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展

望

産業・社会インフラ分野は，2009 年は急速に設備投資

すます成長が期待されるため積極的に拡販していく。

も陰り，厳しい事業環境であった中で，これまで培った高

交通システム分野では，延伸・アクセス線などの新線建

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

設に伴う変電所の新設および既設変電所の老朽化による機

給した。今後も特徴ある技術と強い製品を基盤とし，産

器更新が活発に行われた。新線建設では，九州新幹線延伸

業・社会インフラの広範な事業領域を担い，環境・省エネ

区間（博多－新八代）や成田新高速鉄道線に変電所設備を

ルギー（省エネ）にも大きく貢献していく。

納入した。設備の更新や新設に対しては，環境性，安全性，

産業電源システム分野では，アブダビ向け世界最大級ア

省メンテナンス性に配慮した各種機器を納入した。

ルミ精錬用整流設備の第 1 ポットラインが 2009 年 12 月に

道路システム分野では，環境と省エネに注力している。

現地完工となり，アルミニウムの生産を開始した。引き続

環境対策用の電気集じん設備としては，長峰トンネル向け

き第 2 ポットラインの工事も順調に進んでいる。アルミ精

を受注し鋭意製作中である。また，ETC 用のコンパクト

錬用整流設備は大容量化の傾向にあり，電磁界解析技術や

タイプ車両判別機，道路遠方監視設備向け Ethernet 対応

製造技術の革新がますます重要となっている。一方，ソー

のコンパクトモデムを開発・納入した。省電力用として，

ダ電解用としてコンパクトさを特徴とした「S-Former

ジェットファンのプログラム制御の設定値を自動更新する

Mini」は，2008 年に開発を完了してから好評を博し，既

機能を開発した。

に 8 セットを納入した。今後さらに保守性向上やコストダ

クリーンシステム分野では，
世界最大の第 10 世代（G10）

ウンを図っていく。次に電気炉分野では国内最大級の直流

液晶パネル用クリーンルーム（CR）システムの一期工事

製鋼アーク炉向け電気品を納入し，2010 年 3 月に操業を

を完了させ，継続して二期を施工中で，2009 年度内に引

開始する予定である。工業電熱は，誘導炉電源の大容量

渡しを完了する予定である。この大規模液晶工場は，短

自励化（10 MW 級）を目指し技術開発を完了した。また，

工期で完成させるために，新システムを開発し実機モデル

誘導加熱技術を応用した過熱水蒸気発生装置など特色ある

での検証を経て実現させたものである。また，コンポーネ

製品も開発した。

ントにおいては，CR 用クリーン冷却装置およびクリーン

施設電機システム分野では，製造業・非製造業・官公庁

エアカーテンなどの装置を製品化し液晶工場に多数納入し

と顧客が多岐にわたるが，製造業を中心に能力増強に伴う

た。さらに，最先端の露光プロセス，検査工程で要求され

設備導入計画が延期・凍結されるなど投資抑制の状況にあ

る＋
−0.005 ℃の超精密温調装置を開発・商品化した。これ

る。一方で依然活発な IDC（インターネットデータセン

は，内部負荷および外乱に影響されないアドバンスト PID

ター）関連需要とともに省エネ・温暖化対策，電力品質向

制御を導入した信頼性の高い製品である。また IDC 分野

上などの新たな市場ニーズが高まっている。電力品質向上

への対応として，インテリジェントで高効率なスポット冷

対策機器として，高圧瞬低対策装置の蓄電デバイスに世界

却ユニットを開発・商品化し富士電機の工場にて検証試験

で初めてリチウムイオンキャパシタ（LiC）を適用し，当

を実施中である。このように，CR およびサーマルテクノ

社従来比 60 % のコンパクト化と長時間バックアップを実

ロジーを基盤に液晶・半導体および IDC 分野に，今後と

現した装置を発売し，多数の商談を展開中である。今後ま

も積極的にソリューション展開し拡販していく所存である。
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産業電源システム
1

黒鉛化炉用直流電源設備の納入

昭和電工株式会社向けに黒鉛化炉用直流電源設備を納入

図１

黒鉛化炉用直流電源設備

図₂

熊本工場の変電所

図₃

高圧瞬低対策装置とリチウムイオンキャパシタモジュール

した。この設備の特徴は次のとおりである。
⑴

低 電 圧・ 大 電 流 の 直 流 電 源 装 置 で， 最 大 電 流 は
DC100 kA である。サイリスタ式整流器により連続電流
制御が可能である。

⑵

複数の黒鉛化炉へ直流電源を供給するため，移動台車
上に変圧器，整流器，冷却装置，整流器制御盤などを搭
載している。

⑶

移動台車の省スペース化を図るため，整流器を変圧器
上部に取り付ける構造を採用している。

2

富士電機・熊本工場受配電設備の特高化工事

富士電機・熊本工場の特高受配電設備を完成した。従
来は 6.6 kV 高圧受電であったが，製造設備の増強および
電源の信頼性向上のため，110 kV の特高受電とした。主
な 機 器 構 成 は 110 kV GIS お よ び 15 MVA 受 電 変 圧 器，
6.6 kV 高圧盤，パソコンを使用した変電所監視システム
「LOGFINE-SIRIUS」である。現在は受電変圧器 1 バンク
であるが，将来の製造設備の増強を想定し，増設可能な構
成としている。また，既存の設備監視システムによる変電
所の状態監視を可能とするため，
「LOGFINE」は FL-net
によるデータリンクを行っている。保護リレーはディジタ
ル多機能リレーを採用し，伝送による省配線化と常時監視
機能による高信頼性を実現している。

施設電機システム
1

リチウムイオンキャパシタ適用高圧瞬低対策装置

半導体などの高付加価値製品の生産ラインは，瞬時電圧
低下（瞬低）により多大な被害が発生する。そのため，工
場ライン一括の大規模な瞬低対策が求められている。これ

従来型高圧瞬低対策装置（鉛蓄電池使用）
装置幅 12.6 m

までの鉛蓄電池による高圧瞬低対策装置の欠点として，鉛
蓄電池の寸法が大きく，定期的な保守・交換作業と廃棄物
処理を必要としていたことが挙げられる。
今回，リチウムイオンキャパシタ（LiC）を適用した高
圧瞬低対策装置を開発した。LiC は，従来の電気二重層
キャパシタに対し容量密度が 2 〜 3 倍と優れている。キャ
パシタ盤の大きさを従来の半分以下にして，装置寸法の小
型化・長時間バックアップを実現した。また，変換装置の
制御見直しにより業界最高レベルの高効率を達成し，環境
負荷低減に貢献できる製品とした。
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リチウムイオンキャパシタ
適用高圧瞬低対策装置
装置幅 7.6 m
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施設電機システム
2

富士通株式会社向け高圧瞬低対策装置「UPS8000 H」の納入

IDC（インターネットデータセンター）に使用される

図₄

高圧瞬低対策装置「UPS8000 H」2,000 kVA

サーバは，近年，高性能化と集約化により 1 ラックあたり
の発熱量が飛躍的に増加している。このため，商用が停電
すると非常用発電機が起動し電源を供給するまでの間に，
室温が急激に上昇し，サーバの安定運用を維持できない恐
れがある。
そこで，空調電源の補償用として，高圧瞬低対策装置
を提案・納入した。富士電機の高圧瞬低対策装置は 99.6 %
の高効率を実現しており，PUE（全体の消費電力と IT 機
器の消費電力の比）をほとんど悪化させることがない。
高圧瞬低対策装置の導入により，停電時でもサーバ室の
温度を一定に保つことができ，IDC の一層の安定運用が
可能となった。

道路・交通システム
1

成田新高速鉄道線受変電設備の一括納入

成田国際空港へアクセスする新たな鉄道路線である“成

図₅

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構松虫変電所
直流閉鎖配電盤

田新高速鉄道線”が建設中であり，松虫・松崎・長田の 3
変電所および取香き電区分所が新設される。これらの受変
電設備一式を一括納入した。
主要機器は，72 kV キュービクル形ガス絶縁開閉装置，
整流器用変圧器，純水沸騰冷却式整流器，直流 1,500 V お
よび高圧配電用閉鎖配電盤，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。
⑴

気中でのアークの発生がない直流高速度真空遮断器の
採用により，安全性・信頼性向上と縮小化を図った。

⑵

1 面当たりの盤幅 350 mm の回線単位形主配電盤の採
用により，据付け面積を大幅に縮小化するとともに，回
線区分の明確化による保守性向上を図った。

2

九州新幹線新那珂川き電区分所ほか３か所への変電設備の納入

「全国新幹線鉄道整備法」に基づく整備新幹線事業の一
環として，現在建設中である九州新幹線延伸区間（博多－

図₆

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構新那珂川き
電区分所

新八代）の新那珂川き電区分所ほか 3 か所に変電設備を納
入した。新那珂川き電区分所は，九州新幹線と山陽新幹線
の直通運転を担う重要な変電ポストである。両新幹線の複
雑で異なるシステムのインタフェースを図り，さまざまな
運用形態において確実な保護を行う九州新幹線としても特
有の配電盤システムを構築した。
主要納入機器は，5 MVA 単巻変圧器，36 kV き電延長
用遮断器，36 kV 切替用開閉器，ME 形配電盤（デジタル
形保護連動装置）
，トンネル防災断路器用 36 kV キュービ
クル形ガス絶縁開閉装置などである。
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道路・交通システム
3

首都高速道路株式会社 中央環状新宿線電気集じん機設備

都市部に建設される高速道路は，交通渋滞，環境などの

図₇

電気集じん装置

図₈

新型 IP-IG 子局

問題から地下トンネル化されている。トンネル内空気には
自動車から排出された浮遊粒子状物質（SPM）が含まれ
ており，換気塔からの排気が環境基準を満足するための対
策設備が必要となる。
電気集じん装置（ESP）は，静電作用によって SPM を
電極板に付着させ除去するものである。
当該工事ではさらなる高処理風速，高除去性能の実現に
加えて，除去した SPM の再飛散を抑制するために，集じ
ん部に矩形（くけい）波交流電圧を印加する交流式 ESP
を採用している。また，新たな管理手法として，ESP で
発生させる放電電流と除去性能の相関関係を利用し，放電
電流を常時検出することで除去性能を常時監視している。

4

道路遠方監視制御設備の R（Renewal）ビジネス展開

各高速道路会社では，現在，遠方監視制御設備の老朽化
が顕著になってきている。また，伝送方式においても，従
来の HDLC 方式を用いたモデム通信から，TCP/IP を用
いた Ethernet 通信方式への変更の過渡期である。
富士電機では次の機能を持った新型の遠方監視制御装置
を開発し，リプレース案件に向けた取組みを行っている。
⑴

モデムおよび Ethernet 両機能を持った機器の開発

⑵

従来より 30 % 以上小型化した装置の開発

⑶

管理事務所管内 LAN 監視機能を持った子局の開発
上記機器の開発により，通信方式の過渡期への対応およ

び既設機器の設置場所への容易な置換えを可能としている。
IP：インターネットプロトコル
IG 子局：インテリジェント子局

富士電機では既に 10 台以上の製品納入を完了し，現在 46
台の更新工事中である。

クリーンシステム
1

超精密温調装置

半導体製造をはじめとする最先端分野では，製造プロセ
ス，評価，研究開発などのために，高精度に温度制御され
たクリーン環境が要求される。富士電機では温度制御精度

＋
− 0.005 ℃の超精密温調装置を開発・製品化した。

高精度な温度制御を実現するために，高速・高分解能

AD 変換ボードを付加した温度調節計を開発した。また温
度制御には従来の PID（比例・積分・微分動作）制御に加
え，内部負荷や周囲温度の変動を予測制御する機能（アド
バンスト PID 制御）を付加した。外乱や内部負荷などに
よる温度変動が発生した場合でも，温度を安定させるまで
の時間が短く，特に生産工程でのスループットに貢献でき
る。
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図₉

超精密温調装置
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クリーンシステム
2

クリーンエアカーテン

近年の大規模液晶工場向けクリーンルームでは，清浄度

図１₀

クリーンエアカーテンの設置状況

図１₁

IDC 冷却ユニット

レベルの異なるエリアが混在している。また，製品の受渡
しや装置搬入の都合上，エリアを区画する手段として物理
的なパーティションが適さない箇所が多数存在する。
本装置は富士電機の大容量 FFU（Fun Filter Unit）を
使用することで，吹出し風の高速化を実現し，さらに吹出
し風の直進性を高める構造とすることで，パーティション
レス，シャッタレスを実現する装置である。製品性能が高
く評価され，国内液晶パネル製造最大手メーカーに約 4,500
台納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

吹出し風速：12 m/s（吹出し 3 m 下で 3.8 m/s 確保）

⑵

清浄度：ISO クラス 3

⑶

システム天井に設置可能

3

グリーン IDC 用局所空調システム

IDC（インターネットデータセンター）内の局所で発生
する熱だまりの解消策として，IDC 用局所空調システム
を開発した。このシステムは富士電機が得意とする冷蔵
ショーケースなどの技術を活用し，小型で高効率な冷却を
実現した。サーバラック上部の余剰空間を活用しているた
め，サーバ室の省スペース化に貢献する。
本システムの主な特徴は次のとおりである。
⑴

省エネルギー：冷媒ポンプ方式の採用により COP（成
績係数：Coeﬃcient Of Performance）10 以上の高効率

⑵

信頼性向上：室内ユニットおよび冷媒ポンプユニット
の冗長化

⑶

結露防止機能：冷媒蒸発温度の露点最適制御
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＊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。

