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1999年は東南アジアの金融不安の減少とともに，日本経

済も一部に明るい兆しが見え始めた一年であった。しかし，

産業分野の設備投資は依然として低調に推移し，その投資

の多くは省エネルギー法に関する法律に対応したものや既

存の設備の合理化，省力化に向けられ，新規設備の建設は

多くの業種で必要最低限に抑制された。

こうした経済環境のなかで，投資金額を最小とするため

のオープン化やダウンサイジングに対する要請が強まり，

パソコンの導入が増加し，重電分野と情報・制御分野の融

合はより密なものとなった。プラントの高密度情報化や高

信頼化，高機能化に貢献するシステムや機器を提供してき

たので，以下にその概要を述べる。

パワーエレクトロニクス・電力変換の分野では，高調波

抑制，省エネルギーの観点から 3.3 kV の高圧誘導電動機

の直接駆動用として，IGBTを利用したマルチレベルイン

バータの容量系列を拡大し，多くの納入実績を得るととも

に，6.6 kV 用についても製品を完成させた。また，世界最

大級の 132 kV 直落しアルミ電解用整流装置（Sフォーマ），

イオン交換膜法ソーダ電解用 3出力サイリスタ整流装置な

ど，国内外で多数の電解用整流装置の納入実績をあげたこ

とが特筆される。さらに，アルミサッシの着色電源として，

IGBTインバータを採用した国内最大級の任意波形電源も

完成させた。

情報機器・システムの分野では，オープン化，ダウンサ

イジングが一層進み，オープン LANとして PROFIBUS

に続き，FL-net を制御 LANに採用し，Ethernet に接続

可能なオープン PIO を備えた「オープン統合化監視制御

システムMICREX-AX」が製品化されたことで，マルチ

ベンダシステムの構築にも柔軟に対応できる環境が整備さ

れた。また，汎用プログラマブルコントローラの高性能化，

高機能化も進み，MICREX-SX へのファジィ制御機能の

搭載や鉄鋼分野の高速制御への適用も実現した。

回転機・可変速駆動システムの分野では，誘導電動機に

比べ高効率，省スペースが実現できる省エネルギー機器と

して永久磁石同期電動機と駆動インバータの適用が進み，

7.5 kW以下の小容量機に続き 300 kW以下の中容量機の製

品化にもめどが立った。今後は高圧大容量機，高速機への

適用も推進していく所存である。一方，従来機種において

も，信頼性向上，損失低減が強く要求されており，高効率

電動機への期待は大きい。

発変電システムの分野では，キュービクル形ガス絶縁開

閉装置（C-GIS）を中心とした設備の増強および近代化に

伴う受変電設備更新用機器と工事一式，さらに大規模風力

発電設備などを多数納入した。また，保護，計測，操作，

監視，伝送の各機能を主回路の回線単位にコンパクトなケー

スに収納し，一体化した保護制御ユニットのシリーズ拡大

を行った。

電気加熱の分野では，高周波誘導炉において，新しいコ

ンセプトに基づく構造の改良や温度制御システムの開発を

行い，製品を納入した。また，廃棄物処理の分野において

も誘導加熱の技術導入が進められ，脱亜鉛誘導溶解システ

ム，浮揚溶解システム（CCLM）などの研究・開発の成果

が着実に製品に展開された。

設備・機器の分野では，情報機器の安定運用に貢献する

無停電電源装置（UPS）として新形 Jシリーズの系列拡充

とともに住宅用・産業用太陽光インバータを製品化した。

半導体製造分野では，電源の安定供給，エネルギー有効

利用によるコスト削減・ CO2 削減を目的に，ガスタービ

ンコージェネレーション設備を納入した。半導体・液晶製

造，薬品製造に欠くことのできないクリーンルームにおい

ては，高清浄度クリーンルーム，環境対応機器として省エ

ネルギー形のDCブラシレスモータファンフィルタユニッ

ト，エアシャワーなどのクリーン機器を開発し，納入した。

富士電機は，変圧器，開閉装置，回転機に代表される重

電機器の基礎技術をさらに発展させ，信頼性の向上と省エ

ネルギーの追求に努力するとともに，強電電子デバイス応

用製品や情報・通信・制御装置の高性能化，高機能化，オー

プン化，ダウンサイジング化の要請にこたえ，21世紀の社

会的ニーズとなるであろう環境保全や省エネルギーに優れ

た製品の提供をするべく，より一層の努力を傾注する所存

産業用システム・機器
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国内最大級のイオン交換膜法ソーダ電解用サイリスタ整

流装置（Sフォーマ）を，東ソー（株）南陽事業所に納入し

た。Sフォーマは入力 66 kV，51.51MVA，出力 DC600V，

３× 22 kA，39.6MW× 3台からなり，合計出力は 118.8

MWである。設備の特長は次のとおりである。

整流器用変圧器 1台で 3回路の直流出力を持ち，電解

槽の特性に合わせて各出力は個別に任意の電流制御が可

能である。

高調波を効果的に吸収させるため，整流器用変圧器か

ら 22 kV の中間電圧を引き出し，力率改善を兼ねた高

調波フィルタを備える。

二重化されたマンマシンインタフェースシステムによ

る総合監視・操作で省力化を図った。

（3）

（2）

（1）
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パワーエレクトロニクス・電力変換

東ソー（株）向け大容量ソーダ電解用サイリスタ整流装置

世界最大級アルミ電解用整流装置

アルミサッシ着色用最大級任意波形電源

図１　ソーダ電解用サイリスタ整流装置

モザンビーク・モザル社に，アルミ電解用整流設備を納

入した。電解炉の容量は DC1,330 V，340 kA，452MWで，

整流装置（Sフォーマ）の単器容量は DC85 kA，113MW，

単器12相である。設備は，５台の S フォーマと 280Mvar

の高調波フィルタ，プログラマブルコントローラなどから

構成され，その特長は次のとおりである。

S フォーマは 132 kV 受電で，出力を DC0 V から

1,330 V まで調整するための98タップの負荷時タップ切

換器を備えた電圧調整変圧器と直結させ，コンパクトな

設置スペースを実現した。

入出力点数約 2,500 点に及ぶ二重化マンマシンインタ

フェースシステムを導入し，監視・操作の自動化，省力

化を図った。

（2）

（1）

図２　アルミ電解用整流装置

アルミサッシ着色用として，直流や方形波だけでなく，

任意の波形の電流・電圧を供給する最大級の任意波形電源

（ 50V，10 kA）を完成させた。この装置は従来の誘導電

圧調整器やサイリスタ整流器に代わるもので，IGBTイン

バータを使用した高精度の出力波形制御が可能な電源で，

アルミサッシ着色製品の歩留りの向上が期待でき，また

種々の着色が可能になる。

この電源の特長は次のとおりである。

任意波形電源としては最大級の 10 kAの出力電流を

持つ。

出力電圧制御精度が 0.2 ％と高精度である。

高速の波形制御を実現した。

インバータ部を水冷にし，装置の小形化を実現した。（4）

（3）

＋－（2）

（1）

＋－

図３　アルミサッシ着色用任意波形電源
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可変速駆動装置は直流機から交流機への世代交代が進ん

でいるが，依然として既設設備の更新などで，直流機用の

サイリスタ制御装置の需要も継続している。

このため，産業用可変速駆動装置として定評のある全ディ

ジタル式レオナード LEONIC-M の新シリーズである

LEONIC-M600 を開発した。

主な特長は以下のとおりである。

32ビット RISC プロセッサ採用による高速演算。

豊富な制御機能を搭載し，ソフトウェアスイッチの切

換で，幅広い用途に適用可能（速度・電圧・電流制御，

メカニカル・タイ/群駆動運転など）。

保守ツールの充実により，保守・点検が容易（液晶操

作パネル，ローダ，集中監視システム）。

（3）

（2）

（1）
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パワーエレクトロニクス・電力変換

高機能新レオナード装置 LEONIC-M600

鉄鋼ライン用高機能ベクトル制御インバータ

高調波レスPWMセルビウス

図４　サイリスタレオナード装置

プラント用ベクトル制御インバータ FRENIC4000VM4

に，鉄鋼ラインの主機・準主機クラスのドライブに最適な

機能強化を行ったシリーズを追加し，プラント適用におけ

る制御性・保全性を一段と向上させた。主な特長は次のと

おりである。

速度調節器（ASR）を従来比約 2倍に高速化。

コンソールの上位マンマシンインタフェースとして，

PODの適用が可能。

故障区分を細分化するとともに，故障停止動作方法も

ライン操業に合わせて柔軟に対応可能。

トレースバックデータの拡充。

アナログ出力もASRに合わせて高速化。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　鉄鋼ライン用高機能 FRENIC4000VM4盤

巻線形誘導電動機を可変速駆動する高調波レス PWM

セルビウスを製品化した。電源側の変換装置を IGBTイン

バータにすることにより，従来のサイリスタセルビウスの

欠点を解消し，電源高調波電流の低減（5％以内），力率

の向上（95 ％以上）を実現し，電源設備容量を低減でき

る。主な標準仕様は以下のとおりである。

速度制御範囲（速度制御時の誘導電動機二次電圧）

二次電圧≦ 400V

二次電圧≦ 1,000V の 2 タイプ

二次電力回生容量

128 ～ 380 kW（二次電圧≦ 400V）

300 kW，600 kW（二次電圧≦ 1,000V）

過負荷耐量： 120 ％，１分間（3）

（2）

（1）
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図６　高調波レスPWMセルビウス回路構成
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HDC，MICREX-F250 で幅広く利用されてきたファジィ

制御機能（FRUITAX-MF）を汎用プログラマブルコント

ローラMICREX-SX 用として開発・製品化した。本製品

は，パソコン上で動作する支援部（FRUITAX-SX）と

MICREX-SX 上で動作する制御部（ファジィ演算ファン

クションブロック）から構成される。

適用分野として，水処理（浄水場凝集剤・前塩素注入ポ

ンプ，活性汚泥処理など），化学・薬品（反応炉など），食

品（発酵プロセスなど）など，幅広い分野への展開が可能

である。現在，ファジィクレーン，こうじ菌培養装置用に

小規模・低価格システムの商品化を予定している。
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情報機器・システム

MICREX-SX用ファジィ制御システム

MICREX-SXを適用したシヤーライン

新集中監視システム FORS-7000
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図７　ファジィ制御システムの構成

富士電機は，これまで多くの鉄鋼プロセスライン設備用

電気品を国内外に納入してきた。近年の汎用プログラマブ

ルコントローラ（PLC）の高機能化は著しく，従来専用

PLCでしか実現できなかった分野への適用が期待されて

いる。

今回，鉄鋼プロセスラインの一つであるシヤーラインの

シート選別装置に新形汎用 PLC MICREX-SX を適用した。

シートトラッキング，カウンタなど機能ごとに１台のコン

トローラを配置し，合計14台のコントローラにて制御シス

テムを構成している。さらにMICREX-SX の高速演算能

力を生かし，高速制御が要求されるコントローラは 1ms

のスキャンタイムを実現している。また，HCI（POD）と

コントローラ間は JEMA標準の JPCN-1（最高１Mビッ

ト/秒）を適用した。
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図８　シヤーラインのシステム構成

電機分野のプラントシステムにおいて，大幅な保全性向

上の実現を目的とし，従来個別の監視システムであったプ

ログラマブルコントローラ（PLC）のプラント情報とモー

タドライブ装置の運転状態を一括監視可能な新集中監視シ

ステム（FORS-7000）を開発・製品化した。主な機能は，

次のとおりである。

パソコン画面上でのオンライントレンド表示。

トレースバックデータを高速に，かつ任意トリガ設定

付きにて収集可能。

ヒストリカルデータは最大96ワード，24時間連続記録

ができ，トリガ設定が難しい場合に有効。

故障履歴，ガイダンス機能の充実など。

プラント異常・ドライブ故障解析に有効なシステムであ

る。

（4）

（3）

（2）

（1）

入出力装置 入出力装置 

汎用PLC

制御PLC

PROFIBUS 
1.5Mビット/秒 

PROFIBUS 
12Mビット/秒 

フィールド 
センター 可変速装置 

PROFIBUS-DP 
コントロールレベルバス 

FORS-7000

PROFIBUS-DP 
フィールドレベルバス 

図９　FORS-7000のシステム構成
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プログラマブルコントローラ（PLC）機能を可変速駆動

装置に内蔵したインテリジェントドライブシステムを開発

した。特長は次のとおりである。

PLC機能を有するインテリジェントプロセッサを内

蔵し，ドライブ内にアプリケーションソフトウェアを搭

載可能。また，インテリジェントプロセッサと PLC

（MICREX-IX，AXシリーズ）は同一言語を使用し，統

合ローダにて設計・保守が可能。

インテリジェントプロセッサとドライブプロセッサ間

はシステムバス，上位 PLCや他のドライブ，I/O とは

PROFIBUS で結合され，高速通信を実現。

インテリジェントドライブをマスタとした PLCレス

システム，統括 PLCと結合した高速分散制御システム

（3）

（2）

（1）
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回転機・可変速駆動システム

インテリジェントドライブシステム

高効率形大・中容量誘導電動機

中容量永久磁石電動機駆動システム

インテリ 
ジェント 
プロセッサ 

ドライブ 
プロセッサ 
インテリ 
ジェント 
ドライブ 

M

ドライブ 
プロセッサ 

M

リモート 
I/O

PLC PLC

ローダ 

スレーブ マスタ 

PROFIBUS

PLCレス 
システム 

高速分散制御システム 

MICREX-IX，AX

図１０　インテリジェントドライブシステム

地球規模で関心の高まっている省エネルギーへの対応を

目的とし，また2000年の日本工業規格（JIS）による効率

規程に向けて，富士電機では高効率製品の系列化が終了し

ている 160 kW以下の誘導電動機に加え，容量 160 kW超

～ 5,000 kWの誘導電動機の高効率化を進めている。

試験機による損失の測定と解析により，固定子巻線銅損，

機械損，無負荷鉄損および漂遊負荷損を定量的に把握した。

これにより誘導電動機の損失について従来よりも進んだ理

論的解明を行った。特に漂遊負荷損の解明に重点を置き，

製品系列化における損失の低減に応用した。

2000年 3 月に，小容量機に加え，中・大容量の誘導電動

機において高効率製品の系列化が完了する予定である。

図１１　高効率形誘導電動機試験機

電動機駆動設備の高効率による省エネルギー，低騒音，

小形，軽量化を目的として，中容量永久磁石電動機駆動シ

ステムを開発完了した。主な仕様は次のとおりである。

出　力：75 kW超～ 300 kW

回転数：1,000，1,500，1,800 r/min（界磁弱め制御に

も対応可）

電　圧：AC400V 級

駆動方法：PWMインバータによる駆動

制御方式：V/f一定制御，ベクトル制御

ファン，ポンプほかの二乗低減トルク負荷やエレベータ，

トランスファクレーンほかの定トルク負荷に適用できる。

特に電動機については，電磁界解析により電動機構造，固

定子・回転子間空げき長，空げき構成ほかを最適化した。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

電機子 

巻線スロット 

永久磁石 

回転子 

図１２　電磁界解析例
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新日本製鐵（株）君津製鐵所向けに，厚板精整設備更新用

の電気品を納入し，現在，順調に営業運転中である。設備

更新の特徴は次のとおりである。

既設アナログレオナード制御装置を最新のディジタル

レオナード制御装置（LEONIC-M600）に更新し，制御

精度，保守性の向上を実現した。

プログラマブルコントローラにより製品の搬送，せん

断装置（せん断材料測長，切断装置刃のギャップ調整）

の自動化を行い，操業の省力化，製品加工の高精度化を

実現した。

老朽化診断を実施し，必要最小範囲の電気品を更新し

た。

（3）

（2）

（1）
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厚板精整設備

カラーコーティングライン

抄紙機設備

プロセス 
コンピュータ 

プログラマブル 
コントローラ 

DDC 
レオナード 
制御装置 

DDC 
レオナード 
制御装置 

21セット 

Dライン 

プログラマブル 
コントローラ 

DDC 
レオナード 
制御装置 

DDC 
レオナード 
制御装置 

13セット 

Dライン 

PE/Pリンク 

図１３　厚板精整設備制御システム構成

川鉄鋼板（株）玉島工場向けにカラーコーティングライン

の更新用電気品を製作，納入し，順調に稼動中である。こ

の更新工事の特色は次のとおりである。

出側セクション，入側・中央セクション，ウェルダ関

連の順に 3期に分けて更新。

直流電動機は既設を流用し，駆動装置をディジタル制

御サイリスタレオナード装置（LEONIC-M500）に更新。

主幹制御はプログラマブルコントローラ（MICREX

シリーズ）に更新し，自動運転を追加。

運転状態監視，張力設定，ロール径設定などを行う

HCI として，FAパソコン 4台を導入。

以上の機器・システムにより，高度な制御，簡易操作，

省保守を実現した。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１４　入側運転画面

某社向けに既設抄紙機設備のソフトカレンダ追加改造工

事を実施し，順調に立上げを完了した。既設システムの一

部更新のため，ラインの揃速（せんそく）性確保が要求さ

れる。システム構成と特徴は次のとおりである。

既設プログラマブルコントローラ（PLC）（HDC-200）

と新設 PLC（ICS-2500S）間は Pリンク伝送を採用し

揃速性を確保し，高精度なドロー制御を実現した。Pリ

ンク伝送追加に伴うアプリケーションソフトウェアの負

荷増大に対処するため，HDC-200 のソフトウェア見直

しによるソフトウェアの削減，ICS への移植を行った。

ソフトカレンダはロール内温度によりロール径が変化

するため，温度監視による自動ロール径補正を行い高精

度な速度制御を実現した。

（2）

（1）

新設 
ICS-2500S

〔新規設備〕 〔既納設備〕 

DPCS-F

Pリンク伝送 
ディジタル通信 

FRENIC 
4000VM4

LEONIC- 
M300

D-LINE

既設 
HDC-200

PWM 
Conv.

DDC

M

DDC

M M

DDCDDC

M

DDC

M

DDC

M

図１５　駆動制御システムの構成
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富士電機では，大容量誘導電動機の新シリーズを開発し

た。新シリーズの適用範囲は，①出力： 1,700 ～ 8,500 kW

（6 kV，４極，全閉外扇形，F種），②電圧： 3kV級，６

kV級，11 kV 級，③保護：開放防滴形，全閉内冷形，全

閉外扇形，④枠番： 450 ～ 710 である。

新シリーズの特徴は次のとおりである。

内部通風方式の最適化

鉄心冷却構造の変更

新方式空冷熱交換器の開発

新絶縁システム開発による信頼性の向上

以上により，質量で約 9％，容積で約 10 ％（いずれも

当社比）の小形軽量化を図った。

（4）

（3）

（2）

（1）
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回転機・可変速駆動システム

新系列大容量誘導電動機

シンガポール地下鉄向け車両用主電動機

トンネル排風機用誘導電動機

図１６　新系列全閉外扇形誘導電動機

シンガポール地下鉄 751B 電車の駆動用主電動機を 336

台受注し，1999年 3 月から2000年12月までの間に分割して

納入する。初期の電車は直流電動機方式であるが，現在は

誘導電動機方式が採用されている。インバータ駆動である

ことから電食防止のため絶縁軸受を採用し，また長寿命グ

リースの使用により中間給油をなくし，６年間無補給とし

た。製作にあたり，シンガポール当局の ISO9001，HAZOP

（安全性）審査にも合格し，品質面，安全面でも配慮して

いる。主電動機の主な仕様は次のとおりである。

MLR109 形主電動機

一時間定格 140 kW，550V，４極，H種，自己通風式

定格回転数 1,760 r/min，最高使用回転数 3,990 r/min（3）

（2）

（1）

図１７　電車駆動用MLR109形主電動機

トンネル内集じん装置の換気所用排風機設備に，国内最

大容量の全閉外扇形リブ冷却方式の電動機を採用した。こ

の電動機は，内部に冷却ファンが設置され，内気を循環さ

せることで冷却性能が向上し，小形軽量化を図ることがで

きた。また，スラスト軸受は 3列組合せアンギュラ玉軸受

を使い，グリース潤滑とし点検・保守を容易にした。

納入先　：日本道路公団静岡建設局焼津工事事務所

電気仕様： 455 kW，440V，890A，510 r/min

機械仕様：スラスト荷重 16 kN，インペラ荷重 7.2 kN（3）

（2）

（1）

図１８　トンネル排風機用誘導電動機
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富士電機は，昭和シェル石油（株）川崎製油所向けに設備

の増強および近代化に伴う 66/22/3.3 kV 受変電設備更新

の機器および工事一式を納入した。

主要機器は，66 kV キュービクル形ガス絶縁開閉装置

（C-GIS），40MVA および 12MVA 油入変圧器，22 kV

キュービクル形ガス絶縁開閉装置，3.3 kV 高圧盤などであ

る。

この設備の特長は次のとおりである。

66 kV および 22 kV 系に C-GIS を採用し，既設比約

50 ％の省スペース化を実現した。また，裸充電部の露

出を零にして，電気設備の安全性と信頼性を向上させた。

構内配電用に，24 kV C-GIS を二重母線構造として１

号機を25面納入した。この C-GIS は固体絶縁母線を採

（2）

（1）
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発変電システム

石油製油所向け大規模変電所

産業用多機能リレー

大規模風力発電用変電設備

図１９　24 kV C-GIS（二重母線構造）

F-MPC200 は，保護・計測・操作・監視・伝送の各機

能を主回路の回線単位ごとにコンパクトなケースに収納し，

一体化した保護制御ユニットである。

特別高圧から低圧までの受変電設備に対応しており，今

回大規模変電所への適用を図りシリーズ拡大を行った。主

な特徴は次のとおりである。

タッチパネル式液晶ディスプレイから保護制御シーケ

ンスが設定できるので，多様なシステムへの対応が可能。

CPUの二重化による高信頼性。

遮断器のトリップコイルの断線監視や事故時計測機能

などの保守支援機能。

Tリンク伝送機能と外部インタフェース機能による

簡潔な情報ネットワーク結合性。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２０　F-MPC200搭載の保護リレー盤

クリーンエネルギーとして注目されている風力発電の変

電設備を北海道（苫前町）に納入した。電力会社に長期契

約で電力を供給する国内で初めての商業用発電所である。

風車の出力（1,000 kW），台数が20基といずれも国内最大

級規模である。

主な構成機器は，66 kVキュービクル形ガス絶縁開閉装

置（New C-GIS），主変圧器，ディジタル形多機能リレー

（F-MPC200）を搭載した監視操作リレー盤，風車サイト

の屋外配電設備などである。この設備の特長は次のとおり

である。

New C-GIS，F-MPC200 の採用などにより省スペー

ス，運転・保守の省力化を実現している。

変圧器の励磁突入電流をディーゼル発電機からの逆励

磁で抑制し，安定した系統連系を行っている。

（2）

（1）

図２１　大規模風力発電用変電設備

N99-2499-8

N99-2504-3

N99-2509-18
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新開発の耐高温度，長寿命の直接浸漬形連続測温センサ

と監視装置を組み合わせることにより，高周波誘導炉の溶

湯温度を連続的に自動制御・監視できるシステムを開発し

た。主な特長は次のとおりである。

センサは，1,500 °C以上の鋳鉄を連続 100 時間以上，

または 200 回繰返し測定が可能である。

監視装置は高速昇温に対応できる予測演算と真温表示

の機能を有し，自動溶解機能，操業トレンド監視機能，

故障監視機能，運転状況記録機能などが網羅されている。

過昇温が防止できるので，電力使用量の削減，安全操

業，耐火物の寿命延長が期待できる。

従来のスポット的な測温方法と異なり，連続的な測温

が可能で，作業者による測温作業，温度監視が不要であ

（4）

（3）

（2）

（1）
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電気加熱

高周波誘導炉過昇温監視システム

無酸化雰囲気での出湯構造を持つ軸出湯誘導炉

廃棄物処理用誘導加熱式乾留装置

図２２　高周波誘導炉過昇温監視システム

銅合金連続鋳造設備用として，溶湯の酸化および出湯時

の温度降下を抑えるために，出湯口をトンネル構造にした

軸出湯方式高周波誘導炉（HFT10,000 kg/2,400 kW/200

Hz）を納入した。

特長は次のとおりである。

不活性ガスによるシール下で溶解が可能であり，特殊

金属の溶解ができる。

無酸化雰囲気で出湯ができ，溶湯の酸化を低減できる。

出湯口がトンネル構造であるため，出湯時の溶湯の温

度降下を低減できる。

常に一定位置に出湯することができる。（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　軸出湯誘導炉

わが国の廃棄物処理は，ダイオキシン問題，埋立場の枯

渇などから，焼却，埋立てだけの処理から，再生利用やエ

ネルギー回収を主とした，ゼロエミッションをめざしてい

る。

富士電機が開発中の誘導加熱式乾留装置は，高分子系廃

棄物を炭化し，可燃物は油化，ガス化により，エネルギー

回収をめざすものである。装置は，スクリュー式材料供給

部，横形回転キルン部，加熱コイル部と電源装置および炭

化物取出部，ガス取出口から構成されている。また，50

kW（商用周波数）の入力時，処理能力 200 kg/h である。

本装置の特長は次のとおりである。

処理過程でダイオキシンの生成がない。

加熱効率がよく，制御，取扱いが容易である。

間欠運転をすることができる。（3）

（2）

（1）

図２４　誘導加熱式乾留装置

N99-2444-7

NF8005
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Hi シリーズの後継機種として，新形ミニ UPS（無停電

電源装置）Jシリーズ： 1～ 10 kVAの系列化を図った。

特長は次のとおりである。

前シリーズと比較し，大幅な小形軽量化を実現した（1

～ 3kVAモデル）。

強制風冷方式を採用し，19インチラックへは横置きで，

高密度実装を可能とした（1～ 3kVAモデル）。

Windows NT など LAN対応インタフェースを標準

で装備した。

オプションでネットワークアダプタボードを提供し，

ネットワーク環境への対応能力を強化した。

バッテリーは前面引出し構造とし，保守性を向上させ

た。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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新シリーズのミニUPS「Jシリーズ」

住宅用太陽光インバータ「PVHplus3.5」

産業用太陽光インバータ「PVIplus10」

図２５　Jシリーズ1～10 kVA

家庭用の太陽光インバータ（パワーコンディショナ）と

して，単相 3線 100V/200 V 出力の 3.5 kWのモデルを製

品化した。主な特長は以下のとおりである。

主回路のトランスレス化により大幅な小形・軽量化を

実現した（従来システムと比較し 37 ％の小形化を達成）。

自然冷却方式を採用し，騒音を 35 dB（A）以下に抑

えた。

系統連系保護として停電時の単独運転防止機能を搭載

した。

停電時の自立運転出力として，専用コンセントから最

大 1.5 kVAの電力供給を可能とした。

ノイズの発生を大幅にカットし，家庭環境の使用に合

わせて電力機器としては困難な VCCI クラス Bの規格

を満足した。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２６　PVHplus3.5

産業用の太陽光インバータとして，三相 200V 出力の

10 kWユニットを製品化した。

装置の特長は以下のとおりである。

主回路のトランスレス化によりインバータユニットの

小形化を実現し，システムとしては，ラック収納による

省スペース・高密度実装を実現した。

表示部とインバータ部を分離し，１台の表示部で最大

５台のインバータユニットを管理することができる。

停電時には，インバータの自立運転として，最大 5ユ

ニットまでの自立並列運転を可能とした。

双方向運転機能を付加し，非常用電源として電力系統

からのバッテリーへの充電運転を可能とした。

電力変換損を抑え，最大 94 ％の変換効率を達成した。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２７　PVIplus10
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半導体製造工場向けコージェネレーション設備

省エネルギー形クリーンルーム機器

大規模クリーンルームシステム

給気 
　電　　気 
（特別高圧 
　変電所へ） 

給気 

都市 
ガス 

排気 

発電機 排熱ボイラ ガス 
タービン 

ガス 
圧縮機 

排気 

排気 

冷却塔 

蒸気 
（工場へ） 

補給水 

給気 

排
気
筒 

図２８　システムフロー図

パソコンなどの電子製品の低価格化に伴い，クリーンルー

ムの建設費・ランニングコストの低減要求も年々厳しさを

増している。

富士電機では，従来製品に比べ大幅に省エネルギー化し

たエコロジー機器を開発・製品化し，このほど納入した。

以下に従来製品と新製品の消費電力を比較する。

ファンフィルタユニット： 109W→ 79W（－25 ％）

インダクションモータからDCブラシレスモータ化。

エアシャワー： 600W→ 240W（－60 ％）

シロッコファンからターボファンの採用による電力低減。

照明器具（40W× 1灯）： 49W→ 32W（－35 ％）

高性能コンバータとバラストの組合せの採用。

（3）

（2）

（1）

図２９　ファンフィルタユニット

半導体製造工場や液晶工場では，ウェーハやガラス基板

の大口径化や微細化に伴い，ほとんどの工程が自動化され

てきている。クリーンルームの形態も，広いエリアを全体

的に高清浄にする方式から，製造装置の局所クリーン化と

の整合性のとれたクリーンルームへと変化してきている。

富士電機では，このたび大規模クリーンルーム（約

7,000m2）を受注した。多様な製造装置との整合を実現す

るために，コンピュータによる気流解析手法やクリーンルー

ム実験室でのモデル実験を行い最適化を図った。右図は２

層一体形のクリーンルームの気流解析例で，フリーアクセ

スフロア上部は，製造装置や搬送装置が設置される高清浄

エリア（クラス 10 ～ 100），フリーアクセスフロア下部は，

製造装置補機類が設置される準清浄エリアである。

ファンフィルタユニット 

製造装置 
エリア 

搬送装置 
エリア 

リターン 
ダクト 

製造装置 
補機エリア 

フリー 
アクセス 
フロア 

図３０　コンピュータによる気流解析例

半導体製造工場では，近年の半導体製品価格の下落によ

り，エネルギーの有効利用などによるコストダウンが不可

欠である。また，「気候変動枠組み条約第３回締約国会議」

（地球温暖化防止京都会議： COP3）で温室効果ガスの削

減目標が合意され，ISO14001 を推進するうえでもコージェ

ネレーション設備は注目されている。

富士電機は，系統連系および既設受変電設備を含む総合

運用，遠方監視システムなどを含めて提案し，今回，半導

体製造工場の新建屋建設に伴い，3,200 kWガスタービン

コージェネレーション設備を受注した。

既設建屋では，電力と熱源は一般商用受電とボイラによ

り得ていたが，新工場へはコージェネレーション設備で得

られた電力と熱（蒸気）を供給するため，エネルギーの効
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