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中国河南省に設置した 600 MW IPP 発電
設備が，2011 年 3 月（MT-1）と 9 月（MT-

2）に運転を開始した。600 MW の 3 ケーシン

グタービンと 706 MVA の水素冷却発電機か

ら構成されている。タービンの低圧部には長
大翼を採用し，ダブルフロータイプにより信
頼性・効率の向上と設置スペースの 30% の

縮小を図っている。

この設備は中国内陸部にあり，発電量の全
てを河南省に売電する重要な新規発電設備で

ある。特に MT-2 は，当初の予定に比べて

極めて短納期の中，富士電機の試験員と顧客
が一致協力して，試運転と信頼性確認試験を

スムーズに完了し，運転が開始された。これ

らの設備は，顧客である台湾・プラスチック

社との長年の信頼関係を深め，他の中国地区
への確固たる足掛かりになっている。

華陽電業有限公司向け 600 MW
IPP 発電設備（MT-1，MT-2）運転開始

本設備は，沖縄電力株式会社が電力の安定
供給と温室効果ガスの削減を目的に，初めて

燃料に LNG を採用した一軸式コンバインド

サイクル発電設備である。2011 年 4 月に 1
号機排熱回収ボイラの据付けを，7 月にガス

タービン本体の据付けを開始した。10 月か

らは純水装置などユーティリティ設備の試験
運転も開始した。

主要機器であるガスタービンは，シーメン

ス製 SGT6-4000F を採用している。富士電
機は，単車室単流排気再熱混圧復水式蒸気
タービンと水素冷却式発電機を設計製作し，

納入している。

今後は，試運転調整を経て 2012 年 11 月に

1 号機が，2013 年 5 月に 2 号機が営業運転開
始を予定しており，工場・現地・関係各社が

一丸となって建設工事を推進している。

沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所向け
1・2 号機の建設状況
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大容量・高精度・高性能を追究した 3 kV3
レベル PWM 方 式 IGBT 水 冷インバータ

「FRENIC4800 VM5」を開発し，発売した。

鉄鋼圧延主機などに用いられるインバータ

であり，IGBT 素子冷却に水冷方式を採用す

ることで，大容量化と小型化を実現している。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　大容量出力
単 機 容 量 6.2 MVA から 4 多 重 容 量 24.8 

MVA まで構成可能（過負荷耐量 150% 1 分
間）

⑵　コンパクト設計（単機 6.2 MVA）

W2,800×D1,650×H2,400（mm）

⑶　3 レベル PWM 制御
駆動と回生を自在に行うことができ，力率

1 制御を含む高性能制御を実現
⑷　各種伝送方式に対応

Profibus-DP，SX バス，T リンク

3 kV 3 レベル IGBT 水冷インバータ
「FRENIC4800 VM5」

純水素タイプ燃料電池の実証運転開始

北九州市の“いのちのたび博物館”に純水
素タイプの 100 kW 燃料電池を設置し，2011
年 1 月から実証運転を開始した。

製鉄所の副生ガスを精製した純水素をパイ

プラインで市街地に運び，燃料電池の原燃料
としている。電力は博物館で使用し，高温排
熱は温水焚き吸収式冷温水機に送って空調と

して利用している。純水素を燃料とすること

で，発電効率は定格で 48%，部分負荷では

50% 以上の高効率発電が可能である。

本装置は，水素供給・利用技術研究組合
（HySUT）が経済産業省の補助事業である

“水素利用社会システム構築実証事業”の一
環として設置したものである。
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自励式SFC 90MVA

SFC

230MVA FL
LF

DC-EAF

SFC

154kV

電力会社

90MVA

他励式SFC 230MVA

直流アーク炉電気設備
LF 電気設備

変電所

製鋼工場 ×2

×3

世界最大級の製鋼用アーク炉・
フリッカ補償設備（SFC）の完成

東京製鐵株式会社 田原工場向けの世界最
大級の直流アーク炉用電気設備とフリッカ補
償用電気設備を 2007 年に受注した。順次設
備を立ち上げ，アーク炉・フリッカ補償設備
の最終調整を完了し，順調に運転している。

直流電源装置においては 48 相整流化，フ

リッカ補償装置においては 230 MVA 他励式
SFC と 90 MVA 自励式 SFC をハイブリッド

方式とした最適システム構成を採用した。

本設備の特徴は次のとおりである。

⑴　世界最大級の直流アーク炉用電源設備が

要求する安定制御性能を実現している。

⑵　アーク炉操業時に発生する負荷変動が電
力系統に直接影響を与えないよう，厳しい

電圧変動・フリッカ・高調波抑制規制値を

達成している。

空調/水処理用インバータ 
「FRENIC-HVAC/AQUA シリーズ」

高調波と電磁ノイズを抑えて，環境にやさ

しく，空調および水処理に適したインバータ

を製品化した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　保護構造 IP55，IP21 を同一サイズで提
供（90 kW 以下）

⑵　EN61800-3　カテゴリー C2（90 kW 以
下）/C3（110 kW 以上）適合の EMC フィ

ルタおよび高調波抑制用直流リアクトルを

内蔵（90 kW 以下）

⑶　通信プロトコル BACnet を標準搭載
⑷　リアルタイムクロック，演算機能を持つ

カスタマイズロジックなど多彩な機能を搭
載

⑸　操作パネルに大型液晶を採用し，視認性
を向上

⑹　標準搭載の 19 言語に加えて任意の 1 言
語を選択可能
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UPS

データセンター

段階的なマイグレーションが可能
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MICREX-IX/AX MICREX-VieW

IDS/ADS
（DB）

ICS-2500

MICREX-F
入出力ユニット

IPU Ⅰ
IPU Ⅱ

Tリンク Tリンク Ethernet

MICREX-F
入出力ユニット

IPU Ⅰ

IPU Ⅱ

Tリンク Tリンク
Ethernet

ACS-2000 ACS-2000

VDS/VOS

DPCS-F/FL-net FL-net

IOS/AOS
(HCI)

監視
パッケージ 監視パッケージ

MICREX-SX
（117H）

②

①

①ＨCＩの更新
②MICREX-ＳＸ（１１７Ｈ）の追加　

データセンター向け超高効率大容量 UPS 
「8000ND シリーズ」

データセンター設備で消費される電力の急
増が問題視されており，中でも空調設備の電
力消費は全体の 30% 以上を占めている。一
方で，ラック当たりの電力消費による発熱量
は大きくなっており，空調設備の重要性は

高まっている。したがって，空調設備にも

UPS が必要となるが，電力消費を極力抑え

なければならない。

常時商用給電方式と常時インバータ給電方
式の特徴を兼ね備えた，富士電機独自のデュ

アルプロセッシング方式を採用し，低損失の

超高効率大容量 UPS を開発した。主な特徴
は次のとおりである。

⑴　装置効率 98.5% を実現
⑵　定電圧機能とアクティブフィルタ機能を

搭載
⑶　並列冗長と待機冗長の両システムに対応

中小規模監視制御システム 
「MICREX-VieW」監視パッケージ

既 設 監 視 制 御システム「MICREX-IX/
AX」の設備更新（マイグレーション）を

実 現する，中 小 規 模 監 視 制 御システム

「MICREX-VieW」の監視パッケージを開発
した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　既設アプリケーションソフトウェアを変
更せずに HCI，コントローラ，PIO を段
階的に部分更新できる。

⑵　Windows7，Excel2010，ワイドスクリー

ンなど最新の PC 環境への対応により，監
視パッケージのプラント画面の視認性と操
作性を大幅に向上できる。

⑶　新コントローラ「MICREX-SX（117H）」

を旧コントローラとの混在で追加接続がで

きる。

⑷　TAG 作成ツールにより，新旧コント

ローラのデータ連携ができる。
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北九州スマートコミュニティ実証事業

富士電機は，2010 年から経済産業省の“次
世代・社会システム実証事業”の一つである

北九州スマートコミュニティ創造事業に参
画している。スマートコミュニティの核と

なる地域エネルギーマネジメントシステム

（CEMS）やスマート PCS，スマートメータ

などの需要家エネルギーマネジメントの実証
事業に取り組んでいる。

2012 年 4 月からのフィールド実証では，

国内初のデマンドレスポンスの検証と，地域
内エネルギーの需要と供給のバランスを制御
する需給制御技術の検証を行う。これにより

社会インフラ構築で必要となる“需要家の参
加の仕組み”“新エネルギーの地産地消”な

どを実証し，成果を広く海外にも展開してい

く。

東武鉄道株式会社 ふじみ野変電所向け
地球環境配慮型変電所設備

ふじみ野変電所は駅構内に建設されること

から，地球環境にやさしい変電所をコンセプ

トとしており，これに沿った電気品一式を納
入した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　高圧配電用変圧器の絶縁油に，植物原料
から作り出しているパーム・ヤシ脂肪酸エ

ステルを採用した。鉱油よりも生分解性
（水や土の中の微生物によって無機物に変
わること）が飛躍的に向上している。

⑵　72 kV 開閉装置の絶縁媒体に，高圧力の

ドライエアを採用した。ドライエアは身の

回りに存在するものであり，温暖化係数が

0 である。

⑶　変電所建屋の壁材に，軽量なアモルファ

ス太陽電池を使用した発電システムを導入
した。変電所の制御用・所内用電源の一部
として利用している。

高圧配電用変圧器

72kV開閉装置

太陽光発電システム
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食品の安全・安心が求められる中で，全数，

全量の放射能濃度（Bq/kg）のスクリーニン

グ測定（判定値以下であることの判別）を目
的とする「食品放射能測定システム」を開発
した。

このシステムは，高感度γ線検出器の NaI
（Tl）シンチレータを 2 台搭載し，葉菜類，

米・穀類，牛肉をダンボールなどの梱包（こ

んぽう）状態のままベルトコンベアに載せ，

連続的にかつ簡単にスクリーニング測定を行
うことができる。約 12 秒で測定でき，サー

ベイメータなどの検査方法に比べて短時間で

の大量測定を可能とした。また，放射性よう

素，放射性セシウムの放射能濃度を同時に測
定し，判定値以下であるかどうかを判別でき

る。パソコンと LAN で接続し，データの保
守・履歴管理も可能である。

 
「食品放射能測定システム」

高機能積算線量計「DOSE-e」

日常の生活環境における積算線量が測定可
能で，さらに高感度化したことにより，線量
率の直読も可能とした高機能積算線量計を開
発した。

高純度の Si を用いた高感度半導体γ線セ

ンサを開発し，複数搭載して個人線量計の

200 倍に高感度化した。高密度実装および小
型部品の採用により，サーベイメータの 1/3
の体積で手のひらサイズに小型化し，携帯時
はネックストラップでの首下げを可能とした。

自宅ではホルダに置いて充電しながらの測定
を可能とした。アラーム機能および計数音発
生機能を持たせ，音で許容値超過や線量率の

急激な増加を直感的に素早く分かるようにし

た。広視野の有機 EL ディスプレイで視認性
を高めている。さらに，1 年間分の日々の積
算線量や最大線量率を記録する機能を持つ。
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表面

裏面

車載用直接水冷 IGBT モジュール

ハイブリッド車や電気自動車などの電動駆
動システムに向けて，コンパクトで高電流密
度の IGBT モジュール「6MBI400VN-065V」

（650 V/400 A）を開発した。従来構造のモ

ジュールに比べ，熱抵抗は 30% 低減し，サ

イズは 40% 小型化を実現した。

本製品は，モジュールの小型化のため直接
水冷方式を採用している。フィンは，放熱性
能・冷却液の流速・圧力損失が総合的に優れ

た角ピンフィンを選択した。また，熱流体シ

ミュレーションで流路を最適化し，その実測
結果がシミュレーションと 2% の精度で一致
することを確認した。

今後，電流定格 600 A と 960 A について製
品化を進め，幅広い出力電流に対応する。

生産設備の省エネルギー，エコロジー化の

要請を受けて，機械装置や制御盤の小型化，

省電力化が進んでいる。これらの装置に使用
される電磁開閉器には，小型化，開閉能力向
上に加え，消費電力低減の要求が一段と高
まってきている。

富士電機は，2.2 kW 以下のモータ制御用
途でこれらの要求に対応する世界最小クラス

の小型電磁開閉器「SK シリーズ」を開発し，

発売した。SK シリーズは，消費電力を従来
比 86% に低減し，感電保護やミラーコンタ

クトなどの安全機能を備え，世界の主要規格
に対応した電磁開閉器である。4 極・2 極の

補助接点ユニット，可逆用インタロックユ

ニット，コイルサージユニットなど，豊富な

オプションを用意している。

小型電磁開閉器「SK シリーズ」



富士時報　2012 Vol.85 No.1

Highlights

24（24）

IGBTモジュール
「2MBI1000VXB-170E-50」

1,700V 「Vシリーズ」
IGBT

「Super J-MOS
シリーズ」 従来プレーナ
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風力発電や太陽光発電などの再生可能エネ

ルギーを用いた大規模な発電設備の普及には，

高い信頼性と優れた特性を持つ高耐圧，大電
流の IGBT モジュールが必要である。第 6 世
代 1,700 V「V シリーズ」IGBT を開発した。

表面側に低ノイズと低オン電圧を実現するマ

イクロ p ベース構造を，裏面側に低漏れ電
流と高破壊耐量を両立できる新しいフィール

ドストップ構造を適用した。

従来の 1,700 V「U シリーズ」IGBT に対
して，ターンオフ損失とオン電圧のトレー

ドオフを約 0.2 V 改善し，かつ熱暴走温度を

約 20 ℃高めてチップ最大接合温度 Tjmax を

175 ℃に向上させることができる。

1,700 V「V シリーズ」IGBT

低損失 SJ-MOSFET
「Super J-MOS シリーズ」

近年，サーバ，産業・通信電源，UPS，
PCS などのスイッチング電源への高効率・

高電力密度・低ノイズといった要求が高まっ

ており，パワーデバイスには，小型で低ノイ

ズ・低損失の製品が求められている。

これらの市場ニーズに対応するため，富士
電機は「Super J-MOS シリーズ」を開発し

た。スーパージャンクション構造の採用で

超低オン抵抗特性を実現すると同時に，低ス

イッチング損失も達成している。

主な仕様は次のとおりである。

耐　圧 オン抵抗
（max）

パッケージ

TO-
247

TO-
3P

TO-
220

TO-
220F

600V

40mΩ ●

70mΩ ● ●

125mΩ ● ● ● ●

190mΩ ● ● ● ●
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新型パッケージ

SiC-MOSFET, 
SiC-SBD

DCB基板

パッケージと配線構造

SiC-MOSFET

端子

SiC モジュールと新 3 レベル専用回路

1,200 V 耐圧 SiC-SBD と SiC-MOSFET を

搭載した，高信頼性パワー SiC モジュールを

開発した。

SiC デバイスは，独立行政法人 産業技術
総合研究所とともに同所内に構築した新ライ

ンで，より低い抵抗と高破壊耐量を実現する

素子を開発した。

パッケージは，配線や基板構造を材料段階
から開発し，高放熱新構造を実現した。これ

に SiC デバイスを搭載することで，超小型形
状でも 200 ℃動作に十分対応できることを確
認した。

さらに，これらのデバイスやモジュールの

特長を十分に引き出すために，新 3 レベルの

専用回路を開発し，出力当たりの体積を従来
の Si-IGBT に比べて 1/5 という大幅な縮減
に成功した。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




