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産業・社会インフラ分野はここ 2，3年間堅調な設備投
資意欲に支えられて好況であった。富士電機はこれまで

培った高い技術力とノウハウで多くのプラントソリュー

ションを供給した。今後も FQCDS（機能・品質・価格・

納期・サービス）すべてに優れた高性能システムをグロー

バルに提案し社会に貢献していく。

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム分野は，

「S-Former」を中心に好調であった。まずパワーエレク

トロニクスシステムでは，世界最大級アルミ精錬用整流設
備をアブダビ向けに受注し製作を開始した。新しい取組み

も進め，コンパクトを特徴とする「S-Former Mini」を開
発し納入する一方，老朽化した他社製整流装置の整流器部
だけの置換えにも挑戦し成功を収めた。次に電気炉分野
では，国内最大級製鋼アーク炉（直流）向け電気品を受注
し，製作を開始した。アーク炉用電気設備では増容量設備
を既設スペースに設置する要求が多い。この要求に対し今
まで培った大電流設計技術を適用し応えている。加熱シス

テムでは，パワーエレクトロニクス技術を駆使して開発し

た 1MHz級電源が実証設備で高い評価を得ている。今後，

真空管領域や非磁性金属加熱領域に拡大する予定である。

施設電機システム分野では，製造業・非製造業・官公
庁と多岐にわたる分野に特高受変電設備を数多く納入した。

製造業では更新需要のみならず新工場建設も盛んに行われ

た。また，企業の災害リスク回避・情報セキュリティ対策
から IDC（Internet Data Center）需要が急増し，IDC向
け受変電設備の納入が増加した。近年の変電設備には，環
境対応・電力品質向上などの付加価値が求められている。

屋内設置の特高変圧器では，脱 SF6ガス・脱油の要求か

らモールド変圧器の採用が拡大している。富士電機はこの

要求に応えて 22 kV自冷 13MVA/風冷 16.9MVAの国内
最大容量のスポットネットワーク用変圧器を開発し納入し

た。また，2008年は落雷瞬低対策として高圧瞬低対策装
置を開発し納入した。今後電力品質向上へのニーズがさら

に高まり，高圧瞬低対策装置の設置が増えていくであろう。

交通システム分野では，地球温暖化防止に伴う CO2排
出抑制などの観点から電気鉄道が見直されており，第三セ

クターによる新線の建設や各電鉄会社による既設変電所の

更新工事が活発に行われた。富士電機は，環境対応，安全，

省メンテナンスをキーワードに純水沸騰冷却式整流器，直
流高速度真空遮断器，新幹線用マイクロエレクトロニクス

形配電盤，電力系統補償用自励式インバータの開発・製作
を精力的に行い，多数納入した。

道路システム分野では，世界的に都市トンネルが増えて

きている。地域環境保全に配慮する目的で，空中の浮遊粉
じんを除去する電気集じん機の需要が増えてきた。富士電
機はこの分野で多くの納入実績と高い技術を持ち，環境改
善性能を向上させた「交流電界型電気集じん機」を開発・

納入し，環境改善に貢献している。

クリーンシステム分野では，特に液晶分野において堅
調な設備投資が継続している。世界最大第 10世代（G10）
の液晶パネル用クリーンルーム（CR）システムを受注し，

現在一期，二期工事を施工中である。工程は順調に進んで

おり，生産装置の搬入を開始し 2008年度内に一期工事の

引渡しを完了する予定である。この受注に際して，富士
電機の工場内に気流実験室を新設し，顧客および搬送装置
メーカーとの共同開発を実施した。これは，搬送装置の実
機走行による事前検証実験で新気流制御システム技術を確
立させ，本システムの設計・施工に反映させるためである。

また，コンポーネント製品では，液晶およびカラーフィル

タ製造ラインの歩留りやスループット向上に貢献する大型
ガラス基板（G10）用冷却装置，精密恒温装置および CR
用クリーン冷却装置など高精度温調装置を数多く製品化し

納入した。クラス 6程度の CRに適用できるこのクリーン

冷却装置は，G10用大規模液晶工場に採用され，コストダ

ウンと工期短縮を実現することができた。また，ファン

フィルタユニット（FFU）監視システムにおいては，コ

ストダウンと機能拡充を追求した新型 LSI（LAN Serial 
Interface）を製品化した。これも数多く納入し順調に運
転している。このような液晶分野向け製品開発と納入実績
をベースとして，今後は半導体分野にも積極的にソリュー

ション展開し拡販していく。

産業プラント

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム

施設電機システム

交通・道路システム

クリーンシステム



富士時報 Vol.82 No.1 2009 産業プラント

46

　フィリピン・マブハイビニル社向け「S-Former Mini」（12相整流装置）の納入

　米国・オキシデンタル社向け他社製変圧器とのクローズカップル整流器の完成

　JFE条鋼株式会社仙台製造所向け炉用電気品の納入

図１　整流器全景

図2　整流器全景および背面取合部

図3　電気炉用変圧器の設置状況

2006年にソーダ電解用途向けの顧客を主要なターゲッ

トとした中小容量整流装置「S-Former Mini」を開発し，

その応用として，2008年 7月に単器 12相整流装置とし

ての第 1号機をクロリンエンジニアズ株式会社経由でマ

ブハイビニル社向けに納入した。本設備は，三相，60Hz，
13.8 kV受電，DC425V，19.6 kA出力である。この設備の

特徴は次のとおりである。

（1）　単器 12相における横流によるローカルヒート増大を

考慮しながら，信頼性の高いコンパクトな整流装置とし

た。

（2）　デジタル化現場制御盤を標準仕様として採用し，遠方
監視盤と伝送接続した。また，双方にプラント表示画面
を設置することで，監視・操作性をより向上させた。

老朽化が進んだオキシデンタル社の既設他社製整流器
キュービクルを更新した。他社製変圧器をそのまま流用す

ることとし，その変圧器とクローズカップルさせた整流器
6台を納入した。出力は単器 DC364V，66 kA，24MWで，

合計出力は 144MWである。設備の特徴は次のとおりで

ある。

（1）　直流電流 66 kAは，富士電機ではローカルヒート対策
として同相逆並列接続技術を適用するが，今回は整流器
キュービクルのみの更新であるため，その技術が適用で

きず，その効果を他の手法で達成して製品を完成させた。

（2）　既設他社製変圧器や既設 DCブスバーとの取合いを合
わせるために，大容量サイリスタ 14並列/アームのコン

パクト化設計を行い，既設設備より整流器キュービクル

内のメンテナンス性を向上させた。

JFE条鋼株式会社仙台製造所向けに交流アーク炉用電
気品を納入し，所期の目的を満足する性能を得た。主要機
器の構成とその特徴は次のとおりである。

（1）　75MVA炉用変圧器
1タンク 2トランス方式を採用し，降圧変圧器（154 kV/ 
33 kV）と炉用変圧器（33 kV/F990-R570V）を同一タン

クに収納した。

（2）　18MVA直列リアクトル

無電圧タップ切換器を採用しており，多頻度真空遮断器
の適切な配置により，アーク炉運転中にもタップ切換がで

きる交流アーク炉用電気システムを構築した。

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム
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産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム

施設電機システム

0.5インチ以下の小径・薄肉の電縫管溶接や薄板加熱な

どに適した 300 kW，1MHzの半導体式高周波電源装置を

開発した。また，本高周波電源装置を組み込んだ 200 kW，

600 kHzの電縫管溶接機を顧客に納入した。主な特徴は次
のとおりである。

（1）　制御高速化，主回路の冷却性能を強化して，出力周波
数を従来の 500 kHzから 1MHzに高周波化した。

（2）　1MHzにおける電源部の効率は 90%以上と高効率で

ある。

（3）　電流・電力制御のため高周波側での位相制御を採用し

ており，負荷の変動に対する高速応答性を実現した。

（4）　従来電源と同様，入力力率は広い入力範囲において

0.95以上を維持している。また，整流器の多パルス化に

よる高調波の低減も実現した。

　MHz級高周波電源装置

図4　MHz級高周波電源装置（300kW，1MHz）

オマーン・ソハールアルミニウム社の主電源設備用と

して，ベクテル社向けに 220 kV GIS変電設備を納入し，

2008年 6月から運転を開始した。GISは屋内ハウジング

方式で，2回線架空線受電，二つの母線連絡を持つ 2区画
の二重母線，および 9回路のケーブルフィーダから成る系
統構成となっている。GIS機側操作盤を省略し，隣接した

部屋に設置されたリレーパネルに GIS側制御回路も収納
し，コネクタケーブルにより相互接続されている。

リレーパネルはフィーダごとに盤体を独立させ，万が一の

火災発生時にも被害を最小限に抑える配慮がなされている。

保護リレーはすべてデジタルリレーを適用し，さらに母線
保護リレーは，光伝送によるデジタル式分散配置システム

を採用し，信頼性の向上を図っている。

　アルミ精錬工場向け220kV GIS

大型百貨店ビル 13階にスポットネットワーク受電設備
用変圧器として，モールドトランスを合計 3台納入した。

従来であれば大容量のため油入変圧器またはガス絶縁変
圧器での対応となるところを，環境面・防災面での付加価
値を高めるためモールドトランスで対応した。仕様は，結
線Δ-Δ，電圧 21 kV/6.6 kV，定格容量 13MVA（自冷）

/16.9MVA（風冷，年 3回 8時間連続運転仕様），周波数
60Hzで，モールドトランスの容量としては国内最大級で

ある。また，概略寸法は，W3.5m× D2.3m× H3.6m，総
質量は約 25 tである。本モールドトランスはビル電気室
に分解搬入し，現地で組立を行い，配電盤に収納した。

　国内最大級容量のモールドトランス

図6　国内最大級容量のモールドトランス

図5　 220kV GIS
　　　（Photography courtesy of Sohar Aluminium Co.）
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施設電機システム

交通・道路システム

IT化の普及により，情報通信施設の需要は急速に拡大
している。情報通信施設はサーバの安定稼動が生命線であ

り，情報通信施設の電源の必須要件は連続安定供給性とな

る。電源バックアップ設備として無停電電源装置や非常用
発電機があるが，特高受変電設備が機能停止すれば，長時
間の電源供給は不可能になる。このため特高受変電設備に

は高い信頼性が要求されている。

今回，都内情報通信施設向けに特高受変電設備を納入し

た。この設備の特徴は，受電設備から制御電源部にいたる

までシングルポイント（停電しないと点検不可能な部位）

をなくす構成としたことである。万一の故障発生時にも別
ルートで電源を供給することができ，電力会社が停電しな

い限り，電源の連続供給が可能となった。

　都内情報通信施設向け特高受変電設備

A系機器
B系機器

図7　機器の構成

富士電機は岡山大学鹿田キャンパス向け 66 kV特高受変
電設備更新工事を受注し，C-GIS装置，8MVA油入変圧
器 2台，高圧配電設備，電力監視設備，1,250 kVA×2非
常用兼常用ガスエンジン発電設備を納入した。

本キャンパスは，医学部歯学部附属病院など先端医療と

教育研究を担う重要施設を多く抱えているため，設備停止
は許されない。そのため施工に際して，全停電を行わずに

既設電気室を全更新するという施工条件を求められたが，

幅広い製品技術と豊富な施工実績に基づくエンジニアリン

グ力によって実現し，高い評価を得た。また高い電源品質
が求められているため，停電時の商用電源から自家発給電
状態への給電切替えが，無停電でできる運用性の高いシス

テムを実現し，電源品質の向上にも貢献した。

　国立大学法人岡山大学（鹿田キャンパス）特高受変電設備更新

図8　特高受変電施設C-GIS ユニット

東武鉄道株式会社柳瀬川受電所は機器老朽化対応および

顧客所有の 22 kV特高送電設備削減を目的とした変電所化
工事を行った。主な設備は 84 kV C-GIS，純水沸騰冷却
式シリコン整流器，き電設備，主制御用配電盤設備などで

ある。主な特徴は次のとおりである。

（1）　受電設備として 84 kVガス絶縁開閉装置を適用する 
ことにより，充電部分の露出をなくすとともに設備の縮
小化を図っている。

（2）　シリコン整流器は 6,000 kWクラス S（クラス D＋
500% 0.2 s）を採用している。凝縮器は 1タンク化し，

省スペース化を図っている。

（3）　主制御用配電盤は回線単位形を採用し，省スペース化
と保守性の向上を図っている。

　東武鉄道株式会社柳瀬川変電所受変電設備

図9　整流器設備
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　大阪市交通局長居変電所の更新工事

　都市高速福大トンネル向け換気設備の納入

　IP ネットワークを利用した IG中継型遠方監視制御設備の納入

図10　純水沸騰冷却式シリコン整流器

図11　ジェットファンの設置状況

中日本高速道路株式会社八王子支社

IG中継局
施設中央局

モデム伝送

【凡例】
監視制御用
IPネットワーク

御殿山 TB

相模湖東 IC

藤野PA

八王子保全・サービスセンター八王子 IC

相模湖 IC 石川PA 国立府中 IC 調布 IC 三鷹 TB 烏山SH

本線照明No.1～ 7

監視情報
モニタリング

監視情報
モニタリング

子局

保守支援用
IPネットワーク

孫局

図12　IG中継型遠方監視制御設備の構成

地下鉄御堂筋線の電車用ならびに付帯用電力機器の老朽
化に伴い，特別高圧および高圧ほかの更新工事を実施した。

主な設備は，24 kVガス絶縁開閉装置，純水沸騰冷却式シ

リコン整流器，7.2 kV閉鎖配電盤，主制御用配電盤などで

ある。

主な特徴は次のとおりである。

（1）　24 kVドライエア絶縁 C-GISにより，脱 SF6ガス化
を実現している。また，省スペース化を図っている。

（2）　シリコン整流器は，二重星形から二重三相ブリッジへ

の結線替えが可能な構造で，高い自由度を持っている。

（3）　7.2 kV閉鎖配電盤，主制御用配電盤は，従来納入品に

比較して約 40%の省スペース化を実現している。

（4）　単体形デジタルリレーを採用しており，高信頼性を確
保し，保守省力化を実現している。

都市高速福大トンネルは福岡高速 5号線の堤－野芥間に

位置した福岡高速唯一のトンネルである。都市高速の安全
で快適な交通環境確保に貢献するためトンネル換気設備を

納入した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　ジェットファン（口径 1,030mmφ，吐出し風速
30m/s）を上下線に各 2台設置し，トンネル内環境に応
じた自動運転により視環境改善を図る。

（2）　車両火災発生時，上下線（4か所）に設置した消防隊
専用操作盤からのジェットファン排煙運転により，消火
救助活動の安全確保を図る。

（3）　パターン画像処理方式を採用した煙霧透過率測定装置
により，トンネル内視環境の測定安定化と保守性の向上
を図る。

中日本高速道路株式会社八王子保全・サービスセンター

管内の遠方監視制御設備は，インテリジェント（IG）機
能を中継局に配置するモデム伝送方式のシステムであっ

た。これをインターネットプロトコル（IP）伝送方式によ

り中継局と 8子局・9孫局（高井戸－相模湖間に設置）間
でデータ送受信を行う新システムに更新・施工した。

本システムの特徴は，保守支援用 IPネットワークを経
由した監視情報モニタリング機能にある。各子局および中
継局機器におのおのWebサーバ機能を持つ内蔵ボードを

組み込み，各子局は自局が保有するポジションの監視情報
を表示し，中継局は全子局集約画面を表示する。各画面の

呼出しは，汎用ブラウザを搭載したノートパソコンを各局
のハブなどから LAN接続することで可能となる。

交通・道路システム



富士時報 Vol.82 No.1 2009 産業プラント

50

　液晶製造ライン用精密恒温装置

　超精密温調装置

　クリーン冷却装置

図13　精密恒温装置

冷水

制御系

空気

冷媒

空気冷却器 ULPAフィルタ

温度センサ

P

ファン電気ヒータ

水冷却器

冷凍機

最適冷水温度制御ユニット

図14　制御フロー図

図15　クリーン冷却装置

液晶パネルの TFT（Thin Film Transistor）製造ライ

ンでは，ガラス基板の大型化が進み，品質やスループット

向上のためにガラス基板の温度管理が重要となっている。

本装置は，ガラス基板の温度を短時間で均一に制御する

装置であり，次の特徴を持っている。

（1）　冷凍機レス方式と圧力損失の低い特殊吹出しノズルの

採用により，省エネルギー化約 60%減（当社比）を達
成した。

（2）　吹出しユニットと温調ユニットを一体化し，装置占有
スペースを約 30%削減（当社比）した。

（3）　特殊吹出しノズルにより，温度均一化時間を約 25%
短縮（当社比）した。

半導体・液晶分野では，わずかな温度変動やパーティク

ルが製品性能に影響を及ぼすため，高清浄度と高精密温調
機能を持った超精密温調装置が使われている。

このたび，省エネルギーと高精度な温度制御を兼ね備え

た超精密温調装置を精密機械の検査用に納入したので紹介
する。従来の精密温調制御は，いったん空気を過冷却し微
調整用ヒータで再加熱する方式であるが，最適冷水温度制
御により過冷却・再加熱を必要としない超精密温調装置を

実現した。主な性能は次のとおりである。

（1）　温度精度：設定温度＋－ 0.01℃
（2）　設定温度可変範囲：18〜 23℃
（3）　清浄度：クラス 1
（4）　消費電力：過冷却・再熱方式より 60%低減（当社比）

世界初かつ世界最大の第 10世代マザーガラスを採用し

た最新鋭液晶工場向けクリーンルームのメンテナンスゾー

ンは，局所クリーン化への旺盛（おうせい）なニーズがあ

る。気流解析・熱解析技術を駆使し，製品仕様の方向性を

決め，清浄度回復特性に関する総合的な評価技術で実機検
証を行い製品化した。製品性能が高く評価され，国内液晶
パネル製造最大手のメーカーに約 600台納入した。このク

リーン冷却装置の主な仕様は，次のとおりである。

（1）　清浄度：クラス 6
（2）　吹出し風速：0.8〜 1.6m/s
（3）　冷却能力：58,800 kJ/h
（4）　回復特性：30分（クラス 8から運転開始後の到達時
間）

（5）　外形寸法：W3.1m×D2.16m×H0.8m

クリーンシステム
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　LSI 方式新クリーンルーム監視システム

FFU監視パソコン

スイッチングハブ

Ethernet

Ethernet

Ethernet

LSI

CH1 RS-485

RS-485

FFUCH2

LSI-250

LCI-1

1回線目：31台×4
　　　＝124台（最大）

CAN

FFU

LSI-1

図16　FFU監視システム構成例半導体や液晶分野のクリーンルームでは，数百台から数
万台という数多くのファンフィルタユニット（FFU）が

設置されるため，運転操作や状態監視などを容易に行うこ

とができる FFU監視システムが必要不可欠となっている。

このたび，汎用通信である FFU側フィールドネット

ワークの RS-485を上位ネットワークの Ethernetにソフ

トウェアレスで変換する LSI（LAN Serial Interface）を

採用した新しい FFU監視システムを製品化し，多数納入
した。特徴は次のとおりである。

（1）　システム規模の大容量化
（2）　FFU側フィールドネットワークとして使用されてい

る CAN通信との混在も可能
（3）　FFU監視パソコンが稼動する前に，ノート型パソコ

ンとの接続により容易に FFUの試運転が可能

クリーンシステム
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