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グリッドソリューション

グリッドソリューション
太陽光システム

展

望

新たな時代のエネルギーの運用・管理形態として，既に

方向通信スマートメータなどを中心とした実証事業に積

スマートグリッドという概念が実現に向けて本格的に動き

極的に参画し，事業化に向けた開発を推進している。一

始めている。地球の環境負荷低減，脱化石燃料，低炭素社

方，風力安定化装置，配電自動化，電力品質監視装置など

会実現に向けて，人間の英知を結集してエネルギーの利用

をキーコンポーネントとしてグローバル展開も進めている。

効率を高めゼロエミッション社会を目指すものである。さ

今後，
“創エネルギー”
（発電システム）
，
“エネルギー流

らにはグリッドという“区域”にとどまらず，電力，熱，

通”
（系統システム）
，
“エネルギー利活用”
（社会システム，

ガスなどのエネルギーおよび水環境などのインフラ全体の

輸送システム，流通システム，産業システム）の強い技術

スマート化による環境調和型の都市空間（スマートコミュ

と商材を生かし，全社挙げての取組みを展開していく所存

ニティ）づくりに向かって，コンセプトが拡張されてき

である。

ている。まさにこれは社会構造や街づくりを変革すること

太陽光システム分野では，2009 年の全世界の太陽電池

であり，高度技術の革新，発展だけではなく，あるべき社

生産量はついに 10 GW を超えるまでになった。特に，中

会へのパラダイムシフトであるといえる。そしてこの取組

国などの新規参入国が大きな成長を見せており，太陽電池

みは，国を筆頭に公的機関，自治体，学校法人，エネル

モジュールの価格形成にこれらの国々が大きな影響を与

ギー・環境企業，さらには情報サービス，自動車，プラン

えるようになってきた。太陽電池は，まだ結晶シリコン

ト建設などへと業種のすそ野を広げ，アライアンス，検討

系の割合が全体の 8 割近くあるものの，薄膜系の生産比

ワーキンググループの設立など，まさに国家レベルでの活

率も徐々に増加してきている。この爆発的な生産量の増加

動となってきている。

は，需要面から見るとドイツから始まった電力買取制度

グリッドソリューション分野では，こうしたメガトレン

（フィードインタリフ）によるところが大きく，供給面か

ドに先駆け，スマートグリッドの構成要素の基本となるマ

ら見ると太陽電池製造装置メーカーによるフルターンキー

イクログリッドの実用化に向けて開発と実証試験を進めて

供給によるところが大きい。生産量の増加に伴い低価格化

きた。このマイクログリッドは，本土と送電線での連系を

が進んできており，この傾向は今後も継続するものと予想

しない離島の独立電力系統である。ここに太陽光をはじめ

される。

とする再生可能エネルギーを大量導入した場合の電力系統

一方，国内でもスクールニューディールや経済産業省の

への影響を把握し，電力品質を維持するとともに，低炭素

補助金，余剰電力買取価格の 2 倍引上げなどの国策により

社会に貢献する技術を構築することを目的としている。こ

太陽電池の導入普及が図られている。さらには再生可能エ

れは再生可能エネルギーの系統並入率を島ごとに変化させ，

ネルギーによる発電の全量買取制度の具体的な検討も進め

その環境下で蓄電池を用いた出力変動補償，出力平準化，

られ，太陽光発電には追い風となっている。

そして既設発電機の台数制御を含む高効率運用を図り，系

このような状況の中で富士電機の製品は，他社にはまね

統安定化制御および燃料消費量削減の経済性効果を検証す

できない軽量性や，曲面にも設置できるフレキシブル性を

るものである。

持っている。また，表面にガラスを用いていないことから

2010 年には，いよいよスマートコミュニティ創造の実

光害の抑制やガラスの割れが問題となる場合にも適用でき

証事業が各地で始まった。富士電機はパワーデバイス +

る安全性を持っているため，これらの特長が生かせる分野

パワーエレクトロニクス技術に制御技術を融合させたプ

への適用を進めている。さらに，建材メーカー・素材メー

ラットフォームを基盤として，地域エネルギーマネジメン

カーなどとともに新しい商品化開発を進めており，今後も

トシステム，自律で系統安定化を支援する機能を持つ蓄電

新製品を市場に投入していく所存である。

池スマート PCS（パワーコンディショナ）システム，双
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北陸電力株式会社向け金沢変電管理所 遠方監視制御装置親局
富士電機は，北陸電力株式会社向け金沢変電管理所遠方

図1

遠方監視制御装置親局のシステム構成

監視制御装置親局を完成した。本システムは，同社石川支
店金沢電力部管内変電所の監視制御を行うものである。

LCD

本システムでは，富士電機における次世代中小規模電力
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系統監視制御システムをベースとしており，主な特徴は次
⑴

計算機の OS に Linux を採用

⑵

監視制御操作卓の押しボタン・表示ボタンなどをなく

警報

データ
編集卓

のとおりである。

KVM
延長装置
データ編集卓
クライアント

LCD
KVM
延長装置

KVM
延長装置

監視制御
サーバ
（シングル）

監視操作卓
クライアント

⑶
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将来の伝送プロトコル変更への容易な対応

内閣府沖縄総合事務局向け福地・新川ダム管理用制御処理設備
富士電機は，内閣府沖縄総合事務局向けに福地・新川ダ

図2

福地ダム管理支所操作室

図3

笹津発変電管理所のダム監視操作卓

ム管理用制御処理設備を納入した。主な特徴は次のとおり
である。
⑴

福地ダム，新川ダムの 2 か所のダム管理業務を福地ダ
ム管理支所にて行う統合化システムである。

⑵

福地ダムの下流洪水吐の流量調整用ゲート（日本では
採用事例が少ないドラムゲート）を遠方手動操作装置に
て制御を行う。ドラムゲートとは，貯水池の水を注水・
排水することで水室の水位を上下させ，扉体の浮力の調
整により開閉を行うものである。

⑶

隣接するダムやダム統合管理事務所との間で，気象・
ダム諸量データなどの連携・提供を行う。

北陸電力株式会社向け神通川水系ダム管理システム
富士電機は，北陸電力株式会社向け神通川水系ダム管理
システムを受注し，2009 〜 2010 年度の 2 か年で対象とな
る全 5 か所のダムに順次システムを納入している。
本システムは，複数のダムで構成される連接水系運用の
効率化や高度化を目的としている。主な特徴を次に示す。
⑴

最新の IP 網と HDLC 回線との二重化構成により各地

点の水位・雨量情報を拠点システムに集約し，連接水系
の一貫運用を支援する統合監視・制御機能
⑵

出水時に必要な，関係機関への各種通知通報手続きと
連動した適切なガイダンス機能

⑶

拠点システムの故障発生時や保守点検によるシステム
停止時も，運転員による的確な放流操作を支援するバッ
クアップ機能
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財団法人電力中央研究所向け系統解析用電源・負荷模擬装置
富士電機は，財団法人電力中央研究所向けに系統解析用

図4

インバータ形電源・負荷模擬装置

図5

太陽光・風力発電モデル

図6

VQC装置

インバータ形電源・負荷模擬装置を開発し，納入した。主
な特徴は次のとおりである。
⑴

電圧 200 V で模擬系統に接続し，連続定格 200 kVA
の電源・負荷容量を持つ。

⑵

VF 運転モードでは，模擬電力系統の無限大母線を模

擬可能であり，PV 運転モードでは，電源エリアおよび
負荷エリアの模擬が可能である。
⑶

周波数制御や電圧制御の強さと応答速度を設定できる
ようにすることで，分散電源を含む系統の周波数安定度
と電圧安定度に与える影響を調整可能なものとした。

⑷

模擬系統事故による周波数動揺や瞬時電圧低下に対し
て，運転継続可能な制御・保護方式を開発した。

中部電力株式会社向け太陽光・風力発電モデル
富士電機は，再生可能エネルギーが電力系統に連系した
際の影響評価が可能な太陽光・風力発電モデルを開発し，
中部電力株式会社系統解析センターのアナログシミュレー
タに納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

天候に対する太陽光・風力発電システムの出力変動特
性の模擬が可能

⑵

太陽光発電システムの制御系である“最大電力追従制
御”
“電圧上昇抑制制御”
“瞬時電圧低下時の運転継続機
能”の応動解析が可能

⑶

単独運転検出機能（能動的方式，受動的方式）をはじ
めとする太陽光・風力発電システムに適用されている保
護リレーの動作検証が可能

東京電力株式会社向け新型 VQC 装置
富士電機は，東京電力株式会社向け新型 VQC（電圧・
無効電力制御）装置の 1 号機を開発し納入した。主な特徴
は次のとおりである。
⑴

仕様の標準化，構成機器の見直しなどによって従来比
約 50 % の装置の縮小化を達成した。

⑵

5,000 点以上ある整定値入力操作の簡素化を目的に，

CSV ファイルを利用してデータを一括転送する“一括
整定機能”を実装し，整定作業の簡素化を実現した。
⑶

整定時のヒューマンエラー防止策として，データファ
イルと装置間でのデータチェック機能に，CRC チェッ

ク機能を採用し，受渡し時のデータ破損による誤整定や，
複数装置のファイルデータ取違えによる整定ミスを確実
に防止するシステムを実現した。

45

富士時報

グリッドソリューション

Vol.84 No.1 2011

グリッドソリューション
中部電力株式会社向け小規模 DAC システム
富士電機は，中部電力株式会社 稲永変電所向けにデジタ

図7

小規模DACシステム

図8

計器用設定・収集システムⅡ

ル監視制御システムとして小規模 DAC（回線単位制御盤）
システムを開発し納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

従来，変電所設備個々の仕様に合わせて製作していた
各種制御盤を，種別ごとに仕様を統一し標準化を図った。

⑵

ユーザメンテナンス機能を充実し，変電所ごとの仕様
差異への対応や，変電所設備の改修に応じたデータの変
更を容易に実施可能とした。

⑶

従来のテレコン機能を小規模 DAC システム内の装置
で構成することによりシステムの一体化を図った。

⑷

一過性の故障により，制御機能が過剰に喪失すること

を抑制するため，異常検出時に自動的に電源を“切 /
入”とする“ホワイトリセット機能”を設けた。

中部電力株式会社向け計器用設定・収集システムⅡ
通信機能付きの高圧用および低圧用電力量計（全 7 機
種）に計量パターンなどの各種設定と計量データの読取り
を 1 台の携帯情報端末（PDA）で行うことが可能な設定・
収集システムを開発し，2010 年 11 月に量産開始した。

本店・支店・営業所

現地

設定確認用装置（PC 用アプリ）
のメニュー画面

計器用設定器のメニュー画面

本システムは，2002 年に開発したシステムの次世代製
品であり，主な特徴は次のとおりである。
⑴

設定帳票からダイレクトにシステムへ取込み可能とす
ることで，計量パターン作成業務の最適化・省力化

⑵

データ変換機能による旧システムとの互換性確保

⑶

ID・パスワードによる管理権限機能追加

⑷

情報漏洩（ろうえい）に対するデータセキュリティ機

高圧用電力量計
（既設）

CF メモリーカード
（計量パターン，計量データを保存）

能強化
⑸

通信機能による
設定・読取り

電流トレンドデータ変換・グラフ作成機能追加

低酸素空気供給機能付き燃料電池システムの実証機の納入
富士電機は，2009 年に発売した「FP-100i」の 1 号機と
して，低酸素空気供給機能付き燃料電池システムをドイ
ツ・N2telligence 社向けに出荷した。2010 年 5 月からドイ
ツのヴィスマールで実証試験を開始し，所期の性能を確認
した。燃料電池は空気中の酸素と燃料中の水素との反応で，
電力と熱を供給するシステムである。本用途はその空気極
排ガスを利用することで，空気中の酸素濃度を低下させ，
データセンターなどの火災予防システムとして利用する。
N2telligence 社は，電力・空調・給湯・低酸素空気の四
つを同時に得ることから，Quattro Generation の商品名で
ドイツ国内だけでなく，欧州全域での販売を開始している。
N2telligence 社が製作する火災予防システムに富士電機製
の燃料電池を使用する独占契約を締結している。
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耐震形体表面汚染モニタ
富士電機は，新潟県中越沖地震の震源地に近い原子力発

図 1 0 耐震形体表面汚染モニタ

電所での事例を踏まえ，さらなる安全確保を目指して震
度 7 でも性能を維持する耐震形体表面汚染モニタを開発し，
東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所に納入した。
本装置は，原子力発電所の放射線管理区域境界に設置さ
れ，区域外へ退出する作業者の体表面への放射性物質の汚
染を測定するものである。主な特徴は次のとおりである。
15 m/s2〔1,500 Gal（震度 7 の最大加速度に相当）
〕の

⑴

揺れを受けても性能・機能に変化がなく，体表面の汚染
測定の継続実施が可能（実振動試験で耐震性の実証確認
済み）
⑵

小型化した新型検出器の採用により測定性能である検
出感度が約 30 % 向上（対従来比）

半導体式ハンドフットクロスモニタ
富士電機は，半導体検出器を採用した新型ハンドフット

図 1 1 半導体式ハンドフットクロスモニタ

クロスモニタを開発し，独立行政法人沖縄科学技術研究基
盤整備機構（沖縄科学技術大学院大学）に納入した。
本装置は，研究所・病院・原子力発電所などの放射性物
質を取り扱う施設で，作業者の手，足または衣服に付着し
た放射性物質の表面汚染を検知するものである。主な特徴
は次のとおりである。
⑴

質量約 35 kg（従来比 1/2）で小型・軽量

⑵

移設時の持ち運びが容易な折りたたみ構造の採用

⑶

タッチパネルによる操作性の容易化と汚染位置表示

⑷

70 W（AC100 V）の低消費電力と検出器の長寿命化
による低ランニングコストの実現

⑸

高検出器感度：0.4 Bq/cm2（36Cl，10 秒測定）

クリアランスレベル測定装置
富士電機は，財団法人電力中央研究所が開発した“自動

図 1 2 クリアランスレベル測定装置

形状認識トレイ型クリアランスレベル測定装置”を製品化
し，東京電力株式会社 福島第一原子力発電所に納入した。
本装置は，原子力発電所などで発生した金属廃棄物（配
管，制御盤のカバーなど）の放射線量を測定し，対象物が
放射性物質として扱う法定放射能濃度（クリアランスレベ
ル）未満であることを確認する装置である。主な特徴は次
のとおりである。
⑴

新開発の大面積プラスチックシンチレーション検出器
の採用による高感度・高効率な測定

⑵

レーザ計測による測定対象物の形状認識とモンテカル
ロ計算による効率・バックグラウンド計数率補正（電力
中央研究所の特許）による高精度な測定
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放射線透過式配管厚さ測定装置
近年，発電プラントなどの安定稼動の観点から，配管の

図 1 3 配管厚さ測定装置

厚み管理が重視されている。富士電機はこれを踏まえ，新
型の放射線透過式配管厚さ測定装置を開発し，製品化した。
本装置は，東北電力株式会社と共同開発した放射線透過
式配管減肉検出装置に，富士電機の保有技術である 3 ビー
ム演算方式を適用して測定性能を向上させ，絶対値測定を
可能としたものである。主な特徴は次のとおりである。
⑴

放射線透過式測定方法では，測定値が配管の放射線入
射側厚さと透過側厚さの合計厚さであったのに対して，
3 ビーム演算方式を適用し配管厚さの絶対値測定が可能

⑵

新開発の自動回転配管取付けジグを用いて，配管円周
方向の配管断面の厚さプロファイル測定（絶対値測定）
が可能

太陽光システム
株式会社ヒロセ企画向け屋上広告塔への太陽電池設置
株式会社ヒロセ企画の本社ビル屋上の広告塔に，アモル

図 1 4 株式会社ヒロセ企画の本社ビルに設置した太陽電池

ファス太陽光発電設備（17 kW）を納入した。
2007 年に東京都景観条例が改正され，新宿御苑周辺の
広告看板が禁止された。数年前から省エネルギーに取り組
んでいたヒロセ企画は，この景観条例改正を契機ととらえ
太陽電池の設置を計画した。ここに，富士電機の“軽くて
曲がる”アモルファス太陽電池が着目され，設置工事に
至った。出来栄えも“日射条件により色合いが変化する点
も満足”との評価を得た。
⑴

既設のネオン看板を利用して太陽電池を設置すること
で環境対策の見える化を実現した。

⑵

曲がる特長を生かし，ビルのフォルムに合わせたデザ
インとした。

熊本県南関町立南関中・第二小学校向け太陽光発電設備
南関町立南関中学校および南関第二小学校向けにアモル
ファス太陽光発電設備（各 20 kW）を納入した。
2 校は，学校版環境 ISO を実践していたことから，
“ス
クールニューディール”案件として南関町教育委員会から
選ばれ，校舎の陸屋根（ろくやね）や体育館の屋根に富士
電機製の鋼板一体型太陽電池モジュールを設置している。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

年間発電量の期待値：19,254 kWh

⑵

年間 CO2 削減量：7.45 t

⑶

児童の目につきやすいよう，屋外・屋内に発電量表示
装置を設置し，環境教育の促進が期待できる。

⑷

保護者および周辺住民の太陽光発電への関心を強め，
太陽光発電設備の周囲への波及効果が期待できる。
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図 1 5 南関町立南関第二小学校に設置した太陽電池
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太陽光システム
佐藤製薬株式会社 八王子工場向け太陽光発電システム
佐藤製薬株式会社 八王子工場向けに太陽光発電システ

図 1 6 倉庫の折半屋根に設置した80 kW太陽電池

ム（100 kW）を納入した。太陽電池は多結晶シリコンを
使用し，建屋の陸屋根（ろくやね）に 20 kW，倉庫の折
半屋根に 80 kW を設置した。発電電力は，富士電機のパ
ワーコンデショナ「PVI7700」を介して電力系統と連系す
る。データ収集装置により，発電電力，日射量の計測表示，
および日報・月報などの帳票出力が可能である。
⑴

年間発電量の期待値：92,276 kWh

⑵

既設建屋を有効活用し，太陽電池設置用の敷地が不要

⑶

陸屋根の基礎工事は，防水シートを活用することで簡
易にし，工期を短縮
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