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Towards to a smart community: the role of smart grids
特 集

スマートコミュニティに向けて─スマートグリッドの役割─
Deqiang Gan 甘

徳強
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浙江大学電気工程学院 教授

Rongxiang Zhao 趙

栄祥

Professor, Zhejiang University
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In a smart community, customers will be able to in-

The notion of smart grid is rapidly gaining publici-

teract, in various ways, with power suppliers in such a

ty in China. In May 2009, State Grid Corporation of

way that the social welfare of customers and suppliers

China }SGCC~ described a vision of smart grid as: A

are maximized. The idea of smart grid, originated in

strong power grid that takes advantage of modern in-

the USA early 2000, further developed in Europe, now

formation technology, that fully supports a digital econ-

widely accepted across the world including China, can

omy, that enjoys automation, and that allows interac-

help accomplish this goal.

tions between the network and the demand.

The emergence of smart

In the

grids is often motivated by the need of reducing emis-

same time SGCC published a staged implementation

sions, maintaining energy security, preventing large -

plan of SGCC smart grid. In 2010, the Chinese govern-

scale blackout, and providing reliability-differentiated

ment followed an ambitious research plan of smart

powers.

grid, focusing on the interconnection of renewable ener-

The fundamental principles of modern electric pow-

gy and electric vehicles. In addition, two demonstration

er grid were invented about half a century ago. Under

SURMHFWVDUHXQGHUFRQVWUXFWLRQ7KHÀUVWRQH-LQJKDL

the classic notion of regulatory economics, power indus-

City Smart Grid Project, was initiated in the fall of

try had been considered as a natural monopoly, where

2009. Upon completion, 24.62% of electricity consump-

power suppliers are obliged to supply, at regulated pric-

tions of this mid-size town in Tianjin }with a popula-

es, electrical power to demands which are generally in-

tion of about 350,000~, will be supplied by green power.

elastic. This “golden rule” was altered with the intro-

This grid will also be integrated with cable television,

duction of electric power market some 20 years ago in

IP telephone, realizing remote control, remote measur-

many countries. However, this market is not a truly

ing, and remote information collection.

ideal market, not without the introduction of demand

vanced technologies, including energy storage systems,

participation. A smart grid does just that.

on-line equipment monitoring, smart building, electri-

Several ad-

Enabled by the state of the art communication/

FDOYHKLFOHVHWFZLOOEHWHVWHGDQGH[KLELWHG-LQJKDL

control technology, a smart grid allows power suppliers

Smart Grid is also expected to realize self-healing

-

-

-

to collect the real time information of electric power

power supply to local customers. The second demon-

customers such that differentiated electric powers are

stration project is located in Yangzhou, a city nearby

delivered. A smart grid better facilitates the penetra-

Shanghai.

-

WLRQRIJUHHQSRZHUZKLFKLVRIWHQGLIÀFXOWWRDFFRPPR-

In Zhejiang University, we have been working very

date in existing grid. A smart grid may also allow cus-

KDUG ZLWK WKH ÀQDQFLDO VXSSRUW RI VHYHUDO HQWLWLHV LQ-

tomers to sell a variety of electric power services, such

cluding Fuji Electric, on a number of challenging tasks.

as but not limited to, downward reserves }turn on a

Our goal is to develop practical solutions to microgrid,

washer midnight you may end up with earning credit!~,

virtual power plant, and grid-friendly load. Take the

frequency regulation, etc., to the grid. In a nutshell, a

research on grid-friendly load as an example. An in-

smart grid serves as the next generation infrastruc-

teresting observation we found is that: much of the elec-

ture which permits customers to enjoy in an ideal mar-

trical loads can be temporarily reduced without intro-

ket.

ducing an essential impact on load performance.

-
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classical example is that of residential air conditioning

供給者Â電力消費者ä情報ĈœċŔĨčŉÝ収集ÍhÓĂ

load. This implies that the characteristics of loads can

á合ąÑÜ電力ĈËôÌôá変化ËÑÜ供給ÏāÉÞÂÝ

be made grid friendly. What is missing here is the in-

ÃāgĢŇsıęœĬĲä概念å中国Ý急速á注目Ĉ集÷

-

formation exchange between the network and the load.

Üºāg2009 年 5 月á国家电网公司}SGCC~ÂĢŇsı

Therefore, in a smart grid regime, the notion of load

ęœĬĲäļġŐŜĈ示ÍÕgÓĂåh最新ä情報技術Ĉ

participation should include frequency control, emer-

駆使ÍhİġĨŔ経済áø十分á対応ÍhēsıŊsĠŐ

gency voltage stability control, etc. This seems to be a
potentially powerful and relatively new concept compared with the traditional demand response programs.
In summary, despite of the confusions and controversies, smart grids are gaining acceptance world wide.

ŜäþËø享受ÝÃhĶĬıŘsĘÞ需要家ÞäúĀÞ
Āø可能áÏā強固à電力系統Ý¸āg同時áhSGCC å
自社äĢŇsıęœĬĲä段階的導入計画ø発表ÍÕg
2010 年áåh中国政府ø再生可能đĶŔėsÞ電気自動

It is our view that eventually the core functions of

車Ĉ一Úá結éÚÇāÉÞá焦点Ĉ当ÜÕ野心的à研究計

VPDUWJULGVZLOOEHLGHQWLÀHGDQGLPSOHPHQWHGOHDGLQJ

画á着手ÍÕg

WRWKHGHYHORSPHQWRIDPXFKPRUHHIÀFLHQWLQIUDVWUXF-

ÉĂá加¾h二ÚäİŋŜĢıŕsĠŐŜŀŖġĐĘı

ture, a win-win solution to both power suppliers and

Â進行中Ý¸āg一Ú目åh静海県ĢŇsıęœĬĲŀŖ

customers.

ġĐĘıÝ¸Āh2009 年秋á開始ËĂÕg二Ú目åh上
海á近º揚州市Ý行ąĂÜºāg

■和文抄録（社内にて作成）
ĢŇsıĜňŎĴįČÝåh顧客Â電力供給者ÞËôÌ

浙江大学åh富士電機Ĉ含öºÅÚÁä法人Áÿä財政
支援Ĉ得àÂÿh数々ä難問á懸命á取Ā組ĉÝÃÕgÓ

ôàÁÕ×ÝúĀÞĀĈÍÜh相互ä社会的福祉Ĉ最大限

ä目標åh実用的àŇčĘŖęœĬĲäĦœŎsĠŐŜúh

á高÷āÉÞÂÝÃāgĢŇsıęœĬĲå 2000 年ä初÷

ĹsĪŌŔà発電所h電力系統áúËÍº負荷ä開発Ý¸

á米国Ý誕生Íh欧州Ý大ÃÅ花開Ãh現在Ýå中国ø含

āg電気負荷ä多Åå負荷性能á本質的à影響Ĉ与¾Ðá

÷h世界中Ý広Å受Ç入ĂÿĂÜºāgĢŇsıęœĬĲ

一時的á減ÿÏÉÞÂÝÃh住宅ä空調負荷áø当Üåô

Ýåh温室効果ĕĢä排出量削減úđĶŔės安全保障ä

āg¸Þ足ĀàºäåĶĬıŘsĘÞ負荷Þä情報交換Ý

維持h大規模停電ä防止h信頼度別電力供給Â求÷ÿĂāg

¸āgÚôĀhĢŇsıęœĬĲä枠組õä中Ýåh負荷

現在ä電力系統ä基本的à原理åh半世紀ñß前á考案

á周波数制御ú緊急時電圧安定度制御àßä機能Ĉ盛Ā込

ËĂÕg統制経済ä古典的à考¾方Ýåh電力事業å独占

öïÃÝ¸āgÓ¼ÏĂæh従来ä需要応答ŀŖęŒŉÞ

Â自然ÖÞ考¾ÿĂh電力供給者åÀþÓ柔軟性á欠Çā

比ïÜø新Íºh潜在的á大Ãà可能性Ĉ秘÷Õ概念áà

需要Ĉ想定Íh統制ËĂÕ価格Ý電力Ĉ供給ÏāÉÞĈ義

āÞ思ąĂāg

務付ÇÿĂÜÃÕgÉä{黄金律|Â 20 年ñß前á多Å

結 局 ä Þ É ăh Ģ Ň s ı ę œ Ĭ Ĳ å 数 々 ä 誤 解 ú 論

ä国Ý電力市場Â導入ËĂÜ変化ÍÕgÍÁÍhÉä市場

争 Ĉ 巻 Ã 起 É Í à Â ÿ øh 世 界 中 Ý 支 持 Ĉ 獲 得 Í Ü º

øh需要側ä参加Þº¼概念Â盛Ā込ôĂàÇĂæh真ä

āgºÐĂåĢŇsıęœĬĲäĜċ機能Â明確á特定

意味Ý理想的à市場Þåº¾ÐhÉĂĈ実現ÏāäÂĢ

ËĂÜ実装ËĂh今þĀåāÁá効率的àčŜľŒÂ開

ŇsıęœĬĲÝ¸āg

発 Ë Ăh 電 力 供 給 者 Þ 顧 客 ä 双 方 Â 互 º á ď Č Ŝ ď Č

ĢŇsıęœĬĲÝå最新ä通信制御技術áþĀh電力

Ŝä関係Ý結æĂāhÞº¼äÂ私Õ×ä見方Ý¸āg
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ĢŇsı化ËĂÕ電力ęœĬĲú高効率àđĶŔės利用h安定ÍÕ水供給àßáþĀh低炭素Ý利便性ä高º都市čŜ
ľŒĈ実現Ïā{ĢŇsıĜňŎĴįČ|Â世界的à動向ÞàÙÜºāg富士電機Ýåh得意ÞÏāĺŘsđŕĘıŖĴĘ
Ģ技術Ĉ中核ÞÍh社会čŜľŒá関ąāĢŇsıĜňŎĴįČ製品ä拡充Ĉ進÷ÜºāgÉĂÿä製品åh統一ËĂÕ
čŜĨľĐsĢĈ持×h同時áđĶŔėsä見¾ā化ú設備ä最適運用Ĉ実現Ïā統合đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ
}EMS~áþĀ全体制御ËĂāgĢŇsıĜňŎĴįČ事業ä展開åh海外輸出ø視野á入Ă進÷Üºāg
The development of smart communities that provide low-carbon, highly convenient urban infrastructures are a global trend enabled by
the adoption of smart power grids, eﬃcient energy use, a stable supply of water and the like.
Fuji Electric, which specializes in the core technology of power electronics, is working to broaden the range of available smart community products that relate to social infrastructure. These products have a uniform interface, and all are controlled by an integrated energy
management system (EMS) that allows for the simultaneous realization of energy visualization and optimal operation of equipment. The
promotion of overseas exports is also under consideration as a way to expand the smart community business further.

まえがき

ËĂÜºāg
ÉäĢŇsıĜňŎĴįČá関ąāŀŖġĐĘıáåh

近年h中国hčŜĲàß新興国ä急速à工業化ú人口増

IT 企業ø積極的á参入ÍÜºāgôÕh各国äđĶŔės

加á伴ºh原油ú天然ĕĢàßä一次đĶŔėsä需要Â

政策ú成長戦略áø関ąāÕ÷h世界的à動ÃîÞ拡大Í

大幅á増加Íh価格ä高騰ú供給ä不安定化Â問題ÞàÙ

Üºāg

ÜÃÜºāg一方Ý日本ú欧米ä先進国Ýåh電気自動車

ąÂ国Ýåh既á 1980 年代Áÿ国ú電気事業者主導ä

ä普及h太陽光発電ú風力発電àßä利用拡大á加¾h電

下h電力供給信頼度ä向上ú再生可能đĶŔėsä拡大時

力ęœĬĲĈ情報技術Þ融合ËÑh電力ä供給能力ú利用

áÀÇā各種対策技術ä開発àßh電力ęœĬĲä高度化

効率Ĉ格段á高÷ā{ĢŇsıęœĬĲ|技術Ĉ国際競争

äÕ÷ä各種ä取組õÂ進÷ÿĂÜÃÕgËÿáh昨今ä

力強化ä戦略上ä柱ÞÏā傾向á¸āg

世界的à動向á対応ÍÜh海外îäđĶŔėsčŜľŒ輸

⑴

⑵

需要家á分散型電源ú蓄電ĠĢįŉÂ普及Í電力ęœĬ

出ĈĨsěĬıÞÍÕĢŇsıĜňŎĴįČ国内実証事業

Ĳá連系ËĂāÉÞáþĀh電力ä流Ăå電力会社ä発電

úh新興国Ýä都市čŜľŒ構築事業調査àß各種ä国ŀ

所Áÿ需要家îä一方通行ÝåàÅh双方向h¸āºå需

ŖġĐĘıÂ推進ËĂÜºāg

要家相互á融通ËĂāÉÞÞàāg電力ęœĬĲ自体á電

富士電機åhÉĂôÝ主á国内電力会社Þä共同開発á

力ä最適à需給制御Ĉ行¼機能Ĉ持ÕÑÕøäÂĢŇsı

þĀh配電系統自動化ĠĢįŉú電力量計ä遠隔検針ĠĢ

ęœĬĲÝ¸āg

įŉä開発á取Ā組õh電力ęœĬĲä運用高度化á関ą

⑶

ôÕhĢŇsıęœĬĲÝåhęœĬĲÂ地域ŕłŔÝ

ā製品ú技術hķďĸďĈ蓄積ÍÜÃÕgôÕh2003 年

分散ËĂÜÀĀh太陽光発電h風力発電hĹčēŇĢ発電

度Áÿ 5 年間実施ËĂÕ独立行政法人 新đĶŔėsj産

àßä地域œĦsĢĈ利用ÍÕ分散型電源Ĉ大量á導入Ï

業技術総合開発機構}NEDO~ä{新đĶŔės等地域集

āÉÞÂÝÃh地域äđĶŔėsä自給比率Ĉ大幅á高÷

中実証研究|á参加Íh太陽光h風力hĹčēŇĢàßä

āÉÞÂ可能ÞàāgÓäÕ÷h震災àßä広域災害時á

再生可能đĶŔėsÂ主体ä地域ęœĬĲ内ÝđĶŔės

đĶŔėsčŜľŒÂĩŊsġĈ受ÇāœĢĘÂ分散Ë

需給ĈĹŒŜĢËÑā{ŇčĘŖęœĬĲ制御技術|Ĉ開

ĂāÞÞøáh多様à地産đĶŔėsáþĀh地域ä重要

発h評価ÍÕ実績Â¸āg

⑷

拠点àßîäđĶŔės供給Ĉ迅速á復旧ÝÃāÞº¼Ŋ
œĬıø考¾ÿĂāg

現在h富士電機åÉĂôÝ蓄積ÍÕ電力ęœĬĲ高度化
技術Þh需要家ä省đĶú交通h水環境àßä社会ĠĢį

ËÿáhÉäĢŇsıęœĬĲä概念Ĉ包含Íh面的à

ŉ技術ÞĈ融合ËÑhĢŇsıĜňŎĴįČá関連Ïā国

đĶŔėsä利用拡大úh高º省đĶŔės}省đĶ~性

ä実証ŀŖġĐĘıú調査事業á参加ÏāÞÞøáh社内

能Ĉ持Ú建物h高効率à交通ĠĢįŉhÀþé安定Ý安全

ä各分野äœĦsĢĈ統合ÍÜĢŇsıĜňŎĴįČ製

à水供給ĠĢįŉàßáþĀh低炭素Ý利便性ä高º都市

品j技術ä開発úŒčŜċĬŀä拡充Ĉ進÷Üºāg

čŜľŒĈ実現Ïā{ĢŇsıĜňŎĴįČ|構想ä下h

本特集ÝåhÉĂÿä実証ŀŖġĐĘıîä対応hĢ

具体的à新都市開発ú都市再生ŀŖġĐĘıÂ計画h展開

ŇsıĜňŎĴįČ実現á向ÇÕ電力ęœĬĲ高度化ú需

176（ 4 ）
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要家äđĶŔės利用高度化á関Ïā製品ä開発hÀþé
.

Óä要素技術確立ä取組õáÚºÜ報告Ïāg

スマートグリッドからスマートコミュニティへ

ċġċhċľœĔáÀºÜh今後人口Â急激á増加Ïā

ä課題hÀþé富士電機äĢŇsıĜňŎĴįČáÀÇā

Þ予想ËĂÜºāgÉĂÿä地域ÝåhčŜĲú中国àß

技術h製品ä体系áÚºÜ述ïāg詳細åh本稿á続Å各

ä新興国Ĉ中心á工業化Â急速á進ĉÝÀĀh工業団地ú

論文Ĉ参照ºÕÖÃÕºg

新都市ä開発ÞhÓĂá伴¼đĶŔės供給ú水供給h交
通j物流àßä社会čŜľŒ構築á多額ä投資Â行ąĂāg
日本ú欧州h米国àßä先進国ÝåhđĶŔės需要å

スマートコミュニティに向けた動き

ñò横æºÝh長期的áå人口ä減少ú製造拠点ä海外移
.

太陽光発電や風力発電の大量導入とスマートグリッド

低炭素社会ä実現á向Çh太陽光発電ú風力発電ä導入

転àßáþĀ下降ÍÜºÅĚsĢø想定ËĂāgÉĂÿä
国Ýåh経済成長期á整備ËĂÕđĶŔės基盤Â再開発
áþĀ順次ĢŇsıęœĬĲá更新ËĂā形ÝčŜľŒ投

拡大Â世界的á進÷ÿĂÜºāg
ÉĂÿä不安定àđĶŔėsåhîÃ地àßáÀÇā小

資Â行ąĂāÞ想定ËĂāg

規模à電源供給用途Ĉ除Ãh電力ęœĬĲá直接接続ËĂ

図

áh
{新都市型|Àþé{再生都市型|đĶŔės

āÉÞÞàāg一般áh太陽光発電h風力発電ä大量導入
áþÙÜh電力ęœĬĲä供給容量äÀþÓ 10 % Ĉ超¾
āÞh電力ęœĬĲä周波数ú電圧Â不安定áàāàß電

桁違いの投資が行われるのは中国・インド・中東

⑸

エネルギー需要 *1（増）

力品質上ä問題Â発生ÏāÞºąĂÜºāgôÕh電力ę
œĬĲä負荷ĺĨsŜáþÙÜå余剰電力Â発生Íh電力

新都市型

ÍÁÍh太陽光発電ú風力発電ä変動補償対策ÞÍÜ電
力ęœĬĲ側Ý大規模à設備増強Ĉ行¼ÉÞåhÓä設備

中東
546 Mt

™桁違いの投資
™エネルギーと資源の

中国
1,970
Mt

2.0

トレードオフ最適化

*2

稼動率ä観点Áÿ必ÐÍø効率的Þåº¾àºgÉäÕ÷h

欧州
日本
1,826 Mt
514 Mt
再生都市型

需要家設備制御}需要家ęœĬĲ~Þ大規模電力ęœĬĲ
制御Ĉ協調ÍÜ運用Ïā必要Â¸āgĢŇsıęœĬĲå

米国
2,337 Mt

︵横ばい︶

需要家Þ電力ęœĬĲĈ情報技術áþĀ有機的á連携ËÑh

既設インフラ ︵弱︶

既設インフラ ︵強︶

ęœĬĲä保護制御機能á影響ÏāĚsĢø予想ÝÃāg

インド
595 Mt

1.0

エネルギー需要（減・横ばい）

ÓĂĈ実現ÏāøäÝ¸Āh太陽光発電ú風力発電Ĉ大量
á導入ÍÕ際ä問題á対Ïā解決手段Þº¾āg

＊ 1 エネルギー需要：石油換算百万トン（面積表示，2007 年）
伸び率（縦軸，2030 年 /2007 年比）
（出典：WORLD ENERGY OUTLOOK 2009）
＊ 2 既設インフラの強弱：エネルギー・環境事業戦略
（出典：株式会社三菱総合研究所，2009-11）

図 1 áh富士電機Â想定Ïā太陽光j風力発電ä拡大Þ
⑹

設備投資ıŕŜĲä相関Ĉ示Ïg世界的à太陽光j風力発
電ä普及計画á対Íh2012 年以降{需要家ęœĬĲ|ä
ĴsģÂ拡大Íh2017 年以降ĢŇsıęœĬĲÂ普及Ï

図

エネルギーインフラポートフォリオ

āÞ考¾ÜºāgôÕhÉ¼ÍÕ設備投資Þ同期ÍÜ高度
à都市機能Ĉ持ÚĢŇsıĜňŎĴįČø拡大ÏāøäÞ
ビル EMS*

考¾āg

1,000

スマートグリッド普及

800

比率
10％超過
太陽光・
風力発電の
普及

600

需要家グリッド
拡大

400

200

環境・
資源再生拡大

スマートグリッド・
ユーティリティグリッド
電力，水素，熱，水

太陽光発電

電力貯蔵

11%
太陽光・
風力比率

★

9%

グリッドビジネス
拡大

★

地域エネルギーマネジメント
ユーティリティ管理
交通管制
環境モニタリング

風力発電

交通管制・環境モニタリング
交通・物流

−25% CO2 削減目標

3%
環境・地形

2006

2009

2015

2020

2025

2030

（年）

図

住宅 EMS

13%

新エネ導入

設備投資トレンド

世界の再生可能エネルギーの発電能力（GW）

工場 EMS
大規模
エネルギーグリッド
（水力，火力，原子力）

スマートグリッド設備投資トレンド

＊ EMS：エネルギーマネジメントシステム

図

スマートコミュニティの概要
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⑺

čŜľŒäņsıľĒœēĈ示Ïg

ňŎĴįČäđĶŔės供給Áÿ需要家ęœĬĲôÝä商

特 集

現在h全世界Ý 300 以上ä新都市開発ú都市再生ŀŖ

品ĈŒčŜċĬŀÍÜºāgÉĂÿä商品Ĉh共通ä情報

ġĐĘıÂ推進ËĂÜºāgÉÉÝåh電力ęœĬĲäĢ

連携ä仕組õÝ¸ā統合đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

Ňsı化äõá限ÿÐh水供給ú交通j物流ÞđĶŔės

}EMS~ŀŒĬıľĒsŉáþĀ統合運用ÏāÉÞĈ目指

Â融合ÍÕ環境調和型ä都市空間ÛÅĀhÏàą×ĢŇs

ÍÜºāg

ıĜňŎĴįČjđĜĠįČ}生態城~îĜŜĤŀıÂ拡
⑻

.

張ËĂÜºā}図 ~
g
ĢŇsıĜňŎĴįČä¸Ā方åhÓä国äđĶŔės

エネルギー供給サイドの製品

富士電機åh大規模à火力発電ú水力発電h地熱}ľ

政策úhđĶŔės安全保障àßh抱¾ā課題áþĀ定義

ŒĬĠŎ~発電á関ąāŀŒŜı技術Ĉ持ÙÜºāgËÿ

åËôÌôÝ¸āg

áh低温ä地熱Â利用ÝÃāĹčĳœs発電úh軽量jľ

中東äđĜĠįČŀŖġĐĘıÝåh再生可能đĶŔ

ŕĖĠĿŔàċŋŔľĊĢ太陽電池h業務用Āĉ酸形燃料

ėsÖÇÝ全体ä電力Ĉ賄¼h世界初äĔsŅŜĴŎsı

電池àßä特色¸āđĶŔės供給ĞčĲä製品Ĉ提供Í

ŒŔhÁÚ廃棄物ĥŖä環境調和都市ä構築Ĉ目指ÍÜº

ÜºāgôÕhÉĂÿĈ電力ęœĬĲá安全á接続Ïā受

āgôÕh中国áÀºÜå 13 件ä国家級äđĜĠįČŀ

変電j保護ĠĢįŉúh太陽光発電j風力発電ä電力変動

ŖġĐĘıÂ推進ËĂÜÀĀh再生可能đĶŔės比率

Ĉ平準化ÍÜ電力ęœĬĲá供給Ïā電力安定化装置àß

30 % 以上h生活ĝňä無害化処理率 70 % 以上h汚水再生

ä製品ĈŒčŜċĬŀÍÜºāg

利用率 30 % 以上àß 32 項目áąÕā指標Â掲ÈÿĂÜº
.

āg

流通および需要サイドの製品
図

富士電機のスマートコミュニティへの取組み

á富士電機ä考¾āĢŇsıĜňŎĴįČä構造Ĉ

示Ïg
富士電機Ýåh
{ĢŇsıĜňŎĴįČ|ĈhĢŇsı

.

富士電機の事業領域

ęœĬĲh交通ĠĢįŉÀþé上下水ŏsįČœįČà

ĢŇsıĜňŎĴįČáÀÇā主要à市場åh新興国á

ßĈ包含ÍÕ社会čŜľŒÞ位置付ÇÜºāgÓÍÜhĢ

ÀÇā新都市開発ŀŖġĐĘıúh先進国áÀÇā都市再

ŇsıęœĬĲä構造ĈhĜċĜŜņsĶŜıÝ¸ā{ĺ

生Ý¸āgÉÉÝ求÷ÿĂāäåh個別ä要素技術ä提供

ŘsİĹčĢ|Ĉ第 1 階層ÞÍh電力変換ú動力制御Ĉ行

ÝåàÅhđĶŔėsčŜľŒÞÍÜđĶŔės供給hđ

¼{ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器|
{需要家ęœĬĲ|
h地

ĶŔės流通hÀþé需要家ĞčĲÝä効率的àđĶŔ

域ęœĬĲÞ位置付ÇÿĂā{ŇčĘŖęœĬĲ|
hÀþ

ės消費}需要家ęœĬĲ~ôÝä一連äđĶŔėsĞŀ

éđĶŔėsčŜľŒÞÍÜä{ĢŇsıęœĬĲ|ä 5

ŒčĪĐsŜĈŘŜĢıĬŀÝ構築Íh運用Ïā事業Ģ

階層á分類ÍÕgÉĂÿä階層間ÝåđĶŔėsÞ情報Â

ĖsŉÝ¸āgÉĂá加¾h水供給ú廃棄物処理h交通j

双方向á流通ÍhĢŇsıęœĬĲúĢŇsıĜňŎĴ

物流àß総合的à社会ĠĢįŉİłŖĬĺsÞÍÜä機能

įČáÀÇā最適àđĶŔės運用Ĉ実現Ïāg

ø求÷ÿĂÜºāg

⑴

ĺŘsİĹčĢÞĺŘđŕ機器

áĢŇsıĜňŎĴįČáÀºÜ富士電機Â取Ā

富士電機Ýåh世界的áĠĐċä高º無停電電源装置

組ö事業領域Ĉ示Ïg富士電機åh高性能àĺŘs半導体

}UPS~úh直流大電流電源äñÁáh電気自動車äĺ

図

áþĀ{đĶŔėsĈ自在á制御Ïā技術ĺŘsđŕĘ
ıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~

|ĈĜċ技術ÞÍÜhĢŇsıĜ
スマートコミュニティ
上下水ユーティリティなど
交通システム
供給サイド（創エネルギー）

スマートグリッド

太陽光発電システム
燃料電池
マイクログリッド
通

需要家
グリッド

パワー半導体
インバータ
モータ

図

富士電機の事業領域
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パワーデバイス

計測機器
電源装置
電力制御システム

図

スマートコミュニティの構造

エネルギー
情報

パワー
エレクトロニクス
機器

需要サイド（省エネルギー）

エネルギー
情報

系統・配電制御システム
エネルギー最適制御システム
同時同量制御システム

配電系統

エネルギー
情報

流

エネルギー
情報

変電所

エネルギー
情報

火力発電プラント
地熱発電プラント
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ŘsıŕčŜú輸送j搬送ĠĢįŉàß各分野áĺŘđŕ
大規模電力系統

機器Ĉ供給ÍÜºāgôÕh富士電機独自ä逆阻止 IGBT

大規模系統との協調連系

⑼

łŔ変換回路Ĉ開発Íh従来á比ïÜ 30 v 40 % ä損失低

再生可能エネルギーの活用

減Ĉ達成ÍÕg
太陽光発電ĠĢįŉäĺŘsĜŜİČĠŐĳh再生可能

太陽光

需要家の参加

đĶŔėsä余剰電力Ĉ有効活用Ïā電力貯蔵ĠĢįŉh

バイオマス

電力ęœĬĲä電圧Ĉ適正á維持Ïā無効電力補償装置ú

蓄電システム
風力

電圧調整器àßhĢŇsıĜňŎĴįČáÀÇāĺŘđŕ

燃料電池

ä適用分野å広範Ý¸āg
⑵

地域エネルギー
マネジメントシステム
（ＣＥＭＳ）

™ビル・家庭のエネルギー
マネジメントシステム

排熱利用発電

需要家ęœĬĲ

需要家

™スマートメータリング
™デマンドレスポンス

ĢŇsıĜňŎĴįČä要Þàāäå家庭ú産業h交通
分野àß需要家ä省đĶÞ考¾āg

図

地域エネルギーマネジメントの特徴

富士電機Ýåh工場úļŔä需要家Ĉ対象áhEMS Ĉ
導入ÍhđĶŔėsä見¾ā化h分析評価Àþé設備ä全

Ŕėsj社会ĠĢįŉ実証事業|á参加Íh地域đĶŔ

体最適運用Ĉ展開ÍÜºāgôÕhĺŘđŕ機器ä導入á

ėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}CEMS~ä開発h実証á取Ā

þā省đĶ対策ĈısĨŔá提供ÏāĦœŎsĠŐŜÝ¸

組ĉÝºāg

ā{ęœsŜĳļěsĠŐŜ|ø展開ÍÜºāg

図

á取Ā組ĉÝºā地域đĶŔėsŇĶġŊŜıä特

ÉäñÁhĞsĹä高集積化á伴ºđĶŔės需要密度

徴Ĉ示Ïg本実証Ýåh新興国Ýä新都市đĶŔėsčŜ

ä増加Â進ĉÝºāčŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs}IDC~

ľŒ輸出ĈĨsěĬıáh再生可能đĶŔėsú地域ä産

Ĉ対象áh超高効率無停電電源装置Þ局所空調ĠĢįŉĈ

業œĦsĢä活用h連系Ïā大規模電力ęœĬĲîä貢献h

中心ÞÍÕęœsŜ IDC ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg

ÀþéÓĂÿä有用性ú事業性ä評価Ĉ実施ÏāgôÕh

ËÿáhĜŜļĴđŜĢĢıċj流通業界Ĉ対象áh省đ

地域ä需要家ÂđĶŔėsä需給運用á貢献ÏāÕ÷äİ

Ķ店舗ĈŘŜĢıĬŀÝ構築Ïā統合ĦœŎsĠŐŜø提

ŇŜĲŕĢņŜĢúh各種čŜĤŜįČĿä評価àßä先

供ÍÜºāg

導的à研究ø計画ÍÜºāg

ĢŇsıęœĬĲÝåhÉĂÿä EMS Þ上位ä地域

Ë ÿ áh2009 年 度 þ ĀhNEDO ä{ Ģ Ň s ı ĺ Ř s

EMS Â同一ä情報ŀŒĬıľĒsŉ上Ý階層的á連携Ï

ĶĬıŘsĘ研究|áÀºÜh次世代ä配電系統ä構成機

āg
家庭àßä小規模à需要家áå{ĢŇsıŊsĨ|áþ

器ú配電系統制御ĠĢįŉä開発h実証á取Ā組ĉÝºāg
⑸

国際標準化戦略

Āh上位ä EMS ú電力事業者Þä双方向ä連携Ĉ実現Ï

ĢŇsıęœĬĲhĢŇsıĜňŎĴįČá関ąā国際

āgĢŇsıŊsĨåh電力消費量Ĉ積算Ïā現在ä計量

標準化ä活動åh欧州Þ米国Â若干先行ÍÜºā状況Ý¸

機能á加¾h上位ä EMS Þä情報Ĉ常áúĀÞĀÏā情

āg国内Ý保有Ïā差別化技術ĈęŖsĹŔá展開Ïā¼

報表示端末Ĉ持×h電気事業者ä電力需給状況áþĀ電力

¾Ý国際標準化戦略Â重要à要素Þàāg富士電機Ýå関

ä売買価格Ĉ変¾h需要家ä負荷制御Ĉ誘導ÏāİŇŜĲ

連ÏāĺŘđŕhĢŇsıŊsĨhEMS 分野Ĉ中心á経

ŕĢņŜĢ機能Ĉ実装Ïāg

済産業省jNEDO äĢŇsıĜňŎĴįČċŒčċŜĢ

⑶

ĈåÎ÷ÞÍÕ各種標準化活動îä参画Ĉ強化ÍÜºāg

ŇčĘŖęœĬĲ
国内外Ý離島Ĉ対象ÞÍÕŇčĘŖęœĬĲä導入j評

価ŀŖġĐĘıÂ数多Å計画j実施ËĂÜºāg

今後の課題

離島áÀÇā電力供給åh現在hİČsĥŔ発電áþā
ĢŇsıĜňŎĴįČåh社会čŜľŒ事業Ý¸Āh海

øäÂ多数Ĉ占÷h燃料輸送á伴¼発電ĜĢı高ä解消Þh
環境負荷ä低減Â課題Ý¸āg離島ŇčĘŖęœĬĲ実証

外ä新都市開発ú都市再生ŀŖġĐĘıä中á主要à市場

Ýåh太陽光発電ú風力発電ĠĢįŉàßä再生可能đĶ

Â存在ÏāgĜŜņsĶŜıjĠĢįŉ製品äĞŀŒč

ŔėsĈ大量導入ÍÕ際á発生Ïā需給ċŜĹŒŜĢú電

ōsÞÍÜä富士電機Â当該事業Ĉ展開ÏāÕ÷áåh次

力ęœĬĲä電力品質維持Ĉh既設äİČsĥŔ発電Þ蓄

ä課題Â考¾ÿĂāg

電ĠĢįŉä協調運転áþĀ解消ÏāÉÞĈ目的ÞÍÜº
āg
富士電機Ýåh九州h沖縄地区ä離島á計 9 ĠĢįŉä
ŇčĘŖęœĬĲ実証ĠĢįŉĈ 2009 年度á納入ÍÜº

EPC（Engineering Procurement Construction）
スキル

ĢŇsıĜňŎĴįČ事業åh特áčŜľŒ輸出ä場合h
計画Áÿ構築h運用ôÝĈısĨŔá提供Ïā事業ĢĖs

āg
⑷

.

ĢŇsıęœĬĲ
富士電機Ýåh2010 年度þĀ経済産業省{次世代đĶ

ŉä構築Â必要ÞËĂāgÍÕÂÙÜh事業体制ÞÍÜåh
ĠĢįŉĞŀŒčōshİłŖĬĺshđŜġĴċœŜę
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特 集

™電力品質マネジメント
™新エネ出力安定化
™系統連系保護装置

}RB-IGBTkReverse Blocking IGBT~Ĉ採用ÍÕ新 3 ŕ
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会社h工事業者h運用jŊŜįĳŜĢ業者hľĊčĳŜĢ

⑶

報. 2008, vol.81, no.3, p.218-221.

àßä共同体Ĉ国内企業hÀþé地元企業Ý構築Í推進Ï

特 集

⑷

āĚsĢÂ多ÅàāøäÞ考¾āg

⑸

新đĶŔėsä大量導入á伴ÙÜ必要Þàā系統安定化対

策áÚºÜ. 資源đĶŔės庁. 2008-10.

ŒäđŜġĴċœŜęh調達h構築ôÝĈŘŜĢıĬŀÝ
提供ÝÃā{EPC ĢĖŔ|Ĉ強化ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg

新đĶŔėsàß地域集中実証研究ĕčĲĿĬĘ. 独立行
政法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発機構. 2008-9.

Éä共同体ä中Ýh富士電機Â主要à役割Ĉ担¼Õ÷á
åhęŔsŀ会社äœĦsĢĈ集結ÍhđĶŔėsčŜľ

松田秀樹ñÁ. 配電自動化ĠĢįŉä最新技術動向. 富士時

⑹

World Energy Outlook2008, International Energy

Agency.

.

社会インフラ構築における安全・安心

⑺

2009.

ĢŇsıĜňŎĴįČ事業åhđĶŔėsčŜľŒá加
¾h上下水道ú廃棄物処理h交通ĠĢįŉàßä社会čŜ

⑻

本質的à安全j安心ä作Ā込õäķďĸďÂ必要Þàāg

世界ĢŇsıĠįČ総覧. 日経BPĘœsŜįĬĘ研究所.

2010.

ľŒĈ都市全体ÞÍÜ効率的á運用ÏāÞÞøáh万一ä
災害時áåh都市機能äŒčľŒčŜÞÍÜä強固Ëúh

đ Ķ Ŕ ė sj 環 境 事 業 戦 略. 株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所.

⑼

小松康佑ñÁ. ċĲĹŜĢıNPC回路用IGBTŋġŎsŔ.

富士時報. 2010, vol.83, no.6, p.362 -365.

富士電機Ýåh電力流通設備úh大規模ŀŒŜıä保護h
制御ä技術úķďĸďĈ保有ÍÜÀĀhÉĂÿä安全j安
心技術øĢŇsıĜňŎĴįČ製品áÀÇā重要à差別化

菅井

賢三

富士電機株式会社執行役員h社会ĠĢįŉ事業本

ċčįŉÞÍÜ位置付ÇÜºāg

部長g

あとがき
ĢŇsıĜňŎĴįČåhôÖ計画h実証段階á¸āø
äÂñÞĉßÝ¸āg今後ä太陽電池ä普及ú電気自動車

小林

ä普及Þ並行ÍÜhĢŇsıęœĬĲ構築h運用ĜĢıø

ĢŇsıĜňŎĴįČhĢŇsıęœĬĲ構築分

大規模電力ęœĬĲ相当áàĀhĢŇsıęœĬĲ市場ø

野ä技術Àþé事業企画業務á従事g現在h富士

本格的á立×上ÂÙÜÅāøäÞ予想ËĂāg
富士電機Ýåh安全j安心ÁÚ低炭素àđĶŔėsčŜ

直人

電機株式会社社会ĠĢįŉ事業本部ĢŇsıĜ
ňŎĴįČ事業部 SC ŀŖġĐĘı部長g電気学
会会員g

ľŒä提供á向Çh関係各位äÊ指導hÊ協力Ĉ賜ĀhË
ÿàā技術ä革新á努÷ā所存Ý¸āg

桑山

仁平

新đĶŔėshĢŇsıęœĬĲä企画hđŜġ
ĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機株式会社

参考文献
⑴
⑵

社会ĠĢįŉ事業本部ĢŇsıĜňŎĴįČ事業

電気事業ä現状2009. 電気事業連合会. 2010-3.
産業構造ļġŐŜ2010. 経済産業省.
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富士電機åh次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉÞÍÜ富士ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢįŉĈ実現ÏāÕ÷áh対象地
域ä電力安定化Þ省đĶŔėsj低炭素化Ĉ地域分散型Ý実現Íh送電系統á影響Ĉ与¾āÉÞäàºĠĢįŉä構築Ĉ目
指ÍÜºāg太陽光発電ä大量導入áþā電圧上昇hĢŇsıŊsĨĈ活用ÍÕ直接j間接負荷制御áþā省đĶŔėsh
熱úĕĢàßä相互融通àßĈ地域全体Ý取Ā組õhđĶŔėsá関Ïā課題Ĉ地域内Ý解決ÏāÉÞĈ目的ÞÍÕĠĢį
ŉÝ¸āg国内Ýå北九州市úÇºåĉà学研都市á参画Íh海外Ýå NEDO Áÿä委託Ĉ受Ç基礎調査Ĉ進÷Üºāg
In order to realize the{Fuji Smart Network System|as a next-generation energy and social systems, Fuji Electric aims to realize power
stabilization, energy savings and reduced carbon usage in the intended area by employing regional distribution, and to construct a system
that does not aﬀect power transmission systems. By addressing energy-related problems such as voltage rises due to the introduction of large
amounts of solar power, the use of direct and indirect load control using smart meters to realize energy savings, the mutual interchange of
heat and gas, and the like for an entire region, the system aims to solve energy-related problems within that region. Fuji Electric is participating in planning for Kitakyushu and Keihanna Science City in Japan, and having been commissioned by NEDO, is advancing a basic survey for
overseas.

まえがき

ÍhœċŔĨčŉáđĶŔėsä需給調整Ĉ行¼äÂĢ
⑴h⑵

ŇsıęœĬĲÝ¸āgÉĂáþĀh次ä点Â実現ÝÃāg
低炭素社会Ĉ実現ÏāÕ÷áh再生可能đĶŔėsú

⒜

電力ä安定運用Ĉ確保Í大規模停電œĢĘä低減

電気自動車}EV~
h省đĶŔės}省đĶ~住宅hĥŖđ

⒝

省đĶúđĶŔėsä有効活用Ĉ需要家Þ一体化Í

Ü推進

ňĬĠŐŜļŔh工場Ýä高効率機器ä導入Â広Å検討Ë
⒞

ĂÜºāg最近åhÉĂÿä省đĶh創đĶŔės機器Ĉ
単体Ý導入ÏāÖÇÝàÅhĢŇsıŊsĨá代表ËĂā

⑵

低炭素化åøÞþĀh住民ä利便性ä向上ú都市ä再生

双方向ä通信機能Ĉ活用Íh地域全体ÝđĶŔėsĈ有効
á活用ÏāÉÞĈ狙ºÞÍÕ取組õÂ注目ËĂÜºāg

電力設備維持管理ä高度化
ĢŇsıĜňŎĴįČ

Ĉ図ÙÜºÅ新Õà{ô×ÛÅĀ|ÂĢŇsıĜňŎĴ

国内Ýåh電気事業者ú再生可能đĶŔėsä発電者h

įČÝ¸āgĢŇsıĜňŎĴįČåhĢŇsıęœĬĲ

需要家Ĉ含ö地域全体Ĉ対象ÞÍÕ最適àđĶŔėsŇĶ

àßä最新技術Ĉ活用ÍÜ構築ËĂā次世代型ä地域Ĝ

ġŊŜıh電気đĶŔėsäõàÿÐh熱úĕĢh水環境

ňŎĴįČÝ¸āgđĶŔėsä有効活用äñÁh再生可

ä有効利用h生活者äŒčľĢĨčŔä変革Ĉ含÷Õ環境

能đĶŔėsä導入h交通ĠĢįŉä刷新h快適性向上Þ

調和型ä都市空間作Āä実証事業Ĉ推進中Ý¸āg海外Ý

省đĶĈ両立ÍÕ生活空間作ĀàßÝ形成ËĂhÉĂÿĈ

øh都市ú工業団地ä電力h熱hĕĢh水環境h交通àß

結ì情報ĶĬıŘsĘÂ重要à役割Ĉ担¼g

⑶

äčŜľŒ整備事業Â活発化ÍÜºāg
富士電機åh国内ä次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉh
Ïàą×環境調和型都市Ý¸āĢŇsıĜňŎĴįČä実

.

富士電機の描く次世代エネルギー・社会システム

富士電機åh対象地域ä電力安定化Þ省đĶj低炭素化

証事業á参画ÏāÞÞøáh海外äĢŇsıĜňŎĴįČ

Ĉ地域分散型Ý実現Íh送電系統á影響Ĉ与¾āÉÞäà

ä調査事業áø積極的á取Ā組ĉÝºāg

º次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉä構築Ĉ目指ÍÜºāg
次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉÝåh太陽光発電ä大量

次世代エネルギー・社会システム

導入áþā電圧上昇hĢŇsıŊsĨĈ活用ÍÕ直接j間
接負荷制御áþā省đĶh熱úĕĢàßä相互融通àßĈ

ĢŇsıęœĬĲÞĢŇsıĜňŎĴįČä定義Ĉ述ïh
次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉáÚºÜ国ä取組õÞ実
証事業hËÿá富士電機ä実証事業îä参画Ĉ概説Ïāg

地域全体Ý取Ā組õhđĶŔėsá関Ïā課題Ĉ地域内Ý
解決ÏāÉÞĈ目的ÞÏāg
図

á富士電機ä描Å地域分散型ä次世代đĶŔėsj

社会ĠĢįŉä考¾方Ĉ示ÏgÉä考¾Â後述Ïā ｢富士
.

定

⑴

義

ĢŇsıęœĬĲ

ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢįŉ｣ ä基本ÞàĀhĢŇsı
ęœĬĲúĢŇsıĜňŎĴįČá応用ËĂāg

再生可能đĶŔėsä大量導入á伴¼電力品質ä課題Ĉ
解決ÏāÕ÷áh電力Ĉ制御Ïā情報ĶĬıŘsĘĈ整備
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業商業ļŔ用燃料電池ĠĢįŉ}2010~
課題
分散型電源の大量導入による
電圧上昇
直接・間接負荷制御による
省エネルギー
廃熱や水素の相互融通など

発電所

特 集

火力
水力
原子力
配電変電所

⒟

負荷平準化機器導入効果実証事業}2011~

ĢŇsıŊsĨĈ活用ÍÕ間接j直接負荷制御
⑵

ĢŇsıĜňŎĴįČ関連ä実証事業ŀŖġĐĘı
⒜

解決
低炭素化と電力安定化を狙い
地域の特色にあった自律指向型
のエネルギー需給確保を推進

次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ実証}2010~

①

™地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ開発事業
™蓄電複合ĠĢįŉ化技術開発ŀŖġĐĘı

送電系統

②

対象地域

地域設置型
蓄電池・PCS

⒝

čŜĲĶĠċ共和国ġŌŘ島áÀÇā工業団地îä
ĢŇsıĜňŎĴįČ技術導入可能性á関Ïā調査

6.6 kV へ降圧

}2010~
柱上変圧器
6.6 kV から
200/100 V
へ降圧

工場
（FEMS）

Çºåĉà学研都市

™蓄電複合ĠĢįŉ化技術開発ŀŖġĐĘı

配電変電所

地域エネルギー
マネジメント
システム（CEMS）

北九州市

電力安定化
装置

スマート
メータ

富士電機の取組み
需要家

商業ビル
（BEMS）

次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉĈ捉¾āáå対象規模h
電力品質hđĶŔės管理Àþé地産地消ä四Úä視点Â
必要Ý¸āgÓĂĈ踏ô¾Üh低炭素化Þ電力安定化á貢

分散型電源

図

家庭

急速充電
店舗
（REMS）スタンド

献Ïā富士電機ä技術Ĉ示ÏgÓÍÜhÓĂÿä技術Ĉ適
用Ïā国内外ä実証事業áÚºÜ紹介Ïāg

富士電機の地域分散型の次世代エネルギー・社会システム

.1 四つの視点と対応技術

富士電機åh長年áąÕĀ次世代đĶŔėsj社会ĠĢ
įŉá関連Ïā技術ä開発Þ提供á携ąÙÜÃÕg例¾æh
.

国の取組みと実証事業

配電自動化ĠĢįŉh系統制御ĠĢįŉhđĶŔėsŇ

国ä取組õÞÍÜåh太陽光発電Ĉ中心ÞÏā再生可

ĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS~
h分散型電源h同時同量制御h

能đĶŔėsä大量導入}2020 年太陽光発電 2,800 万 kWh

電力品質安定化h電力量計測器h配電機器hčŜĹsĨj

風力発電 490 万 kW 目標~
hĢŇsıŊsĨ}2020 年全戸

ĜŜĹsĨÞÓä応用Ý¸āĺŘsĜŜİČĠŐĳ}PCS~

導入目標~Ĉ活用ÍÕ双方向通信áþā直接j間接ä負荷

àßÂ¸āg

制御h電気自動車á代表ËĂā蓄電池技術ä応用ÞhÉÉ

最近ä国内hÀþé海外Ý要求ËĂā社会čŜľŒ関連

Ý得ÿĂā新Íº技術Ĉ核ÞÍÕ海外向ÇäčŜľŒ輸出

事業åhđĶŔės供給Áÿ需要家á至āđĶŔėsĞŀ

⑷h⑸

ä支援Â挙ÈÿĂāg2010 年 6 月hÉĂÿä技術ä実証

ŒčĪĐsŜ全般ä管理úh監視制御á基ÛÅ効率化h最

Ĉ目的á{地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ開発事業

適化á加¾hÉĂĈ支¾ā情報ĶĬıŘsĘÂ重要à要素

Þ蓄電複合ĠĢįŉ化技術開発ŀŖġĐĘı|ä公募Â行

ÞàÙÜºāg

ąĂh北九州市hÇºåĉà学研都市h横浜市h豊田市á
ÀºÜ 2010 年Áÿ 5 年間áąÕĀ次世代đĶŔėsj社

富士電機åh次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉĈ次ä四
Úä視点Ý捉¾Üºāg

⑹

会ĠĢįŉä実証事業ĈÏāÉÞÂ決定ËĂÕg

⒜

対象
規模åËôÌôÝ¸āÂhĜŜĺĘıĠįČúĜŜļ

.

富士電機の実証事業への参画

富士電機åh実証事業ŀŖġĐĘıîä協力j提案Ĉ通
Íh国ú自治体ä描Å将来ļġŐŜĈ共有Íh国内åøÞ

ĳsıh工業団地h離島h無電化地区Ĉ対象地域ÞÍÜ
捉¾āg
⒝

þĀęŖsĹŔà展開Ĉ進÷Üºāg
富士電機ä参画ÍÕ最近ä主立ÙÕ実証事業ŀŖġĐĘ

電力品質
送電系統á影響Ĉ与¾àºÕ÷áh対象地域á導入Ë

Ăā分散型電源áþā電圧変動ú周波数変動Ĉ対象地域

ıĈ次á示Ïg

内Ý吸収Íh電力ä安定Ĉ図āg

⑴

⒞

ĢŇsıęœĬĲ関連ä実証事業ŀŖġĐĘı
⒜

九 州j 沖 縄 離 島 Ň č Ę Ŗ ę œ Ĭ Ĳ 実 証 Ġ Ģ į ŉ

}2009~
⒝

đĶŔės管理
需要家Ý¸ā住宅h充電ĢĨŜĲh店舗h商業ļŔh

工場áÀºÜ電力ú熱äđĶŔėsĈ有効活用ÏāÞÞ
øáh情報ĶĬıŘsĘĈ活用ÍľČsŔĲ情報Ĉœċ

次世代配電自動化ĠĢįŉä集中方式áþā電圧制御

ŔĨčŉá収集ÏāÉÞÝh地域内äđĶŔėsĈ相互

⒞

次世代送配電系統最適制御技術実証事業}2010~
米国ĴŎsŊĖĠĜ州日米ĢŇsıęœĬĲ実証事
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無停電電源装置}UPS~á関Ïā技術

地産地消

⒟

対象地域äđĶŔės制御åh送電系統ú地域äĜs

離島äþ¼á閉ÎÕęœĬĲ内ÝđĶŔės需給ä

量制御技術

連携Í地産地消Ĉ目的á行ąĂāg

ÉĂÿä技術ä関連Ĉh富士ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢ

Éä四Úä視点á基ÛºÜ次世代đĶŔėsj社会ĠĢ

įŉä全体図ÞÍÜ図

įŉá活用ËĂā富士電機ä技術Ĉ低炭素化Þ電力安定化

á示Ïg

⑺

á分類Í以下á示Ïg
⑴

富士電機åh富士ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢįŉĈ実
現ÏāÕ÷á必要à製品ú技術Ĉ開発Íh国内外ä実証

低炭素化îä対応技術
⒜

ľČsŔĲÝ検証Ĉ行ÙÜºāgÉĂÿä成果ĈĜŜĺĘ

対象地域全体äđĶŔėsĈ管理Ïā地域đĶŔ

ıà{電力Ĉ中心ÞÍÕ社会čŜľŒĺĬĚsġ|áôÞ

ėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}CEMS~
⒝

需 要 家 Ĉ 対 象 Þ Í Õ 店 舗h ļ Ŕh 工 場 向 Ç đ

÷h①環境調和型都市jĢŇsıĜňŎĴįČh②đĶŔ

Ķ Ŕ ė s Ň Ķ ġ Ŋ Ŝ ı Ġ Ģ į ŉ}REMShBEMSh

ės集積度ä高ºĜŜļĳsıj工業団地h③đĶŔės

FEMS~

集積度ä低º離島j無電化地区îä適用Ĉ進÷Üºāg

⒞

需要家ä電力使用量把握ú停止停解hĕčĩŜĢ表
.

示j応答入力機能Ĉ備¾ÕĢŇsıŊsĨÀþé多段
中継無線技術
⒟

⑵

分散型電源ÞÍÜ軽量Ý曲Âā薄型太陽電池h事業

次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ実証事業
⒜

地域đĶŔėsŇĶġŊŜı

用 100 kW Āĉ酸形燃料電池h低落差Ý発電可能àŇ

富士電機åh北九州市áÀÇā{地域節電所Ĉ核ÞÍ

čĘŖĪŎsĿŒ水車h低温熱đĶŔėsĈ効率的á

Õ地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉä開発|á参画

電気đĶŔėsá変換ÏāĹčĳœs地熱発電á関Ï

Íh北九州市東田地区Ĉ対象ÞÍÕ低炭素Ĉ目指Ïô×

ā技術

ÛÅĀĈ進÷Üºāg
当該地区åhđĶŔės需給ä先端的ŋİŔ地区Ýh

電力安定化îä対応技術
⒜

日々ä生活ú事業活動ä中áÀºÜ省đĶ活動Â取Ā込

事故点ä検出ú復旧á加¾h潮流監視ú電圧h周波

ôĂā地域ĜňŎĴįČä実現Ĉ目指ÍÜºāg

数調整機能Ĉ備¾Õ次世代配電ĠĢįŉ技術
ęœĬĲ内ä電力制御機器ÞÍÜ高効率ĺŘsĜŜ

ÉÉÝ活用ËĂā地域全体äđĶŔėsĈ制御Ïā低

İČĠŐĳ}PCS~
h地域設置蓄電池Áÿä充放電制

炭素化îä対応技術åh再生可能đĶŔėsúĜsġĐ

御áþā電力安定化装置á関Ïā技術

ĶŕsĠŐŜĠĢįŉÞä連携技術h電気自動車îä給

⒝

ęœĬĲ内ä電力品質ä安定Ĉ目的ÞÍÕ配電機

電h電気自動車Áÿä放電áþā電力ä活用h地域設置

器ÞÍÜ負荷時ĨĬŀ切換変圧器}LRT~
hIT 開閉器h

型蓄電池ä活用áþā電力安定化技術h需要家ÊÞäđ

無効電力保償装置}SVC~
h自動電圧調整器}SVR~
h

ĶŔėsä見¾ā化hàÿéáĩčĳňĬĘŀŒčĠŜ

⒞

発電所

水素

地域マイクログリッド

火力
水力
原子力

燃料
電池

PCS

INV

地域エネルギー
マネジメントシステム

LRT
PCS

ウィンド
ファーム

蓄電池

地域発電所

給電指令所

INV

熱

地域マイクログリッド
風力
発電

PCS

SVC

次世代配電
自動化システム

LBC

Ｉ
Ｔ開閉器

PCS

蓄電池

電力安定化装置
地域設置蓄電池

GE

系統監視制御
システム

SVR
エリア型
電力安定化
装置

メガソーラー

LRT：Load Ratio control Transformer
SVR：Step Voltage Regulator
SVC：Static Var Compensator
LBC：Loop Balance Controller
PCS：Power Conditioner
UPS：Uninterruptible Power Supply
INV：Inverter
REMS：Retail Energy Management System
BEMS：Building and Energy Management System
FEMS：Factory Energy Management System

図

国内実証事業

⑴

スマートハウス

需要家システム
スマート
メータ

太陽光
発電

充電器

REMS
BEMS
FEMS
熱

PCS

PCS

GE
燃料
電池

店舗

ガス
エンジン

UPS
負荷

蓄電池 太陽光
発電

工場

商用ビル

「富士スマートネットワークシステム」の全体図

183（ 11 ）

特 集

最適制御Ĉ高速á行¼ŇčĘŖęœĬĲ技術h同時同

ġĐĶŕsĠŐŜĠĢįŉh分散型電源ĠĢįŉàßÞ
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コージェネレーション設備

特 集

自営線電力系統
電気
電力系統

情報ネットワーク

集合住宅
電気
燃料電池

環境ミュージアム

熱

電気
蓄熱

燃料電池

BＥＭＳ

熱

商業施設
電気

電気
熱
水素

風力発電設備

蓄熱

ＨＥＭＳ

エコクラブハウス

水素供給

メガソーラー

ＨＰ

・
・
・
・

電気
事業用
燃料電池

熱

熱

蓄熱

ＨＰ

BＥＭＳ

BＥＭＳ
水素

水素貯蔵

水素ステーション

地域エネルギー
マネジメントシステム

総合エネルギー管理
計量（電力，熱，水素）
運用計画
需給バランス制御
電力系統連携
地域設置蓄電池

BEMS : Building and Energy Management System
HEMS : Home Energy Management System
HP : Heat Pump

図

北九州市次世代エネルギー・社会システムの全体図

表

地域エネルギーマネジメントシステムの機能項目
気象
情報

エネルギー需要予測や気象予測，新エネルギー導入時の系統制御
や蓄電池，EVを組合わせた地域全体のエネルギーマネジメント

電気
事業者

標準化 I/F②

サービスプロバイダ向け
エネルギーデータ

サービスプロバイダ向け
需要家データ

データ
アグリゲーション
標準化 I/F①

標準化 I/F①
発電・蓄電設備

スマート
PCS

ęúđĜņčŜıĠĢįŉáþā需要抑制策Ý¸āg実

太陽光 /
風力 /
燃料

á示Ïþ¼áh対象地域äđĶŔės供

発電
設備

スマート
PCS

蓄電池
アセット
マネジメント

標準化 I/F②

総合エネルギーデータ（電力，熱，水素）

発電設備

証事業åh図

需要家
行動分析
など

電力系統連携

エネルギー使用量，CO2の見える化データの活用による新サービ
スの創出

需要家利用状況

需要家・エネルギー設備との標準手順による接続

需給バランス制御

リアルタイム収集・制御

需要家負荷制御やダイナミックプライシングのデマンドサイドマ
ネジメント

デマンドサイド・マネジメント

需要家ごとのエネルギー利用状況のリアルタイム把握

運用計画

発電・充放電制御

電力系統との協調運転による安定化
機能
項目

サービスプロバイダ

サービスプロバイダ
他システム

地域エネルギーマネジメントシステム

需要家

伝送パッケージ

伝送パッケージ

伝送パッケージ

BEMS

HEMS

コンセントレータ

スマート
メータ

蓄電池

スマート
メータ

蓄電池

スマートメータ

給者ú需要家Ĉ情報ĶĬıŘsĘÝ結éh地域đĶŔ
ėsŇĶġŊŜıĠĢįŉÂ電力ú熱h水素ä計量h運

図

地域エネルギーマネジメントシステムの構成

用計画h需給ĹŒŜĢ制御h電力系統連携Ĉ行¼gÉä
実証事業ä成果åhđĶŔės総合管理ä点Ýh今後

ŔėsİsĨĈÓä必要性}高速応答性h頻度à

海外î展開Ïā環境調和型äĜŜĺĘıĠįČäŋİŔ

ß~á応Îh専用線ú汎用的à収集手順Ý収集Í一

ĚsĢáàāÞ期待ËĂÜºāg

元管理Ïāg

本実証事業Ý開発中ä低炭素化î向ÇÕ技術ÞÍÜä

②

発電h充放電指令àßäœċŔĨčŉ性Ĉ要Ïā

地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉä特徴åh次ä 3

制御h需要家ÊÞäđĶŔės利用状況ä把握hđ

点Ý¸āg

ĶŔės需給計画àßä業務処理Ĉ対象地域ä要求

①

地域äđĶŔėsŇĶġŊŜıá必要à総合đĶ

184（ 12 ）

á応ÎÜh複数独立ÍÜ配置ÝÃāg
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表

次世代エネルギー・社会システムへの取組み

ビル用エネルギーコントローラの機能項目

蓄電池による負荷平準化（ピークカット，ピークシフト）
蓄電池（電力）とヒートポンプ（熱）の制御運転

次世代配電自動化システム

需要家内スマートメータによる間接負荷制御
機能項目

系統状態把握（潮流計算・状態推定）
最適制御量算出（最適化手法）
電圧制御機器やPV用PCSを直接制御

EV運行予定による充電制御
燃料電池の廃熱利用
空調との連動制御

SVR
LRT

地域エネルギーマネジメントの需要目標値達成

柱上Tr

PCS

低圧負荷 高圧負荷 低圧負荷

PCS

SVC

低圧負荷

図

最適電圧制御技術の全体図

表

工業団地に適用されるスマートグリッド技術

地域エネルギーマネジメントシステム
電力系統６.６ｋＶ

需要
目標値
従来
ビル管理
システム

複合ビル

ビル用
エネルギー
コントローラ

太陽光発電

需要家内
スマート
メータ

情報ネット
ワーク
スマート
ＰＣＳ

急速
充電器

空調

低炭素化

テナント

燃料
電池

工場

無停電電源装置（UPS）
非常用自家発電設備
無効電力補償装置（SVC）
自動電圧調整器（SVR）
電力用コンデンサ

工業
団地

地域エネルギーマネジメント
ピークカット/需要抑制
直接/間接負荷制御
再生可能エネルギー設備
工業団地内情報ネットワーク

非常用電源設備
電力品質安定化装置
無効電力補償装置（SVC）
自動電圧調整器（SVR）
工業団地内配電自動化システム

表示

ヒート
ポンプ

蓄電池
複合ビル内でエネルギーの有効活用を行う

図

電力安定化

工場エネルギーマネジメント
ピークカット/需要抑制
直接/間接負荷制御
スマートメータによる自動計測
高効率機器への交換
再生可能エネルギー設備
インバータ制御，空調制御
工場内情報ネットワーク

複合ビルを対象とした需要家エネルギーマネジメントシス
テムの構成

③

収集ÍÕ情報Ĉ外部äĞsļĢŀŖĹčĩá提供

àļŔ用đĶŔėsĜŜıŖsŒĈ複合ļŔá設置ÏāÉ

地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉáÚºÜh表

ÞÝ実現ËĂāgÉäĜŜıŖsŒåh複合ļŔä蓄電池

á主à機能項目Ĉh図
⒝

需要家đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉåhĜŜĺĘı

ÏāÉÞÝ新ÍºĞsļĢä創出Ĉ可能ÞÏāg
áĠĢįŉ構成Ĉ示Ïg

需要家đĶŔėsŇĶġŊŜı

ú燃料電池àßäđĶŔės機器Ĉ直接制御ÏāÞÞøá
ĢŇsıŊsĨĈ介ÍÜįĳŜıä間接負荷制御Ĉ行¼g

需要家向Ç次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉîä対応

従来ä監視ú見¾ā化Ĉ中心ÞÏāļŔ管理ĠĢįŉÞ連

áÚºÜh富士電機åhÇºåĉà学研都市áÀÇā

携ÏāÉÞÝhļŔ内äđĶŔės利用äËÿàā効率化

{施設ęœĬĲĈ対象ÞÏāđĶŔėsĜŜıŖsŒä

Â可能Þàāg 表

開発|á参画Íh貸ÍēľČĢúńsŔhńįŔhŕĢ

主à機能項目Ĉh図

ıŒŜĈ含ö複合ļŔä低炭素化î向ÇÕ技術ä実証事

⑵

業Ĉ進÷Üºāg

áļŔ用đĶŔėsĜŜıŖsŒä
áĠĢįŉ構成Ĉ示Ïg

次世代送配電系統最適制御技術実証事業
ĢŇsıęœĬĲä技術面Ýä課題áåh太陽電池Ĉ含

本実証事業ä目的åh次ä 2 点Ý¸āg

ö分散型電源Â配電系統á大量á接続ËĂÕ場合ä電圧上

①

複合ļŔĈ一Úä閉ÎÕęœĬĲÞÍÜ捉¾h複

昇ä抑制Â¸āgÉä課題á対ÍÜ富士電機åh長年áą

②

合ļŔ内á蓄電池ú太陽電池h燃料電池hĢŇsı

ÕĀ太陽光発電ä電圧抑制á関Ïā均等制御àßä開発Ĉ

ŊsĨĈ設置Íh蓄電池ú燃料電池hĻsıņŜŀ

進÷ÜÃÕg次世代配電自動化ĠĢįŉÝåh電圧調整機

Ĉ効率的á運用ÏāÉÞÝļŔ内ä再生可能đĶŔ

器ú太陽電池á接続ËĂÕĺŘsĜŜİČĠŐĳĈ中央ä

ėsú熱ĈļŔ内Ý有効á活用Ïāg

監視制御ĠĢįŉÁÿ集中制御ÏāÉÞÝhÉä課題ä解

間接負荷制御áþĀįĳŜıä省đĶú低炭素化
活動Ĉ推進ÍhįĳŜıúļŔ利用者ä環境意識Ĉ

高÷h複合ļŔ全体äĥŖđňĬĠŐŜá貢献Ïāg

決Ĉ図āg
配電分野Ýåh分散型電源ä大量導入á備¾h電圧調整
機器ä集中制御機能Ĉ備¾Õ次世代配電自動化ĠĢįŉÞh

Çºåĉà学研都市全体Ĉ対象ÞÏā地域đĶŔėsŇ

電力安定化機能h無効電力調整機能h電力貯蔵機能Ĉ備¾

ĶġŊŜıĠĢįŉÞø情報連携Íh指示ËĂā需要ä目

Õ分散型電源用ĺŘsĜŜİČĠŐĳĈ国内外Ý活用ÍÜ

標値Ĉ達成ÏāÕ÷ä制御ä¸Ā方áÚºÜ検証Ĉ進÷Ü

ºÅg図

á最適電圧制御技術ä全体図Ĉ示Ïg

ºāg

185（ 13 ）

特 集

太陽光発電の大量導入に伴う逆潮流により発生する電圧上昇問題を
電圧調整機器や太陽電池（PV）用パワーコンディショナ（PCS）
を最適に集中制御することで解決する

ビル用エネルギーコントローラ
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電力会社

特 集

変電所
150 kV⇒20 kV

次世代エネルギー・社会システムへの取組み

工業団地

無効電力
補償装置

自動
開閉器

電力用
コンデンサ

工場

太陽光発電
（屋上設置 )

自動電圧
調整器

スマート
メータ

センター

ＦＥＭＳ

高品質電源ライン

給電指令所
工場

高品質電源ライン

電力品質安定化装置
工業団地

工場

事務所
配電自動化
システム

FEMS-GW

太陽光発電
（屋上設置 )

工場
工業団地ＥＭＳ

蓄電池

太陽光発電
（地上設置）

図

スマート工業団地のシステムモデル

å次ä 2 点Ý¸āg
.

海外実証事業

富士電機Þ住友商事株式会社h三菱電機株式会社h東電
設計株式会社åh独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術
総合開発機構}NEDO~Áÿä委託Ĉ受ÇÜhđĶŔės

⒜

工業団地á設置Íh複数工場á高品質電源Ĉ供給Ï

ā{電力品質安定化装置|
⒝

工場ä需要抑制úđĶŔėsŇĶġŊŜıĈĤŜ

ĨsÝ集中管理Ïā{工業団地 EMS|

集積度Â高Åh省đĶh低炭素化ä改善効果Â見込ôĂā
東南ċġċä工業団地Ĉ対象ÞÍÜhĢŇsıęœĬĲ技

今後の展開

術ä活用áþā電力čŜľŒ輸出ä基礎調査Ĉ進÷Üºāg
東南ċġċä工業団地áå日系企業Â積極的á進出ÍÜÀ
Ā以下ä特徴Â¸āg
⒜

安定的à生産ĈÏāÕ÷á日本Þ同等ä電力品質ŕ

łŔÂ求÷ÿĂÜºāÉÞ
⒝

日本Þ比較ÍÜh工場äđĶŔėsŇĶġŊŜıá

å省đĶh低炭素化ä改善ä余地Â多Å¸āÉÞ
⒞

章á記載ÍÕ現在進行中ä実証事業å全Ü富士ĢŇs
ıĶĬıŘsĘĠĢįŉä構成要素Ý¸Āh国内外Ýä実
証事業ä成果Ĉ生ÁÏÉÞÝ初÷ÜÉäĠĢįŉÂ完成Ï
āgÉĂáþĀh需要家ú地域Ĉ対象ÞÍÕh低炭素化Þ
電力安定化Ĉ目的ÞÍÕ次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ
ä集大成ÂàËĂāg

工業団地ä電力契約量å一Úä配電用変電所Â管理

富士電機åhÉĂĈ国内áÀºÜåh省đĶú電気j熱

Ïā電力量á相当Íh地域đĶŔėsŇĶġŊŜıä

đĶŔėsä有効活用Â求÷ÿĂā需要家hàÿéáđĶ

対象地区Þ規模的á類似ÍÜºāÉÞ
ÉĂÿä 3 点ä特徴Áÿh次世代đĶŔėsj社会ĠĢ

Ŕės特区ú新đĶŔėsļġŐŜĈ持Ú自治体î展開Ï
āg電力会社向Çáåh電力ä安定化j高品質化Ĉ目的Þ

įŉ実証事業Ý開発Ĉ進÷ÜºāĢŇsıęœĬĲ技術ä

ÍÜh2020 年ä目標}太陽光発電 2,800 万 kWh風力発電

¼×h 表

490 万 kWhĢŇsıŊsĨ全戸導入~á向ÇÜ次世代配

á示Ï低炭素化h電力安定化á向ÇÕ技術åh

東南ċġċä工業団地á適用ÝÃāÞ考¾Üºāg

電自動化ĠĢįŉä導入Ĉ進÷ÜºÅg

富士電機åh東南ċġċä工業団地ä低炭素化ú電力安

海外áÀºÜåh低炭素化Þ電力安定化Ĉ兼ã備¾Õ

定化á向ÇÜhÉĂÿäĢŇsıęœĬĲ技術Ĉ適用Ïā

{電力Ĉ中心ÞÍÕ社会čŜľŒĺĬĚsġ|ÞÍÜĢ

ÉÞÝh工業団地ä電力čŜľŒĈ構築Ïā考¾Ý¸āg

ŇsıĜňŎĴįČú工業団地h離島h配電分野á展開Ĉ

áhĢŇsıęœĬĲ技術Ĉ工業団地á適用ÍÕ場

図āgĢŇsıĜňŎĴįČäčŜľŒ構築ÝåhđĶŔ

図

合äĠĢįŉŋİŔĈ示ÏgÉĂåh工業団地全体Ĉ地域

ėsčŜľŒÖÇÝàÅh水環境äčŜľŒú充電器ä状

đĶŔėsŇĶġŊŜı相当ä対象地区ÞÍh工業団地全

態管理àßĈ含ö電気自動車向ÇäčŜľŒ整備h情報č

体Ý電力ä安定化ÞđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉáþ

ŜľŒä整備Â求÷ÿĂāg富士電機åh長年培ÙÜÃÕ

ā省đĶhĽsĘĔĬıĈ実施ÏāøäÝ¸āg主à技術

水処理関連äĠĢįŉú店舗ĠĢįŉÞø連携ÍhĠĢį

186（ 14 ）
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⑵

ŉ構築Ĉ進÷ÜºÅg

ĢŇsıĜňŎĴįČä実現á向ÇÕ政策展開. 経済産業
省. 商務情報政策局情報経済課. 2010-12.

ôÕh次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉÂ対象ÞÏā事
⑶

経済産業省. METI}経済産業ġŌsĳŔ~9j10.

Ŕėsj社会ĠĢįŉĈ保有Ïā事業者úĠĢįŉĈ運用h

⑷

長期đĶŔės需給見通Í. 経済産業省. 2009-8.

保守Ïā事業者ä収益性Â重要Ý¸Āh事業可能性調査ú

⑸

経済産業省. ĢŇsıŊsĨ制度検討会. 2010-11.

基本計画策定ä段階Áÿ参画ÍÜºÅ考¾Ý¸āg

⑹

低炭素社会ä実現á向ÇÕđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢį

ŉä構築. 経済産業省. 官報. 2009-12.
⑺

あとがき

大池克幸ñÁ. ĢŇsıđĶŔėsĈ実現ÏāēsıŊs
}12~
.
ĠŐŜ. 富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.
}8~

今後h多Åä世帯á太陽電池úĢŇsıŊsĨÂ普及Íh
低炭素化Ĉ目指Ï分散型電源ú高効率機器Â奨励ËĂh電
気自動車Â広Å普及ÍÜºÅÉÞÂ考¾ÿĂāgąÂ国ä

笛木

近未来社会Ý活用ËĂāĢŇsıęœĬĲ関連ä技術Ĉh

ĢŇsıęœĬĲ関連ĠĢįŉä企画 ･ đŜġĴ

富士電機å多数保有ÍÜºāgĢŇsıęœĬĲúĢŇs

豊

ċœŜę ･ 実証実験ä業務á従事g現在h富士電
機株式会社社会ĠĢįŉ事業本部ĢŇsıĜňŎ

ıĜňŎĴįČá関Ïā社会ä要求á対Íh次世代đĶŔ

ĴįČ事業部総合技術部ŇĶsġŌsg電気学会

ėsj社会ĠĢįŉä技術開発ú実証事業ä成果Ĉ速úÁ

会員g

á製品化ÏāÉÞÝh環境調和型ä都市ú地域ä開発h再
生可能đĶŔėsä大量導入h電気自動車普及äÕ÷ä社

桑山

会čŜľŒ構築á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

新đĶŔėshĢŇsıęœĬĲä企画hđŜġ

仁平

ĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機株式会社
社会ĠĢįŉ事業本部ĢŇsıĜňŎĴįČ事業

参考文献
⑴

電力中央研究所. TOPICS.

部総合技術部担当部長g電気学会会員g

2010-5,

vol.1.
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離島向けマイクログリッドシステム
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世界áå無数ä有人離島Â¸ĀhÓä多Åå独立ÍÕ電力系統áþĀ運用ËĂÜºāg小中規模離島Ýå系統規模Â小Ë
Åh発電機ä慣性đĶŔėsÂ小ËºÕ÷h再生可能đĶŔėsä出力変動ä影響Ĉ受ÇúÏºg富士電機ÝåhÉä問題
Ĉ解決ÝÃā離島向ÇŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉä構成検討Ĉ行¼ÞÞøáh再生可能đĶŔėsĈ大量á導入ÍÕÞÃä
独立系統áÀÇā課題ÞÓä対応方法Ĉ検討ÍÜÃÕg本稿ÝåhŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉĈ小中規模ä離島á適用Ïā
上Ýä課題Þ解決方法hàÿéá九州電力管内ä 6 島Þ沖縄電力管内ä 3 島Ý実施中ä実証試験ä概要Ĉ示Ïg
There are many inhabited isolated islands throughout the world and most of these operate with independent power systems. Because
such power systems located on small isolated islands are small in size and their generators have small inertial energy, they are sensitive to
ﬂuctuations in the output of renewable energy. To solve this problem, Fuji Electric has studied the conﬁgurations of microgrid systems for
isolated islands and has also studied the challenges for isolated systems when introducing a large amount of renewable energy as well as the
way to address those challenges. This paper describes the challenges and solutions for applying microgrid systems to small isolated islands
and also presents an overview of veriﬁcation tests being carried out on six islands in Kyushu and three islands in Okinawa.

⒟

まえがき

系統Þä連系å系統連系ĨčŀÞ独立系統Ĩčŀ

⒠

一 般 的 á ICT}Information and Communication

Technology~Ĉ利用ÍÜ複数ä分散型電源ú負荷Ĉ

温室効果ĕĢ削減ĈåÎ÷ÞÍÕ地球環境問題îä取組

統合的á制御

õåh地球規模ä枠組õä作成ú目標設定Â検討ËĂÜº
āgÉä中Ýh再生可能đĶŔėsåhÓä導入Â環境問

Éäþ¼à小規模系統åh地域内融通型電力供給ĠĢį

題ä解決Þ産業育成ä両面á有効Ý¸āÞËĂh今後Ëÿ

ŉÞÍÜ再生可能đĶŔėsĈ利用ÏāÉÞÝ環境áúË

àā発展Â期待ËĂÜºāg

Íº電力系統Ý¸āÞÞøáh電力ú熱ä貯蔵設備Ĉ持Ú

一方h再生可能đĶŔėsä大量導入åh電力系統îä

ÉÞÝ地域内ä再生可能đĶŔėsá起因Ïā出力変動ú
需要ä変化Ĉ吸収Íh既存ä電力á影響Ĉ与¾àº系統á

悪影響Â懸念ËĂÜºāg
1990 年代後半Áÿ欧州連合}EU~各国Ýåh地球環境

úËÍºĠĢįŉÞÍÜ普及Â期待ËĂÜºāg

問題îä対応Ĉ目的áh大量ä風力発電ä導入Ĉ進÷ÕÕ
÷hËôÌôà系統問題Â顕在化ÍÜÀĀ対応Â急務Þ

.

離島への適用における目的と課題

⑴

àÙÜÃÜºāg

離島ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉåh本来äŇčĘŖę

富士電機Ýåh2009 年Áÿ離島áÀÇāŇčĘŖęœĬ

œĬĲä特徴Ĉ継承ÍÚÚ小中規模独立系統á特化ÍÕĠ

ĲĠĢįŉä構成ä検討ÞÞøáh再生可能đĶŔėsĈ

ĢįŉÝ¸Āh再生可能đĶŔės大量導入時ä独立系統

大量á導入ÍÕÞÃä独立系統áÀÇā課題ÞÓä対応方

áÀÇā電力品質ä維持Þ供給信頼度ä確保Ĉ目的ÞÍÜ

法Ĉ検討ÍÜÃÕg

ºāg

本稿ÝåhÉĂÿŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉĈ離島á適
用ÍÕ際ä制御機能ú導入設備ä概要áÚºÜ紹介Ïāg

世界áå無数ä有人離島Â存在ÍhÓä多Åå独立系統
áþĀ電力Â供給ËĂÜºāg日本å世界的áø多Åä離
島独立系統Ĉ持Ú国Ý¸āg
離島ä独立系統Ýåh運用制約àßä問題Ý内燃力発電

マイクログリッドの離島への適用
.

マイクログリッドシステム

表

ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉåh分散型電源Ĉ複数台使用

離島における再生可能エネルギー導入の課題
項

目

ÍÜh地域的á電力ä需要Þ供給äĹŒŜĢĈ保×àÂÿ
⑵

電力ä運用Ĉ行¼øäÝh次ä特徴Ĉ持Úg
⒜
⒝

複数ä需要家Â存在Ïā特定地域á適用
分散型電源Þ小規模電力供給ĶĬıŘsĘáþĀ構
成

⒞

既存ä大規模電力系統Áÿ独立ÍÜ運転可能àēŜ
Ğčı型電力供給ĠĢįŉ

188（ 16 ）

課

題

需給運用

常時需給バランス維持が必要（許容される変動は，既設
発電機のガバナ追従能力範囲内）

周波数
電圧維持能力

再生可能エネルギーおよび負荷変動による周波数変化が
大きく，瞬時に変化が起こる

予備力

予備力が極端に小さい（発電機の単機容量が小さいため）

経済性

再生可能エネルギーの変動量を補償する予備力（上げ代）
を持たせた場合は，ディーゼル発電機の運転点が低出力
となり燃費が低下する
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ėsä出力急変ú停止àßáþÙÜ瞬時ä周波数変動àß

ä大Ãà化石燃料Ĉ使用ÍÜºāgôÕh遠隔地îä燃料

ä電力品質ä低下Â発生ÏāgÉäþ¼à急変åh既設ä

輸送å発電ĜĢı高ä原因ÞàĀh離島Ýå経済性á関Ï

発電ĠĢįŉä制御装置}ĕĹĳ制御~Ýå追従不可能Ý
¸Āh未対策ä場合å周波数ä規定値逸脱àß系統ä電力

ā問題Ĉ抱¾Üºāg

品質ä低下Ĉ招ÅÀÓĂÂ¸āg

Éäþ¼à問題Ĉ解決ÏāÕ÷áh化石燃料Â不要à再

系統規模Â数百 kW 程度ä離島}小規模離島~Ýåh

生可能đĶŔėsĈ離島á大量導入ÏāÉÞÂ環境負荷ä

Éä瞬時周波数変動Â顕著á表Ăā傾向Â¸Āh変動補償

低減Þ経済性ä両面Ĉ解決ÏāøäÞ考¾ÿĂÜºāg

機能ä高速化Â必要Ý¸āgËÿá小規模離島Ýåh発電

ÍÁÍh再生可能đĶŔėsä大量導入å電力系統ä電
力品質ú供給信頼度ä低下Ĉ招Ãh導入áåÉĂÿĈ解決

機ä運転台数Â少àÅh運用調整範囲Â小ËºgÓäÕ÷h

ÏāÕ÷ä対策Â必須Ý¸āg離島áÀÇā再生可能đĶ

再生可能đĶŔėsä発電比率Â高ÅàāÞ既設発電機ä

⑶

Ŕės導入時ä課題Ĉ表

運用範囲Ýä安定運用Â困難áàāÕ÷h再生可能đĶŔ

á示Ïg

ėsä出力制限ú電力貯蔵装置ä冗長化h大容量化áþā

ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉä導入åh離島á再生可能đ
ĶŔėsĈ大量導入ÍÕ場合á懸念ËĂā各種課題á対Í

ĽsĘĠľı運用àßä対策Â必要Þàāg

Ü有効à解決方法Þàāg

ôÕh系統規模Â 1,000 kW 程度ä離島}中規模離島~
Ýåh複数台ä内燃力発電機áþā台数制御Â中心Ýh予
備力á余裕Â¸Ăæ運用範囲Ĉ広Å設定ÝÃāgÉäÉÞ

離島マイクログリッドシステム

ÁÿhŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉåh既設発電設備ä制御
.

基本構成
図

範囲Ýä最ø経済的àĠĢįŉ構成Â可能Þàāg

áh離島ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉä基本構成Ĉ示
.

Ïg
ĠĢįŉåh既設ä内燃力発電ĠĢįŉÞh再生可能đ

小規模離島における制御機能

富士電機Ýåh高効率ĕĢđŜġŜ発電機ä負荷投入時

ĶŔėsÀþé電力貯蔵装置ÁÿàĀhÓĂÔĂä発生電

ä負荷追従性能ĈċĠĢıÏā機能}ċĿĦsĹ機能~Ĉ

力ú電力品質評価項目}周波数j無効電力àß~ĈĤŜĞ

持Ú無停電電源装置 ｢UPS 8000G Ġœsģ｣ Ĉ商品化Í

Ý計測Íh高速伝送路ÝŇčĘŖęœĬĲ制御装置á送信

ÜºāgÉä無停電電源装置å負荷ä瞬時変化Ĉ捉¾h数

Ïāg

ms v 10 ms 程度ä瞬時変動補償Â可能Ý¸āgôÕh風

小規模系統Ýåh主ÞÍÜ慣性đĶŔėsä小Ëº小容

力発電所ä出力変動抑制Ĉ目的ÞÍÕ安定化装置ä実証試

量内燃力発電機Ĉ使ÙÕ運用Ý¸āÕ÷h再生可能đĶŔ

験Ĉh株式会社ďčŜĺŘs西目風力発電所}富士電機

既設配電系統

既設発電所

G

センサ

センサ

No.1 ディーゼル発電

配電系統
センサ

G

配電系統

燃料貯蔵量

No.2 ディーゼル発電
気象観測情報
センサ

G

センサ情報

No.3 ディーゼル発電
遠隔監視システム

センサ
発電機情報

マイクログリッド
制御装置

通信 I/F
監視用 PC

VPN
通信 I/F

〜

センサ

通信 I/F

通信 I/F

センサ

風力発電

〜

〜

センサ

太陽光発電

〜

充放電
インバータ

蓄電デバイス B

蓄電デバイス A
電力貯蔵装置

図

離島マイクログリッドシステムの基本構成

189（ 17 ）
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機áþā電力供給Â一般的Ý¸Āh比較的 CO2 排出係数
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配電系統

特 集

瞬時電力補償制御機能
不感帯
有効電流
計算

+

瞬時変動補償制御

有効電力
指令

+

（瞬時値）

過負荷
リミッタ
+

有効電力計算

−

（実効値）
蓄電池蓄電量管理機能
SOC*
補正量計算

蓄電池 SOC* 制御

−

Ra
+

可変内部
リミッタ演算

可変時定数

+

蓄電池 SOC*

蓄電池
故障

出力変動補償制御機能

+

1
1＋T f

可変時定数
演算

蓄電池情報

小規模離島向け制御機能の構成

発電機有効電力

負荷有効電力
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.

蓄電デバイスの種類と特性

中規模離島における制御機能

常時複数台ä回転機型発電設備Ý運用ËĂÜºā中規模
離島áÀºÜåh発電機ä慣性đĶŔėsáþĀ一定ä過
渡変動å吸収ËĂāgÉäþ¼à系統Ýå発電機ä運用範
囲ø比較的広Åh経済的à装置導入Ĉ考¾Õ場合h蓄電İ
ĹčĢä適切à選定Þ容量ä低減Â重要Ý¸āg

図

Ëÿáh系統規模Â大ÃÅàāÞ再生可能đĶŔėsä

瞬時電力補償による周波数変動の抑制効果

設置点ø複数áàĀh再生可能đĶŔėsä出力変動ä検
出å難ÍÅàāgÉäþ¼à場合áå需要変動ø含÷Õ系
100 % 出資ä風力発電会社~Ý 2008 年Áÿ実施ÍÜºāg

統ä高速周波数変動補償Â有効à手段Þàāg

Éä実証試験áþĀh安定化制御技術Àþé蓄電İĹčĢ
⑷

ä運用管理技術Ĉ確立ÍÕgÉĂÿä技術ĈłsĢáh小
規模離島向ÇäŇčĘŖęœĬĲ制御機能Ĉ開発ÍÕg

.

蓄電デバイスの選定

ŇčĘŖęœĬĲĈ構成Ïā上Ý蓄電İĹčĢä選定åh

áh開発ÍÕ小規模離島向Ç制御機能ä構成図Ĉ示

運用Àþé経済性ä両面Ý重要Ý¸āg富士電機Ýåh西

Ïg本制御機能áþĀh風力発電機äĔĬıċďıú太陽

目風力発電所Ý蓄電İĹčĢŊsĔsä協力Ĉ得ÜhĴĬ

光ĺŘsĜŜİČĠŐĳä停止àßø含÷Õ瞬時変動á対

ĚŔ水素電池h高ĞčĘŔ鉛蓄電池h電気二重層ĖŌĺĠ

ÍÜ系統周波数ä逸脱àÍá制御ÏāÉÞÂÝÃāg図

Ĩáþā検証Ĉ実施ÍÜÃÕg

図

åh瞬時電力補償機能¸Āä場合ÞhàÍä場合ÞĈ比較

本検証試験áþĀhİĹčĢÊÞä許容充放電深度úĞ

⑶

ÍÕĠňŎŕsĠŐŜ結果Ý¸āg

190（ 18 ）

čĘŔ寿命á関Ïā特性Ĉ考慮ÍÕ蓄電İĹčĢä管理機
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⑷

能Ĉ開発ÍÕg
蓄電İĹčĢåh図

á示Ïþ¼á種類áþÙÜ特性

.

高速周波数検出装置

ŇčĘŖęœĬĲáÀÇā周波数検出åh電力品質ä 1

ĞčĘŔ寿命ú設置面積h経済性Ĉ考慮ÍÜ適用Ĉ検討Ï

指標áÞßôÿÐh内燃力発電機Ĉ含öŇčĘŖęœĬĲ

ā必要Â¸āg

域内áÀÇā電力供給Þ需要äĹŒŜĢĈ知āÕ÷ä重要

一般的áåĽsĘĠľıäþ¼à負荷平準化用途áåh

à指標Ý¸āg

蓄電İĹčĢä大容量化Â必要Ý¸Āh比較的体積đĶŔ
ės密度Â高º蓄電池Â有利ÞËĂÜºāg

離島áÀÇā独立系統全体ä協調制御Ĉ実現ÏāÕ÷á
åh既設制御装置Ý追従ÝÃàº瞬時ä周波数変動á対Í

一方h変動補償用途áåËôÌôà蓄電İĹčĢä適用

ÜhŇčĘŖęœĬĲ制御Â有効á機能Ïā必要Â¸āg

Â検討ËĂÜºāg数分以内ä比較的短周期ä変動周期ä

系統周波数検出ä原理ä例ÞÍÜh例¾æ定÷ÿĂÕ期

安定化対策áåhĞčĘŔ寿命ú体積出力密度Ý優位á¸

間内áÀºÜ系統交流電圧ÂŇčĳĢ}−~ŅŔı値Áÿ

āĖŌĺĠĨÂ有利ÞËĂÜºāgôÕh数十分以上ä長

ŀŒĢ}＋~ŅŔı値á移行Ïā回数 N ÞhN 回ä移行

周期変動ä補償áåhœĪďŉčēŜ電池àßä新型電池

á要ÍÕ時間Áÿ交流 1 ĞčĘŔĈ算出Ïā方法àßÂ用

ø含÷ÜËôÌôà蓄電池Â適用ËĂÜºāg

ºÿĂāgÉä場合h周波数検出á数 100 ms v 10 s 程度

⑸

富士電機ÝåhÉäþ¼àËôÌôà蓄電İĹčĢä

ä検出時間Â必要ÞËĂāg

適用検証ÞÞøáh蓄電İĹčĢä共同開発ø進÷ÜÃ

富士電機Ýåh系統交流電圧Ĉ信号源áÍh独自ä誤差

Õg電力変換装置用œĪďŉčēŜĖŌĺĠĨŋġŎs

圧縮ċŔĝœģŉj最適特性ľČŔĨĈ採用ÏāÉÞÝh

Ŕåh富士電機Þ FDK 株式会社ä共同開発品Ý¸āgÉ

実系統ä周波数変動á対Í約 30 ms ä周波数追従特性Ĉ持

Ăåh電気二重層ĖŌĺĠĨÞñò同一用途á適用可能à

Ú高速周波数検出装置Ĉ開発ÍhŇčĘŖęœĬĲ制御機

ĖŌĺĠĨÝh同一容量ä電気二重層ĖŌĺĠĨÞ比較Í

能áÀÇā高速周波数変動補償á適用ÍÕg図

Ü小型軽量化Â可能Ý¸āg

ÍÕ高速周波数検出装置ä実測結果ä一例Ĉ示Ïg

⑹

œĪďŉčēŜĖŌĺĠĨŋġŎsŔä外観Ĉ図
Óä仕様Ĉ表

áh開発

áh

á示Ïg

離島マイクログリッドシステムの実証試験
.

小規模離島における実証試験

富士電機Ýåh九州電力株式会社Â経済産業省資源đĶ
Ŕės庁ä{離島独立型新đĶŔės導入実証事業費補助

60.3

周波数（Hz）

60.2
60.1
60.0

装置の実測結果

59.9
59.8
59.7
−2

実際の周波数
−1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

サイクル（1 サイクル =16.667 ms）

図

図

高速周波数検出装置の実測結果例

表

導入設備の概要（小規模離島）

リチウムイオンキャパシタモジュールの外観

表

リチウムイオンキャパシタモジュールの仕様
項

目

仕

様

導入設備
離島名

太陽光
（kW）

風 力
（kW）

鉛蓄電池
（kWh）

リチウム
イオン電池
（kWh）

定格電圧

DC45 V（27 〜 45 V）

黒

島

6.0

10

256

66

初期静電容量

200 F以上（1 A放電時）

竹

島

7.5

─

─

33

初期内部直流抵抗
充放電電流（定格）
外形寸法
質

量

19 mΩ以下（100 A放電時）
20 A
W203×D134×H193（mm）
6 kg

中之島

15.0

─

80

─

諏訪之瀬島

10.0

─

80

─

小宝島
宝

島

7.5

─

80

─

10.0

─

80

─
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表

導入設備の概要（中規模離島）
導入設備

電力貯蔵装置

特 集

太陽光
（kW）
離島名

キャパシタ容量
（kWh）

多良間島

250（25）

300

7.2

与那国島

150（15）

200

4.7

北大東島

100（10）

100

2.9

＊：
（

図

変換器容量
（kW）

）内：富士電機のフィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE」の容量

収納容器の外観

図

システムの全景（多良間島）

à出力変動Ĉ既設制御装置ä応答範囲á平滑化ÝÃā容量
ÞÍÜ設計ÍÕgôÕh制御装置áå高速周波数検出装置
Ĉ利用ÍÕ高速周波数制御Ĉ採用ÍÜÀĀh系統周波数ä
変動áø既設発電設備äĕĹĳľœs機能ä応答前á周波
図

数安定化Ĉ図ā機能Ĉ備¾Üºāg図

システムの全景（黒島）

á導入ĠĢįŉä

全景Ĉ示Ïg
金|Ĉ受ÇÜ実施ÍÕ離島ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉä関
連設備Ĉ納入ÍÕg導入設備ä概要Ĉ表

á示Ïg

あとがき

系統規模á対Ïā新đĶŔės導入量å島ÊÞáh約
10 v 30 % 程度Þ異àĀh春ú秋á代表ËĂā中間期ä最

本稿Ýåh主á離島ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉáÀÇā

低需要量Þ比較ÏāÞ 50 % Ĉ超¾ā導入量áàāg蓄電

富士電機ä特徴¸ā製品Þ適用技術Ĉ紹介ÍÕg今後åh

池åh高ĞčĘŔ寿命型鉛蓄電池ÞœĪďŉčēŜ電池Ĉ

ĠĢįŉä標準化ÀþéĺĬĚsġ化Ĉ完了Íh海外市場

適用Íh変動補償用途ÀþéĽsĘĠľıàßä平準化用

Ĉ視野á入ĂÕ経済性Þ輸送Àþé施工ä簡素化Ĉ追求Ï

途á使用ÏāgÉĂÿä島å本土Áÿ遠Å輸送制約Â大Ã

ā予定Ý¸āg

ºÉÞÁÿh連系設備Àþé連系čŜĹsĨàßä電気品

最後áh実証事業îä装置導入á関ÍÜ多大à協力Þ指

åh全Ü本土áÜ小型ĜŜįĳĈ利用ÍÕ収納容器á据付

導ĈºÕÖÅÞÞøáh本稿îä資料提供á協力ºÕÖº

Çj配線Ĉ行ÙÕ上Ýh海上輸送ÏāÉÞáþĀ現地施工

Õ九州電力株式会社殿h沖縄電力株式会社殿Àþé株式会

ä簡素化Ĉ図ÙÕg

社沖縄đĶįĬĘ殿ä関係諸氏á感謝Ïāg

図

á収納容器ä外観Ĉh図

áĠĢįŉä全景Ĉ示Ïg
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浙江大学との産学連携の取組み
─スマートグリッド関連事業の創出へ─
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中国Ýåh2000 年代áàÙÜÁÿ経済ä発展ÞÞøá市場Â拡大ÍÜºāg富士電機Ýåh中国顧客äĴsģá合ÙÕ
製品Ĉ開発j製造ÏāÕ÷ä施策ÞÍÜh中国äºÅÚÁä大学Þ協力関係Ĉ持×h産学連携活動Ĉ行ÙÜÃÜºāgÓä
中Ýh浙江大学Þ包括契約Ĉ結éh新製品Àþé新規事業創出äÕ÷ä研究活動á加¾h社会貢献活動Ĉ行¼àßh独自
ä産学連携Ĉ推進ÍÜºāgĢŇsıęœĬĲ関連事業ä創出äÕ÷áhÉĂôÝ行ÙÜÃÕ配電系統ä電力品質計測Ýä
GB 規格}中国国家標準規格~á準拠ÍÕĠĢįŉ開発ú実証実験Ĉ経Üh電力安定化技術àßî展開Ĉ行ÙÜºāg
In China, the economy has continued to grow and the market has continued to expand since the year 2000. To develop and produce
products that meet the needs of customers in China, Fuji Electric has established cooperative relationships with several Chinese universities
and is engaged in cooperative research in university-industry partnerships. Speciﬁcally, Fuji Electric and Zhejiang University have entered
into a comprehensive agreement to advance research work for the creation of new products and new business, and also to promote activities
that will contribute positively to society and to promote this unique partnership. Building upon the prior development work and ﬁeld testing
of systems that comply with GB standards (Chinese national standards) in terms of the measured power quality of a distribution system, this
collaboration will endeavor to expand smart grid related business to the ﬁeld of power stabilization technology.

まえがき

卒業生ä¼× 84 % å企業î就職ÍhOB ĶĬıŘsĘĈ
利用ÍÕ企業連携Â活発Ý¸āgôÕh卒業生ä 14 % å
⑴

1990 年代h中国ä改革開放政策áþÙÜh多Åä中国
国外企業Â中国î進出ÏāÉÞÞàÙÕg富士電機Ýøh
ŋsĨ製造拠点ä立上ÈĈ皮切Āá進出Ĉ始÷Õg

政府部門á就職Íh母校ä産官学連携活動áø貢献ÍÜº
āg
中国企業áÀÇā研究開発費åh2008 年áÀºÜåh

2000 年代áàÙÜÁÿh中国Ýåh経済ä発展ÞÞø

大学á委託Ïā割合Â 35 % Þ高Åh日本ä約 12 倍Ý¸Ā

á市場Â拡大Íh2008 年ä北京ēœŜĽĬĘ開催á備¾h

活発à産学連携Â行ąĂÜºāg企業Áÿä委託研究åh

⑵h⑶

čŜľŒä整備Â急ĽĬĪÝ進÷ÿĂÜÃÕgÉäþ¼à

指導教授ä下h大学院生Â中心ÞàĀ進÷ÿĂÜºāgÉ

状況ä中h中国国外企業åh中国市場á向ÇÜ事業展開Ï

Ăÿä大学院生数åh日本ä大学Þ比ïāÞ約 13 倍ä規

āÕ÷h低ĜĢıà製造ÖÇÝàÅh中国äÀ客Ëôä

模Ý¸āg

⑵h⑷
⑸h⑹

Ĵsģá合ÙÕ製品Ĉ開発j製造ÏāÉÞÂþĀºÙÓ¼

大学àßÂ自ÿ企業経営Ïā例ø多Åh起業ŇčŜĲÂ

求÷ÿĂāþ¼áàÙÜÃÕg富士電機ÝåhÉĂá応¾

旺盛Ý¸āg2009 年ä企業経営áþÙÜ得ÿĂā上位 20

āÕ÷h中国ä多Åä大学Þä連携Ĉ進÷ÜºāgÓä中

大学ä総収入åh1,200 億元}約 1 兆 4,800 億円~Þàāg

⑺

Ý浙江大学Þåh包括的à連携Ĉ実施ÍÜºāg本稿Ýåh
浙江大学Þä産学連携ÞĢŇsıęœĬĲ関連事業創出ä

Éäþ¼á中国ä大学åh日本ä大学以上á中国国内産
業á多大à影響Ĉ及òÍÜºāg

取組õáÚºÜ紹介Ïāg

浙江大学との産学連携
中国における大学の特徴
日本Ýåh中国ä大学Ĉ研究開発拠点ä一ÚÞ位置Û
⑻

中国ä大学Ýåh政治h国勢h文化h歴史的à背景áþ
Āh主á次á示Ï特徴Â¸āg

ÇÜºā企業ø¸āgÉä中Ýh大学àßÞä産学連携åh
研究開発費用ä有効活用ÖÇÝàÅh大学ú研究所Þä連

⒜

政府j行政Þ密接à関係

携áþā人脈形成ú新Õà学術領域ä取得àßáŊœĬı

⒝

学生寮生活áþĀ生ôĂā OB ĶĬıŘsĘ

Â¸āÉÞø報告ËĂÜºāg一方h知的財産管理ú日本

⒞

中国企業ä研究Ĉ担¼立場

Àþé中国ä法規Ĉ順守ÍÕ対応á留意Ïā必要Â¸āÉ

⒟

豊富à大学院生áþÙÜ支¾ÿĂā研究開発

Þø報告ËĂÜºāg

⒠

活発à企業経営Þ産学連携

⑼

大学Þ政府j行政Þä人事交流å活発á行ąĂÜºāg

富士電機ÝåhÉäþ¼àŊœĬıúİŊœĬıá対Í
Üh関係部門Àþé関係会社ÞÞøá十分á分析検討ÍÕ

Óä結果h産j官j学j研ä密接á形成ËĂÕĶĬıŘs

上Ýh中国事業展開ä一Úä役割ÞÍÜh産学連携Ĉ中国

Ęåh政府ä政策制定á大Ãà影響Ĉ及òÍÜºāg

Ý展開ÍÜºāg

全Üä大学生Â学生寮á入居ÏāÕ÷h在学中á強º仲

富士電機åh浙江大学Þ 2004 年Áÿ産学連携áþā研

間意識Â育ôĂāgÓĂåh大学卒業後ø継続ÍÜºāg

究開発Ĉ開始Íh2006 年 4 月Áÿ浙江大学Þ包括連携Ĉ
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締結Íh浙江大学á{浙江大学−富士電機ĠĢįŉģ研究

Ĉ挙ÈÕg
活動ä一ÚÝ¸ā人材交流j教育協力分野ÝåhĺŘs
đŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~àßä特定技術分野ä技術

踏ô¾ÜhËÿàā事業創造á向ÇÜ協業活動Ĉ強化Ïā

交流会Ĉ開催Íh学術分野Àþé産業分野áÀÇā相互認

Õ÷h2010 年 4 月á{浙江大学−富士電機čķłsĠŐ

識Ĉ深÷ÕgôÕh浙江大学ä教授áþā中国国内ä富士

ŜĤŜĨs|Ĉ設立ÍÜ協業規模Ĉ拡大Íh各種連携活動

電機拠点ä従業員á対Ïā教育活動ø行ºhÓĂÔĂä関

Ĉ推進ÍÜºāg

係先Þä技術交流ôÝ連携ä幅Â広ÂÙÕgÉä 4 年間ä
多岐áąÕā活動Ĉ通ÍÜh双方Ý密à連携Àþé信頼関

.

係ä強化ÂÝÃÕg

個別研究

ÉĂôÝá富士電機Þ浙江大学Þåh1990 年代Áÿ研
究者ŕłŔÝä一定ä関係Ĉ継続ÍÜÃÕg富士電機Â中

.

国Ýä事業Ĉ展開ÏāÕ÷h2004 年á電力系統分野á関
ÏāľČsġļœįČĢĨİČĈ行ÙÜÃÕg

浙江大学 - 富士電機イノベーションセンター

ÉĂôÝ培ÙÜÃÕ浙江大学Þä信頼関係Ĉ基áhËÿ
á広範à分野Ýä連携Â有効Ý¸āÉÞh新製品開発á加
¾Ü新事業創出á重点ĈÀºÕ活動Ĉ行¼必要Â¸āÉÞ

.

浙江大学−富士電機システムズ研究開発センター

Áÿh富士電機åęŔsŀÞÍÜ取Ā組öÉÞÞÍÕgÓ

中国Ýä基盤技術Àþé応用技術ä研究開発á対ÍhÉ

ÉÝh浙江大学Þ富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社åh

ĂôÝäþ¼à特定ä技術分野á対Ïā個別研究á加¾h

2010 年 4 月þĀh
{浙江大学−富士電機čķłsĠŐŜĤ

中長期的à視点Ýä研究Ĉ進÷āÕ÷áåh多Åä技術分

ŜĨs|Ĉ浙江大学内á設立ÍÕg
富士電機åh地球ŕłŔÝä温暖化j気候変動àßä問

野Ýä協業活動úh密à連携Â必要ÞàÙÕgÉäÕ÷h
浙江大学Þ共同研究ŀŖġĐĘıä主体事業会社Ý¸ā富

題Â深刻化ÍÚÚ¸ā中hÉĂÿä課題解決á貢献ÏāÕ

注

士電機ĠĢįŉģ株式会社 åh2006 年 4 月á{浙江大学

÷h
{đĶŔėsj環境|分野ä事業áľĒsĔĢÍhę

−富士電機ĠĢįŉģ研究開発ĤŜĨs|Ĉ 4 年間ä期限

ŖsĹŔ展開ÏāÉÞĈ経営方針ÞÍÜºāgÉäÕ÷h

Ý浙江大学内á設置Íh運営ÏāÉÞÞÍÕg

浙江大学Â持Ú技術h人的資源Þ富士電機ä技術Àþé事

本ĤŜĨsÝåh電気ĈåÎ÷ÞÏā複数ä分野Ýh10
件Ĉ超¾ā研究ŀŖġĐĘıĈ立×上ÈÜh研究開発h実

業化経験Ĉ生ÁÍh
{đĶŔėsj環境|分野ä事業Ĉ中
心á事業創造活動Ĉ強化ÏāÉÞÞÍÕg
本ĤŜĨsÝåh主áđĶŔėsh環境h交通ä三Úä

証実験Ĉ行ºhÓä結果h特許出願h論文発表àßä成果

事業分野Ĉ中心áh研究開発j事業創出h技術交流j知的
財産活用h人材交流j教育協力hĺsıĳs開拓j社会貢
献ä四Úä活動á注力ÍÜºā}図 ~
g

スマートグリッド関連分野での取組みについて
đĶŔės事業分野ä一ÚÞÍÜh電力系統分野áÚº
交通

環境

Üåh三Úä枠組õĈ通ÍÜ産学連携Ĉ展開ÍÜÃÜºā
}表 ~
g最初åh中国áÀÇā電力系統事業ľČsġļœ
įČĢĨİČÁÿ着手ÍhÓä後h製品開発Þ実証実験Ĉ

エネルギー
研究開発・事業創出
技術交流・知的財産活用

経Üh現在hĢŇsıęœĬĲ関連事業創出Ĉ展開ÍÜº
āg電力系統分野Ýä実施内容Ĉ 表

á示Íh詳細áÚ

ºÜ次á紹介Ïāg

人材交流・教育協力
社会貢献

表

産学連携の枠組み

機

構

個別研究

図

重点事業分野と活動内容

注富士電機ĠĢįŉģ株式会社k2011 年 4 月á富士電機ńsŔ
İČŜęĢ株式会社Þ合併Íh現在ä富士電機株式会社á至āg

浙江大学−富士電機
システムズ研究開発
センター
浙江大学−富士電機
イノベーション
センター

2004
〜
2005年

2006
〜
2009年

2010
〜
2013年

中国電力系統
事業FS
製品開発
および
実証実験
スマート
グリット
関連事業創出
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開発ĤŜĨs|Ĉ設置ÍÜh多分野ĈôÕÂÙÜ産学協業
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電力系統分野での実施内容
工場 A

特 集

電力関連連携
フェーズ

実施内容

成

工場 A

中国電力系統事業
フィージビリティ
スタディ

製品開発および
実証実験

スマートグリッド
関連事業創出

富士電機の保有する技術のう
ち，7分野に対して中国市場で
の適応性分析

抽出分野における開発
™配電自動化システムの現地
化開発
™広 域PQ* 計 測 シ ス テ ム の
フ ィ ー ル ド 実 験， 複 合PQ*
対策装置の開発
™全系VQ* 制御アルゴリズム
の開発および適用

優先度の高い
3技術分野を抽出
⒜ DMS分野
⒝ PQ分野
⒞ EMS分野

研究所

*

*

Ethernet VPN

*

顧客
ゲートウェイ
*

*
電力会社

オフィス 2

*

™広域PQ* 計測シ
ステムの認証取
得
™電力会社での実
用化

ホテル

*

オフィス 3

*
オフィス 1

サーバ サーバ
1
2

＊ 計測ポイント

図

広域 PQ 計測システム概要図

転管理ŔsŔú仕組õá合ąÑā現地化開発Ĉ行ÙÕg

モデル開発，ほか

＊ PQ：Power Quality
＊ VQ：Voltage Q（reactive power）

*

工場 B

*

工場 C

™スマートグリッドの実証
™系統連係シミュレーション ™事業の創出

スーパーマーケット

*

果

PQ 分野ÝåhGB 規格}中国国家標準規格~á準拠Í
Õ電力計測端末ä開発úh電力会社ä系統Àþé情報č
ŜľŒĈ実際á利用ÍÕ広域 PQ 計測ĠĢįŉ}図 ~ä
⑽

ľČsŔĲ実証Ĉ行ÙÕg中国áÀÇā電力品質áÚºÜ
.

中国電力系統事業フィージビリティスタディ

2004 v 2005 年áh中国電力系統事業ľČsġļœįČ
ĢĨİČĈ実施ÍÕg

åhÓä典型的問題Ĉ分析Íh複合 PQ 対策äÕ÷äĺŘ
đŕ機器ä研究ÀþéŀŖıĨčŀ開発Ĉ行ÙÕgôÕh
送配電系統Ĉ含ö系統全体ä電圧Àþé無効電力Ĉ制御Ï

高度経済成長áÚĂÜh中国ä電力需要å日々増ÍÜº

ā全系 VQ 制御〔Voltage Q}reactive power~
〕äċŔĝ

āg大規模ä電源設備ä増強Â行ąĂā中Ýh送配電系統

œģŉä開発Ĉ行ºhÉĂÿĈ某省ä電力会社áÀºÜ適

ä整備ø行ąĂāÉÞÂ予想ËĂÕgÁÚÜ日本ä高度成

用化Ĉ行ÙÕg

長期Ý経験ÍÕ電力系統整備j自動化ä経験Ĉ背景áh富

EMS 分野ÝåhºÁá電力負荷á対ÍÜ予測ÍhÓä

士電機Â持Ú電力系統監視j制御技術Â中国áÞÙÜ必要

変動á近ÛÇāþ¼á限Āä¸ā電源設備Ĉ制御ÏāÉÞ

à技術Ý¸āÞ考¾ÿĂÕg中国Ý電力分野áÀÇā事業

Â大Ãà課題Ý¸āg揚水発電ú製氷空調ĠĢįŉáþā

展開Ĉ行¼Õ÷hôÐh中国電力系統事業äľČsġļœ

低負荷時間帯}夜間~ä電力活用àßh各種手段Ĉ含÷Ü

įČĢĨİČĈ行ÙÕg

負荷平準化ä制御方法áÚºÜh研究j分析Ĉ行ÙÕg

富士電機Â保有Ïā技術ä¼×hđĶŔėsŇĶġŊŜ

Éäþ¼à具体的à研究開発活動Ĉ通ÎÜh中国áÀÇ

ıĠĢįŉ}EMS~
h配電自動化ĠĢįŉ}DMS~
h自動

ā電力系統ä特性ú技術課題Ĉ把握ÍÕgËÿáh電力会

検針}AMR~
h電力品質}PQ~計測j対策h省đĶŔės

社Ýä実証Ĉ行ºh中国市場á対Ïā富士電機ä保有技術

}省đĶ~
h新đĶŔėsh電力取引市場ä 7 分野á対ÍÜh

ä適応性Ĉ確認ÍÕgÓä結果h事業á直結Ïāh広域

中国市場Ýä適用性àÿéá事業性áÚºÜ分析研究Ĉ

PQ 計測ĠĢįŉä認証取得àßáÚàÈÕg

行ÙÕgÓä結果h年間停電時間ä短縮ú配電設備投資ä
効率化á有効à DMSh高調波ú瞬時電圧低下àß電力品
質ä把握Àþé対策á有効à PQ 計測j対策h省đĶĈå

.

スマートグリッド関連事業の創出へ

2010 v 2013 年áh浙江大学−富士電機čķłsĠŐŜ

Î÷h需給ĹŒŜĢ制御áþā効率化á有効à EMS Àþ

ĤŜĨsåhĢŇsıęœĬĲ関連事業ä創出á取Ā組ĉ

é AMR å近º将来中国電力čŜľŒáÞÙÜ必要Ý¸āg

Ýºāg

次ä三ÚĈ優先度ä高º技術分野ÞÍÜ抽出Íh中国市場
á向ÇÜ研究開発Ĉ進÷āÉÞÞÍÕg

世界金融危機ä後h温暖化防止Þ経済対策ÞÍÜ新đĶ
Ŕėsä普及ĈåÎ÷h電力系統ä効率化Ĉ実現ÏāÕ÷

⒜

DMS 分野

äĢŇsıęœĬĲÂĘŖsģċĬŀËĂāþ¼áàÙÜ

⒝

PQ 分野

ÃÕg浙江大学ÝåhÉĂôÝáºÅÚÁä国家重点ŀŖ

⒞

EMS 分野

ġĐĘı}国家ĸčįĘ技術研究発展計画~Ĉ行ÙÜÃÕg
特á最近Ýåh離島áÀÇāĢŇsıęœĬĲ関連ä実証

.

製品開発および実証実験

Ĉ行¼àßh国家重点ŀŖġĐĘıá取Ā組ĉÝºāg富

2006 v 2009 年áh浙江大学−富士電機ĠĢįŉģ研究

士電機ÝåhÉĂôÝá構築ÍÕ電力系統ä監視制御á関

開発ĤŜĨsåhľČsġļœįČĢĨİČÝ抽出ÍÕ三

Ïā技術ú事業čŜľŒĈ基áh強õÝ¸āĺŘđŕ技術

Úä技術分野á対ÍÜh製品開発Àþé実証実験Ĉ行ÙÕg
DMS 分野Ýåh日本ä電力会社Ý多Åä実績Ĉ持Ú

Ĉ最大限á生ÁÍÕĢŇsıęœĬĲ関連事業ä創出á取
Ā組ĉÝºāg

DMS ĦœŎsĠŐŜá対ÍÜh事故復旧手順ĈåÎ÷h

本ĤŜĨsÝåh主á安全j安心àđĶŔėsÀþé環

他ĠĢįŉÞäčŜĨľĐsĢàßĈ中国ä電力会社ä運

境技術Ĉ融合ËÑÕ再生可能đĶŔėsÞ自給自足ĹŒŜ
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太陽光発電Â大量á導入ËĂāÞh逆潮流j電圧変動Â発生ÏāgôÕh正味ä需要å把握ÝÃÐ需給制御á影響Ĉ及ò
ÏÉÞÂ予想ËĂāgÉä課題Ĉ解決ÏāÕ÷á富士電機åh電圧制御機器ä最適配置Þ整定値ä最適化Ĉ行ºh集中制御
Ïā方式Ĉ開発ÍÜºāg解析用機器ŋİŔh太陽光発電ä出力予測方式Àþé需給制御機能ø開発ÍÜºāg
高経年設備ä取替¾äÕ÷á新 IED Ĉ適用ÍÕŏĴĬı更新Ĩčŀä保護œŕsĈh電力会社Ýä運用形態ä多様化ä
Õ÷á IP ĶĬıŘsĘ機器h広域分散対応電力用ňĲŔďĐċh防災危機管理支援ĠĢįŉĈ開発ÍÜºāg
When a large amount of solar power is introduced into a system, reverse ﬂow and voltage ﬂuctuations occur. Moreover, this is feared to
aﬀect the demand/supply control, since net demand cannot be ascertained. To solve this problem, Fuji Electric optimized the placement and
setting values of voltage control equipment, and is developing a centralized control method. Devices models for analysis, a method of predicting solar power output and a demand/supply control function are also being developed.
To replace aging facilities, unit replacing type protection relay that uses a new IED, and IP network devices, middleware for wide-area
distributed power, and a disaster prevention and crisis management system are being developed for diversifying the operations of power
companies.

まえがき

電線ä電圧変動Â発生ÏāÞº¼問題Â¸āg現状åh配
電系統å配電用変電所ä負荷時ĨĬŀ切換変圧器}LRT~

経済成長á伴º電力需要Â拡大Ïā中Ýh電力会社Þ

ú配電系統上á設置ËĂÕ自動電圧調整器}SVR~
h静止

ŊsĔsåh電力流通ä最大ä目的Ý¸ā電力ä安定供給

形無効電力補償装置}SVC~àßä電圧調整機器áþĀh

Þh経済性Ĉ目的ÞÍÕ運用ä効率化á長年取Ā組ĉÝÃ

系統電圧ä適正化Ĉ図ÙÜºāgÍÁÍh電圧調整機器単

Õg電力流通Ĉ支¾āĠĢįŉåh計算機技術Ĉ用ºÕ集

体ä効果áþā電圧制御方式Ýå調整能力á限界Â¸Āh

中監視制御ĠĢįŉh系統事故発生時á系統事故ä拡大Ĉ

予想ËĂā問題á対ÍÜ対策Â必要Þàāg

防Æ保護制御ĠĢįŉàßÂ¸ĀhÓĂÿäĠĢįŉä活

⑵

需給運用áÀÇā課題
太陽光発電Â家庭á大量á導入ËĂāÞÃhÓä出力å

用áþĀh高º供給信頼度Ĉ達成ÍÜÃÕg
今後åh低炭素化社会Ĉ目指ÍÜ太陽光発電h風力発電

œċŔĨčŉá計測ÏāÉÞÂÝÃàºg電力会社å正味

Ĉ中心ÞÍÕ分散型電源Â大量á導入ËĂāÉÞÂ予想Ë

ä電力需要Â把握ÝÃàº状況ÞàāÕ÷h電力系統ä周

ĂÜºāgôÕh納入後 20 年以上Ĉ経過ÍÕ高経年保護

波数Ĉ維持ÏāÕ÷áåh太陽光発電ä出力Ĉ推定ÍÕ上

œŕs設備ä更新h電力系統運用äËÿàā効率化ø必要

Ý需給運用Ĉ行¼ÉÞÂ必要ÞàāgôÕh負荷側Ý発生

Ý¸āgÉäþ¼à電力流通分野Ýä課題Þh富士電機ä
取組õáÚºÜ紹介Ïāg
ダム運用
システム

電力流通分野の現状と課題

需要予測
システム

系統制御
システム

シミュレータ

配電自動化
システム

富士電機åh電力流通分野áÀºÜh系統制御ĠĢįŉh
配電自動化ĠĢįŉh遠方監視制御装置h保護制御ĠĢį

ダム管理所

ŉh系統解析ĠňŎŕsĨÀþé電力需要予測àßä各種

火力
発電所

支援ĠĢįŉĈ開発Í納入ÍÜÃÕg図 1 áh富士電機Â
開発Íh納入ÍÜÃÕ電力流通分野áÀÇā主à製品Ĉ示

地方給電指令所
制御所
営業所

水力
発電所

Ïg
次áh分散型電源ä大量導入h高経年設備Àþé運用効

原子力発電所

率化á関Ïā課題áÚºÜ述ïāg
.

中央給電指令所

発電所監視制御
システム

連系
変電所

配電用変電所
大口需要家

遠方監視
制御装置

分散型電源の大量導入に関する課題

⑴

配電系統áÀÇā課題
太陽光発電àß分散型電源Â配電系統á大量á連系ËĂ

āÞh逆潮流áþā電圧上昇úh急激à出力変動á伴¼配
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図

需要家

富士電機の電力流通分野の製品

ディジタル
リレー

設備監視
システム
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Ïā余剰電力ä吸収ú天候ä急変áþā負荷ä増大á対応
ÏāÕ÷h蓄電池ä最適化制御機能ú逆潮流監視機能àß

次世代電力流通分野における富士電機の取組み

⑶

.

系統解析áÀÇā課題
今後h新Õá開発ËĂā分散型電源ä導入効果úh制御

分散型電源の大量導入に関する対策

⑴

ĠĢįŉÂ電力系統á与¾ā影響Ĉ検証ÏāÕ÷h分散型

特 集

Â必要Þàāg
配電系統Ýä対策
⒜

電源ä解析用ŋİŔĈ系統解析ĠňŎŕsĨî迅速Ý容易

配電系統電圧変動抑制技術

富士電機å分散型電源ä大量導入á対応Ïā次世代ä

á導入ÝÃāþ¼áÏā必要Â¸āg

配電系統電圧変動抑制技術ÞÍÜh状態推定h潮流計算
Àþé最適化手法Ĉ用ºÜ電圧調整機器Ĉ最適á配置Ï

.

高経年保護リレー設備の次世代化対応

ā計画支援hàÿéá配電系統Ĉ適正à電圧á制御Ïā
電圧制御方式Ĉ開発ÍÜºāg図

国内ä保護制御ĠĢįŉáÀºÜh今後h設備ä高経年
化ú主要部品ä改廃ĞčĘŔä加速化áþā設備更新îä

áh富士電機Â開発

ÍÜºā配電電圧制御ä概要Ĉ示Ïg

対応Â増加Ïāg保護œŕsÝåh改廃ĞčĘŔä短º電

①

子部品Â適用ËĂā部位Â¸ĀhŏĴĬı単位Ý簡単á更

電圧調整機器ä最適配置
自動電圧調整器}SVR~ä新設Àþé再配置計画

新ÂÝÃā装置構成Â主流áàāgôÕh保護制御ĠĢį

業務ä効率化Ĉ図āÕ÷áh最適化手法Ĉ適用ÍÜh

ŉåh今後h異àāŊsĔs間ä結合ä容易化hÏàą×

年間Ĉ通ÍÜ最ø電圧ä上下限逸脱率Â小ËÅàā

ŇŔĪłŜĩ化Ĉ実現ÏāÕ÷hēsŔİġĨŔ化á向Á
ºhËÿáå監視制御ĠĢįŉÞ保護œŕsĠĢįŉä融
合Â進öÞ考¾ÿĂāg
.

配電自動化システム
（オンライン）

運用効率の向上

近年h電力会社Ýåh電力系統運用ĜĢıĈ低減ÏāÕ
÷h給電制御所àßä給電運用機関ú配電自動化ĠĢįŉ

配電オフラインシステム

系統状態把握
（潮流計算・状態推定）

系統状態把握
（潮流計算・状態推定）

最適制御量算出
（最適化手法）

最適整定値算出
（最適化手法）
最適配置計画

必要時，電圧制御機器
を整定，制御

Ĉ配ÍÕ営業所àß複数ä運用機関Ĉh統廃合Ïā動ÃĈ
加速ËÑÜºāgÓäÕ÷h運用形態ä変更á対応ÝÃā
⑴

監視制御ĠĢįŉä構築技術Â要求ËĂÜºāg
SVR

Ëÿáh運用者ä監視制御範囲Â広ÂĀh業務負荷Â増

LRT
柱上 Tr
低圧
負荷

¾ā傾向á¸ĀhÓä対策Â必要ÞàĀÚÚ¸āg

SVC
高圧
負荷

低圧
負荷

太陽光
発電

低圧
負荷

太陽光
発電

：センサ開閉器

図

配電電圧制御の概要

H22 年度

H23 年度
中間報告

Ⅰ 系統側

課題①
配電系統の電圧変動抑制技術の
開発

Ⅱ 需要側

課題③
系統状況に応じた需要側機器の
制御技術の開発

課題④
系統全体での需給計画・制御，
通信インフラの検討

制御方式検討・設計，
要素技術開発

I/F 設計

製作，試験

需要家モデル
設計

製作

中給・上位系統モデル
設計，評価シナリオ検討

中間報告

配電系統モデル構築，
制御ソフト制作

製作，工場試験

最終報告

全体実証試験，まとめ

赤城試験
場据付

実証試験，まとめ

需要家単体実証試験，
シミュレーション用
モデル構築

全体実証試験，まとめ

中給・上位系統モデル
構築，制御ソフト製作

全体実証試験 , まとめ

成果の情報発信

研究課題

課題②
次世代変換器技術を応用した
低損失・低コストな機器開発

配電系統モデル設計

H24 年度

様々な電力・需要家間の通信方式・通信情報の検討・評価
（出典：次世代送配電系統最適制御技術実証事業資料）

図

次世代送配電系統最適制御技術実証事業スケジュール
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įČ実証事業á適用Ïā予定Ý¸āg

SVR ä設置位置Ĉ算出Ïāg
②

ôÕh離島ŇčĘŖęœĬĲä実証事業ä中Ýh需給運

電圧調整機器ä整定値ä最適化

特 集

最適化手法Ĉ適用ÍÜh複数台ä SVR á対ÍÜÓ

用計画機能h経済負荷配分機能Àþé負荷周波数制御機能

ä動作回数ä最小化Ĉ考慮Íh年間Ĉ通ÍÜ最ø電圧

Ĉ開発Í適用ÍÕg今後h分散型電源ä大量導入ú電気自

ä上下限逸脱率Â小Ëº整定値ä組合ÑĈ算出Ïāg

動車}EV~ä導入Â進ĉÖ場合h電力会社å需給運用Ĉ

③

現状þĀ小Ëº地域単位Ý行¼ÉÞÂ想定ËĂāgÓäÕ

電圧調整機器ä集中制御

太陽光発電Â大量á導入ËĂÕ配電ĹŜĘ全体ä電

÷h実証事業Ý培ÙÕ技術Ĉ電力流通分野îø適用ÍÜº

圧Ĉ適正電圧範囲内á収÷āÕ÷áhĤŜĞ開閉器ä

Åg

計測情報Ĉ基á配電系統上ä負荷時ĨĬŀ切換変圧器

⑶

系統解析áÀÇā対策

}LRT~
hSVR äĨĬŀ値Àþé静止形無効電力補償

系統解析ĠňŎŕsĨåh系統構成機器ä等価縮小ŋİ

装置}SVC~ä電圧指令値ä最適値Ĉ算出ÍhœċŔ

ŔÝ構成ËĂÜÀĀh潮流解析h定態 ･ 動態安定度hÀþ

ĨčŉÝ集中制御Ïāg

é系統共振現象ú多重事故àßä解析á使用ËĂÜºāg

⒝

富士電機Ýåh解析対象ä時間領域Â数ŇčĘŖ秒ä

次世代送配電系統最適制御技術実証事業

富士電機å電圧変動抑制技術Ĉ確立ÏāÕ÷h経済産

Ğsġ解析Áÿh数時間以上ä経済負荷配分ôÝœċŔĨ

業省資源đĶŔės庁{次世代送配電系統最適制御技術

čŉÝ解析ÂÝÃāÞº¼特徴Ĉ持ÙÕċĳŖę型ä系統

実証事業|á参加ÍÜºāg本事業åh国立大学法人東

解析ĠňŎŕsĨĈh主á電力会社ú大学向Çá納入ÍÜ

京大学ĈåÎ÷ÞÏā 28 法人Â参加Íh2020 年áÀÇ

ÃÕgċĳŖę型ä系統解析ĠňŎŕsĨå連続量Ý計算

ā太陽光発電àßä再生可能đĶŔėsä大量導入目標

ÏāÕ÷hİġĨŔ演算Ý生Îā演算刻õú数値解法á起

á対ÍÜh図

因Ïā発散Â生ÎáÅºÞº¼利点Ĉ持Úg近年ÝåhŊ

á示Ï課題Ĉ解決ÏāÕ÷áh需要家内

機器ä最適制御方式h配電系統ä系統電圧制御方式àß

ĕĦsŒsúďČŜĲľĊsŉàß出力変動Ĉ伴¼大規模

ä開発j実証Ĉ 3 Á年ÁÇÜ行¼øäÝ¸āg富士電機

再生可能đĶŔės発電ä電力系統îä影響Ĉ解析ÏāÕ

åh本事業ä中äĞĿŘsĖŜęęŔsŀ{配電系統ä

÷áh太陽光発電ú風力発電äŋİŔ開発Ĉ行ºh機器ŋ

電圧変動抑制技術ä開発|á参加ÍÜºāg

İŔÞÍÜ提供ÍÜºāg

⑵

⑵

需要予測ĠĢįŉĈ使ÙÕ需給運用îä対策

Éäþ¼à取組õä中Ýh次世代配電系統úhĢŇsı

富士電機åhĴŎsŒŔĶĬıŘsĘ技術Ĉ用ºÕ電力

ĜňŎĴįČàß将来ä電力系統ä高度利用技術ä解析á

需要予測ĠĢįŉĈ電力会社á納入ÍÜºāgÓä技術Ĉ

ċĳŖę型ä系統解析ĠňŎŕsĨĈ活用Ïā動ÃÂ活発

用ºÜ太陽光発電ä影響分Ĉ日射量àßä気象予報情報ä

化ÍÜºāg

取込õáþĀ予測 ･ 推定Íh系統全体ä需要予測á反映Ï
ā研究Ĉ実施ÍÜºāg図

ċĳŖę型ä系統解析ĠňŎŕsĨåh太陽光発電ú風

á太陽光発電Ĉ考慮ÍÕ需

力発電ä大量導入áþā電力品質îä影響評価ĈåÎ÷h

要予測ĠĢįŉä概要Ĉ示Ïg特定地点Ýä太陽光発電予

配電系統上á設置ËĂā蓄電池ĠĢįŉä運用方法ú最適

測åh気象庁ä GPV}Grid Point Value~予報áþā雲量

設置点ä検討àßh今後ä電力系統ä機器配置ú制御手法

ä数値İsĨÁÿ日射量Ĉ求÷h緯度 ･ 経度情報h気温予

ä研究開発Ĉ支¾Üºāg
富士電機Ýåh従来äċĳŖę技術á加¾Üh最新鋭ä

報Ĉ加味ÍÕ上Ý行¼gÉä予測手法ĈĢŇsıĜňŎĴ

İġĨŔ演算処理技術Ĉ融合ËÑÕh次世代äĸčĿœĬ
Ĳ型系統解析ĠňŎŕsĨä開発á着手ÍÜºāg
電力
需要

需要実績

.

ニューラル
ネットワーク
を用いた
需要予測
エンジン

気象情報
最高気温
最低気温
天候
など

ÍÕ新 IED}Intelligent Electrical Device~ä開発Ĉ進÷
時刻

Üºāg新 IED åh国内電力用保護œŕsá要求ËĂā
環境性能h信頼性h寿命àßĈ承継Íh富士電機ä現行保

（a）従来の需要予測

護œŕsÀþé計測ŏĴĬıä後継機種á位置付ÇÿĂā

需要実績
ニューラル
ネットワーク
を用いた
需要予測
エンジン

気象情報
最高気温
最低気温
天候
など
気象情報
（GPV）

変電所保護制御システムの次世代化

富士電機Ýåh現在h国際通信規格 IEC 61850 á対応

正味需要曲線
電力
見かけの
需要
需要曲線

機器Ý¸Āh保護h制御h計測h通信端末ÞÍÜ適用可能
à高信頼性ĜŜıŖsŒÝ¸āg図

áh新 IED ä構成

例Ĉ示Ïg基本ŏĴĬıÞ拡張ŏĴĬıÞä組合ÑáþĀh
適用装置ÊÞá最適à構成Ĉ提供ÝÃh今後h保護制御Ġ

日射量
予測

Ģįŉîä適用Ĉ初÷h将来ä変電所ēsŔİġĨŔ化á

太陽光発電量
予測・推定

⑶

時刻
（b）太陽光発電大量導入時の需要予測

向ÇÕ検討ø進÷Üºāg
ôÕh新 IED Ĉ適用ÍhŏĴĬı更新Ĉ想定ÍÕİČ
ġĨŔœŕsä主要ŏĴĬıä開発ø進÷Üºāg図

図

太陽光発電を考慮した需要予測システムの概要
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A 営業所

監視制御サーバ

特 集

C 営業所
B 営業所
A 営業所

データ
中継装置

アプリケーション

監視制御 ゲートウェイ
サーバ
サーバ

ミドルウェア

基本ユニットと操作パネル

システム DB を広域ネット
ワークを介して確実に高速等価

新 IED の構成例

正面図

110

図

一つのサーバ内に
複数のシステムを
独立して構築

拡張ユニット

将来交換範囲

B 営業所

内部側面図

C 営業所

Ａ営業所に監視制御サーバなどのサーバ類を集中配置し，
その他営業所はクライアント端末のみ配置

図

演算部

広域分散システムの構築例

Ĉ集約Í各拠点áĘŒčċŜıäõ配置ÏāĠĢįŉÝ¸
2,300

D/D

āgÓä他áh複数拠点間ÝĞsĹĈ相互áĹĬĘċĬŀ
ÏāĠĢįŉh各拠点áĠĢįŉĈ持×隣接拠点ä監視制

入変，
I/O 部

御ø可能ÞÏāĠĢįŉàßÂ¸āg
ÉĂÿä構成Ĉ実現ÏāÕ÷h分散配置ÍÕĞsĹá対
ÍÜċŀœĚsĠŐŜä起動 ･ 応答hİsĨłsĢ高速等

更新部をユニット化，
コネクタ着脱により
容易に交換が可能

価hĞsĹ状態Ĉ常時監視Ïā必要Â¸Āh富士電機Ýåh
⑸

広域分散対応電力用ňĲŔďĐċĈ適用ÍÜºāg
ôÕh従来使ÙÜÃÕ電力用ňĲŔďĐċĈ広域分散対
応電力用ňĲŔďĐċá拡張Ïā方式Ĉ採用ÍÜºāgÓ

図

äÕ÷h既存ĠĢįŉĈ利用Í広域ĠĢįŉá拡張ÍÜº

ユニット更新タイプ保護リレーの例

Å場合h大幅àĦľıďĐċä改造ú新規ċŀœĚsĠŐ
ŜĈ導入ÏāœĢĘĈ減ÿÏÉÞÂÝÃāg
構成Ïā主演算部h入出力部h電源部àßĈŏĴĬı化Íh

⑶

防災危機管理支援

⑷

ŏĴĬı単位Ý更新ÝÃā構成ÞÍÜºāg

運用機関Â統合ËĂāÞh通常ä業務時ÖÇÝàÅh地
震ú台風àßä自然災害Â発生ÍÕÞÃáø運用者ä負担

.

運用効率の向上を実現する技術

å増加ÏāgÓÉÝ富士電機åh｢防災危機管理支援ĠĢ

富士電機åh情報伝送ä信頼性確保úËôÌôà形態Ý

įŉ｣ Ĉ開発ÍÜºāgÉäĠĢįŉåh給電状況ä情報

構築ËĂā運用ĠĢįŉä実現Ĉ支¾ā技術Ĉ提供ÍÜÀ

Þ地図情報àÿéá気象予報情報h防災情報ĈŕčōÊÞ

Āh次á概要Ĉ述ïāg

á分ÇÜ統合表示ÍÕ上Ýh気象予報ú災害情報ÁÿœĢ

⑴

ĘĈ事前á予測Íh運用Ý回避ÏāÉÞĈ支援ÏāgÓÍ

IP ĶĬıŘsĘ対応
複数運用機関Ĉ統廃合Ïā場合h変電所îä情報伝送

Üh実際á災害Â発生ÍÕ後åh復旧支援Ĉ行¼g

Ŕsıä確保h情報伝送ä信頼性Â課題Þàāg富士電機
ÝåhJEMA 産業用ŀŖıĜŔÝ¸ā PMCN}Protocol

あとがき

for Mission Critical industrial Network use~Ĉ適用Ïā
ÉÞáþĀhİsĨ順序性ÞœċŔĨčŉ性Ĉ保証ÏāÞ

富士電機Ýåh電力流通分野ÝäĠĢįŉä他áø揚水

Þøá 2 Ŕsı伝送h1kN 通信á対応ÍÕ IP ĶĬıŘs

発電所Ĉ含÷Õĩŉä管理ĠĢįŉú水管理ĠĢįŉhĕ

Ę端末Ĉ提供ÍÜºāg従来ä信頼性Ĉ確保ÍàÂÿh多

Ģä管理ĠĢįŉàßäĠĢįŉø多Å納入ÍÜÃÕg

地点îä通信Ĉ可能ÞÍh電力会社ÊÞá異àā運用体系

ŇčĘŖęœĬĲÁÿh地域Ýä電気 ･ 熱 ･ 水àßđĶ

á対応ÍÜºāg

Ŕės全体ä効率化Þ最適運用Ĉ目指ÍÕĢŇsıĜňŎ

⑵

ĴįČî範囲Â拡大ÍÜºÅ中Ýh今ôÝä社会čŜľŒ

広域分散対応電力用ňĲŔďĐċ
電力会社ÊÞáĠĢįŉ構築形態åËôÌôÝ¸āg図

ĠĢįŉä経験Ĉ基á電力ä安定供給Þ運用ä効率化á貢

áh広域分散ĠĢįŉä構築例Ĉ示Ïg1 Á所áĞsĹ

献ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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ĢŇsıęœĬĲåh再生可能đĶŔėsä大量導入Â系統全体á及òÏ影響Ĉ低減ÏāĠĢįŉÝ¸āg再生可能đĶ
Ŕėså発電出力ä制御Â困難àøäÂ多Åh大量á導入ÏāÕ÷áå高速Ý高精度à制御Ĉ行¼ÉÞÂÝÃā電源ĠĢį
ŉÂ必要Ý¸āgÓä実現äÕ÷áhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~技術Â重要à役割Ĉ担¼g主àĺŘđŕ応用技
術áh充放電制御技術Þ需給制御技術Â¸āgĢŇsıęœĬĲá適用ËĂā機器ÞÍÜh配電用ĺŘđŕ機器hĢŇsı
PCS Àþé新đĶŔėsĺĬĚsġÂ¸Āh
富士ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢįŉîä展開Ĉ目指ÍÜºāg
A smart grid is a system that reduces the eﬀect of penetration of renewable energy into a power system. Because the generated power
output from renewable energy is generally diﬃcult to control, a power supply system capable of implementing high-speed and high-accuracy
control is needed for the penetration of renewable energy into the system. Power electronics technology plays an important role in realizing
such control.
The main power electronics applied technologies are charging/discharging control technology and demand/supply control technology.
Devices applicable in a smart grid include power electronics devices for power distribution, smart PCS and new energy packages, and expansion of these devices to Fuji Electricz
s smart network system is targeted.

.

まえがき

系統連系のための機能と技術動向

⑴

LVRT

世界的à地球温暖化問題á対Ïā対策ä一ÚÞÍÜh再

系 統 連 系 á 必 要 à 機 能 Þ Í Üh ô ÐhLVRT}Low

生可能đĶŔėsä導入Â促進ËĂÜºāgÍÁÍh再

Voltage Ride Through~Â挙ÈÿĂāgLVRT åh系統

生可能đĶŔėsåh発電出力ä制御Â困難àøäÂ多

ä電圧Â低下ÍÜøÝÃāÖÇ解列 ÑÐá出力Ĉ継続Ï

Åh大量á導入ËĂāÞh系統全体Ýå周波数変動Â発生

āÕ÷ä機能Ý¸āg再生可能đĶŔėsä導入量Â少à

Íh局所的áå電圧変動Ĉ生ÎāÀÓĂÂ¸āgĢŇsı

º場合åh系統ä電圧低下Ý分散型電源Ĉ解列ÍÜøh全

注

ęœĬĲåh再生可能đĶŔėsä大量導入Â系統全体á

体îä影響å極÷Ü小ËÅ問題ÞåàÿàºgÍÁÍh導

øÕÿÏ影響Ĉ低減Íh安定ÍÕ電力供給Ĉ確保ÏāĠĢ

入量Â多º場合åh分散型電源Ĉ一斉á解列ÏāÞh発電

įŉÝ¸āg同時áđĶŔėsä発生h流通h消費Ĉ制御

量Þ負荷量ä不均衡Â生ÎāÕ÷h系統ä周波数ä安定性

⑴

ÍhđĶŔėsä効率的à利用Ĉ図āÉÞÂÝÃāg
ĢŇsıęœĬĲÝåh発電出力ä制御Â困難à再生可

Â低下Ïāg一斉解列ä量Â多ºÞ系統周波数Ĉ維持Ïā
Õ÷áh負荷Ĉ脱落ËÑā必要Â出ÜÅāgÍÕÂÙÜh

能đĶŔėsĈ系統Þ連系ÏāÕ÷áhÓĂĈ補完Ïā高

分散型電源Ĉ系統連系ÏāÕ÷áåh次ä 3 点Â求÷ÿĂ

速Ý高精度à電源ĠĢįŉĈ導入Ïā必要Â¸ĀhĺŘs

āg

đŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~技術Â重要à役割Ĉ担ÙÜ

⒜

周波数ä変化á対応ÝÃāÉÞ

ºāg特áh分散型電源áå直流Ý発電ÏāøäÂ多ºä

⒝

電圧低下時øÝÃā限Ā系統á接続ÍÜ電力Ĉ供給
ÏāÉÞ

Ýh電力変換Ĉ行¼ĺŘđŕ技術åhĢŇsıęœĬĲá
ÀÇā最ø重要à技術ä¼×ä一ÚÝ¸āg

⒞

úÁá連系Í電力Ĉ供給ÏāÉÞ

本稿ÝåhĢŇsıęœĬĲáÀÇāĺŘđŕ技術ä役
割h要求ËĂā機能h機器Àþé適用事例hàÿéá今後
á向ÇÕ取組õáÚºÜ述ïāg

解列Ïā場合Ýøh系統ä電圧Â復帰ÍÕ時点Ý速

⑵

単独運転検出機能

次áh系統連系á必要à機能ÞÍÜh単独運転検出機能
Â挙ÈÿĂāg単独運転Þå系統Áÿ切Ā離ËĂÕ独立系

スマートグリッド向けのパワーエレクトロニク
ス機器の動向

統内áÀºÜh分散型電源Áÿä電力ÖÇÝ独立系統á電
気Â供給ËĂÜºā状態Ĉº¼g単独運転状態Ýåh感電
ú機器ä損傷Â起Éā可能性Â¸ĀhÝÃāÖÇ早Å検出

ĢŇsıęœĬĲá適用ÏāĺŘđŕ機器áåh周波数
¸āºå電圧ä変動á対応Ïā機能úh系統î安全á連系
Ïā機能Â求÷ÿĂāg本章Ýåh最近äĺŘđŕ機器á
関Ïā要求事項Àþé技術動向áÚºÜ述ïāg

ÍÜ分散型電源Ĉ切Ā離Ï必要Â¸ā}224 Ńsġ解説
参照~
g
Óä検出方式ÞÍÜh単独運転移行時ä発電出力Þ負荷
ä不平衡áþā電圧位相ú周波数àßä急変Ĉ検出Ïā受

注解列k電力系統Áÿ発電設備àßĈ切Ā離ÏÉÞ
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創エネルギー（サプライ）

特 集

大規模集中型発電所
（水力，火力，原子力）

再生可能エネルギー
マイクログリッド
燃料電池

原子力

水力

メガソーラー
ウインドファーム

送電系統

火力

地域エネルギー
マイクログリッド

流通

変電所
配電系統
（6.6 kV，200/100 V）

系統制御機器
配電自動化
保護リレー・IED
センサ

電力貯蔵装置

需要家（デマンド）

スマートメータ
省エネルギー機器
省エネルギーシステム

スマートファクトリー
グリーン IDC

スマートメータ

図

スマートメータ

需要家

電力流通サプライチェーンのスマート化の概念図

動型方式Þh常時h電圧ú周波数á変動Ĉ与¾ÜÀÃh単

ÎÜ蓄電池hœĪďŉčēŜ電池h電気二重層ĖŌĺĠĨ

独運転移行時á変動Â顕著áàāÉÞĈ利用ÍÜ検出Ïā

àß電力貯蔵ä方式Ĉ変¾ā必要Â¸ĀhÓä方式á適Í

能動型方式Â¸āg現状ä配電系統Ýåh発電þĀø負荷

Õ充放電制御技術Â必要Ý¸āg

ä方Â大ÃºÕ÷h単独運転á移行ÍÜø受動型方式Â確

再生可能đĶŔėsáþā発電ä変動分Ĉ個別ä電力安

実á動作ÏāgÍÁÍh分散型電源Â増加Í配電系統内ä

定化装置Ý調整Íþ¼ÞÏāÞh発電機}¸āºå発電

発電Þ負荷äĹŒŜĢÂ取Ăā状態áàāÞh単独運転移

所~ä数ÖÇ装置Â必要ÞàāgÉĂá対Íh広域đœċ

行時ä系統ä変動Â小ËÅàĀh受動型方式áþā単独運

ä中Ý吸収Ïāđœċ型安定化装置Ýåh変動ä平均化Ĉ

転検出å動作Íàº可能性Â出ÜÅāg従来åh受動型方

図āÉÞÂÝÃāäÝ設備ä総容量Ĉ小ËÅÝÃh個別

式Â主保護Ý¸Ā能動型方式åĹĬĘċĬŀÞÍÜ扱ąĂ

ä対応á比ï経済性Â良ÅàāgÉäđœċ型安定化装置

ÜºÕgÍÁÍh分散型電源Â大量á導入ËĂāÞ受動型

åh再生可能đĶŔėsĈ含ö発電量ä制御Ĉ広域}市町

方式Ýå単独運転Â検出ÝÃàº危険性Â¸āäÝh近年

村h県¸āºåÓĂ以上~Ý行¼装置Ý¸āgÉä実現ä

Ýåh能動型方式Ĉ主保護ÞÏā考¾方Â出ÜÃÜºāg

Õ÷áåh電力貯蔵装置用čŜĹsĨä単機容量ä増大Þ

現在h特á小規模太陽光発電áÚºÜå相互干渉äàº

並列化áþā装置ä大容量化Â要求ËĂāg

⑵

能動型方式îä統一Â図ÿĂÜºāg中大容量äĺŘsĜ

ôÕh離島àßä小規模à系統áÀºÜåh発電機ä慣

注

ŜİČĠŐĳ}PCS~á対Ïā単独運転方式ä動向áÚº

性定数Â小ËÅh発電変動áþā需給äċŜĹŒŜĢÂ起

Üø注視Ïā必要Â¸āg

ÉāÞ動揺Â起ÉĀúÏÅàāgÉ¼ÍÕ不安定à状況å
電力貯蔵装置áþĀ安定化ËÑāÉÞÂÝÃāÂhÓäÕ

.

発電変動および系統変動に対応する機能

÷áåh高速ÁÚ高精度ä制御ÂčŜĹsĨá要求ËĂāg

従来h負荷ä変動å発電機ä制御áþĀ吸収ÍÜ周波数
Ĉ安定ËÑÜºÕgÍÁÍh再生可能đĶŔėsáþā変

スマートグリッドにおけるパワーエレクトロニ

動Â発生ÏāÞh発電機ä制御ÖÇÝå需給äĹŒŜĢÂ

クス技術の利用

難ÍÅàāgÓäÕ÷h再生可能đĶŔės側Ýø出力Ĉ
調整Íh系統îä影響Ĉ最小限áÏā必要Â出ÜÅāgÉ
ä機能å電力貯蔵装置Ĉ使ÙÜ実現ÏāÂh変動周期á応

最近Ýåh上記ä技術Ĉ取Ā込ĉÖĺŘđŕ製品ä製作
Â可能ÞàĀhĺŘđŕ技術ä適用範囲Â広ÂÙÜÃÜº
āgôÕhđĶŔėsä流通áÀÇā複雑à制御Ĉ容易á

注ĺŘsĜŜİČĠŐĳk太陽電池h蓄電池àßä発電電力Ĉ系
統電力á変換Ïā装置
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図 1 á富士電機Â進÷āĢŇsıęœĬĲáÀÇā電力

Ïā GF}ĕĹĳľœs~制御h長時間変動á対Ïā LFC

流通ĞŀŒčĪĐsŜäĢŇsı化ä概念図Ĉ示Ïg同図

}負荷周波数制御~
hËÿá長周期ä変動á対Ïā EDC}経

視Íh系統ä効率的à運転Â可能Þàāþ¼á発電h流通

必要ÞÏā電力ä貯蔵量Â異àāg電池容量å設備費á大

Àþé消費ä最適化Ĉ図ÙÜºāg富士電機åhÓäÕ÷

ÃÅ影響ÏāÕ÷hÝÃā限Ā容量Ĉ小ËÅÏāÉÞÂ望

ä事例Ĉ数多Å持ÙÜºāgÉÉÝåhĢŇsıęœĬĲ

ôĂāg
富士電機åÉä電力安定化装置Ĉh関係会社Ý¸ā株式

áÀºÜ利用Â可能àĺŘđŕ技術ä中Ýh発電Þ流通á
関Ïā実施例Ĉ紹介Ïāg

会社ďčŜĺŘsä所有Ïā西目風力発電所á設置Íh実
証研究Ĉ行ÙÕgÓä結果h風力発電所ä出力安定化á効

.

発電におけるパワーエレクトロニクス技術の利用

果Â¸āÉÞĈ確認ÏāÞÞøáh要求ËĂā機能Ĉ最小
ä設備容量Ý実現Ïā充放電制御方式Ĉ確立ÍÕg

発電áÀÇāĺŘđŕ技術ä利用例ÞÍÜ電力安定化装
置Ĉ紹介Ïāg
電力系統áÀÇā発電機åh回転型Â主体Ý¸ĀhĢ
ŇsıęœĬĲáÀºÜø本質的áå変ąÿàºgÍÁÍ
àÂÿh前述äþ¼á再生可能đĶŔėsáþā発電装置

6.6 kV 電力系統
連系点合成出力

Â系統á大量導入ËĂāÞh発電ä不安定性äÕ÷h系統
ä周波数制御á影響Â出ÜÅāg発電ä不安定性Ĉ電力貯
風力発電出力

蔵装置áþĀ補完Íh出力ä安定ÍÕ発電装置ÞÍÜ制御

電力安定化装置出力

ÏāÉÞÝh系統á対ÍÜ安定à電力Ĉ供給ÏāÉÞÂ可
能ÞàāgÉä電力Ĉ安定化ËÑā装置ä構成Ĉ図

二次電池
充放電指令

á示

⑶

Ïg図

áÀºÜåh風力発電Ĉ対象ÞÍÜºāÂh太陽

発電状態

電力安定化
装置制御部

光発電ä場合ø同様ä構成Ý対応Â可能Ý¸āg

システム
コントローラ

風力発電
出力

電力安定化装置åh再生可能đĶŔėsä出力変動分Ĉ

インバータ

補完Ïāþ¼á蓄電池Áÿ充放電Ĉ行ºh系統Þä連系点
Ýä合成ÍÕ出力Ĉ平滑化ÏāøäÝ¸āg双方向čŜ
ĹsĨä制御áþĀ充放電Ĉ可能ÞÍÜºāg

電気二重層キャパシタ
二次電池

西目風力発電所

平滑化ä目的åh系統ä電圧安定化Þ周波数ä安定化Ý
¸āg電圧ä安定化äÕ÷áåh有効電力制御h無効電力
制御Ĉ行¼g周波数ä安定化äÕ÷áåh短時間変動á対

図

電力安定化装置の概要

弥栄変電所

小脇変電所
所内負荷
219 kW

自然エネルギー発電
変動吸収用
（100 kW，30 分間）

二次電池
100 kW

燃料電池
250 kW

バイオガス発生設備

食品廃棄物

一定出力運転
125 kW

台数制御
運転

風のがっこう京都
55 kW

ガスエンジン発電機
80ｋW×5 台

メタンガス供給

制御センター
（同時同量制御）

スイス村
（風力発電）50 kW

バイオガス発電所（船木地区）

負荷
100 kW

京丹後市営和田野団地

京丹後市営堤団地

7.5 kW

9.4 kW

太陽光発電
30 kW

592 kW

京丹後市弥栄庁舎
弥栄地域公民館
178 kW

インターネット VPN
ADSL
ISDN
負荷
100 kW

太陽光発電
20 kW

弥栄町溝谷・吉野地区排水処理施設場

図

需要家，発電，変電所
計測装置へ

需要家，発電，変電所
計測装置へ

丹後あじわいの郷

京丹後市立弥栄病院

発電量・需要量
データ把握

需要家，発電
計測装置へ
リモート監視

京都エコエネルギープロジェクト概要
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ÿ下流îä一方向Ĉ前提ÞÍÜ構築ËĂÜºāg
.

流通におけるパワーエレクトロニクス技術の利用

特 集

章Ý述ïÕđœċ型電力安定化装置åh広域áÀÇā

近年h家庭用太陽光発電àß需要家Ý発電Â行ąĂāþ
¼áàĀhËÿá分散型電源Â大量á導入ËĂāÞh少à

電力ä安定化Ĉ図āøäÝ¸āg比較的狭º地域áÀºÜ

ÅÞø配電系統áÀºÜåh電力ä流Ăå必ÐÍø一方向

需給調整Ĉ行ºh電力安定化Ĉ図ÙÕ例ÞÍÜh独立行政

ÝåàÅàā}図 ~
gôÕh再生可能đĶŔėsáþā

法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発機構}NEDO~ä

発電å発電量ä制御ÂÝÃàºÕ÷h周波数ú電圧¸āº

{新đĶŔės等地域集中実証研究 京都đĜđĶŔėsŀ

å潮流Ĉ管理ÏāÕ÷áåh分散型電源側h特定地域h¸

⑷

ŖġĐĘı実証試験|
}2003 v 2007 年~Ĉ紹介Ïāg
図

áh京都đĜđĶŔėsŀŖġĐĘıä概要Ĉ示Ïg

āºå広域Ýä管理àßh従来Þå異àā手段Â必要Ý¸
āg
Éäþ¼à配電系統ä諸問題Ĉ解決ÏāÕ÷äĺŘđŕ

本実証研究ÝåhĹčē発電所Þ太陽光発電h風力発電Ĉ
設置ÍhÉĂÿ再生可能đĶŔėsáþā発電設備ÞºÅ

機器ÞÍÜh配電用自励式ä無効電力補償装置ú配電線

ÚÁä¸ÿÁÎ÷選定ËĂÕ需要家Þä間Ýh規定ËĂÕ

Ŕsŀ用需給ĹŒŜĢĜŜıŖsŒ}LBC~Â挙ÈÿĂāg

時間áÀÇā需要Þ供給äĹŒŜĢĈ取ā制御}5 分同時

ĺŘđŕ配電用機器ä普及áåh屋外設置h柱上設置hŊ

同量制御~Â行ąĂÕg実証研究å 4 企業体Àþé 2 自治

ŜįĳŜĢľœsÀþé低価格àßä条件Ĉ満足ÏāÉÞ

体ä共同研究ÞÍÜ実施ËĂh富士電機å制御ĠĢįŉä

Â必要Ý¸āg
屋外設置用ÞÍÜ耐環境性ä仕様Ĉ満足Ïā必要Â¸Āh

開発Ĉ中心á参画ÍÕg
本ĠĢįŉÝåh太陽光発電Þ風力発電ä出力ĈĤŜĞ

装置ä排熱hĠsŔ技術àßø重要áàÙÜÅāgôÕh

Ý検出Íh通信線Ĉ介ÍÜ制御ĤŜĨsá監視情報Ĉ送信

柱上設置ÞÏāÕ÷áå軽ºÉÞÂ必要条件Ý¸Āh高圧

ÍÜºāg制御ĤŜĨsÝåh変動分Ĉ補償Ïā二次電池

系統îä直接接続áþĀ変圧器ä不要Þàā技術ä開発Â

出力Ĉ演算Íh通信線Ĉ介ÍÜ二次電池á出力指令Ĉ与¾

今後必要ÞàāgôÕhľĊŜŕĢ化áþĀhŊŜįĳŜ

ÜºāgÉĂáþĀ太陽光発電Þ風力発電ä出力変動分Ĉ

ĢľœsÞÞøáĜĢı低減Ĉ行¼ÉÞø必要Ý¸āgà

吸収ÍÜºāgİsĨä計測j収集Áÿ二次電池îä指令

Àh配電用機器ÞÍÜ要求ËĂā機能Ĉ十分á満足Ïā機

値Ĉ出力ÏāôÝĈ 20 秒程度Ý処理ÍÜÀĀh数 10 秒ä

器Ĉ開発ÏāÕ÷áåh炭化Çº素}SiC~àßä次世代

発電変動Ĉ補完ÍÜ需給調整Ĉ行¼ÉÞÂ可能Ý¸āg監

İĹčĢä実用化Â必要Þ考¾ÿĂāäÝh装置ÞÍÜä

視àÿéá制御áå汎用ä広域通信網}ADSLhISDN~

実用化áå少Í時間ÂÁÁāøäÞ思ąĂāg

Ĉ利用ÏāÕ÷h距離á関係àÅ計測対象ú制御対象Â選
ïāg大規模à需給調整ĠĢįŉĈ低ĜĢıÝ実現ÏāÉ

.

ÞÂ期待ÝÃāg

スマート PCS

PCS ä直流側á太陽光ĺĶŔh二次電池hĜŜİŜĞ

ôÕh本ĠĢįŉÝåh同時同量制御Ĉ行¼á当ÕĀh

}電気二重層ĖŌĺĠĨ含ö~àßÂ接続ËĂāg太陽光

負荷変動分å基本的áåĕĢđŜġŜ発電機Ý調整ÍÜº

ĺĶŔä場合å太陽光 PCSh二次電池ä場合å電力貯蔵

āg単位時間Ýä負荷変動Â大ÃÅĕĢđŜġŜÝ追従Ï

装置hĜŜİŜĞä場合å無効電力補償装置ÞàāgčŜ

āÉÞÂ困難à場合áåh負荷変動分ä調整Ĉ二次電池á

ĹsĨÞÍÜä基本構成å共通ÍÜºā部分Â多ºgĢ

þĀ補完ÍÜºāg

Ňsı PCS åh連系á必要à通信機能Þ系統連系機能Ĉ

実証試験åh同時同量制御ä精度ÞÍÜ 5 分間h3 % ä
誤差Ĉ目標ÞÍhñò満足Ïā結果Â得ÿĂÕgÉĂáþ

標準装備ÍÕ多機能àčŜĹsĨ装置Ý¸Āh多目的á適
用ÝÃā構成ÞÏāøäÝ¸āg

Āh汎用ä広域通信網áþā制御Ýø高º精度Ĉ確保ÝÃ
āÉÞÂ実証ËĂÕgôÕhĢŇsıęœĬĲáÀÇā需
給制御ä手段ÞÍÜh二次電池ä有効性ø確認ÝÃÕg

分散型電源の発電量によって潮流
方向が複雑に変化
配電変電所

スマートグリッドにおけるパワーエレクトロニ
クス機器の今後の取組み
大規模電源

富士電機ÝåhĢŇsıęœĬĲä構築á向ÇÕ種々ä
取Ā組õĈ進÷hĺŘđŕ機器áÚºÜø新Íº技術ä開
発Ĉ促進ÍÜºāg本章ÝåhĢŇsıęœĬĲĈ今後進
展ËÑāÕ÷á不可欠à技術áÚºÜ述ïāg
.

：分散型電源

配電用パワーエレクトロニクス機器

：開閉器

電力系統åh発電å大規模集中型発電所h流通å送配電

分散型電源用ＰＣＳ
電力安定化機能
無効電力調整機能
電力貯蔵機能

設備hÓÍÜ消費å需要家Â担ÙÜºāg電力å大規模集
中型発電所Áÿ需要家á向ÁÙÜ流ĂhĠĢįŉø上流Á
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配電系統における再生可能エネルギーの大量導入
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ĺĬĚsġ化Íh系統ä構成ú再生可能đĶŔės種別á

Āh今後通信čŜĨľĐsĢhŀŖıĜŔàßÂ規格化Ë

þÿÐá多用途á適用ÝÃāøäÝ¸Ăæh再生可能đĶ

ĂÜºÅøäÞ考¾āgÉ¼ÍÕ標準化ä機能Ĉ装備ÍÚ

ŔėsĈ利用ÍúÏÅàāg先進国型}米国h欧州~
h途

Úh多目的á適用Â可能à PCS ä開発Ĉ進÷ÜºÅ予定

上国型}都市型h郊外型~
h離島型Ĉ問ąÐ同Î構成ä電

Ý¸āg

源ĺĬĚsġĈ使ºh適用ä対象áþĀ制御方式Ĉ変更Ï

系統連系機能áåhLVRT 機能h単独運転検出機能h

āÉÞÝ電源装置ÞÍÜ容易á構成ÝÃh同ÎĸsĲ仕様

連系保護機能àßÂ¸āÂhÉĂÿä機能Ĉ組õ込õh装

Ý多ÅäĠĢįŉá適用ÝÃāgÓäÕ÷課題ÞÍÜh拡

置Ĉ共通化ÏāÉÞÝ種々ä標準化á対応ÍÜºÅ}図 ~
g

張性h安全j安心h保守性}ŊŜįĳŜĢľœs~Ĉ実現
Ïā必要Â¸āg

.

新エネルギー電源パッケージ

拡張性åh需要á応ÎÜĠĢįŉä容量Ĉ拡大ÝÃāÉ

再生可能đĶŔės利用ä拡大á向ÇÜh新đĶŔės

ÞÝ¸Āh機器容量ä増加ÖÇÝàÅh種々ä電源Ĉ接続

ä導入Ĉ容易áÏāÕ÷h発電装置Þ電力貯蔵装置Ĉ一体

ÝÃhĠĢįŉ全体ä協調Â容易á図ĂāÉÞÂ必要Ý¸

化ÍÕ新đĶŔės電源ĺĬĚsġä構築Â望ôĂāg

āg安全j安心åh多様à地域Ýäh多様à人々áþā運

経済産業省äĢŇsıĜňŎĴįČ関連ĠĢįŉľĒs
Œŉ最終報告書Ýåh電力ĠĢįŉä類型比較ÞÍÜh表
⑸

á示Ï 5 種類á分類ËĂÜºāg
比較的小容量ä再生可能đĶŔėsáþā電源装置Ĉ
スマート PCS

表

電力系統の特徴
電力系統型

運転方式

分散型電源は強い電力系統と連系する。この場合，
先進国型（米国）
周波数，電圧の維持は電力系に依存することが可能
先進国型（欧州）
で，分散型電源は効率的な運転を重視することにな
途上国型（都市型）
る。

双方向変換器

図

燃料
電池

蓄電池

PCS

INV

地域発電所

地域エネルギー
マネジメントシステム

LRT

給電指令所
PCS

蓄電池

電力安定化装置
地域設置蓄電池

PCS

SVC

次世代配電
自動化システム

LBC

Ｉ
Ｔ開閉器

PCS

SVR
エリア型
電力安定化
装置

メガソーラー

LRT：Load Ratio control Transformer
SVR：Step Voltage Regulator
SVC：Static Var Compensator
LBC：Loop Balance Controller
PCS：Power Conditioner
UPS：Uninterruptible Power Supply
INV：Inverter
REMS：Retail Energy Management System
BEMS：Building and Energy Management System
FEMS：Factory Energy Management System

図

熱

地域マイクログリッド
風力
発電

GE

系統監視制御
システム

ウィンド
ファーム

スマート PCS 構成概要

水素

地域マイクログリッド

火力
水力
原子力

INV

通信ケーブル

太陽光パネル
蓄電池
電気二重層コンデンサほか

分散型電源は弱い電力系統に連系する。この場合，
分散型電源の出力が系統に影響を及ぼす可能性があ
る。このため，系統の状態を判断しながら分散型電
源を運用する必要がある。

発電所

制御装置

直流電圧，
電流

既存の系統がないため，分散型電源自身が基幹電源
となる。このため，常時周波数と電圧の維持を分散
途上国型（郊外型） 型電源が担うことになり，負荷の変動分ならびに他
の分散型電源の出力変動を吸収することが必要であ
る。

離島型

出力指令

スマートハウス

需要家システム
スマート
メータ

太陽光
発電

充電器

REMS
BEMS
FEMS

PCS

PCS

GE
燃料
電池

熱

店舗

ガス
エンジン

UPS
負荷

蓄電池 太陽光
発電

工場

商用ビル
パワエレ機器

「富士スマートネットワークシステム」におけるパワーエレクトロニクス技術適用部分
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転ÞàāÕ÷h電気á深Å関ąÙÕÉÞÂàº人々Ýø常

スマートグリッドを支えるパワーエレクトロニクス技術

参加ÏāęœĬĲä¸Ā方Ĉ問¼øäÝ¸āg
地球環境ä保全Ĉ図Āh持続的àđĶŔėsĠĢįŉĈ

á安全á運転ÝÃāÉÞÝ¸āg保守性åh故障Â少àÅ

特 集

故障ÍÜø容易á対応ÝÃāÉÞÝ¸āg

後世á残ÍÜºÅÕ÷ä舞台作ĀÂh今ôËá始ôă¼Þ

新đĶŔės電源ĺĬĚsġåh太陽光発電用 PCSh

ÍÜºāgÓäđĶŔėsĠĢįŉä実現äÕ÷áåhđ

蓄電池用 PCS ĈĺĬĚsġä中á組õ込õhēŀĠŐŜ

ĶŔėsä細úÁà制御Ĉ可能áÏāĠĢįŉÂ前提Ý¸

ÞÍÜ小水力ú風力àßá対応ÝÃāþ¼áÍÕĠĢįŉ

āgÓĂĈ可能áÏāäÂĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ý

ÞÍÜ構成ËĂāg

¸ĀhĢŇsıęœĬĲáÀÇāĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ

富士電機Ýåh多用途á適用Â可能à新đĶŔės電源
ĺĬĚsġĈ開発ÍhĢŇsıęœĬĲî展開ÍÜºÅg

技術ä役割åh今後ÞøôÏôÏ大ÃÅàāøäÞ考¾āg
ĢŇsıęœĬĲä拡大á向ÇÜhĺŘsđŕĘıŖĴĘ
Ģ技術Ĉ向上ËÑÜºÅ所存Ý¸āg

.

｢富士スマートネットワークシステム｣
図

åh｢富士ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢįŉ｣ áÀÇ
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dﬁles/g100608d08j.pdf,}参照 2010-12-21~

調整器}SVR~áh電圧安定化äÕ÷ä無効電力補償装置h

⑶

潮流制御äÕ÷ä LBC Àþé再生可能đĶŔės変動分
吸収äÕ÷ä電力安定化装置àßĈ組õ合ąÑÜh地域Ň
čĘŖęœĬĲÂ構成ËĂāgËÿáh送電系統áÀºÜ
åhđœċ型安定化装置Ĉ設置Íh地域áÀÇā電力供給
ä安定化Â図ÿĂāg
富士ĢŇsıĶĬıŘsĘĠĢįŉÝåhđĶŔėsŇ

仁井真介. 神通川亨. 自然đĶŔėsä発電出力安定化技
術. 富士時報. 2007, vol.80, no.2, p.162-165.

⑷

伊原木永二朗ñÁ. 分散型đĶŔėsĠĢįŉĈ支¾ā技
術. 富士時報. 2005, vol.78, no.6, p.423-430.

⑸ {ĢŇsıĜňŎĴįČľĒsŒŉáÀÇā論点Þ提案|
.
経済産業省. http://www.meti.go.jp/press/20100615006/2010
.
0615006-2.pdf,}参照 2010-12-21~

ĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS~ÂĢŇsıŊsĨú配電系
統áÀÇā IT 機器Áÿä情報Ĉ収集ÍÜ系統全体Ĉ監視
制御ÏāgEMS åđĶŔėsä効率化Ĉ実現ÏāÕ÷á

仁井

機器á制御指令Ĉ出ÍhĺŘđŕ機器å高速ÁÚ高精度Ý

分散型đĶŔėsĠĢįŉäđŜġĴċœŜę業

指令á応答ÏāÉÞÝh高効率ä実現Ĉ支¾Üºāg

真介

務á従事g現在h富士電機株式会社社会ĠĢįŉ
事業本部ĢŇsıĜňŎĴįČ事業部総合技術部
主席g電気学会会員g

あとがき
ĢŇsıęœĬĲåh従来đĶŔėsä主役Ý¸ÙÕ化
石燃料依存Áÿ脱却Íh電源Ĉ多様化ÏāÉÞÝhđĶŔ
ės安全保障Ĉ獲得ÍÜºÅÕ÷ä社会的à基盤Ý¸āg
ôÕhĢŇsıęœĬĲîä移行åh単àā電力系統ä改
変ÝåàÅhđĶŔėsä発生Þ消費áÚºÜh需要家ø
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UPShĺŘsĜŜİČĠŐĳ等電源装置ä開発j
設計á従事g現在h富士電機株式会社技術開発本
部製品技術研究所製品技術開発部主査g

富士時報

Vol.84 No.3 2011

スマートグリッドを支えるメータリング技術
特 集

4L[LYPUN;LJOUVSVN`[OH[:\WWVY[Z:THY[.YPKZ

秀樹 /PKLRP4H[Z\KH

松田

武田

康一 2VPJOP;HRLKH

柳谷 慎之輔 :OPUUVZ\RL@HUHNP`H

近年h再生可能đĶŔėsĈ電力系統î柔軟á連系Ïā{ĢŇsıęœĬĲ|Â世界規模Ý注目ËĂÜºāg海外Ýåh
ĢŇsıęœĬĲä構成要素ä一ÚÝ¸ā{ĢŇsıŊsĨ|ä導入Â先行Íh電気事業者Þ各需要家間ä双方向通信Â可
能ÞàÙÜºāg日本ÝåhĢŇsıŊsĨáþā電力使用量ä遠隔検針ú遠隔操作áþā電力供給調整Ĉ主à目的ÞÍh
将来的áå新ÍºĞsļĢä提供Â期待ËĂÜºāg富士電機åh需要家Â省đĶŔėsúĽsĘĠľıá積極的á参加可
能à{ĢŇsıŊsĨœŜę|Ĉ開発ÍÜºāg
Recently, smart grids for ﬂexibly connecting renewable energy to power systems have attracted attention on a global scale. Overseas,
where the introduction of smart meters, one component of a smart grid, has advanced, bi-directional communication among electric utilities
and individual consumers has become possible. In Japan, where reading of the power usage from smart meters and power supply adjustment
based on remote operation are the main objective, and the provision of future new services is anticipated. Fuji Electric is developing smart
metering that will enable consumers to actively participate in energy savings and peak shift.

早期発見j防止áþā収入ä安定化

まえがき

⒝

検針業務ä効率化}現地業務ä省力化~

人手áþā検針äĜĢı削減

世界的à異常気象ú石油j石炭àßĈåÎ÷ÞÍÕ化石

⒞

燃料îä依存hBRICs 諸国}ĿŒġŔhŖĠċhčŜĲh

設備形成ä効率化

検針İsĨĈłsĢáÍÕ柱上変圧器àßä設備設

中国~á代表ËĂā新興国ä経済成長àßáþĀh地球温
暖化ä問題ÂôÏôÏ深刻化ÍÜÃÜºāgÉäþ¼à状

計j形成ä効率化

況ä中Ý CO2 削減áþā地球温暖化防止Ĉ行¼一Úä方

⒟

停電ä早期把握Þ復旧

策ÞÍÜh再生可能đĶŔėsä有効活用Þ積極的導入Â
⒠

推進ËĂÜºāg

ĂÜºāg海外ÝåhĢŇsıęœĬĲä構成要素ä一Ú

遠隔操作áþā電力供給遮断

電気料金不払ºä需要家á対Ïā電力供給停止j停止

近年h再生可能đĶŔėsä電力系統îä柔軟à連系Ĉ
実現可能ÞÏā{ĢŇsıęœĬĲ|Â世界規模Ý注目Ë

停電情報ä把握

解除
⑵

省đĶáþā効果

Ý¸Āh電気事業者Þ各需要家間ä双方向通信Â可能à

⒜

需要Ġľıáþā負荷平準化

{ĢŇsıŊsĨ|ä導入Â先行ÍÜºāg日本ÝåhĢ

⒝

最大需要抑制áþā化石燃料費抑制Þ追加電源投資

ä回避

ŇsıŊsĨá対Íh電力使用量ä遠隔検針ú遠隔操作á
þā電力供給遮断ÖÇÝàÅhĢŇsıŊsĨĈ利用ÍÕ

⒞

新ÍºĞsļĢĈ提供ÏāÉÞø期待ËĂÜºāg
富士電機Ýåh以前Áÿ電力取引ŊsĨä開発ú電力
ŊsĨhĕĢŊsĨä遠隔検針技術ä開発Ĉ行ÙÜÃÕg
本稿Ýåh今ôÝäœĦsĢĈ活用Íh需要家á省đĶ

多様à料金ŊĴŎsä提供}İŇŜĲĞčĲŇĶġ
ŊŜıjİŇŜĲŕĢņŜĢ~

⑶

付加価値ĞsļĢ

ńsŉđœċĶĬıŘsĘ構築áþā高付加価値Ğsļ
Ģä提供

Ŕės}省đĶ~úĽsĘĠľıä実施Ĉ促Ïàßä新Í
⑴

ºĞsļĢÂ提供ÝÃā{ĢŇsıŊsĨœŜę|áÚº

日本におけるスマートメータ

Ü述ïāg
日本áÀÇā電力系統åh供給信頼度ä向上ú設備ä効

海外におけるスマートメータ

率的運用àßĈ目的ÞÍh多Åä部分å自動化ËĂÜºāg
Óä点Ý日本ä系統åh既áĢŇsıęœĬĲÝ¸āÞº

海外ÝåĢŇsıŊsĨä導入á対Íh次ä効果Â期待

ąĂÜºāgôÕhŊsĨáÀºÜø使用電力量ä計測j

ËĂÜºāg

課金j料金徴収ôÝ全体Ĉ網羅ÏāĠĢįŉÂ構築ËĂÜ

⑴

ÀĀhĢŇsıŊsĨĈ業務効率化Ĉ目的á導入ÍÜø効

電力業務効率化áÀÇā効果
⒜

不正抑制}料金徴収ŖĢä回避~
不正}盗電対策~
h不当}İsĨ改Ìĉ~使用àßä

果å限定的Þ考¾ÿĂāgÍÁÍh電力系統á再生可能đ
ĶŔėsÂ大量á導入ËĂÕ場合hÓä出力変動áþĀ電
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圧Â適正範囲Ĉ逸脱Ïā可能性Â¸ĀhĢŇsıŊsĨĈ

ġĨŔ化Þ計量İsĨä伝送機能Ĉ搭載ÍÕŊsĨä開発

利用ÍÜh監視j制御Ĉ行¼ÉÞÂ考¾ÿĂāg

Ĉ進÷ÜºāgÉäŊsĨĈ利用ÍÕ遠隔検針ĠĢįŉä

特 集

開発j導入Â一部Ý進÷ÿĂÜºāg

Ëÿáh電力供給設備稼動率ä向上ú需要家äđĶŔ

Éäþ¼àĠĢįŉå計量技術ú通信技術ä革新áþĀh

ės利用ä見¾ā化j環境負荷低減á対ÏāĞsļĢ提供
àßh需要家Þä新ÍºĜňŎĴĚsĠŐŜĭsŔÞÍÜ
ä利用Â考¾ÿĂāg

センターシステム
CEMS・MDMS

スマートメータリングの全体構成とその要素
ĢŇsıŊsĨœŜęĠĢįŉä全体構成äčŊsġĈ
図 á示Ïg需要家Þä双方向通信áþāđĶŔėsŇĶ

コンセントレータ

ġŊŜıĈ行¼ĠĢįŉĈ構成ÏāċčįŉÞÍÜh次ä

Ethernet

øäÂ¸āg

専用
WAN

⒜

ĢŇsıŊsĨ

⒝

通信技術

⒞

宅内表示器

⒟

ĜŜĤŜıŕsĨ

⒠

MDMS}Meter Data Management System~

通信

家電制御

ÉĂÿä各構成要素áÚºÜh主à機能Ĉ次á述ïāg
プラグイン
ハイブリッド車

⑵h⑶

.

スマートメータ
（通信ユニット内蔵）

HEMS

スマートメータ

分散型
電源など
宅内表示器
（＋蓄電池）

CEMS : Cluster Energy Management System
MDMS : Meter Data Management System
HEMS : Home Energy Management System

日本áÀºÜh現在各家庭àßá設置ËĂÜºāŊsĨ
åhċĳŖę式äøäÂñÞĉßÝ¸āg
図

á示Ïþ¼áh富士電機å 1990 年代Áÿ計量äİ

1991
1994 〜 1996
性能構造基準
システム化計量器検討
（第 2 版） 1993

法・制度
計
器
導
入
の
要
因

図

スマートメータリングシステムの全体構成イメージ

1999

自主検査開始
2001

2009
検則
JIS 化

新計量法完全適用

新計量法

料金制度

1995/4
1990/11 1992/6
適用対象の拡大 蓄熱調整契約の
時間帯別
低圧分野への拡大
料金制度導入
（選択制）

新技術
・
仕様変更

1990
低圧家庭用計器
仕様検討
コストダウン検討

1999
Ⅴ型計器

1990
家庭用時間帯別計器

kW

2000/4
季時別料金メニュー
多様化

1995
低圧蓄熱用時間帯別計器

2000

2007
新型計器
（60 A）

2002
サイクリック表示
低圧家庭用計器
コストダウン検討
低圧多時間帯計器

2008
新型計器
（60 A）

50

電
子
式
計
器
導
入
の
経
過

＜従来
システム＞
普通電力量計
（機械式）

1999
250 A 単独計器

2002
低圧季時別計器（通信機能付）

多品種・
多機能化

1990
通信機能付低圧計器

契約電力

1995
電子式温水器用
タイムスイッチ

2010
新型計器
（120 A）

2003
停止・停解装置

0
年

図
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電子式計器導入の経過
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能Ĉ持ÙÜÀĀh中継器ÊÞä転送先選択j通信状態変化
á強ÅhÀ互º通信時á同期維持Â不要Ý¸āÉÞÁÿh
待×時間àßÂàÅàāÉÞÝ¸āg

特 集

方向通信Â可能ÝhŊsĨ間ÀþéÓä他ä機器Þø通信
可能àŊsĨÂ開発ËĂ始÷hÉĂÂ先áø記述ÍÕhº
ąüāĢŇsıŊsĨÞ呼æĂāøäÝ¸āgĢŇsı
ŊsĨáåh需要家Þä双方向通信áþāđĶŔėsŇĶ

.

ġŊŜıĈ実現ÏāÕ÷á次ä機能Â必要Ý¸āg

宅内表示器

今後h省đĶú CO2 削減Ĉ考¾Õ場合h各家庭ä理解

⒜

計量j計量値表示

Þ協力å欠ÁÑàºøäÞàāgôÕh現在čŜĨsĶĬ

⒝

上位ĠĢįŉÞä通信áþĀ遠隔検針

ı回線àßčŜľŒ整備Â全Ü整ÙÜºāÞå限ÿàºä
Â実情Ý¸āg

⒞

電力供給停止j停止解除}ĩčŕĘı計量時äõ~

⒟

電圧j電流計測}上位ĠĢįŉÁÿä要求時~

⒠

İŇŜĲŕĢņŜĢ実施äÕ÷宅内表示器Þä通信

宅内表示器åĢŇsıŊsĨÞ直接通信ÏāÉÞáþĀh
消費電力j使用電力料金ä見¾ā化àÿéá上位ĠĢįŉ
ÁÿäİŇŜĲŕĢņŜĢä依頼Ĉ表示Íh応答ÏāÕ÷

.

通信技術

á設置Ïāg
実際á搭載Ïā機能Ĉ次á示Ïg

従来h日本áÀÇāŊsĨä検針åh検針員Â各家庭
Ĉ訪問Íh計量値Ĉ読ö方式Â採ÿĂÜÃÕ}面前検針~
g

⒜

計量İsĨ表示

ÍÁÍh近年åĤĖŎœįČ面Ĉ重視ÍÕēsıŖĬĘŇ

⒝

電力使用量ęŒľ表示

ŜĠŐŜä普及á伴ºh遠隔検針Â必要ÞàÙÜÃÜºāg

⒞

電力料金表示

通信方式áÚºÜø有線j無線Ĉ問ąÐhËôÌôà方法

⒟

İŇŜĲŕĢņŜĢ依頼ä表示j応答

Â適用ËĂÜÃÕg一昔前ôÝå電話回線Â主流Ý¸ÙÕ

⒠

上位ĠĢįŉÁÿäĕčĩŜĢ
ŊsĨÞä通信

Âh携帯電話ä普及á伴ºh最近Ýå有線電話Ĉ持Õàº

⒡

家庭ø増¾ÜÃÜºāg富士電機Ýåh1980 年代Áÿ有

ÉĂÿä機能ä実現áþĀ需要家ä地域đĶŔėsŇĶ

線j無線Ĉ問ąÐhËôÌôà通信媒体h機器h周波数Ĉ

ġŊŜıîä参加意識Ĉ高÷h積極的á間接負荷制御Ĉ行

用ºÕ通信方式Ĉ開発ÍÜÃÜºā}表 ~
g

¾ā環境Â構築ÝÃāg
àÀhİŇŜĲŕĢņŜĢĈ実現ÏāÕ÷áh電力事業

ĢŇsıŊsĨä通信方式å次ä理由áþĀ特定小電力
無線ÞÍÜºāg
⒜

近年開放ËĂÕ周波数帯域äÕ÷干渉Â少àÅhÁ

者Þ需要家á対Íh双方äŊœĬıĈ見ºÖÏ必要Â¸āg
ÓäÕ÷ä制度設計Â課題Ý¸āg
実際á設置Ïā機器Ýåh5 v 7 čŜĪ液晶ŋĴĨĈ搭

Ú透過性Â良ºÉÞ
⒝

今後ĢŇsıŊsĨå既設ä置換¾需要Â多ºÕ÷h

有線þĀ無線ä利用Â有効Ý¸āÉÞ

載ÍÕ携帯端末áh前述ÍÕ機能Ĉ持ÚċŀœĚsĠŐŜ
Ĉ組õ込ĉÝºāg

àÀhİŇŜĲŕĢņŜĢĈ実現ÏāÕ÷áh上位ĠĢ
įŉá対Ïā通信Þ宅内表示器á対Ïā通信Ĉ考慮ÍàÇ

.

コンセントレータ

ĂæàÿàºgÓÉÝh1 ĔsĲ 2 ĪĬŀ搭載型}1 枚ä

ĜŜĤŜıŕsĨÞåh一般á複数ä回線Ĉ束ãā装置

ŀœŜı基板á 2 種類ä無線方式Ĉ搭載Ïā方式~ÞÍÜ

äÉÞĈ意味Ïāg本稿Ýåh複数台äŊsĨİsĨ情報

ºāg

Ĉ集約ÍhôÞ÷Ü上位ĠĢįŉá送信Ïā装置äÉÞĈ

無線áþā通常端末Þ基地局ä 1 対 1 通信ÖÇÝåh通

指Ïg

信Â確立ÝÃàº場合Â多々¸āgÉäÕ÷h富士電機Ý

ĢŇsıŊsĨå本体á通信機能Ĉ搭載ÍÜºāÂh1

å従来hċĲńĬĘĶĬıŘsĘÞŇŔĪńĬŀ通信方式
Ĉ開発ÍÜÃÕgċĲńĬĘĶĬıŘsĘÞåh
{固定的

表

富士電機の遠隔検針に対する通信技術

àčŜľŒú集中管理機構ÂàºĶĬıŘsĘ|Ý¸āg
電力線搬送

ÚôĀh無線 LAN äþ¼àċĘĤĢņčŜıĈ必要ÞÍ

光ファイバ

àºh無線Ý接続ÝÃā端末}ĺĦĜŜh携帯電話àß~
äõÝ構成ËĂÕĶĬıŘsĘÝ¸Āh各端末ä位置ú信

有

電話回線

線

同軸ケーブル

号ä変化á応ÎÜ自動的á最適à通信経路Â随時構築ËĂ
āgôÕhŇŔĪńĬŀ通信方式å多数ä端末Ĉ多段接続

専用線

Ïā形態Ý¸Āh¸ā限定域内Ýä簡易àĶĬıŘsĘ構

ポケットベル
携帯電話

築ä手段ÞÍÜ極÷Ü有効Ý¸āg

PHS

一般的áŇŔĪńĬŀ通信方式áåhĢĨs型hĭœs
型hŊĬĠŎ型Â¸āg富士電機åÉä中Ý接続性Ĉ最大
限考慮ÍhŊĬĠŎ型ä応用ÞÍÜ多段中継方式ä採用Ĉ
検討ÍÜºāg
Éä方式ä特長ÞÍÜåhÀ互ºä機器同士ÂŔsĨ機

無

線

Bluetooth
近距離無線
特定小電力

315 MHz
429 MHz
950 MHz
2.4 GHz
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スマートグリッドを支えるメータリング技術

特 集
スマートハウス（20 戸）

スマートオフィス（5 か所）

スマートストア（4 か所）

スマートスクール（4 校）

スマート
コミュニティ
センター

次世代 SS（1 か所）
（EV 等用急速充電器，
太陽光発電、水素ステーションも併設）

スマートデータセンター（1 か所）

スマートホスピタル（1 か所）

双方向で通信・制御

スマートファクトリー（10 か所）

スマートレンタサイクル
ステーション（3 か所）

スマート街灯（30 か所）

（出典：北九州市スマートコミュニティ創造事業パンフレット）

図

北九州市スマートコミュニティ

台ÐÚ上位ĠĢįŉÞ通信Ĉ行¼Þ通信効率Â悪化Ïā

③

状態管理

ÖÇÝåàÅh上位ĠĢįŉä負荷ø重ÅàāgôÕh上

④

停電管理

位ĠĢįŉÂ遠隔地á¸ÙÕ場合h多段中継方式ä通信

⑤

料金管理

Ĉ行ÙÜø伝送遅ĂàßĈ考慮ÏĂæh通信距離á限界Â

⑥

需要家管理

¸āgÍÕÂÙÜh¸āôÞôÙÕ台数ÊÞáĜŜĤŜı

⑦

機器管理

ŕsĨĈ設置Íh限定ËĂÕđœċ内äŊsĨİsĨ情報

⑧

需要予測j発電予測á基ÛºÕİŇŜĲŕĢņŜ

Ģ

Ĉ集約Íh有線Ĉ経由ÍÜ上位ĠĢįŉá通信Ĉ行¼方式
ÞÍÜºāg

⑨

Óä他
⑷

.

MDMS（Meter Data Management System）

実証事業への参画と検証

MDMS ÞåhĢŇsıŊsĨÁÿ収集ÏāİsĨĈ分
析Íh需要家á付加価値ä高ºĞsļĢ提供Ĉ行¼ĠĢį
ŉĈ指Ïg
上位ĠĢįŉÝå地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ
}CEMS~内á MDMS 機能Ĉ実装Ïāg搭載Ïā機能å
次á示ÏÞÀĀÝ¸āg
⒜

İsĨ収集機能

経済産業省資源đĶŔės庁ä{次世代đĶŔėsj社
会ĠĢįŉ実証事業|Â横浜市h豊田市h京都府h北九州
市ä 4 地域áÀºÜ実施ËĂÜºāg富士電機åh北九州
市Ĉ主体ÞÍÕĢŇsıĜňŎĴįČ実証事業á参画ÍÜ
ºā}図 ~
gÉä実証事業áÀºÜåhĢŇsıŊsĨ
ä利用áþÙÜh遠隔検針j電力供給ä遮断äõàÿÐh

①

İsĨ収集機能

œċŔĨčŉŀŒčĠŜęú時間帯別ä料金ŊĴŎsàß

②

停止/停止解除制御機能

制度設計Ĉ行ÙÕ上Ýh電気料金Þ電気使用量ä見¾ā化

③

装置管理}ŊsĨjĜŜĤŜıŕsĨjĶĬı

úhđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS~
j通信j宅

ŘsĘàß~

内表示器Ĉ使用ÍÕİŇŜĲŕĢņŜĢáþā省đĶ効果

監視機能

ä実証ø行¼予定Ý¸āg

⒝
①

監視機能}ŊsĨjĜŜĤŜıŕsĨjĶĬı
ŘsĘàß~

⒞

あとがき

İsĨ管理機能
①

ŊsĨ管理

日本Ýå欧米Þ異àĀh電力会社ä中長期需給予測j計

②

İsĨ管理

画á基ÛÃ電力供給設備Ĉ建設ÍÜºāgÓäÕ÷電力供

212（ 40 ）

富士時報

Vol.84 No.3 2011

給á関ÍÜå十分余裕Â¸āÞ考¾ÿĂÜÃÕgÍÁÍh

スマートグリッドを支えるメータリング技術

ĢĪŌŜĢ. NRI Management Review. 2008, vol.20, p.10-13.
⑷ {次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ構築á向ÇÜ|
. 経済産
業省. 2010-01-19. http://www.meti.go.jp/committee/materi-

ÈÿĂÜºāg

.
als2/downloadﬁles/g100119a03j.pdf,}参照 2011-01-06~

近º将来大量á導入ËĂāÝ¸ă¼再生可能đĶŔės
àÿéáŀŒęčŜĸčĿœĬĲ車j電気自動車äþ¼á
蓄電機能Ĉ持Ú機器àßh今ôÝä需要ĺĨsŜÞå異à

松田

ā事象Ĉ把握Ïā意味áÀºÜøh本製品Ĉ開発Ïāäå

配電自動化j自動検針ĠĢįŉ分野ä技術企画h

重要à意味Â¸āÞ考¾Üºāg

đŜĴġċœŜę業務á従事g現在h富士電機株

今後ËôÌôà機能áÚºÜ開発Ĉ進÷ÜºÅÂh上位

秀樹

式会社社会ĠĢįŉ事業本部ĢŇsıĜňŎĴ
įČ事業部総合技術部主査g

ĠĢįŉÞ協調Ĉ取āäåø×ăĉäÉÞh需要家á受Ç
入ĂÿĂāøäÛÅĀĈ心掛ÇÜºÃÕºg
富士電機å今後ÞøęŔsŀä技術力Ĉ結集Íh市場環

武田

康一

境ú新技術ä変化á応ÎÕ研究j開発Ĉ進÷hđĶŔės

電力đĶŔėsŀŒŜıä保護j監視制御ĠĢį

Þ環境ä調和Ĉ実現Ïā{ĢŇsıŊsĨœŜę|ä発展

ŉä設計á従事g現在h富士電機株式会社生産統

á貢献Ïā所存Ý¸āg

括本部東京事業所ĠĢįŉ技術ĤŜĨs社会ĠĢ
įŉ第二部g電気学会会員g
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特 集
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浩 /PYVZOP/VYPN\JOP

堀口

石川

健一 2LUPJOP0ZOPRH^H

福山

良和 @VZOPRHa\-\R\`HTH

鉄鋼h一般産業h店舗流通h水処理h地域ĜňŎĴįČàßhËôÌôà分野áÀÇāđĶŔėsä見¾ā化ú省đĶŔ
ės}省đĶ~制御処理Ĉ統合ÍhđĶŔėsŇĶġŊŜı機能Ĉ迅速ÁÚ廉価á提供ÏāÕ÷ä統合đĶŔėsŇĶġŊ
ŜıĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg電力hĕĢh水h熱àßäËôÌôàđĶŔėsŋİŔĈ扱¼ÉÞÂÝÃh自
然đĶŔėsø含÷Õ省đĶ最適制御Â可能Ý¸āg各種 Web 画面áÀºÜ各国ä言語ĈĞņsıÍhĞsĹ 1 台ä小規
模ĠĢįŉÁÿ数十台áø及ì大規模ĠĢįŉôÝĈ同ÎđŜġĴċœŜęĭsŔÝ簡単á構築ÝÃāg
Fuji Electric developed an integrated energy management system (EMS) platform that can visualize energy consumption and integrate
energy-saving controls for the steel industry, general industry, stores, distribution, water treatment, regional communities, and so on to
provide energy management functions expeditiously and at low cost. The platform can treat various energy models such as electric power,
gas, water and heat energies and can realize optimal energy-saving control including renewable energies. In the platform, various web screens
support local languages, and systems ranging in size from a small single-server system to a system consisting of several tens of servers can be
developed easily using the same engineering tools.

ės最適化j制御機能Ĉ選択Í実装ÝÃāÉÞg

まえがき
⒝

ŏsğäđĶŔės設備規模á応ÎÜhĞsĹ単独

Áÿ複数ĞsĹä大規模分散ĠĢįŉôÝÂ簡単ÁÚ

日本政府ä温室効果ĕĢ削減ä中期目標設定}2020 年

同ÎđŜġĴċœŜę操作Ý短期間á構築ÝÃāÉÞg

ôÝá 1990 年比Ý 25 % 排出Ĉ削減~ĈåÎ÷h
đĶŔ
⒞

ėsä使用ä合理化á関Ïā法律
}省đĶ法~ä改正h

ēŜŒčŜ運転中áÀºÜøhĠĢįŉ増強úĠ

Ëÿáå今年á発行Ĉ予定ÍÜºāđĶŔėsŇĶġŊŜ

ňŎŕsĠŐŜáþāđĶŔės設備拡張j更新時ä

ıá関Ïā国際規格}ISO 50001~àßh地球温暖化防止

評価Â行¾āÉÞg

îä対応Â急務ÞËĂÜºāgôÕh世界的áø持続可能
à社会Ĉ目指ÍÕĢŇsıĜňŎĴįČÂ数多Å推進ËĂh

.

新đĶŔėsä導入ú省đĶŔės}省đĶ~îä取組õ

ソフトウェア構成
図

áh統合 EMS ŀŒĬıľĒsŉÞÓä周辺äĦľ

Â進ĉÝºāgÉĂÿĈ実現ÏāáåhđĶŔėsä需給

ıďĐċ構成Ĉ示ÏgĦľıďĐċ構成åh各種 Web 画

全体Ĉ統合ÍÕ管理j運転Â必要Ý¸ĀhđĶŔėsŇĶ

面h実績İsĨ管理h最適化j制御ŀŖęŒŉ群Þh現場

ġŊŜıĠĢįŉ}EMS~Â今ôÝ以上á大Ãà役割Ĉ

ĤŜĞú制御装置Þä通信Ĉ管理ÏāĲŒčĹ管理àßh

担¼ÉÞáàāg

一般的à EMS ä構成Þ同ÎÝ¸āg本ŀŒĬıľĒsŉ

富士電機åh電力h鉄鋼h水h産業h店舗流通àßä各

ä最大ä特徴åhÓĂÿĈ結é付Çā高速ŀŖęŒŉ連携

分野áÀºÜđĶŔėsĞŀŒčĪĐsŜá着目ÍÕ各

ĞsļĢ ｢Fuji Service Bus｣h高速İsĨ共有ĞsļĢ

⑴

種 EMS Ĉ開発ÍÜÃÕgÉĂÿ地域 EMS}CEMS~
h工

｢Field Connector｣h統一đĶŔėsĶĬıŘsĘŋİŔ

場 EMS}FEMS~
h ļ Ŕ EMS}BEMS~
h 店 舗 流 通 EMS

á¸āgĴsģá応ÎÜĞsĹ 1 台Áÿ複数台ä大規模分

}REMS~ä各機能Ĉ一ÚäŀŒĬıľĒsŉ上á統合化

散ĞsĹ構成ä EMS Ĉh同ÎŀŒĬıľĒsŉ上á同Î

ÍhËôÌôà現場Ĵsģá合ÙÕ EMS 機能Ĉ迅速ÁÚ

đŜġĴċœŜę操作Ý短期間á構築ÏāÉÞÂÝÃāþ

廉価á提供ÏāÕ÷ä統合 EMS ŀŒĬıľĒsŉĈ開発

¼áàÙÜºāg
統合 EMS ŀŒĬıľĒsŉä中心ÞàāÉĂÿä機能

ÍÕg

ÀþéÓä周辺ä機能áÚºÜ説明Ïāg

構成と機能
.
.

開発コンセプト

統合 EMS ŀŒĬıľĒsŉåhEMS Ĉ構築Ïā上Ý

高速プログラム連携サービス ｢Fuji Service Bus｣

EMS Ĉ構築Ïāáåh制御対象ä規模h要求ËĂāĦ
ľıďĐċä機能数h監視制御ä周期ú必要àĞsĹä冗

ä核Þàā重要àňĲŔďĐċÝ¸āgÓä開発ĜŜĤŀ

長性á応ÎÜhĠŜęŔĞsĹ構成ÁÿhCEMS àßä

ıå次äÞÀĀÝ¸āg

ĞsĹÂ十数台á及ì大規模分散ĞsĹ構成Þàā場合ø

⒜

ËôÌôàđĶŔės}電力hĕĢh水h熱àß~

設備á対ÍÜh分野Ĉ問ąÐ目的á応ÎÕ各種đĶŔ
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最適化・制御
プログラム

最適化・制御
プログラム群
（アドオン利用）

実績データ
管理

各種 Web 画面

Web
プラント図
各種系統図
警報画面

Web
最適化・制御
プログラム
業務画面

Web
実績データ
分析画面

統合エンジニアリングツール

グローバル言語対応

特 集

統合 EMS プラット
フォームの範囲

統合エネルギーマネジメントシステムプラットフォーム

実績データ
管理サービス
実績データ
マルチテナント管理

高速プログラム連携サービス「Fuji Service Bus」
Enterprise Service Bus

統一エネルギーネットワークモデル（制御対象モデル）

高速データ共有サービス「Field Connector」

通信ドライバ管理
通信ドライバ

図

通信ドライバ

通信ドライバ

通信ドライバ

統合 EMS プラットフォームとその周辺のソフトウェア構成

Ĉ意識ÏāÉÞàÅh各ĞsĹá分散配置Ïā最適化j制

Bus Þø連携ËÑhęŖsĹŔĢĨŜĩsĲà基幹系Ħľ

御ŀŖęŒŉ間ú Web 画面Þ最適化j制御ŀŖęŒŉ間

ıďĐċÞä標準的à連携Ĉ実現Ïāg

Ýä処理Ĉ連携ËÑāÕ÷ä仕組õÝ¸āg
従来h分散環境áÀÇāŀŖęŒŉä呼出Íå{X ŀŖ
ęŒŉå Y ĞsĹ上á存在Ïā|Þº¼þ¼áh各ŀŖ
ęŒŉäĞsĹ配置情報Ĉ事前á定義ÍÜºÕgÓäÕ÷h

.

高速データ共有サービス ｢Field Connector｣

各ŀŖęŒŉå Fuji Service Bus áþĀhßäĞsĹ
上á配置ÍÜø相互á連携ÏāÉÞÂÝÃāgÍÁÍh各

制御対象量ä増加á伴¼ĞsĹ増強作業úĞsĹ構成変更

ŀŖęŒŉÂ実際á演算ú制御ÏāÕ÷áåh各ŀŖęŒ

作業時áåhĠĢįŉđŜġĴċáþÙÜĠĢįŉĈ停止

ŉÂßäĞsĹ上á¸ÙÜøēŜŒčŜİsĨä参照ú制

ËÑh各ŀŖęŒŉäĞsĹ配置情報Ĉ再定義Ïā必要Â

御指示Â行¾ā環境Â必要Ý¸āg
Field Connectoråh

¸ÙÕg

ÉĂĈ実現Ïā仕組õÝ¸āg

ÉĂá対ÍÜ Fuji Service Bus Ýåh事前äŀŖęŒ

Field Connector åhTAG 管 理}
{TAG0001| à ß ä

ŉäĞsĹ配置情報定義Ĉ必要ÞÑÐhĞsļĢ名}ŀŖ

TAG 名 Þ Ó ä TAG 値 Ý İ s Ĩ 管 理 Ï ā 方 式 ~ á þ Ù

ęŒŉä持Ú機能名~ÖÇÝºÐĂÁäĞsĹ上á存在Ï

ÜēŜŒčŜİsĨĈ管理Ïāg一般的à TAG 値å整

ā該当ŀŖęŒŉĈ呼é出ÏÉÞÂÝÃāgÉĂåhFuji

数 値 ú 浮 動 小 数 点 値 Ĉ 1 個 ä õ 扱 ¼ ä á 対 Í ÜhField

Service Bus Â各ĞsĹá存在ÏāĞsļĢ名œĢıĈ動

Connector ä TAG 値 å 可 変 長 ä 文 字 列 Ý ¸ āg É Ă á

的ÁÚœċŔĨčŉá情報交換ÍÜºāÕ÷Ý¸āg
ÉĂáþĀhŏsğÂ後述Ïā統合đŜġĴċœŜę

þĀ 30 分ÊÞä発電計画値àßh連続Ïā複数個ä数値
İsĨøĔŜŇ区切Āä文字列İsĨÞÍÜ扱¼ÉÞÝ

ĭsŔä簡単à操作áþÙÜh最適化j制御ŀŖęŒŉĈ

TAG 値á記憶ÝÃāþ¼áàÙÜºāg例¾æh次á示

新規á追加ÍÕĀh既á搭載ÍÜºā最適化j制御ŀŖę

Ï順áŀŖęŒŉ間ÝİsĨ連携}30 分単位Ý 24 時間分

ŒŉĈ CPU 負荷á合ąÑÜĞsĹ間Ĉ移動ËÑÕĀÍÜ

ä連続İsĨ~Ïā場合áø TAG 管理Â有効利用ÝÃāg

øhFuji Service Bus Â瞬時á各ŀŖęŒŉäĞsĹ配置

⒜

電力需要予測ŀŖęŒŉ

情報Ĉ把握ÏāgÉäÕ÷hĠĢįŉ運転Ĉ継続ÍÕôô

⒝

電力需要予測値á合ąÑÕ発電機ÊÞä最適発電計

Ýä作業Â可能ÞàÙÜºāg
ôÕhÉĂôÝá開発ÍÜÃÕ各分野ä最適化j制御

画ŀŖęŒŉ
⒞

最適発電機計画á沿ÙÕ発電機制御ŀŖęŒŉ

ŀŖęŒŉ群åhËôÌôà言語}ChC++hJava~Ĉ使

Ëÿáh全ĞsĹ上ä Field Connector å相互á連携

用ÍÜºāÕ÷h容易á相互連携ÏāÉÞÂÝÃàÁÙ

ÍÜÀĀh各ĞsĹ上ä Field Connector Â全ĞsĹä

ÕgÉĂá対ÍÜ Fuji Service Bus åh開発言語á依存

TAG 値Ĉ管理ÏāÕ÷hTAG 値Ĉ参照j更新Ïā各ŀŖ

ÑÐ相互á連携ÝÃāgÉäÕ÷h富士電機ä EMS Ħľ

ęŒŉÂßäĞsĹ上á存在ÍÜºÜø問題àÅ動作Ïāg

ıďĐċ資産Ĉ統合的á提供ÝÃāþ¼áàÙÜºāg
今後hFuji Service Bus å汎用的à Enterprise Service

次áhField Connector åŀŖęŒŉ間äİsĨ連携á
利用ÏāÖÇÝàÅh通信ĲŒčĹ管理Ĉ経由ÍÜ現場機
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器Þ接続Ïā機能Ĉ持ÙÜºāg現場ĤŜĞú制御機器Þ

最適化j制御ŀŖęŒŉÝ利用ÏāŋİŔ表現形式îÞÓ

通信ÍÜ得ÿĂāēŜŒčŜİsĨĈ TAG 値ÞÍÜ管理

ĂÔĂ変換ÍÜ使用Ïāg

特 集

電 力 系 統 ŋ İ Ŕ ä 作 成 á À º Ü å IEC 61968 À þ é

ÍhôÕ逆á TAG 値îä設定ĈÓäôôľČsŔĲ機器

IEC 61970 ä CIM}Common Information Modelk共通情

á制御出力ÏāÉÞø行¼g
Éäþ¼áhField Connector áþĀhßäĞsĹ上Á

報ŋİŔ~Þ統一đĶŔėsĶĬıŘsĘŋİŔÞä相互

ÿø各種ŀŖęŒŉ間äİsĨ共有hĠĢįŉ全体äēŜ

変換機能Ĉ開発中Ý¸Āh既設ä系統設備İsĨÂþĀ簡

ŒčŜİsĨ参照h制御出力Â可能ÞàÙÜÀĀhĴsģ

単á取Ā込÷āþ¼áàāg

á応ÎÕĠĢįŉ構成Â簡単á構築ÝÃāg
Field Connector åhĠĢįŉ全体Ý 50 万個ä TAG Ĉ

.

管理ÏāÉÞÂÝÃāg

実績データ管理サービス

実績İsĨ管理ĞsļĢåhField Connector Áÿ定周
期á TAG 値Ĉ抽出Í実績İsĨÞÍÜ蓄積管理Ïā機能

.

統一エネルギーネットワークモデル

Ý¸Āh標準装備ÏāđĶŔės分析機能Ĉ利用ÏāÉÞ

đĶŔėsĶĬıŘsĘŋİŔåh電力hĕĢh水h熱
àßäđĶŔėsÂ各機器áÀºÜßäþ¼á変換j伝達

áþĀhđĶŔės使用状況Ĉ分ÁĀúÏÅ分析ÏāÉÞ
ÂÝÃāg

ËĂāÁĈ定義ÍÕøäÝ¸āg

実績İsĨ管理ĞsļĢÝåh各実績İsĨĈ事業所j

đĶŔėsä最適化ú需給ĹŒŜĢ制御Ĉ行¼Õ÷áåh

工場h建屋hŒčŜh機器äþ¼à設備階層上áèø付Ç

Óä制御対象äđĶŔėsä伝達関係Ĉ各種最適化j制御

ÜÀÅÉÞáþĀh企業全体ú任意ä設備階層配下Ýäđ

ŀŖęŒŉ群Â共通á認識Ïā必要Â¸āg従来ä各分野

ĶŔės集計Â瞬時á行¾āg表示方法ÞÍÜhđĶŔ

ä最適化j制御ŀŖęŒŉ群Ýåh最ø効率良Å計算Ïā

ės種類構成ęŒľ}ĕĢh重油h石炭h電力àß~ú

Õ÷áÓĂÔĂ異àāŋİŔ表現方式Ĉ適用ÍÜÃÕgÉ

đĶŔės用途構成ęŒľ}動力h空調h照明àß~Ĉ

äÕ÷h適用Ïā最適化j制御ŀŖęŒŉÊÞá異àāđ

t-CO2}二酸化炭素換算ıŜ~ú原油量換算Ý表示ÏāÉ

⑵v ⑷

ŜġĴċœŜęĭsŔÝŋİŔ定義Ĉ行¼必要Â¸ÙÕg

ÞÂÝÃāgôÕh任意ä計測İsĨĈ組õ合ąÑÜęŒ

ÉĂá対ÍÜhŏsğÝø簡単áđŜġĴċœŜęÂÝ

ľ化Í表示ÏāÉÞúh表計算ĦľıďĐċá出力ÍÜ独

Ãāþ¼áÏāÕ÷h直感的á理解ÍúÏÅh適用Ïā最

自ä分析Ĉ行¼ÉÞø可能Ý¸āg

適化j制御ŀŖęŒŉá依存Íàº共通ä統一đĶŔės

実際äđĶŔės分析áÀºÜåh生産量ú稼動時間à

ĶĬıŘsĘŋİŔÞàāþ¼áh表現方法úİsĨ構造

ßø考慮ÍÕ分析ø重要Ý¸āg実績İsĨ管理ĞsļĢ

Ĉ規定ÍÕgÉĂáþĀh適用Ïā最適化j制御ŀŖęŒ

åh設備階層上áđĶŔės以外äËôÌôàİsĨĈ関

ŉä種類á関係àÅh同一đŜġĴċœŜę操作áþāđ

連付ÇÜ管理ÏāÉÞÂÝÃh設備階層位置Ĉ横串áÍÕ

ĶŔėsĶĬıŘsĘŋİŔä定義ÂÝÃāþ¼áàÙÕg

đĶŔės分析Â行¾āþ¼áàÙÜºā}図 ~
g

図

実績İsĨ管理ĞsļĢåhŇŔĪįĳŜı管理機能Ĉ

áh統一đĶŔėsĶĬıŘsĘŋİŔä表現例Ĉ

示Ïg

持ÙÜºāgÉĂåhSaaS}Software as a Service~環境

本ŋİŔ表現方式ÝåķsĲá設備Ĉ置Ãh設備間ä接

á本機能Ĉ搭載ÏāÞh1 台äĞsĹÝø同時á複数企業

続関係ĈĿŒŜĪÝ結ìķsĲ−ĿŒŜĪŋİŔÝ表現Ï

}複数įĳŜı~á対ÍÜ実績İsĨ管理ĞsļĢĈ提供

āgËÿáåhķsĲáåđĶŔėsä変換特性}効率à

ÝÃāøäÝ¸āg

ß~ä定義ú最大出力h現場機器äœċŔĨčŉ状態Ĉ入

本ĞsļĢåhĢŇsıĜňŎĴįČàßáÀºÜ各家

手Ïā TAG 名ú制御出力先ä TAG 名àßø機器äŀŖ

庭úļŔh企業Áÿ収集ÍÕđĶŔėsİsĨĈ見¾ā化

ĺįČÞÍÜ定義ÏāgķsĲ機器ä種類áþÙÜßäþ

ĞsļĢÞÍÜ提供Íh省đĶîä意識Ĉ高÷āÕ÷ä有

¼àŀŖĺįČÂ必要Ý¸āÁå事前á統一管理ÍÜºāg

効à手段Þàāg

ÉäŋİŔ定義å xml İsĨÞÍÜ出力ËĂh各分野ä

ノード
購入電力

購入燃料

ブランチ

ノード

電力量
燃料量

設備階層管理

電力負荷

ボイラ

蒸気量

発電機

電力量
蒸気量

ボイラ

蒸気量

発電機

＋

〇〇工場

−

ロロ工場
AA 建屋

＋

蒸気負荷

××ライン

−

電力量

−

蒸気量

図

＋

蒸気量

統一エネルギーネットワークモデルの表現例
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×× 工程

×× 装置
＋

ボイラ

生産管理

保全管理

・・・・

ロロ工場
エネルギー

ロロ工場
生産量

ロロ工場
稼動時間

ロロ工場
・・・・

××ライン
エネルギー

××ライン
生産量

××ライン
稼動時間

××ライン
・・・・

×× 装置
エネルギー

×× 装置
生産量

×× 装置
稼動時間

×× 装置
・・・・

×× 装置

蒸気量
電力量

発電機
燃料量

エネルギー
分析支援

TOP

＋

図

×× 工程
××ライン

BB 建屋
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ŋİŔĈ配置ÍhÓäŋİŔá対ÍÜ動作ËÑā各種業務
.

統合エンジニアリングツール

機能}最適化j制御ŀŖęŒŉÞÓä業務画面ŀŖęŒŉ
ÂĤĬıáàÙÕøä~ĈĴsģá合ąÑÜ配置Ïāg次

įŉĈ構築ÝÃāþ¼á開発ÍÕøäÝhđĘĢŀŖs

áh画面右側Ý各業務機能á対Ïā機能設定Þ最適化j制

Œs風áŏsğ画面ú業務機能Ĉ配置ÏāÉÞáþĀh各

御ŀŖęŒŉĈ配置ÏāĞsĹä指定Ĉ行¼ÖÇÝđŜġ

ĞsĹîä画面ŀŖęŒŉú最適化j制御ŀŖęŒŉä配

ĴċœŜęå完了Ïāg
統合đŜġĴċœŜęĭsŔåh機能設定ä内容á合ą

置作業Ĉ自動的á行¼g統合đŜġĴċœŜęĭsŔä画
面例Ĉ図

ÑÜh画面ŀŖęŒŉú最適化j制御ŀŖęŒŉĈ各Ğs

á示Ïg

ôÐh画面左側ä機能階層欄áđĶŔėsĶĬıŘsĘ

Ĺá自動的á配置Ïāg
.

シミュレーション環境
図

ä画面例Ýåh
{ONLINE|配下áŋİŔÞ各種業

務機能Ĉ配置ÍÕÂhÉäŋİŔÞÓä配下ä各種業務機
能Ĉ{SIMULATION|配下á貼Ā付ÇāÖÇÝēŜŒč
ŜÞå別äĠňŎŕsĠŐŜ環境Ýä動作検証Ĉ行¼ÉÞ
ÂÝÃāg
ÉäĠňŎŕsĠŐŜÝä検証目的åhŋİŔá新Íº
đĶŔės設備Ĉ追加ÍÕ場合ä導入効果Ĉ評価Ïāh¸
āºå制御ĺŒŊsĨä変更áþā省đĶ制御出力ä妥当
性Ĉ評価ÏāàßÝ¸āg
ĠňŎŕsĠŐŜĈ実現ÏāÕ÷áhFuji Service Bus
ú Field Connectorh実績İsĨ管理ĞsļĢåÓĂÔĂ
図

ēŜŒčŜÞĠňŎŕsĠŐŜä異àā二Úä環境Ĉ持Ù

統合エンジニアリングツール画面例

計画系サーバ
サービスプログラム
需要発電予測
需給運用計画
作業停止計画
電力融通計画
Fuji Service Bus
統一エネルギー
ネットワークモデル
Field Connector

監視・制御サーバ
各種 Web 画面

需要・高速制御サーバ

需要家管理サーバ

サービスプログラム

サービスプログラム
デマンドレスポンス

グローバル言語対応

コスト最適運転制御
需要バランス制御
周波数制御
電圧制御

Fuji Service Bus

Fuji Service Bus

Fuji Service Bus

統一エネルギー
ネットワークモデル

統一エネルギー
ネットワークモデル

Field Connector

Field Connector

監視制御プラント図画面
需要バランスグラフなど
需要家管理画面

警報画面
計画業務画面

統一エネルギーネットワークモデル
Field Connector

ファイヤウォール

実績データサーバ
フロント通信サーバ

Field Connector

情報提供ＳＯＡサーバ

Fuji Service Bus

Field Connector

Field Connector

実績データ管理

Fuji Service Bus

Fuji Service Bus

通信ドライバ管理

マルチテナント管理
データベース

監視・制御 Web 端末

グローバル言語対応

各種制御機器ドライバ
ＨＥＭＳ/ＢＥＭＳ連携
ドライバ
スマートメータ連携
ドライバ
気象情報連携ドライバ

各種 Web 画面，サービス
エネルギー分析画面
各種データ提供サービス

ファイヤウォール
広域ネットワーク回線

図

統合 EMS プラットフォームによる CEMS 構成例
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ÜºāgÉĂáþĀēŜŒčŜ運転Ĉ継続ÍÕôôhĠ
ňŎŕsĠŐŜÝä各種検証Â可能ÞàÙÜºāg

あとがき

特 集

特á Field Connector äĠňŎŕsĠŐŜ環境Ýåh
TAG îä制御出力Ĉ実際ä制御機器áå連携ËÑÐh

富士電機ä総合đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

TAG 値ä設定ôÝáÞß÷hĠňŎŕsĠŐŜ環境ä制

}EMS~ŀŒĬıľĒsŉáÚºÜ紹介ÍÕgEMS å個

御実績İsĨÞÍÜ記録ÍhęŒľ表示áþĀ制御指令ä

別最適化Áÿ全体最適化îÞ進化ÍÚÚ¸āgßäĞsĹ

妥当性Ĉ確認ÝÃāg

ÁÿÝø EMS 全体ä把握j制御Â可能Þàā本 EMS ŀ
ŒĬıľĒsŉåhËÿá高度à全体最適化ä実現á有効

地域エネルギーマネジメントシステムへの適用

Ý¸āg今後hđŜġĴċœŜęĭsŔäËÿàā充実
ø含÷h使ºúÏËh性能h価格面ÝčŜĺĘıä¸ā

本 EMS ŀŒĬıľĒsŉĈ地域đĶŔėsŇĶġŊŜ
ıĠĢįŉ}CEMS~î適用Ïā場合äĠĢįŉ構成例Ĉ
図

EMS Ĉ提供Íh持続可能à社会ä実現á向ÇÜ貢献ÍÜ
ºÅ所存Ý¸āg

á示Ïg
CEMS áÀÇā各ĞsĹåh信頼性Ĉ高÷āÕ÷h全

Ü 二 重 化 構 成 Ĉ 採 用 Í Ü º āg 監 視j 制 御 Ğ s Ĺ Â 全
Web画面äĞsĹ機能Ĉ持×h実績İsĨĞsĹÂİs
ĨłsĢĈ管理ÍÜºāgÓä他ä各種ĞsĹåhCPU
負荷分散äÕ÷áÓĂÔĂ独立ÍÕĞsĹä構成ÞÍÜº
āg今後h現場Þ通信Ĉ行¼ľŖŜı通信ĞsĹàÿéá
各家庭úļŔ管理者áđĶŔėsä見¾ā化ĞsļĢĈ提
供Ïā情報提供 SOA ĞsĹåh接続Ïā通信対象ä数量
ú同時ċĘĤĢ数ä増加á応ÎÜĞsĹĈ増設ÝÃāg
各ĞsĹá Field Connector Ĉ実装ÏāÉÞÝhľŖŜ
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ı通信ĞsĹÂ受信ÍÕ現場 TAG 値å各ĞsĹÝ参照Ï
āÉÞÂÝÃāgôÕh監視j制御ĞsĹú需給j高速制
御ĞsĹh需要家管理ĞsĹåh現場 TAG îäİsĨ書

堀口

込õáþÙÜhľŖŜı通信ĞsĹ内ä通信ĲŒčĹ経由

監視 ･ 制御ĠĢįŉ分野áÀÇāĦľıďĐċ技

Ý制御ÝÃāgôÕh計画系ĞsĹÝ計算ÍÕ発電機最適
運転計画値àßø TAG 値ÞÍÜ需給j高速制御ĞsĹá

浩

術基盤ä企画 ･ 開発á従事g現在h富士電機株式
会社技術開発本部製品技術研究所制御技術開発Ĥ
ŜĨs需要家ĦœŎsĠŐŜ開発部主査g

通知ËĂhĹŒŜĢ制御ä目標値ÞÍÜ使用Ïāg
各種最適化j制御ŀŖęŒŉåh負荷分散äÕ÷á各
ĞsĹî分散配置ÍÜºāgFuji Service Bus Ĉ経由ÍÜ

石川

ßäĞsĹÁÿø呼出Í可能Ý¸ĀhĠĢįŉ運用負荷á

監視 ･ 制御ĠĢįŉ分野áÀÇāĦľıďĐċ技

応ÎÜ配置変更ÝÃāg
É ä þ ¼ áhField ConnectorhFuji Service Bus ä 強
力à分散対応ŀŒĬıľĒsŉáþÙÜh容易ÁÚ短期間

健一

術基盤ä企画 ･ 開発á従事g現在h富士電機株式
会社生産統括本部東京事業所ĠĢįŉ技術ĤŜ
ĨsĦľıďĐċ開発部ŇĶsġŌsg情報処理
学会会員g

á大規模 EMS ä構築Â可能ÞàÙÜºāg
今回開発ÍÕ EMS ŀŒĬıľĒsŉåh経済産業省Â
北九州市àßÝ進÷ā{次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ
実証|ä中Ý評価Ĉ行¼予定Ý¸āg

福山

良和

監視 ･ 制御ĠĢįŉä企画 ･ 研究開発業務á従事g
現在h富士電機株式会社技術開発本部製品技術研
究所制御技術開発ĤŜĨs需要家ĦœŎsĠŐŜ
開発部長g工学博士g電気学会上級会員hIEEE
会員h計測自動制御学会会員g
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đĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律
}省đĶ法~ä改正áþĀh小売店舗Ĉ数多Å所有ÍÜºā事業者áåđ
ĶŔėsä見¾ā化ú計画的à省đĶŔės推進Â義務付ÇÿĂÕgÍÁÍh小売店舗áđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢį
ŉ}EMS~Ĉ導入ÏāÞ初期投資Â膨大áàā課題Â¸ÙÕgÉĂĈ解決ÏāÕ÷h富士電機å導入ĜĢıĈ最小限á抑
¾hÁÚŏsğä社内ĶĬıŘsĘîä接続Ĉ必要ÞÍàº Web 型 EMS Ĉ開発ÍÕgôÕh小型àÂÿ多点計測Â可能Ýh
ËÿáĨĬĪĺĶŔŋĴĨĈ装備ÍÕđĶŔės監視ŏĴĬıĈ製品化ÍÕg
As a result of the revision of the Japanese{Law Concerning the Rational Use of Energy|(Energy Saving Act), owners that possess
a lot of retail stores are obligated to promote energy visualization and the planned conservation of energy. The tremendous initial cost of
introducing an energy management system (EMS) in a retail store was a problem, however. Fuji Electric has developed a Web-type EMS that
minimizes costs and does not require a connection to a userz
s in-house network. Fuji Electric has also commercialized an energy monitoring
unit that is compact in size, allows multipoint measurements, and is equipped with a touch panel monitor.

施設h店舗àßĈ数多Å所有ÍÜºā事業者Â省đĶ法ä

まえがき

規制対象ÞàĀhđĶŔės使用量ä見¾ā化ÞhÓä低
1997 年 12 月 ä 気 候 変 動 枠 組 条 約 第 3 回 締 約 国 会 議

減äÕ÷ä仕組õ作ĀÂ必要áàÙÕg

}COP3~Ý採択ËĂÕ ｢京都議定書｣ ä CO2 削減ä約束

Éä省đĶ法ä改正áþĀh今ôÝ業務部門äđĶŔ

期間ä終了Â 2012 年á迫ÙÜºāg参加各国間ÝhÉä

ės使用量Ý 10 % 相当ä事業者ÍÁ規制対象ÝàÁÙÕ

期間ä延長àßä議論ÂàËĂÜºāg地球環境保護Ĉ考

øäÂh50 % 程度á拡大ÍÕg特á多店舗Ĉ所有Ïā事

¾āÞ各国ä CO2 削減å義務化ËĂÜºÅøäÞ考¾ÿ

業者áåh今ôÝ経験ÍÕÉÞäàºđĶŔės使用ä合

Ăāg

理化ä推進Â必要ÞàÙÕg

富士電機Ýåh小売店舗áÀÇā CO2 削減äÕ÷áđ
ĶŔės使用量Ĉ見¾ā化Íh省đĶŔės}省đĶ~ú

.

負荷平準化Ĉ実現ÏāÕ÷ä小売店舗向ÇđĶŔėsŇĶ
ġŊŜıĠĢįŉä開発á取Ā組ĉÝºāg

小売店舗のエネルギー管理

一般的á店舗単位ÝäđĶŔės消費å少量Ý¸āÕ÷h
改正省đĶ法以前áåđĶŔės使用áÚºÜä法規制å
àÁÙÕgÍÁÍh前項Ý述ïÕÞÀĀh小売店舗Ýå一
企業}ĪĐsŜ~ä店舗数Â多ºÕ÷hısĨŔäđĶŔ

小売店舗を取り巻く環境
民生部門のエネルギー消費動向

京都議定書
の基準年
500

今ôÝh日本äđĶŔės消費å産業主体Ý推移ÍÜÃ
ÕÕ÷h産業部門äđĶŔės使用ä合理化Ĉ強化j推進
排出量（百万トン CO2）

ÍÜÃÕgÓä結果h産業部門å生産量ä増大áø関ąÿ
Ð排出量Â一定ŕłŔĈ保ÙÜÀĀh実質的àđĶŔės
効率å向上傾向á¸āÞº¾ā}図 ~
g
一方h民生部門ä中Ýh特á業務部門äđĶŔės消費
å増加傾向á¸āg今後å業務部門äđĶŔės使用ä合
理化Â重要課題Ý¸āÉÞÁÿh2010年 4月á ｢đĶŔ

産業部門（工場など）

400

200

業務部門
（商業・サービス・事業所など）

運輸部門
（自動車･船舶など）

300

216

164

ėsä使用ä合理化á関Ïā法律｣}省đĶ法~Â大幅á

2008
2009

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

改正ËĂÕg管理単位áÚºÜøh今ôÝä事業所単位ä
đĶŔės管理Áÿ事業者}企業~単位äđĶŔės管理

1990

家庭部門

100

2006

.

（年）

áàĀhđĶŔės年間使用量Â原油換算Ý 1,500 kL 以

［出典：環境省 2009 年度（平成 21 年度）
温室効果ガス排出量（確定値）について］

上ä事業者åh消費ÍÜºā全đĶŔės使用量Ĉ管理Íh
⑴

đĶŔės消費原単位Ĉ中長期的á年平均 1 % 以上低減Ï
āÉÞĈ目標á取Ā組ö必要Â¸āgÉĂáþĀh小規模

図

部門別 CO2 排出量（エネルギー消費）の推移
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ės使用量å大ÃºgÓäÕ÷h小売店舗ø省đĶá向Ç
Õ厳密àđĶŔės管理Ĉ強ºÿĂāÉÞáàÙÕg

特 集

省đĶ法ä規制対象Þàā事業者ä規模ôÕå店舗数ä

ĶĬıŘsĘ化áåhĶĬıŘsĘä新規構築hôÕå既
設ä社内ĶĬıŘsĘä利用Â考¾ÿĂāg前者ä場合h
新ÕàĶĬıŘsĘ敷設äÕ÷á膨大àĜĢıÂ発生Ïāg
後者ä場合åhĜĢıå抑¾āÉÞÂÝÃāÂh既設社内

目安åh次äÞÀĀÝ¸āg

™ĢsĺsŇsĚĬık約 3 万 m 以上

ĶĬıŘsĘĈ利用ÍÜºā基幹ĠĢįŉàßîä影響Â

™ĜŜļĴđŜĢĢıċkÀþÓ 30 店舗以上

懸念ËĂāg

2

™ľĊĢıľsĲ店kÀþÓ 25 店舗以上
™ľĊňœsŕĢıŒŜkÀþÓ 15 店舗以上
上記ä規模ä事業者åh
{特定連鎖化事業者|ÞàĀh
省đĶ法ä規制対象Þàāg

Éäþ¼áh初期導入費Ĉ抑¾Õ見¾ā化ä仕組õĈ構
築ÏāáåºÅÚÁä課題Â¸āgÉä課題Ĉ解決ÏāÕ
÷áh富士電機å次章Ý述ïā小売店舗向Ç EMS Ĉ開発
ÍÕg

特定連鎖化事業者åh役員ĘŒĢäđĶŔės管理統括
者ÞÓä補佐役Ý¸āđĶŔės管理企画推進者Ĉ選任Ï

富士電機の小売店舗向けエネルギーマネジメン

āgËÿáh各店舗ä責任者Ĉ含ö省đĶ推進体制Ĉ構築

トシステム

Íh今後ä活動内容úĢĚġŎsŔÀþé問題j課題áÚ
ºÜ検討j解決ÏāÉÞÂ必要áàāgôÕh省đĶ法Ý

.

Ĉ策定ÍhÓĂá基ÛÃ毎年ä定期報告書ú中長期計画書
Ĉ作成ÏāÉÞáàāg

エネルギーマネジメントシステムの開発コンセプトと
構成

規定ËĂÕ{事業者ä判断基準ĈłsĢÞÍÕ管理標準|

ľŒŜĪŌčģĪĐsŜàßä小売店舗ä場合h立地条
件h規模h店舗機器ä機種j年式àßáþĀ類似店舗ÊÞ
á代表店舗Ĉ選定Íh分析äÕ÷ä計測Ĉ行¼ÉÞÂ有効

小売店舗向けエネルギーマネジメントシステム

Ý¸āgÉä代表店舗ä割合åh全店舗ä 5 v 15 % 程度

の動向と課題

ÞºąĂÜºāgÉĂÿä店舗á対Íh見¾ā化j分析j
省đĶ対策j効果測定ä PDCA ĞčĘŔĈ適用Íh省đ

.

小売店舗向けエネルギーマネジメントシステムの動向

省đĶ法Ý規定ËĂÕ{事業者ä判断基準ĈłsĢÞÍ

Ķ対策ä有効性Â実証ÝÃĂæh類似店舗á水平展開Ĉ図
āÉÞÂÝÃāg
代表店舗ÖÇÂ対象ÞàāäÝhŏsğä社内ĶĬı

Õ管理標準|Ĉ策定ÏāÕ÷áåhþĀ詳細àđĶŔės
管理Â必要Ý¸āg一般的à小売店舗áÀºÜhđĶŔ

ŘsĘîä接続Ĉ必要ÞÍàº Web 型 EMS Ĉ構築ÍÕg

ės使用量å月次単位ä把握áÞßôÙÜÀĀh省đĶ推

具体的áåh富士電機äİsĨĤŜĨsáđĶŔės管理

進äÕ÷á必要ÞàāđĶŔės利用á関Ïā情報Â不

ĞsĹĈ設ÇhĶĬıŘsĘä敷設工事Â不要à無線通信

十分Ý¸ÙÕgÓäÕ÷h小売店舗業界ÝøđĶŔės使

čŜľŒ}FOMA İsĨ通信~Ĉ用ºh各店舗á設置Í

用量Ĉ{見¾ā化|ÍhÓĂĈ分析ÍÜ最適à対策Ĉ施Íh

ÕđĶŔės監視ŏĴĬıÁÿ計測İsĨĈ自動収集Ïāg

注

削減効果Ĉ測定Ïā活動Ĉ継続的á行¾āþ¼áhđĶŔ

ÓÍÜhđĶŔės管理ĞsĹ内İsĨłsĢá計測İs

ėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS~導入äĴsģÂ高ôÙ

ĨĈ蓄積ÏāÉÞÝh本部ä管理担当者hđœċ管理者h

ÜÃÜºāg

店舗ĢĨĬľÂčŜĨsĶĬı接続可能à PC ÁÿhWeb

.

小売店舗向けエネルギーマネジメントシステムの課題
富士電機データセンター

小売店舗áÀºÜhđĶŔės使用量ä大半Ĉ占÷ā消

エネルギー管理サーバ

費電力量åh日別h時間別á計測ÏāÉÞÝh店舗áÀÇ
ā電力ä使ąĂ方Ĉ分析ÏāÉÞÂÝÃāg計測対象åh
FOMA
ネット
ワーク

照明系}単相~分電盤h動力系}三相~分電盤ÓĂÔĂä
主幹á加¾h空調h冷凍冷蔵機h照明àß負荷別ä計測ø

ルータ

ファイヤウォール

INS128 K

組õ合ąÑāÉÞáþĀh詳細à分析Â可能áàĀh効果

インターネット網

的à省đĶ対策Â可能Ý¸āg

店舗

本社管理部門

消費電力量Ĉ複数計測Ïāáåh複数台ä計測装置Â必
要áàāgôÕhĕĢh水道àßä他äđĶŔės使用量
Ĉ計測ÏāÕ÷áåhËÿá装置Â必要áàāg従来þĀ
店舗ごとのエネルギー使用量を計測・収集

小売店舗向ÇđĶŔės管理ä需要å多ÁÙÕÂh店舗当
ÕĀä計測機器設備ä導入Þ工事á係ā初期投資Â膨ÿö
Þº¼課題Â¸Āh顧客å EMS ä導入Ĉ見送ÙÜºÕg

図

EMS の全体構成

EMS Ĉ構築Ïā上Ýh複数ä店舗ä計測İsĨĈ収
集j管理ÏāĞsĹĈ本部側á設置Íh各店舗ä計測機器
ÞĞsĹÞĈĶĬıŘsĘÝ接続Ïā必要Â¸āgÉä
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比較表示á対ÍÜåhŏsğä意見Ĉ取Ā入ĂÜ機能実

ĿŒďğsĈ操作ÍÜ目的ÞÏāęŒľ表示Ĉ行ºh分析

現Ĉ図Āh週報h月報h年報Ĉ前年実績Þ対比Íh省đĶ

àßá活用ÝÃāþ¼áÍÕg

推進ä効果Ĉ過去ä実績値Þ比較ÍÜ検証ÝÃāþ¼áÍ

İsĨ通信á対応ÍÕ店舗向ÇđĶŔės監視ŏĴĬıĈ

ÕgôÕh店舗間ú店舗ä属性áþĀ分類ÍÕ店舗ęŔs

設置Ïāg

ŀ間Ýä比較ø可能ÞÍhđĶŔės使用量ä相違点ĈË

店舗äđĶŔės監視ŏĴĬıh富士電機äđĶŔės
管理ĞsĹĈ含ö EMS ä全体構成Ĉ図

á示Ïg

ôÌôà角度Áÿ分析Íh省đĶ目標ä設定h¸āºåh
省đĶ効果測定àßá利用ÝÃāþ¼áÍÕg
ŏsğ自身Ýä分析Ĉ支援ÏāÕ÷áh計測İsĨä

.

エネルギー管理サーバ

CSV 形式ľĊčŔáþāĩďŜŖsĲ機能hËÿá計測

đĶŔės管理ĞsĹåh24 時間 365 日対応äĞsļ
Ģ体制ä中Ý運用Íh計測İsĨäĹĬĘċĬŀá加¾h

İsĨÀþé各種分析用ęŒľĈ含ö Excel 形式ľĊčŔ
äĩďŜŖsĲ機能Ĉ用意ÍÕg

不正ċĘĤĢàßĤĖŎœįČ面Ýä対策ø考慮ÍÕgô
ÕhđĶŔės管理ĞsĹĈ複数ä契約ŏsğ間Ý共有Ý

.

Ãāþ¼á仮想化技術Ĉ適用ÍhŇŔĪŏsğá対応Ïā
ÉÞÝĞsļĢ利用費ä低減Ĉ図ÙÕg
ŏsğåhčŜĨsĶĬıá接続可能à PC ÁÿŖęč

省エネ診断レポートの作成

Web 型 EMS áþāĞsļĢÝå自動計測İsĨä見
¾ā化ÞÞøáhŏsğä省đĶîä取組õĈ支援ÏāÕ
÷á省đĶ診断ŕņsıä作成Ĉ行¼g省đĶ診断ŕņs

ŜhĺĢŘsĲáþā認証Ĉ行ºhđĶŔės管理ĞsĹ

ıåh店舗別äđĶŔės消費傾向ä分析結果h改善ņč

á接続ÏāgŖęčŜÍÕ権限}見¾ā店舗ä範囲àß~

Ŝıh省đĶ対策àßÂ記載ËĂÜºāg省đĶ診断分析

á応ÎÕËôÌôà情報Ĉ見¾ā化ÏāÉÞÂÝÃāgđ

ĭsŔä使用例Ĉ図

á示Ïg

ĶŔės管理ĞsĹä主要機能一覧Ĉ表 h画面例Ĉ図
.

á示Ïg

店舗向けエネルギー監視ユニット

店舗向Çá ｢¾É店長｣ ｢čĚŊŜ店長｣ Þº¼ 2 種類
エネルギー管理サーバの主要機能一覧
機

能

ポータル画面表示
エネルギー表示

比較表示

ランキング表示

仕

様

計測店舗一覧表示

ā仕様å同一Ý¸āg電圧 2 系統h電流 16CT}Current
Transformer~
hĕĢú水道àßäŊsĨÁÿäĺŔĢ 2
点h温度 2 点ä計測Â可能Ý¸āg電力áÚºÜåh照明

日報（時間別）
，月報（日別）
，年報（月別）
店舗過去実績比較
直近４週間比較，前年同月比較，前年比較
店舗間比較
店舗グループ間比較
消費電力量，原単位（面積）による店舗ランキング

CSVファイル
ダウンロード

日報，月報，年報データのCSVファイル

Excelファイル
ダウンロード

計測データを含む分析用Excelファイル

電力量合計

7 週間の最大

7 週間の平均

7 週間の最小
2,967

3,000
電力量（kWh）

表

äđĶŔės監視ŏĴĬıĈ用意ÍÕg両者ä計測á関ą

2,800

2,8012,784 2,812 2,815
2,652

2,600

2,497

2,400
2,200

11/28 12/5 12/12 12/19 12/26
〜
〜
〜
〜
〜
12/4 12/11 12/18 12/25 1/1

1/2
〜
1/8

1/9
〜
1/15

（a）週別変動の解析グラフ

厨房機器

食器洗浄機１

食器洗浄機 2

空調

電灯＋コンセント

看板

700

（a）エネルギー表示グラフ（日報）
電力量（kWh）

600
500
400
300
200
100
0
（b）前年度比較グラフ

図

エネルギー管理サーバの画面例

図

1

5
10
15
20
（b）日別変動の解析グラフ（月間）

25

30

省エネ診断分析ツ−ルの使用例
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系}単相~分電盤h動力系}三相~分電盤ä主幹}CTk4
個使用~ÞÞøáh6 v 12 個ä負荷別計測á対応ÝÃāg

北九州スマートコミュニティ創造事業における

特 集

čĚŊŜ店長åhŏĴĬı前面áĨĬĪĺĶŔ付ÃĔ

取組み

ŒsŋĴĨĈ装備Íh設置先店舗ÝäŋĴĨœŜęĈ可能
áÍÕgđĶŔės使用量Ĉ逐次表示ÍhİŇŜĲ監視á

{北九州ĢŇsıĜňŎĴįČ創造事業|åh産学官民

þāċŒsŉ出力ú過去実績Þä対比áþā目標Þä乖離

ä英知Þ志Ĉ結集Íh基幹ĠĢįŉÞä協調ä下h地域đ

}ÁºĀ~Ĉ分ÁĀúÏÅ表示ÏāÉÞÂÝÃāg店舗Ģ

ĶŔėsŇĶġŊŜıä¸āïÃ姿Ĉ具現化Íh
{Œčľ

ĨĬľä省đĶ意識ä啓発Íh人的àēŃŕsĠŐŜáþ

ĢĨčŔ|
{ļġĶĢĢĨčŔ|Ëÿáå市äô×ÛÅĀ

ā省đĶ効果Ĉ狙¾āgôÕh来客者á対ÍÜ省đĶîä

Ĉ変革ÏāÉÞÝh低炭素社会ä¸āïÃ社会構造Ĉ構築

取組õĈ PR ÏāÞº¼用途áø適ÍÜºāgčĚŊŜ店

ÏāøäÝ¸āg地域社会Â参加ÏāđĶŔėsĜňŎĴ

長ä画面例Ĉ図

įČä実現áþĀhCO2 50 % 削減Ĉ目標á取Ā組ĉÝºāg

⑵

á示Ïg

現在h店舗àßä需要家Â地域 EMS Þ連携ÍhİŇŜ
ĲŕĢņŜĢáþā需要調整Ĉ行ºh地域全体ä負荷平準
化ä一端Ĉ担¼ÉÞÝhĢŇsıęœĬĲÞ連携Ïā取組
õĈ行ÙÜºāgÉä取組õĈ通ÍÜh地域内ä複数小売
店舗áđĶŔės監視ŏĴĬıĈ導入Íh電力量変化Ĉ明
確áÏāgÉäÉÞáþĀh顧客}来客者~重視ä小売店
舗áÀºÜhİŇŜĲŕĢņŜĢáþā需要調整Âßäŕ
łŔÝ実現可能ÁhÓä効果Ĉ実証ÍÜºÅgĢŇsıę
œĬĲÞ連携ÍÕ次世代店舗čŊsġĈ図

á示Ïg

あとがき
（a）店舗スタッフ向けの場合

富士電機åh北九州ĢŇsıĜňŎĴįČ創造事業áÀ
ÇāĢŇsıęœĬĲîä取組õĈ通ÍÜh店舗機器ä直
接制御áþā省đĶŔėsh負荷平準化Ĉ実現Ïā次世代
型店舗{ĢŇsıĢıċ|ä実現Ĉ目指Ïg太陽光発電à
ßä自然đĶŔėsh蓄電池àßĈ組õ合ąÑh店舗機器
⑶

Ĉ監視j制御Íh統合的á管理Ïā店舗ĜŜıŖsŒĈ核
ÞÍÕ小売店舗向ÇđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉĈ開
発ÏāÉÞÝhđĶŔėsä見¾ā化h最適化áþā消費
電力ú CO2 ä削減Ĉ実現ÍÜºÅ所存Ý¸āg

（b）来客者向けの場合
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単独運転検出方式
単独運転移行時á発電出力Þ負荷ä不平衡áþĀ電圧

通常h系統停電時áå配電線遮断器Â開放ËĂ配電線å

解 説

無電圧状態áàāÂh太陽光発電àßä分散型電源Â接続

位相ú周波数àßÂ急変Ïā事象Ĉ検出Ïāg

ËĂÕ配電線áÀºÜh系統Áÿ解列ËĂàº状態Ý運転

⒝

能動型方式

Ĉ継続ÏāÞh本来å無電圧Ý¸āïÃ範囲Â充電ËĂÜ

ĺŘsĜŜİČĠŐĳä制御系ú外部á付加ÍÕ抵抗

Íô¼gÉäþ¼á商用電源Áÿ切Ā離ËĂÕ系統áÀº

àßáþĀh常á電圧ú周波数á変動Ĉ与¾ÜÀÃh単

Üh分散型電源Áÿ供給ËĂā電力äõÝ配電線á電気Â

独運転移行時á変動Â顕著áàā事象Ĉ検出Ïāg

通ÎÜºā状態Ĉ単独運転Þº¼g
単独運転áàÙÕ場合áåh人身Àþé設備ä安全á対
ÍÜh①公衆感電h②機器損傷ä発生h③消防活動îä影

分散型電源

響h④事故点探査ú除去作業Ý感電hàßä大Ãà影響Ĉ

〜
負荷

与¾ā恐ĂÂ¸āgôÕh事故点ä被害拡大ú復旧遅Ăà

〜
負荷

ßáþĀh電力ä供給Â滞ā可能性Â¸āgÓäÕ÷h分
商用電源

散型電源Ĉ系統î接続Ïā場合åh保護œŕsàßĈ用º
Ü単独運転状態Ĉ直接ôÕå間接á検出Íh分散型電源Ĉ

CB
（遮断器）

系統Áÿ速úÁá解列Ïā単独運転防止対策Ĉ採āÉÞÂ

配電線事故検出
→遮断器開放により，配電系統
が切り離されている。

義務付ÇÿĂÜºāg
単独運転検出áåh次ä二Úä方式Â¸Āh組õ合ąÑ
Ü検出Ïāg
⒜

受動型方式
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単独運転による事故

変圧器

分散型電源
の単独運転
により
事故が発生
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略語・商標

略語（本号で使った主な略語）
AMR

Automatic Meter Reading

自動検針

BEMS

Building and Energy Management System

ļŔđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

CEMS

Cluster Energy Management System

地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

CIM

Common Information Model

共通情報ŋİŔ

DG

Distributed Generator

分散型電源

DMS

Distribution Management System

配電自動化ĠĢįŉ

EDC

Economic load dispatching control

経済負荷配分制御

EMS

Energy Management System

đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

Engineering Procurement Construction

FEMS

Factory Energy Management System

工場đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

GF 制御

Governor-Free 制御

ĕĹĳľœs制御

GPV

Grid Point Value

格子点値

HEMS

Home Energy Management System

家庭内đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

ICT

Information and Communication Technology

IDC

Internet Data Center

IED

Intelligent Electrical Device

略語・商標

EPC

čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs

LBC

Loop Balance Controller

配電線Ŕsŀ用需給ĹŒŜĢĜŜıŖsŒ

LFC

Load Frequency Control

負荷周波数制御

LRT

Load Ratio control Transformer

負荷時ĨĬŀ切換変圧器

LVRT

Low Voltage Ride Through

MDMS

Meter Data Management System

NEDO

New Energy and Industrial Technology

独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発機構

Development Organization
PCS

Power Conditioner

PMCN

Protocol for Mission Critical industrial Network use

ĺŘsĜŜİČĠŐĳ

PQ

Power Quality

電力品質

RB IGBT

Reverse Blocking Insulated Gate Bipolar Transistor

逆阻止 IGBT

REMS

Retail Energy Management System

店舗流通đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

SaaS

Software as a Service

SOC

State-of-Charge

-

-

充電状態

SVC

Static Var Compensator

静止形無効電力補償装置

SVR

Step Voltage Regulator

自動電圧調整器

UPS

Uninterruptible Power Supply

無停電電源装置

VQ 制御

Voltage Q}reactive power~制御

電圧j無効電力制御

Vol. 84 No.3 に掲載の商標など
Bluetooth

米国 Bluetooth SIG, INC. ä商標ôÕå登録商標

Ethernet

富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

Excel

米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商標ôÕå登録商標

FOMA

株式会社đĵjįČjįČjĲĜŋä商標ôÕå登録商標

Java

Oracle Corporation 及éÓä子会社h関連会社ä米国及éÓä他ä国áÀÇā登録商標

Óä他ä会社名h製品名åhÓĂÔĂä会社ä商標ôÕå登録商標Ý¸āg
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主要事業内容
エネルギー

パワエレ機器

世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設
備などを通じて，安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮し
ながらグローバルに展開しています。

パワー半導体技術，回路技術，制御技術を融合させたパワエレ機
器で CO2 排出量削減やエネルギーの高効率化を実現し，社会に貢
献していきます。

発電事業

ドライブ事業

地熱発電プラント，火力タービン，火力発電設備，燃料電池，
水力発電設備，ペルトン水車

車載用 IGBT，急速充電器，同期モータシステム，汎用インバー
タ，新幹線のぞみ N700 系用主変換装置

原子力・放射線事業

パワーサプライ事業

原子力高温ガス炉，電子式個人線量計

無停電電源装置，サーバ用電源

産業システム

電子デバイス

電動力応用技術，計測技術，パワーエレクトロニクス技術を駆使
して，さまざまな産業分野のお客様に，省エネに貢献する最適な
ソリューションサービスを提供しています。

エネルギー・環境分野をはじめ，自動車，情報機器，産業機器な
どの進化に貢献するパワー半導体や，印刷の高精度化・高速化・
耐久性向上に貢献する感光体を提供しています。

産業プラント事業

パワー半導体事業

プラント用インバータ，同期モータシステム，制御システム
，環境モニタリング・分析装置（煤煙，大気ガス）
（MICREX-NX）

IGBT モジュール，パワー IC，パワー MOSFET，車載用 IGBT

光半導体事業

ファシリティ事業

感光体，太陽光セルモジュール

電気炉設備，工業電熱，クリーンルームシステム，大容量整流
設備

器具・自販機・ディスク媒体
受配電・制御機器から，自動販売機，ディスク媒体まで，業界トッ
プクラスの品質を誇る各種製品を提供しています。

社会システム
電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジーをベー
スに，マイクログリッドやスマートグリッドなどの分散型電源ネッ
トワークシステムの実現をめざしています。

器 具
富士電機機器制御株式会社
電磁開閉器（マグネットスイッチ）
，配線用遮断器（ブレーカ）
，
安全機器

スマートコミュニティ事業

自動販売機
富士電機リテイルシステムズ株式会社
ヒートポンプ式自動販売機

太陽光発電システム，風力発電システム，エネルギー総合監視
システム（グリッド監視・制御システム）
，電力量計，特別高圧
受変電設備

ディスク媒体

富士電機デバイステクノロジー株式会社

磁気記録媒体

流通システム事業
冷凍・冷蔵ショーケース，エコロユニット

社会情報システム事業
行政向け文書管理システム
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