıÁÿ

分散Ｐ-Ｆ
Ｉ
ＬＥ

Ýø配電自動化ĠĢįŉá搭載ËĂÜºāÏïÜä機能Ĉ

ミドルウェア（分散ＤＦ-ＲＯＳＥ）

利用ÝÃāÞº¼øäÝ¸āg
Ｉ
Ｐ
回線網

ÉĂĈ容易á実現可能ÞÍÕäÂh図 2 á示Ï富士電機
アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

アプリ
ケー
ション
ソフト
ウェア

操作卓クライアント

操作卓クライアント

操作卓クライアント

操作卓クライアント

営業所１

営業所 2

営業所ｎ

営業所 n+1

Â開発ÍÕ分散 DF-ROSEÞ分散 P-FILEÝ¸āg
従来hĠĢįŉ間ä連係Ĉ考¾ā場合h各ĠĢįŉ間ä
伝送hİsĨłsĢä等化åċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐ
ċáþÙÜ行ÙÜÃÕgÍÁÍh分散環境下äċŀœĚs
ĠŐŜĦľıďĐċä起動管理Ĉ行¼分散 DF-ROSE À
þé分散環境下ÝċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċÂ意識

図

サーバ集中型システムのイメージ

Ａ営業所

監視制御サーバ
C 営業所
B 営業所
Ａ営業所

データ
中継装置

監視制御
サーバ

GW
サーバ

AP
MW

広域ネットワーク
システム DB を広域ネットワークを介して確実に
高速等化（分散 P-FILE）

B 営業所

特集

視制御Ïā広域分散îÞºÙÕ要求á変化ÍÜºāgôÕh

C 営業所
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ÏāÉÞàÅh自動的áİsĨłsĢä等化Â可能à分散

á配電自動化ĠĢįŉá搭載ËĂÜºāÏïÜä機能Ĉ利

P-FILE

用ÝÃāg

Ĉ開発ÍÕg各ĞsĹj操作卓ĘŒčċŜıäċ

ŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċåh他äċŀœĚsĠŐŜĦ

Éä方式äİŊœĬıåhĞsĹĈ設置ÍÜºā拠点

ľıďĐċúİsĨłsĢÂßÉá配置ËĂÜºāÁôÙ

営業所Â大規模災害àßä被害á遭ÙÕ場合hĞsĹ内ä

ÕÅ意識ÏāÉÞàÅ動作ÝÃāþ¼áÍÕgÉäÉÞá

İsĨ消失ä可能性Â¸Āh配電自動化ĠĢįŉä復旧á

þĀh広域ĶĬıŘsĘĈ経由ÍÜ数十 km 先á設置ËĂ

時間Ĉ要Ïā点Ý¸āgÕÖÍhċŀœĚsĠŐŜĦľı

Üºā操作卓ĘŒčċŜıøhôāÝ同一äľŖċá設置

ďĐċàÿéáİsĨĈ遠隔地áœŋsıĤsĿÏā仕組

ËĂÜºāÁäþ¼á隣接営業所ä監視制御Â可能à仕組

õĈ確立ÍÜÀÇæh比較的早Å復旧ÝÃāg
（ 2） ĞsĹ分散型ĠĢįŉ}相互ĹĬĘċĬŀĠĢįŉ~

õĈ実現ÍÜºāg
分散 DF-ROSEh分散 P-FILE Ĉ活用ÍÕ広域分散監視

ĞsĹ分散型ĠĢįŉäčŊsġĈ図 4 á示Ïg
本ĠĢįŉåh各営業所áĞsĹĈ設置Íh広域ĶĬı

制御ĠĢįŉä構築例Ĉ以下á紹介Ïāg
（ 1） ĞsĹ集中型ĠĢįŉ}集中監視制御ĠĢįŉ~

ŘsĘáÜ各営業所間äĞsĹĈ結合ÏāÉÞáþĀhÀ

ĞsĹ集中型ĠĢįŉäčŊsġĈ図 3 á示Ïg

互ºä営業所間ä運用Ĉ相互áĹĬĘċĬŀÏā方式Ý¸

本ĠĢįŉåh拠点営業所áĞsĹĈ集中Íh拠点以外

āg

ä営業所áå操作卓ĘŒčċŜıäõĈ配置Íh広域ĶĬ

Éä方式äŊœĬıåh各営業所間Ý常áİsĨĈ等化

ıŘsĘáÜ各営業所間Ĉ結合ÏāÉÞáþĀh複数営業

Ïā仕組õĈ構築ÏāÉÞÝh操作卓ä運用Ĉ他営業所á

所ÝĞsĹĈ共有化ÍhĠĢįŉ資源Ĉ有効活用Ïā方式

切Ā替¾āÉÞÝh広域ĹĬĘċĬŀ運転Â可能à点Ý¸

Ý¸āg

āg本ĠĢįŉÝåh¸ā営業所Â大規模災害àßä被

Éä方式äŊœĬıåh複数営業所ÝĞsĹĈ共有化Ï
āÉÞÝh営業所ÊÞáĞsĹĈ設置Ïā必要ÂàÅh拠

害á遭ÙÕ場合Ýøh他営業所ÝĹĬĘċĬŀ運転ÂÝÃh
配電系統ä運用á支障ĈÃÕÏÉÞÂàºg

点営業所以外ä営業所áåĘŒčċŜıĈ設置ÏāÖÇÝh

İŊœĬıÞÍÜåhúåĀĞsĹĈ複数営業所á設置

ĜŜĺĘıá低ĜĢıäĠĢįŉĈ実現ÝÃāÉÞÝ¸āg

ÏāÕ÷hĠĢįŉ初期導入費用àÿéá運用費用Â高Å

ÓäÕ÷ĠĢįŉ初期導入費用àÿéá運用費用Ĉ抑¾ā

àāÉÞÝ¸āg

ÉÞÂÝÃāg

ÍÁÍh近年ĞsĹŇĠŜÂ 10 年前á比ïāÞ安価Þ

従来å営業所ÊÞá独立ÍÕĠĢįŉ構成Ý¸ÙÕ

àÙÜºāäÝh初期導入費用å従来á比ï低Å抑¾āÉ

Âh広域á張Ā巡ÿËĂÕĶĬıŘsĘĈ¸ÕÁø LAN

ÞÂÝÃāgËÿá費用Ĉ抑¾Õ形ÝœĢĘ分散Ĉ考¾ā

}Local Area Network~äþ¼á使用ÏāÉÞÝh数十

場合hĞsĹĈÏïÜä営業所á設置ÏāäÝåàÅh¸

km 離ĂÕ営業所間ÝhĘŒčċŜıĞsĹ方式Ĉ実現Ý

ÿÁÎ÷決÷ÿĂÕ 2 Á所á設置ÍhœĢĘ分散Ïā形態

ÃhÁÚ拠点営業所äõàÿÐhßä営業所Ýø同Îþ¼

ø¸āg

図

サーバ分散型システムのイメージ

Ａ営業所

監視制御サーバ

データ
中継装置

C 営業所
B 営業所
Ａ営業所

監視制御
サーバ

GW
サーバ

AP
MW

相互バックアップ

広域ネットワーク

相互バックアップ

システム DB を広域ネットワークを介して確実に
高速等化（分散 P-FILE）

Ｂ営業所

データ
中継装置

（ 32 ）
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サーバ

C 営業所
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サーバ

データ
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サーバ
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サーバ
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定ÝåàÅàÙÜÃÜºāg

配電自動化システムの分散型電源への対応

ÉĂÿä課題á対ÍÜ富士電機Ýå配電自動化ĠĢįŉ

配電自動化ĠĢįŉÝåh事故復旧Àþé配電系統ä切

開発Þ適用検討Ĉ進÷Üºāg潮流計算ä適用áþĀh今

替¾Ĉ実施ÏāÕ÷á系統ä電圧Àþé負荷Ĉ管理ÍÜº

ôÝ変電所Áÿ配電系統ä末端ôÝ一定方向ä潮流Ĉ想定

āg

ÍÜ算出ÍÜºÕ電圧Àþé負荷áÚºÜh分散型電源Â

従来ä配電自動化ĠĢįŉÝ管理ÍÜºā電圧Þ負荷
å分散型電源Â考慮ËĂÜÀÿÐh以下ä系統状況Ý電圧h

連系ËĂ逆潮流Â発生Ïā配電系統áÀºÜø算出可能Þ
àÙÕg
限ÿĂÕĤŜĞ情報Áÿ電力系統全体ä電圧h潮流àß

負荷Ĉ算出ÍÜºāg
（a） 配電系統å負荷äõä系統Ý¸Āh電源å上位側ä

配電用変電所äõÞ想定

ä状況Ĉ把握Ïā状態推定手法Ýå逆潮流Â発生Ïāþ¼
à系統áÀºÜøh計測器ä誤差h計測İsĨä非同期性h

（b） 上位系電源Áÿä短絡容量á対ÍÜäõh機器ú配

電線ä容量Ĉ決定

計測İsĨä欠損àßĈ考慮Íh計測İsĨĈ基á対象Þ
àā電力系統á対ÍÜ最ø矛盾ä少àº状態ĈēŜŒčŜ

（c） 電気ä潮流方向Ĉ一定ÞÍÕ電圧j電流Ĉ算出

Ý算出ÏāÉÞÂÝÃāg

ÍÁÍhÉÉ数年áÀºÜh風力発電àßä分散型電源

状態推定手法ä概念図Ĉ図 5 á示Ïg状態推定ø潮流計

ä配電系統îä連系áþĀh今ôÝ上位側äõÞ想定ÍÜ

算ø上位系ä系統制御ĠĢįŉàßÝÏÝá適用ËĂÜº

ºÕ電源Â負荷側áø複数配置ËĂh電気ä潮流方向ø一

ā技術Ý¸āÂh富士電機Ýå系統制御ĠĢįŉÝ培ÙÕ
技術Ĉ活用ÍhËÿá配電系統á特化ÍÕ手法ä開発Ĉ進

図

÷Üºāg

配電系統の状態推定手法の概念図

特á潮流計算å上位系Ý用ºÿĂÜºāŔsŀ運用á
対応可能à NR 法}Newton-Raphson 法~á対Íh配電

実測値と計算値の
差異を評価
変電所

θ1
V 1 ，I 1 ，

θ2
V 2 ，I 2 ，

自動化ĠĢįŉáå BFS 法}Backward-Forward Sweep
法~適用ä潮流計算Ĉ採用ÍÜºāgBFS 法å放射状配

○○ kW
DG

電系統á特化ÍÕ計算手法Ý¸Āh通常áÀºÜŔsŀ運
用äàº日本ä配電系統ÝåhNR 法á比較ÍÜh計算速

○○ kW
L1

○○ kW
L2

g
度Â速Å収束性ÂþºÞº¼優位性Â¸ā}図 6~

○○ kW
L3

負荷値や DG 出力値を少しずつ
変えながらよい解を探索

あとがき
配電自動化分野åh情報通信čŜľŒä発展Þ整備h
個々äÀ客ËôäĴsģä高度化j多様化àÿéáĤŜĞ

図

àß関連技術ä進歩á伴ºh今後ôÏôÏ進化ÍÜºÅÞ

潮流計算手法と計算時間比較

考¾āg
単相潮流計算時間比較

0.8
0.7

ä発展á寄与ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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富士電機å今後Þø将来ä動向Ĉ見定÷配電自動化分野
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標準ダム管理システムと広域運用技術
特集
1

堂本

宗宏}ß¼øÞeöãèă~

早福

正明}Ó¼ëÅeôË¸Ã~

高橋

省}ÕÁåÍeËÞā~

ĠĢįŉåh財団法人ĩŉ水源地環境整備ĤŜĨs発行ä

まえがき

ĩŉ管理用制御処理設備標準設計仕様書}案~同解説
ąÂ国Ýåh急峻}Ãû¼Íûĉ~à地形ú降雨ä集中

}以下h標準仕様書Þº¼~á準拠Ïā仕様Ý構築ÏāÉ

化á対応ÏāÕ÷全国Ý約 3,000 Á所äĩŉÂ¸Āhĩŉ

ÞÂ多ÅàÙÜÃÜºāg
ôÕhIP}Internet Protocol~ĶĬıŘsĘ技術ä発展

ä目的áå洪水調整h安定的à水Ĉ用水ÞÍÕ運用hËÿ
áhĘœsŜđĶŔėsÞÍÜä水力発電îä運用Â¸āg

áþĀh各{箇所|Ý事業体äčŜľŒÂ整備ËĂÜÃÕ

Óä運用áÀÇā放流設備ä安全ÁÚ容易à操作Ĉ行¼Õ

ÉÞá伴ºh運用業務äËÿàā効率化ĈáÿĉÖ拠点統

÷áĩŉ管理用制御処理設備}以下hĩŉ管理ĠĢįŉÞ

合àßÂ計画ËĂÜÀĀh従来ä単ĩŉ監視制御Áÿ複数

º¼~Â設置ËĂÜºāg

箇所ĩŉîhËÿáh各拠点ä相互ĹĬĘċĬŀĈ可能Þ
Ïā流ĂÂh今後加速Ïā傾向á¸āg

近年ä官公庁h都道府県àßĩŉ管理事業者äĩŉ管理
図

ダム管理システムの広域運用イメージ

ダム管理システムの広域運用
統合管理事務所
訓練装置

Ａダム

監視表示装置

監視
表示
装置

情報系 LAN
放流操作
装置

中央演算
処理装置

放流操作
装置

入出力
装置

ダム
操作卓

情報配信
装置

B ダム
中央演算
処理装置

放流操作
装置

監視
表示
装置

N ダム
中央演算
処理装置
入出力
装置

遠方手動
操作装置

機側盤

機側盤

監視
表示
装置

放流操作
装置

中央演算
処理装置
入出力
装置

ダム
操作卓

機側盤

制御系 LAN
ダム操作卓
（各ダム操作）

入出力
装置

広域分散

ダム操作訓練
FL-net

ダム管理システムの統合化による運用の効率化
ダム放流制御自己訓練システム

相互バックアップによる信頼性の向上

監視制御

トレンドグラフ

ゲート操作記録

ダム 水位
m）

情報の共有化と収集・公開の容易

23時59分操作記録
放流量 m/s）
使用水 量
Z9

ダム放流
ZZZ9

計
ZZZ9

訓練機能設定

ダム水位
m）
+Z9.99

23時59分状況
放流量 m/s）
使用水量
Z9

ダム 放流
ZZZ9

訓練データ修正

データ登録

終了

手動制御
計
ZZZ9

開度
m）

開度
m）

8.0 ̲̲

̲̲

8.0

6.0 ̲̲

̲̲

6.0

4.0 -

4.0 ̲̲

̲̲

4.0

2.0 -

2.0 ̲̲

̲̲

2.0

0.0 -

0.0 ̲̲

̲̲

0.0

ゲートNo
ゲート状態
開度（m）
放流量 m/s）
目標開度（m）

１
上昇 中
2.35
55

２
上昇中
2.35
55

３
停止中
0.00
0

４
停止中
0.00
0

５
下降中
5.95
78

６
下降中
5.95
78

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

▲開
■ 停止

0月 28
日 12
:02薮神ダム

機側盤

状変記録

ダ ム 状 況 監 視 制 御
ダム水位
m）
+Z9.99

8.0 6.0 -

▲開
■ 停止

▼閉

▼閉

故障/復帰

故障/復帰

１
号ゲート

開

▲開
■ 停止

▲開
■ 停止

▲開
■ 停止

▲開
■ 停止

▼閉

▼閉

▼閉

▼閉

故障/復帰

故障/復帰

故障/復帰

故障 /復帰

動作

20
04年0月28
日 12
時02
分

ダム操作訓練の利便性向上
設備保全システムによるライフサイクルコストの削減

設備保全

自動通報

情報配信

携帯電話
PDA

計測装置

ITV
Web 端末

堂本
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宗宏

管理者宅

早福

正明

高橋

省

電力ĠĢįŉäđŜġĴċœŜęh

電力ĠĢįŉäđŜġĴċœŜęh

電力ĠĢįŉäđŜġĴċœŜęh

企画業務á従事g現在h富士電機

企画業務á従事g現在h富士電機

企画業務á従事g現在h富士電機

ĠĢįŉģ株式会社制御ĠĢįŉ

ĠĢįŉģ株式会社制御ĠĢįŉ

ĠĢįŉģ株式会社制御ĠĢįŉ

本部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統

本部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統

本部đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統

括部電力ĠĢįŉ部課長補佐g

括部電力ĠĢįŉ部担当課長g電

括部電力ĠĢįŉ部長g電気学会

力土木技術協会会員g

会員g
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標準ダム管理システムと広域運用技術

Éäþ¼àĴsģá対応ÏāÕ÷h標準ĩŉ管理ĠĢį

支援j流出予測装置áÚºÜåhĸsĲďĐċä分散

ŉĈłsĢáh各拠点連携Ĉ目的ÞÍh富士電機ä分散型

化¸āºå一体化Â可能à仕組õÞÍÕg
（d） İsĨ構造Þ定義ľĒsŇĬıĈ標準化ÍÕg

ŜņsĶŜıÞÍÕĠĢįŉ開発Ĉ展開ÍÜºāg
標準ĩŉ管理ĠĢįŉä概要Þ特徴hÀþé富士電機ä
最新技術Ĉ適用Íh図 1 á示Ïþ¼á各拠点連携Ĉ実現Ï

.

システム構成と機能説明

1

（ 1） ĠĢįŉ構成

ā広域運用技術Ĉ紹介Ïāg

富士電機ä標準的àĩŉ管理ĠĢįŉä構成Ĉ図 3 á示
Ïg
本ĠĢįŉä特徴å以下äÞÀĀÝ¸āg

標準ダム管理システム

（a） 放流判断支援j流出予測装置åĠĢįŉä中Ý中央

一般áĩŉä監視制御設備åh現場側á置ÁĂā各ěs

演算処理装置的役割Ĉ持Ú放流操作装置á機能Ĉ代行

ıjĹŔĿä機側盤h開度計h貯水位計h堤体観測機器h
気象観測機器Àþé中央á設置ËĂāĩŉ管理ĠĢįŉÝ

ËÑ二重化ĠĢįŉĈ構築ÝÃāg
（b） 監視表示装置Þ放流操作装置åhĘŒčċŜıÞ

ĞsĹä関係á¸āg

構成ËĂāg
ĩŉ管理ĠĢįŉåĩŉú堰}ÑÃ~ä運用á必要à諸

（c）制御系 LAN å TCP/IPhFL-net}FA Control Net-

work~á対応ÝÃāg

量İsĨĈ収集j演算Íhĩŉä監視制御Ĉ行¼ĠĢįŉ
Ý¸Āh主áĜŜĽŎsĨĞsĹÞ PLC Ĉ LAN Ý接続

（ 2） 機能説明

ÍÕ構成ÞàÙÜºāg

ĩŉ管理ĠĢįŉä機能Ĉ表１á示ÏgôÕh主à機能
ä内容Ĉ以下á述ïāg

.

ダム管理システムのコンセプト

（a） 放流制御機能Þ予測機能

全国äËôÌôà設備j機器Ĉ持Úĩŉî対応ÝÃāĠ

単ĩŉáÀºÜåh出水体制}警戒体制~Àþé放流

ĢįŉÞÏāÕ÷h機能äĺsĭĈ組õ合ąÑāÉÞÝ各

開始ä支援機能Ĉ必要ÞÍh最適放流制御ŋsĲĈ適用

ĩŉá適応ÍÕĠĢįŉÂ構築ÝÃāþ¼開発j設計ÍÜ

ÏāÉÞÝhĩŉ管理ĠĢįŉå操作規程á準ÎÕěs

ºāg基本的à開発j設計方針å以下äÞÀĀÝ¸āg

ı操作順序h開度区切ĀĈ考慮Íh目標開度計算Þ制御

注 1

注 2

（a） 使用Ïā計算機å UNIX ôÕå Windows ŇĠŜÞ

Ĉ実施ÏāgàÀh目標放流量計算áÀºÜåh過去ä

Íh構成制御áÚºÜåh二重化ĠĢįŉĈ基本ÞÍ

目標放流量Þä比較Ĉ行ºh逆方向操作äĸŜĪŜę現

Üºāg

象Þàÿàºþ¼á微調整Ĉ実施Ïāg

（b） ňĲŔďĐċå以下Ĉ採用ÍÕg

連接ĩŉáÀºÜåh上流äĩŉ放流量Þ河川流域雨

İsĨłsĢ管理
g

量Áÿ貯留関数法Ý求÷Õ流入量Ĉ基áh河道流下ŋİ

ŀŖĤĢ管理
g

Ŕ}各地点流量ä流下時間Ĉ考慮ÍÜ下流方向î加算Ï

通信伝送管理
g

ā方法~Ĉ適用Íh連接ĩŉä一貫運用Ĉ実現ÏāgÉ

đŜİČċŜ管理
g

ĂáþĀh下流ĩŉå単ĩŉÝä放流制御手法ÝåàÅh

ĦľıďĐċ構成Ĉ図 2 á示Ïg

上流ĩŉÞ合ąÑÕ一貫運用Ýh河川流量ä最適運用Þ

（c） 放流操作装置hľĊčŔ装置h訓練装置h放流判断

操作員áþā効率的ĩŉ操作Ĉ実現Ïāg
ôÕh従来手法ä予測ŋİŔå各定数ĪŎsĴŜęá

注 1UNIXkThe Open Group ä商標ôÕå登録商標
注 2Windowsk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

図

図

標準ダム管理システムの構成
監視表示
メンテナンス
装置
サーバ

ソフトウェア構成

訓練
装置

ファイル
装置

ダム放流制御自己訓練システム
監視制御

トレンドグラフ

ゲート操作記録

状変記録

訓練機能設定

訓練データ修正

データ登録

終了

ダ ム 状 況 監 視 制 御
ダム水位
m）
+Z9.99
ダム 水位
m）
8.0 -

23時59分操作記録
放流量 m/s）
使用水 量
Z9

ダム放流
ZZZ9

計
ZZZ9

ダム水位
m）
+Z9.99

23時59分状況
放流量 m/s）
使用水量
Z9

ダム 放流
ZZZ9

手動制御
計
ZZZ9

開度
m）

開度
m）

8.0 ̲̲

6.0 -

6.0 ̲̲

4.0 -

4.0 ̲̲

2.0 -

2.0 ̲̲

0.0 -

0.0 ̲̲

ゲートNo
ゲート状態
開度（m）
放流量 m/s）
目標開度（m）

̲̲

１
上昇 中
2.35
55

２
上昇中
2.35
55

３
停止中
0.00
0

４
停止中
0.00
0

５
下降中
5.95
78

６
下降中
5.95
78

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

ゲート操作可

▲開
■ 停止

0月 28
日 12
:02薮神ダム

▲開
■ 停止

▼閉

▼閉

故障/復帰

故障/復帰

１
号ゲート

開

▲開

▲開

■ 停止

■ 停止

▲開
■ 停止

6.0
4.0

̲̲

2.0

̲̲

0.0

点検・応急
対策ガイド

▲ 開
■ 停止

▼閉

▼閉

▼閉

▼ 閉

故障/復帰

故障/復帰

故障/復帰

故障 /復帰

動作

8.0

̲̲
̲̲

20
04年0月28
日 12
時02
分

情報系 LAN

アプリケーション
プログラム

分
散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理

放流操作
装置

河川流入量予測 放流判断支援・
流出予測装置

情報入力・提供装置
テレメータ装置・
観測装置
電話応答
通報装置

制御系 LAN
入出力装置

情報配信装置

ダム操作卓

自動通報装置

エンディアン管理
分散型プロセス管理
通信伝送管理
ＯＳ

FL-net

ネットワーク
機側盤
PLC

機側盤
PLC

特集

ňĲŔďĐċhIP ĶĬıŘsĘ用遠方監視制御装置ĈĜ

機側盤
PLC

管理者宅

Web 端末

通報先

端末
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図

ダム管理システムの機能一覧
機

特集
1

標準ダム管理システムと広域運用技術

処理概要

能

構成制御

モード管理，周辺I/O管理，故障管理などの機能

伝送管理

LAN管理，テレコン（TC）管理などの機能

CRT管理

監視制御操作専用卓でのCRT画面の基本事項

業務
処理

設備−ダムコン間の入力・出力処理

通信処理

テレメータ装置からの入力，通信・通報装置へ
の出力

ダム水文量演算

計測値を基に貯水池諸量を算出

流域水文量演算

観測値を基に雨量諸量および河川諸量を算出

情報の判定と
警報通報

ダム状況が注意すべき状態であることを操作員
に周知
ダム管理情報を操作員に提供

データ蓄積

ダム管理上の必要データをデータファイルとし
て記録・保存

記録・集計

算出データを所定の様式で印字出力および日・
月・年集計

放流に伴う各種判断の支援と流出に伴う予測処
理
目標全放流量算出，放流設備配分算出，ゲート
・バルブ目標開度換算

作

貯水池の挙動や流入量と放流量のすりつけ状況
などの変化をシミュレーション

操作ガイド

監視制御
システム
管理サーバ

携帯メール画面
警報発生
■■ダム
2001 04 01 13:10
予備警戒体制 発令
ダム水位 ・・・・・
流入量
・・・・・

管理者宅

通知通報状態確認
OK

Ĉ持Úg
（b） ĩŉ操作訓練ĠňŎŕsĠŐŜ機能

河川法hĩŉ操作規程á応ÎÕĩŉěsı操作ä訓練
ĠňŎŕsĠŐŜ機能åh不慣Ăà操作員á対Ïā即戦
力養成ÀþéÓä操作ä確実à習得hËÿá多様à出水
á応ÎÕ放流判断力ä養成äÕ÷ä機能Ý¸Āh以下ä
特徴Ĉ持Úg

放流設備の操作

ダム操作訓練シ
ミュレーション

公衆回線

状況確認
http:/

雨量，上流ダムの放流量を基に流入量を予測
ダム流入量
（河道流下，タンクモデル，ニューラルネット
予測
ワーク）

操作演算

通知通報

通知通報
情報

社内保守員

表示処理

放流 放流判断支
制御 援

登録した外部通報先へ，その発生情報を通報
通報は，音声・電子メール・ファックス送信が可能→迅速な対応が可能
通報先応答の確認管理を行い，応答がない場合は，次通報先へ通報

関係機関

入出力処理

操

自動通知通報機能

放流操作装置モニタへのメッセージ表示

実際ä運用Ý使用Ïāĩŉ操作卓hàÿéá放流操作
装置ôÕå専用ä訓練装置Ĉ利用Íh過去ä出水İsĨ
Ĉ模擬再現ÏāÉÞÝh過去出水Þ同一äĩŉ操作訓練

ガイ
ド
点検応急
対策ガイド

点検・応急対策ガイド装置モニタへのメッセー
ジ表示

自動通知通報

警戒体制・放流通知の自動通知

操作員ä対応能力á応ÎÜh訓練ä時間Ĉ調整ÝÃ

ファイル装置

ファイルの保存

āgôÕh早送Āh巻戻Í機能áþĀh訓練ÍÕº

メンテナンス

設備データのメンテナンス

出水状況時刻Ĉ変更ÝÃāg

Ĉ実現Ïāg
①

訓練ä速度Ĉ 2 倍h5 倍á切Ā替¾āÉÞÂÝÃh

②
図

過去ä出水İsĨÖÇÝåàÅh任意á出水İs
ĨĈ変更ÝÃh仮想的à出水á対Ïā操作訓練ÂÝ

ニューラルネットワークを応用したダム流入量予測機能

Ãāg
③

ÍÜ別管理}2 元管理~ËĂÜÀĀh実運用系á支

雨
量
雨量
時間
ダム

流
入
量

上
流
流
量

上流流量
流量変化分

流入量
流入変化分

流
入
量

時間

放流操作装置ä資源å実運用系Þå別á訓練系Þ

数
時
間
先
流
入
量
変
化
分

ニューラルネットワーク
（非線形相関関係のモデル化）
基準時点 数時間先

障àÅ同一装置Ýä訓練ÂÝÃāgôÕ訓練中h実
運用ä警報ø集約表示Ïā構造áàÙÜÀĀh訓練
Ĉ一時停止ÍÜ実運用á切Ā替¾āÉÞÂÝÃāg
④

本機能ĈķsıĺĦĜŜá搭載ÍÕ安価àĩŉ
放流自己訓練ĠĢįŉø開発ÍÜÀĀh実ĠĢį
ŉĈ使用ÍàÅÜøh新人ä初期導入訓練á適用Ý
Ãāg

（c） 自動通知通報機能
図 5 á示Ïþ¼áh放流開始時Àþé各警戒体制}予

多大à時間Ĉ要ÍÜºāÂhÓä時間短縮ÞhËÿá予

備警戒h洪水警戒àß~発令j解除時h関係官庁}国土

測結果ä精度向上Ĉ目的áh最新技術äĴŎsŒŔĶĬ

交通省h役場h警察àß~î応答確認Ĉ行ºàÂÿh放

ıŘsĘĈ用ºÕĩŉ流入量予測機能Ĉ適用ÍÜºāg

流通知Ĉ自動的á実施Ïā機能Ý¸āg従来hĩŉ操作

図 4 á示Ïh非線形相関関係äŋİŔ化áþĀh高精度

員Â電話úľĊĬĘĢáþĀh連絡Ĉ取Ā確認Ĉ行ÙÜ

化}1 時間先Ý 5 % 以下~Ĉ図ÙÕgôÕh出水事例ä

ºÕ業務Ĉhĩŉ管理ĠĢįŉÞ各所á設置Ïā端末装

学習機能Ĉ持×h短期間Ý予測ŋİŔä更新Â可能Ý¸

置}ĺĦĜŜh携帯電話ä適用ø可能~áþĀ実現Ïāg

Āh他手法á比ïhĪŎsĴŜęÂÍúÏºÞº¼特徴

ôÕh通報先ä受信者ä記録Ĉ残ÏÉÞÂÝÃh確実à
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放流通知Þ記録管理Ĉ実施ÝÃāg

画面例

（d） 画面例

å放流方式選択画面Ý¸āg
画面h図 6（b）

特集

監視操作卓ä画面例Ĉ図 6 á示Ïh図 6（a）
å堰状況図

1
広域運用技術
ĩŉ管理業務áÀºÜh運用拠点ä最適配置Â進õhĩ
ŉ管理所ä統合áþÙÜ運用j保守ĜĢıĈ低減ËÑā方
向á¸āg
一方h夜間ä無人化úh各ĩŉ管理所Ĉ結合Ïā通信
ĶĬıŘsĘä停止時áø滞ĀàÅ運転ÝÃāþ¼áh運
転箇所Ĉ柔軟á切替¾可能à機能Ĉ持Úĩŉ管理ĠĢįŉ
Â求÷ÿĂÜºāg

（a）堰状況図画面

IP ĶĬıŘsĘ技術ä発展Þ富士電機Â電力系統監視
制御ĠĢįŉä構築Ý培ÙÕēsŀŜ分散型ĠĢįŉ技
術åhÉäþ¼àĴsģá対応ÍÕhĩŉ管理所ÞĜŜ
ĽŎsĨĞsĹä設置箇所Ĉ意識Íàº広域運用技術Ĉ使
用ÍÕĩŉ管理ĠĢįŉä構築Ĉ可能ÞÍÜºāg
広域運用技術Ĉ使用ÍÕĩŉ管理ĠĢįŉå複数äĩ
ŉ管理ĠĢįŉĈ一Úä関連ÍÕ統合化ĠĢįŉÞõàÍh
ĠĢįŉú人的資源Ĉ最適á配置ÍhĹĬĘċĬŀ機能ø
備¾Õ次世代äĩŉ管理ĠĢįŉĈ実現Ïāg
.

広域運用技術を使用したシステムのメリット

（a） 運転箇所ÞĜŜĽŎsĨĞsĹ設置箇所Ĉ自由á配

置ÝÃāþ¼áàāÕ÷h従来各拠点á独立ÍÜ設置

（b）放流方式選択画面

Íh個別á保守ËĂÜºÕĩŉ管理ĠĢįŉä統合j
図

分散型ミドルウェアの適用

Ａシステム

データ
中継装置

監視制御
サーバ

B システム

GW
サーバ

データ
中継装置

GW
サーバ

監視制御
サーバ

監視制御サーバ

広域ネットワーク

D システム
C システム
B システム
Ａシステム

システム DB を広域ネットワークを介して確実に
高速等化（分散 P-FILE）
広域環境下で構成制御や制御権排他を実施
（IＯserv）

AP
MW
一つのサーバ内に複数の
システムを独立して構築
（分散 DF-ROSE）

データ
中継装置

C システム

監視制御
サーバ

D システム

TC 情報を全システムに回線を圧迫することなく
確実に配信（マルチキャストリンク）

GW
サーバ

データ
中継装置

監視制御
サーバ

GW
サーバ

全管轄の運用がネットワーク上のどのシステムからでも可能（相互バックアップ，夜間集中運用を実現）
全管轄の状態を監視可能（広域運用を実現）
ネットワーク上のすべてのサーバを利用可能（資産の有効利用を実現）
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（ 4） 伝送管理

ĩŉ管理所間äİsĨ連携ú現地Áÿä計測情報Ĉ収集

ÇÝàÅ全体ĠĢįŉä共有資源ÞàāÕ÷h夜間ä

ÏāÕ÷ä通信čŜľŒáåhIP ĶĬıŘsĘĈ適用Ï

特集

（b） 運転箇所ÂĜŜĽŎsĨĞsĹ設置箇所ÞÅÅĀ付

運転箇所ä切替¾ú無人化î柔軟á対応ÝÃāg

āĚsĢÂ急速á増¾ÚÚ¸āgÀäÀäÂňĬĠŐŜĘ
œįČĔŔàĩŉ管理ĠĢįŉĈ一Úä関連ÍÕ統合化

1
.

分散型ミドルウェア

広域運用技術Ĉ使用ÍÕĠĢįŉä構築Ý重要àÉÞåh
ċŀœĚsĠŐŜÁÿõÜh分散ËĂÕĸsĲďĐċ構成

ĠĢįŉÞÏā場合hĠĢįŉ間連携hİsĨ共用Â容易
Ý¸ĀhİsĨä信頼性Ĉ保証Ïā伝送管理Â必要Ý¸āg
ÓÉÝh各İsĨĈ必要àĠĢįŉá高速配信ÏāňĲŔ

Ĉ極力意識ËÑàºĦľıďĐċ構造ÞÏāÉÞÝ¸āg

ďĐċŇŔĪĖŌĢıœŜĘĈ適用Ïāg宛先Â複数

分散型ňĲŔďĐċä概要Þ特徴áÚºÜ次á述ïāg

¸ÙÜøhŇŔĪĖŌĢı伝送áþĀh同一回線上á同一

（ 1） 分散型ŀŖĤĢ管理

1 ĠĢįŉÝ複数管轄ä集中監視úĹĬĘċĬŀĈ行¼
Õ÷h一ÚäĜŜĽŎsĨĞsĹá複数ĠĢįŉä実行環
境Ĉ提供ÝÃāňĲŔďĐċ分散 DF-ROSEĈ適用Ï
āg

İsĨÂ複数流ĂāÉÞĈ防止ÏāÉÞÝ高速配信Ĉ実現
ÏāgôÕh受領応答機能åİsĨ伝送品質ä向上Ĉ実現
Ïāg
富士電機ä分散型ňĲŔďĐċĈ適用ÍÕh広域分散型
ĠĢįŉä例Ĉ図 7 á示Ïg

（ 2） 分散型İsĨłsĢ管理

記録İsĨú設定İsĨàßĠĢįŉ側Ý共有Â必要

あとがき

àİsĨĈ高速ÁÚ確実á等化ÏāňĲŔďĐċ分散
P-FILEĈ適用Ïāg更新Â¸ÙÕ位置Ĉ記憶Íh差分

富士電機Â開発ÍÕ技術Ĉ活用ÍÕĩŉ管理ĠĢįŉá

Àþé圧縮等価ÏāÉÞáþĀh通信ĶĬıŘsĘä占有

þĀh高º信頼性Þ各種Ĵsģá柔軟á対応ÝÃā拡張性

率Ĉ軽減ÝÃāg

Ĉ実現ÝÃāg今後äĩŉ管理者ä非常駐化h複数ĩŉ連

（ 3） 分散型構成制御管理

携運用Àþé運転箇所Ĉ制限Íàº広域運用hËÿáh設

全装置状態ú制御権情報Ĉ時刻付情報ÞÍÜ共有ÏāÉ

備保全ĠĢįŉä統合áþā関連設備äŒčľĞčĘŔĜ

ÞÝh広域ĶĬıŘsĘ上ä全装置ä複雑à構成制御ú制

Ģı削減ø含÷Õĩŉ管理ĠĢįŉä適用Ĉ推進ÍÜºÅ

御権ä一括管理Ĉ実現ÏāňĲŔďĐċIOserv}ċč

所存Ý¸āg

ēsĞsĿ~
Ĉ適用Ïāg
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中原

泰男}àÁåÿeúÏÀ~

西山

和男}áÍúôeÁÐÀ~

岩崎

特集

エネルギーソリューションを支える
ライフサイクルサービス
哲之}ºąËÃeÜÚüÃ~

1

計画支援ÝåhœĢĘ評価ĈłsĢÞÍÕŒčľĞčĘŔ

まえがき

ĜĢıĈ最小ÞÏā保全計画Ĉ立案支援ÏāĠĢįŉĈ用
最近äđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh発電形態ú

意ÍÕg電機設備áÀÇā代表的à診断技術Ĉ表１á示Ïg
以下á最近開発ÍÕ診断技術Ĉ紹介Ïāg

給配電形態å多種多様áhÁÚ広域áàÙÜÃÜºāgô
ÕhđĶŔėsä供給å重要àčŜľŒÝ¸Āh長期áą
ÕÙÕ安定的à運用Þ維持費低減Â求÷ÿĂÜºāgċľ

.

油入変圧器高精度余寿命診断システム

ĨsĞsļĢ部門ÝåhÉĂÿä要求á応¾āÕ÷áh予

本ĠĢįŉåh油入変圧器ä寿命予測Ĉ高精度á推定Ý

防保全技術áÚºÜåh最適à中長期保全計画Ĉ策定Ïā

Ãā診断ĠĢįŉÝ¸Āh2005 年度á社団法人日本ŊŜ

Õ÷ä重要à要素技術Ý¸āh劣化診断ú余寿命診断技術

įĳŜĢ協会ä PM 優秀製品賞}開発賞~Þh社団法人

ä開発Ĉ継続的á行ºh電機設備ä安定運用á寄与ÍÜÃ

日本電気工業会技術功績者表彰}発達賞~Ĉ受賞ÍÕg富

ÕgôÕhĜsŔĤŜĨsĈ核ÞÍÕĞsļĢ支援ĠĢį

士電機独自ä構造化ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘÞċŜĞŜĿ

ŉÝåh燃料電池向Çœŋsı監視ĠĢįŉĈ代表ÞÏāh

Ŕ手法Ĉ用ºāÉÞÝ高精度化Ĉ実現Íh長期稼動ä油入

24 時間ēŜĜsŔ体制áþĀhđĶŔėsĦœŎsĠŐ

変圧器á対Íh最適à保全計画Þ適正à更新時期Ĉ提供Í

Ŝä運用安定化支援ĈÍÜÃÕg本稿ÝåhÉĂÿä成果

g
Üºā}図 1~
油入変圧器ä余寿命åh非修理系ä巻線絶縁紙ä機械的

ä一部Ĉ紹介Ïāg

強度低下áþÙÜ決ôāgJEM1463 Ýå絶縁紙ä機械的
強度ä指標á平均重合度Ĉ適用Íh寿命ŕłŔÞÍÜ 450

電機設備の予防保全技術

}新品å 1,000~Ĉ採用ÍÜºāg絶縁紙ä主要成分åĤŔ
.

予防保全技術への取組み

ŖsĢÝ¸ĀhęœĜsĢ環ä連àÙÕ構造ĈÍÜºāg

富士電機åŒčľĞčĘŔáąÕā電機設備ä円滑à運
用ú信頼性向上äÕ÷hľČsŔĲİsĨä蓄積ú研究開
発Ĉ行ºh劣化診断技術Àþé余寿命診断技術Ĉ数多Å確

表

電機設備予知保全技術の体系

立ÍÜÃÕg

変電所

油入変圧器Ýåh予測ä高精度化Ĉ図ÙÕ構造化ĴŎs
（ 1）

ŒŔĶĬıŘsĘĈ用ºÕ余寿命診断ĠĢįŉÝ適用可能
à機種ä拡大Þ診断実績ä拡大Ĉ図ÙÜºāgŋsŔĲ変

配電設備

情報制御装置
可変速制御装置

回転機

設
備
・
装
置

圧器Ýåh今ôÝ部分放電測定àßáþā診断Ĉ行ÙÜÃ
ÕÂhđņĖĠ樹脂ä熱劣化現象á着目ÍÕ劣化診断法Ĉ
開発ÍÕg回転機Ýåh絶縁診断İsĨáþā余寿命予測
úēŜŒčŜ部分放電測定Ĉ行ÙÜÃÕÂh新Õá無線Ĥ
ŜĞĈ応用ÍÕ振動診断ĠĢįŉĈ開発Íh簡便Ý適用Â
容易à機械的İsĨá基ÛÅ振動診断Ĉ実現ÍÕgĺŘđ
ŕj情報機器Ýåh環境診断hIC 素子ä開封試験úĞč
œĢĨ素子Ýä気密試験àßáþā劣化診断Ĉ行ÙÜºā
Âh長期á稼動ÍÜºā汎用čŜĹsĨÝ装置Ĉ停止ÑÐ

代
表
的
な
劣
化
・
余
寿
命
診
断

á行¼有寿命部品ä余寿命予測ĠĢįŉĈ開発ÍÕg保全

中原

泰男

西山

油入変圧器：油中ガス分析，
絶縁油特性診断
g絶縁紙重合度，CO＋CO2，フ
ルフラール
g構造化ニューラルネットワーク
余寿命診断
開閉装置診断：開閉特性，
最低動作電圧，
主回路抵抗測定
モールド変圧器：部分放電，
2光波長診断
電機設備：絶縁抵抗，部分放電，
過熱診断

和男

半導体劣化診断
電子部品劣化診
断

電気的絶縁診断

プリント基板洗
浄・コーティン
グ

物理化学的熱劣
化診断

環境診断

高圧回転機余寿
命診断

汎用INV劣化余
寿命診断（有寿
命部品）

岩崎

RFID振動診断

哲之

電機設備äđŜġĴċœŜęÞċ

電力系統h電機設備äđŜġĴċ

産業ŀŒŜı向Çœŋsı監視Ġ

ľĨsĞsļĢä技術開発業務á

œŜę業務á従事g現在h富士電

ĢįŉhÀþéĜsŔĤŜĨs運

従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ

機ĠĢįŉģ株式会社ŀŒŜı営

用ĠĢįŉä開発á従事g現在h

株式会社ŀŒŜı営業本部Ğsļ

業本部ĞsļĢ事業支援統括部Œ

富士電機ĠĢįŉģ株式会社ŀŒ

Ģ事業支援副統括部長g技術士

čľĞčĘŔĦœŎsĠŐŜ部長g

Ŝı営業本部ĞsļĢ事業支援統

電気学会会員g

括部ĜsŔĤŜĨs長g

}電気電子部門~電気学会会員g
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重合度ÞåÉäęœĜsĢ環ÂºÅÚÚàÂÙÜºāÁĈ

15 MVA àß大容量器ä需要ø増¾国内外ÁÿÓä安定稼

示Ï値Ýh平均重合度Ĉ求÷āÕ÷áåh絶縁紙Ĉ分析Ï

動á対Ïā期待åËÿá高ôÙÜºāg
JEMA-TR218 ÝåŋsŔĲ変圧器ä更新推奨時期Ĉ 20

āäÂ最良Ý¸āÂh運転中Ýø診断Ĉ可能ÞÏāÕ÷áh
絶縁紙ä熱劣化ä過程Ý生成ËĂāľŔľŒsŔú CO＋

年ÞÍÜºāÂhÉĂĈ超¾Ü稼動ÍÜºāŋsŔĲ変圧

CO2 ä量Ĉh採取ÍÕ絶縁油Ĉ分析Í算出Ïā方法ĈÞÙ

器Â増加ÍÜºāgÓäÕ÷h長期稼動ÍÜºāŋsŔĲ

Üºāg従来ä余寿命推定法åhľŔľŒsŔúhCO＋

変圧器ä劣化度評価Ĉ行ºh点検ú更新Ĉ行¼時期Ĉ的確

CO2 àßä単一ä指標ÖÇÝ行ÙÜºÕÕ÷h精度ä高º

á把握Ïā必要Â¸āg

推定Â困難Ý¸ÙÕg

富士電機ÝåhŋsŔĲ変圧器ä劣化度Ĉ診断Íh保守

本ĠĢįŉÝåh稼動年数àßä運転状態h設置環境h

点検ú更新計画ä指標ÞÏāÕ÷á劣化診断技術Ĉ開発Í

絶縁紙ä劣化生成物}ľŔľŒsŔhCO＋CO2h水分量

ÕäÝ紹介Ïāg機器構成Þ劣化ŀŖĤĢĈ図 2 á示Ïg

àß~
h設計諸元àßä多Åä情報Ĉ指標á加¾総合的á

ŋsŔĲ変圧器ä寿命判定基準åh交換不可能àđņĖ

判断ÏāÉÞÝh精度ä高º平均重合度ä推定Ĉ可能áÍ

Ġ樹脂Â致命的à劣化現象á至ā時期Ý¸ĀhđņĖĠ樹

Õg多Åä指標Áÿ推定ÏāÕ÷h独自開発ÍÕ構造化

脂ä質量Â初期値Áÿ一定量ÖÇ減少ÍÕ時点ÞÍÜºāg

ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘÞċŜĞŜĿŔ手法Ĉ用ºāÉ

đņĖĠ樹脂å熱劣化áþĀ質量ä減少ÞÞøá表面Â

ÞáþÙÜh短時間á高精度ä推定Ĉ可能ÞÍÕgÓä結

濃色化ÍÜ光吸収率Â増大Ïāg今回h質量減少Þ光反射

果h平均予測幅Â従来äľŔľŒsŔ法áÀÇā{約 15

率ä減少Þä相関関係Ĉ管理Íh2 波長Ĉ用ºÕ光反射率

年|Ĉ{約 3 年|îÞh大幅á精度改善ÏāÉÞÂÝÃÕg

Ĉ測定ÍÜ診断Ïā方式Ĉ確立ÍÕg現段階Ýåh劣化初

2005 年á診断Ĉ開始Íh2007 年度ôÝá 342 件ä診断実

期h劣化進行期h更新推奨時期ä 3 段階劣化度評価方式Þ

績Ĉ¸ÈÜºāg

ÍÜºāg
ŋsŔĲ変圧器ä従来ä劣化診断方法áå部分放電試験

電力設備ä中Ý重要à機器Ý¸ā油入変圧器ä余寿命診
断Â高精度á実現ÝÃÕÉÞÝhŒčľĞčĘŔĜĢıĈ

Â¸Ā内部á異常Â発生ÍÕÁ否ÁĈ判断ÍÜºÕg今回h

最適ÞÍÕ更新計画îä活用ú最適à保全計画ä立案á活

光反射診断方式Ĉ用ºÜŋsŔĲ変圧器ä劣化進行具合ä

用ÝÃhŒčľĞčĘŔáąÕā安定運用Ĉ可能ÞÍÕg

診断Ĉ可能ÞÍÕg
今後åh劣化度評価Ĉ連続評価方式á精度Ĉ上ÈāïÅ

現在hËÿàā精度向上Þh特殊用途ä機種拡大á取Ā

診断技術ä向上Ĉ図ÙÜºÅg

組ĉÝºāg
.

モールド変圧器劣化診断システム

.

ŋsŔĲ変圧器å防災性h高信頼性h保守性Àþé小

汎用インバータの余寿命簡易診断システム

汎用čŜĹsĨåh電力関連設備ä構成機器á多用ËĂh

型j軽量ä観点Áÿ受変電設備á多Å用ºÿĂÜÀĀh富

安定稼動Â求÷ÿĂÜºāgÓäÕ÷ä予防保全áåh構

士電機å 1974 年ä販売開始以来約 8 万台Ĉ出荷Íh本

成部品中ä有寿命部品á対ÍÜ計画的à交換Â不可欠Ý¸

年 Ĉ 含 ÷ 19 年 間 ı Ĭ ŀ Ġ Đ ċ Ĉ 続 Ç Ü º āg 最 近 å

āg有寿命部品ä余寿命診断Ĉ行¼ĠĢįŉĈ開発ÍÕä
Ý紹介Ïāg

図

診断対象機種å長期稼動ÍÜºā富士電機汎用čŜ

構造化ニューラルネットワークによる余寿命予測

Ĺ s ĨFRENIC5000G9S/P9S
FRENIC5000VG5S Ý
¸āgľČsŔĲ障害İsĨ分析ä結果h診断対象部品Þ

平均重合度推定

ÍÜ有寿命部品Ý¸ā主回路ĜŜİŜĞhŀœŜı板ĜŜ

構造化ニューラルネットワーク

フルフラール

油劣化防止方式

İŜĞh冷却ľĊŜĈ選定ÍÕg診断ĠĢįŉĈ図 3 á示

稼動年数

CO＋CO2

運転温度

平均
重合度

負荷率
冷却方式

水分

水分量

Ïg
図

モールド変圧器の機器構成と劣化プロセス

CO＋CO2
フルフラール

稼動年数

モールド変圧器の外観

モールド変圧器の機器構成と劣化プロセス
エポキシ樹脂

余寿命予測
1,000
重合度

特集
1
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ガラス繊維

新品の変圧器
モ
ー
ル
ド
変
圧
器

重合度推定
450
0

推定
余寿命

推定
寿命レベル
時点
（JEM1463）
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推定値に
基づく寿命
＝推定寿命

高圧
低圧
巻線
構成

耐
熱
フ
ィ
ル
ム

ア
ル
ミ
線

耐
熱
フ
ィ
ル
ム

熱による
劣化プロセス
熱で樹脂成分蒸発
エポキシ質量減少
（表面の濃色化）
電磁機械力発生

鉄心
フレーム
リード
付属品

腐食などはあるが
致命的ではなく
補修や交換が可能

クラック発生

絶縁破壊
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構成機器Ý¸ā回転機ä劣化診断á対Ïā重要性å高ºg

寿命変化á基ÛºÜÀĀh電解ĜŜİŜĞåċŕĴďĢä

Óä中ä回転機振動診断方式áåēŜŒčŜ型ÞņsĨĿ

法則}10 ℃半減則~áþā容量変化hľĊŜå軸受摩耗

Ŕ型Â¸Āh現場ä状況á応ÎÜ適用ËĂÜºāg特áē

áþā寿命曲線Ĉ基本ÞÍÜºāg診断結果åĺĦĜŜ画

ŜŒčŜ型áÚºÜåh機器費ú配線工事費Â高ºÕ÷現

特集

余寿命計算åh運転状況ú有寿命部品ä温度条件áþā

注

面Þ Excel Ġsıá出力ËĂāg図 4 á汎用čŜĹsĨ余

在ôÝå重要à大型回転機械îä限定的à適用á留ôÙÜ

寿命簡易診断ĠĢįŉä出力結果例Ĉ示Ïg

ºÕg

以下á特長Ĉ記Ïg

本ĠĢįŉä開発áþĀh回転機äēŜŒčŜ診断対象

（ 1） 運転ÍÕôôÝh簡単á多数ä診断ÂÝÃāg
（a） 診断結果å瞬時á具体的à時期Ý表示ËĂāg
（b） 1 ĠĢįŉÝ 1 日áh20 台程度ä診断Â可能Ý¸āg

Ĉ大ÃÅ広ÈāÉÞÂÝÃh回転機ä安定運用á貢献ÝÃ
āg
（ 1） ĠĢįŉ構成

（ 2） ĺĦĜŜĈ用ºÜh現地Ý診断ÝÃāg

ĠĢįŉ構成要素å以下Ý¸ĀhĠĢįŉ構成Ĉ図 5 á

（ 3） 対象機種ä温度環境ú運転条件á合ąÑÕ機器寿命診

示Ïg
（a） ĺĦĜŜ管理Ħľı

断ÂÝÃāg
本ĠĢįŉä診断結果áþĀh有寿命部品ä交換推奨時

機器登録機能h振動İsĨ収集j簡易診断機能h保守

期Â明確áàĀh交換部品ä入手状況ú設備運用計画Ĉ考
慮ÍÜh最適à部品交換時期ú更新時期Ĉ取Ā入ĂÕ保全

機能ÀþéŇŜŇĠŜ機能
（b） LAN ċĩŀĨ

振動情報Ĉ TCP/IP ÝĺĦĜŜá送信ÏāċĩŀĨ

計画Ĉ提示ÝÃāg今後åhÉäĠĢįŉä増強機能ÞÍ
Üh塵埃}Îĉ¸º~ú環境ĕĢàßä環境評価áþā劣

（c） 送受信器

無線ĤŜĞÁÿ振動情報Ĉ受信ÍhLAN ċĩŀĨá

化診断技術ä開発Ĉ行ÙÜºÅg

送信
.

RFID を用いた回転機振動診断システム

（d） 無線ĤŜĞ

振動情報ä取込õÞ送信

回転機ä振動Ĉ検出ÍÜhēŜŒčŜÝ機械的劣化Ĉ診
断ÏāĠĢįŉÝ¸ĀhRFID 技術Ĉ用ºÜ無線化Ĉ実現
ÍÕg無線化j小型化j低ĜĢı化Ĉ初÷Ü実現Íh2007

（ 2） 診断機能
（a） 傾向管理

振動加速度h振動速度h振動変位ä長期的傾向Ĉ監視

年度á社団法人ŀŒŜıŊŜįĳŜĢ協会Áÿ PM 優秀

Ïāg

商品賞}開発賞~Ĉ受賞ÍÕg分散型電源àß重要àč
ŜľŒá対ÍÜåh特á安定的à運用j維持Â必要Ý¸Āh

注Excelk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

図

汎用インバータ余寿命簡易診断システムの流れ図

（b） ÍÃº値判定
図

RFID 回転機振動診断システム

診断管理 PC

（管理最大センサー数：10,000 台）

LAN
パソコン
情報入力

型式別機器
情報ＤＢ

インバータ型式
盤周囲温度情報，
設置条件
（空調，屋内外）
または
内部温度実測

負荷率（%）
設備稼動率
（%）
設置年月

型
式
自
動
選
択

余寿命計算
エンジン

主回路
コンデンサ別
寿命近似式

主回路
コンデンサ容量
余寿命計算

プリント板
コンデンサ別
寿命近似式

プリント板
コンデンサ
容量
余寿命計算

冷却ファン別
寿命
近似式

冷却ファン
軸受磨耗
余寿命計算

診断結果出力：
画面，Excel
ワークシート

余寿命予測
主回路コンデンサ
プリント板
コンデンサ
冷却ファン

LAN アダプタ
（LANA）

送受信器
（LAN アダプタ 1 台に対して，
送受信器最大 30 台）
無線通信
（特定小電力無線）
無線センサ

無線センサ

（送受信器 1 台に対して，
センサ最大 20 台）

診断年月

図

汎用インバータ余寿命簡易診断システムの出力結果例
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振動速度İsĨáþā機械的à異常h軸受診断評価値

ÿ設備ä安定運用Â重要ÞàÙÜºāg

áþā転ÂĀ軸受異常h振動変位İsĨáþā据付j支

特集
1

富士電機ÝåhÉĂÿá応¾āÕ÷áh図 6 á示Ïþ¼
áĜsŔĤŜĨsĈ中心ÞÍÕĞsļĢčŜľŒĈ構築j

持系àßä機械的à異常ä判定ĈÏāg

強化ÍÜÃÕg富士電機Â提供Ïā保守ĞsļĢĈ有機的

（ 3） 無線ĤŜĞä特性

h高周波}1 k v
（a） 計測範囲k低周波}10 v 500 Hz~

á結合ÍÜÀĀh最近開発ÍÕ代表的à 3 ĠĢįŉĈ以下

10 kHz~Ýh2 方向}垂直h水平~同時計測可能

á紹介Ïāg

（b） 電池寿命k約 3 年}週 1 回äĞŜŀœŜę時~
.

（c） 無線通信距離k約 20 m
（ 4） 本ĠĢįŉä導入効果

グローバルコールセンター

富士電機ĜsŔĤŜĨså 1999 年ä運用開始以来h迅

ĠĢįŉä無線化j小型化Ĉ実現Íh従来型Þ比ï機器

速対応hęŖsĹŔ対応á向ÇÜĜsŔĤŜĨs顧客支

回Āä配線Â不要Þàāàß以下ä効果Ĉ発揮ÝÃāg

援 Ġ Ģ į ŉCRM24}Customer Relationship Manage-

（a） 設備費Þ工期Ĉ大幅á低減

ment 24~
ä機能強化Ĉ図ÙÜÃÕg

（b） 既存設備îä適用ú変更j拡張Ĉ容易á実現

CRM24 åh運用実績Ĉ元á商品化ÍÜ外販ÍÜÀĀh

（c） ņsĨĿŔ診断器áþā人為的測定方法á代ąÙÜ

ŀŒŜıŊŜįĳŜĢ協会Áÿ 2007 年度 PM 優秀商品賞

ēŜŒčŜ診断Â容易á導入ÝÃh診断ä安全性j省

}実効賞~Ĉ受賞ÍÕg

力化j診断精度向上Â可能

以下á最近機能強化ÍÕ 2 例Ĉ紹介Ïāg
（ 1） 中国版 CRM24

以上h本ĠĢįŉå評価ĠĢįŉÞÍÜ適用Ĉ開始ÍÕ

đĶŔės需要Â確実á増大Ïā中国国内á中国版

ÂhËÿá機能j性能ä改善j拡張Ĉ図ÙÜºÅg

CRM24 Ĉ設置ÍÕgÉäĠĢįŉáå{日中j中日言語

コールセンターを核としたサービス支援システ

変換機能|Ĉ付加ÍÜºāg言語変換率å情報登録ä様式

ム

規定ú専門辞書ä登録áþĀh汎用ĦľıÂ 45% 程度ä
翻訳率á比ï 95% ä高精度Ĉ実現ÍÕgÉä結果h分散

.

サービスインフラを含めた全体概要

化ú多様化Â進ö設備情報Ĉ詳細á管理ÝÃāÞÞøáh

đĶŔės供給分野åhÃą÷Ü多様化ÍÜÀĀh近年

顧客Þä情報連携Â強化ÝÃā機能Ĉ実現ÍÕg
（ 2） FAQ ĠĢįŉ

å環境Ĉ考慮ÍÕ太陽光発電j燃料電池j風力発電àßä

顧客Áÿä問合Ñá対Í迅速ÁÚ正確à回答Ĉ行¼目的

分散型電源Â増加ÍÜºā中Ýh社会的影響度ä高ºÉĂ
図

サービスインフラの全体概要

富士電機コールセンター

ＦＡＱ
による
受付支援

問合せ

HP

障害・問合せ

TEL

分析
DB

グローバル化

中国

受付支援システム
データ
マイニング
分析

中国版
CRM24

上海
VPN

日中・中日自動翻訳
CRM24

入力・閲覧

顧客情報管理システム

コールセンター：２か所
部品センター ：３か所
国内拠点数
：８７か所

リモート監視システム
情報閲覧
異常通報機能

保守の効率化
障害復旧の迅速化

異常通知

状態監視機能
情報閲覧機能
故障履歴
トレンド
日報・月報・年報

インターネット
ＶＰＮ
専用線

顧客
異常通報
監視
監視端末

ロジスティクスシステム
サービス拠点
在庫部品検索機能

出庫指示

出動
故障

部品出庫機能
部品入庫機能
履歴管理機能

部品配送
部品センター（関東，関西）
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Ý FAQ ĠĢįŉĈ開発ÍÕgÉä FAQ ĠĢįŉå回答

営Ĉ確実àøäÞÏāÕ÷hŖġĢįČĘĢĠĢįŉĈ独

精度Ĉ高÷āÕ÷áh日々蓄積ËĂā情報Ĉ元á Q&A Â

自開発Í運用ÍÜÃÕg

āÉÞàÅ適切à回答ÂÝÃā仕組õáàÙÜÀĀh回答
所要時間Ĉ約 45 % 短縮ÝÃāg

最近再構築ÍÕĠĢįŉä主à特長Þ効果Ĉ以下á示Ïg
（ 1） 緊急時ä部品出庫作業ä迅速化

緊急部品Ĉ顧客áº×早ÅÀ届ÇÏāÉÞĈ目的áh社
内外äĺĦĜŜú携帯電話Áÿ在庫部品ä検索h出庫操作

（ 2）

.

リモート監視システム

多様化Ïā電力供給ĠĢįŉÝåhŒčľĞčĘŔáą
Õā安定稼働ÞŊŜįĳŜĢĜĢıä削減Â求÷ÿĂÜº
āg富士電機Ýåh燃料電池h発電設備hUPShDCS à

機能Ĉ充実ÍhºÚÝøßÉÁÿÝø部品出庫ÝÃā体制
Ĉ構築ÍÕg
（ 2） 受入検査機能強化áþā部品品質ä向上

部品受入時åh外観写真ú試験成績表ĈļġŎċŔİs

ß約 550 ä顧客設備á対Íœŋsı監視Ĉ行ÙÜÃÕÂh

Ĩ化Íh承認機能áþā内部統制Ĉ実現ÍÕg受入後åh

ĜĢıĩďŜ要求á応¾h多機種á応用ÝÃā中小規模向

個々ä部品単位á新規取得Áÿ廃棄á至āôÝä入出庫h

Çäœŋsı監視ĠĢįŉĈ開発ÍÕg

使用実績h修理àßä履歴Ĉ管理Ïā機能Ĉ持ÙÜºāg

本ĠĢįŉåh対象設備ä構成要素Ý¸ā監視端末}ĺ
ĦĜŜàß~Ĉ通ÍÜ設備ä異常ú稼働状態Ĉ通報Ïāg
故障Ĉ検出ÍÕ場合åh関係者î電子ŊsŔÝ通知ËĂh

緊急用保守部品åh特á品質Â重要Ý¸Āh本ĠĢįŉ
áþĀ供給部品ä品質向上á大ÃÅ貢献ÝÃāg
（ 3） 予備品管理代行ĞsļĢä提供

収集ÍÕ情報åh①故障履歴h②ıŕŜĲh③日報j月

顧客設備内á保管ÍÜºā予備品管理ä煩雑ËĈ解消

報j年報àßĈ Web 閲覧jĩďŜŖsĲÏāÉÞÂÝÃ

ÏāÕ÷áh予備品ä管理Ĉ代行ÏāĞsļĢĈ開始ÍÕg

āg

暗号化àßäĤĖŎœįČ技術Ĉ用ºÜİsĨÂ管理ËĂ

特長ÞÍÜåh①規定ÍÕ電子ŊsŔ通信方式ä採用á

ÜÀĀhĠĢįŉ利用Â安全á行¾āgôÕh顧客ä予備

þā安価Ý短納期à導入h② 24 時間稼動ÏāĜsŔĤŜ

品Ĉ一元管理ÏāÉÞÝh品質維持á向ÇÕ予防保全á関

ĨsÞŖġĢįČĘĢ機能ä連携áþā迅速à障害対応h

Ïā提案øÝÃh長期稼動設備ä安定化á貢献ÝÃāg

③ĤĖŎœįČÞĜĢıá応ÎÕ利用回線ä適用}čŜ
ĨsĶĬıhVPNhĩčōŔċĬŀh専用線àß~Â¸āg

あとがき

ASP ĞsļĢÞÍÜ提供ËĂāÕ÷h設備投資Ĉ行ąÐ
á導入ÏāÉÞÂÝÃh維持管理ä品質向上Þ省力化á貢
献Ïāg
今後åh富士電機全製品ĈĨsěĬıáh①製品異常部
位ä特定h②予防保全h③ŀŒŜı安定運用支援h④現地

最近ä電機設備予防保全技術ÞĞsļĢ支援ĠĢįŉä
取組õĈ紹介ÍÕg今後åhđĶŔėsĦœŎsĠŐŜî
ä応用開発Ĉ加速ÍhŒčľĞčĘŔáąÕā安定運用Þ
維持効率ä向上á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

作業支援ĈãÿºÞÍÕœŋsı監視ä標準化Ĉ図Āh診
断技術Þä融合áþā高機能àŊŜįĳŜĢ環境Ĉ確立Ï
ā考¾Ý¸āg

参考文献
（ 1） 松井哲郎ñÁi構造化ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘĈ適用ÍÕ

油入変圧器ä余寿命推定方法ä検討i電気学会公共施設研究

.

ロジスティクスシステム

会iPPE-06-10, 2006, p.13-18.

設備故障発生時ä迅速à復旧áåh全国á点在Ïā設備

（ 2） 北谷保治h岩崎哲之iœŋsıŊŜįĳŜĢĈ活用ÍÕ

á対Íh限ÿĂÕ緊急保守部品Ĉ的確áÁÚ品質Ĉ維持Í

ŀŒĢ ONE ŊŜįĳŜĢä実現i日本ŀŒŜıŊŜį

Ü早期á届Çā必要Â¸āg富士電機åh受入j入庫j在

ĳŜĢ協会誌ivol.39, no.3, 2007, p.11-15.

庫管理j出庫j配送j再入庫j評価á至ā部品ä管理j運
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低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の現状と展望
久保山 勝典}ÅòúôeÁÚäĀ~

特集
ıĬŀŕłŔäĜŜņsĶŜıŊsĔsÞÍÜh器具商品

まえがき

2

äęŖsĹŔ化Ý必要ÞàāĜċ技術開発Ĉ基礎ÞÍh商
低圧受配電j開閉機器Àþé監視制御機器ä器具商品åh
低圧電気設備ä重要à保護j開閉制御機器ÞÍÜ制御盤ú

品Â使用ËĂā機械j装置産業h受配電j制御盤業界ä顧
客要求ú規格動向Ĉ捉}Þÿ~¾h市場ä方向性Ĉ見極÷

配電盤á使用ËĂh顧客ä国内設備åøÞþĀ海外設備向

Õ上Ýh継続ÍÕ新規商品ä開発Þ新規市場ä創出Â今後

Çî輸出ËĂāg

ø非常á重要Ý¸āg

Ëÿá海外企業ä現地調達拡大ä動向Ĉ踏ô¾h製品性

国内ä電気設備á使用ËĂā器具商品åh器具個別ä

能äęŖsĹŔ化ú海外市場ä要求áÏæúÅ応¾ÜºÅ

JIS á IEC 規格}国際規格~Â取Ā込ôĂÕ新 JIS Â発行

ÉÞÂ重要Ý¸āg

ËĂh電磁開閉器ú配線用遮断器áÚºÜå IEC 60947

本稿Ýå器具商品Ĉ取Ā巻Å市場環境ä動向á対応ÍÕ

ĠœsģÞ整合ÍÕ JIS C 8201 ĠœsģÂ制定ËĂÕg

最近ä新商品Ġœsģä特徴Ĉ紹介Íh今後ä新Õà取組

Éä新 JIS å国内ä内線規定ú公共建築工事標準

õáÚºÜ述ïāg

仕様書áø併記ËĂh設備設計者å従来 JIS Þ同様á新
JIS 商品ä採用Â可能áàÙÜºāgÉä国際規格ä導入

低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の動

å機械設備ä安全ä一般概念áø拡大ÍÜºāg2006 年

向と富士電機の取組み

á労働安全衛生法Â改正ËĂh機械安全h電気安全思
想ÞÍÜ危険Ĉ診断ÏāœĢĘċĤĢŊŜıä実施Â義

.

市場動向

務ÛÇÿĂÕgÉä改正Ýå機械類ä設計段階Áÿh機械

低圧受配電j開閉機器Àþé監視制御機器ä世界市場åh
特á BRICs á代表ËĂā経済発展地域Ý¸āčŜĲîä

äŒčľĞčĘŔä全局面áąÕÙÜ危険源Ĉ同定Íhœ
ĢĘ}危険~Ĉ削除ôÕå最小化ÏāÉÞĈ要求ÍÜÀĀh

IT 情報産業企業ä集中化ú中国áÀºÜå産業j経済活

ĸsĲďĐċ面ä回避策ÖÇÝàÅĦľıďĐċ面hÏà

動ä沿岸部Áÿ内陸部îä拡ÂĀÞÞøá社会čŜľŒ整

ą×運転Áÿ危険検出Àþé停止á至ā一連ä運転制御回

備ú産業設備îä投資Â活発Ý¸Āh中国jċġċ圏ä経

路á機能安全ä考¾方Ĉ導入ÍÜºāgÍÕÂÙÜh電気

済動向å今後ø拡大傾向á¸āg

設備áÀÇā回路保護機器ÞÍÜ新 JIShIEC 規格hUL

一方h日本Ýå最近äċŊœĔäĞĿŀŒčŉ問題h原

規格á適合ÍÕ高信頼性ä低圧受配電機器ä商品開発Ĉ基

油価格ä上昇ú素材価格高騰ä影響Ĉ受Çh景気ä先行Ã

本áh操作者ä安全Ĉ考慮ÍÕ HMI}ĻŎsŇŜŇĠŜ

á不透明感Â漂¼øäähľŒĬıĺĶŔİČĢŀŕč業

čŜĨľĐsĢ~思考Ĉ取Ā込ĉÖ開閉機器ú制御機器ä

界ú半導体業界Ýå日本Ĉ高付加価値製品ä生産拠点Þ位

商品ÛÅĀá取Ā組ĉÝºÅg

置ÛÇÕ設備投資Â堅調á推移ÍÜºāg

ôÕh地球温暖化問題áÀºÜåh2008 年å京都議

Ëÿá自動車業界úÉĂĈ支¾ā工作機械á代表ËĂā

定書ä第一約束期間ä開始年Ý¸Āh各国ÞøđĶŔ

機械装置産業å海外îä生産拠点進出ú海外市場îä参入

ės削減îä本格的à取組õĈ加速ËÑÜºāg国内ä消

ĈĩčĳňĬĘá展開ÍÜºāgÉäþ¼á国内j海外Ĉ

費電力ä監視áÚºÜø昼夜ä負荷変動ú生産量ä増減á

問ąàº各産業界äęŖsĹŔà設備投資å拡大Ĉ続Çā

伴¼電力量ä細Áº使用量変化ä記録j管理Àþé生産設
備ÊÞä監視要求ä高ôĀĈ¼Çh電力監視制御分野ä機

Þ考¾ÿĂāg

器å集中監視Þ分散監視ä両面Áÿ顧客ä要求á応¾hË
.

技術動向と富士電機の取組み

Éäþ¼à市場動向á的確á対応ÏāÕ÷áåh世界

久保山 勝典
低圧遮断器ä開発設計h低圧機器
全般ä商品企画á従事g現在h富
士電機機器制御株式会社器具事業
本部開発企画本部開発部長g
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低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の現状と展望

市場動向と器具商品の取組み

世界動向

図

G-Twin シリーズ (250 AF)

商品動向

経済発展国への積極投資
地球環境問題
省エネルギー化

国内市場動向

IEC，UL国際化
小型・高性能
操作性向上，高寿命化

器具商品の取組み
電動機制御機器 ：SC，新SC シリーズ
受配電機器
：低圧回路遮断器，G-Twinシリーズ，
高圧遮断器，薄型マルチVCB
制御機器
：コマンドスイッチ，薄型φ16シリーズ
（minico）
電力監視機器 ：F-MPC 系統連系ユニット
ガス警報機器
：音声発信形警報機

3P
MCCB

3P
ELCB

4P
MCCB

4P
ELCB

2
図

minico シリーズ

行ÙÜºÅ必要Â¸āg
図 1 á市場動向Þ富士電機ä器具商品群ä取組õĈ示Íh

以下á最近ä新商品Ĉ紹介Ïāg
（ 1）

低圧遮断器の取組み
富 士 電 機 åh1990 年 á 世 界 Ý 初 ÷ Ü 配 線 用 遮 断 器
}MCCB~Þ漏電遮断器}ELCB~ä外形寸法Ĉ統一ÍÕ
ĭčŜĿŕsĔĈ発売Í顧客Áÿä大Ãà反響Þ支持
áþÙÜhÉä考¾方åąÂ国ä{İľĊĘıĢĨŜĩs
Ĳ|ÞÍÜ定着ÍÕg近年Éä低圧遮断器分野äęŖsĹ
Ŕ化åh従来ä JIS Â IEC 規格á整合ËĂÕÉÞáþĀ

間ú煩雑ËĈ省ºÜısĨŔ合理化á寄与Ïā画期的à新

一層加速ÍÜºāgÍÁÍàÂÿh配電制御ĠĢįŉú安

商品Ý¸āg

全保護思想ä相違áþĀ IEC 規格圏Þ ULjCSA 規格圏
ÞÂ併存ÍÜºāäÂ実態Ý¸āgÉäÕ÷h世界各国ä

操作表示機器の取組み

ŊsĔsåÓĂÔĂä規格á適合ÍÕ 2 系列ä遮断器Ĉ用
富士電機å産業用機械h工作機械h制御盤h配電盤á使

意ÍàÇĂæàÿàÁÙÕg
富士電機å日本ä標準的寸法Ý IEC 規格ä要求性能å

用ËĂā操作j開閉表示機器ĈĜŇŜĲĢčĬĪä商

ø×ăĉh大型ÝÍÁ実現ÝÃÜºàÁÙÕ ULjCSA 規

品名Ý販売ÍÜÀĀhľŒĬıĜŇŜĲĢčĬĪÁÿh取

格ä要求性能Ĉø備¾āÉÞÂ{真äęŖsĹŔ化|Þ

付Ç穴寸法φ8 v 30 ĜŇŜĲĢčĬĪáąÕā多彩à品

位置ÛÇh両規格ä難易度ä高º限流遮断性能h漏電検

Ôă¾Þ高輝度à表示機能Ĉø×hËÿá非常停止用押Í

出機能àßä要求á対Ïāh各要素技術Ĉ抜本的á見直

ŅĨŜĢčĬĪÞÍÜä高機能品ôÝÓă¾Üºāg

Íh革新的開発Ĉ進÷ÕgÓä成果ÞÍÜh図 2 á示Ï真
äęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔG-Twin

Ġœsģ125 v

400 AF}ċŜŃċľŕsŉ~Ĉ市場投入ÍÕgÉĂáþĀh

ĜŇŜĲĢčĬĪåh機械á対ÍÜ人間ä判断á基ÛÅ
指令Ĉ与¾āÕ÷ä HMI 機器ÞÍÜ制御盤ú手元操作盤
}ŃŜĩŜı~îä採用Â多Åh安全動作機構Þ開閉耐久

ęŖsĹŔ市場Ýä製品適用á関Ïāŏsğs側ä煩雑Ë

性能àß従来ä運転j停止ä基本制御機能Ĉ確保ÍÚÚ盤

Ĉ一挙á解決ÏāÉÞÂÝÃÕg

ä小型化á対応Ïā薄型化ä要求Â高ôÙÜºÕgÉäÕ

G-Twin Ġœsģä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

÷h取付Ç穴Âφ16 äĜŇŜĲĢčĬĪáÚºÜ既存Ġ

（a） 国 内 標 準 ä Ĝ Ŝ ĺ Ę ı Ğ č ģ Ĉ 維 持 Í Ú Úh 新

œsģä奥行Ã寸法 42.5 mm á対ÍÜh28.4 mm Þ大幅à

JIS/IEC} 日 本h 欧 州 ~
hGB} 中 国 ~ 規 格 認 証 Þ

縮小化Ĉ図ÙÕ新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪminico}ň

UL489}米国~規格認証Ĉ同一品Ý取得}業界初~

ĴĜ~ĠœsģĈ開発ÍÕg

（b） UL489 ä AC480 VǼ結線系統î適用可能
（c） ELCB ä IEC

minico Ġœsģä縮小化åh操作部Þ連動Ïā接点操

60947-2Ed.Ⅲîä対応Þh欠相状態

作部äöÖàĢıŖsĘä削除Þ接点部Ĉ一体構造化Ïā

Ýø確実á地絡事故Ĉ検出Ïā設備安全ä確保Þ保守

ÉÞÝ実現ÍÕgôÕh人Â操作ÍÕÉÞĈ実感Ïā感覚

用ŊĕsįĢı切換ĢčĬĪä搭載}業界初~
（d） 全規格対応ä G-Twin ęŖsĹŔÞ新 JIS/IEChGB

対応

G-Twin

ĢĨŜĩsĲä二ÚäĠœsģĈ供給

（e） 内装付属品å 125 AF Þ 250 AF Ý共用化

以上ä特徴áþĀhG-Twin ĠœsģåhęŖsĹŔ拠
点展開Ĉ検討Ïā顧客各位ä要求á合致Íh機種選定ä手

特集

生産拠点のグローバル化
各国共通商品要求
機械安全思想の高まり
監視制御の高度化
盤内省配線

}ĘœĬĘ感~ø確保ÍÕg照光品áÀºÜåh小型 LED
ÞœsĲľŕsŉîäĪĬŀ実装技術Àþé薄型œľŕĘ
Ĩsä開発Ĉ行ºhÉĂÿĈ組合Ñ構成ÏāÉÞÝ全体ä
小型化Â実現ÍÕg 図 3 á示Ï minico Ġœsģä主à特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（a） ÏïÜäĢčĬĪj表示灯á共通á使用ÝÃāĦ
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低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の現状と展望

ĚĬıj保護ĔĹsä開発áþā配線作業ä簡略化j

ā最近ä安全規格動向Þ富士電機ä取組õáÚºÜ述ïāg

安全性ä向上
（b） 薄型Ý高強度鍵構造h高輝度照光技術áþĀ盤表面

.

ä操作部ÞÍÜäİğčŜĈ向上

国際規格動向

従来Áÿ EU}欧州連合~Ýåh機械指令h低電圧指令

（c） 標準品Ýh新 JIS/IEChGBhUL/cUL ä規格認証

Àþé EMC 指令Â発行ËĂhEU á入āÏïÜä機械類
ä適合評価å各指令ä整合規格Ý¸ā EN 規格á基ÛÃ試

Ĉ取得

特集

験ËĂāg機械装置áÀºÜåh機械ä安全性á関Ïā
基本概念ú設計ä原則Ĉ規定Ïā EN 292 Â国際安全規格

電力監視機器の取組み

化ËĂhISO 12100機械類ä安全性−基本概念h設計ä

2
OA 機器ú情報ĶĬıŘsĘä急激à普及á代表ËĂā

Õ÷ä一般原則ÞÍÜ 2003 年á発行ËĂÕgÓä骨子

高度情報化ú生産設備ä自動化j高機能化áþĀ受配電設

å{機械å故障Ïāøäg人å間違ºĈ犯Ïøä|ä考¾

備機器áÀºÜåh設備ä運転状態ä見¾ā化ĈãÿºÞ

方á基ÛÅœĢĘċĤĢŊŜıĈ行ºh設備á安全Ĉ造Ā

ÍÕ多機能化Þ一層ä信頼性向上Â求÷ÿĂÜºāgô

込öÕ÷ä{œĢĘ低減ŀŖĤĢä構築|Ĉ要求Ïāøä

Õ電力đĶŔėsÝåh今後ä一層ä使用量削減á向ÇÜh

Ý¸āg機械類ä安全å上記ä基本概念規格Áÿ機械系安

þĀÃ÷細Áº使用量ä記録j管理j効果ä確認áþā削

全ÞÍÜä EN 954-1 Ĉ国際安全規格化ÍÕ ISO 13849-1

減実行Â要求ËĂh多機能化ÀþéĠĢįŉ化対応àßä

制御ĠĢįŉä安全関連部第一部úh電気系安全ÞÍ
Üä IEC 60204-1機械ä電気装置ÞhËÿá制御系安

要求øôÏôÏ高ôÙÜºāg
Éäþ¼à背景Áÿh富士電機áÀºÜåF-MPC Ġ

全 IEC 61508電気j電子jŀŖęŒŇĿŔ電子安全関連

œsģÞÍÜİČġĨŔ化Ĉ図Āh受配電設備機器ä多

系ä機能安全ĈåÎ÷ËôÌôà国際安全規格Â発行Ë

機能複合化ú多回路集合ŏĴĬı化Àþé高j低圧遮断器

ĂÜÀĀhısĨŔÝ安全ĈÚÅĀÉöÉÞÂ重要áàÙ

Þä組合Ñ一体化àßh図 4 á示Ïþ¼á高圧Áÿ低圧受

g
ÜÃÕ}図 5h図 6~

配電設備機器ôÝäĠœsģ整備Ĉ行ÙÜÃÕgF-MPC
Ġœsģåh新設設備îä適用hœĴŎsċŔàßä設備

.

国内規格動向

ISO 12100hISO 13849-1hIEC 61508 åhÓĂÔĂ JIS

更新á際Íh時代äĴsģá対応Ïā商品h新技術ä取込
õ商品ÞÍÜ好評Ĉ得Üºāg
ÉäÕéhÓä適用分野j用途ä絞込õĈ行ºhÓĂ

図

EU 発の安全に対する新しい国際潮流

á基ÛÅ最適複合一体化Ĉ図ÙÕ系統連系ŏĴĬıh高低
①EU 指令

圧変圧器盤用ŏĴĬıÀþéıŒŜĢ保護ŏĴĬıàß

例）機械指令（Machine Directive）

Ĉ商品化ÍÕgôÕĠĢįŉ化商品ÞÍÜhÉĂÿ現場

第8条

機器Ĉ構内 LAN á容易á接続Íh一元管理Ĉ可能ÞÏā
F-MPC

全ての機械類に EC 適合宣言書を作成，
CE マーキングの表示

ISO 12100
の制定

②EN 規格（欧州の統一規格）

Web ŏĴĬıĈ商品化ÍÕg

機械装置の規格
例）EN 292-1,2
（機械の安全−基礎概念，設計原則）
EN 60204-1
（機械の安全−機械設備の電気機器）
4.2 項 機器の選択：EN 規格，IEC 規格の選定

安全機器に対する要求の高まり

安全対策は
全世界の
技術動向

以上äþ¼à器具商品á対ÍÜh大Ãà影響Ĉ与¾Üº
電気機器の規格

図

電力監視機器

電力監視機器
F-MPC

ＦｅＰＳＵブレーカ
シリーズ

日本も
積極導入！

例）EN 60947-2（配線用遮断器）
EN 60947-4-1（接触器，モータスタータ）

ディジタル形
多機能リレー
Ｆ-ＭＰＣ６０Ｂ/５０/３０
シリーズ
集合形配電監視
ユニット
Ｆ-ＭＰＣ０４

多回路形電力
監視ユニット
Ｆ-ＭＰＣ０４Ｐ

図

安全国際規格全般

ISO/IEC
ガイド 51

機械系（ISO）

電子・ソフト系（IEC）

機械安全

機能安全

基本概念・設計の一般原則

制御安全を含む機能安全の原則
IEC

機械に対して包括的に安全構築
のルールを定める規格
ISO

12100

IEC

61508

各分野へ反映

60204
機械制御部の安全部設計の
ための原則
１回路形電力
監視ユニット
Ｆ-ＭＰＣ０４Ｓ

（ 46 ）

ISO

13849-1

電気設備安全規格
60947
スイッチ類規格

61800

62061

可変速
産業機械
電気駆動
オート
システム メーション

61511
計装
プロセス
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低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の現状と展望

B 9700hJIS B 9705hJIS C 0508 Ý JIS á取Ā込ôĂhÓ
ä他ä国際安全規格ø順次 JIS á取Ā込ôĂÜºāg図 7

外部操作ĸŜĲŔå標準品Ý適合ÍÜºāg
（ 2） 電磁接触器h非常停止用押ÍŅĨŜĢčĬĪ

á示Ïþ¼áh国内Ýå 2006 年 4 月á労働安全衛生法

故障時ä制御機能á対Ïā要求事項ÞÍÜh
{適切à手
段Ĉ講ÎÜ故障時äœĢĘĈ最小áÍàÇĂæàÿàº|

á 2007 年 7 月á機械ä包括的à安全基準á関Ïā指針

ôÕh
{強制開離機構Ĉ備¾Õ開閉機器ä使用àßáþāh

Â改正ËĂÕgÉĂáþĀh
{機械設備ä新規導入ôÕå

例ÞÍÜ接点ä二重化|àßÂ記載ËĂh富士電機ä電磁

変更時h作業方法ú手順Ĉ変更ÍÕ時|àßáœĢĘċĤ

接触器äSC Ġœsģ
}SC-03 v SC-N16~å安全開離

ĢŊŜıä実施Â義務ÛÇÿĂh今後åh国内áÀºÜø

機構Ĉ標準装備ÍÜÀĀhIEC 60947-4-1 附属書 F ä{ň

機械設備ä設計者j製造者j設置者j運用者å安全á関Ï

ŒsĜŜĨĘı|á適合ÍÜºāg非常停止機器á対Ï

ā規格ú技術動向Ĉ常á把握Íh安全確保äÕ÷á最善Ĉ

ā要求事項ÞÍÜåh
{直接開路動作機能付Ã|
h
{機械的
ŖĬĘ機構Ĉ備¾Üºā|àßÂ記載ËĂh富士電機ä非

尽ÅÏ必要Â¸āg

常停止用押ÍŅĨŜĢčĬĪå標準品Ý適合ÍÜºāgÉ
.

制御盤の安全システム

Ăÿ富士電機ä非常停止用押ÍŅĨŜĢčĬĪÞ電磁接触

上述ÍÕ機械設備ä制御盤Ýä安全思想ä取組õáÚº

器Ĉ用ºāÉÞáþĀhISO 13489-1 ä安全Ĕįĝœ 3 以

Üh電気設備ä電源断路機器h過電流保護機器h制御回路

上ä単独Àþé複数ä故障検出Ĉ行¼制御回路ä構築Â容

áÀÇā要求事項Â記載ËĂÕ IEC 60204-1 Ĉ例áh富

易áÝÃāg特á非常停止用押ÍŅĨŜĢčĬĪå操作者

士電機ä商品構成Ĉ説明Ïāg

ä安全Þ機械安全á重要à操作j開閉器Ý¸Āh今後ø顧

（ 1） 電源断路機器

客操作性要求ø含÷hËÿá安全設計Ĉ追求ÍÜºÅ必要

機械ä各入力電源á対ÍÜ設置Ïā機器Ý¸Āh回路遮
断器Ý¸ÙÜ IEC

60947-2}JIS

C

8201-2-1h2~á規定

Â¸āg図 9 á安全要求á対応Ïā進化Ĉ示Ïg
（ 3） 制御盤îä対応

Ïā断路}ċčĦŕsĠŐŜ~ä機能á適合Ïā機器Ý
¸āg図 8 á示Ïþ¼áh要求機能ÞÍÜ①ēľhēŜ表

図

á機械設備ä制御盤ÞÍÜä IEC 60204-1 ä安全

要求Þ対応製品Ĉ示ÏgÉä図Ý示Ïþ¼á安全要求á対

示h②外部ä操作手段ĈøÚh③ēľ}断路~位置ÝŖĬ
ĘÏā手段Ĉ備¾Üºāàßä多様à要求á対Íh新商品

図

非常停止用押しボタンスイッチの進化

ęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔä配線用遮断器j漏電遮断器j
動作表示：機械式

図

安全規格と規則の動向（国内）

［ 今まで ］

［ これから ］

安全作業基準・教育に依存

矢印の色変わる
（不動作⇒動作）

接点は分離構造
ラッチの前に接点 OFF
スプリングなど弾性
部材が介在

安全の考え方

非定常作業
（点検・修理）
の安全性向上

リスク低減方式

作業者責任
教育訓練
安全な使い方の指示徹底

接点は強制開離機構
ラッチ後，ただちに OFF
トリガーアクション機構
動作表示灯付き

企業責任
本質安全
安全制御による機械

接点は一体
（脱落防止）

① 国際安全規格 ISO 12100 以下多くの JIS 化
ISO 12100 : 機械の安全 / IEC 61508 : 機能安全 ⇒JIS B 9700/JIS C 0508
IEC 60204-1 : 機械設備の電気装置
⇒JIS B 9960-1

より安全な製品へ進化する
操作部に
南京錠を取付け

② 労働安全衛生法 第 28 条の 2
危険性･有害性等調査及び必要な処置の実施（2006 年４月 1 日）
③ 厚生労働省労働基準局長通達（2001 年 6 月）
機械の包括的な安全基準に関する指針（2007 年 7 月改正）

図
図

機械の制御盤への安全要求と対応製品

IEC 60204-1 の要求事項と適合商品
機械安全 + 機能安全レベルをクリアした製造設備に変革
①電源断路機器

電源引込用配線用遮断器
南京錠ロック機能付き操作ハンドル

機械の各入力電源に対して設置

②要求事項
電源から電気装置を分離し，オフ（断路）
，
オン位置を一つだけ有し，それぞれ ○
および Ｉ と明示する。
ON
OFF

全接点が開路
し な い と
OFF 表 示 し
てはいけない

外部操作手段（ハンドル）を持つ。
オフ（断路）位置でロックする手段（例えば南京錠
による）を備えている。
電源回路のすべての充電部
を断路できる。

適合商品

安全対応
電子機器

配線用遮断器
漏電遮断器
外部操作
ハンドル
Safety インバータ
安全カテゴリ 3 対応

ブレーカ，スイッチ
間の保護協調
過電流保護
電動機の過負荷保護
欠相保護

電源断停止回路用
スイッチ

非常停止用
押しボタン
スイッチ

起動停止スイッチの二重化
（安全カテゴリ 3，4）
安全開離機能接点
（Mirror Contact）
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特集

áÀºÜ{危険性又å有害性等ä調査|Â記載ËĂhËÿ

2
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Í富士電機å豊富à器具商品ĈÓă¾応¾ÜÃÕÂhËÿ
á ISO

13489-1

á記載ËĂÕœĢĘÞ安全Ĕįĝœá対

応Ïā適用ø可能Ý¸Āh今後ø安全Ĵsģá対応ÍÕ器
具商品ä開発á取Ā組ĉÝºÅg

低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の現状と展望

低圧受配電j監視制御機器á対ÏāĠĢįŉ化ú安全要
求åôÏôÏ多様化ÍhôÕ高度化ÍÜºÅÞ考¾āgÉ
ä動向Ĉ踏ô¾h市場Ĵsģá高信頼性à最新技術Ý応¾h
継続ÍÕęŖsĹŔà商品ä供給者ÞÍÜ全世界á貢献Ï
ïÅ前進Íh今後Þø顧客各位ä意見Ĉ仰ÄhþĀ一層ä

あとがき

特集
2

低圧受配電j開閉機器j監視制御機器ä市場動向Àþé

充実Ĉ図ÙÜºÅ所存Ý¸āg
参考文献

最近発売ÍÕ新商品Ĉ紹介Íh技術動向á対Ïā富士電機

（ 1） 久 保 山 勝 典h 小 塙 明 比 古i 新 ę Ŗ s Ĺ Ŕ MCCB/ELCB

ä取組õáÚºÜ述ïÕg今後ø国内ä電気設備業界Áÿ

G-TwinĠœsģi富士時報ivol.79, no.2, 2006, p.160-166.

（ 48 ）
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グローバルツインブレーカ「G-Twin シリーズ」の
商品拡充と機能を高める付属装置
高橋

康弘}ÕÁåÍeúÏèă~

佐藤

佑高}ËÞ¼eüÕÁ~

石動

秀樹}ºÍß¼eèÝÃ~

特集

派生機種Àþé付属装置Ĉ開発ÍÕg

まえがき

2

本稿Ýåh
G-Twin ĿŕsĔä付属装置hÀþé派
近年h器具商品áÀºÜ個別製品規格îä国際規格取

生機種áÚºÜä概要Þ特長Ĉ述ïāg

込õÂ一層加速ÍÜÀĀh2004 年 12 月áå配線用遮断器

「G-Twin ブレーカ」の付属装置

}MCCB~Þ漏電遮断器}ELCB~ä JIS Ĉ IEC 規格á整
合ÍÕ新 JIS Â発行ËĂhęŖsĹŔ化ÂþĀ明確áàÙ

G-Twin ĿŕsĔá取Ā付Çā付属装置åh遮断器外部

ÕgÉä間h富士電機å既存äĭčŜĿŕsĔĈłsĢáh
各規格ä準拠j認証Ĉ取得ÍÕ商品äĹœđsĠŐŜĈ拡

á取Ā付Çā外部付属装置Þ遮断器内部á収納Ïā内部付

（ 1）

大Íh市場Ĵsģá応¾ÜÃÕgÍÁÍĹœđsĠŐŜä

属装置Þá大別ÝÃāg 図 1 á G-Twin ĿŕsĔá取Ā

拡大åh一方Ý選定ú購入ä際ä煩雑ËĈ生õh改善要求

付Çā付属装置ä種類Ĉ示Ïg

ø上ÂÙÜºā状況Ý¸ÙÕg
富士電機ÝåhÉ¼ÍÕ状況Ĉ踏ô¾h新 JIS/IEC}日

.

G-Twin ĿŕsĔä外部付属装置áåh電線ä各種接続

本h欧州~
hGB}中国~
hUL}米国~ä各規格áÏïÜ対
応ÍÕ真äęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔÞÍÜG-Twin

Ġ

外部付属装置

方式á対応Ïāøäh操作方法ä多様化á対応Ïāøäh

（ 2）

œsģ125 v 400 AF}ċŜŃċľŕsŉ~ä標準機種h

絶縁àßĈ含÷Õ保護á対応ÏāøäàßÂ¸āg
（ 1） 外部操作ĸŜĲŔ

図

外部操作ĸŜĲŔå世界市場á展開ËĂā半導体製造装

付属装置のバリエーション

置h工作機械h自動車製造装置àßä主電源開閉á使用Ë
内部付属装置

ĂÜÀĀh世界主要規格îä認定j準拠h安全性ä要求Â
高ôÙÜºāgÓÉÝ本ĸŜĲŔå国際標準h安全性j操

補助
スイッチ

警報
スイッチ

電圧
引きはずし装置

不足電圧
引きはずし装置

作性向上Ĉ仕様á取Ā込õh遮断器本体á直接取Ā付Çā
EAL

N 形Þh延長ĠŌľıÝ奥行Ã方向ä調整ÂÝÃ扉ä開
MCCB

閉機能Ĉ兼ãā扉ŇďŜı形ä V 形ä 2 種類Ĉ開発ÍÕg

ELCB

外部操作ĸŜĲŔä外観Ĉ図 2 á示Ïg

共通

外部付属装置
取付接続部品

図

取付接続部品

外部操作ハンドルの外観

端子カバー

裏面形
アダプタ

挿入形
アダプタ

ブロック
端子

埋込形
アダプタ

外部操作ハンドル

平形
端子

ショート
タイプ

相間
バリア

鉄箱
ケース

機械的インタロック

ハンドル
ハンドル
N 形外部操作 V 形外部操作
ロックカバー ロック：Q1
ハンドル
ハンドル

高橋

ロング
タイプ

ハンドル
メカニカル
ハンドル
ロック：Q1
インタロック
（OFF ロック ロック：Q2
専用）

康弘

（a）N 形外部操作ハンドル

佐藤

佑高

（b）V 形外部操作ハンドル

石動

秀樹

低圧遮断器ä開発設計á従事g現

低圧遮断器ä開発設計á従事g現

低圧遮断器ä開発設計á従事g現

在h富士電機機器制御株式会社器

在h富士電機機器制御株式会社器

在h富士電機機器制御株式会社器

具事業本部開発企画本部開発部g

具事業本部開発企画本部開発部g

具事業本部開発企画本部開発部g

電気学会会員g

電気設備学会会員g
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（a） 国際標準îä対応

①

Â同一盤á取Ā付ÇÿĂÕ場合Ýø自在á扉Ĉ開Çā

一Úä製品Ý国内ĈåÎ÷欧州h中国Ĉ含öċ

ÉÞÂÝÃāg外部操作ĸŜĲŔä構造説明Ĉ図 3 á
示Ïg

ġċh北米地域Ý展開ÝÃāþ¼á CE ŇsĖŜę

③

}TÜV 認 証 ~
hCCC Ň s ĘhUL/cUL Listing Ň s

Ë寸法Ĉ統一Íh取付Ç互換性Ĉ確保ÍÕÉÞÝĺĶ

全規格Ĉ表示ÍÜºāg

特集

②

Ŕ設計h製作ä合理化Ĉ図ÙÕg

遮断器Þä組合ÑáþāċčĦŕsĠŐŜ機能h
盤ä扉Â開ºÜºā状態Ýä遮断器投入Ĉ禁止Ïā

（ 2） 端子ĔĹs

G-Twin ĿŕsĔ用端子ĔĹsåh顧客ä取付Ç性Ĉ考

čŜĨŖĬĘ機能àß EN 60204-1hIEC 60204-1h

2

既存品Þä取付Ç互換性

既存äαĭčŜĠœsģÞh扉ä穴明Çh取付Ç高

Ęä世界主要規格ä認定Ĉ取得Íh製品áÉĂÿä

NFPA 79}米国~ä工業用機械装置電気安全規格

慮ÍÕŘŜĨĬĪ取付ÇÂÝÃā構造ÞÍÕgËÿáh工

ä外部操作ĸŜĲŔá対Ïā要求事項áø準拠ÍÜ

具Ĉ使用ÍÜ取Ā付ÇāÉÞĈ義務ÛÇā IEC 規格ä安

ºāg

全要求á対応ÝÃāþ¼同梱ÍÕãÎÝ固定ÝÃā構造Þ

注

③

RoHS 指令á適合Íh環境負荷ä低減Ĉ図ÙÜº

ÍÕg

āg

250 AF ä端子ĔĹsåh 図 4 á示Ïþ¼á電線ä直接

（b） 安全性ä向上

①

接続úĿŖĬĘ端子á接続Ïā場合äĠŐsıĨčŀh圧

既存äαĭčŜĠœsģÞ意匠Ĉ合ąÑàÂ

着端子接続Ïā場合äŖŜęĨčŀÀþé平形端子接続

ÿh点検時ä短絡j地絡防止ä安全面Ĉ考慮Íh取

Ïā場合ä超ŖŜęĨčŀĈ準備ÍÕg125 AF ä端子Ĕ

付ÇľŕsŉåŋsŔĲ材料Ĉ使用Í絶縁強化Ĉ

Ĺsøh250 AF äøäÞ同等ä構造ÞÍÕg400 AF ä端

図ÙÕg

子ĔĹsáå図 5 á示Ïþ¼á平形Ĺsá圧着端子ôÕå

②

ĿĢĹsĈ接続Ïā場合ä幅広形ÞhĿŖĬĘ端子接続ô

保護構造}IEC 60529hJIS C 0920~
N 形ĸŜĲŔkIP20}防塵ĺĬĖŜ付 IP50~
g

Õå平形ĹsĈ取Ā外ÍÜĿĢĹsĈ直接接続Ïā場合ä

V 形ĸŜĲŔkIP54
g

幅狭形ÞĈ準備ÍÕgºÐĂø充電部保護構造ÞàÙÜº

（c） 使ºúÏËä向上

①

āg
（ 3） ĸŜĲŔŖĬĘ

ēľ位置ŖĬĘ機構
施錠板ĈŘŜĨĬĪ出Í入Ă方式áÏāÉÞÝ使º

ĸŜĲŔŖĬĘå IEC 60204-1機械ä電気装置ä要

úÏËĈ向上ËÑÕg具体的áåhēľ位置Ý施錠板

求Ĉ満ÕÏÕ÷hēľŖĬĘ専用Ĉ標準ÞÍÕg 図 6 á

Ĉ押Í込öÞ施錠板Â自動的á突出ÏāÉÞÝhŖĬ
Ę作業Ĉ容易áÍÕg施錠板Ĉ戻Ï場合å施錠板Ĉ押

図

250 AF 用端子カバー

Í込öÉÞÝ取Ù手ä中á格納h保持ËĂāg南京錠
}径φ 4 v 8h3 個~ú米国Ý使用ËĂÜºāĸĢŀ
}ĠğsģŖĬĘ~àß世界ä施錠装置ø取Ā付ÿĂ
āþ¼áÍÕg
②

扉開操作時äŖĬĘŕĹs自己保持機能
8

開位置Ý施錠板Ĉ押Í込öÉÞÝhŖĬĘŕĹsĈ

50

75

保持Ïā構造áÍÕgÉä機能áþĀ複数äĸŜĲŔ
105

（a）端子カバーショート
：ブロック端子仕様

注RoHSkEU}欧州連合~ä電気電子機器á含ôĂā特定有害物

（b）端子カバーロング
：圧着端子仕様

（c）端子カバー超ロング
：平形端子仕様

質ä使用制限

図

外部操作ハンドルの構造説明図

図

施錠板

400 AF 用端子カバー

幅広形（ロングタイプ）

幅狭形（ショートタイプ）

取っ手

110

取付フレーム
（モールド）

（a）施錠板ワンタッチ引出し（突出状態）

（ 50 ）

ロックレバー
保持

（b）開位置での自己保持状態

64
172

140
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グローバルツインブレーカ「G-Twin シリーズ」の商品拡充と機能を高める付属装置

オフロック専用ハンドルロック Q1 の外観

表

内装付属装置の品種の数（既存のαツインとの比較）

（125 〜 250 AF）

αツイン

AF
100/125

8

225/250

8

G-Twin
8

400

6

26

ハンドルロック Q1

特集

図

内装付属装置の種類（125 〜 250 AF）

取付け

2

内部付属装置のバリエーション（125 〜 250 AF）
電圧引はずし装置
MCCB，
ELCB を
遠 方 から
電気的に
トリップさ
せる装置

南京錠の
取付け状態

補助スイッチ
MCCB，
ELCB の
ON・OFF
状態を電気
的に表示す
るスイッチ

不足電圧引はずし装置
回路電圧が
規定値以下
に 低 下した
場 合，自 動
的に MCCB
・ELCB をト
リップ さ せ
る装置

漏電動作出力スイッチ
ELCB の
漏 電によ
るトリップ
を外部出
力

警報スイッチ
MCCB，
ELCB の
トリップ
状態を電
気的に表
示するス
イッチ

MCCB

図

ELCB

ハンドルロック Q2 の外観（250 AF）

ハンドルロック Q2

リード線端子台
内部付属装置
との結線用端
子

図 8 á 125 AF Þ 250 AF 共用ä内部付属装置Ĉ示Ïg

内部付属装置ä特長Ĉ以下áôÞ÷āg
（a） 同一構造Ý新 JIShIEChGBhUL ä規格認証Ĉ取

得ÍÕg
示ÏĖŌĬŀ式ĸŜĲŔŖĬĘ Q1 åēľŖĬĘ専用品Ýh
海外仕様ä機械装置á適用ÝÃāþ¼áÍÕgôÕhŀ

（b） 誤取付Ç防止構造áþā顧客取付Ç性ä向上Ĉ図Ù

Õg

ŕsı式ĸŜĲŔŖĬĘ Q2 ä既存品åĿŕsĔ自体Ĉ専

（c） 125 AF Þ 250 AF ä共用化áþĀ品種Ĉ半減ÍÕg

用品ÞÍÜ手配Ïā必要Â¸ÙÕÂh図 7 á示Ï G-Twin

（d） ELCB ä電圧/不足電圧引Ã外Í装置Ĉ本体内部á

ĿŕsĔ用ä Q2 å標準品本体á顧客Â取Ā付ÇāÉÞÂ
ÝÃā構造ÞÍÕg

取Ā付ÇÿĂāþ¼áÍÕg
（e） 400 AF å個別ŏĴĬı化áþĀ品種Ĉ大幅á削減

ÍÕg
.

内部付属装置

G-Twin

ĿŕsĔ ä内部付属装置å本体Þ同様áh新

JIShIEChGBhUL ä認証Ĉ取得Íh一ÚÝ¸ÿüā地
域á適用ÝÃāþ¼áÍÕg

（ f ） 外部取付Ç構造ÖÙÕ ELCB 用漏電動作出力ĢčĬ

ĪĈ内蔵ĔĤĬı化ÍÕg
（g） 内部付属装置ø EU 環境規制Ý¸ā RoHS 指令á適

合ËÑÕg

内部付属装置å既存品þĀh仕様変更àßáľŕĖĠĿ
Ŕá対応ÝÃāþ¼á顧客取付ÇÂÝÃāĔĤĬı方式Ĉ

「G-Twin ブレーカ」の派生機種

採用ÍÜºāgG-Twin ĿŕsĔ ÝåËÿá誤取付Ç防
止構造Ĉ採用Í顧客取付Ç性Ĉ向上ÏāÞÞøáh表１á
示Ïþ¼áľŕsŉ間ä共用化áþā品種ä削減Ĉ行ÙÕg

国内特有ä用途ø考慮ÍÕ表 2 á示Ï派生機種ĈŒčŜ
ċĬŀÍÕg代表例ÞÍÜ単 3 中性線欠相保護機能付h漏

（ 51 ）

富士時報

表

グローバルツインブレーカ「G-Twin シリーズ」の商品拡充と機能を高める付属装置

6OL .O 

G-Twinブレーカの派生機種一覧
電動機保護用

単3中性線欠相保護
機能付

瞬時遮断式

変圧器一次側用

ノンオートスイッチ

漏電警報付

○

○

○

○

○

○

○

○

−

−

−

−

瞬時引き外し特性のみ
を持ったMCCB電磁開
閉器と組み合わせて電
動機回路にあるいは単
独で半導体回路に使用

一般特性のブレーカに
比べて，瞬時引き外し
電流値を高く設定した
もので，変圧器の定格
電流に対して，直近上
位のものが選定可能

標準のMCCBから過電
流引き外し素子を除い
た遮断器開閉器として
使用

MCCBの機能と漏電保
護リレーの機能を兼ね
備えたコンパクトな遮
断器

MCCB
ELCB

特集

概

要

電動機の過負荷保護と
電線の過電流保護を兼
ねたMCCB/ELCB

単相3線回路の中性線
欠相保護機能を持つ
MCCB/ELCB

2

図

負荷が不平衡なときの電流の流れ（3P3E の必要性）

45 A

既存品と G-Twin の漏電警報付ブレーカ外観

図

20 A

L1
商
用
電
源
側

55 A

負荷

65 A
太陽光発電
インバータ

N
負荷

10 A

L2
10 A

図

太
陽
電
池
側

20 A
（200 V）

20 A

単 3 中性線欠相保護付漏電遮断器外観

（a）G-Twin

図

（b）既存品

漏電遮断器の内部結線図
過負荷短絡保護素子

ZCT

5

6

電
源 3
側

4

1

2

負
荷
側

メガテスト切替スイッチ

トリップ
コイル

漏電検出
回路

メガテスト
切替スイッチ

3P3E äĿŕsĔÂ必要áàāg
Éäþ¼à背景Áÿ G-Twin Ġœsģä単 3 中性線欠
相保護機能付ĿŕsĔåh中性相áø過電流引Ã外Í素
子Ĉ持ÙÕ 3P3E 品ÝÁÚ逆接続可能à構造ÞÍh標準Ý
太陽光発電ĠĢįŉá適用ÝÃāþ¼áÍÕgôÕh図
電警報付hķŜēsıĢčĬĪáÚºÜ紹介Ïāg

á示Ïþ¼áŊĕįĢı切替ĢčĬĪĈ標準Ý備¾ÜÀĀh
既存品ÝåÝÃàÁÙÕĿŕsĔä耐圧試験úŊĕįĢı

.

単 3 中性線欠相保護機能付ブレーカ

Ĉ負荷側ä配線Ĉ外ËÐáÝÃāþ¼áÍÕg

単 3 中性線欠相保護機能付ĿŕsĔå単相 3 線回路専用
Ýh中性線欠相保護機能Ĉ持ÙÕ MCCB/ELCB Ý¸āg
近年h単 3 中性線欠相保護機能付ĿŕsĔä太陽光発電

.

漏電警報付ブレーカ

漏電警報付ĿŕsĔå MCCB ä機能Þ漏電保護œŕs

ĠĢįŉîä適用Â増加ÍÜºāg太陽光発電ĠĢįŉ

ä機能Ĉ兼ã備¾ÕĜŜĺĘıà遮断器Ý¸āÂh 図

Ýå太陽電池側Áÿ商用電源側î逆送電Ïā逆潮流Ýø使

á示Ïþ¼á既存品åĿŕsĔä側面á漏電警報ŏĴĬı

用ÝÃāþ¼á逆接続可能à遮断器Ĉ選定Ïā必要Â¸

Ĉ追加Ïā構造ÞÍÜºÕgG-Twin ĠœsģÝå漏電検

āgôÕh負荷Â不平衡ä場合h図 9 á示Ïþ¼á商用電

出ŏĴĬı部Ĉ小型化Í内蔵ÏāÉÞÝ標準品Þ同Î外形

源側ä中性線}N~á過電流Â流Ăā可能性Â¸āÕ÷日

ÞÍÕgôÕh安全性Ĉ考慮Í電源喪失後ø漏電ä履歴Â

本電気協会ä分散型電源系統連系技術指針á対応ÍÕ

残āþ¼á標準品å漏電表示Ĉ LED 表示Áÿ機械式ÞÍ

（ 52 ）
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Í素子Ĉ除ºÕ構造Ý開閉器ÞÍÜ使用ËĂāgG-Twin

ノンオートスイッチ外観

ĠœsģÝå海外Ý断路用開閉器ÞÍÜ使用ÝÃāþ¼á
IEC 60947-3 á準拠ÍÕ製品á仕上ÈÕg図

á G-Twin

ĠœsģÞ既存品ä外観比較Ĉ示ÏgG-Twin ĠœsģÝ
å本体áåıœĬŀŅĨŜĈ付Çh標準ĿŕsĔÞ同Î内
部付属装置Ĉ使用ÝÃāþ¼áÍÕg

特集

あとがき

2

トリップボタン

G-Twin ĿŕsĔä付属装置Þ派生機種áÚºÜ紹
介ÍÕg今後h国内ä電気設備Ĉ含÷Ü装置設計j生産ä
効率化åø×ăĉäÉÞ安全性Ĉ考慮ÏāÉÞÂôÏôÏ

（a）G-Twin

（b）既存品

重要ÞàÙÜºāgG-Twin ĿŕsĔåÉ¼ÍÕĴsģĈ
先取ĀÍÕ顧客各位ä多様à要求á応¾ÿĂāøäÝ¸āg
今後Þø顧客各位äÊ意見Ĉ仰Äh市場Ĵsģá合致ÍÕ

Õg

付属装置ú派生機種ä拡充Ĉ進÷hG-Twin ĿŕsĔäþ

ËÿáhG-TwinELCB ä新機能ø取Ā込ĉÖg具体的

ĀºÙÓ¼ä充実Ĉ図ÙÜºÅ所存Ý¸āg

áåhG-TwinELCB å改訂 IEC á対応Íh三相回路áÀ
ºÜ一相Â欠相ÍÕ場合Ýø地絡動作Ïā性能要求Ĉ満Õ

参考文献

ÏÕ÷h漏電検出部ä電源供給Ĉ従来ä二相式Áÿ三相式

（ 1） 朝 日 信 夫 ñ Ái 新 Í º 小 型 配 線 用 遮 断 器j 漏 電 遮 断

á示ÏgôÕhŊĕįĢı切替

i 富 士 時 報ivol.74, no.11, 2001,
器 α-TWIN Ġ œ s ģ 

î変更ÍÕg回路図Ĉ図

ĢčĬĪä搭載áþĀh点検時ä耐電圧試験Ý ELCB ä
配線Ĉ外Ï必要ÂàºÕ÷h作業性Â大幅á向上ÍÕg

p.604-610.
（ 2） 久 保 山 勝 典h 小 塙 明 比 古i 新 ę Ŗ s Ĺ Ŕ MCCB/ELCB

G-TwinĠœsģi富士時報ivol.79, no.2, 2006, p.160-166.

.

ノンオートスイッチ

ķŜēsıĢčĬĪå標準ä MCCB Áÿ過電流引Ã外
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コマンドスイッチの最新機器と技術
清水

源広}ÍõÐeøÞèă~

町田

謹斎}ô×ÖeäĀþÍ~

小笠原

稔}ÀÂËąÿeõäā~

特集
Ôă¾Ý¸āg特áh操作ĢčĬĪå非常停止用押ÍŅĨ

まえがき

2

ŜĢčĬĪäþ¼à高機能品ø含÷h多Åä顧客ä操作形
各種機械j装置á使用ËĂā操作用ĢčĬĪj表示灯

状á対ÏāĴsģá応¾Üºāg

ä役割åh人Þ機械ä間ä情報ĜňŎĴĚsĠŐŜĈ迅速

図 1 á新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪĠœsģä代表機種

ÁÚ正確á行¼ÉÞÝ¸āg富士電機å各種操作用ĢčĬ

äĺĶŔ側面ä上Áÿ順áhAH165
ä外観Ĉ示Ïg図 1（a）

Īj表示灯ĈĜŇŜĲĢčĬĪÞº¼商品名Ý販売Íh

ĠœsģhAR16 ĠœsģhAF16 Ġœsģä取付Ç状態

好評Ĉ得ÜºāgĜŇŜĲĢčĬĪä取付Ç穴åφ8 v 30

ä比較Ĉ示Ïg制御盤内ä省配線ĢŃsĢ要求á対応Ï

ä範囲Ĉ標準ÞÍÜºāÂhàÁÝø取付Ç穴φ16 ä需

āÕ÷á開発ÍÕAR16 Ġœsģ
}呼称k
minico}ň

要比率åh制御盤j操作盤ä小型化h手元操作盤}ŃŜĩ

ĴĜ~Ġœsģ
~åh接点部一体構造ÞÏāÉÞáþĀh

Ŝı~ä普及áþĀh近年顕著à増加傾向Ĉ示ÍÜºāg

既存äAH165 Ġœsģá対ÍÜ大幅à奥行Ã寸法ä

本稿Ýå新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪĈ中心ÞÍÕ新商

小型化Ĉ図āÉÞÂÝÃÕgôÕh
AF16 Ġœsģå
操作ĺĶŔ表面äİğčŜ性ä向上Ĉ重視ÏāĴsģáø

品ä特徴Þ取Ā組ĉÖ技術Ĉ紹介Ïāg

á AR16 ĠœsģÞ AF16 Ġœsģ
対応ÍÜºāg図 1（b）
äĺĶŔ表面Áÿ見Õ外観Ĉ示Ïg

新型φ16 コマンドスイッチの仕様と特徴

新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪåhĢčĬĪä種類ÞÍÜ
製品Ġœsģåh 表 １ á示Ïþ¼á取付Ç穴φ8 v 30

照光押ÍŅĨŜĢčĬĪj押ÍŅĨŜĢčĬĪjĭŇňĤ

á対応ÍÜºāg機能Áÿ操作ĢčĬĪ}頭文字Â A~

ŕĘĨĢčĬĪjĖsĤŕĘĨĢčĬĪj表示灯Ĉ選ì

Þ表示灯}頭文字Â D~á分類ËĂhËÿá取付Ç形状Ý

ÉÞÂÝÃāgôÕh外観形状}丸形j正角形j長角形~
h

丸穴Ĩčŀ}R~ÞĺĶŔ表面取付Ç}F~àß多彩à品

ĢčĬĪä動作方式}ŋŊŜĨœ動作jēŔĨĶčı動作

表

点数}1 cj2 c~àßĈ組õ合ąÑāÉÞÂÝÃāg 表 2

àß~
hŅĨŜä色}緑j赤j橙j黄j青j乳白j黒~
h接
コマンドスイッチの種類

呼 称
サイズ

形

á主à定格j性能j仕様Ĉ示Ïg

式

取付け穴

備
現

行

新

φ30

φ30.5

AR30形
DR30形

φ22

φ22.3

AR22形
DR22形
AM22形
DM22形

φ16.2
φ16

AR16形
DR16形

−

AF16形
DF16形

24.2×19.2

−

−

−

É ä ñ Áh 前 締 ÷ 型AM22 Ġ œ s ģ  ä 取 付 Ç 穴
φ22 ä非常停止ĢčĬĪÝåŊĔĴĔŔ表示機構付Ãä

新型φ16 コマンドスイッチシリーズ

配電盤，
工作機械，
産業機械
など

長角形状薄型
正角形状薄型
丸形状薄型

φ12

φ12.1

AH125形
AH124形

φ10

φ10.1

AH10形

−

φ8

φ8.1

AH08形

−

（ 54 ）

途

図

φ19.2

清水

用

型

AH165形
AH164形

19.2

考

源広

−

測定器な
どの小型
機器

（a）パネル側面

町田

謹斎

（b）パネル表面

小笠原

稔

制御機器ä開発j設計á従事g現

制御機器j制御œŕsä開発j設

制御機器ä開発試験á従事g現在h

在h富士電機機器制御株式会社開

計á従事g現在h富士電機機器制

富士電機機器制御株式会社開発企

発企画本部吹上地区開発部ŇĶs

御株式会社開発企画本部吹上地区

画本部技術部開発試験ęŔsŀ課

ġŌsg

開発部ęŔsŀŇĶsġŌsg

長補佐g
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AM22VME 形Ĉ開発ÍhĹœđsĠŐŜä拡大Ĉ図ÙÕg
~
h
通常ä状態Ýå 3 Á所ä緑色ä部分Â見¾āÂ}図 2（a）

.

高輝度 LED

非常停止ĢčĬĪ操作時áå 3 Á所ä緑色Ĉ赤色á変化Ë

照光押ÍŅĨŜĢčĬĪÞ表示灯ä光源ÞÍÜ高輝度

~
h視認性Ĉ高÷Õ機械式動作表示Ĉ特徴ÞÍ
Ñ}図 2（b）

LED Ĉ新規á開発ÍÕgAR16 ĠœsģÞ AF16 Ġœs

Üºāg

ģåh既存ä AH165 ĠœsģÞ比較ÍÜ約 25 % 消費電力

次áh新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪä特徴ä詳細áÚº

Ĉ低減ËÑàÂÿh明āË}輝度~Ĉ約 30 % 高÷視認性
Ĉ向上ËÑÕg表 3 á新型ä高輝度 LED Þ既存ä AH165
Ġœsģá内蔵ËĂÜºā LED}AHX695~Þä仕様比

.

接点部一体構造による奥行き寸法の縮小化

較Ĉ示Ïg

2

ĺĶŔÁÿ接点端子jŒŜŀ端子先端ôÝä奥行Ã寸
.

法Ĉ既存ä AH165 ĠœsģÝå 42.5 mm Ý¸ÙÕøäá

IP65 耐油保護構造

工作機械àß機械油Ĉ使用Ïā環境下ÝäĢčĬĪä使

対ÍÜ新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪä AR16 ĠœsģÝåh
押ÍŅĨŜĢčĬĪjĤŕĘĨĢčĬĪj表示灯äÏï

用áø対応ÝÃāþ¼h内部構造ä気密性Ĉ高÷h保護構

Üä製品áÀºÜh28.4 mm á縮小化ÍÕgÉä縮小化åh

造 IP65 á適合ËÑÕgÉĂĈ実現ÏāÕ÷áh押ÍŅĨ

接点部Ĉ一体構造化ÏāÉÞáþÙÜh操作部Þ連動Ïā

ŜĢčĬĪÝåĢıŖsĘ 3 mm Ĉ確保ÏāĺĬĖŜ構造

接点操作部品äöÖàĢıŖsĘĈ削除ÏāÉÞáþÙÜ

ÞÓä固定形状hĤŕĘĨĢčĬĪÝå捻回}ãĉÁº~

実現ÍÕg

動作á対ÍÜ耐久性Â¸āĺĬĖŜ構造Ĉ開発ÍÕg

表
図

新型シリーズと既存シリーズのLED比較

メカニカル表示機構付非常停止スイッチ
新型品

既存品

DR6L695-EG

AHX695-24G

照光押しボタ
ンスイッチ

AR16F0Nなど
AF16F0Nなど

AH165-TLなど

表示灯

DR16F0Nなど
DF16F0Nなど

AH165-ZTなど

AC/DC6，12，24 V

DC5，6，12，24 V

0.28 W

0.37 W

1,800 cd/m2

1,340 cd/m2

緑，赤，橙
黄，青，乳白

緑，赤，橙
黄，青，乳白

仕様項目
LED形式
（24 V定格品・緑色）

搭載する
本体形式

定格電圧
消費電力（DC24 V品）
カラーキャップ表面の
輝度ピーク値（緑）
（a）通常の状態

表

（b）スイッチ操作時

LED色の種類

新型φ16コマンドスイッチの主な定格・性能・仕様
項

目

セレクタスイッチ

（照光）押しボタンスイッチ

定格絶縁電圧

表示灯

AC/DC250 V
機械的

耐久性
電気的

モメンタリ品：100万回以上
オルタネイト品：25万回以上
AC220 V

手動復帰品：25万回以上
自動復帰品：25万回以上

0.7 Aにて：10万回以上

充電部対アース間

AC2,000 V

−
−
−

1,200回/時（使用率40％）

開閉頻度

1分間

耐電圧
対異極充電部間

AC2,000 V

1分間

−

100 MΩ以上（DC500 Vメガーにて）

絶縁抵抗
耐振動

共振試験：複振幅0.1 mm，周波数10〜55 Hz
定振動耐久試験：複振幅3 mm，周波数16.7 Hz

耐衝撃

誤動作：100 m/s2
耐久性：500 m/s2
−10〜＋55 ℃

使用周囲温度

ただし，氷結・結露なきこと

IP65防油型（耐じん型，防噴流型）

保護構造

特集

Ü述ïāg

AR16シリーズ

28.4 mm

AF16シリーズ

35.9 mm

奥行き寸法
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コマンドスイッチの最新機器と技術

φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪäþ¼à小型ĢčĬĪä分野Ý
.

国際化の対応

åh最小適用負荷 5 V 1 mA ä高接触信頼性Ĉ実現ÏāÉ

IEC 規格Þ米国jĔĳĩ対応ä C-UL 規格認証Ĉ新型
φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪä AR16 ĠœsģÞ AF16 Ġœs

造Ĉ追及ÍÕg接点Íû¼動量Ĉ大ÃÅÞāÉÞáþÙÜh

ģä標準品Ý取得ÍÕgËÿáh近年市場成長Â著Íº中

接点表面á生成Ïā酸化皮膜j硫化皮膜Ĉ破壊ÍÜh接触

国î展開ÏāÕ÷áhGB}中国~規格認証Ĉ同一ä標準

抵抗Ĉ安定化ÏāÉÞÂÝÃāg同Î高接触信頼性Ĉ持Ù

品Ý取得ÍÕg

Õœŕsåh板æãä弾性Ĉ使用ÍÜ接点接触後ä当Õ
Ā角度Ĉ変化ËÑh一般á 5 m 以上ä接点Íû¼動量Ĉ

.

ソケットの品ぞろえ

持ÙÜºāg本構造Ýå可動接点Â剛体äÕ÷hÓä支点

AR16 ĠœsģÞ AF16 Ġœsģäß×ÿáø使用ÝÃ

部Ĉ支¾āĜŋŜ端子Ĉ弾性体á設計ÍÜ接点Íû¼動量

āĦĚĬıÞŀŖįĘĨĈċĘĤĞœsÞÍÜ開発Íh顧

åĢĽĬĭ形ä接点先端Â接触開始Áÿ接
Ĉ得Õg図 4（c）

客ä取扱ºÞ配線作業ä容易化Ĉ図ÙÕg

触終了ôÝá水平方向á移動Ïā量äĠňŎŕsĠŐŜä
例ÞhÓä例áÀÇā接触開始Áÿ 10 msec 後ôÝäÍû

新型φ16 コマンドスイッチの開発

¼動量ä推移ęŒľĈ示Ïg
図 5 åĢĳĬŀċĘĠŐŜ動作Ĉ示Ï可動接点äÍû¼

.

シミュレーション技術を適用した接点部の開発

ĜŇŜĲĢčĬĪä奥行Ã寸法Ĉ縮小化ÏāÕ÷h小型

動量Ĉ高速度ĔŊŒÝ観察ÍÕ図Ý¸Āh実機áÀºÜ可
動接点ÂÍû¼動ÍÜºāÉÞĈ見極÷Õg図右上äŕ

ĢĳĬŀċĘĠŐŜ構造ä 1 c 接点部á対ÍÜh下記 3 点

Ĺså垂直方向á操作ËĂh図 3 ä操作ĢıŖsĘá対応

Ĉ技術課題ÞÍÜ開発ÍÕg

Ïāg図 5 åÉäŕĹsä操作áþÙÜh押Í操作ä荷重

（ 1） 操作感覚Â十分á得ÿĂāĢĳĬŀċĘĠŐŜ構造

押ÍŅĨŜĢčĬĪäĔŒsĖŌĬŀĈ操作ÍÕ時ä荷
重変化Ĉ図 3 á示ÏgĢĳĬŀċĘĠŐŜáþÙÜh押Í

変化点Ĉ経āÞÃá可動接点ÂĢĳĬŀċĘĠŐŜĈ行ºh
b 接点ä初期接触状態Áÿ a 接点ä接触位置á反転Ïā一
連ä過程Ĉ示Ïg

操作Þ戻Í操作ÓĂÔĂá荷重変化点Â¸Āh操作者åÉ

ôÕhĢĳĬŀċĘĠŐŜ機構ä重要部品Ý¸ā引張Ģ

ä変化Ĉ実感ÏāÉÞáþÙÜ操作感覚Ĉ得āgÉä操作

ŀœŜęåh単純à伸縮動作á加¾Ü可動接点ä反転動作

感覚åh最適à操作性Þ誤操作ä防止äÕ÷á重要à特性

á連動ÍÜÓä向ÃÂ変化ÏāÂhÉä挙動観察áþÙÜh

ä一ÚÝ¸āg

ĜčŔ部分ä衝突àßä支障ÂàºÉÞø見極÷Õg

新接点部åh外形Â 4.4}W~×12.8}D~×16.6}H~
}mm~
Þ非常á小型Ý¸āÕ÷h3D-CAD áþā詳細検討Ý機

.

シミュレーション技術を適用した照光構造の開発

操作者ÂĔŒsĖŌĬŀ内部á印字ÍÕ{起動|
{停止|

構ĢŃsĢĈ確保ÍÕ}図 4（a）
~
g
（ 2） 操作回数 100 万回以上ä耐久性

àßä文字Âh照光áþĀ鮮明á見¾āÉÞø新型φ16

図 4（a）
á示Ïþ¼áh接点ä接触圧力Ĉ確保ÏāÕ÷á

ĜŇŜĲĢčĬĪä開発課題ä一ÚÝ¸āgÉä実現äÕ

引張ĢŀœŜęĈ使用ÍÜºāgÉä引張ĢŀœŜęåh
構成部品Ý¸āŕĹsÞ可動接点á設ÇÕľĬĘ部á取Ā

図

スナップアクション構造の設計検討

付ÇÿĂhĢĳĬŀċĘĠŐŜá応ÎÜ伸縮ÏāgĢčĬ
可動接点

Īä仕様Ý¸ā機械的耐久性 100 万回以上Ĉ満足ÏāÕ
÷áh3D-CAD ä構造設計Þ連動ÍÜŕĹsÞ可動接点

レバー

á可動接点
äľĬĘ部ä応力解析検討Ĉ実施ÍÕg図 4（b）
ľĬĘ部ä応力低減Ĉ検討ÍÕĜŜĨs図ä例Ĉ示Ïg
（ 3） 高接触信頼性ä実現

しゅう動量

押しボタンスイッチ（モメンタリ）の操作荷重変化
（a）3D-CAD による構造検討

4
→

荷重変化点

押し操作

押し end 位置

3

接触後の経過時間（ms）

図

操作荷重（N）

特集
2

ÞÂ重要課題Ý¸āÕ÷h接点äÍû¼動量Ĉ確保Ïā構

2
荷重変化点

戻し操作

←

1

復帰位置

0

0

（ 56 ）

1
2
操作ストローク（mm）

3

0

5

10

0

5

10

15

接触後のしゅう動量（

（b）使用部品の強度検討

20

m）

（c）機構解析の一例（接点の挙動）
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コマンドスイッチの最新機器と技術

スナップアクション構造の挙動観察

b 接点接触状態

可動接点

図

光シミュレーションでの照度解析

レバー

基準位置

特集

（a）コンター図

2

スナップアクション途上

基準位置に
対する操作量

（b）水平ライン分析

a 接点接触状態

図

輝度計での測定例（緑色のカラーキャップ）

基準位置に
対する操作量

÷áhĺĶŔ表面äĔŒsĖŌĬŀĈ正面Áÿ見Üh光
öÿäàº照光状態Ĉ得āÉÞÂ開発äņčŜıÝ¸Ù

（a）新型φ16 コマンドスイッチ

（b）既存 AH165 シリーズ

Õg特áh今回開発ÍÕ高輝度 LED Â発Ïā光Ĉ受ÇÕ
ĔŒsĖŌĬŀáÀºÜh光Â中心部Áÿ端部ôÝ滑ÿÁ
á拡散Ïāþ¼áh光ä伝達部品Ý¸āœľŕĘĨÞ拡散
板ä形状Ĉ追求ÍÕg
（ 1） ĠňŎŕsĠŐŜáþāœľŕĘĨÞ拡散板ä設計

äĔŒsĖŌĬŀ表面ä輝度Ĉ測定ÍÕgÓä結果h既存
品 AH165 Ġœsģá対ÍÜ輝度ĽsĘ値 110 v 130 % ä
高輝度化Ĉ達成ÍÕg 図 7 á新型ĜŇŜĲĢčĬĪÞ既

照光状態ä数値化á取Ā組ĉÖg光ĠňŎŕsĠŐŜ

存 AH165 ĠœsģÓĂÔĂäĔŒsĖŌĬŀ}緑~Ĉ正

áþÙÜhœľŕĘĨÞ拡散板ä複数案ä形状áÚºÜ解

面Áÿ見Õ輝度測定結果Ĉ示ÏgôÕhĠňŎŕsĠŐŜ

析ÍÕg解析ÍÕ例Ĉ図 6 á示Ïg図å LED Â発Ïā光

Þ同様áhĔŒsĖŌĬŀä中心Ĉ通ā水平方向Þ直角方

ĈĔŒsĖŌĬŀä正面Áÿ見Õ照度äĜŜĨs図ÞhĔ

向äŒčŜá沿ÙÕ輝度線図ĈęŒľ化ÍÕgÉĂÿáþ

ŒsĖŌĬŀä中心Ĉ通ā水平方向äŒčŜá沿ÙÕ線図

ĀhĠňŎŕsĠŐŜÝ見極÷Õ照光状態ÞhœľŕĘĨ

Ý表ÍÜºāgÉä結果ÁÿhœľŕĘĨÞ拡散板ä組合

Þ拡散板ä形状ä妥当性Ĉ検証ÍÕgôÕh消費電力ø既

Ñä最適化Â不十分àÕ÷h次á示Ïþ¼à{光öÿ|Â

存 AH165 Ġœsģá対ÍÜ約 25 % ä低減Ĉ図Āh省đĶ

¸āÉÞÂąÁÙÕg

Ŕės化Ĉ達成ÍÕg

（a） 中心部Þ端部ä照度差Â大Ãºg
（b） 図水平軸ä−3 mm Þ＋3 mm 位置}内部ä LED ä

あとがき

外周á対応~Ý変化Â大Ãºg
œľŕĘĨÞ拡散板ä複数案ä形状Áÿh光öÿäàº

新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪáÀºÜh接点部Ĉ中心Þ

形状Ĉ選ĉÖgôÕh光Ĉ多数ä光線á分解ÍÜhÓäÀ

Ïā操作感覚ä実現hLED Ĉ中心ÞÏā視認性ä実現á

äÀää光線ä軌跡Ĉ解析Ïā光線追跡ä結果Þ合ąÑÜ

最新ä解析ĦľıďĐċj測定器Ĉ使用Íh小型j高輝

照光状態Ĉ数値化ÍÕgÉĂÿĈ実施ÍÕ¼¾Ýhœľŕ

度j省配線àßä特徴ĈøÙÕ新ĠœsģĈ開発ÍÕg今

ĘĨÞ拡散板ä形状Ĉ決定ÍÕg

後øĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨľĐsĢ機器ÞÍÜh操作

（ 2） 実測áþāœľŕĘĨÞ拡散板ä組合Ñä確認

開発品ä評価åh最新ä輝度計Ĉ使用ÍÜ 6 色ÓĂÔĂ

性j視認性àßä感性îä訴求性Ĉ追求Íh新ÍºĴsģ
á対応ÝÃā商品開発Ĉ進÷ÜºÅ所存Ý¸āg

（ 57 ）
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受配電保護・監視機器「F-MPC シリーズ」の
最新機器と技術
鹿野

俊介}ÍÁäeÍûĉÏÇ~

町田

悟志}ô×ÖeËÞÍ~

谷

敏明}ÕáeÞÍ¸Ã~

特集
2

受配電設備における電力監視機器「F-MPC シリーズ」の

図

まえがき

構成

受配電設備ä保守j管理äÕ÷h従来Áÿ各種保護継
電器ú指示計器Â用ºÿĂÜºāÂhÉĂÿ機器ä技術的
変遷ĈõāÞh誘導形}機械式~Áÿ静止形}ıŒŜġĢ
高圧受配電盤

ĨjċĳŖę回路方式~Ĉ経Üh現在h技術ä主流åİČ
ġĨŔ形}İČġĨŔjĦľıďĐċ演算方式~á完全á

ディジタル形多機能リレー
F-MPC50/60B

移行ÍÜºāg
Éä背景ÞÍÜhOA 機器ú情報ĶĬıŘsĘä急激à

Ｎｅｗ-Ａｕ
ｔ
ｏＶ
（ＣＴ一体ＶＣＢ）

普及á代表ËĂā高度情報化ú生産設備ä自動化j多機能
化ÍÜÀĀh万一ä電力供給ıŒĿŔå以前áø増ÍÜ深
刻àøäÞàÙÜºāgÓä基盤Þàā受配電設備機器á
低電圧

ÀºÜåh設備運転状態ä見¾ā化Ĉ狙ºÞÍÕ多機能化

１回路形電力
監視ユニット
（Ｆ-ＭＰＣ０４Ｓ）

áþĀhºÙÓ¼ä信頼性向上Â求÷ÿĂÜºāg
ôÕh電力đĶŔės使用面ø併ÑÜõāÞh最近Þ
低圧配電盤

õá身近à問題ÞàÙÜÃÕ地球温暖化問題ÝåhđĶŔ

低圧配電盤

ės使用量ä削減á向ÇhþĀºÙÓ¼äÃ÷細Áº使用
量ä記録j管理j効果ä確認áþā削減実行Â必要ÞàĀh

計測機能付FePSUブレーカ

受配電設備機器ä多機能化ÀþéĠĢįŉ対応àßä要求
集合形配電監視ユニット（Ｆ-ＭＰＣ０４）

ÂôÏôÏ高ôÙÜÃÜºāg
Éäþ¼à要求á応¾āÕ÷h富士電機åİČġĨŔ形

動力分電盤

多機能œŕsF-MPC ĠœsģĈ開発ÍÕg受配電設
備機器ä多機能複合化ú多回路集合ŏĴĬı化h高j低
圧遮断器Þä組合Ñ一体化àßh図 1 á示Ïþ¼á高圧Á
ÿ低圧ôÝä受配電設備機器äĠœsģ整備Ĉ行ÙÜÃÕg

多回路形電力監視ユニット (Ｆ-ＭＰＣ０４Ｐ）

F-MPC Ġœsģå時代äĴsģá対応Ïā機能Þ新技術
Ĉ取Ā込õh新規設備úœĴŎsċŔàßä設備更新時ä
適用áÀºÜh好評ĈºÕÖºÜºāg

現場機器Ĉ LAN á容易á接続Íh一元化管理Ĉ可能ÞÏ

一方hÉäþ¼à幅広º要求j用途j適用Ĉ踏ô¾Üh

āF-MPC Web ŏĴĬıĈ紹介Ïāg

必要十分à機能Ĉ盛Ā込ĉÖ商品åhÓä反面ÞÍÜ使º
勝手ä繁雑ËĈôãºÕĀh機能ä絞Ā込õä要求Ĉ受Ç

ディジタル形多機能リレーの機種拡充

āÉÞø¸āg本稿ÝåhÉĂÿĈ踏ô¾ÜhÓä適用分
野j用途á応ÎÕ機能ä絞Ā込õĈ行ºhÓĂá基ÛÅ最

「F-MPC50 系統連系ユニット」

.

適複合一体化Ĉ図ÙÕ系統連系ŏĴĬıh高低圧変圧器盤

地球温暖化問題Â深刻化Ïā中h国民的ŀŖġĐĘı

用ŏĴĬıhıŒŜĢ保護ŏĴĬıàßh最近äĠœsģ

ÞÍÜä{ĪsŉjŇčĳĢ 6 %|àßáþĀh省đĶŔ

整備機種Ĉ紹介ÏāgôÕĠĢįŉ化商品ÞÍÜhÉĂÿ

ės推進活動ä活発化ú電力ä自由化Â進÷ÿĂÜºāg

鹿野
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俊介

町田

悟志

谷

敏明

ċĳŖę回路hİġĨŔ回路ä設

đĶŔės監視機器ä開発á従事g

電力監視機器ä開発á従事g現在h

計á従事g現在h富士電機機器制

現在h富士電機機器制御株式会社

富士電機機器制御株式会社生産本

御株式会社生産本部器具事業部開

器具事業部器具生産ĤŜĨsĶĬ

部器具事業部器具生産ĤŜĨs

発部ŇĶsġŌsg

ıŘsĘ機器開発部主任g電気学

ĶĬıŘsĘ機器開発部g電子情

会会員g

報通信学会会員g
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ôÕđĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律
}省đĶ
法~ä改正áþĀ CO2 排出量ä削減目標ä設定Þ管理Â

}ıŒŜĢİŎsĞ~機能hÀþé監視ĠĢįŉ構築Ĉ可
能ÞÏā通信機能Ĉ備¾Üºāg
（ 2） 適用系統Þ必要à機能

義務化ËĂā範囲Â広ÂÙÕg
ÉĂÿĈ背景áh分散型電源Ĉ導入ÏāŏsğsÂ増加

逆潮流ÂàºÉÞĈ前提áÍÜh分散型電源Ĉ低圧側á

ÍÜºāg特áhđĶŔėsĈ大量á消費Ïā工場ú大規

接続Íh高圧側Ý系統連系Ĉ行¼場合ä系統構成Þh必要

模商業施設Ýåh風力発電h太陽光発電hGHP}ĕĢĻs

à保護機能Ĉ図 2 á示Ïg

電力自由化ä発展áþÙÜh常時電力系統Áÿä電力供
給Þ分散型電源ä同時利用Â可能ÞàÙÕÉÞøhÓä導

ŜİČĠŐĳĠĢįŉ~Ĉ持ÙÜÀĀhÉĂáþĀh発電
設備Ĉ接続Ïā低圧側Ý実施可能à保護機能}単独運転検
出h過電圧h過電流h不足電圧àß~Ĉ実現ÍÜºāg
（ 1）

系統連系規定 áþĂæh逆潮流àÍÝ PCS Ĉ利用

入Ĉ促進ÍÜºāg
Éäþ¼à分散型電源Ĉ電力会社Â供給Ïā電力Þ併存
利用Ïā{系統連系|Ĉ行¼際áåhJEA}社団法人日本

ÍÕ場合ä高圧側Ýä系統連系áåhÉĂá加¾Ü連系
点Ýä保護機能ÞÍÜh逆電力œŕsh地絡過電圧œŕsh

（ 1）

電気協会~ä系統連系規定á定÷ÿĂÕ保護機能Ĉ具

不足電圧œŕsÂ必要ÞàāgôÕ発電設備Ýåh需用家

備ÏāÉÞÂ不可欠Ý¸āgÉĂÿä分散電源Ĉ用ºÕ高

側ä負荷Â小ËÅ明ÿÁá発電量超過áàāþ¼à場合á

圧受電Ýä系統連系áÀºÜh逆潮流ÂàºÉÞ}売電å

åh発電Ĉ行ąàº処置úh受電点Ýä負荷ä電力計測Â

Íàº~Ĉ前提ÞÍÕ系統連系保護ĠĢįŉá必要à保護

必要Ý¸āg

機能Þh分散電源ä制御á必要à計測機能ÞĈ兼ã備¾Õ
系統連系ŏĴĬıĈ F-MPC50 Ġœsģá加¾Õg
（ 1）

F-MPC50

系統連系ŏĴĬıä仕様

F-MPC50 系統連系ŏĴĬıä仕様Ĉ表１á示Ïg

Éäþ¼à分散型電源Ĉ提供ÏāŊsĔsÝåhPCS
á保護œŕsúıŒŜĢİŎsĞàßä個別機器Ĉ追加Íh
系統連系分散型電源ĠĢįŉĈ構築Ïā必要Â¸ÙÕg今
回開発ÍÕ F-MPC50 系統連系ŏĴĬıåhÉĂÿä機能

İČġĨŔ形多機能œŕsä特徴Ĉ生ÁÍh複数ä保

Ĉ一ÚäŏĴĬıÝ実現ÝÃāÕ÷hĠĢįŉä簡素化h

護œŕs要素h各種計測機能h計測電力値äċĳŖę出力

設置収納ŅĬĘĢä大幅à小型化Â可能ÞàĀhĠĢįŉ
äısĨŔĜĢıĩďŜÂ実現ÝÃāg

表

F-MPC50系統連系ユニットの仕様
項

目

制御電源電圧
周波数

様

ZPD
方式

ZPD：組合せ機器指定

ZPD-2（富士電機製）

保護要素

逆電力（RPR），不足電力（UPR），地絡過電圧
（OVGR），デマンド電力

計測機能

実効値（電圧，電流，零相電圧），周波数，有効電
力，無効電力，力率，デマンド（電流、有効電力），
有効電力量，無効電力量

トランスデューサ

有効電力出力2点，出力パターンを以下から選択可能
①4〜20 mA/0〜100%（100%＝953 W）
②2.4〜20 mA/−10〜＋100%
（100%＝953 W）
③4〜20 mA/0〜100%（100%＝833 W）

外形・質量

F-MPC Ġœsģáþā一体化置換¾ä例Ĉ図 3 á示Ïg
圧器Ýå高圧真空遮断器Â用ºÿĂhÓĂ以下ä小容量ä
変圧器ÝåĻŎsģ付Ã負荷開閉器Â一般的á用ºÿĂāg
計測器ÞÍÜåh電流計äõàÿÐh電力使用量ä実態把

制御電源AC170 Vからの停電にて2 s間は動作継続

通信機能

「F-MPC50 高低圧変圧器盤用ユニット」

従来機器áþā高低圧変圧器盤ä構成ĢĚŔıŜÞ
主回路開閉器部品ÞÍÜåh約 500 kVA 以上ä大容量変

AC5 A（相電流），AC110 V（線間電圧）

許容瞬停時間

パルス出力

.

DC100 V/110 V，AC110 V/220 V 共用
50/60 Hz（両用，整定選択）

電流（CT2次），
電圧（VT2次）
零相
電圧

仕

有効電力量，オープンコレクタ出力，出力パターンは
以下から選択可能
①10 nkWh/pulse（n＝−2〜＋4）
②2,000 pulse/kWh
③10,000 pulse/kWh
④12,000 pulse/kWh
規格：EIA RS-485
接続局数：最大32台（マスタ含む）
アドレス設定：01〜99
伝送速度：4,800/9,600/19,200
データ形式：スタートビット，
ストップビット＝1（固定），
データ長 7/8ビット
パリティ 無/偶数/奇数
プロトコル：F-MPC-Net

図

適用構成例（PCS 利用逆潮流なし）
高圧受電に必要なリレー
ＤＧＲ

ＺＣＴ
ＺＰＤ

Ｆ-ＭＰＣ５０系統連系ユニット

ＣＢ
ＯＣＲ

ＣＴ
ＶＴ

ＯＶＧＲ
ＲＰＲ
ＵＰＲ
有効電力

ＣＢ

ＰＣＳ

低電圧
ＶＴ

NC

装置保護，制御

ＣT

INV

ゲート
回路

出力
調整

低圧連系保護と単独運転検出
ＵＶＲ，
ＯＶＲ
ＵＦＲ，
ＯＦＲ

〈単独運転検出〉
受動的方式，
能動的方式

発電設備

165（W）×131
（D）
×192（H）
（mm），1.4 kg

（ 59 ）

特集

最近ä分散型電源Ýåh発電装置側á PCS}ĺŘsĜ

ıņŜŀ~
hŇčĘŖĕĢĨsļŜàßä分散型電源Ĉ用
ºÜh省đĶŔės化Ĉ推進ÍÜºāg
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高低圧変圧器盤の従来機器構成例と F-MPC シリーズによ

図

F-MPC60B トランス保護ユニットの概要

図

る置換え
高圧

T.C

比率差動継電器

LBS
VCB

VT

PF 付

従来機器と結線

特集

50/51

Wh

VT

3×CT（5 A）

従来機器と結線

W

PF

Y

A

Wh

W

A

Y

3×CT（5 A）

Wh パルス，A/TD

3×CT（5 A）

Y

2

ELR

A0

ELR

A0

８７RDｆ
低圧

（更新）

Ｆ-ＭＰＣ５０高低圧変圧器盤用ユニット

トランス保護ユニットの仕様

ELR：漏電リレー

項

仕

目

適用変圧器

目

組合せ機器
保

警

計

F-MPC50
VCB

定

格

F-MPC04S

2巻線変圧器，3巻線変圧器

50，51

○

低圧ELR

○（Iob）

比率差動
（87RDf）

○（Iob/Io）

OCアラーム

○

○

OCGアラーム

○（Iob）

○（Iob／Io）

電圧×3

○

○

電流，
デマンド電流
×3

○

○

漏えい電流，
デマンド
漏えい電流

○（Iob）

○（Iob／Io）

電力，電力量，
無効電力，力率

○

○

報

漏えい電流計測，
漏電リレー仕様値

50 Hzまたは60 Hz
5A
動作電流感度

護

測

周波数
CT2次定格電流

LBS

保

護

.

基準電流整定の30 ％以上

比率特性

30，40，50 ％（選択）

第2高調波抑制

第2高調波15，25 ％（選
択）以上で不動作

動作式
差動回路過電流
（87HOC）

様

DC100/200 V（DC80〜286 V），
AC100 V（AC85〜132 V）

制御電源

変圧器盤用F-MPCユニットの仕様
項

， Ａｄ

１回路形電力監視ユニット
（Ｆ-ＭＰＣ０４S）

表

表

， ８７HOC

（更新）

低圧

電流整定

I d ＞電流整定値
基準電流整定値の
2.0〜10.0倍（Step1.0）

「F-MPC60B トランス保護ユニット」

F-MPC60B ĠœsģáhıŒŜĢ保護用比率差動

計測範囲 0〜2,000 mA
漏電リレー，漏電プレアラーム
0〜2,000 mA可調整
漏えい電流デマンド履歴最大値記録機能付き

継電器Ĉ機種拡充ÍÕgF-MPC60B ĠœsģåhŊčŜ
œŕsÞľĐsŔĤsľœŕsä CPU Ĉ完全二重化ÍÕ
İČġĨŔ形多機能œŕsÝ¸āgF-MPC60B ıŒŜĢ
保護ŏĴĬıåh三相 2 巻線j3 巻線変圧器á保護対応可
能Ý¸Āh適用概要Ĉ図 4 áh仕様Ĉ表 3 á示Ïg変圧器
ä励磁突入電流áþā不要動作防止ÞÍÜ第 2 高調波抑制

握ú省đĶŔės管理ä観点Áÿh最近å電力量計ø一

機能Ĉ備¾ÜÀĀh高調波抑制Ĉ三相全回路電流á適合Ë

般的á設置ÍÜºāgôÕ変圧器二次側Ýåh低圧配電線

ÑāÉÞáþĀ不要動作ä防止á関ÍÜhþĀ一層ä信頼

ĚsĿŔä絶縁劣化監視ĈãÿºÞÍÜh漏電œŕsĈ変

性向上Ĉ実現ÍÜºāg

圧器二次側 B 種接地線ä漏¾º電流監視á用ºÜºāg
高圧真空遮断器Þ組õ合ąÑÜ F-MPC50 高低圧変圧器

「F-MPC Web ユニット」

盤用ŏĴĬıĈ用ºÕ場合h過負荷j過電流j低圧側漏電
œŕsÀþéŊsĨ機能Â一体化ËĂh機器数ú機器間配

現場設置機器Ý¸ā F-MPC Ġœsģä計測j監視İs

線ä大幅à削減Â可能Ý¸āgôÕ本器ä特徴Ý¸ā変圧

Ĩä一元管理Ĉ目的áh現場機器ÞĺĦĜŜĈľČsŔ

器二次側低圧接地線ä漏¾º電流監視å電流ŕłŔäõÝ

ĲĶĬıŘsĘÝ接続Íh監視İsĨĈĺĦĜŜá収集

àÅh上位監視装置Ýä継続的à電流ıŕŜĲáþĀ劣化

ÏāÉÞÂ行ąĂÜÃÕg従来Áÿ F-MPC Ġœsģåh

傾向Ĉ診断Ïā予防保全監視ø可能Ý¸āgàÀ LBS Ĉ

ľČsŔĲĶĬıŘsĘÞÍÜ耐ķčģ性Â高Åh配線ä

用ºÕ小容量変圧器側Ýø経済的á同様ä監視Ĉ実現ÝÃ

引Ã回ÍÂ容易à RS-485 čŜĨľĐsĢ上Ýh独自äŀ

āÕ÷h現場機器ÞÍÜF-MPC04SäĦľıďĐċ

ŖıĜŔáþĀİsĨĈ収集ÏāĺĦĜŜ用ĦľıďĐċ

ĈĹsġŐŜċĬŀÍĠœsģ商品ÞÍÜ整備ÍÕgÉĂ

ĺĬĚsġF-MPC-NetÝ計測j監視İsĨä収集j

ÿ機器ä機能概要Ĉ表 2 á示Ïg

管理Ĉ行ÙÜºāg

（ 60 ）
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F-MPC Web ユニットのシステム構成

図

表

電力監視Webの画面表示内容
画面概要

監視画面種類

電力量
日報

電力量
グラフ

トレンド
グラフ

1日，月間，年間電力量のグラフ表示

対

応

トレンド監視画面

2時間，4時間，1日間，5日間の電流・
電圧などのアナログ・トレンド・グラフ
を表示

対

応

力率監視画面

2時間，4時間，1日間，5日間の力率ア
ナログ・トレンド・グラフを表示

対

応

RS-485
通信

F-MPC
04S

F-MPC
50/60

計測値表示画面

各回路の計測値を一覧表で表示

対

応

時刻設定画面

F-MPC Webユニットの内部時計を設定

対

応

デマンド監視画面

2点までの電力量のデマンド監視が可能

−

F-MPC
04S

警報一覧画面

あらかじめ設定した警報しきい値を超過
すると警報表示（メール送信も可能）

−

FePSU

グループ電力量

あらかじめ分類したグループ，サブグ
ループの電力量の比較グラフを表示

−

F-MPC04

F-MPC04P

RS-485 Ý接続ËĂÕ F-MPC ĠœsģĈ自動的á認識
Íh個別äĠĢįŉ構成á見合ÙÕ Web ŃsġĈ最小限
ä操作Ý自動作成Ïā設定ŏsįČœįČĈ準備ÍÜºāg

一 方h 大 量 İ s Ĩ ä 収 集 á 適 Í Õ Ķ Ĭ ı Ř s Ę Þ Í

Éä設定ŏsįČœįČĈ使用ÍÜh詳細à設定Ĉ行¾æh

注

Ü LAN}Ethernet~Â普及ÍÜÀĀh電力監視İsĨĈ
LAN ÝĺĦĜŜá取Ā込öÞh容易Ý安価á大量äİs

İŇŜĲ監視ú警報監視ÂÝÃāg
（ 3） 日報j月報j年報äİsĨ蓄積機能

Ĩ監視ÂÝÃāgÓäÕ÷ F-MPC ĠœsģÂ標準装備Í

日報j月報j年報Ĉ内部Ŋŋœsá記録ÏāÉÞÂÝÃ

Üºā RS-485 Ĉ LAN á変換j接続ÍÜh電力監視ĠĢ

āg記録ÍÕ日報j月報j年報å Web ĿŒďğÝä閲覧h

įŉĈ容易á構築ÏāÕ÷ä F-MPC Web ŏĴĬıĈ開
発ÍÕg

CSV ľĊčŔ形式ÝäľĊčŔ転送ÂÝÃāg
（ 4） ĜŜĺĘıà形状

計測j監視İsĨĈĺĦĜŜÝ収集ÏāÕ÷áåhĺ

100}W~×56}D~×70}H~
}mm~Ý標準分電盤îä取付

ĦĜŜä 24 時間稼動Â必要Ý¸āgôÕh収集ÍÕ監視

ÇÞ DIN ŕsŔîä取付ÇÂÝÃh制御電源å AC100 v

İsĨĈ LAN á接続ÍÕ各ĺĦĜŜÝ閲覧ÏāÕ÷áåh

240 V á対応ÍÜºāg

ĞsĹ機能ø必要Ý¸āg監視点数ä多º大規模ĠĢįŉ

（ 5） 大規模ĠĢįŉîä拡張性

Ýåh24 時間稼動ÏāĞsĹĈ設置Íh大量İsĨĈ集

F-MPC Web ŏĴĬıä監視点数å 256 点以下Ý¸āg

中管理ÏāÕ÷äĠĢįŉ運用Â普及ÍÜºāgÍÁÍ点

256 点Ĉ超¾ā場合åhF-MPC Web ŏĴĬıĈ複数用ºh

数ä少àº中小規模ä電力監視ĠĢįŉÝåh新ÕáĞs

F-MPC-Net ĺĬĚsġĈ導入ÏāÉÞÝh6,000 点ôÝ

ĹĈ設置ÏāÉÞåh費用Þ信頼性ä面Ý難ÍºÉÞÂ多

大規模ĠĢįŉîä対応ÂÝÃāg

ºg
ÓÉÝhF-MPC Web ŏĴĬıä機能拡張Ĉ行ºh256

あとがき

点ôÝä中小規模ĠĢįŉä監視İsĨĈ収集Íh収集
ÍÕ監視İsĨĈ LAN á接続ËĂÕĺĦĜŜá送ā機能

今回紹介ÍÕ F-MPC Ġœsģä新機種åh富士電機ä

}電力監視 Web Ńsġ機能~Ĉ搭載ÍÕg図 5 áĠĢįŉ

受配電j保護j制御j監視技術Ĉ基盤ÞÍÜh顧客äĴs

構成Ĉ示Ïg
F-MPC Web ŏĴĬıä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 電力監視 Web ĞsĹ機能

ģá応¾āþ¼á最適化Ĉ図Āh商品化Ĉ行ÙÕøäÝ¸
āg社会äčŜľŒÂİČġĨŔ化hĶĬıŘsĘ化î進
化Ïā中h受配電機器Ĉ取Ā巻Å環境ø同様á進化ÍÜÀ

表 4 á示Ï電力監視画面ä Web ĞsĹ機能Ĉ持×hĺ

ĀhĴsģä多様化ÞÞøáhþĀ一層ä高信頼性Â求÷

ĦĜŜä Web ĿŒďğÁÿ電力監視画面Ĉ閲覧ÏāÉÞ

ÿĂÜºāg今後å各種機器ä診断機能ø視野á入ĂhĨ

ÂÝÃāg

čŉœsá商品化Ĉ進÷ÜºÅ所存Ý¸āg

（ 2） 自動設定機能Ĉ持Ú設定ŏsįČœįČ
参考文献
注Ethernetk富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä登録商標

（ 1） 日本電気協会i系統連系規定 JEAC9701-2006i

（ 61 ）

特集

F-MPC
50/60

電力量監視画面

構内 LAN

F-MPC
Web
ユニット

自動作成

2
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使いやすさが向上する音声ガス警報器
長瀬

徳美}àÂÑeÞÅõ~

特集
ĕĢ警報器å家庭ä台所á設置ÍhĕĢ漏ĂĈ警報音Þ

まえがき

2

ŒŜŀ表示Ýŏsğsá知ÿÑÜĕĢ爆発事故Ĉ未然á防
一般家庭用đĶŔėsÞÍÜĕĢä需要増大á伴ºhĕ

ÆøäÝ¸ÙÕÂh近年å CO ú台所Ýä火災àß検知対

Ģ漏Ăá起因Ïā火災ú爆発事故á対Ïā予防対策ÞÍÜ

象Â多様化ÍÜºāgôÕh一般ŏsğsáåh子供h高

ĕĢ警報器ä設置Â提案h推進ËĂÜÃÜºāgÉ¼ÍÕ

齢者h障害ä¸ā方àßøºāÕ÷hĹœċľœsĈ実現

中hLP ĕĢ用å 1975 年h都市ĕĢ用å 1980 年áÓĂÔ

Ïā必要Â¸āgÉäþ¼à背景äøÞh家庭用äĕĢ警

Ă自主的à検定j検査制度Â導入ËĂÕgÓä結果hĕĢ

報器á対Ïā市場ä新Íº要求ÞÍÜ次ä 2 点Â¸ÈÿĂ

警報器ä設置率Â上昇ÍhĕĢ漏Ă事故å減少ÍÜÃÜº

āg
（a） 検知機能}機能h安全性~ä向上

āg
ĕĢ警報器åĕĢ漏Ă事故Ĉ未然á防止Ïā保安用品Þ

（b） 利便性}ŏsğļœįČ~ä向上

ÍÜÓä有効性Â高Å評価ËĂh1981 年áLP ĕĢ法
ĕĢ事業法
消防法
建築基準法áÀºÜ一定条件

富士電機の音声ガス警報器

ä施設j建築物á対Íh設置Â義務化ËĂÕg義務化ä対
象åh特定地下街等h特定地下室等h共同住宅}一定条件

音声ĕĢ警報器äŒčŜċĬŀĈ表１á示Ïg

ä 3 階以上~
h学校h病院h料理飲食店等Ý¸āgÉĂÿ

GN1CWEC å可燃性ĕĢÞ CO Ĉ検知ÍhGN1KWGC

ä法規制ä下ÝhĕĢ警報器ä技術基準h設置基準h管理

åËÿá火災警報機能Ĉ付加ÍÕ複合壁掛Ç型ä新製品Ý

基準àßÂ規定ËĂh設置Â義務化ËĂÜºā施設åø×

¸āgß×ÿø警報音声確認ŅĨŜĈ備¾ÜÀĀh警報音

ăĉh設置義務施設以外ä施設建築物}設置推奨施設~á

声äİŋŜĢıŕsĠŐŜÖÇÝåàÅh後述ÏāËôÌ

対ÍÜøh官民一体ÞàÙÕĕĢ警報器ä普及促進運動Â
全国的á展開ËĂÜºāg

表

音声ガス警報器のラインアップ

本 稿 Ý åh ĕ Ģ 警 報 器 Ĉ ÷ Æ ā 市 場 ä 動 向 Þ É Ă á

壁掛け型

対応Ïā新Íº家庭用音声ĕĢ警報器GN1CWECÞ
GN1KWGCä特徴Ĉ紹介Ïāg

市場動向と要求機能
近年h警報器Þ連動Ïā各種ĤĖŎœįČĠĢįŉÂ普
及Ïā一方hĕĢ燃焼器具ä不具合Áÿ生Îā一酸化炭素

GN1CWEB
複
合
型
︵
可
燃
性
ガ
ス
・
C
O
︶

}CO~中毒Âh住宅ä高気密化Áÿ死亡事故áÚàÂāÕ
÷h大Ãà社会問題ÞàÙÜºāg経済産業省å対策ÞÍ
Ü CO ä検知機能ø併Ñ持Ú複合型ĕĢ警報器ä普及Ĉ推
奨ÍÜºāgËÿá消防法Â改正ËĂh2006 年 6 月Áÿ
新築住宅Ĉ対象á全国一律á住宅用火災警報器àßä設置
Â義務化ËĂÕgÉĂáþĀh台所Ýä火災Ĉ検知Ïā熱
ĤŜĞĈ搭載ÍÕ火災警報機能付ÃäĕĢ警報器ø普及Í

長瀬

徳美

ĕĢ警報器ä開発j設計á従事g
現在h富士電機機器制御株式会社
器具事業本部開発企画本部開発部
主任g

GN1KWGC

125（H）×85（W） 125（H）×85（W）

×54.5（D）

ÜÃÜºāg

（ 62 ）

125（H）×85（W） 125（H）×85（W）
×43（D）
×39（D）
GN1KWGB

火
災
警
報
︵
熱
︶
＋
複
合
型

天井取付け型
GN1CWEC

×54（D）

GN3BWEA
（DC24 V）

120（Φ）×44（D）
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使いやすさが向上する音声ガス警報器

ôà機能Ĉ持ÕÑhŏsğsä利便性Ĉ向上ËÑÜºāg
ĕ Ģ 警 報 器 ä 特 徴 å 次 ä Þ À Ā Ý ¸ āg ĕ Ģ Ĥ Ŝ Ğ

使いやすさが向上するガス警報器

}252 Ńsġä解説参照~
hCO ĤŜĞÞ火災ĤŜĞĈ
搭載Íh検知機能Ĉ向上ËÑÜºāgôÕhŏsğsä利

.

検知対象の多様化に対応

GN1CWEC Ý å 可 燃 性 ĕ Ģ Þ CO ä 検 知 ÂhGN1

確認ŅĨŜä搭載Þ自己診断機能áþā故障検出能力ä向

KWGC Ýå可燃性ĕĢhCO Àþé火災ä検知Â可能Ý

上Ĉ図ÙÕg

¸āgGN1KWGC Ý採用ÍÜºā火災検知方式å台所Ý

火災警報機能付ÃĕĢ警報器ä構成ĿŖĬĘ図Ĉ図 1 á
示ÏgĕĢ警報器åhĕĢĤŜĞj火災ĤŜĞÞ周囲温度

ä使用Ĉ考慮Íh調理時ä煙áþā誤警報Ĉ避ÇāÕ÷á
熱式ÞÍÜºāg

2

ĤŜĞĈ含ö検知部hCPU Þ不揮発性ŊŋœÁÿàā制
御部h表示ŒŜŀú警報音声出力回路Þ外部出力回路Áÿ

.

自己診断機能の充実

ĕĢ警報器ä使ºúÏËĈ向上ËÑāÕ÷áh自己診断

àā警報出力部Àþé電源部Ý構成ËĂÜºāg
ĕĢĤŜĞå半導体式Ýh可燃性ĕĢÞ CO ä両方Ĉ検

機能ä充実Ĉ図ÙÕgÓĂåh自己ä故障Ĉ表示ÍÜºà

知ÝÃāøäĈ使用ÍÜºāg火災ĤŜĞÞ温度ĤŜĞå

ºáøÁÁąÿÐhĕĢ漏Ăàßä監視ÂÝÃÜºàº状

ĞsňĢĨĈ用ºÜºāg表示å発光ĩčēsĲÝ電源Œ

態}ľĐsŔċďı~Ĉ避ÇāÕ÷ä機能Ýh下記ä各回

Ŝŀ}緑~
hĕĢ警報ŒŜŀ}赤~
hCO 警報ŒŜŀ}黄~
h

路部ä故障診断Ĉ行ºh異常時áå音声ŊĬĤsġÞ有電

火災警報ŒŜŀ}赤~Ĉ持ÙÜºāg

圧出力Ý異常Ĉŏsğsá知ÿÑāg

外部出力åĕĢ警報器á特有ä有電圧出力}故障診断時

（a） ŇčĜŜàß制御部電源ä故障診断

0 Vh監視時 6 VhĕĢ漏Ă時 12 VhCO 検出時 18 V~À

（b） ĕĢĤŜĞĈ含öĤŜĞ駆動回路ä故障診断

þé火災警報ä接点出力Ĉ持ÚgÉä外部出力åĤĖŎœ

（c） 火災ĤŜĞä故障診断

įČĠĢįŉúĕĢŊsĨá接続ÏāÞÃá使用Ïāg

（d） 警報音出力回路ä故障診断
（e） ĢĽsĔä断線診断

ĕĢ警報器ä基本的à仕様Ĉ表 2 á示Ïg

（ f ） 不揮発性Ŋŋœä故障診断
図

ガス警報器の構成

.

音声による警報

日常ä生活áÀºÜĕĢ警報器å意識ËĂāÉÞÂàÅh

検知部
ガスセンサ
CO センサ

火災（温度）センサ
温度センサ

万一ä場合á異常Ĉ警報Íh本来ä機能Ĉ発揮Ïāg従来
äĕĢ警報器Ýåh単純à通電表示ŒŜŀÞ警報ŒŜŀÀ
þé警報音Þº¼ŏsğsčŜĨľĐsĢÂ採ÿĂÜºÕg

電源部

ÍÁÍh近年h可燃性ĕĢÖÇÝàÅ不完全燃焼Ý発生Ï

警報
出力部

制御部
CPU

ā CO ú火災àß検知対象ä増加á伴ºh警報ŒŜŀä数

表示ランプ
警報音声出力回路
外部出力回路

不揮発性
メモリ

ø増加Í表示ø複雑áàÙÜÃÜºāg
一方h人命Ĉ守ā安全器具á対Ïā要求ÞÍÜhĹœ
ċľœsÂ求÷ÿĂÜºāgĕĢ警報器áÀÇāĹœċľ
œsÞåh誰áÝø警報ÂąÁĀúÏºÉÞÝ¸āg表 3
á示Ïþ¼áh音声警報ä内容Â電子音äñÁáh子供Á
ÿ高齢者ôÝ分ÁĀúÏÅ伝ąāþ¼á日本語áþāŊĬ
ĤsġÝ換気Ĉ促ÍÕĀhĕĢ漏ĂĈ知ÿÑÜºāg

表

ガス警報器の基本仕様

.
ガス漏れ

不完全燃焼

検知対象

都市ガス
（12 A，13 A）

CO

熱

検知方式

半導体式ガス
センサ

半導体式ガス
センサ

温度センサ

低濃度

爆発下限界の
約1/100

25〜300 ppm

高濃度

爆発下限界の
1/4以下

低濃度を超えて
550 ppm以下

検知
レベル

外部出力

警報音量

火

音声確認ボタン

災

ĕĢ警報器åĕĢ会社Âŏsğsá販売ôÕåœsĢ
ä形態Ý提供ÍÜºāgĕĢ会社Â一般家庭áĕĢ警報器

表

有電圧出力 監視時 6 V
ガス漏れ警報時 12 V
CO検出警報時 18 V
故障診断時 0 V
70 dB以上（1 m）

音声警報の内容
警報種類

65 ℃

警報音声内容

ガス漏れ

ピッピッピッピッ

不完全燃焼CO

ピポッピポッ 空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気してください。

火

ピーピー 火災警報器が作動しました。
確認してください。

接点出力
災

故障診断時

特集

便性向上á対ÍÜå音声áþā警報ŊĬĤsġh警報音声

ガスが漏れていませんか。

警報器を点検してください。

（ 63 ）
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使いやすさが向上する音声ガス警報器

音声確認ボタン

図

点検ガス吹きかけタイミング

ウィンク中に入れると点検しやすい
検知タイミング
可燃性ガス CO 可燃性ガス CO

緑ランプ
表示

特集

（a）フロントカバーと一体化した
押しボタン

（b）押しボタンを操作
しているところ

点滅
１分
電源ＯＮ

点灯 ウィンク
５秒

可燃性ガス

ウィンク

CO

ウィンク

１０秒
（約３分間）

ウィンク動作：１秒に１回の瞬時消灯

2
Ĉ設置ÏāÞÃáå警報音声ĈŏsğsáİŋŜĢıŕs
ĠŐŜÍÕĀhĤĖŎœįČĠĢįŉÞä連動Ĉ確認Ïā

İğčŜ的áÏÙÃĀÍÕ警報器ÞÍÜºāg

必要Â¸āg
従来äĕĢ警報器Ýåh警報状態áÏāÕ÷á実際áĕ
ĢĈ吹ÃÁÇā必要Â¸Āh簡便áÍÕºÞä要求Â¸Ù

.

点検作業の容易化

ĕĢ警報器å設置時点検ÞÍÜ点検用ĕĢĈ吹ÃÁÇÜ
ĕĢĤŜĞä動作Ĉ確認ÍÜºāg最新äĕĢĤŜĞå可

Õg
ôÕhŏsğsÁÿå誤警報Â出ÕÞÃá警報音Ĉ停止

燃性ĕĢÞ CO ä両方äĕĢĈĤŜĞ駆動条件Ĉ周期的á

ÍÕºÞä要求Â¸ÙÕgÉĂåĕĢ警報器Â可燃性ĕĢ

変化ËÑāÉÞáþÙÜ検知ÍÜºāÕ÷h最適àĕĢ吹

Ĉ検知ÏāÕ÷h調理中á発生ÏāċŔĜsŔ蒸気ú LP

ÃÁÇĨčňŜęÂ¸āgÉä最適àĨčňŜęĈ電源投

ĕĢ噴射式ä殺虫剤àßáø感度Ĉ持×hĕĢ漏Ă以外ä

入後ä約 3 分間h表示ŒŜŀĈ瞬時消灯ËÑÜ知ÿÑā機

原因Ý警報Ĉ出ÏÉÞÂ¸āÕ÷Ý¸āgÉäþ¼à場合

gÉä機能á
能}ďČŜĘ機能~Ĉ搭載ÍÜºā} 図 3~

áåŏsğsÂ警報原因Ĉ理解ÍÜÀĀ警報音Ĉ停止Ïā

þÙÜh迅速à設置時点検作業ÂÝÃāg

ÉÞå安全上問題àºgöÍă警報音Ĉ嫌ÂĀĜŜĤŜı
Ĉ抜ÁĂāÉÞä方Â不安全Ý¸āg

あとがき

ÉĂÿä要求á対応ÏāÕ÷h従来äĕĢ警報器áåà
Å販売業者úŏsğsÂ操作ÝÃā多機能押ÍŅĨŜĈ導
入ÍÕgÉä押ÍŅĨŜä機能åh警報音声äİŋŜĢı

新型ä家庭用音声ĕĢ警報器áÚºÜ市場ä動向ÞÉĂ
á応¾ā技術Þ製品ä特徴Ĉ紹介ÍÕg

ŕsĠŐŜh設置時äĠĢįŉ連動確認h警報音ä一時停

ĕĢ警報器å家庭ä安全Ĉ守ā安全器具Ý¸Āh今後ø

止hÓä他á故障ú警報履歴äþ¼à警報器ä状態Ĉ通知

高信頼性Ĉ第一áhŏsğsä利便性Ĉ図āÕ÷ä機能ú

Ïā機能Ý¸āg

İğčŜĈ盛Ā込ĉÖ製品Ĉ供給Íh安全à社会ä実現á

ôÕ 図 2 á示Ïþ¼áhGN1CWECjGN1KWGC Ýå

貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

音声確認ŅĨŜĈľŖŜıĔĹsÞ一体化ÍÕ構造ÞÍh

解

説

ガス警報器用のガスセンサ

富士電機äĕĢ警報器åh1979 年á産業用計測機
器ä接触燃焼式ĕĢĤŜĞĈ民生用量産品î適用Ïā

中ä酸素ä吸電子吸着áþĀ抵抗値Â高ÅàÙÜºā
Âh可燃性ĕĢÂ¸āÞh吸着酸素ÂĕĢÞ反応Íh

ÉÞÁÿĢĨsıÍÕg現在å酸化物半導体式ĕĢĤ

酸化ÏÐäĖŌœċ電子Â増¾āÕ÷抵抗値Â低下Ï

ŜĞø用ºÜºāg本ĜŒŉÝåhÓĂÔĂäĕĢĤ

āgppm ēsĩäĕĢ濃度Ýø大Ãà出力変化Â得

ŜĞáÚºÜ解説Ïāg

ÿĂāÕ÷h燃焼器具ä不完全燃焼時á発生Ïā CO

（ 1） 接触燃焼式ĕĢĤŜĞ

検知ø可能Ý¸āgËôÌôà形状äĤŜĞÂ¸Āh

触媒Ĉ利用Íh可燃性ĕĢä接触燃焼}酸化反応~
熱Ĉ検知ÏāgĕĢ濃度á比例ÍÕ反応熱Ĉ検知Ïāg
可燃ĕĢ種áþÿÐ爆発下限界濃度á対Ïā出力Âñ
ò同一äÕ÷汎用性Â¸āg使用環境ä温度湿度ä影

焼結ļsĲĨčŀh厚膜Ĩčŀh薄膜ĨčŀàßÂ実
用化ËĂÜºāg
（ 3） 2 方式á共通

ĕĢĤŜĞåĕĢ警報器äĖsİĹčĢÝ¸āgĕ

響Ĉ受ÇáÅº特徴Â¸āg

ĢĤŜĞå一般á 400 ℃程度ä高温Ý動作ÍÜºāÕ

（ 2） 酸化物半導体式ĕĢĤŜĞ

÷熱劣化Þ雰囲気中ä触媒毒ĕĢá起因ÏāĤŜĞ寿

酸化ÏÐàß酸化物半導体ä電気伝導度ä変化á
þÙÜĕĢĈ検知Ïāg可燃性ĕĢÂàºÞÃå空気

（ 64 ）

命Â¸āÂh熱安定性ä改善Þ活性炭ľČŔĨÝ警報
器ÞÍÜ 5 年間ä動作Ĉ保証ÍÜºāg
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情報・制御・エンベデッド技術を融合した
機電一体システムの構築
益子

洋一}ôÏÉeþ¼º×~

峯尾

秀行}õãÀeèÝüÃ~

齊藤

まえがき

智明}ËºÞ¼eÞø¸Ã~

機電一体システム
情報制御ĠĢįŉäċsĖįĘĪŌä構築áåhĠĢį
ŉä目的Ĉ明確áÍÕ上Ý構成機器ä機能ú制約Ĉ考慮Í

ÃÕg

àÂÿhÓä分野Ý培ÙÜÃÕ業務ķďĸďh制御ķďĸ

特áđŜłİĬĲ技術åh近年äŏļĖĨĢĜŜĽŎs

ďĈ織Ā込ĉÝºÅ必要Â¸āg本稿Ý述ïā機電一体Ġ

įČŜęîä流Ăä中Ý大ÃÅ進展ÍhCPU ä高速化h

ĢįŉåhđŜłİĬĲ技術áþÙÜh制御ķďĸďĈ備

Ŋŋœä大容量化hĶĬıŘsĘä高速化àßh要素技術

¾Õ小型œŋsı I/O Ĉ制御回路ÞÞøá機械側á配置

ä進歩Ĉ生ÁÍh高機能Þ低ĜĢıĈ両立ÍÕ小型čŜį

ÍhčŜįœġĐŜı化ÏāċsĖįĘĢĪŌá基ÛºÜ

œġĐŜı機器ä開発Ĉ可能áÍÜºāg

設計ÍÕgËÿá通信ŀŖıĜŔĈ独自開発ÏāÉÞáþ

今ôÝhPLC úĺĦĜŜàßä汎用機器ĈłsĢá構
築ÍÜºÕ情報制御ĠĢįŉáhÉĂÿäčŜįœġĐŜ

Āh制御情報通信ä高速化Ĉ実現Íh各機器ä同時制御Ĉ
可能áÍÜºāg

ı機器Ĉ構成要素ÞÍÜ加¾hĠĢįŉċsĖįĘĪŌĈ
再考ÏāÉÞáþĀh省ĢŃsĢh省配線hŊŜįĳŜĢ

スタジオ照明・美術懸架設備への応用

性向上h開発効率向上h納期短縮àßÂ期待ÝÃāg
本稿ÝåhđŜłİĬĲ技術Ĉ生ÁÍÕ機電一体ĠĢį

.

スタジオ照明・美術懸架設備

ŉä考¾方ÞhÓä適用事例ÞÍÜ{ĢĨġē照明j美

図 2 á示Ïþ¼áhįŕļĢĨġēáå番組収録ú放送

術懸架設備|îä応用Þ効果hÓĂĈ実現Ïāá¸ÕÙ

時á使用Ïā演出用ä照明h美術ĤĬıÂ¸āgÓĂÿå

Ü開発ÍÕčŜįœġĐŜıœŋsı I/OLODIO ACE

図 3 á示Ïþ¼áhĢĨġēäęœĬĲ}天井裏~ÁÿÚ

}Local Device I/O Adjustment Controller on Ethernet~

Þ多ķsĲ同時制御ŀŖıĜŔSiMDEP}Simultaneous

Ā下ÈÕ線樋}Ñĉê~úhĹıŜÞ呼æĂāĺčŀá取
Ā付ÇÿĂh用途á応ÎÜ最適à高ËáĤĬıÏāg

áÚºÜ
control of Multi-node Data Exchange Protocol~

一ÚäĢĨġēÝ多ºÞÉăÝåhÀþÓ 200 台ä線樋

紹介Ïāg
図
図

スタジオ全景

機電一体システム
【従来システム（一括集中制御）
】
PLC

【機電一体システム（分散制御）
】
省スペース化

中央
（電気室など）

制御ノウハウ

中央
（電気室など）

PLC 制御
ノウハウ

伝送
PLC-I/O

省線化（伝送）

制御回路（ハード）

機側

機側

機械

機械

機械

インテリ
ジェント
リモート
I/O
制御
ノウハウ

インテリ
ジェント
リモート
I/O
制御
ノウハウ

制御回路 制御回路
（ハード） （ハード）
機械

益子

機械

洋一

インテリ
ジェント
リモート
I/O
制御
ノウハウ

制御回路
（ハード）
機械

峯尾

秀行

齊藤

智明

PLC 応用ĠĢįŉä設計jđŜ

đŜłİĬĲ機器 , ĶĬıŘsĘ

情報制御ĠĢįŉÀþé MEMS

ġĴċœŜę業務á従事g現在h

ĠĢįŉä設計j開発á従事g現

技術áþāđŜłİĬĲ商品ä営

富士ċčįČ株式会社情報制御事

在h富士ċčįČ株式会社ĠĢį

業á従事g現在h富士電機ĠĢį

業部電機j計測ĠĢįŉ部ċĠĢ

ŉ機器事業部ĜŜņsĶŜı部Ň

ŉģ株式会社ŀŒŜı営業本部第

ĨŜıŇĶsġŌsg

ĶsġŌsg

二営業ęŔsŀ第一統括部営業第
三部g
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ĜŜĽŎsĨ技術hĶĬıŘsĘ技術hđŜłİĬĲ技
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線樋

情報・制御・エンベデッド技術を融合した機電一体システムの構築

図

従来のスタジオ昇降システム
照明系

美術系

【PLC 盤】

【制御盤】I/O ネットワーク 【PLC 盤】
［リモート
I/O］

［制御系 PLC］

100 台程度

ワイヤ

線樋

I/O ネットワーク（T リンク）

【移動卓】

［リモート
I/O］

［リモート
I/O］

普通論文

操作卓・
移動卓

グリッド上に配置された昇降マシン

図

操作 SW
警報ガイダンス
POD

LODIO ACE を適用したシステム構成
美術系
【PLC 盤】

通信ケーブル
（100 本程度）

［制御系 PLC］

制御
回路

照明系
パケット
トランスファ
（中継装置）

昇降マシン

ワイヤ

通信ケーブル
（100 本程度）

制御用ネットワーク（Ethernet）

【機上盤】
LODIO
ACE

100 台程度
線樋

【機上盤】
LODIO
ACE

美術系
パケット
トランスファ
（中継装置）

昇降マシン

ワイヤ

I/O ネットワーク（FL-net）

【操作卓】

制御
回路

［操作系 PLC］

［操作系 PLC］

操作 SW
警報ガイダンス
POD

操作 SW
警報ガイダンス
POD

ĲŒŉh滑車h直入ŋsĨàßÁÿàā昇降ŇĠŜåh図
4 á示Ïþ¼áęœĬĲ上á設置ËĂh一Ú一ÚÂ単独Ý

運転ÝÃāþ¼áàÙÜºāg運転å単独昇降hęŔsŀ
昇降}複数同時運転~
h設定ÍÕ高Ëî昇降ËÑā位置決
÷運転àßÂ¸Āh操作卓Áÿ一括ÍÜ行¼g操作卓á
å固定設置式h移動式h無線式Â¸ĀĢĨġēä使º方á
þÙÜ方式Ĉ選ìÉÞÂÝÃāg

バトン

項

目

従来システム

新システム

特記事項

CPU盤
〔1,200
（W）
×400
（D）
×1,900
（H）
〕

4

2

2面分削減

制御盤
〔1,200
（W）
×400
（D）
×1,900
（H）
〕

12

2

10面分削減

0

200

マシン搭載のため
設置床面積不要

約2,000本

約200本

ダクトスペース
大幅削減

PEリンク

Ethernet

Ethernetプロト
コルは独自開発

機上盤
〔530
（W）
×200
（D）
×315
（H）
〕

機電一体化による新システム構成

従来äĠĢįŉÝåh 図 5 á示Ïþ¼á汎用 PLC Ĉ主

↓
フ
ロ
ア
︵
ス
タ
ジ
オ
内
︶

従来システムと新システムの主な違い

外線ケーブル
（信号ケーブル）

.

グ
リ
ッ
ド
︵
天
井
裏
︶
↑

100 台程度

【移動卓】

操作卓

úĹıŜÂ昇降ŇĠŜá懸架ËĂÜºāgŘčōh巻取Ā

↓
フ
ロ
ア
︵
ス
タ
ジ
オ
内
︶

バトン

照明系

表

グ
リ
ッ
ド
︵
天
井
裏
︶
↑

100 台程度

ワイヤ

【操作卓】

操作 SW
警報ガイダンス
POD

図

【制御盤】

［制御系 PLC］I/O ネットワーク ［リモート
I/O］
（T リンク）
制御
制御
回路
回路
十数面
十数面
制御用ネットワーク
ケーブル
ケーブル
［操作系
［操作系
（千本以上）
（千本以上） PLC］ （PE リンク） PLC］
昇降マシン
昇降マシン
（T リンク）

制御ネットワーク

体áĠĢįŉ全体Ĉ構成ÍÜºāg制御盤áå制御回路Þ
œŋsı I/O Ĉ収納ÍhPLC 盤ÞÞøáęœĬĲ上á配
置ÍÜºāg制御盤Þ昇降ŇĠŜ間åh動力ú制御信号

Ŝ一台分ä制御機能Ĉ持ÙÕ LODIO ACE ĈhĜŜĺĘ

ĚsĿŔÝ接続ÍÜºāgPLC åh設備規模áþĀhŀ

ı化ÍÕ機上盤á制御回路ÞÞøá収納Íh各昇降ŇĠ

ŖęŒŉ容量hI/O 局数ä関係Áÿh照明系h美術系àß

Ŝá搭載ÍÜºāgĠĢįŉ全体åh一台ä PLC Þ複数

系統別á分ÇÜ構成ËĂāgPLC 間å制御用ĶĬıŘs

ä LODIO ACE ÁÿàĀhEthernet á接続ÍÜºāg昇

Ę}PE œŜĘ~Ý接続Íh必要á応Î連動制御Ĉ行ÙÜ

降ŇĠŜä制御ķďĸďĈ LODIO ACE á置ÅÉÞÝh

注

ºāgôÕhI/O åh専用äĶĬıŘsĘ}T œŜĘ~Ý

PLC ä制御負荷Ĉ軽減ÍhIP ċĲŕĢÝ管理ÏāÕ÷h

接続ÍÜºāg

従来Ýå I/O 局数ä制約áþĀ困難Ý¸ÙÕ PLC 一台á

新ĠĢįŉÝåh 図 6 á示Ïþ¼á機電一体化Ĉ実現
ÏāÕ÷h新開発ä LODIO ACE Ĉ適用ÍÕg昇降ŇĠ

（ 66 ）
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LODIO ACE の外観

図

ソフトウェア構造

RS-485

DI/DO

PI

スタジオ昇降アプリケーション

昇降，位置決め，高さ演算，つり荷重演算
衝突保護，過荷重検知，リミット制御

メンテナンス

SiMDEP

TCP

適用システム
ごとに
カスタマイズ

開発
プロトコル部

UDP

普通論文

IP，ICMP，ARP
Ethernet

図 8 á示Ïg

Ëÿáh搭載ÏāċŀœĚsĠŐŜåh適用ËĂāĠĢ
表

LODIO ACEの仕様
項

仕

目

外形寸法
質

įŉáþĀ制御内容ĈĔĢĨŇčģÏāÉÞÂÝÃhËô
様

ÌôàčŜįœġĐŜı機能Ĉ実現ÝÃāg

158
（W）
×30
（D）
×210
（H）
（mm）

量

0.8 kg

動作周囲温度

0〜55 ℃

定格入力電圧

DC24 V

.

新システムの導入効果

（ 1） Ethernet áþā 200 台制御

線樋úĹıŜå複数Ĉ連結Íh同時á昇降ËÑā場合Â

8W

¸āg従来Ýåh個々ä PLC Â相互á連携ÍÜ連結運転

16点

Ĉ行ÙÜºÕÂh新ĠĢįŉÝåh一台ä PLC Ý全昇降

8点

ŇĠŜÂ制御ÝÃāÕ÷hPLC 間ä連携制御Â不要ÞàÙ

2相式（位相判定での回転方向検出）

ÕgËÿáhPLC Áÿ全 LODIO ACE}200 台~îä指令

Ethernet

1チャネル（100BASE-TX/10BASE-T）

Â数 ms Ý到達ÏāÕ÷h操作応答性ÂþÅh個々ä線樋

RS-485

1チャネル（4線式）

消費電力
DI点数
DO点数
PI入力

úĹıŜä位置ÐĂø非常á小Ëºg
（ 2） 外線ĚsĿŔä大幅削減

昇降ŇĠŜá機上盤Ĉ搭載ÏāÉÞÝh制御盤Áÿ昇降
þā全台数制御Â可能Ý¸āg

ŇĠŜ間ä制御信号ĚsĿŔĈh従来á比ï 10 分ä 1 á

従来ĠĢįŉÞ新ĠĢįŉä主à違ºĈh表１á示Ïg

削減ÍÜºāgÉĂáþĀęœĬĲ上ä配線ĩĘıĞčģ
Â小ËÅàĀhþĀ多Åä昇降ŇĠŜÂ設置ÝÃāþ¼á

.

インテリジェントリモート I/O「LODIO ACE」
図 7 á LODIO ACE ä外観Ĉh表

á仕様Ĉ示Ïg

（ 1） 開発目標
（a） 通信čŜľŒáå汎用的àĶĬıŘsĘĈ使用

àÙÜºāg
（ 3） 省ĢŃsĢ化

制御盤ä機能Ĉ機上盤ÞÍÜ各昇降ŇĠŜá振Ā分Ç
āÉÞáþĀ制御盤ä設置ĢŃsĢÂ大幅á削減ÝÃÕ

（b） 1 対 200}PLC 対ŇĠŜ~ä高速通信Ĉ実現

}1,200}W~× 400}D~× 1,900}H~× 12 面 ~
g ô Õh 前 述

（c） 1 対 200 間äİsĨ到達時間ä同時性Ĉ確保

äĩĘıĢŃsĢä減少Þ合ąÑh作業環境Â改善Í施工

（d） PLC á Ü 実 行 Í Ü º Õ 昇 降 Ň Ġ Ŝ 制 御} 高 Ë 検

作業ä効率向上á大ÃÅ貢献ÍÜºāg

出h位置決÷運転h荷重検知h衝突保護àß~Ĉh
LODIO ACE 上Ý実現
（ 2） 機

能

LODIO ACE ÝåhUDP/IP}User Datagram Protocol/
Internet Protocol~上Ý動作Ïā SiMDEP áþĀ高速通
信Ĉ行ºhĢĨġē昇降ċŀœĚsĠŐŜÝåh昇降制御h

（ 4） 現地工期ä短縮

ęœĬĲ上ä作業環境改善áþĀh昇降ŇĠŜàßä設
置工事Â短縮ÝÃÕgôÕh外線ĚsĿŔ削減áþĀ配線
工事Þ試験調整期間ø大幅á短縮ËĂÜºāg
（ 5） 商品価値ä向上

今ôÝ機械Þ電気åh相互á関連ÍÜºÜø設計段階Ý

位置決÷制御h高Ë位置演算hÚĀ荷重演算Ĉ行¼ÉÞÂ

関ąāÉÞå¸ôĀàÁÙÕgÍÁÍh新ĠĢįŉä実現

ÝÃāgLODIO ACE áÜ線樋ôÕåĹıŜä衝突h過

á向Çh機械j電気Â設計段階Ý密接á連携ÍÕ結果hË

荷重h上下限œňĬıàß各種čŜĨŖĬĘ信号Ĉ検出Ï

ôÌôà付加価値ú効果Ĉ生õ出Ï機電一体化商品Â開発

āÉÞÝ安全à制御Ĉ実現ÍÜºāgĦľıďĐċ構造Ĉ

ÝÃhĠĢįŉ全体ä価値Ĉ高÷āÉÞÂÝÃÕg

（ 67 ）
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ネットワーク構成

図

SiMDEP での通信の流れ

マスタ装置
マスタ装置

③一括応答
①指令（一斉同報）

HUB
中継装置

中継装置

最大 16 台

普通論文

中継装置
②個別応答
ノード

ノード

ノード
ノード

最大 200 台

ノード

ノード

最大 200 台

多ノード同時制御プロトコル「SiMDEP」
Ĳ間Ýä受信ĨčňŜęäÐĂĈ最小限áÍh高速性Þ同
.

開発の背景

時性ä両面Ĉ確保ÏāÉÞÂÝÃāg

今 回h Ģ Ĩ ġ ē 昇 降 Ġ Ģ į ŉ Ĉ 実 現 Ï ā á ¸ Õ Ù Ü

（ 2） 応答受信ä負荷分散

ä課題åhŇĢĨ装置}PLC~Áÿ最大 200 台äķsĲ

各ķsĲÁÿä応答åh最大 200 台Áÿñò同時á返信

}LODIO ACE~Ĉ高速ÁÚ同時性ĈøÙÜ制御ÍhËÿ

ËĂāÕ÷hŇĢĨ装置Ýä受信能力Ĉ超¾h応答ä欠落

áÏïÜäķsĲÁÿä応答Ĉ欠落ÏāÉÞàÅ高速á受
信ÏāÉÞÝ¸ÙÕg

Â発生ÍÜÍô¼g
Éä問題Ĉ解決ÏāÕ÷áh受信ÍÕ複数ķsĲä個別

既存ä通信ŀŖıĜŔáþā実現Ĉ考¾Õ場合hŇĢĨ

応答Ĉ一ÚäľŕsŉÞÍÜ連結Íh一括応答ÞÍÜ中

装置Â各ķsĲî宛先Ĉ切Ā換¾àÂÿ順次通信ĈÏā

継送信Ïā方式Ĉ考案ÍÕg各ķsĲÝåh応答ä返信経

ņsœŜę方式úh産業分野Ý適用ËĂÜºāısĘŜĺ

路Ĉ負荷分散ËÑāÕ÷h個別応答ĈŇĢĨ装置ÝåàÅh

Ģ方式àßÂ考¾ÿĂāg

指定ËĂÕ中継装置á返信Ïā}図

ņsœŜę方式Ýåh通信相手ÞàāķsĲ数Â多Åà

ä②~
g中継装置Ý

åh個別応答Ĉ最大 16 台分ôÝ一ÚäľŕsŉÞÍÜ連

āÞh一回äņsœŜę周期Â長ÅàĀh高速性ú同時性

結ÍhÓĂĈ一括応答ÞÍÜŇĢĨ装置î返信Ïā}図

Ĉ確保ÍÕ通信Ĉ実現ÏāÉÞÂÝÃàºg

ä③~
g

ısĘŜĺĢ方式ÝøhķsĲä台数Â多ÅàāÞh

中継装置áþĀ 200 個ä個別応答Â 13 個ä一括応答á

ısĘŜÂ周回ÏāôÝ時間Ĉ要ÍhņsœŜę方式Þ同

集約ËĂ受信可能à量ôÝ抑制ËĂÕÉÞÝhŇĢĨ装置

様h高速性ú同時性Ĉ確保ÏāÉÞÂ困難áàāg

åÏïÜä応答Ĉ欠落ÏāÉÞàÅ受信ÝÃāgÉä通信

既存ä通信ŀŖıĜŔÝåÉä課題Ĉ解決ÏāÉÞ

方式Ĉ実装ÍÕÉÞáþĀhŇĢĨ装置Þ 200 台äķsĲ

ÂÝÃàºäÝh最大 200 台äķsĲĈ高速hÁÚ同時

間ä通信時間}ŇĢĨ装置Â指令送信ÍÜÁÿÏïÜä応

性ĈøÙÜ制御ÝÃā新Õà通信ŀŖıĜŔhSiMDEP
}Simultaneous control of Multi-node Data Exchange Pro-

答Ĉ受信ÏāôÝ＝①＋②＋③~Ĉ 30 ms 以内Ý実現Ïā
g
ÉÞÂÝÃā}100 BASE-TX 採用時~
（ 3） ĶĬıŘsĘ異常監視

tocol~ä開発Ĉ行ÙÕg

ĶĬıŘsĘä異常監視ÞÍÜh中継装置故障hķsĲ
.

SiMDEP の特徴

故障hċĲŕĢ重複検出Ĉ可能ÞÍÜºāg

SiMDEP åh 図 7 ä Ħ ľ ı ď Đ ċ 構 造 Ý 示 Ï þ ¼

ķsĲä故障監視åh各中継装置Â返信ÍÜÅāķsĲ

áhUDP/IP ä上位ŀŖıĜŔÞÍÜ動作ÍhŇĢĨ装

ä応答時間監視Ĉ行¼ÉÞáþĀhķsĲä生存状態Ĉ

置}PLC~
h中継装置}ĺĚĬııŒŜĢľĊ~
hķsĲ

監視ÍÜºāgÓä状態å中継装置Áÿä一括応答内áĢ

}LODIO ACE~ÝhĶĬıŘsĘĈ構成ÍÜºāg 図 9
á基本的àĶĬıŘsĘ構成Ĉh 図

á SiMDEP Ýä通

信ä流ĂĈ示Ïg

答ĢįsĨĢáþā個別故障ÁÂ判断ÝÃāg

SiMDEP ÝåhŇĢĨ装置Áÿ全ķsĲá対Ïā指令
ä

①~
g各ķsĲîä指令Ĉ同報áÜ送信ÏāÉÞÝhķs

（ 68 ）

ŇĢĨ装置Ýåh中継装置Áÿä一括応答Ĉ監視ÏāÉ
ÞÝh中継装置以下ÝäęŔsŀ故障Á中継装置Áÿä応

（ 1） 同時性ä確保

Ĉ 1 ľŕsŉÝ構成ÍÜ一斉同報áÜ送信Ïā} 図

įsĨĢÞÍÜ示ËĂāg

ôÕh中継装置Ýåh同一ċĲŕĢÁÿä個別応答Â重
複ÍÕ場合hķsĲ間ÝäċĲŕĢ重複Þ判断ÍÜh一括
応答ĢįsĨĢá表示ÏāÉÞø可能áÍÜºāg

富士時報
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（ 4） 返信経路äĩčĳňĬĘ設定

一般的á指令á対Ïā応答åh指令ä送信元á返信Ïāg

情報・制御・エンベデッド技術を融合した機電一体システムの構築

通信ŀŖıĜŔä方式áþĀ高速通信Ĉ実現ÍÕgÉäÉ
ÞÝhĶĬıŘsĘčŜľŒîä依存度Ĉ低ÅÍh汎用的

ÍÁÍ SiMDEP Ýåh中継装置áþā負荷分散ä方式Þ

à機器構成Ý高速ÁÚ同時性Ĉ持ÙÕĶĬıŘsĘĈ構築

ÍÜºāÕ÷h各ķsĲå送信元Ýåàº中継装置á返信

ÏāÉÞÂ可能ÞàÙÕg

ÏāÉÞáàāg返信先Þàā中継装置äċĲŕĢ設定Ĉ
200 台äķsĲá行¼ÉÞåhđŜġĴċœŜę面Ýä効

あとがき

率ä悪ËÂ問題ÞàāgÓÉÝh各ķsĲä返信先åhŇ
ĢĨ装置Áÿä指令áÜ指定Ïā方式ÞÍhķsĲá対Ï
ā返信先ċĲŕĢĈ事前á設定Ïā手間ĈàÅÍÕg
ôÕhÉä方式Ĉ採用ÍÕÉÞáþĀh応答経路Â設定

ĢĨġē昇降ĠĢįŉÝå情報j制御jđŜłİĬĲ技
術ä融合áþÙÜ機電一体化ĠĢįŉĈ実現Íh従来ĠĢ
įŉĈ超¾ā成果Ĉ達成ÝÃÕgËÿáhĠĢįŉ全体Ö
ÇÝåàÅhÓä中ä構成要素自体ä商品価値Ĉ高÷āÉ

装置åh予備}待機状態~ä中継装置áĩčĳňĬĘá返

ÞĈ実証ÍÕgôÕh汎用ĶĬıŘsĘÝ¸ā Ethernet

信先Ĉ切Ā換¾h故障ÍÕ中継装置äõĈ切Ā離ÍÜ通信

Ĉ使ÙÕ制御ĠĢįŉĈ実現ÍÕÉÞÝhđŜĲŏsğsh

Ĉ継続ÏāÉÞÂÝÃāg

舞台装置ŊsĔsàßÁÿ注目ú高º評価ĈºÕÖºÜº

（ 5） ĶĬıŘsĘ構成機器

āg

近年h高速通信Ĉ実現ÏāÕ÷áh優先制御úęŔsŀ

今後øÀ客様äĴsģĈ的確á把握Í最適àĦœŎs

制御機能Ĉ持ÙÕčŜįœġĐŜıĢčĬĪÝĶĬıŘs

ĠŐŜĈ提供ÍÜºÅÞÞøáh今回培ÙÕķďĸďĈ他

ĘĈ構成ÏāÉÞĈ前提ÞÏā通信ŀŖıĜŔø存在Ïāg

分野áø応用Íh安全ÁÚ高機能àĠĢįŉ作ĀĈ目指Í

ÍÁÍhSiMDEP ÝåÉĂÿä機器ä適用Ĉ前提ÞÑÐh

ÜºÅ所存Ý¸āg

（ 69 ）

普通論文

àÍÝ容易á変更ÝÃh中継装置Â故障ÍÕ場合hŇĢĨ

主要事業内容

電機システム部門
富士電機システムズ株式会社
富士電機機器制御株式会社
ドライブ分野［駆動制御，駆動システム，電源，車輌・特機］
，オートメーション分野［センサ，計測機器，コントローラ，
製造ソリューション，エネルギーソリューション，ソシオソリューション］
，産業プラント分野［産業電源，施設電機，電
鉄用変電，クリーンルーム］
，発電プラント分野［火力，原子力，水力］
，工事分野［電気設備工事，空調，給排水工事］
，
器具分野［電磁開閉器，マニュアル・モータ・スタータ，操作表示機器，配線用遮断器，漏電遮断器，高圧真空遮断器，
低圧・高圧ヒューズ，ガス警報器，エネルギー管理機器］

電子デバイス部門
富士電機デバイステクノロジー株式会社
半導体デバイス［パワー MOSFET， 電源制御 IC， IGBT モジュール， IGBT-IPM， 整流ダイオード， 圧力センサ］
，
ディスク媒体［アルミ媒体，ガラス媒体，アルミ基板］
，画像デバイス［感光体，画像周辺機器］

リテイルシステム部門
富士電機リテイルシステムズ株式会社
自動販売機［各種自動販売機］
，フードサービス機器［各種ディスペンサー，自動給茶機，冷蔵ショーケース］
，通貨機器［硬
貨識別装置（コインメカニズム）
，紙幣識別装置（ビルバリデータ）
，両替機，つり銭自動支払機，遊技場向け通貨関連機器，
非接触 IC カードシステム］
，コールドチェーン機器［店舗用各種ショーケース，店舗関連機器，店舗設計施工・保守］

＊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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富士時報論文抄録
エネルギーソリューション技術の現状と展望
大橋

一弘

富士時報

中西

アモルファス太陽電池の応用と展開
桑山

要祐
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仁平
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林

一彦

大田

洋充
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富士電機ęŔsŀäđĶŔės分野Ýåh社会環境ä変化Ĉ捉

軽量ÝľŕĖĠĿŔàċŋŔľĊĢ太陽電池FWAVE}đľď

}Þÿ~¾Õ省đĶŔėsh新đĶŔėshđĶŔėsŇĶġŊŜ

đsĿ~
åh景観á調和ÍÕİğčŜ性ä高º施設úh大型屋根

ıh電力系統監視制御h保全àßä技術Ĉ集約Íh
{đĶŔėsĦ

îä適用á有利Ý¸āgôÕh太陽電池ä製造á必要àđĶŔės

œŎsĠŐŜ|ÞÍÜºāg地球環境問題îä対応hđĶŔėsĜ

Â小ËÅhŒčľĞčĘŔÝä環境負荷ä低減効果Â高ºg本稿Ý

Ģı低減ÞđĶŔėsĤĖŎœįČä確保á貢献ÍÜÀĀh顧客指

åh景観á調和ÍÕċŋŔľĊĢ太陽電池ä独特à設置ä事例Ĉ紹

向型ä統合的à解決Ĉ図ÙÕđĶŔėsĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ進

介ÏāÞÞøáhËôÌôà地域îä大規模à普及á向ÇÕ実証試

÷Üºāg本論文Ýå富士電機ęŔsŀäÉĂÿä各ĦœŎsĠŐ

験ä成果Ĉ報告Ïāg

Ŝ技術ä取組õáÚºÜ紹介Ïāg

風力発電向け電力安定化装置

りん酸形燃料電池の現状と今後の展開
腰

一昭

富士時報

中島

憲之

堀内

義実
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淺沼

圭司
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須﨑

久晴

神通川

亨
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富士電機åhľČsŔĲ試験機h商品機Ĉ合ąÑÜ 100 台Ĉ超¾

二次電池}鉛蓄電池ÞĴĬĚŔ水素蓄電池~Þ電気二重層ĖŌĺ

ā燃料電池Ĉ納入ÍÜÀĀh7 万時間以上ä稼動実績Ĉ誇ā製品ø

ĠĨä併用運転áþāh世界初äĸčĿœĬĲ風力発電電力安定化

¸āg今後ä課題åhþĀ普及Ĉ進÷āÕ÷hĜŜĺĘı化ä推進

装置ä実証試験Ĉ 2007 年 8 月Áÿ開始ÍÕg本装置åh短周期À

ÞĹčēĕĢh副生水素àßä未利用đĶŔėsĈ活用Í CO2 Ĉ

þé長周期ä両方Ĉ含ö風力発電ä電力変動ä安定化Ĉh最小ä設

削減Ïā用途開拓Ý¸āg

備容量áþÙÜ達成ÏāÉÞÂÝÃā特長Ĉ持Úg今回ä実証試験
Ýåh高性能à制御方式úh高効率àĜŜĹsĨä開発áþĀh風
力発電設備ä約 4 分ä 3 ä安定化装置容量Ýh連系電力会社Â指定
Ïā 20 分間Ý 10 % 以内ä変動抑制技術要件Ĉ満ÕÏÉÞÂ確認Ý
ÃÕg

次世代ものつくり基盤
宮村

尚孝

富士時報

白井

による省エネルギー

英登

項

東輝
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中国の浙江大学との共同研究による電力品質ソリューション
小林

直人

富士時報

趙

栄祥

湯谷

浩次
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富士電機ÝåhøäÚÅĀä現場Ý¸ā工場Âh社会情勢ä変化

÷ÌôÍº経済成長Ĉ続Çā中国Ýåh北京ēœŜĽĬĘh上海

ú多様à顧客要望á対応ÍÜºÅÕ÷áh現場ä情報Ĉ経営資源Þ

万国博覧会Ĉ控¾今後øđĶŔės消費量å拡大Í続ÇāÞ予想Ë

ÍÜ生ÁÏ仕組õÞÍÜ{次世代øäÚÅĀ基盤|Ĉ構築Íh工場

ĂāgÓä一方h電力ä安定供給åøÞþĀđĶŔės消費量削

経営ä高度化áþā競争力強化Ĉ図āÉÞĈ提案ÍÜºāgđĶŔ

減h環境負荷問題h電力品質問題àßä課題îä取組õø数多Å進

ės統合管理ĠĢįŉh省đĶŔėsÞ工場作業環境改善h製造実

÷ÿĂÜºāg富士電機ÝåÉä中国äđĶŔės市場á対Íh長

行管理ĠĢįŉÞhÉĂÿĈ融合ÏāÉÞÝh製品ä品質hĜĢıh

年培ÙÕ技術Ĉ用ºÕĦœŎsĠŐŜĈ提供ÏāÕ÷h電力関連技

安全性h環境性ä要求仕様Ĉ満ÕÍh継続的à改善Â図Ăā PLM

術Ýå中国ıĬŀĘŒĢä浙江大学Þ共同研究Ĉ実施Íh適応製品

}Product Lifecycle Management~ä技術hÀþé富士電機ä熊本

開発Ĉ進÷ÜÃÕgÉÉáÓä成果Ĉ紹介Ïāg

工場áÀÇā PLM ä導入事例Ĉ交¾h具体的á紹介Ïāg

配電自動化システムの最新技術動向
松田

秀樹

富士時報

金澤

康久

小島

標準ダム管理システムと広域運用技術
浩
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電気事業Ĉ取Ā巻Å環境ä変化hĸsĲďĐċ性能ä飛躍的向上h

堂本

宗宏

富士時報

早福

正明

高橋

省
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ĩŉ運用áÀÇā放流設備ä安全j容易à操作Ĉ目的ÞÍÕĩŉ

IP ĶĬıŘsĘä普及àßáþĀh配電自動化ĠĢįŉå従来ä

管理用制御処理設備á適用ÍÕ富士電機ä標準ĩŉ管理ĠĢįŉĈ

供給信頼度向上äõàÿÐh機能h運用面ä高度化á対応Íh年々

紹介ÏāgËÿáhIP ĶĬıŘsĘ技術ä発展áþĀh運用業務

変化ÍÜºāgÉĂÿĈ背景ÞÍÜh本稿Ýå営業所間ĈĶĬı

äËÿàā効率化ĈáÿĉÖ拠点統合計画Â進ĉÝÀĀh複数ĩŉ

ŘsĘÝ連係Ïā広域分散監視制御ĠĢįŉÀþé近年増加Ïā分

監視制御h各拠点ä相互ĹĬĘċĬŀĈ可能ÞÏā流Ăá対Íh富

散型電源îä対応Ĉ中心á富士電機Â進÷ā配電自動化ĠĢįŉä

士電機ä分散型ňĲŔďĐċhIP ĶĬıŘsĘ用遠方監視制御装

最新ä取組õáÚºÜh概要Ĉ紹介Ïāg

置ĈĜŜņsĶŜıÏā広域分散技術Ĉ紹介Ïāg

!BSTRACTS &UJI %LECTRIC *OURNAL
!PPLICATION AND $EVELOPMENT OF &LEXIBLE !MORPHOUS
3OLAR -ODULES
*IMPEI +UWAYAMA

+AZUHIKO (AYASHI

(IROMITSU /TA

#URRENT AND &UTURE 4RENDS IN %NERGY 3OLUTION
4ECHNOLOGIES
+AZUHIRO /OHASHI

9OSUKE .AKANISHI

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 
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)XML (OHFWULF·V ):$9( 70 DPRUSKRXV VRODU PRGXOHV DUH OLJKW
ZHLJKWDQGÁH[LEOHDQGDUHZHOOVXLWHGIRUXVHRQODUJHURRIWRSDUHDV
DQGIDFLOLWLHVGHVLJQHGWREHLQKDUPRQ\ZLWKWKHLUVXUURXQGLQJV2QO\
UHTXLULQJDVPDOODPRXQWRIHQHUJ\WRPDQXIDFWXUHWKHVHDPRUSKRXV
VRODUPRGXOHVDUHKLJKO\HIIHFWLYHLQDFKLHYLQJDORZHQYLURQPHQWDOLP
SDFWRYHUWKHLUOLIHF\FOH7KLVSDSHUGHVFULEHVVHYHUDOXQLTXHLQVWDOOD
WLRQVRIDPRUSKRXVVRODUPRGXOHVLQKDUPRQ\ZLWKWKHLUHQYLURQPHQW
DQGDOVRUHSRUWVRQGHPRQVWUDWLRQH[SHULPHQWVIRUSRSXODUL]LQJWKHVH
DPRUSKRXVVRODUPRGXOHVLQYDULRXVUHJLRQV

,QWKHHQHUJ\ILHOGWKH)XML(OHFWULF*URXSSURYLGHVHQHUJ\VR
OXWLRQV E\ FRQVROLGDWLQJ WHFKQRORJLHV IRU HQHUJ\ FRQVHUYDWLRQ QHZ
HQHUJ\ HQHUJ\ PDQDJHPHQW HOHFWULF SRZHU V\VWHP VXSHUYLVRU\
FRQWUROPDLQWHQDQFHHWFZKLFKUHÁHFWWKHFKDQJLQJVRFLDOHQYLURQ
PHQW+HOSLQJWRUHGXFHHQHUJ\FRVWVUHVSRQGWRJOREDOHQYLURQPHQWDO
SUREOHPVDQGHQVXUHHQHUJ\VHFXULW\WKH)XML(OHFWULF*URXSLVZRUN
LQJWRDGYDQFHHQHUJ\VROXWLRQVWKDWSURYLGHFXVWRPHURULHQWHGDQG
LQWHJUDWHGVROXWLRQV7KLVSDSHULQWURGXFHVWKH)XML(OHFWULF*URXS·V
DSSURDFKWRHDFKRIWKHVHVROXWLRQWHFKQRORJLHV
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$GHPRQVWUDWLRQH[SHULPHQWZDVEHJXQLQ$XJXVWIRUWKH
ZLQGSRZHUJHQHUDWRUVWDELOL]DWLRQV\VWHP,WLVWKHZRUOGÀUVWK\EULG
V\VWHPWKDWLVFRPSRVHGRIWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\ OHDGDFFXPXODWRU
DQG1L0+EDWWHU\ DQGWKHHOHFWULFGRXEOHOD\HUFDSDFLWRU7KHIHDWXUH
RIWKLVV\VWHPLVWREHDEOHWRVWDELOL]HWKHSRZHUÁXFWXDWLRQRIZLQG
SRZHUJHQHUDWLRQLQFOXGLQJERWKVKRUWDQGORQJF\FOHVZLWKWKHPLQL
PXPLQVWDOOHGFDSDFLW\$KLJKSHUIRUPDQFHFRQWUROV\VWHPDQGDKLJK
HIÀFLHQF\FRQYHUWHUZHUHGHYHORSHG$VDUHVXOWWKHRXWSXWÁXFWXDWLRQ
GXULQJPLQXWHVFRXOGEHVXSSUHVVHGZLWKLQRIWKHZLQGJHQ
HUDWRUUDWHGRXWSXWLQWKHFDSDFLW\RIWKHVWDELOL]DWLRQV\VWHPRIDERXW
WKUHHTXDUWHUVRIWKHZLQGJHQHUDWRUUDWHGRXWSXW7KLVUHVXOWVDWLVÀHG
WKHWHFKQLFDOUHTXLUHPHQWWKDWWKHDIÀOLDWHGSRZHUFRPSDQ\VSHFLÀHV

)XML(OHFWULFKDVVKLSSHGPRUHWKDQXQLWVRISKRVSKRULFDFLG
IXHOFHOOVIRUÀHOGWHVWGHYLFHVDQGFRPPHUFLDOGHYLFHV7KHRSHUDWLQJ
WLPHRIWKH N:SKRVSKRULFDFLGW\SHIXHOFHOOKDVH[FHHGHG
KRXUV)XWXUHFKDOOHQJHVLQFOXGHIXUWKHUSRSXODUL]LQJSKRVSKRULFDFLG
IXHO FHOOV UHGXFWLRQ RI GHYLFH VL]H XWLOL]LQJ XQXVHG HQHUJ\ VRXUFHV
VXFKDVELRJDVDQGK\GURJHQE\SURGXFWVDQGGHYHORSLQJDSSOLFDWLRQV
IRUUHGXFLQJ&2

0OWER 1UALITY 3OLUTIONS THROUGH #OLLABORATIVE
2ESEARCH WITH :HEJIANG 5NIVERSITY

%NERGY #ONSERVATION BASED ON A h.EXT GENERATION
-ANUFACTURING 0LATFORMv

.AOTO +OBAYASHI

:HAO 2ONGXIANG

+OUJI 9UTANI

.AOTAKA -IYAMURA

(IDETO 3HIRAI

$ONGHUI 8IANG

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&KLQDLVFRQWLQXLQJWRH[SHULHQFHUHPDUNDEOHHFRQRPLFJURZWK
DQGWKHXSFRPLQJ%HLMLQJ2O\PSLFVDQG6KDQJKDL:RUOG([SRDUHH[
SHFWHGWRVWLPXODWHHYHQJUHDWHUHQHUJ\FRQVXPSWLRQIRUWKHIXWXUH
0HDQZKLOH PDQ\ HIIRUWV VXFK DV WR UHGXFH HQHUJ\ FRQVXPSWLRQ
OHVVHQHQYLURQPHQWDOLPSDFWDQGLPSURYHSRZHUTXDOLW\LVVXHVDUH
EHLQJDGYDQFHGWRDGGUHVVFKDOOHQJHVWKDWPXVWEHRYHUFRPHIRUWKH
VWDEOHVXSSO\RIHOHFWULFSRZHU,QRUGHUWRSURYLGHVROXWLRQVXVLQJ)XML
(OHFWULF·VPDQ\\HDUVRIDFTXLUHGWHFKQLFDOH[SHUWLVHWR&KLQD·VHQHUJ\
PDUNHW)XML(OHFWULFKDVHQJDJHGLQFROODERUDWLYHUHVHDUFKRIHOHFWULF
SRZHUUHODWHGWHFKQRORJ\ZLWK=KHMLDQJ8QLYHUVLW\DOHDGLQJ8QLYHUVL
W\LQ&KLQDDQGLVPRYLQJIRUZDUGZLWKWKHGHYHORSPHQWRIDSSURSULDWH
SURGXFWV7KHUHVXOWVRIWKHVHHIIRUWVDUHGHVFULEHGKHUHLQ

)XML(OHFWULFSURSRVHVWKDWVKRSÁRRUSURGXFWLRQSODQWVVWUHQJWKHQ
WKHLUFRPSHWLWLYHQHVVWKURXJKPRUHVRSKLVWLFDWHGSODQWPDQDJHPHQW
E\ FRQVWUXFWLQJ D ´QH[WJHQHUDWLRQ PDQXIDFWXULQJ SODWIRUPµ DV D
PHFKDQLVPIRUIXOO\XWLOL]LQJVKRSÁRRULQIRUPDWLRQDVDPDQDJHPHQW
UHVRXUFHLQRUGHUWREHFDSDEOHRIUHVSRQGLQJWRFKDQJLQJVRFLDOFRQGL
WLRQVDQGWRVXSSRUWYDULRXVFXVWRPHUUHTXHVWV7KLVSDSHULQWURGXFHV
SURGXFWOLIHF\FOHPDQDJHPHQW 3/0 WHFKQRORJ\WKDWDLPVWRDFKLHYH
FRQWLQXRXV LPSURYHPHQWV DQG WKDW FRPELQHV DQ LQWHJUDWHG HQHUJ\
PDQDJHPHQW V\VWHP LPSURYHG HQHUJ\ VDYLQJV DQ LPSURYHG SODQW
ZRUNHQYLURQPHQWDQGDPDQXIDFWXULQJH[HFXWLRQV\VWHP 0(6 WR
VDWLVI\UHTXLUHPHQWVIRUSURGXFWTXDOLW\FRVWVDIHW\DQGHQYLURQPHQ
WDOIULHQGOLQHVV$QH[DPSOHRIDQLQVWDOODWLRQRIWKLV3/0WHFKQRORJ\DW
)XML(OHFWULF·V.XPDPRWR3ODQWLVDOVRSUHVHQWHG

3TANDARD $AM #ONTROL 3YSTEM AND 7IDE AREA
$ISTRIBUTED 4ECHNOLOGY

!N /VERVIEW OF 2ECENT $ISTRIBUTION -ANAGEMENT
3YSTEM 4RENDS

-UNEHIRO $OUMOTO

-ASAAKI 3OUFUKU

3ATORU 4AKAHASHI

(IDEKI -ATSUDA

9ASUHISA +ANAZAWA

(IROSHI +OJIMA

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

7KLVSDSHULQWURGXFHV)XML(OHFWULF·VVWDQGDUGGDPFRQWUROV\VWHP
ZKLFKLVVXLWDEOHIRUXVHLQFRQWURODQGSURFHVVLQJV\VWHPVIRUGDP
FRQWUROLQRUGHUWRPDNHWKHRSHUDWLRQRIRXWOHWIDFLOLWLHVLQDGDPVDIHU
DQGVLPSOHU$GGLWLRQDOO\GXHWRWKHGHYHORSPHQWRI,3QHWZRUNWHFK
QRORJ\EDVHLQWHJUDWHGSODQQLQJKDVDGYDQFHGZLWKWKHDLPRIPDNLQJ
RSHUDWLRQDQGPDQDJHPHQWPRUHHIÀFLHQW5HVSRQGLQJWRWKHWUHQGVRI
HQDEOLQJWKHPRQLWRULQJRIPXOWLSOHGDPVDQGWKHPXWXDOEDFNLQJXSRI
HDFKEDVH)XML(OHFWULF·VGLVWULEXWHGPLGGOHZDUHDQGZLGHDUHDGLVWULE
XWHGWHFKQRORJ\ZKLFKXVHPRGXODUFRPSRQHQWVIRUUHPRWHPRQLWRU
LQJDQGFRQWUROV\VWHPVRQDQ,3QHWZRUNDUHDOVRLQWURGXFHGKHUHLQ

:LWKFKDQJHVLQWKHEXVLQHVVHQYLURQPHQWIRUWKHHOHFWULFSRZHU
LQGXVWU\GUDPDWLFLPSURYHPHQWVLQKDUGZDUHSHUIRUPDQFHWKHSHQ
HWUDWLRQRI,3QHWZRUNVDQGWKHOLNHGLVWULEXWLRQPDQDJHPHQWV\VWHPV
KDYHEHHQFKDQJLQJ\HDUE\\HDULQUHVSRQVHWRLPSURYHGVXSSO\UHOL
DELOLW\DQGPRUHVRSKLVWLFDWHGIXQFWLRQDOLW\DQGRSHUDWLRQ8QGHUWKHVH
FLUFXPVWDQFHVWKLVSDSHUSUHVHQWVDQRYHUYLHZRI)XML(OHFWULF·VODWHVW
HIIRUWVLQSURPRWLQJGLVWULEXWLRQPDQDJHPHQWV\VWHPVFHQWHUHGRQ
VXSSRUWLQJZLGHDUHDPRQLWRULQJDQGFRQWUROV\VWHPVDQGWKHUHFHQWO\
LQFUHDVLQJGLVWULEXWHGSRZHUVXSSOLHVWKDWOLQNEXVLQHVVRIÀFHVYLDD
QHWZRUN

エネルギーソリューションを支えるライフサイクルサービス
中原

泰男

富士時報

西山

和男

岩崎

哲之

6OL .O P-（）

低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の現状と展望
久保山 勝典

富士時報

6OL .O P-（）

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh発電形態ú給配電形態Â多

低圧受配電j開閉機器Àþé監視制御機器ä器具商品åh低圧電

種多様ÞàĀhôÕ広域áàÙÜºāg設備設置後å長期áąÕÙ

気設備ä重要à保護j開閉制御機器ÞÍÜ制御盤ú配電盤á使用Ë

Õ安定的設備運用Þ維持費ä低減Â求÷ÿĂÜºāgċľĨsĞs

Ăh顧客各位ä国内設備åøÞþĀ海外設備向Çî輸出ËĂāgË

ļĢ部門ÝåhÉĂÿä要求á応¾āÕ÷áh劣化診断ú余寿命診

ÿá海外企業ä現地調達拡大ä動向Ĉ踏ô¾h製品性能äęŖsĹ

断Ĉ中心ÞÏā予防保全技術ä開発úĜsŔĤŜĨsjœŋsıŊ

Ŕ化ú海外市場ä要求áÏæúÅ応¾ÜºÅÉÞÂ重要Ý¸āg本

ŜįĳŜĢjŖġĢįČĬĘĢĈ中心ÞÏāĞsļĢčŜľŒä機

稿Ýå器具商品Ĉ取Ā巻Å市場環境ä動向á対応ÍÕ最近ä新商品

能向上Ĉ進÷ÜÃÜºāg本稿ÝåhÉĂÿä最近ä取組õÞ開発

Ġœsģä特徴Ĉ紹介Íh今後ä新Õà取組õáÚºÜ述ïāg

成果áÚºÜ紹介Ïāg

グローバルツインブレーカ「G-Twin シリーズ」の商品拡充
と機能を高める付属装置
高橋

康弘

富士時報

佐藤

佑高

石動

秀樹

6OL .O P-（）

コマンドスイッチの最新機器と技術
清水

源広

富士時報

町田

謹斎

小笠原

稔

6OL .O P-（）

IEChCCChUL Àþé新 JIS ä各規格áÏïÜ対応ÍÕ真äę

制御盤Ĉ中心á使用ËĂāĜŇŜĲĢčĬĪåhĻŎsŇŜŇĠ

ŖsĹŔĭčŜĿŕsĔÞÍÜG-Twin Ġœsģ125 v 400 AF

ŜčŜĨľĐsĢ機器ÞÍÜ重要à役割Ĉ担ÙÜºāg2007 年度

Ĉ開発Íh派生機種ú付属装置øÓäĜŜĤŀıĈ踏襲Í開発ÍÕg

á開発ÍÕAR16jAF16 Ġœsģå制御盤ä小型化j薄型化j

本稿ÝåhG-Twin ĿŕsĔä付属装置hÀþé派生機種áÚºÜ

多様化Ĵsģá応¾āÕ÷h接点部一体構造ä技術検討Ĉ進÷h既

Óä概要Ĉ紹介Ïāg付属装置ä特長ÞÍÜåh①国際標準îä対

存製品á対ÍÜĺĶŔ奥行Ã寸法ä縮小化hÀþéĺĶŔ表面Ĉ中

応h②安全性ä向上h③使ºúÏËä向上Â図ÿĂÜºāÉÞÝ¸

心ÞÏāİğčŜä向上Ĉ実現ÍÕgÉä新型ĜŇŜĲĢčĬĪä

āg派生機種ÞÍÜå国内特有ä用途Ĉ考慮ÍÕ単 3 中性線欠相保

技術検討j測定技術àßáÚºÜ紹介Ïāg

護付h漏電警報付hķŜēsıĢčĬĪĈ開発ÍÕg

受配電保護・監視機器「F-MPC シリーズ」の最新機器と技
術
鹿野

俊介

富士時報

町田

悟志

谷

敏明

6OL .O P-（）

使いやすさが向上する音声ガス警報器
長瀬

徳美

富士時報

6OL .O P-（）

受配電設備ä保守j管理äÕ÷ä各種保護継電器j指示計器Ĉ

家庭用ĕĢ警報器á対Ïā新Íº市場ä要求ÞÍÜh検知機能ä

高度化j機能集約ÍÕ多機能İČġĨŔ形保護継電器F-MPC Ġ

向上Þ利便性ä向上Â¸āgĕĢ漏ĂÖÇÝàÅ不完全燃焼時á発

œsģä最新機器ÞÍÜhĕĢĻsıņŜŀ分散型電源á最適化

生Ïā一酸化炭素}CO~ú台所ä火災Ĉ検知Ïā音声ĕĢ警報器

ÍÕ系統連系ŏĴĬıh高低圧変圧器盤ä保護j監視á最適化ÍÕ

Ĉ開発ÍÕgÉĂåhŏsğsÂ操作ÝÃā警報音声確認ŅĨŜĈ

高低圧変圧器盤用ŏĴĬıh比率差動継電器機能Ĉ強化ÍÕıŒŜ

搭載Íh各家庭áÀºÜĕĢĈ吹ÃÁÇāÉÞàÅ警報音声Ĉ確認

Ģ保護ŏĴĬıĈ紹介ÏāgôÕhÉĂÿ現場機器Ý¸ā F-MPC

ÏāÉÞÂÝÃāgôÕh警報器異常äŊĬĤsġàßøŅĨŜ操

ĠœsģĈ構内 LAN á接続Íh受配電設備ä状態ú電力使用量ä

作Ý発声Ïāàßh従来ä警報器á比ïþĀ便利à機能Ĉ備¾Üº

一元管理Ĉ可能ÞÏāF-MPC Web ŏĴĬıø紹介Ïāg

āg

情報・制御・エンベデッド技術を融合した機電一体システム
の構築
益子

洋一

富士時報

峯尾

秀行

齊藤

智明

6OL .O P-（）

ĶĬıŘsĘ技術úđŜłİĬĲ技術ä進歩áþĀh高速à通信
機能Ĉ持Ú小型Ý安価àčŜįœġĐŜı機器ä開発Â可能ÞàÙ
Õg本稿ÝåhčŜįœġĐŜı機器Ĉ適用Íh従来ä情報制御Ġ
ĢįŉäċsĖįĘĪŌĈ一新Íh機械側ĈčŜįœġĐŜı化
ÏāÉÞÝ実現ÍÕ効果ú特徴Ĉ実際äĠĢįŉîä適用事例Ĉ通
ÍÜ紹介ÏāgôÕhÉäċsĖįĘĪŌĈ実現Ïā上Ý開発ÍÕ
Ethernet łsĢä多ķsĲ同時高速制御ŀŖıĜŔáÚºÜhÓ
ä仕組õú特徴Ĉ紹介Ïāg

0RESENT 3TATUS AND &UTURE /UTLOOK FOR ,OW-VOLTAGE %LECTRICAL $ISTRIBUTION
AND 3WITCHING $EVICES AND -ONITORING #ONTROL $EVICES

,IFE #YCLE 3ERVICES FOR %NERGY 3OLUTIONS
+AZUO .ISHIYAMA

4ETSUYUKI )WASAKI

+ATSUNORI +UBOYAMA

9ASUO .AKAHARA

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

3URGXFWV ZLWK ORZYROWDJH HOHFWULFDO GLVWULEXWLRQ HTXLSPHQW
VZLWFKLQJGHYLFHVDQGPRQLWRULQJFRQWUROGHYLFHVDUHEHLQJXVHGDV
FULWLFDOSURWHFWLRQDQGVZLWFKLQJFRQWUROGHYLFHVLQFRQWUROSDQHOVDQG
GLVWULEXWLRQ SDQHOV DQG LQ DGGLWLRQ WR EHLQJ XVHG LQ RXU FXVWRPHU·V
GRPHVWLF HTXLSPHQW WKH\ DUH DOVR EHLQJ H[SRUWHG IRU XVH LQ RYHU
VHDVHTXLSPHQW)XUWKHUPRUHEDVHGRQWKHWUHQGRILQFUHDVHGORFDO
SXUFKDVH E\ RYHUVHDV FRPSDQLHV D TXLFN UHVSRQVH WR UHTXHVWV IRU
JOREDOL]HGSURGXFWSHUIRUPDQFHDQGUHTXHVWVIURPRYHUVHDVPDUNHWV
LVYLWDO7KLVSDSHULQWURGXFHVIHDWXUHVRI)XML(OHFWULF·VODWHVWSURGXFW
VHULHVGHYHORSHGLQUHVSRQVHWRSURGXFWPDUNHWWUHQGVDQGDOVRGH
VFULEHVQHZHIIRUWVWREHXQGHUWDNHQE\)XML(OHFWULFLQWKHIXWXUH

,QWKHHQHUJ\VROXWLRQVÀHOGPDQ\YDULRXVIRUPVRIHOHFWULFDOSRZ
HUJHQHUDWLRQDQGSRZHUGLVWULEXWLRQH[LVWWKURXJKRXWZLGHUDQJLQJDU
HDV$IWHULQVWDOODWLRQWKHHTXLSPHQWLVUHTXHVWHGWRSURYLGHORQJWHUP
VWDEOHRSHUDWLRQDQGORZHUPDLQWHQDQFHFRVWV,QUHVSRQVHWRWKHVH
UHTXHVWV)XML(OHFWULF·VDIWHUVDOHVVHUYLFHGHSDUWPHQWKDVSURPRWHG
WKHGHYHORSPHQWRISUHYHQWDWLYHPDLQWHQDQFHWHFKQRORJ\FHQWHUHGRQ
GHJUDGDWLRQGLDJQRVLVDQGUHPDLQLQJOLIHDVVHVVPHQWDQGRQIXQFWLRQDO
LPSURYHPHQWVLQWKHVHUYLFHLQIUDVWUXFWXUHE\IRFXVLQJRQFDOOFHQWHUV
UHPRWHPDLQWHQDQFHDQGORJLVWLFV7KLVSDSHUGLVFXVVHVWKHVHUHFHQW
HIIRUWVDQGWKHGHYHORSPHQWUHVXOWV

4HE ,ATEST #OMMAND 3WITCH %QUIPMENT AND 4ECHNOLOGY

%XPANDED 0RODUCT ,INEUP OF THE '-4WIN 3ERIES AND
!CCESSORIES TO %NHANCE &UNCTIONALITY

-OTOHIRO 3HIMIZU

.ORIYOSHI -ACHIDA

-INORU /GASAWARA

9ASUHIRO 4AKAHASHI

9UTAKA 3ATO

(IDEKI )SHIDO

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&RPPDQGVZLWFKHVZKLFKDUHXVHGFKLHÁ\LQFRQWUROSDQHOVKDYH
DQ LPSRUWDQW UROH DV KXPDQPDFKLQH LQWHUIDFH GHYLFHV 7KH $5
DQG$)VHULHVZDVGHYHORSHGLQLQUHVSRQVHWRFRQWUROSDQHO
UHTXLUHPHQWVIRUVPDOOHUVL]HWKLQQHUVL]HDQGGLYHUVLÀFDWLRQDQGD
WHFKQLFDOUHYLHZRIWKHLQWHJUDWHGVWUXFWXUHRIWKHFRQWDFWDUHDZDV
DGYDQFHGDQGDVKRUWHUSDQHOGHSWKDQGLPSURYHGSDQHOVXUIDFHGHVLJQ
ZHUHUHDOL]HGLQH[LVWLQJSURGXFWV7KHWHFKQLFDOFRQVLGHUDWLRQVIRU
WKLVQHZW\SHRIFRPPDQGVZLWFKDQGWKHPHDVXUHPHQWWHFKQRORJ\DUH
GHVFULEHGLQWKLVSDSHU

7KH*7ZLQVHULHVWR $)ZDVGHYHORSHGDVDWUXHJOREDO
WZLQEUHDNHUWKDWVXSSRUWV,(&&&&8/DQGQHZ-,6VWDQGDUGVDQG
GHULYDWLYHPRGHOVDQGDFFHVVRULHVZHUHGHYHORSHGIROORZLQJWKLVFRQ
FHSW7KLVSDSHUSUHVHQWVDQGRYHUYLHZRIWKH*7ZLQEUHDNHUDFFHV
VRULHVDQGGHULYDWLYHPRGHOV7KHDFFHVVRULHVIHDWXUH  FRQIRUPDQFH
ZLWK LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUGV   LPSURYHG VDIHW\ DQG   LPSURYHG
HDVHRIXVH$VGHULYDWLYHPRGHOVDSURWHFWLRQIRUQHXWUDOOLQHIDLOXUH
LQVLQJOHSKDVHWKUHHZLUHV\VWHPDQHOHFWULFOHDNDJHDODUPDQGDQRQ
DXWRVZLWFKKDYHEHHQGHYHORSHGLQFRQVLGHUDWLRQRIVSHFLÀFGRPHVWLF
DSSOLFDWLRQV

%ASIER TO 5SE 6OICE-ALERT 'AS !LARM

,ATEST $EVICES AND 4ECHNOLOGY OF THE &--0# 3ERIES
OF 0OWER 0ROTECTION AND -ONITORING )NSTRUMENTS

4OKUMI .AGASE

3HUNSUKE 3HIKANO

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

3ATOSHI -ACHIDA

4OSHIAKI 4ANI

,PSURYHGGHWHFWLRQIXQFWLRQVDQGLPSURYHGFRQYHQLHQFHDUHQHZ
PDUNHWUHTXLUHPHQWVIRUKRXVHKROGJDVDODUPV)XML(OHFWULFKDVGH
YHORSHGDYRLFHDOHUWJDVDODUPWKDWGHWHFWVQRWRQO\JDVOHDNVEXWDOVR
FDUERQPRQR[LGH &2 JHQHUDWHGGXULQJLQFRPSOHWHFRPEXVWLRQDQG
NLWFKHQÀUHV7KLVDODUPLVHTXLSSHGZLWKDEXWWRQZKLFKDXVHUFDQRS
HUDWHWRDFNQRZOHGJHWKHYRLFHDOHUWDODUPVRWKDWWKHYRLFHDOHUWFDQ
EHDFNQRZOHGJHGLQHDFKKRXVHKROGZLWKRXWVSUD\LQJJDVWKURXJKRXW
0RUHRYHUDODUPHUURUPHVVDJHVDUHDOVRJHQHUDWHGDVYRLFHPHVVDJHV
YLDEXWWRQRSHUDWLRQDQGWKHDODUPLVHTXLSSHGZLWKIXQFWLRQVPRUH
FRQYHQLHQWWKDQLQDFRQYHQWLRQDODODUP

$V WKH ODWHVW GHYLFHV LQ WKH ´)03& 6HULHVµ RI PXOWLIXQFWLRQDO
GLJLWDOW\SHSURWHFWLYHUHOD\VIHDWXULQJDGYDQFHGFRPELQHGIXQFWLRQ
DOLW\ RI YDULRXV SURWHFWLYH UHOD\V DQG LQGLFDWLQJ LQVWUXPHQWV IRU WKH
PDLQWHQDQFHDQGPDQDJHPHQWRISRZHUUHFHLYLQJDQGSRZHUGLVWULEX
WLRQHTXLSPHQWDQLQWHUFRQQHFWLRQXQLWRSWLPL]HGIRUDJDVKHDWSXPS
GLVWULEXWHGSRZHUVRXUFHDKLJKORZYROWDJHWUDQVIRUPHUSDQHOXQLW
RSWLPL]HGIRUWKHSURWHFWLRQDQGPRQLWRULQJRIDKLJKORZYROWDJHWUDQV
IRUPHUSDQHODQGDWUDQVIRUPHUXQLWZLWKDQHQKDQFHGUDWLRGLIIHUHQWLDO
UHOD\IXQFWLRQDUHLQWURGXFHG$OVRLQWURGXFHGLVWKH´)03&:HE8QLWµ
WKDWFRQQHFWVWKHVHMREVLWHGHYLFHVRIWKH)03&6HULHVYLDDFORVHG
/$1DQGHQDEOHVWKHXQLÀHGFRQWURORIWKHVWDWXVDQGSRZHUXVDJHRI
WKHUHFHLYLQJDQGGLVWULEXWLRQHTXLSPHQW

)NTEGRATED %LECTROMECHANICAL 3YSTEM 3TRUCTURE THAT #OMBINES
)NFORMATION #ONTROL AND %MBEDDED 4ECHNOLOGY
9OUICHI -ASUKO

(IDEYUKI -INEO

4OMOAKI 3AITOU

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

$GYDQFHVLQQHWZRUNWHFKQRORJ\DQGHPEHGGHGWHFKQRORJ\KDYH
OHGWRWKHGHYHORSPHQWRIVPDOODQGLQH[SHQVLYHLQWHOOLJHQWGHYLFHV
HTXLSSHGZLWKKLJKVSHHGFRPPXQLFDWLRQIXQFWLRQV7KURXJKH[DPSOHV
RI DSSOLFDWLRQ WR DFWXDO V\VWHPV WKLV SDSHU GHVFULEHV WKH HIIHFW DQG
FKDUDFWHULVWLFVREWDLQHGZKHQXVLQJLQWHOOLJHQWGHYLFHVDQGDQDUFKL
WHFWXUHWKDWKDVEHHQFKDQJHGFRPSOHWHO\IURPWKDWRIDFRQYHQWLRQDO
LQIRUPDWLRQFRQWUROV\VWHPWRSURYLGHLQWHOOLJHQFHWRWKHPHFKDQLFDO
SRUWLRQRIDV\VWHP$GGLWLRQDOO\WKHPHFKDQLVPDQGFKDUDFWHULVWLFVRI
WKHPXOWLQRGHFRQFXUUHQWKLJKVSHHGFRQWUROSURWRFROIRUWKH(WKHUQHW
EDVHGHYHORSHGWRUHDOL]HWKLVDUFKLWHFWXUHLVDOVRGHVFULEHG
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