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電力・エネルギー部門においては，顧客第一をスローガ

ンに，21世紀をめざして新技術開発，グローバル化を積極

的に推進している。

火力分野では，炭酸ガス排出量の削減の動きが原子力発

電の開発に結びつかず，大容量石炭火力の蒸気条件の高温

高圧化による効率向上，LNGを用いたコンバインドサイク

ル発電，および地熱をはじめとする新エネルギーに向かっ

ている。また，世界的に広まった規制緩和によって，民間

資金を活用した IPP による電源開発が活発に行われてい

る。このなかで富士電機は，高温高圧化への取組み，大容

量石炭火力の IPP，および地熱発電のフルターンキープラ

ントで大きな成果をあげている。

原子力分野では，富士電機が原子炉構造物などの主要設

備を納入した次世代の新型炉として，広範な熱利用が期待

される高温ガス炉の試験研究炉（原研 HTTR）が初臨界

に向け準備中である。ロシア，南アフリカでは発電用の高

温ガス炉計画が進められており，富士電機も国際共同開発

に参加するなど推進活動を展開中である。他方，今後本格

化する原子炉廃止措置技術をはじめ，放射性廃棄物の処理

技術，MOX燃料製造技術など各分野の特徴ある技術開発

に積極的に取り組んでいる。

水力分野のうち，国内では埼玉県企業局浦山発電所向け

5.2 MWフランシス水車・発電機などが運転を開始した。

また，海外では，中国・バイロンタン発電所（6×33MW）

バルブ水車・発電機の 4～ 6号機（FFEC製作分）が現地

据付け工事中である。さらに，パキスタン・チャスマ発電

所（8×23MW）向けバルブ水車・発電機主要部品の工場

出荷が続いている。また，1997年10月 1 日には，富士・

フォイトハイドロ（株）を設立し，今まで以上にグローバル

な事業展開を図ることとしている。

送変電分野では，火力発電所用主変圧器を中部電力（株）

および東京電力（株）向けに，超高圧の分解輸送変圧器を東

北電力（株）向けに納入した。さらに，60MVAガス入変圧

器を試作・検証し，ガス絶縁開閉装置用超高圧高性能避雷

器を開発した。海外向けでは，香港向けにガス絶縁開閉装

置を，インドネシア向けに変電設備一式を納入した。保護

制御装置は基本系列 DUGシリーズを開発した。高機能

MPUによる演算機能，自動監視機能，データセーブ機能

の高度化，アナログ入力部の高精度化，全ディジタルシス

テムに対応した各標準 LAN対応が可能である。

系統制御分野では，中部電力（株）向け給電自動化システ

ム，群馬県企業局向け発電所制御統合化システムが運用を

開始した。コンピュータシステムは分散化を一層進め，数

十台のサーバやワークステーションを LAN結合したシス

テムを開発中である。テレコンは HDLC 方式の採用や，

電気所ディジタル化に対応した世代交代を一層進めている。

放射線機器の分野では，原子力発電所の放射線管理業務

の省力化や高度化に取り組んでおり，管理運用上の使い勝

手がよく，システムとしての信頼性も向上したモニタを開

発し納入した。また，被ばく管理の関係では，無線式の個

人線量計，入退域管理装置，データの集計・編集が自由に

できるソフトウェアを用いた新しい被ばく管理システムを

開発し，日本原子力発電（株）に納入した。

配電分野では，効率的運用や設備利用率向上を目的とす

る開発が顕著である。東北電力（株）とは夜間・休日の運用

が 1か所の営業所から可能な複数営業所間連係形の配電線

監視制御システムを，関西電力（株）とは既設配電自動化シ

ステムの実績負荷データから将来系統やロス最小系統を作

成する計画支援システムを開発した。また，東京電力（株）

向けに単３用Sブレーカ（電流制限器）の納入を開始した。

太陽光発電分野では，中部電力（株）新名古屋火力発電所

内に 50 kW太陽光発電システムを納入したほか，国際協

力事業団（JICA）経由でシリア・アラブ共和国に 35 kW

システムを納入し，未電化村落の民生の向上を狙いとした

電力供給運転を開始した。

燃料電池分野では，リン酸形オンサイト用商品機の開発

を進めている。これまでの信頼性向上開発の成果を反映し

た 100 kW機を東邦ガス（株）経由トヨタ自動車（株）向けに

納入した。さらに，コストダウンとコンパクト化を図った

100 kW機を富士電機内で実証試験中である。また，リン

酸型燃料電池発電技術研究組合へ納入した 5,000 kW級発

電設備は，1997年 3 月に予定どおり実証試験を終了した。

電力・エネルギー
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富士電機はドイツ・シーメンス社と協力し，1997年11月

に電源開発（株）から磯子火力発電所新 1号機 600MW発

電設備を受注した。この発電所は東京湾に面して建設され

る変圧運転方式石炭だき火力で，蒸気条件は 25MPa（g），

600/610 ℃の超臨界圧高効率ユニットとして計画されてい

る。

蒸気タービンはシーメンス社製標準HMN形タンデム式

2 流排気 3 車室再熱タービンで，低圧最終段には 1,150

mmの長大翼を採用している。発電機は富士電機製のサイ

リスタ直接励磁方式の水素冷却形を採用している。

また，循環水ポンプおよび給水ポンプの 100％容量化，

給水加熱器の 1系列化，各種ポンプの予備機省略などの合

理化が図られている。2002年 4 月の運転開始をめざし鋭意，

設計を推進中である。
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火　力

電源開発（株）磯子火力発電所新1号機600MW発電設備

輸出用地熱発電設備

東京電力（株）八丈島地熱発電所3.3 MW発電設備

図１　HMN形2流排気600MW再熱タービンの断面

富士電機は1997年に次の輸出用地熱発電設備を受注し，

この分野におけるトップメーカーの地位を堅持した。

™エルサルバドル電力庁向けベルリン発電所

2×31.5MW，フルターンキー契約

™インドネシア・マンダラヌサンタラ社向けワイアンウ

インドゥ発電所および蒸気輸送配管設備

2×110MW，フルターンキー契約

™アイスランド・スドゥルネス地域暖房公団向けスヴァ

ルトセンギ発電所

1×30MW，機器供給契約

これらの受注は富士電機の技術力，品質および価格競争

力が顧客から高く評価されている証（あかし）である。顧

客の期待と満足を継続して獲得できるメーカーを今後もめ

ざす。

図２　ワイアンウインドゥ発電所の完成予想図

富士電機は東京電力（株）から，1997年 7 月に八丈島地熱

発電所 3.3 MW発電設備の第一交渉権を得た。このプロ

ジェクトは東京電力（株）の地熱発電設備の 1号機であると

ともに，富士電機の国内電力会社向け地熱発電設備の 1号

機でもある。

富士電機が納入する範囲は土木・建築を除いたタービン

発電機，復水器などの主機，電気・計装品および硫化水素

除去設備である。

この地域の地熱蒸気中には多量の硫化水素ガスが含まれ

ていることから，硫化水素除去設備を計画しているが，こ

の設備は，水マグ法と呼ばれる水酸化マグネシウムを用い

る脱硫方式を採用する点に特長がある。

営業運転開始は1999年 3 月の予定である。

図３　八丈島地熱発電所の建設予定地
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富士電機は住友商事（株）経由でビサヤス地熱発電会社か

らマリトボグ地熱発電所向けに，3×77.5MWの地熱発電

所を1994年 3 月に受注した。このプラントは富士電機では

初めての EPC（Engineering, Procurement and Construc-

tion）契約であるのが大きな特徴である。このため，土木

建築・据付け工事から試運転・調整までが受注範囲となっ

ている。1994年10月から森林の伐採，山の切崩しなどの工

事を始め，1996年 6 月には 1 号機を無事，顧客に引き渡

し，1997年末にはセブ島への送電を開始した。また，２，

３号機も1997年 6 月に無事，顧客に引き渡し，ルソン島へ

の送電線が完成するのを待っている状態である。

図は，完成した発電所の全景であり，手前から 1，2，3

号機の順になっている。
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火　力

フィリピン・レイテ島マリトボグ地熱発電所

（株）神戸製鋼所加古川製鉄所58MW IPP発電設備

ガスタービン制御装置

図４　マリトボグ地熱発電所の全景

この設備は1996年度の関西電力（株）向け卸電力入札（国

内卸電力入札初年度）で（株）神戸製鋼所加古川製鉄所が落

札した IPP（独立系発電事業者）の 58MW発電設備であ

り，富士電機の IPP 発電設備の 1号機となる。

この設備は富士電機の蒸気タービン（FETシリーズ）

の軸流排気形を採用し，復水器，タービンおよび発電機が

1階に 1軸で配置されているため，設備全体が非常にコン

パクトとなり，土木建築費用を含め発電設備全体で経済的

な設計となっている。また，軸流排気となっているため，

排気蒸気をスムーズに流すことができ，タービン排気部の

流れ損失が少なくなり，効率の高い設備となっている。

1998年 9 月に工場出荷，1999年 4 月に営業運転開始の予定

となっている。

図５　軸流排気タービンの鳥瞰（ちょうかん）図

近年の火力発電所においては，その高効率性，運用性お

よび対環境性からコンバインドサイクル発電設備に期待が

寄せられている。富士電機はドイツ・シーメンス社と協同

でコンバインドサイクル発電事業を積極的に推進している。

制御システムの主要部であるガスタービン制御装置は，高

速性と信頼性が要求される。富士電機は 32 ビットコント

ローラMICREX-IX によるホットスタンバイ二重化方式

のガスタービン制御装置を開発した。制御機能はシーメン

ス社にて標準化された制御技術に基づいて設計されている。

この開発により，従来の火力発電プラント制御システム

の実績に加えて，コンバインドサイクル発電制御システム

の提供が可能となった。

図６　ガスタービン制御装置およびシミュレータ

N68-422-26

N99-2353-7

関連論文：富士時報　1997.7 p.387-392
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日本原子力研究所大洗研究所向け「高温工学試験研究炉

（HTTR）」は，日本で初めての高温ガス炉として，原子力

メーカー 4 社［富士電機，三菱重工業（株），（株）東芝，

（株）日立製作所］が1991年 3 月共同受注し，以降一連の設

計・製作・据付け・現地試験を経て1997年 9 月に納入した。

富士電機は，炉心設計，安全評価を日本原子力研究所と共

同で実施するとともに，HTTRの心臓部である原子炉の

炉内構造物，燃料取扱設備の主要機器である燃料交換機，

使用済燃料貯蔵設備ほかを担当，納入した（図参照）。現

在，HTTRでは臨界試験，出力上昇試験に向け各種準備

が進められている。一方，商用高温ガス炉については，

1997年 4 月，米国・フランス・ロシアで共同開発中の

GT-MHR（高温ガス炉ガスタービン発電プラント）プロ

ジェクトに参加，設計レビューを実施中である。
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原子力

高温ガス炉

原子炉廃止措置

超電導応用施設

図７　炉内構造物および燃料交換機

日本原子力発電（株）東海発電所は，わが国初の商業用原

子力発電所として1966年の営業運転開始以来，順調に運転

してきたが，経済性などの理由で1998年 3 月末に停止する

こととなった。これに続き商業用原子炉の解体が現実のも

のとなりつつある。富士電機は，東海発電所の建設以来，

プラントの保守・補修にかかわってきた経験を生かし，日

本原子力発電（株）の委託により，合理的かつ現実的な解体

工事の具体化検討を行っている。また，三次元 CADによ

る解体シミュレーションや，解体人工数，廃棄物発生量，

工程などを最適化するシステムエンジニアリングの研究を

実施中である。さらに，原子炉内の黒鉛をはじめとする炉

内構造物の遠隔解体技術，解体廃棄物の減容や安定化など

の処理処分技術，残存放射能の評価計測技術の開発に取り

組んでいる。

図８　三次元CADによる東海発電所断面図の例

超電導エネルギー貯蔵システム（SMES）は，超電導コ

イルに蓄えたエネルギーを出し入れすることにより系統の

安定化などを行う装置であり，容量 50 kJ のシステムを完

成させ，1997年 3 月に熊本大学に納入した。

このシステムは，超電導コイルを収納し冷却する断熱容

器と冷却用の液体ヘリウムを供給する自動補給装置ならび

に超電導コイルと系統間の電気の出し入れを行う交直変換

器から構成されている。

このほか富士電機は超電導応用施設として九州電力（株）

と共同で SMES 用超電導コイルならびに高温超電導

（HTS）電流リードの研究を進めている。また，核融合科

学研究所向け大型ヘリカル装置では「超伝導バスライン」

を各コイル用に 9セット製作し現地据付け作業を完了した

ところである。

図９　超電導エネルギー貯蔵システム

N99-2296-138B
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埼玉県企業局浦山発電所向け 5.2MW横軸両掛フランシ

ス水車発電設備および 66kV変電設備が完成した。この発

電所は荒川水系浦山川の下流に位置し，最大落差 149.66m

で，浦山ダムから最大 4.1m3/s の取水を利用し，最大出力

5.0MWの発電を行うダム式発電所である。この発電所の

特徴は次のとおりである。

最大落差 149.66m から最低落差 75.0m まで広範囲で

の運転が可能である高性能水車ランナを採用している。

制御装置には高機能プログラマブルコントローラを採

用し，主機制御，AVR，ガバナ，プロコン，テレコン

子局機能を一体制御している。

通常横軸フランシス水車は水車ケーシングの一部を埋

設するが，この発電所は露出形とし，組立・調整が容易

な構造となっている。

（3）

（2）

（1）
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埼玉県企業局浦山発電所向け5.2 MWフランシス水車・発電機

パキスタン・チャスマ発電所向け8×23MWバルブ水車発電設備

インド・ティースタ発電所バルブ水車・発電機

図１０　埼玉県企業局浦山発電所向け 5.2 MWフランシス水

車・発電機

1995年に受注し，設計・製作を進めてきたパキスタン水

利電力庁（WAPDA）チャスマ発電所向け 23MW大形バ

ルブ水車発電設備 8 台の製作は最終段階を迎えており，

1998年 3 月末には計画どおり 8台すべての機器を出荷完了

する予定である。

この発電所向けに富士電機が供給した機器は，水車，発

電機以外にゲート，クレーン，エレベータなど広範囲に及

んでいる。これらの機器は日本のほかドイツ，イタリア，

シンガポールなど世界各国から調達されたが，その納期管

理，品質管理の面でも所期の計画を満足する結果を得てい

る。一方，現地工事は顧客施工の土木工事が遅れており，

現状ドラフトチューブの据付けが完了した段階であるが，

今後の土木工事の進捗（しんちょく）にあわせて対応でき

る体制を整えている。

図１１　据付けを完了したドラフトチューブライナ

富士電機の水力部門が国際水平分業で製作した，西ベン

ガル州電力庁向けバルブ水車・発電機（出力3×6MW，

3×6.3MW，3×7.8MWの合計 9台）は 1996年 5 月から

現地据付け工事を進めていたが，このほど，第一発電所の

1号機が1997年 9 月末に無事運転開始した。今後は第二発

電所の 4号機，5号機，6号機の順に随時運転開始する予

定である。現在，富士電機から 9人の技術者が現地に派遣

され，熱帯特有な高温多湿のうえ，たびたび停電するとい

う劣悪な環境下で上記運転開始に向けて懸命に努力を続け

ている。第三発電所については土木工事の遅れにより，現

地据付け工事の開始時期を1998年 3 月を予定している。こ

のプロジェクトの 1号機が無事に運転開始したことにより

富士電機のプラント取りまとめ能力は世界的に高い評価を

受けている。

図１２　ティースタ発電所向けバルブ水車・発電機
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中国・広西桂冠水電開発有限公司バイロンタン発電所向

けバルブ水車・発電機（出力33MW×6台）のうち，4～

6号機は，中国の水車メーカーである富春江水電設備総廠

および同社と富士電機の合弁会社である富春江富士電機有

限公司で，富士電機の指導により製作が進んでおり，順次

出荷を開始した。

4号機については，ケーシングはすでに出荷され現地据

付け工事が完了した。その他の機器も1997年11月から順次

出荷されており，本格的に現地工事が開始された。

5，6 号機については，ケーシングはすでに出荷を完了

し，その他の機器も1998年 8 月の発電所完成に向け製作が

進んでおり，順次出荷される予定である。

なお，1～3号機は，順調に運転を行っている。
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水　力

中国・バイロンタン発電所6×33MWバルブ水車・発電機

図１３　工場製作中のケーシング

韓国電力公社チョンピョン揚水発電所の 2台×206MW

立軸フランシス形ポンプ水車の 1号機用ランナの設備近代

化工事が現在順調に進んでいる。この発電所は建設後 21

年を迎え，長時間運転と頻繁な始動停止を繰り返してきた。

最新の水力設計を行い水車ランナ形状の変更による水力性

能（効率）の向上および低負荷域でのキャビテーション性

能の改善を図った。また，韓国水資源公社ソヤンガン発電

所の 2台×103MW立軸フランシス水車の 1号機用ランナ

の設備近代化工事が実施され，現地試験を残すのみとなっ

ている。建設後26年を迎えており，前述のチョンピョン揚

水発電所と同様に最新の水力設計を行い，水車ランナ形状

の変更による水力性能の向上などを図っている。

韓国・チョンピョン揚水発電所およびソヤンガン発電所のランナ更新

図１４　バランス試験中のチョンピョン揚水発電所のランナ

送変電

コンバインドサイクル火力発電所用変圧器設備

図１５　千葉火力発電所構内を輸送中の380MVA主変圧器最近の火力発電所は，熱効率が高く運転が容易なコンバ

インドサイクル発電方式を採用するケースが増えている。

富士電機はコンバインドサイクル発電所である中部電力

（株）新名古屋火力発電所向けに 265MVA主変圧器を合計

6台納入したのに引き続き，東京電力（株）千葉火力発電所

1号および 2号系列用の 380MVA主変圧器を合計 8台受

注し，すでに 4台を納入済みである。

千葉火力発電所向け主変圧器は，最新の設計技術を適用

して従来必要とされた防音壁を不要とし，冷却器などの付

属品をバランスよく配置することにより全装状態での輸送

を可能にした。この結果，出荷時の分解と現地での組立を

必要としないため工場試験時の品質をそのまま維持すると

ともに，現地での据付け作業期間を大幅に短縮している。

関連論文：富士時報　1997.9 p.489-493

AM182239
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富士電機は，長年にわたり開発してきた分解輸送変圧器

を東北電力（株）から受注，製品化した。本器は羽後変電所

納入 275 kV/100MVA送電用変圧器で，1997年11月に現

地据付けを完了し，1998年 6 月に運転開始の予定である。

近年，電力需要の増大に伴い発電所・変電所の建設立地

は多様化・広域化しており，輸送条件が厳しい遠隔地の山

間部などへ据え付けられるケースが増え，輸送環境・輸送

制限などへの対応が課題となっている。分解輸送変圧器は，

この課題解決のために開発されたもので，工場で普通三相

器として製作，特性確認後に分解し一般低床トレーラで輸

送，現地で再組立する構造である。橋梁（きょうりょう）

や道路の各種制限から開放されるうえ，変電所のスペース

縮小に寄与することから，今後の需要増が期待される。
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送変電

分解輸送変圧器

66 kV 60 MVAガス入変圧器

ガス絶縁開閉装置用266 kV高性能避雷器

図１６　分解作業中の変圧器中身と下タンク

都市部の変電所では，超高圧・大容量の分野まで従来の

油入変圧器に代わり防災性に優れたガス入変圧器の導入が

図られている。

富士電機は導ガス水冷式 66 kV 60MVA SF6 ガス入変圧

器の単相試作器を製作し，良好な検証結果を得た。この試

作器は三次元電界解析，ガス流解析，モデル実験などで確

認した絶縁設計技術，冷却設計技術を適用して小形軽量化

を図ったものである。耐熱クラスは Eとし，巻線には耐

熱性自己融着転位電線を採用して機械的強度を高めている。

ガス圧力は 0.13MPa・G（at 20 ℃）としている。また同時

に高信頼度化・長寿命化を図り，コンパクト化した 2抵抗

4真空バルブ方式の 600A形負荷時タップ切換装置と電子

制御式電動操作機構を開発した。

図１７　検証試験中のガス入変圧器（単相試作器）

富士電機では主添加物として酸化プラセオジウムを使用

する希土類系の酸化亜鉛素子を開発以来，素子の特性の向

上を図ってきた。非有効接地系統については制限電圧を大

幅に低減した高性能タンク形避雷器を製品化し，多数の納

入実績を有している。今回，有効接地系統に適用されるガ

ス絶縁開閉装置用 266 kV 高性能避雷器を開発し，66 kV

から 300 kV 系統までの高性能避雷器のシリーズ化を完了

した。

266 kV 高性能避雷器は，素子厚さの低減により避雷器

内部要素を単柱構造とした。また，均圧シールドの最適化

により避雷器内部要素の縮小化（簡素化）を図り，266

kV 高性能避雷器のコンパクト化（タンク径の縮小化を含

む）を達成した。この結果，300 kV ガス絶縁開閉装置の

コンパクト化に寄与することができた。

図１８　266 kV高性能避雷器の長期課電試験状況

AM182447

AM183483
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1997年の海外電力事業用変電設備の主な納入品は，イン

ドネシア電力公社向け 170 kV 変電設備一式，香港中華電

力有限公司向け 145 kV ガス絶縁開閉装置などである。

インドネシア向けは，据付け工事込みのターンキー契約

で受注した新設変電所 2か所のうちの 1か所で，1997年12

月に完成した。残り 1か所も1998年 3 月には完成予定であ

る。ここでは，富士電機製の 170 kV ガス絶縁開閉装置以

外の種々の機器および一部エンジニアリングを，現地を含

めた海外から積極的に調達し，海外調達率 48％を達成し

た。また，現地調達品の製作指導を通じ，同国の技術レベ

ルの向上に貢献した。さらに，現地エンジニアリング会社

（ブカカ富士）との連携により現地密着形のエンジニアリ

ングを実施し，将来の展開にも備えた。
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送変電

輸出用変電設備

DUG形第二世代ディジタル保護制御装置シリーズ

第二世代ディジタルリレーを適用した154 kV変圧器保護装置

図１９　インドネシア電力公社向け170 kVガス絶縁開閉装置

下記を狙いとした第二世代保護制御装置対応基本システ

ム（基本形式：DUG）を開発した。

①複雑化する電力系統の高度保護要求への対応。②今後

進展が予想される電気所総合ディジタルシステムにおける

高度通信機能への対応。③ヒューマンインタフェース

（HI）の容易化に代表される保守運用性の向上。④自動監

視機能の高度化などによる装置信頼性の向上。

上記を満足するため，①高速MPU（50MHz）の採用，

16 ビットA-D変換器と強化されたディジタルフィルタに

よる高精度アナログ入力部，②各種 LAN対応ボードの整

備，③汎用パソコンによる柔軟な HI と高度データ解析機

能，④装置故障の程度に応じた運転継続可否の判断，不良

部位特定，などが実現されている。

図２０　MPUボード

富士電機では東京電力（株）向けに，第二世代ディジタル

リレーを用いた 154 kV 変圧器保護装置を実用化した。こ

の装置は，第二世代ディジタルリレーの特長を反映したシ

ステムとしており，主な内容は次のとおりである。

演算部は CPUの高速化を生かし，主保護・後備保護

機能を一体化した主検出部と，事故検出部で構成した。

高速サンプリングや 16 ビット A-D変換技術を適用

した交流入力部は，フルスケールの統一で点数削減した。

リレー要素の共用化・機能向上を図り，低次高調波対

策付距離リレーやリレー応動の高速化を実現した。

整定表示（HI）は，OADG準拠のパソコンでの携帯

形ツールで運用保守でき，遠隔運用も対応可能である。

盤構成は前面保守構造形（700mm幅）とした。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　154 kVディジタル主変保護装置
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早川，笛吹川の 2 水系に集中する17発電所は，現在，

水系ごとの発電管理事務所で監視制御を行っているが，発

電業務の効率化を目的とする発電所集中監視制御システム

を1998年 4 月運用開始で設置することになり，このシステ

ムを受注したので主な特長を紹介する。

ワークステーション（WS）を Ethernet で接続した

機能分散形二重化システム

高性能WSの採用により，処理速度の高速化，マン

マシン性能の向上

WSサーバが停止しても CRT用WSにより監視制御

の縮退運転が可能

遠隔端末として本局に設置するデータ出力装置から，

システムの記録・帳票データを表示出力することが可能

（4）

（3）

（2）

（1）
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系統制御

山梨県企業局総合制御所向け発電所集中監視制御システム

中部電力（株）長野営業所向け新型営業所テレコン

電力系統運用情報共有化システム

Ⅰ系 
Ⅱ系 

カラー 
プリンタ 

HC用 
LAN

操作卓2

総合監視盤 

操作卓1

データ 
保存装置 
データベース用LAN

データ 
出力装置 

システム監視卓 

回線切換装置 A系データ 
中継装置 

東京電力（株） 

早川水系発電 
管理事務所 
データ中継装置 

全6発電所 

データ中継装置 

笛吹川水系発電 
管理事務所 

全11発電所 

オンライン用LAN
B系データ 
中継装置 

総合制御所 

コンソール 帳表用 SF用 

プリンタ用 
サーバ 

ルータ 

A系 
WS 
サーバ 

B系 
WS 
サーバ 

本
局
電
気
課 

太
陽
光
発
電 

塩
　
川 

×5

（
将
　
来
） 

I
S
D
N
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用
線 

図２２　総合制御所システムの構成

中部電力（株）では，操作性の向上および管轄規模拡大に

対応するための新型営業所テレコンの導入を進めているが，

最新タイプを富士電機が 1号機として長野営業所に納入し

た。この装置は配電線の監視・制御を行うために営業所に

設置する装置であり，特徴は次のとおりである。

配電変電所30か所の監視・制御を行うことができる

（従来型の 3倍）。また，最大 3か所の給電制御所との接

続が可能である。

電力系統設備はダウンロード方式によりすべて給電制

御所から指定されるため，営業所側ではメンテナンスが

不要である。

特定記録日の設定・記録・編集を営業所にて自由に行

うことが可能である。

（3）

（2）

（1）

図２３　新型営業所テレコン

電力系統運用情報は，従来，各給電指令所・制御所ごと

に専用システムで管理されており，個々の情報を他所で自

由に参照するのは容易ではなかった。

富士電機では，これらの情報を手元のパソコンのWWW

ブラウザにてシームレスに表示し，さらに双方向通信を実

現した低コスト形「電力系統運用情報共有化システム」を

開発した。主な特長は次のとおりである。

システムごとの専用描画プロトコルの相違をWWW

ブラウザ用「描画変換エンジン」により吸収し，「シー

ン描画形式」で配信することにより動的画面加工が可能

WWWブラウザとサーバ間での双方向通信機能によ

り，情報を共有している他端末へのメッセージなどの即

時配信が可能

（2）

（1）

WWW情報共有化サーバ 

描画変換 
エンジン 

情報共有 
RDB

シーン 
描画形式 

専用 
DB

イントラネット 

WWW 
ブラウザ 

WWW 
ブラウザ 

各種制御監視・支援システム 

PR技術ポイント 

各種描画プロトコル 

系統図などは更新部のみの配信 
該当端末への警報通知および確認 
端末からのデータ更新（セキュリティ 
チェック） 

図２４　電力系統運用情報システムの構成と特長

N99-2367-2
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原子力施設では，管理区域内での作業時に着用する衣類

の放射線管理が厳重に行われており，洗濯後の衣類は汚染

検査後再利用される。特にα線の汚染検査は難しく，従来
人手により長時間をかけて行っていたが，富士電機ではα
線とβ線の汚染検査を同時に短時間で行うことが可能な，

αβランドリモニタを開発し，日本原燃（株）濃縮・埋設事
業所に納入した。

このモニタはα・β線同時測定が可能な大面積検出器を
上下に配置し，その間をハンガ式搬送機構で衣類を搬送し

ながら自動で汚染検査を行うため，検出器と衣類間の距離

が短く非常に高感度で効率よく汚染検査を行うことができ

る。また，検査を終了した衣類のハンガは自動的に取りは

ずし回収可能として，運用性の向上を図っている。
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放射線

αβランドリモニタ

東北電力（株）モニタリングポスト

高温工学試験研究炉放射線管理システム

図２５　αβランドリモニタ

原子力発電所では，敷地境界周辺の環境放射線を連続監

視するために，境界の主要箇所に放射線測定器を具備した

観測局を設けている。

富士電機では，東北電力（株）女川原子力発電所に従来の

システムより，測定精度，操作性，視認性を向上させた環

境モニタリングシステムを納入した。

主な特徴は次のとおりである。

システム全体のディジタル化

データ表示部にカラー液晶・グラフィックパネルを採

用

制御装置の機能分散と二重化による信頼性向上

光ファイバによる落雷などの耐ノイズ性強化（4）

（3）

（2）

（1）

放射線 
測定 
装置 

MP1観測局 
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光コン 
バータ 

光
フ
ァ
イ
バ
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ー
ブ
ル 

放射線 
測定 
装置 

光コン 
バータ 

光コン 
バータ 

  表示制御装置（A） 
（MICREX-F250） 

  警報制御装置（A） 
（MICREX-F250） 

  警報制御装置（B） 
（MICREX-F250） 

データ収録装置 
（FAパソコン） 

放射線 
管理用 

コンピュータ 
（A-500） 

（上位コンピュータ 
へ伝送） 

Pリンク 

P
E
 

リ
ン
ク 

REC

ANN

カラー液晶 

データ表示部 

中央制御室監視盤 

グラフィック 
パネル 

  表示制御装置（B） 
（MICREX-F250） 

光コン 
バータ 

図２６　環境モニタリングシステムの構成

原子炉施設では厳密な放射線管理が実施されており，管

理業務の効率化や管理精度の向上が求められている。富士

電機は，これらをめざした総合的な放射線管理システムを，

日本原子力研究所が大洗研究所に建設した高温工学試験研

究炉（HTTR）に納入した。

このシステムでは各種の放射線情報をコンピュータシス

テム（GRANPOWER）に自動収集し，各種情報の集中監

視や各種報告書の自動作成を実現した。また，各モニタに

ディジタル方式や音声発生機能を適用することにより，放

射線情報を精度よく認識しやすいシステムとした。さらに，

放射線モニタの警報により指定箇所に電話をかけメッセー

ジを通知する緊急通報装置や人工知能を利用した異常診断

処理装置を開発し，業務の効率化を図った。

放射線監視盤 
排気モニタリング設備 

指示モジュール 
記録計 

（MICREX-F） 

プ
ロ
セ
ス 

入
出
力
装
置 

電　源 
室内空気モニタリング設備 

モニタデータ収集装置 

線量当量率モニタリング設備 

警報表示灯 

現場警報表示器 

ハンドフットクロスモニタ 

エアスニファ 

出入ゲート 

LAN

出入ゲート処理装置 

個人被ばく管理コンピュータ 

サーベイメータ処理装置 

緊急通報装置 放射線管理コンピュータ 
（GRANPOWER） 

異常診断処理装置 

APD読取り装置 

記憶式サーベイメータ 

図２７　放射線管理システムの全体構成
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東北電力（株）と富士電機は，複数の営業所間を WAN

で連係し，夜間・休日の配電系統の運用が 1か所の営業所

から実施可能な連係対応形の配電線監視制御システムを開

発した。このシステムの特長は次のとおりである。

1台のサーバを複数営業所で共有使用

ワークステーション 3台によるクライアント・サーバ

形の機能分散形システム

マルチウィンドウ機能により 1台の CRTに配電系統

図（マッピング）と業務画面の重ね合わせ表示が可能

2台の CRTを個別運用，組合せ運用に切換が可能

実系統ならびにオペレータが作成した任意の系統での

事故シミュレーションが可能

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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配　電

東北電力（株）中都市用配電線監視制御システム（Aタイプ営業所連係対応形）

関西電力（株）配電系統計画支援システム

東京電力（株）単3用Sブレーカ（電流制限器）

中都市営業所 

Aタイプ営業所 

図２８　中都市用配電線監視制御システム

関西電力（株）との共同研究において，富士電機は設備利

用率の向上（配電線新設設備の抑制）を目的とした「配電

系統計画支援システム」を完成させた。

このシステムは，電力の配電系統計画担当者が従来手作

業で行っていた業務を機械化したもので，①連係する配電

自動化システムに保有する実績負荷を利用し，将来の需要

の伸びに対応する配電系統を作成する機能，②手計算では

困難であった，配電線ロスを最小化した系統を作成する機

能（遺伝的アルゴリズム： GAを用いて実現），③作成さ

れた将来の配電系統におけるバンク事故・配電線事故対応

を検証する機能，などを有する。

1997年度に試験実施，1998年度から本格導入が予定され

ている。

GA処理フロー 

スタート 

配
電
線
ロ
ス
（
k
W
）
 

 

計算世代数（世代） 
 

初期配電線ロス 

110

100

90

0 100 200 300 400

初期系統群の生成 

系統群の評価（自然淘汰） 
 

交差（部分系統の交換） 

突然変異（末端区間の電源方向変更） 

終了 

エンド 
Yes

No

（　世　代　） 

図２９　GA処理フローとロス低減計算結果例

富士電機は東京電力（株）へ単相 3線式用 Sブレーカ 20

A，30A器の納入を開始した。Sブレーカは電力会社と従

量電灯のお客さまとの契約電流に応じて，お客さまの施設

に取り付けられる電流制限器である。主な定格と特長は次

のとおりである。

主な定格

™定格電圧 ：AC110/220V

™定格電流 ： 20A，30A

™定格遮断電流： 2,500A

特　長

™外観モールド部品は難燃材（UL94V-0）を使用

™主接点は接触信頼性の高いスピッツ構造接点を採用

™端子ねじは脱落防止構造を採用

™ハンドル部はエッジレス構造を採用

（2）

（1）

図３０　単3用Sブレーカ（電流制限器）

N89-6633-2

A6867-17-330/A6867-17-332
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電力会社では負荷の平準化を図るため，電気料金を昼間

は高く，夜間は安くすることを基本とした季節別・時間帯

別料金制度を拡大した。そこで，季節別・時間帯別に最大

６時間帯までの電力量を計量・表示し，最大需要電力，力

率測定機能も持った一体形計器を開発した。主な特長は次

のとおりである。

計量用フルカスタム ICの開発と搭載により，品質お

よび信頼性の向上を図った。

計量回路入力部には計量用変圧器の代わりに抵抗分圧

方式を採用し，計器用変流器も小形化してプリント基板

の集積度向上および軽量化を図った。

季節別・時間帯別区分などの使用条件はハンディター

ミナルにより設定可能とした。

（3）

（2）

（1）
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配　電

新形季節別・時間帯別計器

シリア・アラブ共和国納入太陽光発電システム

図３１　新形季節別・時間帯別計器

中部電力（株）が建設中の新名古屋火力発電所内に建設し

たサービスビルに 50 kWp の太陽光発電システムを納入し

た。サービスビルの屋上に 141Wp の太陽電池モジュール

を 360 枚設置し，太陽光発電用インバータは太陽電池の発

電特性を考慮しつつ，システム設置費のコストダウンを図

るため 40 kWの系統連系タイプを採用した。また，発電

状態を監視するため，事務室内に運転表示盤を設け，瞬時

発電量・積算発電電力量を表示させている。

1997年 7 月に納入し，現在までに順調な運転を継続して

いる。このシステムは中部電力（株）では最大の太陽光発電

システムであり，年間発電電力量としては，約 54,943

kWh/年が期待でき，サービスビルの電力の一翼を担うこ

ととなる。

太陽エネルギー

中部電力（株）新名古屋火力発電所内サービスビル太陽光発電システム

図３２　新名古屋火力発電所内サービスビル屋上の太陽電池

シリア・アラブ共和国に未電化村落の民生の向上を狙い

とした集中形太陽光発電システム用機器を，国際協力事業

団（JICA）経由で納入した。太陽電池は単結晶および多

結晶シリコンタイプ混合で 35 kW，インバータ容量は 35

kWで自立・系統連系兼用になっている。蓄電池の容量は

336 kWh で，取換え時はシリア・アラブ共和国で量産さ

れる中形バッテリーで交換できるように 12V 200Ah のも

のを用いた関係で，富士電機では今までで最多の 7並列接

続とし，充電は最適電流制御で電解液減少の最少化を図っ

た制御方式を採用している。このプラントは今後，シリ

ア・アラブ共和国で国産される太陽光発電プラントのモデ

ルとなるものであり，当面，自立形システムとして運用さ

れるが，将来，配電網が近くまで整備された段階では，連

系運転システムに変更することになっている。

図３３　シリア・アラブ共和国納入集中形太陽光発電システム
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富士電機は1995年から，耐久性を向上させた新形セルを

搭載した 100 kW機を開発してきた。1997年 7 月に商品機

のプロトタイプ１号機を東邦ガス（株）経由でトヨタ自動車

（株）本社工場に設置し，9月から実証試験運転を開始した。

本機の主な仕様は次のとおりである。

形　式 ：リン酸形，常圧，水冷式

出　力 ：100 kW（三相，210V，60Hz）

燃　料 ：都市ガス 13A，22Nm3/h

発電効率：40％（LHV）

熱出力 ：90 ℃温水 17％（LHV）

50 ℃温水 30％（LHV）

運転方式：全自動運転方式

構　造 ：パッケージ形

寸　法 ：5.0m（L）×2.28m（W）×2.5m（H），13 t（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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燃料電池

100 kW燃料電池発電装置

副生水素利用100 kW燃料電池発電装置

新形100 kW燃料電池発電装置

図３４　100 kW燃料電池発電装置

富士電機は（株）四国総合研究所と共同で，ソーダ工場や

石油化学工場などの製品製造過程で発生する副生水素を有

効利用する燃料電池発電装置の開発に取り組んでいる。

1996年 11 月に東亜合成（株）において実証プラントが竣

工（しゅんこう）され，現在は実際の工場の操業条件下で

実証運転中である。開発したシステムは，従来形の燃料電

池システムと異なり，改質器などの燃料の前処理機器が不

要で，その代わり燃料電池の燃料極出口から排出される未

反応水素を燃料極入口に戻して再利用する水素リサイクル

技術などの新技術を組み込んでいる。本機の主な仕様は次

のとおりである。

形　式 ：リン酸形，常圧，水冷式

電気出力：100 kW，AC220V（発電効率 40％ HHV）

熱出力 ：蒸気・温水（3）

（2）

（1）

図３５　副生水素利用100 kW燃料電池発電装置

富士電機は1997年 9 月から，コストダウンを進めた新形

100 kW商品機を開発し，富士電機千葉工場で実証運転を

行っている。これまでの試作機，商品機のプロトタイプな

どの実績をベースに，電池寿命の改善，信頼性やメンテナ

ンス性の向上を図り，さらにシステムの簡素化，機器の複

合化により装置の小形化も実現している。1998年10月から

出荷を開始する。

本機の主な仕様は次のとおりである。

形　式 ：リン酸形，常圧，水冷式

燃　料 ：都市ガス 13A

運転方式：全自動運転方式

構　造 ：パッケージ形

排熱回収：90 ℃温水，50 ℃温水（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３６　新形100 kW燃料電池発電装置の第一次商品機
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