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　再生可能エネルギーの導入拡大を狙いとし，
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　表紙写真は，スマートコミュニティには太

陽光発電や燃料電池などの創エネルギー技術

と，エネルギーを上手に使うためのエネル

ギーマネジメントシステムが不可欠であるこ

とをイメージ的に表現したものである。
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In a smart community, customers will be able to in-

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

way that the social welfare of customers and suppliers 

are maximized.  The idea of smart grid, originated in 

the USA early 2000, further developed in Europe, now 

widely accepted across the world including China, can 

help accomplish this goal.  The emergence of smart 

grids is often motivated by the need of reducing emis-

sions, maintaining energy security, preventing large-

scale blackout, and providing reliability-differentiated 

powers.  

The fundamental principles of modern electric pow-

er grid were invented about half a century ago.  Under 

the classic notion of regulatory economics, power indus-

try had been considered as a natural monopoly, where 

power suppliers are obliged to supply, at regulated pric-

es, electrical power to demands which are generally in-

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

duction of electric power market some 20 years ago in 

many countries.  However, this market is not a truly 

ideal market, not without the introduction of demand 

participation.  A smart grid does just that.  

Enabled by the state-of-the-art communication/

control technology, a smart grid allows power suppliers 

to collect the real-time information of electric power 

customers such that differentiated electric powers are 

delivered.  A smart grid better facilitates the penetra-

-

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

tomers to sell a variety of electric power services, such 

as but not limited to, downward reserves turn on a 

washer midnight you may end up with earning credit! ,

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

smart grid serves as the next-generation infrastruc-

ture which permits customers to enjoy in an ideal mar-

ket.  

The notion of smart grid is rapidly gaining publici-

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

China SGCC  described a vision of smart grid as: A 

strong power grid that takes advantage of modern in-

formation technology, that fully supports a digital econ-

omy, that enjoys automation, and that allows interac-

tions between the network and the demand.  In the 

same time SGCC published a staged implementation 

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

ment followed an ambitious research plan of smart 

grid, focusing on the interconnection of renewable ener-

gy and electric vehicles.  In addition, two demonstration 

City Smart Grid Project, was initiated in the fall of 

2009.  Upon completion, 24.62% of electricity consump-

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

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

This grid will also be integrated with cable television, 

IP telephone, realizing remote control, remote measur-

ing, and remote information collection.  Several ad-

vanced technologies, including energy storage systems, 

on-line equipment monitoring, smart building, electri-

Smart Grid is also expected to realize self-healing 

power supply to local customers.  The second demon-

stration project is located in Yangzhou, a city nearby 

Shanghai.  

In Zhejiang University, we have been working very 

-

cluding Fuji Electric, on a number of challenging tasks.  

Our goal is to develop practical solutions to microgrid, 

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

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

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

trical loads can be temporarily reduced without intro-

ducing an essential impact on load performance.  A 
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classical example is that of residential air conditioning 

load.  This implies that the characteristics of loads can 

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

formation exchange between the network and the load.  

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

participation should include frequency control, emer-

gency voltage stability control, etc.  This seems to be a 

potentially powerful and relatively new concept com-

pared with the traditional demand response programs.

In summary, despite of the confusions and contro-

versies, smart grids are gaining acceptance world wide.  

It is our view that eventually the core functions of 

-

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

customers.  

■和文抄録（社内にて作成）
顧客 電力供給者

相互 社会的福祉 最大限

高 2000 年 初

米国 誕生 欧州 大 花開 現在 中国 含

世界中 広 受 入

温室効果 排出量削減 安全保障

維持 大規模停電 防止 信頼度別電力供給 求

現在 電力系統 基本的 原理 半世紀 前 考案

統制経済 古典的 考 方 電力事業 独占

自然 考 電力供給者 柔軟性 欠

需要 想定 統制 価格 電力 供給 義
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国 電力市場 導入 変化 市場
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最新 通信制御技術 電力
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合 電力 変化 供給
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2009 年 5 月 国家电网公司 SGCC

示 最新 情報技術

駆使 経済 十分 対応

享受 需要家

可能 強固 電力系統 同時 SGCC

自社 段階的導入計画 発表  

2010 年 中国政府 再生可能 電気自動

車 一 結 焦点 当 野心的 研究計

画 着手

加 二

進行中 一 目 静海県

2009 年秋 開始 二 目 上
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1　まえがき

近年 中国 新興国 急速 工業化 人口増
加 伴 原油 天然 一次 需要
大幅 増加 価格 高騰 供給 不安定化 問題

一方 日本 欧米 先進国 電気自動車
普及 太陽光発電 風力発電 利用拡大 加 電
力 情報技術 融合 電力 供給能力 利用
効率 格段 高 技術 国際競争
力強化 戦略上 柱 傾向
需要家 分散型電源 蓄電 普及 電力
連系 電力 流 電力会社 発電

所 需要家 一方通行 双方向 需
要家相互 融通 電力 自体 電
力 最適 需給制御 行 機能 持

地域
分散 太陽光発電 風力発電 発電

地域 利用 分散型電源 大量 導入
地域 自給比率 大幅 高

可能 震災 広域災害時
受 分散

多様 地産 地域 重要
拠点 供給 迅速 復旧

考
概念 包含 面的

利用拡大 高 省 省 性
能 持 建物 高効率 交通 安定 安全
水供給 低炭素 利便性 高 都市

実現 構想 下
具体的 新都市開発 都市再生 計画 展開

関
IT企業 積極的 参入 各国
政策 成長戦略 関 世界的 動 拡大

国 既 1980 年代 国 電気事業者主導
下 電力供給信頼度 向上 再生可能 拡大時

各種対策技術 開発 電力 高度化
各種 取組 進

⑴

昨今
世界的 動向 対応 海外 輸
出

⑵

国内実証事業
新興国 都市 構築事業調査 各種 国

推進
富士電機 主 国内電力会社 共同開発

配電系統自動化
⑶

電力量計 遠隔検針
開発 取 組 電力 運用高度化 関

製品 技術 蓄積 2003 年
度 5 年間実施 独立行政法人 新 産
業技術総合開発機構 NEDO 新 等地域集
中実証研究 参加 太陽光 風力
再生可能 主体 地域 内
需給 制御技術 開
発 評価 実績

⑷

現在 富士電機 蓄積 電力 高度化
技術 需要家 省 交通 水環境 社会
技術 融合 関連 国
実証 調査事業 参加 社内
各分野 統合 製

品 技術 開発 拡充 進
本特集 実証 対応

実現 向 電力 高度化 需

スマートコミュニティの現状と展望

菅井　賢三 小林　直人 桑山　仁平  

化 電力 高効率 利用 安定 水供給 低炭素 利便性 高 都市
実現 世界的 動向 富士電機 得意

技術 中核 社会 関 製品 拡充 進 製品 統一
持 同時 見 化 設備 最適運用 実現 統合

EMS 全体制御 事業 展開 海外輸出 視野 入 進

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 com-
munity 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. 
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要家 利用高度化 関 製品 開発
要素技術確立 取組 報告

本稿 富士電機 考
課題 富士電機
技術 製品 体系 述 詳細 本稿 続 各
論文 参照
  

  2　スマートコミュニティに向けた動き
  

  2.1　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 実現 向 太陽光発電 風力発電 導入
拡大 世界的 進

不安定 地 小
規模 電源供給用途 除 電力 直接接続

一般 太陽光発電 風力発電 大量導入
電力 供給容量 10% 超

電力 周波数 電圧 不安定 電
力品質上 問題

⑸

発生 電力
負荷 余剰電力 発生 電力
保護制御機能 影響 予想

  太陽光発電 風力発電 変動補償対策 電
力 側 大規模 設備増強 行 設備
稼動率 観点 必 効率的
需要家 電力 情報技術 有機的 連携
需要家設備制御 需要家 大規模電力
制御 協調 運用 必要

実現 太陽光発電 風力発電 大量
導入 際 問題 対 解決手段
  図1 富士電機 想定 太陽光 風力発電 拡大

設備投資 相関 示
⑹

世界的 太陽光 風力発
電 普及計画 対 2012 年以降 需要家

拡大 2017 年以降 普及
考 設備投資 同期 高度
都市機能 持 拡大

考
  

  2.2　スマートグリッドからスマートコミュニティへ

  今後人口 急激 増加
予想 地域 中国
新興国 中心 工業化 急速 進 工業団地

新都市 開発 伴 供給 水供給 交
通 物流 社会 構築 多額 投資 行
  日本 欧州 米国 先進国 需要
横 長期的 人口 減少 製造拠点 海外移

転 下降 想定   
国 経済成長期 整備 基盤 再開発

順次 更新 形 投
資 行 想定
  図2 新都市型 再生都市型
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＊ 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）
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図2　エネルギーインフラポートフォリオ

ビルEMS*
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工場EMS
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エネルギーグリッド
（水力，火力，原子力） 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

電力貯蔵

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

交通管制・環境モニタリング

＊ EMS：エネルギーマネジメントシステム

交通・物流

環境・地形

住宅EMS

図3　スマートコミュニティの概要
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示
⑺

  現在 全世界 300 以上 新都市開発 都市再生
推進 電力

化 限 水供給 交通 物流
融合 環境調和型 都市空間

生態城 拡
張

⑻

図3

  方 国
政策 安全保障 抱 課題 定義

  中東 再生可能
全体 電力 賄 世界初
廃棄物 環境調和都市 構築 目指
中国 13 件 国家級
推進 再生可能 比率

30%以上 生活 無害化処理率 70%以上 汚水再生
利用率 30%以上 32 項目 指標 掲

  

  3　富士電機のスマートコミュニティへの取組み
  

  3.1　富士電機の事業領域

  主要 市場 新興国
新都市開発 先進国 都市再

生 求 個別 要素技術 提供
供給

流通 需要家 効率的
消費 需要家 一連

構築 運用 事業
加 水供給 廃棄物処理 交通

物流 総合的 社会 機能
求
  図4 富士電機 取
組 事業領域 示 富士電機 高性能 半導体

自在 制御 技術
技術

供給 需要家 商
品 商品 共通 情報
連携 仕組 統合
EMS 統合運用 目指

  
  3.2　エネルギー供給サイドの製品

  富士電機 大規模 火力発電 水力発電 地熱
発電 関 技術 持

低温 地熱 利用 発電 軽量
太陽電池 業務用 酸形燃料

電池 特色 供給 製品 提供
電力 安全 接続 受

変電 保護 太陽光発電 風力発電 電力変動
平準化 電力 供給 電力安定化装置
製品
  

  3.3　流通および需要サイドの製品

  図5 富士電機 考 構造
示
  富士電機

交通 上下水
包含 社会 位置付

構造
第 1階層 電力変換 動力制御 行

機器 需要家 地
域 位置付

5
階層 分類 階層間 情報
双方向 流通

最適 運用 実現
  ⑴　 機器
  富士電機 世界的 高 無停電電源装置
UPS 直流大電流電源 電気自動車

供給サイド（創エネルギー）

需要サイド（省エネルギー）

流　通

　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

　パワー半導体
　インバータ
　モータ

　計測機器
　電源装置
　電力制御システム

　太陽光発電システム
　燃料電池

　火力発電プラント
　地熱発電プラント

図4　富士電機の事業領域
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交通システム

スマートグリッド

マイクログリッド

需要家
グリッド

パワー
エレクトロニクス
機器

パワーデバイス

変電所 配電系統

エ
ネ
ル
ギ
ー

情
報

エ
ネ
ル
ギ
ー

情
報

エ
ネ
ル
ギ
ー

情
報

エ
ネ
ル
ギ
ー

情
報

エネルギー
情報

図5　スマートコミュニティの構造
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輸送 搬送 各分野
機器 供給 富士電機独自 逆阻止 IGBT
RB-IGBT Reverse Blocking IGBT 採用 新 3
変換回路

⑼

開発 従来 比 30 40% 損失低
減 達成
  太陽光発電 再生可能

余剰電力 有効活用 電力貯蔵
電力 電圧 適正 維持 無効電力補償装置
電圧調整器
適用分野 広範
  ⑵　需要家
  要 家庭 産業 交通

分野 需要家 省 考
  富士電機 工場 需要家 対象 EMS

導入 見 化 分析評価 設備 全
体最適運用 展開 機器 導入

省 対策 提供
展開

  高集積化 伴 需要密度
増加 進 IDC
対象 超高効率無停電電源装置 局所空調
中心 IDC 提供

流通業界 対象 省
店舗 構築 統合 提
供
  EMS 上位 地域

EMS 同一 情報 上 階層的 連携

  家庭 小規模 需要家
上位 EMS 電力事業者 双方向 連携 実現

電力消費量 積算 現在 計量
機能 加 上位 EMS 情報 常 情
報表示端末 持 電気事業者 電力需給状況 電力
売買価格 変 需要家 負荷制御 誘導

機能 実装
  ⑶　
  国内外 離島 対象 導入 評

価 数多 計画 実施
  離島 電力供給 現在 発電

多数 占 燃料輸送 伴 発電 高 解消
環境負荷 低減 課題 離島 実証

太陽光発電 風力発電 再生可能
大量導入 際 発生 需給 電

力 電力品質維持 既設 発電 蓄
電 協調運転 解消 目的

  富士電機 九州 沖縄地区 離島 計 9
実証 2009 年度 納入

⑷　   
富士電機 2010 年度 経済産業省 次世代

社会 実証事業 参加 地域
CEMS  開発 実証 取

組
図6 取 組 地域 特
徴 示 本実証 新興国 新都市
輸出 再生可能 地域 産

業 活用 連系 大規模電力 貢献
有用性 事業性 評価 実施

地域 需要家 需給運用 貢献
各種 評価 先

導的 研究 計画
  2009 年度 NEDO

研究 次世代 配電系統 構成機
器 配電系統制御 開発 実証 取 組
  ⑸　国際標準化戦略
  関 国際
標準化 活動 欧州 米国 若干先行 状況

国内 保有 差別化技術 展開
国際標準化戦略 重要 要素 富士電機 関

連 EMS分野 中心 経
済産業省 NEDO

各種標準化活動 参画 強化
  

  4　今後の課題
  
  社会 事業 海
外 新都市開発 都市再生 中 主要 市場
存在 製品

富士電機 当該事業 展開 次
課題 考
  

  4.1　EPC（Engineering Procurement Construction）

　　  スキル

  事業 特 輸出 場合
計画 構築 運用 提供 事業

構築 必要 事業体制

™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

™ビル・家庭のエネルギー
　マネジメントシステム
™スマートメータリング
™デマンドレスポンス

地域エネルギー
マネジメントシステム

（ＣＥＭＳ）

大規模電力系統

バイオマス

風力

需要家

太陽光

燃料電池

排熱利用発電

蓄電システム

大規模系統との協調連系

需要家の参加

再生可能エネルギーの活用

図6　地域エネルギーマネジメントの特徴
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会社 工事業者 運用 業者
共同体 国内企業 地元企業 構築 推進

多 考
共同体 中 富士電機 主要 役割 担

会社 集結
調達 構築

提供 EPC 強化 重要

4.2　社会インフラ構築における安全・安心

事業 加
上下水道 廃棄物処理 交通 社会
都市全体 効率的 運用 万一

災害時 都市機能 強固
本質的 安全 安心 作 込 必要
富士電機 電力流通設備 大規模 保護
制御 技術 保有 安全 安
心技術 製品 重要 差別化

位置付

5　あとがき

計画 実証段階
今後 太陽電池 普及 電気自動車

普及 並行 構築 運用
大規模電力 相当 市場
本格的 立 上 予想
富士電機 安全 安心 低炭素

提供 向 関係各位 指導 協力 賜
技術 革新 努 所存
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1　まえがき

低炭素社会 実現 再生可能
電気自動車 EV 省 省 住宅

工場 高効率機器 導入 広 検討
最近 省 創 機器

単体 導入 代表
双方向 通信機能 活用 地域全体 有効
活用 狙 取組 注目
国内 電気事業者 再生可能 発電者

需要家 含 地域全体 対象 最適
電気 熱 水環境

有効利用 生活者 変革 含 環境
調和型 都市空間作 実証事業 推進中 海外

都市 工業団地 電力 熱 水環境 交通
整備事業 活発化

富士電機 国内 次世代 社会
環境調和型都市 実

証事業 参画 海外
調査事業 積極的 取 組

2　次世代エネルギー・社会システム

定義 述
次世代 社会 国 取組 実
証事業 富士電機 実証事業 参画 概説

2.1　定　義

⑴　
再生可能 大量導入 伴 電力品質 課題

解決 電力 制御 情報 整備

需給調整 行
次 点 実現

⑴ ⑵

⒜　電力 安定運用 確保 大規模停電 低減
⒝　省 有効活用 需要家 一体化
推進

⒞　電力設備維持管理 高度化
⑵　
低炭素化 住民 利便性 向上 都市 再生
図 新

最新技術 活用 構築 次世代型 地域
有効活用 再生可

能 導入 交通 刷新 快適性向上
省 両立 生活空間作 形成
結 情報 重要 役割 担

⑶

2.2　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 対象地域 電力安定化 省 低炭素化
地域分散型 実現 送電系統 影響 与
次世代 社会 構築 目指

次世代 社会 太陽光発電 大量
導入 電圧上昇 活用 直接 間
接負荷制御 省 熱 相互融通
地域全体 取 組 関 課題 地域内
解決 目的
図1 富士電機 描 地域分散型 次世代
社会 考 方 示 考 後述 ｢富士

｣ 基本
応用

次世代エネルギー・社会システムへの取組み

笛木　　豊  桑山　仁平  

富士電機 次世代 社会 富士 実現 対象地
域 電力安定化 省 低炭素化 地域分散型 実現 送電系統 影響 与 構築 目
指 太陽光発電 大量導入 電圧上昇 活用 直接 間接負荷制御 省
熱 相互融通 地域全体 取 組 関 課題 地域内 解決 目的

国内 北九州市 学研都市 参画 海外 NEDO 委託 受 基礎調査 進

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 participat-
ing in planning for Kitakyushu and Keihanna Science City in Japan, and having been commissioned by NEDO, is advancing a basic survey for 
overseas.
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2.3　国の取組みと実証事業

国 取組 太陽光発電 中心 再生可
能 大量導入 2020 年太陽光発電 2,800 万 kW
風力発電 490 万 kW目標 2020 年全戸
導入目標 活用 双方向通信 直接 間接 負荷
制御 電気自動車 代表 蓄電池技術 応用
得 新 技術 核 海外向 輸出
支援 挙

⑷ ⑸

2010 年 6 月 技術 実証
目的 地域 開発事業
蓄電複合 化技術開発 公募 行

北九州市 学研都市 横浜市 豊田市
2010 年 5 年間 次世代 社

会 実証事業 決定
⑹

2.4　富士電機の実証事業への参画

富士電機 実証事業 協力 提案 通
国 自治体 描 将来 共有 国内

展開 進
富士電機 参画 最近 主立 実証事業
次 示

⑴　 関連 実証事業
⒜　九州 沖縄離島 実証
2009

⒝　次世代送配電系統最適制御技術実証事業 2010
次世代配電自動化 集中方式 電圧制御

⒞　米国 州日米 実証事

業商業 用燃料電池 2010
⒟　負荷平準化機器導入効果実証事業 2011

活用 間接 直接負荷制御
⑵　 関連 実証事業
⒜　次世代 社会 実証 2010
①　北九州市
　™  地域 開発事業
　™  蓄電複合 化技術開発
②　 学研都市
　™  蓄電複合 化技術開発

⒝　 共和国 島 工業団地
技術導入可能性 関 調査

2010

3　富士電機の取組み

次世代 社会 捉 対象規模
電力品質 管理 地産地消 四 視点
必要 踏 低炭素化 電力安定化 貢
献 富士電機 技術 示 技術 適
用 国内外 実証事業 紹介

3.1　四つの視点と対応技術

富士電機 長年 次世代 社会
関連 技術 開発 提供 携 例

配電自動化 系統制御
EMS 分散型電源 同時同量制御

電力品質安定化 電力量計測器 配電機器
応用 PCS

最近 国内 海外 要求 社会 関連
事業 供給 需要家 至

全般 管理 監視制御 基 効率化 最
適化 加 支 情報 重要 要素

富士電機 次世代 社会 次 四
視点 捉
⒜　対象
規模

工業団地 離島 無電化地区 対象地域
捉
⒝　電力品質
送電系統 影響 与 対象地域 導入
分散型電源 電圧変動 周波数変動 対象地域

内 吸収 電力 安定 図
⒞　 管理
需要家 住宅 充電 店舗 商業

工場 電力 熱 有効活用
情報 活用 情報

収集 地域内 相互
活用

発電所

配電変電所

火力
水力
原子力

送電系統

スマート
メータ

柱上変圧器

6.6kVから
200/100V
へ降圧

家庭

商業ビル
（BEMS）

地域設置型
蓄電池・PCS

店舗
（REMS）

配電変電所

6.6kVへ降圧

急速充電
スタンド

地域エネルギー
マネジメント
システム（CEMS）

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

分散型電源

需要家

電力安定化
装置

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

対象地域

工場
（FEMS）

図1　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
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⒟　地産地消
対象地域 制御 送電系統 地域

分散型電源
連携 地産地消 目的 行
四 視点 基 次世代 社会
活用 富士電機 技術 低炭素化 電力安定化

分類 以下 示
⑺

⑴　低炭素化 対応技術
⒜　対象地域全体 管理 地域

CEMS
⒝　需要家 対象 店舗 工場向

REMS BEMS
FEMS

⒞　需要家 電力使用量把握 停止停解 表
示 応答入力機能 備 多段
中継無線技術

⒟　分散型電源 軽量 曲 薄型太陽電池 事業
用 100 kW 酸形燃料電池 低落差 発電可能

水車 低温熱 効率的
電気 変換 地熱発電 関
技術

⑵　電力安定化 対応技術
⒜　事故点 検出 復旧 加 潮流監視 電圧 周波
数調整機能 備 次世代配電 技術
⒝　 内 電力制御機器 高効率

PCS 地域設置蓄電池 充放電制
御 電力安定化装置 関 技術

⒞　 内 電力品質 安定 目的 配電機
器 負荷時 切換変圧器 LRT IT 開閉器
無効電力保償装置 SVC 自動電圧調整器 SVR

無停電電源装置 UPS 関 技術
⒟　離島 閉 内 需給
最適制御 高速 行 技術 同時同
量制御技術

技術 関連 富士
全体図 図2 示

富士電機 富士 実
現 必要 製品 技術 開発 国内外 実証

検証 行 成果
電力 中心 社会
①環境調和型都市 ②
集積度 高 工業団地 ③

集積度 低 離島 無電化地区 適用 進

3.2　国内実証事業

⑴　次世代 社会 実証事業
⒜　地域
富士電機 北九州市 地域節電所 核
地域 開発 参画
北九州市東田地区 対象 低炭素 目指
進

当該地区 需給 先端的 地区
日々 生活 事業活動 中 省 活動 取 込

地域 実現 目指
活用 地域全体 制御 低

炭素化 対応技術 再生可能
連携技術 電気自動車 給

電 電気自動車 放電 電力 活用 地域設置
型蓄電池 活用 電力安定化技術 需要家

見 化

工場店舗 商用ビル

太陽光
発電

太陽光
発電

GE 負荷

REMS
BEMS
FEMS

蓄電池

蓄電池
風力
発電

LRT
給電指令所

充電器

SVR

ガス
エンジン

SVC

PCSPCS

INV

INV

PCS

PCS

メガソーラー

ウィンド
ファーム

ＩＴ開閉器

系統監視制御
システム

需要家システム

スマート
メータ

スマートハウス

PCS

電力安定化装置
地域設置蓄電池

地域発電所

水素

熱

熱

地域エネルギー
マネジメントシステム

次世代配電
自動化システム

燃料
電池

燃料
電池

蓄電池

地域マイクログリッド

LBC

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

エリア型
電力安定化
装置

地域マイクログリッド

UPS

GE

発電所
火力
水力
原子力

PCS

図2　「富士スマートネットワークシステム」の全体図
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需要抑制策 実
証事業 図3 示 対象地域 供
給者 需要家 情報 結 地域

電力 熱 水素 計量 運
用計画 需給 制御 電力系統連携 行
実証事業 成果 総合管理 点 今後
海外 展開 環境調和型

期待
本実証事業 開発中 低炭素化 向 技術

地域 特徴 次 3
点
① 　地域 必要 総合

必要性 高速応答性 頻度
応 専用線 汎用的 収集手順 収集 一

元管理
② 　発電 充放電指令 性 要
制御 需要家 利用状況 把握

需給計画 業務処理 対象地域 要求
応 複数独立 配置

表1　地域エネルギーマネジメントシステムの機能項目

地域エネルギーマネジメントシステム

機能
項目

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

電力系統との協調運転による安定化

需要家ごとのエネルギー利用状況のリアルタイム把握

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

需要家・エネルギー設備との標準手順による接続

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

サービスプロバイダ
他システム

気象
情報

電気
事業者

サービスプロバイダ

需要家
行動分析
など

蓄電池
アセット
マネジメント

サービスプロバイダ向け
エネルギーデータ

総合エネルギーデータ （電力，熱，水素）

電
力
系
統
連
携

需
要
家
利
用
状
況

デ
マ
ン
ド
サ
イ
ド
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

需
給
バ
ラ
ン
ス
制
御リ

ア
ル
タ
イ
ム
収
集
・
制
御

運
用
計
画

発
電
・
充
放
電
制
御

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/F② 標準化 I/F②

標準化 I/F①

伝送パッケージ

BEMS

スマート
メータ

蓄電池

発電設備

スマート
PCS

発電
設備

スマート
PCS

太陽光 /
風力 /
燃料

伝送パッケージ

HEMS

スマート
メータ

蓄電池

伝送パッケージ

コンセントレータ

スマートメータ

需要家発電・蓄電設備
標準化 I/F①

図4　地域エネルギーマネジメントシステムの構成

環境ミュージアム

商業施設

集合住宅

電気

熱

水素

自営線電力系統

蓄熱

ＨＰ

電気

熱
蓄熱

電気

電
力
系
統

地域設置蓄電池

コージェネレーション設備

風力発電設備
ＨＥＭＳ

BＥＭＳ

メガソーラー

水素

水素供給

水素貯蔵

水素ステーション

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

燃料電池

電気

熱 ＨＰ

・・・・

燃料電池

BＥＭＳ

電気

熱

蓄熱

BＥＭＳ

電気

熱事業用
燃料電池

エコクラブハウス

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

情報ネットワーク

図3　北九州市次世代エネルギー・社会システムの全体図
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③ 　収集 情報 外部 提供
新 創出 可能

地域 表1

主 機能項目 図4 構成 示
⒝　需要家
需要家向 次世代 社会 対応

富士電機 学研都市
施設 対象
開発 参画 貸

含 複合 低炭素化 向 技術 実証事
業 進
本実証事業 目的 次 2点
① 　複合 一 閉 捉 複
合 内 蓄電池 太陽電池 燃料電池

設置 蓄電池 燃料電池
効率的 運用 内 再生可能

熱 内 有効 活用
② 　間接負荷制御 省 低炭素化
活動 推進 利用者 環境意識
高 複合 全体 貢献

学研都市全体 対象 地域
情報連携 指示 需要 目

標値 達成 制御 方 検証 進

需要家
用 複合 設置
実現 複合 蓄電池

燃料電池 機器 直接制御
介 間接負荷制御 行

従来 監視 見 化 中心 管理 連
携 内 利用 効率化
可能 表2 用

主 機能項目 図5 構成 示
⑵　次世代送配電系統最適制御技術実証事業

技術面 課題 太陽電池 含
分散型電源 配電系統 大量 接続 場合 電圧上
昇 抑制 課題 対 富士電機 長年
太陽光発電 電圧抑制 関 均等制御 開発

進 次世代配電自動化 電圧調整機
器 太陽電池 接続 中央
監視制御 集中制御 課題 解
決 図
配電分野 分散型電源 大量導入 備 電圧調整

機器 集中制御機能 備 次世代配電自動化
電力安定化機能 無効電力調整機能 電力貯蔵機能 備
分散型電源用 国内外 活用

図6 最適電圧制御技術 全体図 示

表2　ビル用エネルギーコントローラの機能項目

ビル用エネルギーコントローラ

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

需要家内スマートメータによる間接負荷制御

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

地域エネルギーマネジメントの需要目標値達成

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

次世代配電自動化システム

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

低圧負荷

柱上TrLRT

低圧負荷

PCS

低圧負荷

PCS

SVR

SVC

高圧負荷

図6　最適電圧制御技術の全体図

表3　工業団地に適用されるスマートグリッド技術

低炭素化 電力安定化

工場

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

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

複合ビル内でエネルギーの有効活用を行う

地域エネルギーマネジメントシステム

情報ネット
ワーク

従来
ビル管理
システム

スマート
ＰＣＳ

急速
充電器 空調 燃料

電池
ヒート
ポンプ

蓄電池

需要
目標値

電力系統６.６ｋＶ

複合ビル

太陽光発電 テナント
需要家内
スマート
メータ

表示

ビル用
エネルギー
コントローラ

図5　 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



富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

次世代エネルギー・社会システムへの取組み

186（14）

3.3　海外実証事業

富士電機 住友商事株式会社 三菱電機株式会社 東電
設計株式会社 独立行政法人　新 産業技術
総合開発機構 NEDO 委託 受
集積度 高 省 低炭素化 改善効果 見込
東南 工業団地 対象 技
術 活用 電力 輸出 基礎調査 進
東南 工業団地 日系企業 積極的 進出
以下 特徴
⒜　安定的 生産 日本 同等 電力品質

求
⒝　日本 比較 工場

省 低炭素化 改善 余地 多
⒞　工業団地 電力契約量 一 配電用変電所 管理

電力量 相当 地域
対象地区 規模的 類似

3点 特徴 次世代 社会
実証事業 開発 進 技術
表3 示 低炭素化 電力安定化 向 技術

東南 工業団地 適用 考
富士電機 東南 工業団地 低炭素化 電力安
定化 向 技術 適用

工業団地 電力 構築 考  
図7 技術 工業団地 適用 場
合 示 工業団地全体 地域

相当 対象地区 工業団地全
体 電力 安定化
省 実施 主 技術

次 2点
⒜　工業団地 設置 複数工場 高品質電源 供給

電力品質安定化装置
⒝　工場 需要抑制

集中管理 工業団地EMS

4　今後の展開

3章 記載 現在進行中 実証事業 全 富士
構成要素 国内外 実

証事業 成果 生 初 完成
需要家 地域 対象 低炭素化

電力安定化 目的 次世代 社会
集大成
富士電機 国内 省 電気 熱

有効活用 求 需要家
特区 新 持 自治体 展開

電力会社向 電力 安定化 高品質化 目的
2020 年 目標 太陽光発電 2,800 万 kW 風力発電

490 万 kW 全戸導入 向 次世代配
電自動化 導入 進
海外 低炭素化 電力安定化 兼 備
電力 中心 社会

工業団地 離島 配電分野 展開
図 構築

水環境 充電器 状
態管理 含 電気自動車向 整備 情報

整備 求 富士電機 長年培
水処理関連 店舗 連携

太陽光発電
（地上設置）

工業団地ＥＭＳ

高品質電源ライン

高品質電源ライン
電力品質安定化装置

給電指令所

自動
開閉器

無効電力
補償装置

電力用
コンデンサ

自動電圧
調整器

スマート
メータ

ＦＥＭＳ

電力会社
工場

工場

工場

工場

太陽光発電
（屋上設置 )

太陽光発電
（屋上設置 )

FEMS-GW

事務所

変電所
150kV⇒20kV

センター

配電自動化
システム

工業団地

工業団地

蓄電池

図7　スマート工業団地のシステムモデル
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構築 進
次世代 社会 対象 事

業領域 新 分野 次世代
社会 保有 事業者 運用

保守 事業者 収益性 重要 事業可能性調査
基本計画策定 段階 参画 考

5　あとがき

今後 多 世帯 太陽電池 普及
低炭素化 目指 分散型電源 高効率機器 奨励 電
気自動車 広 普及 考 国
近未来社会 活用 関連 技術
富士電機 多数保有

関 社会 要求 対 次世代
社会 技術開発 実証事業 成果 速

製品化 環境調和型 都市 地域 開発 再
生可能 大量導入 電気自動車普及 社
会 構築 貢献 所存

参考文献
⑴　電力中央研究所. TOPICS. 2010-5, vol.1.

⑵　 実現 向 政策展開. 経済産業

省. 商務情報政策局情報経済課. 2010-12.

⑶　経済産業省. METI 経済産業 9 10.

⑷　長期 需給見通 . 経済産業省. 2009-8.

⑸　経済産業省. 制度検討会. 2010-11.

⑹　低炭素社会 実現 向

構築. 経済産業省. 官報. 2009-12.

⑺　大池克幸 . 実現

. 富士時報. 2009, vol.82, no.5, p. 8 - 12 .
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関連 企画 ･

･実証実験 業務 従事 現在 富士電
機株式会社社会 事業本部

事業部総合技術部 電気学会
会員

桑山　仁平
新 企画

業務 従事 現在 富士電機株式会社
社会 事業本部 事業
部総合技術部担当部長 電気学会会員
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1　まえがき

温室効果 削減 地球環境問題 取組
地球規模 枠組 作成 目標設定 検討
中 再生可能 導入 環境問

題 解決 産業育成 両面 有効 今後
発展 期待
一方 再生可能 大量導入 電力系統
悪影響 懸念
1990 年代後半 欧州連合 EU 各国 地球環境
問題 対応 目的 大量 風力発電 導入 進

系統問題 顕在化 対応 急務
⑴

富士電機 2009 年 離島
構成 検討 再生可能

大量 導入 独立系統 課題 対応方
法 検討
本稿 離島 適

用 際 制御機能 導入設備 概要 紹介

2　マイクログリッドの離島への適用

2.1　マイクログリッドシステム 

分散型電源 複数台使用
地域的 電力 需要 供給 保

電力 運用 行 次 特徴 持
⑵

⒜　複数 需要家 存在 特定地域 適用
⒝　分散型電源 小規模電力供給 構
成

⒞　既存 大規模電力系統 独立 運転可能
型電力供給

⒟　系統 連系 系統連系 独立系統
⒠　一般的 ICT Information and Communication 
Technology 利用 複数 分散型電源 負荷
統合的 制御

小規模系統 地域内融通型電力供給
再生可能 利用 環境

電力系統 電力 熱 貯蔵設備 持
地域内 再生可能 起因 出力変動

需要 変化 吸収 既存 電力 影響 与 系統
普及 期待

2.2　離島への適用における目的と課題

離島 本来
特徴 継承 小中規模独立系統 特化

再生可能 大量導入時 独立系統
電力品質 維持 供給信頼度 確保 目的

世界 無数 有人離島 存在 多 独立系統
電力 供給 日本 世界的 多 離

島独立系統 持 国
離島 独立系統 運用制約 問題 内燃力発電

離島向けマイクログリッドシステム

小島　武彦 福屋　善文

世界 無数 有人離島 多 独立 電力系統 運用 小中規模離島 系統規模 小
発電機 慣性 小 再生可能 出力変動 影響 受 富士電機 問題

解決 離島向 構成検討 行 再生可能 大量 導入
独立系統 課題 対応方法 検討 本稿 小中規模 離島 適用
上 課題 解決方法 九州電力管内 6島 沖縄電力管内 3島 実施中 実証試験 概要 示

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.

表1　離島における再生可能エネルギー導入の課題

項　目 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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機 電力供給 一般的 比較的 CO2 排出係数
大 化石燃料 使用 遠隔地 燃料

輸送 発電 高 原因 離島 経済性 関
問題 抱

問題 解決 化石燃料 不要 再
生可能 離島 大量導入 環境負荷
低減 経済性 両面 解決 考

再生可能 大量導入 電力系統 電
力品質 供給信頼度 低下 招 導入 解決

対策 必須 離島 再生可能
導入時 課題 表1 示

⑶

導入 離島 再生可能
大量導入 場合 懸念 各種課題 対

有効 解決方法

3　離島マイクログリッドシステム

3.1　基本構成

図1 離島 基本構成 示

既設 内燃力発電 再生可能
電力貯蔵装置 発生電

力 電力品質評価項目 周波数 無効電力
計測 高速伝送路 制御装置 送信

小規模系統 主 慣性 小 小容
量内燃力発電機 使 運用 再生可能

出力急変 停止 瞬時 周波数変動
電力品質 低下 発生 急変 既設

発電 制御装置 制御 追従不可能
未対策 場合 周波数 規定値逸脱 系統 電力

品質 低下 招
系統規模 数百 kW程度 離島 小規模離島
瞬時周波数変動 顕著 表 傾向 変動補償

機能 高速化 必要 小規模離島 発電
機 運転台数 少 運用調整範囲 小
再生可能 発電比率 高 既設発電機
運用範囲 安定運用 困難 再生可能

出力制限 電力貯蔵装置 冗長化 大容量化
運用 対策 必要

系統規模 1,000 kW 程度 離島 中規模離島
複数台 内燃力発電機 台数制御 中心 予

備力 余裕 運用範囲 広 設定
既設発電設備 制御

範囲 最 経済的 構成 可能

3.2　小規模離島における制御機能

富士電機 高効率 発電機 負荷投入時
負荷追従性能 機能 機能

持 無停電電源装置 ｢UPS 8000G ｣ 商品化
無停電電源装置 負荷 瞬時変化 捉 数

ms 10ms 程度 瞬時変動補償 可能 風
力発電所 出力変動抑制 目的 安定化装置 実証試
験 株式会社 西目風力発電所 富士電機

風力発電

～

～

太陽光発電

充放電
インバータ

No.2ディーゼル発電

配電系統

蓄電デバイスA

監視用PC

No.3ディーゼル発電

～ ～

マイクログリッド
制御装置

通信 I/F

通信 I/F

VPN

通信 I/F

気象観測情報

センサ情報

燃料貯蔵量

通信 I/F

遠隔監視システム

既設発電所

蓄電デバイスB
電力貯蔵装置

既設配電系統

配電系統No.1ディーゼル発電

発電機情報

G

G

G センサ センサ

センサ

センサ

センサ センサ

センサ

センサ

図1　離島マイクログリッドシステムの基本構成
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100% 出資 風力発電会社 2008 年 実施
実証試験 安定化制御技術 蓄電
運用管理技術 確立

⑷

技術 小
規模離島向 制御機能 開発
図2 開発 小規模離島向 制御機能 構成図 示
本制御機能 風力発電機 太陽

光 停止 含 瞬時変動 対
系統周波数 逸脱 制御 図3

瞬時電力補償機能 場合 場合 比較
結果

⑶

3.3　中規模離島における制御機能

常時複数台 回転機型発電設備 運用 中規模
離島 発電機 慣性 一定 過
渡変動 吸収 系統 発電機 運用範
囲 比較的広 経済的 装置導入 考 場合 蓄電

適切 選定 容量 低減 重要
系統規模 大 再生可能

設置点 複数 再生可能 出力変動 検
出 難 場合 需要変動 含 系
統 高速周波数変動補償 有効 手段

3.4　蓄電デバイスの選定

構成 上 蓄電 選定
運用 経済性 両面 重要 富士電機 西
目風力発電所 蓄電 協力 得
水素電池 高 鉛蓄電池 電気二重層

検証 実施
本検証試験 許容充放電深度

寿命 関 特性 考慮 蓄電 管理機
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図3　瞬時電力補償による周波数変動の抑制効果
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図4　蓄電デバイスの種類と特性
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図2　小規模離島向け制御機能の構成
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能 開発
⑷

蓄電 図4 示 種類 特性
異 蓄電 選定 特性 加

寿命 設置面積 経済性 考慮 適用 検討
必要
一般的 負荷平準化用途

蓄電 大容量化 必要 比較的体積
密度 高 蓄電池 有利

一方 変動補償用途 蓄電 適用
検討 数分以内 比較的短周期 変動周期

安定化対策 寿命 体積出力密度 優位
有利 数十分以上 長

周期変動 補償 電池 新型電池
含 蓄電池 適用
富士電機 蓄電

適用検証 蓄電 共同開発 進
電力変換装置用
富士電機 FDK株式会社 共同開発品
電気二重層 同一用途 適用可能

同一容量 電気二重層 比較
小型軽量化 可能

外観 図5

仕様 表2 示

3.5　高速周波数検出装置

周波数検出 電力品質 1
指標 内燃力発電機 含
域内 電力供給 需要 知 重要
指標
離島 独立系統全体 協調制御 実現
既設制御装置 追従 瞬時 周波数変動 対

制御 有効 機能 必要
系統周波数検出 原理 例 例 定 期

間内 系統交流電圧 － 値
＋ 値 移行 回数N N回 移行

要 時間 交流 1 算出 方法
⑸

用
場合 周波数検出 数 100ms 10 s 程度

検出時間 必要
富士電機 系統交流電圧 信号源 独自 誤差

圧縮 最適特性 採用
実系統 周波数変動 対 約 30ms 周波数追従特性 持
高速周波数検出装置 開発

⑹

制御機
能 高速周波数変動補償 適用 図6 開発

高速周波数検出装置 実測結果 一例 示

4　離島マイクログリッドシステムの実証試験

4.1　小規模離島における実証試験

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

図5　リチウムイオンキャパシタモジュールの外観
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周
波
数
（
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装置の実測結果

実際の周波数

図6　高速周波数検出装置の実測結果例

表2　リチウムイオンキャパシタモジュールの仕様

項　目 仕　様

定格電圧 DC45V（27～ 45V）

初期静電容量 200F以上（1A放電時）

初期内部直流抵抗 19mΩ以下（100A放電時）

充放電電流（定格） 20A

外形寸法 W203×D134×H193（mm）

質　量 6kg

表3　導入設備の概要（小規模離島）

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）

黒　島   6.0 10 256 66

竹　島   7.5 ─ ─ 33

中之島 15.0 ─ 80 ─

諏訪之瀬島 10.0 ─ 80 ─

小宝島   7.5 ─ 80 ─

宝　島 10.0 ─ 80 ─
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金 受 実施 離島 関
連設備 納入 導入設備 概要 表3 示
系統規模 対 新 導入量 島 約

10 30% 程度 異 春 秋 代表 中間期 最
低需要量 比較 50% 超 導入量 蓄電
池 高 寿命型鉛蓄電池 電池
適用 変動補償用途 平準化用
途 使用 島 本土 遠 輸送制約 大

連系設備 連系 電気品
全 本土 小型 利用 収納容器 据付
配線 行 上 海上輸送 現地施工
簡素化 図
図7 収納容器 外観 図8 全景 示

4.2　中規模離島における実証試験 

富士電機 沖縄電力株式会社 経済産業省資源
庁 離島独立型新 導入実証事業費補助

金 受 実施 離島 関
連設備 納入 表4 導入設備 概要 示
本 前述

世界 初 系統安定化用途 適用 各設
備 系統 発生 急峻

出力変動 既設制御装置 応答範囲 平滑化 容量
設計 制御装置 高速周波数検出装置

利用 高速周波数制御 採用 系統周波数
変動 既設発電設備 機能 応答前 周波
数安定化 図 機能 備 図9 導入
全景 示

5　あとがき

本稿 主 離島
富士電機 特徴 製品 適用技術 紹介 今後

標準化 化 完了 海外市場
視野 入 経済性 輸送 施工 簡素化 追求
予定
最後 実証事業 装置導入 関 多大 協力 指
導 本稿 資料提供 協力
九州電力株式会社殿 沖縄電力株式会社殿 株式会
社沖縄 殿 関係諸氏 感謝
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図7　収納容器の外観

図8　システムの全景（黒島）

図9　システムの全景（多良間島）

表4　導入設備の概要（中規模離島）

導入設備

離島名

太陽光
（kW）

電力貯蔵装置

変換器容量
（kW）

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

＊：（　）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
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気学会会員

福屋　善文
電力 監視 ･保護
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1　まえがき

1990 年代 中国 改革開放政策 多 中国
国外企業 中国 進出 富士電機

製造拠点 立上 皮切 進出 始
2000 年代 中国 経済 発展
市場 拡大 2008 年 北京 開催 備

整備 急 進
状況 中 中国国外企業 中国市場 向 事業展開

低 製造 中国 客
合 製品 開発 製造

求 富士電機 応
中国 多 大学 連携 進 中

浙江大学 包括的 連携 実施 本稿
浙江大学 産学連携 関連事業創出
取組 紹介

2　中国における大学の特徴

中国 大学 政治 国勢 文化 歴史的 背景
主 次 示 特徴
⒜　政府 行政 密接 関係
⒝　学生寮生活 生 OB
⒞　中国企業 研究 担 立場
⒟　豊富 大学院生 支 研究開発
⒠　活発 企業経営 産学連携
大学 政府 行政 人事交流 活発 行
結果 産 官 学 研 密接 形成
政府 政策制定 大 影響 及

全 大学生 学生寮 入居 在学中 強 仲
間意識 育 大学卒業後 継続

卒業生 84% 企業 就職 OB
利用 企業連携 活発 卒業生 14%
政府部門 就職

⑴

母校 産官学連携活動 貢献

中国企業 研究開発費 2008 年
大学 委託 割合 35% 高 日本 約 12 倍
活発 産学連携 行

⑵ ⑶

企業 委託研究
指導教授 下 大学院生 中心 進

大学院生数 日本 大学 比 約 13 倍 規
模

⑵ ⑷

大学 自 企業経営 例 多
⑸ ⑹

起業
旺盛 2009 年 企業経営 得 上位 20
大学 総収入 1,200 億元

⑺

約 1兆 4,800 億円
中国 大学 日本 大学以上 中国国内産

業 多大 影響 及

3　浙江大学との産学連携

日本 中国 大学 研究開発拠点 一 位置
企業

⑻

中 大学 産学連携
研究開発費用 有効活用 大学 研究所 連
携 人脈形成 新 学術領域 取得

報告 一方 知的財産管理 日本
中国 法規 順守 対応 留意 必要
報告

⑼

富士電機 対
関係部門 関係会社 十分 分析検討

上 中国事業展開 一 役割 産学連携 中国
展開
富士電機 浙江大学 2004 年 産学連携 研
究開発 開始 2006 年 4 月 浙江大学 包括連携

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─

雷　　　云  金子　公寿 小林　直人

中国 2000 年代 経済 発展 市場 拡大 富士電機 中国顧客 合
製品 開発 製造 施策 中国 大学 協力関係 持 産学連携活動 行
中 浙江大学 包括契約 結 新製品 新規事業創出 研究活動 加 社会貢献活動 行 独自
産学連携 推進 関連事業 創出 行 配電系統 電力品質計測

GB規格 中国国家標準規格 準拠 開発 実証実験 経 電力安定化技術 展開 行

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.
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締結 浙江大学 浙江大学－富士電機 研究
開発 設置 多分野 産学協業
活動 展開 4年間 具体的 活動 得 成果
踏 事業創造 向 協業活動 強化

2010 年 4 月 浙江大学－富士電機
設立 協業規模 拡大 各種連携活動

推進

3.1　個別研究

富士電機 浙江大学 1990 年代 研
究者 一定 関係 継続 富士電機 中
国 事業 展開 2004 年 電力系統分野 関

行

3.2　浙江大学－富士電機システムズ研究開発センター
中国 基盤技術 応用技術 研究開発 対

特定 技術分野 対 個別研究 加
中長期的 視点 研究 進 多 技術分
野 協業活動 密 連携 必要
浙江大学 共同研究 主体事業会社 富
士電機 株式会社

注

2006 年 4 月 浙江大学
－富士電機 研究開発 4年間 期限
浙江大学内 設置 運営
本 電気 複数 分野 10
件 超 研究 立 上 研究開発 実
証実験 行 結果 特許出願 論文発表 成果

挙
活動 一 人材交流 教育協力分野

特定技術分野 技術
交流会 開催 学術分野 産業分野 相互認
識 深 浙江大学 教授 中国国内 富士
電機拠点 従業員 対 教育活動 行 関
係先 技術交流 連携 幅 広 4年間
多岐 活動 通 双方 密 連携 信頼関
係 強化

3.3　浙江大学 -富士電機イノベーションセンター
培 浙江大学 信頼関係 基

広範 分野 連携 有効 新製品開発 加
新事業創出 重点 活動 行 必要
富士電機 取 組
浙江大学 富士電機 株式会社

2010 年 4 月 浙江大学－富士電機
浙江大学内 設立

富士電機 地球 温暖化 気候変動 問
題 深刻化 中 課題解決 貢献

環境 分野 事業
展開 経営方針

浙江大学 持 技術 人的資源 富士電機 技術 事
業化経験 生 環境 分野 事業 中
心 事業創造活動 強化
本 主 環境 交通 三

事業分野 中心 研究開発 事業創出 技術交流 知的
財産活用 人材交流 教育協力 開拓 社会貢
献 四 活動 注力 図1

4　スマートグリッド関連分野での取組みについて

事業分野 一 電力系統分野
三 枠組 通 産学連携 展開

表1 最初 中国 電力系統事業
着手 後 製品開発 実証実験

経 現在 関連事業創出 展開
電力系統分野 実施内容 表2 示 詳細
次 紹介

交通 環境

エネルギー

人材交流・教育協力人材交流・教育協力

技術交流・知的財産活用技術交流・知的財産活用

研究開発・事業創出研究開発・事業創出

社会貢献社会貢献

図1　重点事業分野と活動内容

表1　産学連携の枠組み

機　構
2004
～

2005年

2006
～

2009年

2010
～

2013年

個別研究 中国電力系統
事業FS

浙江大学－富士電機
システムズ研究開発
センター

製品開発
および
実証実験

浙江大学－富士電機
イノベーション
センター

スマート
グリット
関連事業創出

注  富士電機 株式会社 2011 年 4 月 富士電機  

 株式会社 合併 現在 富士電機株式会社 至



富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

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─ 

196（24）

4.1　中国電力系統事業フィージビリティスタディ

2004 2005 年 中国電力系統事業
実施

高度経済成長 中国 電力需要 日々増
大規模 電源設備 増強 行 中 送配電系統

整備 行 予想 日本 高度成
長期 経験 電力系統整備 自動化 経験 背景 富
士電機 持 電力系統監視 制御技術 中国 必要
技術 考 中国 電力分野 事業
展開 行 中国電力系統事業

行
富士電機 保有 技術

EMS 配電自動化 DMS 自動
検針 AMR 電力品質 PQ 計測 対策 省
省 新 電力取引市場 7分野 対
中国市場 適用性 事業性 分析研究
行 結果 年間停電時間 短縮 配電設備投資
効率化 有効 DMS 高調波 瞬時電圧低下 電力品
質 把握 対策 有効 PQ計測 対策 省

需給 制御 効率化 有効 EMS
AMR 近 将来中国電力 必要

次 三 優先度 高 技術分野 抽出 中国市場
向 研究開発 進
⒜　DMS分野
⒝　PQ分野
⒞　EMS分野

4.2　製品開発および実証実験

2006 2009 年 浙江大学－富士電機 研究
開発 抽出 三

技術分野 対 製品開発 実証実験 行
DMS 分野 日本 電力会社 多 実績 持
DMS 対 事故復旧手順
他 中国 電力会社 運

転管理 仕組 合 現地化開発 行
PQ分野 GB規格 中国国家標準規格 準拠
電力計測端末 開発 電力会社 系統 情報

実際 利用 広域 PQ計測 図2

実証 行
⑽

中国 電力品質
典型的問題 分析 複合 PQ対策

機器 研究 開発 行
送配電系統 含 系統全体 電圧 無効電力 制御
全系VQ制御〔Voltage Q reactive power 〕

開発 行 某省 電力会社 適
用化 行
EMS分野 電力負荷 対 予測

変動 近 限 電源設備 制御
大 課題 揚水発電 製氷空調
低負荷時間帯 夜間 電力活用 各種手段 含
負荷平準化 制御方法 研究 分析 行

具体的 研究開発活動 通 中国
電力系統 特性 技術課題 把握 電力会
社 実証 行 中国市場 対 富士電機 保有技術
適応性 確認 結果 事業 直結 広域

PQ計測 認証取得

4.3　スマートグリッド関連事業の創出へ

2010 2013 年 浙江大学－富士電機
関連事業 創出 取 組

世界金融危機 後 温暖化防止 経済対策 新
普及 電力系統 効率化 実現

浙江大学 国家重点
国家 技術研究発展計画 行

特 最近 離島 関連 実証
行 国家重点 取 組 富

士電機 構築 電力系統 監視制御 関
技術 事業 基 強 技術

最大限 生 関連事業 創出 取
組
本 主 安全 安心 環
境技術 融合 再生可能 自給自足

オフィス2 オフィス3

オフィス1

工場A

工場A

工場B

工場C

研究所

スーパーマーケット

ホテル

＊ 計測ポイント

電力会社

顧客Ethernet VPN

ゲートウェイ

サーバ
1

サーバ
2

* * *

* * * *

* *

* *

図2　広域PQ計測システム概要図

表2　電力系統分野での実施内容

電力関連連携
フェーズ 実施内容 成　果

中国電力系統事業
フィージビリティ
スタディ

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

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

製品開発および
実証実験

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

™ 広域PQ*                    計測シ
ステムの認証取
得

™ 電力会社での実
用化

スマートグリッド
関連事業創出

™ スマートグリッドの実証
™ 系統連係シミュレーション
モデル開発，ほか

™ 事業の創出

＊PQ：Power Quality
＊ VQ：Voltage Q（reactive power）
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考慮 対 新 系統連系
開発 電力系統安定化技術 現

地化 含 実証 推進

5　あとがき

2011 年 3 月 11 日 東日本大震災 受
政策 見直 検討 太陽光 風力 再生
可能 普及 電力貯蓄 負荷平準化 電
力系統安定化 必要性 高 中 動

展開 中国 必要性
高 考 富士電機 蓄積

技術 中国 関連事業
創出 中国 経済発展 環境問題 解決 貢献

所存
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電機 運営 従事 現在
富士電機株式会社技術開発本部技術統括
技術戦略部

金子　公寿
生産技術 関 CAE技術開発 浙江大学
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小林　直人
構築分
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事業部 SC 部長 電気学
会会員
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1　まえがき

経済成長 伴 電力需要 拡大 中 電力会社
電力流通 最大 目的 電力 安定供給

経済性 目的 運用 効率化 長年取 組
電力流通 支 計算機技術 用 集

中監視制御 系統事故発生時 系統事故 拡大
防 保護制御 活
用 高 供給信頼度 達成
今後 低炭素化社会 目指 太陽光発電 風力発電
中心 分散型電源 大量 導入 予想

納入後 20 年以上 経過 高経年保護
設備 更新 電力系統運用 効率化 必要

電力流通分野 課題 富士電機
取組 紹介

2　電力流通分野の現状と課題

富士電機 電力流通分野 系統制御
配電自動化 遠方監視制御装置 保護制御

系統解析 電力需要予測 各種
支援 開発 納入 図1 富士電機
開発 納入 電力流通分野 主 製品 示

次 分散型電源 大量導入 高経年設備 運用効
率化 関 課題 述

2.1　分散型電源の大量導入に関する課題

⑴　配電系統 課題
太陽光発電 分散型電源 配電系統 大量 連系
逆潮流 電圧上昇 急激 出力変動 伴 配

電線 電圧変動 発生 問題 現状 配
電系統 配電用変電所 負荷時 切換変圧器 LRT
配電系統上 設置 自動電圧調整器 SVR 静止

形無効電力補償装置 SVC 電圧調整機器
系統電圧 適正化 図 電圧調整機器単
体 効果 電圧制御方式 調整能力 限界
予想 問題 対 対策 必要
⑵　需給運用 課題
太陽光発電 家庭 大量 導入 出力

計測 電力会社 正味
電力需要 把握 状況 電力系統 周
波数 維持 太陽光発電 出力 推定 上
需給運用 行 必要 負荷側 発生

次世代の電力流通を支えるシステム技術

高橋　　省 金澤　康久 鈴木　立夫

太陽光発電 大量 導入 逆潮流 電圧変動 発生 正味 需要 把握 需給制御 影響 及
予想 課題 解決 富士電機 電圧制御機器 最適配置 整定値 最適化 行 集中制御

方式 開発 解析用機器 太陽光発電 出力予測方式 需給制御機能 開発
高経年設備 取替 新 IED 適用 更新 保護 電力会社 運用形態 多様化

IP 機器 広域分散対応電力用 防災危機管理支援 開発

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 predict-
ing 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.

配電自動化
システム

原子力発電所

火力
発電所

連系
変電所

配電用変電所 

大口需要家

需要家 

設備監視
システム

営業所

地方給電指令所

制御所

系統制御
システム

ダム運用
システム

シミュレータ

ディジタル
リレー

需要予測
システム

遠方監視
制御装置

発電所監視制御
システム

ダム管理所

水力
発電所

中央給電指令所

図1　富士電機の電力流通分野の製品
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余剰電力 吸収 天候 急変 負荷 増大 対応
蓄電池 最適化制御機能 逆潮流監視機能

必要
⑶　系統解析 課題
今後 新 開発 分散型電源 導入効果 制御

電力系統 与 影響 検証 分散型
電源 解析用 系統解析 迅速 容易
導入 必要

2.2　高経年保護リレー設備の次世代化対応

国内 保護制御 今後 設備 高経年
化 主要部品 改廃 加速化 設備更新
対応 増加 保護 改廃 短 電
子部品 適用 部位 単位 簡単 更
新 装置構成 主流 保護制御

今後 異 間 結合 容易化
化 実現 化 向
監視制御 保護 融

合 進 考

2.3　運用効率の向上

近年 電力会社 電力系統運用 低減
給電制御所 給電運用機関 配電自動化
配 営業所 複数 運用機関 統廃合 動
加速 運用形態 変更 対応
監視制御 構築技術 要求

⑴

運用者 監視制御範囲 広 業務負荷 増
傾向 対策 必要

3　次世代電力流通分野における富士電機の取組み

3.1　分散型電源の大量導入に関する対策

⑴　配電系統 対策
⒜　配電系統電圧変動抑制技術
富士電機 分散型電源 大量導入 対応 次世代

配電系統電圧変動抑制技術 状態推定 潮流計算
最適化手法 用 電圧調整機器 最適 配置

計画支援 配電系統 適正 電圧 制御
電圧制御方式 開発 図2 富士電機 開発

配電電圧制御 概要 示
　①　電圧調整機器 最適配置
 　自動電圧調整器 SVR 新設 再配置計画
業務 効率化 図 最適化手法 適用
年間 通 最 電圧 上下限逸脱率 小

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）
必要時，電圧制御機器
を整定，制御

系統状態把握
（潮流計算・状態推定）
最適整定値算出
（最適化手法）
最適配置計画

SVC

SVR

高圧
負荷

LRT
柱上 Tr

：センサ開閉器

太陽光
発電

低圧
負荷

低圧
負荷 太陽光

発電

低圧
負荷

配電自動化システム
（オンライン）

配電オフラインシステム

図2　配電電圧制御の概要

Ⅱ
　
需
要
側

Ⅰ
　
系
統
側

課題④
系統全体での需給計画・制御，
通信インフラの検討

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

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①
配電系統の電圧変動抑制技術の
開発

研
究
課
題

H22年度 H23年度 H24年度

制御方式検討・設計，
要素技術開発

製作，工場試験 赤城試験
場据付

実証試験，まとめ

配電系統モデル設計 配電系統モデル構築，
制御ソフト制作

I/F 設計 製作，試験

製作需要家モデル
設計

需要家単体実証試験，
シミュレーション用
モデル構築

中給・上位系統モデル
設計，評価シナリオ検討

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

（出典：次世代送配電系統最適制御技術実証事業資料）

全体実証試験，まとめ

全体実証試験，まとめ

様々な電力・需要家間の通信方式・通信情報の検討・評価

成
果
の
情
報
発
信

中間報告 中間報告 最終報告

図3　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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SVR 設置位置 算出
　②　電圧調整機器 整定値 最適化
 　最適化手法 適用 複数台 SVR 対
動作回数 最小化 考慮 年間 通 最 電圧
上下限逸脱率 小 整定値 組合 算出

　③　電圧調整機器 集中制御
 　太陽光発電 大量 導入 配電 全体 電
圧 適正電圧範囲内 収 開閉器
計測情報 基 配電系統上 負荷時 切換変圧器
LRT SVR 値 静止形無効電力補償
装置 SVC 電圧指令値 最適値 算出

集中制御
⒝　次世代送配電系統最適制御技術実証事業
富士電機 電圧変動抑制技術 確立 経済産
業省資源 庁 次世代送配電系統最適制御技術
実証事業 参加 本事業 国立大学法人東
京大学 28 法人 参加 2020 年
太陽光発電 再生可能 大量導入目標
対 図3 示 課題 解決 需要家内
機器 最適制御方式 配電系統 系統電圧制御方式
開発 実証 3 年 行 富士電機
本事業 中 配電系統

電圧変動抑制技術 開発 参加
⑵　需要予測 使 需給運用 対策
富士電機 技術 用 電力
需要予測 電力会社 納入 技術
用 太陽光発電 影響分 日射量 気象予報情報
取込 予測 ･推定 系統全体 需要予測 反映
研究 実施 図4 太陽光発電 考慮 需

要予測 概要 示 特定地点 太陽光発電予
測 気象庁 GPV Grid Point Value 予報 雲量
数値 日射量 求 緯度 ･経度情報 気温予

報 加味 上 行 予測手法

実証事業 適用 予定
離島 実証事業 中 需給運

用計画機能 経済負荷配分機能 負荷周波数制御機能
開発 適用 今後 分散型電源 大量導入 電気自

動車 EV 導入 進 場合 電力会社 需給運用
現状 小 地域単位 行 想定

実証事業 培 技術 電力流通分野 適用

⑶　系統解析 対策
系統解析 系統構成機器 等価縮小
構成 潮流解析 定態 ･動態安定度

系統共振現象 多重事故 解析 使用
富士電機 解析対象 時間領域 数 秒
解析 数時間以上 経済負荷配分
解析 特徴 持 型 系統

解析 主 電力会社 大学向 納入
型 系統解析 連続量 計算
演算 生 演算刻 数値解法 起

因 発散 生 利点 持 近年
出力変動 伴 大規模

再生可能 発電 電力系統 影響 解析
太陽光発電 風力発電 開発 行 機器

提供
⑵

取組 中 次世代配電系統
将来 電力系統 高度利用技術 解析

型 系統解析 活用 動 活発
化

型 系統解析 太陽光発電 風
力発電 大量導入 電力品質 影響評価
配電系統上 設置 蓄電池 運用方法 最適
設置点 検討 今後 電力系統 機器配置 制御手法
研究開発 支
富士電機 従来 技術 加 最新鋭

演算処理技術 融合 次世代
型系統解析 開発 着手

3.2　変電所保護制御システムの次世代化

富士電機 現在 国際通信規格 IEC 61850 対応
新 IED Intelligent Electrical Device 開発 進

新 IED 国内電力用保護 要求
環境性能 信頼性 寿命 承継 富士電機 現行保
護 計測 後継機種 位置付
機器 保護 制御 計測 通信端末 適用可能
高信頼性 図5 新 IED 構成

例 示 基本 拡張 組合
適用装置 最適 構成 提供 今後 保護制御

適用 初 将来 変電所 化
向 検討 進

⑶

新 IED 適用 更新 想定
主要 開発 進 図6

更新 保護 例 示 保護

気象情報
（GPV）

日射量
予測

太陽光発電量
予測・推定

正味需要曲線
見かけの
需要曲線

気象情報
　最高気温
　最低気温
　天候
など

ニューラル
ネットワーク
を用いた
需要予測
エンジン

ニューラル
ネットワーク
を用いた
需要予測
エンジン

需要実績

時刻
（a）従来の需要予測

（b）太陽光発電大量導入時の需要予測

電力
需要

電力
需要

時刻

気象情報
　最高気温
　最低気温
　天候
など

需要実績

図4　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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構成 主演算部 入出力部 電源部 化
単位 更新 構成

⑷

3.3　運用効率の向上を実現する技術

富士電機 情報伝送 信頼性確保 形態
構築 運用 実現 支 技術 提供

次 概要 述
⑴　IP 対応
複数運用機関 統廃合 場合 変電所 情報伝送

確保 情報伝送 信頼性 課題 富士電機
JEMA産業用 PMCN Protocol 

for Mission Critical industrial Network use 適用
順序性 性 保証

2 伝送 1 N通信 対応 IP
端末 提供 従来 信頼性 確保 多

地点 通信 可能 電力会社 異 運用体系
対応
⑵　広域分散対応電力用
電力会社 構築形態 図

7 広域分散 構築例 示 1 所

集約 各拠点 配置
他 複数拠点間 相互

各拠点 持 隣接拠点 監視制
御 可能

構成 実現 分散配置 対
起動 ･応答 高速等

価 状態 常時監視 必要 富士電機
広域分散対応電力用 適用

⑸

従来使 電力用 広域分散対
応電力用 拡張 方式 採用

既存 利用 広域 拡張
場合 大幅 改造 新規
導入 減

⑶　防災危機管理支援
運用機関 統合 通常 業務時 地

震 台風 自然災害 発生 運用者 負担
増加 富士電機 ｢防災危機管理支援
｣ 開発 給電状況 情報

地図情報 気象予報情報 防災情報
分 統合表示 上 気象予報 災害情報
事前 予測 運用 回避 支援
実際 災害 発生 後 復旧支援 行

4　あとがき 

富士電機 電力流通分野 他 揚水
発電所 含 管理 水管理
管理 多 納入

地域 電気 ･熱 ･水
全体 効率化 最適運用 目指
範囲 拡大 中 今 社会
経験 基 電力 安定供給 運用 効率化 貢

献 所存

拡張ユニット基本ユニットと操作パネル

図5　新 IEDの構成例

内部側面図正面図

1
1
0

2
,3
0
0

将来交換範囲

演算部

D/D

入変，
I/O部

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

図6　ユニット更新タイプ保護リレーの例

監視制御サーバ

C営業所B営業所

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

監視制御
サーバ

ゲートウェイ
サーバ

データ
中継装置

一つのサーバ内に
複数のシステムを
独立して構築

B営業所
A営業所

アプリケーション

ミドルウェア

C営業所

A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7　広域分散システムの構築例
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1　まえがき

世界的 地球温暖化問題 対 対策 一 再
生可能 導入 促進 再
生可能 発電出力 制御 困難 多
大量 導入 系統全体 周波数変動 発生
局所的 電圧変動 生

再生可能 大量導入 系統全体
影響 低減 安定 電力供給 確保

同時 発生 流通 消費 制御
効率的 利用 図

⑴

発電出力 制御 困難 再生可
能 系統 連系 補完 高
速 高精度 電源 導入 必要

技術 重要 役割 担
特 分散型電源 直流 発電 多

電力変換 行 技術
最 重要 技術 一

本稿 技術 役
割 要求 機能 機器 適用事例 今後
向 取組 述

2　 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

適用 機器 周波数
電圧 変動 対応 機能 系統 安全 連系

機能 求 本章 最近 機器
関 要求事項 技術動向 述

2.1　系統連系のための機能と技術動向

⑴　LVRT
系統連系 必要 機能 LVRT Low 
Voltage Ride Through 挙 LVRT 系統
電圧 低下 解列

注

出力 継続
機能 再生可能 導入量 少

場合 系統 電圧低下 分散型電源 解列 全
体 影響 極 小 問題 導
入量 多 場合 分散型電源 一斉 解列 発電
量 負荷量 不均衡 生 系統 周波数 安定性
低下 一斉解列 量 多 系統周波数 維持

負荷 脱落 必要 出
分散型電源 系統連系 次 3点 求

⒜　周波数 変化 対応
⒝　電圧低下時 限 系統 接続 電力 供給

⒞　解列 場合 系統 電圧 復帰 時点 速
連系 電力 供給

⑵　単独運転検出機能
次 系統連系 必要 機能 単独運転検出機能
挙 単独運転 系統 切 離 独立系

統内 分散型電源 電力 独立系統 電
気 供給 状態 単独運転状態 感電
機器 損傷 起 可能性 早 検出
分散型電源 切 離 必要 224 解説

参照
検出方式 単独運転移行時 発電出力 負荷

不平衡 電圧位相 周波数 急変 検出 受

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

仁井　真介 加藤　正樹

再生可能 大量導入 系統全体 及 影響 低減 再生可能
発電出力 制御 困難 多 大量 導入 高速 高精度 制御 行 電源

必要 実現 技術 重要 役割 担 主 応用技
術 充放電制御技術 需給制御技術 適用 機器 配電用 機器
PCS 新 富士 展開 目指

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 expan-
sion of these devices to Fuji Electric s smart network system is targeted.

注 解列 電力系統 発電設備 切 離
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動型方式 常時 電圧 周波数 変動 与 単
独運転移行時 変動 顕著 利用 検出
能動型方式 現状 配電系統 発電 負荷
方 大 単独運転 移行 受動型方式 確
実 動作 分散型電源 増加 配電系統内
発電 負荷 取 状態 単独運転移
行時 系統 変動 小 受動型方式 単独運
転検出 動作 可能性 出 従来 受動型方
式 主保護 能動型方式 扱

分散型電源 大量 導入 受動型
方式 単独運転 検出 危険性 近年

能動型方式 主保護 考 方 出
現在 特 小規模太陽光発電 相互干渉
能動型方式 統一 図

⑵

中大容量
注

PCS 対 単独運転方式 動向
注視 必要

2.2　発電変動および系統変動に対応する機能

従来 負荷 変動 発電機 制御 吸収 周波数
安定 再生可能 変
動 発生 発電機 制御 需給
難 再生可能 側 出力
調整 系統 影響 最小限 必要 出
機能 電力貯蔵装置 使 実現 変動周期 応

蓄電池 電池 電気二重層
電力貯蔵 方式 変 必要 方式 適

充放電制御技術 必要
再生可能 発電 変動分 個別 電力安

定化装置 調整 発電機 発電
所 数 装置 必要 対 広域
中 吸収 型安定化装置 変動 平均化

図 設備 総容量 小 個別
対応 比 経済性 良 型安定化装置
再生可能 含 発電量 制御 広域 市町

村 県 以上 行 装置 実現
電力貯蔵装置用 単機容量 増大

並列化 装置 大容量化 要求
離島 小規模 系統 発電機 慣

性定数 小 発電変動 需給 起
動揺 起 不安定 状況

電力貯蔵装置 安定化
高速 高精度 制御 要求

3　 スマートグリッドにおけるパワーエレクトロニ
クス技術の利用

最近 上記 技術 取 込 製品 製作
可能 技術 適用範囲 広

流通 複雑 制御 容易
行 社会 効率的 利用
可能

創エネルギー（サプライ）

流通

需要家（デマンド）

大規模集中型発電所
（水力，火力，原子力）

変電所

火力

水力 原子力

送電系統

配電系統
（6.6kV，200/100V）

電力貯蔵装置

地域エネルギー
マイクログリッド

メガソーラー
ウインドファーム

スマートメータ スマートメータ

系統制御機器
配電自動化
保護リレー・IED
センサ

再生可能エネルギー
マイクログリッド
燃料電池

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

需要家

スマートファクトリー
グリーン IDC

図1　電力流通サプライチェーンのスマート化の概念図

注  太陽電池 蓄電池 発電電力 系 

 統電力 変換 装置
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図1 富士電機 進 電力
流通 化 概念図 示 同図

系統 情報 監
視 系統 効率的 運転 可能 発電 流通

消費 最適化 図 富士電機
事例 数多 持

利用 可能 技術 中 発電 流通
関 実施例 紹介

3.1　発電におけるパワーエレクトロニクス技術の利用

発電 技術 利用例 電力安定化装
置 紹介
電力系統 発電機 回転型 主体

本質的 変
前述 再生可能 発電装置

系統 大量導入 発電 不安定性 系統
周波数制御 影響 出 発電 不安定性 電力貯

蔵装置 補完 出力 安定 発電装置 制御
系統 対 安定 電力 供給 可

能 電力 安定化 装置 構成 図2 示
⑶

図2 風力発電 対象 太陽
光発電 場合 同様 構成 対応 可能
電力安定化装置 再生可能 出力変動分

補完 蓄電池 充放電 行 系統 連系点
合成 出力 平滑化 双方向
制御 充放電 可能

平滑化 目的 系統 電圧安定化 周波数 安定化
電圧 安定化 有効電力制御 無効電力

制御 行 周波数 安定化 短時間変動 対

GF 制御 長時間変動 対 LFC
負荷周波数制御 長周期 変動 対 EDC 経
済負荷配分制御 行 制御方式
必要 電力 貯蔵量 異 電池容量 設備費 大
影響 限 容量 小 望

富士電機 電力安定化装置 関係会社 株式
会社 所有 西目風力発電所 設置 実
証研究 行 結果 風力発電所 出力安定化 効
果 確認 要求 機能 最小
設備容量 実現 充放電制御方式 確立

リモート監視

需要家，発電
計測装置へ

インターネットVPN
ADSL
ISDN

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

風のがっこう京都
55kW

スイス村
（風力発電）50kW

バイオガス発電所（船木地区）

制御センター
（同時同量制御）

ガスエンジン発電機
80ｋW×5台

メタンガス供給

二次電池
100kW

燃料電池
250kW

台数制御
運転

一定出力運転
125kW

負荷
100kW

自然エネルギー発電
変動吸収用

（100kW，30分間）

太陽光発電
30kW

丹後あじわいの郷

負荷
100kW

太陽光発電
20kW

弥栄町溝谷・吉野地区排水処理施設場

発電量・需要量
データ把握

京丹後市営和田野団地
7.5kW

京丹後市立弥栄病院
592kW

京丹後市弥栄庁舎
弥栄地域公民館

178kW

京丹後市営堤団地
9.4kW

バイオガス発生設備

弥栄変電所

食品廃棄物

所内負荷
219kW

小脇変電所

図3　京都エコエネルギープロジェクト概要

電力安定化
装置制御部

二次電池
充放電指令

連系点合成出力

西目風力発電所

6.6kV電力系統

風力発電
出力

電力安定化装置出力風力発電出力

発電状態

電気二重層キャパシタ
二次電池

インバータ

システム
コントローラ

図2　電力安定化装置の概要
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3.2　流通におけるパワーエレクトロニクス技術の利用

2章 述 型電力安定化装置 広域
電力 安定化 図 比較的狭 地域
需給調整 行 電力安定化 図 例 独立行政
法人 新 産業技術総合開発機構 NEDO
新 等地域集中実証研究 京都

実証試験 2003 2007 年 紹介
⑷

図3 京都 概要 示
本実証研究 発電所 太陽光発電 風力発電
設置 再生可能 発電設備

選定 需要家 間 規定
時間 需要 供給 取 制御 5分同時
同量制御 行 実証研究 4企業体 2自治
体 共同研究 実施 富士電機 制御
開発 中心 参画
本 太陽光発電 風力発電 出力
検出 通信線 介 制御 監視情報 送信

制御 変動分 補償 二次電池
出力 演算 通信線 介 二次電池 出力指令 与

太陽光発電 風力発電 出力変動分
吸収 計測 収集 二次電池 指令
値 出力 20 秒程度 処理 数 10 秒
発電変動 補完 需給調整 行 可能 監
視 制御 汎用 広域通信網 ADSL ISDN
利用 距離 関係 計測対象 制御対象 選

大規模 需給調整 低 実現
期待

本 同時同量制御 行 当
負荷変動分 基本的 発電機 調整

単位時間 負荷変動 大 追従
困難 場合 負荷変動分 調整 二次電池

補完
実証試験 同時同量制御 精度 5分間 3%

誤差 目標 満足 結果 得
汎用 広域通信網 制御 高 精度 確保
実証 需

給制御 手段 二次電池 有効性 確認

4　 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

富士電機 構築 向 種々
取 組 進 機器 新 技術 開
発 促進 本章 今後進
展 不可欠 技術 述

4.1　配電用パワーエレクトロニクス機器

電力系統 発電 大規模集中型発電所 流通 送配電
設備 消費 需要家 担 電力 大規模集
中型発電所 需要家 向 流 上流

下流 一方向 前提 構築
近年 家庭用太陽光発電 需要家 発電 行

分散型電源 大量 導入 少
配電系統 電力 流 必 一方向

図4 再生可能
発電 発電量 制御 周波数 電圧
潮流 管理 分散型電源側 特定地域

広域 管理 従来 異 手段 必要

配電系統 諸問題 解決
機器 配電用自励式 無効電力補償装置 配電線

用需給 LBC 挙
配電用機器 普及 屋外設置 柱上設置

低価格 条件 満足
必要
屋外設置用 耐環境性 仕様 満足 必要

装置 排熱 技術 重要
柱上設置 軽 必要条件 高圧
系統 直接接続 変圧器 不要 技術 開発
今後必要 化

低減 行 必要
配電用機器 要求 機能 十分 満足 機

器 開発 炭化 素 SiC 次世代
実用化 必要 考 装置

実用化 少 時間 思

4.2　スマートPCS

PCS 直流側 太陽光 二次電池
電気二重層 含 接続 太陽光

場合 太陽光 PCS 二次電池 場合 電力貯蔵
装置 場合 無効電力補償装置

基本構成 共通 部分 多
PCS 連系 必要 通信機能 系統連系機能

標準装備 多機能 装置 多目的 適
用 構成

配電変電所

：分散型電源
：開閉器

分散型電源の発電量によって潮流
方向が複雑に変化

大規模電源

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

図4　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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PCS 通信 現在 経済産業省 標準化 進
今後通信 規格化

考 標準化 機能 装備
多目的 適用 可能 PCS 開発 進 予定

系統連系機能 LVRT 機能 単独運転検出機能
連系保護機能 機能 組 込 装
置 共通化 種々 標準化 対応 図5

4.3　新エネルギー電源パッケージ

再生可能 利用 拡大 向 新
導入 容易 発電装置 電力貯蔵装置 一体

化 新 電源 構築 望
経済産業省 関連
最終報告書 電力 類型比較 表

1 示 5種類 分類
⑸

比較的小容量 再生可能 電源装置

化 系統 構成 再生可能 種別
多用途 適用 再生可能
利用 先進国型 米国 欧州 途

上国型 都市型 郊外型 離島型 問 同 構成 電
源 使 適用 対象 制御方式 変更

電源装置 容易 構成 同 仕様
多 適用 課題 拡
張性 安全 安心 保守性 実現
必要
拡張性 需要 応 容量 拡大

機器容量 増加 種々 電源 接続
全体 協調 容易 図 必要

安全 安心 多様 地域 多様 人々 運

双方向変換器 制御装置

太陽光パネル
蓄電池
電気二重層コンデンサほか

通信ケーブル

直流電圧，
電流

出力指令

スマートPCS

図5　スマートPCS構成概要

表1　電力系統の特徴

電力系統型 運転方式

先進国型（米国）
先進国型（欧州）
途上国型（都市型）

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

途上国型（郊外型）

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
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

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。

パワエレ機器

工場店舗 商用ビル

太陽光
発電

太陽光
発電

GE 負荷

REMS
BEMS
FEMS

蓄電池

蓄電池
風力
発電

LRT
給電指令所

充電器

SVR

ガス
エンジン

SVC

PCSPCS

INV

INV

PCS

PCS

メガソーラー

ウィンド
ファーム

ＩＴ開閉器

系統監視制御
システム

需要家システム

スマート
メータ

スマートハウス

PCS

電力安定化装置
地域設置蓄電池

地域発電所

水素

熱

熱

地域エネルギー
マネジメントシステム

次世代配電
自動化システム

燃料
電池

燃料
電池

蓄電池

地域マイクログリッド

LBC

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

エリア型
電力安定化
装置

地域マイクログリッド

UPS

GE

発電所
火力
水力
原子力

PCS

図6　「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 電気 深 関 人々 常
安全 運転 保守性 故障 少

故障 容易 対応
新 電源 太陽光発電用 PCS
蓄電池用 PCS 中 組 込

小水力 風力 対応
構成

富士電機 多用途 適用 可能 新 電源
開発 展開

4.4　｢富士スマートネットワークシステム｣

図6 ｢富士 ｣
技術 適用部分 示 富士

産業 民生分野
需要家 構築 太陽光発電
蓄電池 PCS 燃料電池 組 合
電源装置 導入 配電系統

従来 負荷時 切換変圧器 LRT 自動電圧
調整器 SVR 電圧安定化 無効電力補償装置
潮流制御 LBC 再生可能 変動分
吸収 電力安定化装置 組 合 地域

構成 送電系統
型安定化装置 設置 地域 電力供給

安定化 図
富士

EMS 配電系
統 IT機器 情報 収集 系統全体 監視
制御 EMS 効率化 実現
機器 制御指令 出 機器 高速 高精度
指令 応答 高効率 実現 支

5　あとがき

従来 主役 化
石燃料依存 脱却 電源 多様化

安全保障 獲得 社会的 基盤
移行 単 電力系統 改

変 発生 消費 需要家

参加 方 問
地球環境 保全 図 持続的

後世 残 舞台作 今 始
実現

細 制御 可能 前提
可能 技術

技術 役割 今後 大 考
拡大 向

技術 向上 所存
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1　まえがき

世界的 異常気象 石油 石炭 化石
燃料 依存 BRICs 諸国
中国 代表 新興国 経済成長 地球温
暖化 問題 深刻化 状
況 中 CO2 削減 地球温暖化防止 行 一 方
策 再生可能 有効活用 積極的導入
推進
近年 再生可能 電力系統 柔軟 連系

実現可能 世界規模 注目
海外 構成要素 一
電気事業者 各需要家間 双方向通信 可能

導入 先行 日本
対 電力使用量 遠隔検針 遠隔操作

電力供給遮断 利用
新 提供 期待
富士電機 以前 電力取引 開発 電力

遠隔検針技術 開発 行
本稿 今 活用 需要家 省

省 実施 促 新
提供

述

2　海外におけるスマートメータ

海外 導入 対 次 効果 期待

⑴　電力業務効率化 効果
⒜　不正抑制 料金徴収 回避
不正 盗電対策 不当 改 使用

早期発見 防止 収入 安定化
⒝　検針業務 効率化 現地業務 省力化
人手 検針 削減
⒞　設備形成 効率化
検針 柱上変圧器 設備設

計 形成 効率化
⒟　停電情報 把握
停電 早期把握 復旧

⒠　遠隔操作 電力供給遮断
電気料金不払 需要家 対 電力供給停止 停止

解除
⑵　省 効果
⒜　需要 負荷平準化
⒝　最大需要抑制 化石燃料費抑制 追加電源投資
回避

⒞　多様 料金 提供

⑶　付加価値
構築 高付加価値

提供

3　日本におけるスマートメータ
⑴

日本 電力系統 供給信頼度 向上 設備 効
率的運用 目的 多 部分 自動化

点 日本 系統 既
使用電力量 計測

課金 料金徴収 全体 網羅 構築
業務効率化 目的 導入 効

果 限定的 考 電力系統 再生可能
大量 導入 場合 出力変動 電

スマートグリッドを支えるメータリング技術

松田　秀樹  武田　康一  柳谷 慎之輔  

近年 再生可能 電力系統 柔軟 連系 世界規模 注目 海外
構成要素 一 導入 先行 電気事業者 各需要家間 双方向通信 可

能 日本 電力使用量 遠隔検針 遠隔操作 電力供給調整 主 目的
将来的 新 提供 期待 富士電機 需要家 省 積極的 参加可
能 開発

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.
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圧 適正範囲 逸脱 可能性
利用 監視 制御 行 考

電力供給設備稼動率 向上 需要家
利用 見 化 環境負荷低減 対 提供
需要家 新

利用 考

4　スマートメータリングの全体構成とその要素

全体構成
図1 示 需要家 双方向通信

行 構成 次

⒜　
⒝　通信技術
⒞　宅内表示器
⒟　
⒠　MDMS Meter Data Management System

各構成要素 主 機能 次 述

4.1　スマートメータ
⑵ ⑶

日本 現在各家庭 設置
式

図2 示 富士電機 1990 年代 計量

化 計量 伝送機能 搭載 開発
進 利用 遠隔検針
開発 導入 一部 進

計量技術 通信技術 革新

スマートメータ
（通信ユニット内蔵）

コンセントレータ
Ethernet

専用
WAN

宅内表示器

分散型
電源など
（＋蓄電池）

家電制御

通信

プラグイン
ハイブリッド車

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

CEMS・MDMS

センターシステム

HEMS

図1　スマートメータリングシステムの全体構成イメージ

電
子
式
計
器
導
入
の
経
過

契約電力

kW

年

50

0

＜従来
システム＞
普通電力量計
（機械式）

計
器
導
入
の
要
因

法・制度

料金制度

新技術
　  ・
仕様変更

1993
新計量法

1994～1996
システム化計量器検討

1990/11
時間帯別
料金制度導入
（選択制）

1992/6
適用対象の拡大

1995/4
蓄熱調整契約の
低圧分野への拡大

2000/4
季時別料金メニュー
多様化

1990
低圧家庭用計器
仕様検討
コストダウン検討

2002
サイクリック表示
低圧家庭用計器
コストダウン検討

2001　新計量法完全適用

1990
家庭用時間帯別計器

1995
低圧蓄熱用時間帯別計器

2000　低圧多時間帯計器

2002
低圧季時別計器（通信機能付）1999

250A単独計器

1991
性能構造基準
（第2版）

1999　自主検査開始

1999
Ⅴ型計器

1995
電子式温水器用
タイムスイッチ

多品種・
多機能化

2003
停止・停解装置

1990
通信機能付低圧計器

2009
検則
JIS 化

2007
新型計器
（60A）

2008
新型計器
（60A）

20021988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2004 2006 2008 2010

2010
新型計器
（120A）

図2　電子式計器導入の経過
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既 高度化 図 2007 年 双
方向通信 可能 間 他 機器 通信
可能 開発 始 先 記述

呼
需要家 双方向通信
実現 次 機能 必要

⒜　計量 計量値表示
⒝　上位 通信 遠隔検針
⒞　電力供給停止 停止解除 計量時
⒟　電圧 電流計測 上位 要求時
⒠　 実施 宅内表示器 通信

4.2　通信技術

従来 日本 検針 検針員 各家庭
訪問 計量値 読 方式 採 面前検針

近年 面 重視
普及 伴 遠隔検針 必要

通信方式 有線 無線 問 方法
適用 一昔前 電話回線 主流
携帯電話 普及 伴 最近 有線電話 持

家庭 増 富士電機 1980 年代 有
線 無線 問 通信媒体 機器 周波数
用 通信方式 開発 表1

通信方式 次 理由 特定小電力
無線
⒜　近年開放 周波数帯域 干渉 少
透過性 良

⒝　今後 既設 置換 需要 多
有線 無線 利用 有効

実現 上位
対 通信 宅内表示器 対 通信 考慮

1 2 搭載型 1枚
基板 2種類 無線方式 搭載 方式

無線 通常端末 基地局 1対 1通信 通
信 確立 場合 多々 富士電機
従来 通信方式
開発 固定的

集中管理機構
無線 LAN 必要

無線 接続 端末 携帯電話
構成 各端末 位置 信

号 変化 応 自動的 最適 通信経路 随時構築
通信方式 多数 端末 多段接続

形態 限定域内 簡易 構
築 手段 極 有効
一般的 通信方式 型

型 型 富士電機 中 接続性 最大
限考慮 型 応用 多段中継方式 採用
検討

方式 特長 互 機器同士 機

能 持 中継器 転送先選択 通信状態変化
強 互 通信時 同期維持 不要

待 時間

4.3　宅内表示器

今後 省 CO2 削減 考 場合 各家庭 理解
協力 欠 現在
回線 整備 全 整 限
実情
宅内表示器 直接通信

消費電力 使用電力料金 見 化 上位
依頼 表示 応答

設置
実際 搭載 機能 次 示
⒜　計量 表示
⒝　電力使用量 表示
⒞　電力料金表示
⒟　 依頼 表示 応答
⒠　上位
⒡　 通信

機能 実現 需要家 地域
参加意識 高 積極的 間接負荷制御 行

環境 構築
実現 電力事業

者 需要家 対 双方 見 必要
制度設計 課題

実際 設置 機器 5 7 液晶 搭
載 携帯端末 前述 機能 持
組 込

4.4　コンセントレータ

一般 複数 回線 束 装置
意味 本稿 複数台 情報

集約 上位 送信 装置
指

本体 通信機能 搭載 1

表1　富士電機の遠隔検針に対する通信技術

有　線

電力線搬送

光ファイバ

電話回線

同軸ケーブル

専用線

無　線

ポケットベル

携帯電話

PHS

近距離無線

Bluetooth

特定小電力

315MHz
429MHz
950MHz
  2.4GHz
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台 上位 通信 行 通信効率 悪化
上位 負荷 重 上

位 遠隔地 場合 多段中継方式 通信
行 伝送遅 考慮 通信距離 限界

台数
設置 限定 内 情報

集約 有線 経由 上位 通信 行 方式

4.5　MDMS（Meter Data Management System）

MDMS 収集 分
析 需要家 付加価値 高 提供 行
指

上位 地域
CEMS 内 MDMS 機能 実装 搭載 機能
次 示
⒜　 収集機能
①　 収集機能
②　停止/停止解除制御機能
③ 　装置管理

⒝　監視機能
① 　監視機能

⒞　 管理機能
①　 管理
②　 管理

③　状態管理
④　停電管理
⑤　料金管理
⑥　需要家管理
⑦　機器管理
⑧ 　需要予測 発電予測 基

⑨　 他

5　実証事業への参画と検証
⑷

経済産業省資源 庁 次世代 社
会 実証事業 横浜市 豊田市 京都府 北九州
市 4地域 実施 富士電機 北九州
市 主体 実証事業 参画

図3 実証事業
利用 遠隔検針 電力供給 遮断

時間帯別 料金
制度設計 行 上 電気料金 電気使用量 見 化

EMS 通信 宅
内表示器 使用 省 効果
実証 行 予定

6　あとがき

日本 欧米 異 電力会社 中長期需給予測 計
画 基 電力供給設備 建設 電力供

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）

スマートファクトリー（10か所）スマートデータセンター（1か所） スマート街灯（30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
コミュニティ
センター

スマートレンタサイクル
ステーション（3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）

スマートオフィス（5か所）スマートハウス（20戸） スマートストア（4か所） スマートスクール（4校）

図3　北九州市スマートコミュニティ
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給 関 十分余裕 考
東日本大震災以降 電力需給 逼迫 問題
昼夜 電力使用量差 平準化 大 課題 挙

近 将来大量 導入 再生可能
車 電気自動車

蓄電機能 持 機器 今 需要 異
事象 把握 意味 本製品 開発

重要 意味 考
今後 機能 開発 進 上位

協調 取 需要家 受
入 心掛
富士電機 今後 技術力 結集 市場環
境 新技術 変化 応 研究 開発 進
環境 調和 実現 発展
貢献 所存
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⑷　 次世代 社会 構築 向 . 経済産

業省. 2010-01-19. http://www.meti.go.jp/committee/materi-

als2/downloadfiles/g100119a03j.pdf, 参照 2011-01-06 .
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式会社社会 事業本部
事業部総合技術部主査
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1　まえがき

日本政府 温室効果 削減 中期目標設定 2020 年
1990 年比 25% 排出 削減
使用 合理化 関 法律 省 法 改正
今年 発行 予定

関 国際規格 ISO 50001 地球温暖化防止
対応 急務 世界的 持続可能

社会 目指 数多 推進
新 導入 省 省 取組
進 実現 需給

全体 統合 管理 運転 必要
EMS 今 以上 大 役割

担
富士電機 電力 鉄鋼 水 産業 店舗流通 各

分野 着目 各
種 EMS 開発

⑴

地域 EMS CEMS 工
場 EMS FEMS EMS BEMS 店舗流通 EMS
REMS 各機能 一 上 統合化

現場 合 EMS機能 迅速
廉価 提供 統合 EMS 開発

2　構成と機能

2.1　開発コンセプト

統合 EMS EMS 構築 上
核 重要 開発
次

⒜　 電力 水 熱
設備 対 分野 問 目的 応 各種

最適化 制御機能 選択 実装
⒝　 設備規模 応 単独

複数 大規模分散 簡単
同 操作 短期間 構築

⒞　 運転中 増強
設備拡張 更新時

評価 行

2.2　ソフトウェア構成

図1 統合 EMS 周辺
構成 示 構成 各種Web 画

面 実績 管理 最適化 制御 群 現場
制御装置 通信 管理 管理

一般的 EMS 構成 同 本
最大 特徴 結 付 高速 連携

｢Fuji Service Bus｣ 高速 共有
｢Field Connector｣ 統一

応 1台 複数台 大規模分
散 構成 EMS 同 上 同

操作 短期間 構築

統合 EMS 中心 機能
周辺 機能 説明

2.3　高速プログラム連携サービス ｢Fuji Service Bus｣

EMS 構築 制御対象 規模 要求
機能数 監視制御 周期 必要 冗

長性 応 構成 CEMS
十数台 及 大規模分散 構成 場合

Fuji Service Bus 構成 差異

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

堀口　　浩  石川　健一  福山　良和  

鉄鋼 一般産業 店舗流通 水処理 地域 分野 見 化 省
省 制御処理 統合 機能 迅速 廉価 提供 統合

開発 電力 水 熱 扱 自
然 含 省 最適制御 可能 各種Web 画面 各国 言語 1台 小規
模 数十台 及 大規模 同 簡単 構築

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.
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意識 各 分散配置 最適化 制
御 間 Web 画面 最適化 制御 間

処理 連携 仕組
従来 分散環境 呼出 X

Y 上 存在 各
配置情報 事前 定義

制御対象量 増加 伴 増強作業 構成変更
作業時 停止

各 配置情報 再定義 必要

対 Fuji Service Bus 事前
配置情報定義 必要 名

持 機能名 上 存在
該当 呼 出 Fuji 

Service Bus 各 存在 名 動
的 情報交換

後述 統合
簡単 操作 最適化 制御

新規 追加 既 搭載 最適化 制御
CPU負荷 合 間 移動

Fuji Service Bus 瞬時 各 配置
情報 把握 運転 継続

作業 可能
開発 各分野 最適化 制御

群 言語 C C++ Java 使
用 容易 相互連携

対 Fuji Service Bus 開発言語 依存
相互 連携 富士電機 EMS
資産 統合的 提供

今後 Fuji Service Bus 汎用的 Enterprise Service 

Bus 連携 基幹系
標準的 連携 実現

2.4　高速データ共有サービス ｢Field Connector｣

各 Fuji Service Bus
上 配置 相互 連携 各

実際 演算 制御 各
上 参照 制

御指示 行 環境 必要 Field Connector
実現 仕組

Field Connector TAG 管理 TAG0001
TAG 名 TAG 値 管理 方式

管理 一般的 TAG 値 整
数値 浮動小数点値 1 個 扱 対 Field 
Connector TAG 値 可変長 文字列

30 分 発電計画値 連続 複数個 数値
区切 文字列 扱

TAG値 記憶 例 次 示
順 間 連携 30 分単位 24 時間分
連続 場合 TAG管理 有効利用
⒜　電力需要予測
⒝　電力需要予測値 合 発電機 最適発電計
画

⒞　最適発電機計画 沿 発電機制御
全 上 Field Connector 相互 連携
各 上 Field Connector 全

TAG値 管理 TAG値 参照 更新 各
上 存在 問題 動作

次 Field Connector 間 連携
利用 通信 管理 経由 現場機

統合EMSプラット
フォームの範囲

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）

グローバル言語対応

Enterprise Service Bus

通信ドライバ管理

通信ドライバ 通信ドライバ 通信ドライバ 通信ドライバ

高速プログラム連携サービス「Fuji Service Bus」

各種Web画面

Web
最適化・制御
プログラム
業務画面

Web
プラント図
各種系統図
警報画面

Web
実績データ
分析画面

実績データ
管理

実績データ
管理サービス

マルチテナント管理

実績データ

統
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
ツ
ー
ル

高速データ共有サービス「Field Connector」

統一エネルギーネットワークモデル（制御対象モデル）

図1　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
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器 接続 機能 持 現場 制御機器
通信 得 TAG値 管理

逆 TAG値 設定 機器
制御出力 行

Field Connector 上
各種 間 共有 全体

参照 制御出力 可能
応 構成 簡単 構築
Field Connector 全体 50 万個 TAG

管理

2.5　統一エネルギーネットワークモデル

電力 水 熱
各機器 変換 伝達

定義
最適化 需給 制御 行

制御対象 伝達関係 各種最適化 制御
群 共通 認識 必要 従来 各分野

最適化 制御 群 最 効率良 計算
異 表現方式 適用

適用 最適化 制御 異
定義 行 必要

⑵ ⑷

対 簡単
直感的 理解 適用 最

適化 制御 依存 共通 統一
表現方法 構造

規定 適用 最適化 制御
種類 関係 同一 操作

定義
図2 統一 表現例
示
本 表現方式 設備 置 設備間 接

続関係 結 － 表現
変換特性 効率

定義 最大出力 現場機器 状態 入
手 TAG名 制御出力先 TAG名 機器

定義 機器 種類
必要 事前 統一管理

定義 xml 出力 各分野

最適化 制御 利用 表現形式
変換 使用

電力系統 作成 IEC 61968
IEC 61970 CIM Common Information Model 共通情
報 統一 相互
変換機能 開発中 既設 系統設備 簡
単 取 込

2.6　実績データ管理サービス

実績 管理 Field Connector 定周
期 TAG値 抽出 実績 蓄積管理 機能

標準装備 分析機能 利用
使用状況 分 分析

実績 管理 各実績 事業所
工場 建屋 機器 設備階層上 付

企業全体 任意 設備階層配下
集計 瞬時 行 表示方法

種類構成 重油 石炭 電力
用途構成 動力 空調 照明

t-CO2 二酸化炭素換算 原油量換算 表示
任意 計測 組 合

化 表示 表計算 出力 独
自 分析 行 可能
実際 分析 生産量 稼動時間
考慮 分析 重要 実績 管理
設備階層上 以外 関

連付 管理 設備階層位置 横串
分析 行 図3

実績 管理 管理機能
持 SaaS Software as a Service 環境
本機能 搭載 1台 同時 複数企業
複数 対 実績 管理 提供

本 各家
庭 企業 収集 見 化

提供 省 意識 高 有
効 手段

購入電力
電力量

ブランチ

購入燃料

電力負荷

蒸気負荷

ボイラ 発電機
燃料量 蒸気量 電力量

ボイラ 発電機
蒸気量

蒸気量

蒸気量

蒸気量

電力量

発電機
電力量

ボイラ
燃料量 蒸気量

ノード ノード

図2　統一エネルギーネットワークモデルの表現例

＋

＋

＋

－

－

＋

＋

－

エネルギー
分析支援

ロロ工場
エネルギー

    TOP

 〇〇工場

 ロロ工場

  AA建屋

   ××ライン

    ××工程
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図3　設備階層管理を中心にしたエネルギー分析



富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

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

217（45）

2.7　統合エンジニアリングツール

統合 簡単
構築 開発

風 画面 業務機能 配置 各
画面 最適化 制御 配

置作業 自動的 行 統合 画
面例 図4 示

画面左側 機能階層欄

配置 対 動作 各種業務
機能 最適化 制御 業務画面

合 配置 次
画面右側 各業務機能 対 機能設定 最適化 制

御 配置 指定 行
完了

統合 機能設定 内容 合
画面 最適化 制御 各

自動的 配置

2.8　シミュレーション環境

図4 画面例 ONLINE 配下 各種業
務機能 配置 配下 各種業務機
能 SIMULATION 配下 貼 付

別 環境 動作検証 行

検証目的 新
設備 追加 場合 導入効果 評価

制御 変更 省 制御出力 妥当
性 評価

実現 Fuji Service Bus
Field Connector 実績 管理

異 二 環境 持

計画系サーバ

サービスプログラム

Fuji Service Bus

Fuji Service Bus
Fuji Service Bus

通信ドライバ管理 グローバル言語対応

Fuji Service Bus実績データ管理

マルチテナント管理

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 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
Field Connector Field Connector

実績データサーバ

Field Connector Field Connector Field Connector

Fuji Service Bus

グローバル言語対応

Fuji Service Bus Fuji Service Bus

需要発電予測
需給運用計画
作業停止計画
電力融通計画

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

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

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

エネルギー分析画面
各種データ提供サービス

デマンドレスポンス警報画面
計画業務画面

各種Web画面 サービスプログラム サービスプログラム

監視・制御サーバ

監視・制御Web端末

フロント通信サーバ 情報提供ＳＯＡサーバ

需要・高速制御サーバ 需要家管理サーバ

ファイヤウォール

ファイヤウォール

広域ネットワーク回線

各種Web画面，サービス
データベース

図5　統合EMSプラットフォームによるCEMS構成例

図4　統合エンジニアリングツール画面例
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運転 継続
各種検証 可能

特 Field Connector 環境  
TAG 制御出力 実際 制御機器 連携
TAG値 設定 環境 制
御実績 記録 表示 制御指令
妥当性 確認

3　地域エネルギーマネジメントシステムへの適用

本 EMS 地域
CEMS 適用 場合 構成例

図5 示
CEMS 各 信頼性 高 全
二重化構成 採用 監視 制御 全

Web画面 機能 持 実績
管理 他 各種 CPU

負荷分散 独立 構成
今後 現場 通信 行 通信

各家庭 管理者 見 化 提
供 情報提供 SOA 接続 通信対象 数量
同時 数 増加 応 増設
各 Field Connector 実装
通信 受信 現場TAG値 各 参照

監視 制御 需給 高速制
御 需要家管理 現場TAG 書
込 通信 内 通信 経由
制御 計画系 計算 発電機最適

運転計画値 TAG値 需給 高速制御
通知 制御 目標値 使用
各種最適化 制御 負荷分散 各

分散配置 Fuji Service Bus 経由
呼出 可能 運用負荷

応 配置変更  
Field Connector Fuji Service Bus 強

力 分散対応 容易 短期間
大規模EMS 構築 可能
今回開発 EMS 経済産業省

北九州市 進 次世代 社会
実証 中 評価 行 予定

4　あとがき

富士電機 総合
EMS 紹介 EMS 個
別最適化 全体最適化 進化

EMS全体 把握 制御 可能 本 EMS
高度 全体最適化 実現 有効

今後 充実
含 使 性能 価格面

EMS 提供 持続可能 社会 実現 向 貢献
所存
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1　まえがき

1997 年 12 月 気候変動枠組条約第 3 回締約国会議
COP3 採択 ｢京都議定書｣ CO2 削減 約束
期間 終了 2012 年 迫 参加各国間
期間 延長 議論 地球環境保護 考

各国 CO2 削減 義務化 考

富士電機 小売店舗 CO2 削減
使用量 見 化 省 省

負荷平準化 実現 小売店舗向
開発 取 組

2　小売店舗を取り巻く環境

2.1　民生部門のエネルギー消費動向

今 日本 消費 産業主体 推移
産業部門 使用 合理化 強化 推進

結果 産業部門 生産量 増大 関
排出量 一定 保 実質的
効率 向上傾向 図1

一方 民生部門 中 特 業務部門 消費
増加傾向 今後 業務部門 使用 合
理化 重要課題 2010年 4月 ｢

使用 合理化 関 法律｣ 省 法 大幅
改正 管理単位 今 事業所単位

管理 事業者 企業 単位 管理
年間使用量 原油換算 1,500 kL 以

上 事業者 消費 全 使用量 管理
消費原単位 中長期的 年平均 1%以上低減

⑴

目標 取 組 必要 小規模

施設 店舗 数多 所有 事業者 省 法
規制対象 使用量 見 化 低
減 仕組 作 必要

省 法 改正 今 業務部門
使用量 10%相当 事業者 規制対象

50% 程度 拡大 特 多店舗 所有 事
業者 今 経験 使用 合
理化 推進 必要

2.2　小売店舗のエネルギー管理

一般的 店舗単位 消費 少量
改正省 法以前 使用 法規制

前項 述 小売店舗 一
企業 店舗数 多

小売店舗向けエネルギーマネジメントシステム

新海　徹二 武田　久孝 津村　明憲

使用 合理化 関 法律 省 法 改正 小売店舗 数多 所有 事業者
見 化 計画的 省 推進 義務付 小売店舗

EMS 導入 初期投資 膨大 課題 解決 富士電機 導入 最小限 抑
社内 接続 必要 Web 型 EMS 開発 小型 多点計測 可能

装備 監視 製品化

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 user 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.
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図1　部門別CO2排出量（エネルギー消費）の推移
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使用量 大 小売店舗 省 向
厳密 管理 強
省 法 規制対象 事業者 規模 店舗数

目安 次
™  約 3 万 m2 以上
™  30 店舗以上
™  店 25 店舗以上
™  15 店舗以上
上記 規模 事業者 特定連鎖化事業者
省 法 規制対象
特定連鎖化事業者 役員 管理統括
者 補佐役 管理企画推進者 選任

各店舗 責任者 含 省 推進体制 構築
今後 活動内容 問題 課題
検討 解決 必要 省 法

規定 事業者 判断基準 管理標準
策定 基 毎年 定期報告書 中長期計画書
作成

3　 小売店舗向けエネルギーマネジメントシステム
の動向と課題

3.1　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 法 規定 事業者 判断基準
管理標準 策定 詳細
管理 必要 一般的 小売店舗
使用量 月次単位 把握 省 推

進 必要 利用 関 情報 不 
十分 小売店舗業界 使 
用量 見 化 分析 最適 対策 施
削減効果 測定 活動 継続的 行

EMS 導入 高

3.2　小売店舗向けエネルギーマネジメントシステムの課題

小売店舗 使用量 大半 占 消
費電力量 日別 時間別 計測 店舗
電力 使 方 分析 計測対象
照明系 単相 分電盤 動力系 三相 分電盤
主幹 加 空調 冷凍冷蔵機 照明 負荷別 計測
組 合 詳細 分析 可能 効果
的 省 対策 可能
消費電力量 複数計測 複数台 計測装置 必

要 水道 他 使用量
計測 装置 必要 従来
小売店舗向 管理 需要 多 店舗当

計測機器設備 導入 工事 係 初期投資 膨
課題 顧客 EMS 導入 見送

EMS 構築 上 複数 店舗 計測 収
集 管理 本部側 設置 各店舗 計測機器

接続 必要

化 新規構築 既
設 社内 利用 考 前者 場合
新 敷設 膨大 発生
後者 場合 抑 既設社内

利用 基幹 影響
懸念

初期導入費 抑 見 化 仕組 構
築 課題 課題 解決

富士電機 次章 述 小売店舗向 EMS 開発

4　 富士電機の小売店舗向けエネルギーマネジメン
トシステム

4.1　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

小売店舗 場合 立地条
件 規模 店舗機器 機種 年式 類似店舗
代表店舗 選定 分析 計測 行 有効

代表店舗 割合 全店舗 5 15% 程度
店舗 対 見 化 分析

省 対策 効果測定 PDCA 適用 省
対策 有効性 実証 類似店舗 水平展開 図

代表店舗 対象 社内
接続 必要 Web 型 EMS 構築

具体的 富士電機 管理
設 敷設工事 不要 無線通信
FOMA 通信

注

用 各店舗 設置
監視 計測 自動収集

管理 内 計測
蓄積 本部 管理担当者 管理者

店舗 接続可能 PC Web

店舗

ルータ
FOMA
ネット
ワーク INS128K

ファイヤウォール

インターネット網

本社管理部門

富士電機データセンター

店舗ごとのエネルギー使用量を計測・収集

エネルギー管理サーバ

図2　EMSの全体構成

注 FOMA 通信  株式会社  

 通信
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操作 目的 表示 行 分析
活用

店舗 1台 消費電力量 多点計測可能 FOMA
通信 対応 店舗向 監視

設置
店舗 監視 富士電機
管理 含 EMS 全体構成 図2 示

4.2　エネルギー管理サーバ

管理 24 時間 365 日対応
体制 中 運用 計測 加

不正 面 対策 考慮
管理 複数 契約 間 共有

仮想化技術 適用 対応
利用費 低減 図

接続可能 PC
認証 行 管理

接続 権限 見 店舗 範囲
応 情報 見 化

管理 主要機能一覧 表1 画面例 図3

示

比較表示 対 意見 取 入 機能実
現 図 週報 月報 年報 前年実績 対比 省
推進 効果 過去 実績値 比較 検証

店舗間 店舗 属性 分類 店舗
間 比較 可能 使用量 相違点

角度 分析 省 目標 設定
省 効果測定 利用

自身 分析 支援 計測
CSV形式 機能 計測

各種分析用 含 Excel 形式
機能 用意

4.3　省エネ診断レポートの作成

Web 型 EMS 自動計測 見
化 省 取組 支援
省 診断 作成 行 省 診断
店舗別 消費傾向 分析結果 改善
省 対策 記載 省 診断分析
使用例 図4 示

4.4　店舗向けエネルギー監視ユニット

店舗向 ｢ 店長｣ ｢ 店長｣ 2 種類
監視 用意 両者 計測 関

仕様 同一 電圧 2 系統 電流 16CT Current 
Transformer 水道 2
点 温度 2点 計測 可能 電力 照明

（a）エネルギー表示グラフ（日報）

（b）前年度比較グラフ

図3　エネルギー管理サーバの画面例

（a）週別変動の解析グラフ

電
力
量
（
kW
h）

電
力
量
（
kW
h）

（b）日別変動の解析グラフ（月間）

2,8012,784 2,812 2,815
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2,200

2,400

2,600

2,800

3,000
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～
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12/12
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12/18

12/19
～

12/25

12/26
～
1/1

1/2
～
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～
1/15

電力量合計 7週間の最大
7週間の平均 7週間の最小

0
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1 5 10 15 20 25 30

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

図4　省エネ診断分析ツ－ルの使用例

表1　エネルギー管理サーバの主要機能一覧

機　能 仕　様

ポータル画面表示 計測店舗一覧表示

エネルギー表示 日報（時間別），月報（日別），年報（月別）

比較表示

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

ランキング表示 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
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系 単相 分電盤 動力系 三相 分電盤 主幹 CT 4
個使用 6 12 個 負荷別計測 対応

店長 前面 付
装備 設置先店舗 可能

使用量 逐次表示 監視
出力 過去実績 対比 目標 乖離
分 表示 店舗

省 意識 啓発 人的
省 効果 狙 来客者 対 省

取組 PR 用途 適 店
長 画面例 図5 示

5　 北九州スマートコミュニティ創造事業における
取組み

北九州 創造事業 産学官民
英知 志 結集 基幹 協調 下 地域

姿 具現化
市

変革 低炭素社会 社会構造 構築
⑵

地域社会 参加
実現 CO2 50% 削減 目標 取 組

現在 店舗 需要家 地域 EMS 連携
需要調整 行 地域全体 負荷平準

化 一端 担 連携 取組
行 取組 通 地域内 複数小売

店舗 監視 導入 電力量変化 明
確 顧客 来客者 重視 小売店
舗 需要調整

実現可能 効果 実証
連携 次世代店舗 図6 示

6　あとがき

富士電機 北九州 創造事業
取組 通 店舗機器 直

接制御 省 負荷平準化 実現 次世代
型店舗 実現 目指 太陽光発電
自然 蓄電池 組 合 店舗機器
監視 制御 統合的 管理 店舗

⑶

核
小売店舗向 開

発 見 化 最適化 消費
電力 CO2 削減 実現 所存

参考文献
⑴　改正省 法 工場 事業場 説明資料. 経済産業省.

⑵　次世代 社会 事業北九州

創造事業 . 北九州

創造協議会. 2010.

⑶　須藤晴彦 . 店舗総合省 制御 . 富士時

報. 2005, vol.78, no.3, p.215-219.

（a）店舗スタッフ向けの場合

（b）来客者向けの場合

図5　「イケメン店長」画面例
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図6　スマートグリッドと連携した次世代店舗イメージ

新海　徹二
店舗 流通向 商品企画 営業支援業務 従事
現在 富士電機株式会社社会 事業本部

事業部総合技術部主査
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武田　久孝
情報通信制御 開発 監視

業務 従事 現在 富
士電機株式会社営業統括本部 統括部東日
本技術部主査

津村　明憲
営業 営業 従事 現在

富士電機株式会社営業統括本部社会 産業
本部第三統括部営業第二部主査
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解　説

通常 系統停電時 配電線遮断器 開放 配電線
無電圧状態 太陽光発電 分散型電源 接続

配電線 系統 解列 状態 運転
継続 本来 無電圧 範囲 充電

商用電源 切 離 系統
分散型電源 供給 電力 配電線 電気

通 状態 単独運転
単独運転 場合 人身 設備 安全 対

①公衆感電 ②機器損傷 発生 ③消防活動 影
響 ④事故点探査 除去作業 感電 大 影響
与 恐 事故点 被害拡大 復旧遅

電力 供給 滞 可能性 分
散型電源 系統 接続 場合 保護 用
単独運転状態 直接 間接 検出 分散型電源

系統 速 解列 単独運転防止対策 採
義務付
単独運転検出 次 二 方式 組 合
検出
⒜　受動型方式

単独運転移行時 発電出力 負荷 不平衡 電圧
位相 周波数 急変 事象 検出
⒝　能動型方式

制御系 外部 付加 抵抗
常 電圧 周波数 変動 与 単

独運転移行時 変動 顕著 事象 検出

解 説 単独運転検出方式

～ ～

分散型電源

負荷 負荷

変圧器

分散型電源
の単独運転
により

事故が発生

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。

商用電源

CB
（遮断器）

図　単独運転による事故

解  

説
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略語（本号で使った主な略語）

略語・商標

AMR Automatic Meter Reading 自動検針
BEMS Building and Energy Management System 
CEMS Cluster Energy Management System 地域
CIM Common Information Model 共通情報
DG Distributed Generator 分散型電源
DMS Distribution Management System 配電自動化
EDC Economic load dispatching control 経済負荷配分制御
EMS Energy Management System 
EPC Engineering Procurement Construction 
FEMS Factory Energy Management System 工場
GF制御 Governor-Free 制御 制御
GPV Grid Point Value 格子点値
HEMS Home Energy Management System 家庭内
ICT Information and Communication Technology 
IDC Internet Data Center 
IED Intelligent Electrical Device 
LBC Loop Balance Controller 配電線 用需給
LFC Load Frequency Control 負荷周波数制御
LRT Load Ratio control Transformer 負荷時 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 産業技術総合開発機構
 Development Organization 
PCS Power Conditioner 
PMCN Protocol for Mission Critical industrial Network use 
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
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 無効電力制御
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Bluetooth 米国 Bluetooth SIG, INC. 商標 登録商標
Ethernet 富士 株式会社 商標 登録商標
Excel 米国 Microsoft Corporation 関連会社 商標 登録商標
FOMA 株式会社 商標 登録商標 
Java Oracle Corporation 及 子会社 関連会社 米国及 他 国 登録商標

他 会社名 製品名 会社 商標 登録商標

Vol. 84  No.3 に掲載の商標など
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主要事業内容

エネルギー
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。

発電事業
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

原子力・放射線事業
原子力高温ガス炉，電子式個人線量計

産業システム
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。

産業プラント事業
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
（MICREX-NX），環境モニタリング・分析装置（煤煙，大気ガス）

ファシリティ事業
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

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。

スマートコミュニティ事業
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

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

パワエレ機器
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。

ドライブ事業
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

パワーサプライ事業
無停電電源装置，サーバ用電源

電子デバイス
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。

パワー半導体事業
IGBT モジュール，パワー IC，パワーMOSFET，車載用 IGBT

光半導体事業
感光体，太陽光セルモジュール

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。

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

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

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
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