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電力・エネルギー部門においては，顧客第一の意識をさ

らに高め，顧客から評価される製品，地球環境の改善につ

ながる製品提供を通して，社会への貢献をめざしている。

火力分野は，単機容量世界最大の地熱タービン，600

MW発電設備や高効率軸流排気タービンなどが次々と運

転に入り活気に満ちた一年であった。そのなかで次のステッ

プを展望する新たな技術課題を見いだしている。また，126

MVA空気冷却発電機の試験機の研究開発が完了し，その

成果を生かした発電機を市場に提供できる態勢を調えた。

エコロジーや CO2 ガスの問題が前面に押し出されるなか，

高効率・高信頼性の富士電機の火力発電設備が，これらの

問題解決に貢献できるものと確信する。

水力分野では，1989年に出荷されて以来，顧客施工の現

地工事の遅れにより運転開始が遅れていたインド・アッパー

インドラバッチ発電所向け 4 × 172 MWフランシス水

車・発電機のうち 2台が運転を開始した。また，長野県大

鹿第 2発電所向け 5.2MW横軸ペルトン水車・発電機，さ

らに群馬県日向見発電所や富山県臼中発電所向けなどの小

水力発電機器も相次いで運転を開始した。制御装置の分野

では，秋田県の数か所の発電所群を対象にパソコンによる

集中制御装置が運用を開始し順調に運転を続けている。今

後海外の大形水力の受注をめざすとともに，浄水場などの

公共設備や維持放流用の小水力設備にも注力していく。

原子力分野では，核燃料サイクル開発機構向け燃料製造

施設の新保管搬送管理システムの工場製作を終了し，現在

現地の据付け作業を行っている。また，IC（誘導結合形）

プラズマ廃樹脂高減容システムの実用化や，東海発電所の

廃止措置に向けた遠隔解体技術，廃棄物処理技術の開発試

験に取り組んできた。そのほか，実用高温ガス炉，ITER

などに向けた超伝導技術など，将来技術に向けた開発にも

積極的に取り組んでいる。

電力変電分野では，1997年の 275 kV 分解輸送形変圧器

の納入実績をベースとし，引き続き 525 kV 分解輸送形変

圧器を試作し検証試験を行っている。この結果，輸送条件

の異なる設置場所に対して輸送費を含めたトータルコスト

ダウンの提案が500kV器でも可能となった。さらに510kV，

1,100MVAの超々高圧火力変電所用主変圧器を電源開発

（株）に納入した。また，開閉装置では，最新の技術を適用

し，構成要素の複合化を進めた縮小形 72 ～ 168 kV ガス

絶縁開閉装置を納入した。現行形より大幅な小形・軽量化

を実現することができた。

系統制御分野では，北海道電力（株）向けの系統制御所シ

ステムが運用を開始した。コンピュータシステムはサーバ，

ワークステーションからなる分散形システムが標準となり，

WWW方式を採用した情報系システムも展開されつつあ

る。テレコンは中部電力（株）向け負荷系変電所 ITCの納

入や外部 PIO のスケーラビリティの向上を実現した安価

でコンパクトな新形テレコンを開発した。水力発電所の実

務能力や復旧対応能力および保守技術維持向上を図るシミュ

レータを電源開発（株）に納入した。

保護制御分野では，第二世代ディジタルリレーの製品化

系列拡大を展開しており，超高圧（275 kV）変圧器保護

装置を東京電力（株）に納入した。また，単体形アナログリ

レーの代替機種（DUT）や低コスト小形化のユニット形

（MPC）などディジタルリレーの開発を展開している。

配電分野では，ネットワーク技術の向上や普及している

OA機器を活用したシステムの開発を進めている。その一

つとして，所内 LANに接続されたパソコンを利用した配

電自動化バックアップ用パソコンシステムを北陸電力（株）

に納入した。また，配電自動化システムの運用情報をパソ

コンに配信し，業務連係の向上や解析作業支援などを目的

とする情報共有化システムの開発を進めている。そのほか，

自動検針用電子電力量計や端末器の開発にも積極的に取り

組んでいる。

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いる。被ばく管理システム

では，従来よりさらに入退域が合理化されたシステムが実

現した。また環境管理システムでは，新しい機能を付加し

た計測部を用いて，監視機能，自己チェック機能，データ

収集機能の向上などが図られた。コンピュータシステムに
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火　力

電源開発（株）磯子火力発電所新1号機の建設

FP-1プロジェクトの現状

（株）神戸製鋼所加古川製鉄所58MW IPP発電設備

図１　磯子火力発電所新1号機：タービン建屋工事中

1996年 6 月に台湾の台塑石化股 有限公司から，4×

600MW蒸気タービン・発電機設備（FP-1 プロジェクト）

を受注した。これらの発電設備は，IPP（独立系発電事業

者）ではあるが，事業用石炭だき大容量プラントに相当す

る規模を有し，かつ超臨界圧高効率ユニットとして計画さ

れた。受注後，これらの設備は，計画どおり設計，製作，

出荷および据付けが行われ，現地において順調に各種テス

トを終了した後，出力 600MWで96時間の連続運転試験

をクリアし，１号機は1999年 6 月 1 日，２号機は1999年９

月 9日に営業運転を開始した。

なお，４号機は2000年 4 月 1 日，３号機は2000年 9 月１

日に予定された営業運転開始に向けて，関係者全員一丸と

なって現在建設に取り組んでいる。

図２　FP-1の状況

（株）神戸製鋼所加古川製鉄所向け CDQ１号発電設備

（58MW IPP 発電設備）の建設が完了し，1999年 4 月 1 日

から関西電力（株）へ需給を開始した。本設備は，富士電機

の軸流排気形タービンを採用し，タービン，発電機および

復水器が 1階フロアに一軸で配置された屋外形発電設備と

なっており，土木建築費用を含め発電設備全体が経済的で，

かつプラント全体が非常にコンパクトに完成している。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，

効率が高い設備となっている。さらに，本プラントはDCS

による運転，監視，操作，自動化を行っており，少ない運

転員での監視，操作を可能としている。なお，本設備は

1999年 4 月 1 日の需給開始以来，順調に運転中である。

図３ （株）神戸製鋼所加古川製鉄所のCDQ 1号発電設備

電源開発（株）から磯子火力発電所新 1号機 600MW発

電設備を1997年11月に受注契約し，エンジニアリング・機

器設計を進めてきた。現在ドイツ・シーメンス社製蒸気ター

ビン，富士電機製発電機および主要な機器の製作最盛期に

入っている。一方，現地では既設発電所を運転しながら新

設工事を進めるビルドアンドスクラップ方式が採用され，

1998年 6 月の着工以来，煙突・建屋関係の工事が進み，富

士電機は循環水配管などの先行工事を行った。建設現場は

狭いため，機器をジャストインし，ジャストオンさせるこ

とが重要課題であり，2000年 6 月の富士電機の本格工事着

工に向け，工事工法，工事WBS（Work Breakdown Struc-

ture）および機器輸送方法の最適化を実施する。富士電機

はシーメンス社と協力して，2002年 4 月の運転開始に向け

プロジェクトを鋭意推進中である。
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富士電機は1998年 7 月に，住友重機械工業（株）経由太平

洋セメント（株）糸魚川発電所向け 149MW蒸気タービ

ン・発電機設備を受注した。この発電設備は IPP（卸供給

事業者）設備であり，国内初の循環流動層ボイラと組み合

わせた再熱再生式石炭だき火力である。蒸気条件は 16.671

MPa abs，566/538 ℃の高効率ユニットとして計画されて

いる。

蒸気タービンは高中圧一体形タービンと低圧タービンの

コンパクトな 2車室構造とし，復水器は低圧ケーシングと

一体構造とすることでタービン基礎の建設費低減を図るな

ど IPP 事業用設備に適した特徴を有している。発電機は

ブラシレス励磁の空気冷却方式を採用している。2001年７

月の運転開始に向けて設計・製作を推進中である。
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火　力

住友重機械工業（株）経由太平洋セメント（株）糸魚川発電所新設工事

ACC発電および石炭火力用大容量昇圧変圧器

インド・バクレシュワール火力発電所特別高圧電気設備

図４　149MW蒸気タービン断面図

富士電機では，1999年も ACC（Advanced Combind

Cycle）発電および石炭火力用大容量昇圧変圧器の製作，

納入を鋭意進めてきた。ACC発電用としては，据付け工

事が完了し試験中であった東京電力（株）千葉火力発電所１

号および 2号系列用（8台× 380MVA，281.25 kV）が５

台目まで運転に入り，またスプリット巻線形昇圧変圧器と

しては国内最大容量器となる東京電力（株）富津火力発電所

３号系列用（2台× 820MVA，525 kV）の初号機が工場

試験を完了して現地据付け中である。石炭火力用では，電

源開発（株）橘湾火力発電所 2号機用（1台× 1,100MVA，

510 kV）が受電を完了し，北陸電力（株）敦賀火力発電所２

号機用（1台× 740MVA，275 kV）が現地調整中である。

図５　東京電力（株）千葉火力発電所2号系列用主変圧器

インドの西ベンガル州電力開発公社バクレシュワール火

力発電所に納入した特別高圧電気機器は，現在，現地調整

中で1999年末から順次，運転が開始される予定である。

それらはインドにおける高温多湿という過酷な環境条件

を考慮して設計・製作されたものである。また，富士電機

製の大容量変圧器（3台× 250MVA主変圧器，７台×

105MVA単相変圧器）のほかは，積極的な海外調達を展

開し，以下の機器についてはヨーロッパ製品を納入した。

™14台× 220 kV SF6 ガス遮断器

™3 台×発電機回路用相分離母線

™6 台× 16MVA所内変圧器

工場監査の実施，定期的な工程チェックによる品質・納

期管理の結果，それら調達品は順調に試運転を行っている。

図６　据付け中の所内変圧器および相分離母線

AM137038

高中圧タービン

低圧ケーシング
一体形復水器

低圧タービン
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1989年11月にすべての機器が出荷され，1991年 7 月の大

規模な水害により機器を含む建屋全体が水没し，現地据付

け工事が一時ストップした。しかしながら顧客の必死の復

旧作業により1998年 3 月から現地据付け工事が再開した。

このように大きな苦難の経緯をたどり，このたび念願の１

号機が1999年 9 月に営業運転を開始した。

出荷から10年もの長い期間，高温多湿の悪環境下に機器

が保管されたにもかかわらず，不具合なく運転を開始でき

たことは，富士電機の技術の高さを示すものであり，顧客

からも高い評価を得ている。

残りの機器も順調に据付け工事が進められ，1999年12月

に 2号機，2000年 6 月に 3号機，2000年12月に 4号機と，

順次営業運転に入る予定である。
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インド・アッパーインドラバッチ発電所向け4×172MWフランシス水車・発電機の運転開始

長野県大鹿第2発電所向け5.2 MW横軸ペルトン水車・発電機の運転開始

ベトナム・ダミ発電所向け2×90MW立軸フランシス水車の据付け

図７　運転中の1号発電機

長野県企業局大鹿第 2発電所向け 5.2MW横軸 2射ペル

トン水車・発電設備および 22 kV 屋外変電設備が1999年

３月に営業運転に入った。この発電所は天竜川水系小渋川

支鹿塩川小支塩川の上流に 3か所の取水堰（せき）を築造

して合計 1.7m3/s を取水し，最大出力 5,200 kWの発電を

行う水路式発電所である。特徴は次のとおりである。

水車機器のニードル・デフレクタ駆動に電動サーボモー

タを採用した。

保護継電器はディジタルリレーを開発し，ユニット内

にCPU，補助変成器，表示設定器などを搭載した。

大画面プログラマブル操作表示器（POD）を採用し，

POD画面上で操作・監視・計測・故障表示を行わせる

ことにより，監視制御装置の簡素化を実現した。

（3）

（2）

（1）

図８　水力発電所用監視制御装置盤

ベトナム電力庁（EVN）ダミ発電所向け 2台× 90MW

立軸フランシス水車機器の現地据付け工事が開始された。

ドラフトチューブライナの据付け工事が完了し，現在スパ

イラルケーシングの据付けを行っている。

本発電所は，ベトナム・ホーチミン市から約 200 km北

東に位置する所に建設され，有効落差 147.8m を利用し最

大 180MWの発電を行う。

富士電機は水車と調速機を担当しており，発電機，屋外

機器についてはイタリア・アンサルド社が担当している。

このため，据付け方法としてはシャフトフリー方式を採用

し，両社の作業区分を明確にしている。

大雨と台風の天災に悩まされながらも2000年12月末の工

事完了に向け鋭意取り組んでいる。

図９　ドラフトチューブライナの据付け状況

N99-2467-2-a
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富士電機では，横軸バルブ水車・発電機を垂直に配置し，

流路内に設置可能な構造とした立軸バルブ水車・発電機の

研究開発を東北電力（株）と共同で行い，現在 10MWクラ

スの発電所向けに設計検討中である。

立軸バルブ水車・発電機には次の特長がある。

発電所立地点の地勢的な制約にとらわれないで設置で

きる。

横軸バルブ水車・発電機に比べ，建屋面積が縮小可能

となり，土木費が低減される。

横軸バルブ水車・発電機に比べ，分解・組立期間を短

縮できる。

補機の省略・簡素化によりメンテナンスフリー化を図っ

ている。

（4）

（3）

（2）

（1）

24

電力・エネルギー

水　力

立軸バルブ水車・発電機

中小水力発電所の運転開始

水力発電所群の集中監視制御システム

図１０　水理実験中の模型

富士電機では今までに数多くの中小容量水力発電設備を

納入し運転を開始してきたが，1999年 1 年間でも群馬県企

業局日向見発電所をはじめとし，富山県農林水産部臼中発

電所などの水力発電設備が次々と運転開始に至った。

なかでも東京電力（株）土室川発電所の水車型式は，顧客

と富士電機で共同研究を行い，主に高落差・低流量のダム

維持放流を使って発電する目的で開発した「横軸 3射ペル

トン水車」を採用しており，本発電所が実物機第 1号であ

る。今後の中小水力発電分野の市場拡大に向け，この成果

と期待は大きい。本発電所は，1999年12月に無事運転を開

始した。

なお，日向見発電所，臼中発電所とも，現在順調に稼動

し発電を実施している。

図１１　つり込み中の土室川発電所水車本体

水力発電所群の集中監視システムを秋田県企業局に納入

した。このシステムは水力発電所 3か所を発電事務所で集

中監視制御するもので，パソコンを主体に構成することに

より，コストダウンに対応している。各発電所とは 1：N

のテレコンで結合し，２台設置したオペレータステーショ

ン（パソコン）とテレコン間は専用の LANで接続してい

る。このシステムの主な機能は次のとおりである。

各発電所の制御・操作機能

各発電所，事務所の監視・記録機能

各発電所の帳票作成機能

通信機能

なお，同様の機能のシステムを岡山県企業局からも受注

し，発電所10か所の集中監視制御の設計を進めている。

（4）

（3）

（2）

（1）

ASW
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図１２　集中監視制御システムの構成

N89-6362-11
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新保管搬送管理システムは，核燃料サイクル開発機構プ

ルトニウム燃料センターの FBR（高速増殖炉）ペレット

製造工程向けに開発したもので，2000年 3 月に納入予定で

ある。本システムは，原料粉末から製品ペレットに至る核

物質を収納した容器を保管，移送するための搬送機器と，

これらを制御するコンピュータ制御システムから構成され，

これまでのサイクル機構の開発・運転経験を反映した設備

となっている。搬送機器は，核物質を封じ込める気密グロー

ブボックスに収納されるため，処理速度の高速化と併せ信

頼性とメンテナンス性の向上を図っている。コンピュータ

制御システムは，最短搬送ルート検索，設備代替ルート検

索，異常復旧操作ガイドなど最新の搬送管理技術により設

備全体の稼動率の大幅向上を実現している。
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燃料製造施設向け新保管搬送管理システムの製作

廃棄物処理技術の開発

原子炉廃止措置技術の開発

図１３　コンピュータ制御システムと保管リフト

原子力施設から発生する廃樹脂や金属廃棄物の減容を目

的に IC（誘導結合形）プラズマ廃樹脂高減容システム，高

出力 YAGレーザ切断装置の開発を進めている。IC プラ

ズマ廃樹脂高減容システムについては，実験装置を原子力

発電所に持ち込み，粒状廃樹脂の減容試験を行った。本試

験により，1/10 以下まで減容できること，処理した際に

樹脂に吸着された核種は大部分減容された樹脂に残り飛散

しないことを確認した。現在，実証プラントを2000年 3 月

末完成に向けて富士電機・川崎地区に建設中である。YAG

レーザは，出力 3kWで，ステンレス鋼を 50mm，炭素鋼

を 100mmまで切断可能な機種の開発を完了した。YAG

レーザは，レーザ光を光ファイバで伝送できるため，トー

チをロボットで動作させる遠隔自動切断が可能であり，運

転性向上と被ばく低減に有効である。

乾燥樹脂 
供給ホッパ 

真空加熱乾燥装置 

サイクロン 

10000 2000（mm） 

バグ 
フィルタ 

真空 
ポンプ 

HEPA 
フィルタ（2） 

HEPA 
フィルタ（1） 

スクラバ 

ICプラズマ 
処理装置 

図１４　ICプラズマ廃樹脂高減容システムのプラントイメージ

1998年 3 月末に永久停止した日本原子力発電（株）東海発

電所では，現在，炉心からの燃料の取出し作業が順調に行

われている。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，原子炉な

どを安全に解体するために必要な技術の本格的な開発を進

めている。具体的には，YAGレーザによる炉心複合構造

物の切断にかかわる技術開発をはじめ，切断した高重量解

体物を安定して保持・搬送する「重量物ハンドリング技術」，

切断時に発生する粉じんを確実に回収する「二次生成物回

収処理技術」などから構成される「原子炉遠隔解体装置」

の具体化・技術確証に取り組んでいる。さらに，解体した

廃棄物を大型容器へモルタル充てんする技術，放射能評

価・確認技術の開発を推進中である。

図１５　原子炉遠隔解体装置，レーザ切断・モルタル充てん試験

原子炉遠隔解体装置
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GT-MHR（高温ガス炉ガスタービン発電プラント）は，

受動的安全特性を有する小型高温ガス炉とヘリウムガスター

ビンを組み合わせた発電効率 47 ％の発電プラントである。

富士電機は，米国GA社，ロシア原子力省，フランス・フ

ラマトム社との国際共同プロジェクトに参加し，1997年10

月に概念設計を完了した。1999年 6 月には各国の専門家に

よる設計レビューも実施された。一方，1998年10月に米国

で核兵器解体プルトニウム燃焼処分の候補の一つとして本

プロジェクトが取りあげられ，米国政府の支援が開始され

た。現在，この米国政府支援を契機として次の設計ステッ

プとなる詳細設計が開始されたところである。富士電機は，

これまで培ってきた高温ガス炉技術を基に，GT-MHRを

はじめとして実用高温ガス炉の実現をめざした技術開発を

推進中である。
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原子力

高温ガス炉の開発

超伝導応用機器

図１６　GT-MHR発電プラント

中国・江蘇省電力公司向けに 525/ kV，40Mvar 二

次巻線付分路リアクトル13台，中性点リアクトル 4台，二

次盤，遠方監視操作盤各 4面を納入した。

中国では第 9次五か年計画の下に送配電設備の増強が続

いている。本分路リアクトルは中国最大の華東電力網の陽

城ー淮陰間の 500 kV 基幹系統に設置され，系統の安定度

向上に貢献することが期待されている。分路リアクトルは

最新の電磁界解析技術，電位振動解析技術などを基に低損

失化，コンパクト化，低騒音化を実現した。また，所内電

源用の二次巻線を内蔵していることが特徴である。分路お

よび中性点リアクトル，二次盤（OLTC付モールド変圧

器を内蔵）の監視，保護，操作用の遠方監視操作盤も納入

した。本設備の運転開始は2000年早々の予定である。

3

電力変電

海外向け525 kV分路リアクトル

図１８　工場試験中の江蘇省電力公司向け分路リアクトル

富士電機は高温超伝導体（HTS）を用いた電流リード

の開発を進めており，欧州加速器研究所（CERN）向けに

世界最大級の電流容量である 13 kA HTS 電流リードなら

びに 600A HTS 電流リードを納入した。13 kA電流リー

ドについては CERNにて性能試験を実施し，高い技術仕

様（13 kA通電時熱侵入量 1.5W/本以下など）を満足する

ことを確認した。本電流リードは CERNが計画している

大型ハドロン加速器（LHC）用の HTS電流リードのプロ

トタイプとして製作したもので，LHCでは 1,300 本以上

の HTS電流リードが計画されている。富士電機はこれま

で通常の電流リードとして世界最大 60 kAまでのものを

納入してきたが，熱的性能が格段に優れた HTS電流リー

ドについても十数 kAまでの対応が可能となった。

図１７　600 A HTS電流リード

AF919801

AM187569
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富士電機は1997年11月までに超高圧分解輸送形変圧器を

２台納入，完成し，1998年 6 月から営業運転を開始した。

これらの実績をベースとして，さらに超々高圧への実現を

めざし，試作変圧器の製作を完了した。

試作変圧器の仕様は，単相 525/ kV，200MVAとし，

各種新技術を適用した構成としており，検証試験を実施し

ている。分解輸送形変圧器は従来の特別三相器あるいは単

相器に比べ，据付け面積の縮小化を図ることができる。さ

らに輸送制限の厳しい場合にも，道路拡張・橋梁（きょう

りょう）補強工事などの対策費が削減できるなど，輸送費

を含めたトータルコストダウンが図れることから，今後の

超々高圧・大容量変圧器への適用拡大が期待される。

3
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500 kV分解輸送形変圧器

東北電力（株）諏訪変電所72 kV新縮小形ガス絶縁開閉装置

中部電力（株）碧南変電所168 kV縮小形ガス絶縁開閉装置

図１９　検証試験中の超々高圧分解輸送形試作変圧器

富士電機は1998年に開発した 72/84 kV 新縮小形ガス絶

縁開閉装置（GIS）の 1号器を東北電力（株）諏訪変電所向

けに11回線納入し，1999年 5 月から順次営業運転を開始し

た。納入器の主な仕様は，定格電圧： 72 kV，定格電流：

2,000A，定格短時間耐電流： 25 kAである。

72/84 kV 新縮小形 GIS は構成機器の複合化，母線タン

クのアルミ鋳物化，高性能避雷器素子の適用などにより，

従来形 GIS に比し据付け面積で 57 ％，容積で 43 ％，質

量で 70 ％と大幅な小形・軽量化を実現した。これにより，

複数ユニットの一括輸送が可能となり，現地据付け工期の

短縮も図ることができ，輸送費，工事費を含めたトータル

コストダウンに貢献できる。

図２０　諏訪変電所における72 kV新縮小形ガス絶縁開閉装置

中部電力（株）碧南変電所向けに 168 kV 縮小形ガス絶縁

開閉装置（GIS）を13ユニット納入した。定格電流は

2,000/3,000/4,000A，定格短時間耐電流は 40 kAである。

この GIS は，富士電機の 168 kV 級 GIS（SDF形）の豊

富な実績をベースに，構成機器の縮小化・複合化およびユ

ニットレイアウトの最適化を図り，富士電機の従来形に対

して，据付け面積で約 70 ％，質量で約 90 ％の縮小化・軽

量化を実現し，さらに 2分割輸送と制御盤の一体輸送によ

り現地作業と工期の短縮を図っている。また，部品点数も

約 80 ％に低減し，信頼性を向上させている。

本器は，1999年 9 月に据付け調整を完了し，2000年 5 月

に運用開始の予定である。

図２１　碧南変電所における168 kV GIS の据付け状況

AM186853

N99-2492-4
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北陸電力（株）に，常願寺川水系の五つのダムのゲート操

作，監視，記録機能などを有するダム運用システムを納入

し，既存設備の更新を図った。システムの特徴は次のとお

りである。

システムの LANに Ethernet を採用し，パソコンや

ネットワークプリンタなどの汎用機器を接続。

制御用コンピュータとして高性能ワークステーション

を採用し，共通部を極小化したマンマシン一体形サーバ

二重化方式によりコンパクトな構成。

過去の出水時に記録したデータを基にリアルに模擬す

る訓練機能を有し，実装置（CRT，操作卓）を使用し

たダムの操作訓練が可能。

将来のダム遠制化対応時は，光ケーブル布設による

LANの延長により遠制機能の強化が可能。

（4）

（3）

（2）

（1）
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北陸電力（株）常願寺川水系ダム管理システム

山梨県企業局早川水系取水口監視制御装置
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図２２　常願寺川水系ダム管理システムの構成

山梨県企業局では，早川水系の取水口を集中監視するた

めに，新たに早川水系取水口監視所を建設した。

本装置は，各取水口に設置したカメラにて，ゲート，除

じん機などの状態をモニタにて監視するとともに，ゲート，

除じん機などの遠方操作を可能としている。

システムの特長は次のとおりである。

光伝送により，リアルタイムな動画監視が可能。

カメラ監視とともに，取水口ゲート，除じん機などの

制御・表示が同時に可能。

カメラ画像は 4分割表示を採用し，将来の取水口の取

込みを考慮。

総合制御所との情報連係を考慮して，監視盤とのイン

タフェースを具備。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　早川水系取水口監視制御装置の監視操作卓

富士電機では，一次・二次系統の負荷系変電所用インテ

リジェント遠隔監視制御装置（ITC-Ⅱ）の 1号機を中部電

力（株）岡崎変電所に納入した。本装置は，中部電力（株）と

の共同研究により開発したものである。主な特長は次のと

おりである。

適用する変電所設備規模・重要度に応じて，装置の一

重系または二重系の構成が可能。

最大 4か所の親局システムと HDLC伝送が可能であ

り，親局システムに合わせサイクリック伝送も可能。

変電所設備（回線単位盤，1：N装置）とは，HDLC・

無手順方式を採用した光伝送による結合。

同等機能を有する従来 ITCと比較し，盤面数を削減

して省スペース化を実現。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２４　インテリジェント遠隔監視制御装置
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電力系統運用向けの，新形遠隔監視制御（テレメテレコ

ン）システムを開発し，１号機を電力供給会社の変電所に

納入した。主な特長は次のとおりである。

高分解能（10ms）の表示入力とフェイルセイフを考

慮した制御出力および計測入力をユニット化し，高機

能・高信頼性システムのスケーラビリティを向上。

上記ユニット類を，端子一体形ユニットとし，ユニッ

ト間をシリアルマルチドロップ接続することで，システ

ム内部配線を大幅に削減し，実装・試験作業を含めたトー

タルコストダウンが可能。

従来，多種類の通信ボードが存在したが，DSP（Dig-

ital Signal Processor）による信号処理により 1種類の

通信ボードに統合し，システム変更と管理の利便性を向

上。

（3）

（2）

（1）
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電力分野向け新形テレメテレコンシステム

電源開発（株）向け水力発変電シミュレータ

超高圧（275 kV）変圧器保護装置

図２５　テレメテレコンシステム前面と端子一体形PIOユニット

電源開発（株）向け水力発変電シミュレータが1999年10月

に運転を開始した。このシミュレータは，水力発電所・変

電所の訓練に使用されるもので，特長は次のとおりである。

訓練装置は，実機の主盤・配電盤を用いて現場の機器

や装置を忠実に再現している。また，現場で発生する故

障の探索訓練が可能である。

模擬装置は，発電機や系統をアナログモデルで構成し

ており，実現象に近い現象を模擬できる。また，ディジ

タルモデルによる主軸，圧油などの模擬が，違和感のな

い動作を実現している。

補助装置は，汎用コンピュータによりオープン・分散

システムを構築し，汎用ソフトウェアを有効に活用して

いる。また，音響装置により現場をリアルに再現し，臨

場感を実現している。

（3）

（2）

（1）

図２６　水力発変電シミュレータ

富士電機では，第二世代ディジタルリレーを適用した

275 kV 変圧器保護装置を系列に加え，１号機を東京電力

（株）逗子変電所に納入した。

特長は次のとおりである。

アナログ変換は16ビット A-D変換器の採用により高

精度化。

整定表示は OADG準拠パソコンでの携帯形ツールで

運用・保守でき，遠隔整定にも対応可能。

前面保守構造を採用し，耐サージ性能強化。

主保護・後備保護を一体で構成。ただし87ユニットは

別にメインとフェイルセイフを備え，動作信頼性を確保。

１バンク 700mm幅 1面構成とし，省スペースを実

現（従来： 700mm幅 1面＋ 350mm２面）。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２７　変圧器保護装置

N99-2498-17

N99-2497-1
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富士電機は誘導形，整流形の電気機械形およびアナログ

静止形リレーの代替機種として単体形ディジタルリレーを

開発し，2000年 1 月，単入力リレーから販売を開始する。

このリレーの特徴は次のとおりである。

広い整定範囲のリレー動作値，タイマ時限および多種

の時限特性を実現し，広範囲に適用可能。

演算部，電源部などの常時監視を行い，自己診断機能

を充実。

スイッチ，７セグメントおよび LEDにより，容易に

整定操作，表示確認，強制動作・復帰操作が可能。

従来の DQ形アナログリレーと外形がコンパチブル

であり，更新時にそのまま取付けが可能。

準拠規格： JEC-2500 シリーズ。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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単体形ディジタルリレー

電気鉄道変電所用ディジタルリレー

図２８　単体形ディジタルリレー（DUTシリーズ）

北陸電力（株）と富士電機は，配電自動化システムの保守

点検などのシステム停止時に，開閉器の監視および個別操

作を行う配電自動化バックアップ用パソコンシステムを開

発した。本システムは通常の業務に使用しているパソコン

を所内イントラネットから配電自動化システムの LANに

つなぎ変えることで，容易にバックアップ運転を実現して

いる。本システムの特長は次のとおりである。

Windows NTが動作するパソコン上で動作。

設備データはイントラネット経由および配電自動化シ

ステム経由の双方からダウンロードが可能。

配電系統図は配電線ごとにスケルトン表示。

開閉器，SVR（Step Voltage Regulator）などの柱上

機器の遠隔監視・制御を実施。

（4）

（3）

（2）

（1）

配　電

北陸電力（株）配電自動化バックアップ用パソコンシステム

A営業所 配電自動化システム 

設備データ 

設備データ 

監視・制御 配電自動化LAN

テレコン 
親局 

テレコン 
親局 

柱上開閉器・SVR

柱上開閉器・SVR

ルータ 

ルータ 

B営業所 

配電自動化バックアップ用 
PCシステム 

イントラ 
ネット 

お客さま 
サーバ 

図３０　配電自動化バックアップ用パソコンシステムの構成

富士電機は電気鉄道各社のコストダウン，小形化のニー

ズに対応して，電気鉄道向けのユニット形ディジタルリレー

を電力用F-MPC210 形の系列として開発した。

このリレーの特徴は次のとおりである。

電気鉄道各社変電所の受電，整流器，高圧配電線など

各設備に分散対応可能な基本 9機種をメニュー化。

保護・計測・監視・伝送機能をコンパクトにまとめた

ディジタル多機能リレー。

演算部，電源部など各部の常時監視および自動点検を

行い，自己診断機能を充実。

整定値，計測値，故障時のメッセージを液晶パネルに

分かりやすく表示。

準拠規格：JEC-2500 シリーズ，電力用規格：B-402。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２９　多機能形ディジタルリレー
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東京電力（株）と富士電機は，他の共同研究メーカー 2社

とともに，低圧受電の一般家庭の電力量計の自動検針を行

う通信端末を開発した。

この通信端末は，電話回線と低圧配電線搬送の通信チャ

ネルを持つ制御端末と，低圧配電線搬送の通信チャネルを

持つ配搬端末の 2機種からなり，以下の特長がある。

制御端末は電力量計50台分のエリア管理機能を保有。

電話回線不通時および低圧配電線搬送の通信障害発生

時は，迂回（うかい）ルートを使って検針データを収集。

制御端末，配搬端末は直接電力量計を取付けできる構

造とし，省スペース化，工事の省力化を実現。

今後は，難検針地区である東京都奥多摩地区の自動検針

システムの更新に合わせて導入されていく予定である。

（3）

（2）

（1）
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図３１　低圧自動検針システムの構成

配電自動化システムの運用情報を社内イントラネット上

のパソコンに配信，提供する配電情報共有化システムを試

作した。これにより部門間でのタイムリーな情報連係や系

統設計業務にビジュアルかつ詳細な運用データの提供が可

能となり，さらなる作業効率の向上が期待される。各種ブ

ラウザ画面のほかに，必要なデータはExcel シートでダウ

ンロードでき，用途にあったデータ加工も可能である。本

システムの主な機能は次のとおりである。

系統図，町名地図形式での停電情報表示。

停電実績収集と本店大での状況集約。

系統図，設備データの提供。

バンク，配電線の電圧，電流情報の提供，解析支援。

操作，状態変化記録の提供。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３２　配電情報共有化システム画面例

現在，国内の低圧供給（50 kVA以下）のお客さまで定

格電流が 120Aを超える取引用計器は，変流器と組み合わ

せる変成器付計器を使用している。しかし，特定計量器検

定検査規則（省令）の改正で，大容量の単独計器が使用可

能となった。そこで変流器を必要としない定格電流が250A

の大容量電子式単独計器（普通級）を 3機種開発し，型式

承認を取得した。また端子は 5端子構造とし，同時に開発

した連結端子台と組み合わせて，無停電で計器の取替えを

可能とした。仕様は次のとおりである。

時間帯別用：単相 3線式 100V 250A 50 または 60Hz

全日用 ：単相 3線式 100V 250A 50 または 60Hz

全日用 ：三相 3線式 200V 250A 50 または 60Hz（3）

（2）

（1）

図３３　大容量（250 A）電子式単独計器と連結端子台
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富士電機では，検出部と計測部の 2ユニットのみで構成

される新形環境放射線モニタを開発し，四国電力（株）伊方

発電所に PRモニタとして納入した。本モニタは，発電所

周辺の役場や道路沿いに設置され，線量率表示盤（大形

LED８列）に環境放射線線量率をモニタ説明メッセージと

ともに表示し，住民に分かりやすくしている PA性の高い

モニタである。新形モニタの特長は，次のとおりである。

検出部には，NaI（Tl）シンチレータ，アンプ回路，

高圧電源，温度補償回路の測定系一式を内蔵している。

計測部では，DWM（Digital Weighting Method）方

式でディジタル信号処理するとともにスペクトルを光磁

気ディスク装置に自動収集できる。

（2）

（1）
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放射線

環境放射線PRモニタ

個人被ばく管理システム

高感度ダストモニタ

図３４　環境放射線PRモニタ

富士電機は，原子力発電所の放射線管理区域への入退域

処理の高度化を図った個人被ばく管理システムを（株）東芝

経由で東京電力（株）福島第二原子力発電所に納入し，1999

年10月から運用が開始された。

以下に本システムの特長を記す。

入域時は個人線量計の貸出機能を備えた入域管理装置

から入域するため，線量計の貸出業務が自動化される。

退域時は，体表面汚染モニタ内で線量計から線量当量

データを無線で収集でき，従来の退域操作が不要となる。

線量当量データは，１分ごとのトレンドデータなど詳

細なデータが線量計返却時に自動で収集できる。また，

収集データは端末装置により必要なデータのみを抽出で

き，業務合理化を支援できる。

（3）

（2）

（1）

図３５　線量計貸出機能付入域管理装置

原子力関連施設における作業環境の空気中放射性物質濃

度の管理は，作業環境の空気を吸引し， 紙上に捕集した

放射性物質の放射能を測定することにより行っている。そ

の際， 紙には自然放射性物質であるラドンなどの娘核種

も同時に捕集されるため，測定対象核種の定量に時間を要

していた。そこで，自然放射性物質の影響を低減し，測定

対象核種のリアルタイム定量測定性能を向上させた高感度

ダストモニタを開発した。

高感度ダストモニタは，α線用とβ線用の 2種類がある。

α線用には半導体検出器を使用したエネルギー弁別方式を，

β線用には ZnS（Ag）＋シンチレーション検出器を使用

したαβ同時計数による減算処理方式を採用し，高感度測

定を実現した。

図３６　高感度ダストモニタ
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