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スマートエネルギーを実現するオートメーション
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低炭素社会やエネルギーの安定供給の実現に当たり，エネルギー利用の高効率，高品質，高信頼度を目指すスマート化
へ期待が向けられている。富士電機は，長年にわたりこのエネルギー課題に取り組み，技術開発，製品開発を通し貢献し
てきた。分散型エネルギー需給の制御では太陽光発電，風力発電，バイオマス発電を組み込んだ地域需給制御の研究開発
に参画した。分散型電源システムでは電力安定化装置を開発し，適用した。系統運用では潮流制御で系統の安定化を図り，
エネルギープラントでは最適化と見える化を進め，エネルギーの高品質化に貢献している。
Inordertorealizestablesupplyofenergytowardlowcarbonsociety,
“SmartEnergy”aimingmoreeﬃcient,qualityandreliableenergy
usage is eagerly expected. Fuji Electric has challenged these energy issues for many years, and has made positive contributions through
technology and product development. With regards to supply and demand control of distributed energy, Fuji Electric has involved in the
researchanddevelopmentprojectofregionalsupplyanddemandcontrolthatincorporatesphotovoltaic,windpowerandbiomassgeneration.
Fordistributedpowersupplysystems,electricpowerstabilizershavebeendevelopedandusedinpracticalapplications.Forpowersystem
operation, we have realized system stabilization with power ﬂow control, and for energy plants, we have realized optimal operation and
visualization.Consequently,inenergyﬁeld,wehavecontributedtorealizationofhigherqualityenergy.
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エネルギーフローの概要

地球温暖化問題は人為起源の温室効果ガスの増加が原因
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え，その予想される影響の大きさや深刻さから見て，最も
重要な環境問題であり，低炭素社会の実現が急がれている。
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用の高効率，高品質，高信頼度を目指すスマート化への取
組みに期待が寄せられている。
図₁にエネルギーフローの概要を示す。富士電機は石油，

天然ガスなどに代表されるエネルギーの資源利用から電力
や熱などのエネルギー需給分野の全般にわたり，スマート

入が推進されていたが，近年ではさらなるエネルギー利
用・運用の高度化にも注目が集まっている。
富士電機はこの高度化の要件を，高信頼性化，高効率化，

化に向けたオートメーションを展開している。本稿では，

環境，安全・安心ととらえ，その実現に向けて設備・コン

富士電機の目指すエネルギーのスマート化“スマートエネ

ポーネントからシステムに至る顧客指向型の総合的なエネ

ルギー”を実現するオートメーションについて紹介する。

ルギーのオートメーションを展開している。表₁に，エネ
ルギーのスマート化に求められる要件を示すとともに，以
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エネルギーの高度利用に向けた要求と課題

下に概説する。
⑴

高信頼性化，高品質化，安定化

3E の同時達成を目標とする国のエネルギー政策は，環

技術の進歩により，設備・コンポーネントの信頼性は格

境整備面，制度面，技術面での課題を明らかにしながら総

段に向上し，エネルギーの安定供給・利用は当然のことで

合的な視点で進められている。中でも化石燃料の安定供給，

あると需要者は受け止めている。今後も継続して信頼性の

有効利用や，省エネルギー（省エネ）や新エネルギーの導

維持・向上を図ることが重要である。
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エネルギーのスマート化に求められる要件と技術課題
技術課題

件

高信頼性化
高品質化
安定化

設備・コンポーネント

™ センサ，計測装置による測定点の拡大
™ 余寿命診断，予防保全
™パワーエレクトロニクス・MEMS などを用いた
半導体化

™発電所における蒸気条件の超臨界化，
高効率化
高性能化

コンバインドサイクル化，石炭ガス化
™ 磁性材料の低ロス化による変換効率向上
™ 電子デバイス，光，超電導
™ コンパクト化，軽量化（ガス絶縁技術）
™ 高経年期対応

システム

™ 広域分散型バックアップ
™ IP ネットワークのセキュリティ
™ 分散電源の系統連系，電力安定化
™ 障害対応の迅速化
™事業所内の電気・熱・蒸気などの各種エネルギーの安定供給
™ 送配電損失の低減：ロスミニ制御，高電圧化
™ 事業所内の電気・熱・蒸気などの各種エネルギーの最適運用
™ 生産プロセスにおける省エネルギー，エネルギー回収
™ 履歴管理
™ 化石エネルギー採掘の省エネルギー・採掘量最大化
™ ISO 50001
™ 安全計装
™ 見える化
™ ISO 14001
™ 分散電源の導入への対応

環境，安全・安心

™ 安全規格対応
™ CO2，NOX，SOX 対策

運用・利用の高度化

™ エネルギーマネジメント
™ スマートグリッド
™ マイクログリッド
™ スマートファクトリ
™ スマートマイニング
™ ICT（高速・大容量情報通信システム , クラウドコンピューティング）

システム面では，広域に分散配置されたシステム間の監

特 集

要

電力分野では，発電事業者の発電施設から，送電，変

視制御や IP ネットワーク利用による高信頼性化が重要で

電，配電そして個別の需要家（企業や工場，一般家庭）

ある。また，導入が促進されている分散型電源では出力変

に 至 る ま で，ICT（Information   and   Communication

動が影響して，系統内の潮流や電圧の変動が増大すること

Technology）を積極的に活用して，運用の高度化を目指

が考えられる。このため，系統連系技術，電力安定化技術

した“スマートグリッド構想”が立ち上がっている。

などのスマート化がますます重要となる。
工場や事業所内の生産プラントへのエネルギー供給では，

分散型電源などを導入し，コスト低減や地産地消を目的
とした離島など特定地域におけるマイクログリッド化や，

プラントの電力 ･ 蒸気などの消費エネルギーの変動に合わ

工場におけるスマートファクトリ化の取組みが進められて

せ，購入電力やユーティリティ設備からのエネルギーを安

きている。また，工場廃熱の他工場や民生部門への融通，

定 ･ 安全に供給することも重要である ｡

熱の地域流用，複数需要者間でのエネルギーの融通，共同

⑵

利用なども進められてきている。

高効率化，高性能化

エネルギーの高効率化として，省エネルギー，リサイク
ルエネルギーの活用技術，高効率エネルギー利用技術など
が重要である。中でも，省エネでは，高効率機器や省エネ

これらの実現のためには次に示す二つの技術の確立が重
要である。
⒜

対策機器の適用とともに，気流解析や生産性を損なわない

スマートエネルギー対応技術
① 配電系統を中心とした次世代配電自動化システム

各種プラントの制御技術を応用した対策が必要である。

技術

また，高効率エネルギー利用としてエネルギーロスの削

② 再生可能エネルギーとの協調技術（電力品質計

減に向けた設備の導入や，限りある化石燃料をできるだけ

測・状態把握，系統解析技術，需給制御技術，蓄電

無駄なく，効率的に採取・利用する技術が求められる。電

池連携技術など）

力分野では，潮流最適化による系統運用が重要となる。
⑶

③ 熱や蒸気などのエネルギーの発生と消費に対する

環境，安全・安心

需給連携制御技術

CO2 削減，NOX，SOX 対策や再生可能エネルギーの活用，

④ エネルギー利用の改善や市場取引支援などに関す

環境適合材料の使用などの積極的な取組みが重要であり，

るエネルギー管理技術
⑤ ネットワーク制御型端末“スマートメータ”の利

エネルギーセキュリティやライフサイクル全体での視点が
不可欠である。エネルギー機器，システムにおける安全へ

用技術
⑥ 広域多地点同時計測システム化技術

の対応にも積極的に取り組んでいる。
⑷

運用・利用の高度化
近年，運用・利用の高度化による視点において，新しい

取組みが脚光を浴びている。

⒝

情報通信技術
①

基盤技術としての高速・大容量の情報通信技術

②

コンピューティングシステム技術
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ンパワーの風力発電サイトにおける実証試験では，風力発

3

富士電機の取組み

電定格出力比 30 % の電力安定化装置により，20 分間にお

特 集

いて最大出力変動幅 10 % 以下の時間の割合を 90 % 以上と
富士電機は長年にわたり，このエネルギー利用の課題
に取り組み，技術開発，製品開発を通して貢献してきた。

することができた。
⑶

系統運用の最適化

再生可能エネルギーなどの分散型電源は，計画的な出

培ったエンジニアリングノウハウを生かし，スマート化に

力制御が困難なため， 図₃ に示すように系統連系に際し

向けたオートメーションについて紹介する。

て種々の制約を受ける。例えば現状のシステムでは線路
₃.₁ 電力分野の高度化技術

途中での電圧上昇，電力の逆潮流などの支障が起きる可

⑴

能性がある。富士電機は，これらの課題に対して，放射

分散型エネルギー需給制御
複数の分散型電源によるマイクログリッドなどのエネル

状配電系統に特化して計算速度が速く収束性のよい BFS

ギーシステムについては，独立行政法人新エネルギー・産

（Backward-Forward Sweep）法を用いた高速潮流計算手

業技術総合開発機構（NEDO 技術開発機構）の委託事業
“新エネルギー等地域集中実証研究”へ参画し，太陽光や

⑷⑸

法や，限られた情報（例えば計測設備などの情報）から配

電系統全体の負荷量，電圧，潮流状態を推定する状態推
⑹

風力などの自然エネルギー発電と，バイオマス発電，およ

定手法 などの独自の技術を開発し，事故時復旧システム，

び二次電池からなる分散型エネルギーを安定的に需給制御

電圧・無効電力最適制御システム，分散型電源連系審査支

⑵

し運用管理するハイブリッド技術を確立した。また，国内

援システム，配電系統電圧管理システムなどの分散型電源

外における，さまざまな地域エネルギー事業 FS（フィー

対応のシステム開発と適用検討を進めている。

ジビリティスタディ）調査にも参画している。開発途上国

潮流計算は状態推定をはじめ種々の分散型電源対応シス

における温室効果ガスの排出削減などの課題解決に向けた

テムで用いられ，一回の処理で数千回実行されることもあ

取組みも行っており，地域創発型の分散型エネルギーシス

り，高速性が求められる。BFS 法は，配電系統が放射状

テムによる地域活性化を支援している。

であるという特性を生かし，上流からの逐次計算と下流か

⑵

らの修正を交互に行うことにより，高圧系統で一般的に広

電力安定化制御
分散型電源を安定したエネルギー源として利用すること

く利用されている Newton-Raphson 法と比較して，約 10

を狙いとして，富士電機は十数年前から電力貯蔵技術に取

倍の高速計算が可能という特長がある。

り組み，超高速フライホイールやレドックスフロー電池な

⑷

⑶

どの電力貯蔵装置を用いた安定化制御技術を開発してきた。

スマートメータ
エネルギーの運用・管理の高度化のためには，エネル

最近ではキャパシタと蓄電池によるハイブリッド型の電力

ギーの利用状況や品質情報をリアルタイムに“見える化”

安定化装置を開発している。電力安定化装置は，二次電池

できることが重要である。

などの電力貯蔵装置，インバータ，システムコントローラ

富士電機では 1970 年代より，PLC（Power Line Com-

で構成され，電力貯蔵装置の充放電により，分散型電源の
出力変動を打ち消すものである。図₂にキャパシタと二次

図₃

分散電源の導入を支援する系統運用技術

電池による風力発電用ハイブリッド型電力安定化装置の構
成を示す。可変時定数制御など最適な充放電制御方式を採
用し，富士電機 100 % 出資により設立された株式会社ウイ
図₂

分散型電源の対応
分散型電源（ＤＧ*）連系による
系統運用問題
◆電圧問題

風力発電用ハイブリッド型電力安定化装置の構成

系統途中にＤＧを連系するため電圧上
昇の発生
太陽光，風力など発電計画できない
電源の連系による不安定的な運用
複数台のＤＧ連系により各地点での自
律制御における不安定的な運用

電力系統
連系点
合成出力

電気二重層キャパシタ
安定化装置出力
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

◆周波数問題

二次電池
安定化装置出力

充放電
指令値

開発範囲

風力発電機出力

系統安定化のため電圧調整機器の系
統上への連系

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

◆潮流問題
ＤＧ連系により生じる逆潮流

◆保護問題

システム
コントローラ

西目風力発電所

ＤＧの出力変動により生じる周波数
変動

ＤＧ連系により保護協調，各リレー整
定値の変更が必要

充放電
指令値

双方向
コンバータ

◆ＤＧの並解列問題
ＤＧ解列時も安定した系統運用が必要
系統停電時，現状ＤＧは解列しなくて
はいけないため事故復旧などはＤＧ解
列時の負荷の想定が必要

＊DG：Distributed generator

（ 10 ）

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

富士電機の取組み
オンラインシステム
◆分散電源対応の事故復旧シス
テム
ＤＧによる逆潮流対応の負荷計算
ＤＧ，電圧調整機器を考慮した電圧
計算
分散電源対応の融通計算（逆潮流，
電圧管理，
ＤＧ並解列の考慮）
分 散 電 源 対 策 機 器 のシステムへ の
反映

◆配電系統情報収集システム
◆電圧・無効電力制御システム
系統上の DG および電圧調整機器の
協調をとった電圧制御

オフラインシステム
◆分散電源連系審査支援システム
系 統 連 系 規 格（JEAC9701）に準
拠し，
ＤＧの系統連系審査を支援する
システム

◆配電系統電圧管理システム
電圧調整機器の整定値の最適化
電圧調整機器の配置の最適化
低圧トランスの最適タップ整定

機

器

◆系統連系保護装置
◆系統安定化装置
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図₄ 「FeTOP」のシステム構成例

FeTOP

特 集

「FeTOP」 エネルギー最適運用システムパッケージ
運用システム
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munication）
，電話回線，光ファイバなどの有線や，携帯電

削減することは，温室効果ガスを低減する上で特に重要で

話網や近距離無線（Bluetooth，特別小電力）などの無線

ある。工場で生産・副生・購入するエネルギーのコストミ

を利用した自動検針，負荷制御，停止/解除処理などに取

ニマムを達成するため，次に示す高度な自動化運転が進ん

り組んできた。

でいる。

〈注 1〉

今後はさらに ICT を駆使し，ネットワーク安定性確保

⒜

排ガスを超低酸素で燃焼させるボイラ制御

のための計測機能，デマンドレスポンス機能などの開発を

⒝

受電デマンド契約料，自家発電量や生産設備への蒸

気安定供給を実現する受電・発電の最適制御

行い，配電系統と各需要家とのインタフェースをつかさど
るネットワーク制御型のメータとしての展開を進めていく。

⒞

₃.₂ エネルギー利用の“最適化”と“見える化”

⒟

副生エネルギーを有効利用するためのボイラ優先燃

料自動制御
御

石油・ガスに代表されるエネルギー資源の有効活用，省
エネに向けた設備の効率化運転や監視制御，さらにエネル
ギー供給の安全・安心の確保について，富士電機は各種プ
ラントの制御技術や情報技術を応用し幅広くソリューショ
ンを提供している。その主な例を次に示す。
エネルギー資源の有効活用では，天然ガスの生産能力の
低下を防止するための高圧二酸化炭素注入制御技術や，採
取設備の井戸元高圧ガスバルブ制御技術などが挙げられる。
また，原油の汲出しポンプの運転効率向上の制御方式確立

各火力発電所の効率特性を考慮した最適負荷配分制

⒠

コストミニマムを実現する生産設備への蒸気最適

ルート制御
なお，これらのエネルギー低減制御は総合的に実施され
ると効果が高く，構造化ニューラルネットワークやメタ
ヒューリスティック最適化手法を適用した予測・最適化・
シミュレーション技術によって実現している。
また，富士電機は，負荷予測，最適運転計画とシミュ
レータ機能により，ユーティリティ設備を最適制御が可能

や井戸設備としての最適化に取り組んでいる。有効利用の

なパッケージソフト「FeTOP」を開発している。FeTOP

側面では，液化天然ガス基地の気化器の最適スケジュール

のシステム構成を図₄に示す。

運転制御や，都市ガスの効率的な生成に向けた制御技術が
ある。

従来は，運転員が経験をたよりに，裕度を考慮して運転
を行っていた。FeTOP では各プロセスデータにより各種

エネルギーの安定・安全な供給では，パイプライン設備

エネルギー（電力，蒸気，熱）などの予測を行う。最適な

（都市ガス供給網，天然ガス，航空機燃料）の遠隔監視制

ユーティリティ設備の運用方法をシミュレータおよび最適

御システムを多数納入している。
一方，比較的消費量の多い工場設備などのエネルギーを

化機能により自動計算と制御を行うことにより，実プラン
⑺⑻

トにおいて従来比約 10 % の省エネを実現している
 。
さらに，産業分野を対象に，エネルギーの“見える化”

〈注 1〉Bluetooth：BluetoothSIG,Inc. の商標または登録商標

をキーワードに，各種計測機器やセンサと監視システムを
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スマートエネルギーを実現するオートメーション
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統合し，エネルギー情報の一元管理を実現するエネルギー

⑷ Fukuyama, Y. Hsaio- Dong Chiang,.“Fast Distribution

マネジメントシステム「Main Gate」を提供している。省

, Journal of Electrical
Power Flow Using Multi-Processors”

エネ管理に必要なエネルギーの運用分析，設備稼動分析，

Power&EnergySystems,1996,vol.18,no.5,p.331-337.

品質傾向解析などの機能を豊富に備えている。

⑸ Naka,S.etal.“PracticalEquipmentModelsforFastDis-
tribution Power Flow Considering Interconnection of Dis-

₃.₃ 安全への取組み

近年，プラントや設備のリスクの大きさを基に，安全装

tributedGenerators”
,Panelon“ChallengesonDistribution
systems”
,IEEEPESSummerMeeting2001.

置のリスク軽減率の要求レベルである安全度水準（SIL：

⑹ Naka, S. et al.“A Hybrid Particle Swarm Optimization

SafetyIntegrityLevel）という定量的な尺度を用いて，リ

for Distribution State Estimation”
. IEEE Tans. On Power

スクと投資金額を決定する仕組みが要求されている。富士

Systems,2003,vol.18,no.1,p.60-68.

電機は，このような安全計装システムの適用を積極的に推
進している。

⑺ 項東輝ほか.原動力設備プラントの最適運用と適用事例.富
士時報.2004,vol.77,no.2,p.166-170.
⑻ 福山良和,戸高雄二.ユーティリティ設備の最適運転による
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あとがき

省エネルギー.計測と制御.2006-10,vol.45,no.10.

地球規模の課題であるエネルギー問題はその需要の増大
に対し，資源の有効活用や環境問題などの解決を進めなが
ら，国際協調の中でエネルギー全体の安定供給化と削減を
目指すものである。注目すべき動向として，EMS の国際

大池

克幸

エネルギーソリューションシステムの技術企画，

規格（ISO 50001）の 2010 年末に向けた制定や，電力の

システムエンジニアリングに従事。現在，富士電

スマート化に向けた各種標準化仕様などがある。富士電機
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機システムズ株式会社オートメーション事業本部

は，今後もグループの技術力を結集し，グローバルに進む
市場環境や新技術の変化に応じた研究・開発を進め，さら
なる高度化を目指したオートメーションの提供に努力をし
ていく所存である。
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