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21世紀の幕開けとともに，世界経済の回復と繁栄が IT

をキーワードに期待されてきたが，IT 不況も一段と厳し

さを増してきた。

一方，国内の民需に代表される産業分野や社会インフラ

ストラクチャー（インフラ）分野を取り巻く環境に目を向

けてみると，民間設備投資はかつての重厚長大機器中心か

ら，IT，環境，そして省エネルギー投資などへと設備投

資の内容がシフトしてきてはいるものの，引き続き投資総

額の約 50%を占める主要な市場であることには変わりは

ない。

富士電機は，この分野におけるソリューションとサービ

ス事業を成長事業の一つと位置づけ，それまで機能分離会

社である各関係会社が行っていたソリューションとサービ

スの事業に対し，お客様の要望に応える体制を構築し事業

に 3 取り組むための整備を行った。

予防保全サービスの分野では，設備のフィールド技術

データの蓄積と診断技術の向上に注力し，これらの技術を

複合させたプラントのオンライン診断システムを提供して

いる。それによりプラント全体の機能低下を捕らえること

ができるようになった。さらに MTTRの短縮と MTBF

の改善およびメンテナンスの合理化をリモートメンテナン

スによる監視，診断により可能にしており，遠隔総合支援

システムとしての展開を図っている。

サービスソリューションの分野では，導入設備のリース

と長期のメンテナンスを一括し，ライフサイクルコストを

平準化できるようなサービスを提供するメンテナンスリー

ス，設備の障害などの問合せに対応したり，フィールド

サービスに関する情報センターでもあるコールセンター構

築サービス，施設の管理情報をインターネットを使いオン

ラインで提供するサービスなどを商品化した。

パワーエレクトロニクス・電力変換の分野では，世界最

大級のアルミ製錬用変圧整流装置（Sフォーマ）など，輸

出の大型物件が続いた。また，平型 IGBTを適用して周辺

回路の大幅な簡素化を行い，部品点数，変換装置体積とも

に 1/2 以下とした自励式フリッカ補償装置など，特徴ある

変換装置も多数の納入実績を作った。また，高圧電動機の

可変速駆動では IGBTインバータの系列・機能の拡充を

図った。

電気加熱の分野では，世界最大級の高周波誘導炉を納入

した。へん平るつぼ形状による操作性向上，耐火物への悪

影響低減と 2 台のインバータを並列運転として高効率，高

力率を実現している。

回転機・可変速駆動システムの分野では，プラント・シ

ステムに適用するものの大多数はリニューアルが対象で，

主回路は直流から交流へ，制御はアナログからディジタル

へと変革している。特に機能の拡充やユニットの小型化な

どが著しく，対象となったものの代表に，溶融亜鉛めっき

設備，ステンレス条鋼圧延設備などがあった。また，米国

向けのクレーン駆動用ではベクトル制御形インバータを採

用し，全交流ドライブ化を実現している。

産業機器システムの分野では，工場設備の電力使用量削

減を目的とし，SS 無線を使用したデータ収集によるリア

ルタイムの電力管理システムを納入した。また，インター

ネットとプラント・システムの世界の融合を図るフィール

ド Webアダプタの機種拡大を実現している。さらに，

データ収集をμs，ms 単位で行い，監視，解析するシステ

ムも用意されている。

発変電システムの分野では，分散電源として注目されて

いるマイクロガスタービン設備用に系統連系装置をシステ

ムとして納入し，普及への一助として期待されている。ま

た，特別高圧の C-GISに VCBを搭載したものをシリーズ

化した。これにより，業界トップクラスの縮小化が実現で

き，従来機種に比べ小型軽量化，ガスの小容量化とともに

大幅な設置面積の低減が可能となった。

富士電機は今後も産業分野，社会インフラ分野において

電機・計測・情報制御技術を駆使し，コンサルティング，

エンジニアリング，製作納入，現地据付け調整試験，アフ

ターサービスまで，設備のライフサイクルにわたって最適

なソリューションとサービスを一貫してお客様にお届けす

る所存である。
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各分野で稼動している電機設備（受変電，パワーエレク

トロニクス，回転機，DCSなど）は高度成長期に設置し

た設備が現在も多く使用されている。これらの長期稼動設

備の健康状態を把握する方法として，豊富なフィールド技

術データならびに専門技術員による簡易診断（目視，温度，

音響測定など），設備の劣化状態を定量的に判定する詳細

診断（動作特性，電気特性，材料の劣化特性など）を実施

している。

2001年は環境診断も含め巡回診断を約 150か所実施し，

安定操業の一役を担った。

図は回転機の寿命診断を行う絶縁材・熱分析装置であり，

今までの電気診断法では対応できない直流機や高圧電動機

のロータ低圧部にも適用できる。
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予防保全サービス

巡回診断サービス

リモートメンテナンスサービス

プラントオンライン診断サービス

図１　絶縁材・熱分析装置

リモートメンテナンスサービスの目的は，MTTRの短

縮，MTBFの改善およびメンテナンスの合理化である。

また，対象範囲として EIC（電機，計装，コンピュータ）

設備全体の包含を目的にしており，ネットワークおよびソ

フトウェア診断まで対象としているコンピュータリモート

診断システム，Web 技術を利用することにより，汎用ブ

ラウザにてフィールド機器の監視を可能にするWebアダ

プタなど，多種多様な診断サービス内容を展開している。

なお，2001年は富士電機および他社の PLC/CNCを

ネットワーク接続する情報収集ユニットを製品化した。そ

の結果，各種製造機械のリモート診断まで可能となり，リ

モート診断をコアにした機械設備・生産ラインおよびプラ

ント全体の遠隔総合支援システムの展開を図っている。
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図２　富士電機が提供するリモートメンテナンスサービス

生産設備では，「安定操業」と「運用費の低減」が重要

な課題であり，MTBFは 2 倍，MTTRや運用費は従来の

1/2など，具体的な目標を目指す企業が出てきた。こうし

た要求に応えるべく，種々の診断技術を複合させたプラン

トオンライン診断システムを提供している。

電気系の劣化兆候診断

電機設備の状況変化やフィルタの目づまり，高圧ケーブ

ルの絶縁劣化診断により，劣化兆候をとらえる。

回転機械系の劣化兆候診断

回転機械の振動解析により，劣化兆候をとらえる。

プラント・生産ライン系の劣化兆候診断

制御装置から各種情報を収集し，製造機械の故障診断お

よびシーケンスの異常兆候をとらえる。また，温度・流

量・圧力信号などからプラント全体の機能低下をとらえる。
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図３　プラントオンライン診断サービスの構成
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富士電機は，ソリューションサービスのメニューとして

メンテナンスリースサービスを開始した。

提供するサービス内容・特長は次のとおりである。

導入設備のリースと長期（リース期間）のメンテナン

スを一括して提供する。

不動産や建物付属設備を除くほとんどの動産に適用可

能である。

メンテナンスもセットにしたサービス契約方式であり，

ライフサイクルコストを平準化できる。

リースによる費用負担平準化で初期投資を軽減できる。

税制上のメリットを受けた設備調達が可能である（リー

ス活用による加速度償却や節税が可能）。

メンテナンスにかかわるお客様の負担を軽減できる。（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　富士電機のメンテナンスリースサービス

お客様の装置から施設・プラントに関する設備台帳，設

備図面，障害・修繕履歴や保守点検履歴，さらには長期保

全計画を作成するとともに，お客様に代わって管理を行い，

インターネットを使ってタイムリーに情報を提供するサー

ビスで特別高圧受変電設備を皮切りに納入した。サービス

の特長は次のとおりである。

Webブラウザを使用し，お客様に代わって情報を管

理・提供するため，初期導入コストが不要である。

CTIシステムとの連動により，あらゆる通信手段に

対応できる。

PDA（Personal Digital Assistant）による入力，検索

が可能である。

iモードサービスに対応できる。（4）

（3）

（2）

（1）
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図６　施設管理情報オンライン提供サービスの構成

富士電機のコールセンター構築サービスは，CTIシス

テムを中核として，コールセンターの運用実績を基に，障

害問合せ対応システムを中心として，さまざまなシステム

を構築することができる。特に，フィールドサービス

（FSM：Field Service Management）の場面においては，

顧客情報はもとより，故障情報・部品管理やサービスマン

のスケジュール管理など，各種機能を取りそろえている。

構成を図に示す。また，主な特長を下記する。

顧客からの電話をオペレーターのスキルに合わせ自動

接続

電話番号から顧客情報や地図を自動ポップアップ表示

現場サービスマンはWebアクセスにより情報取得

現場機器故障の自動受信と対応部署への情報配信

GPSを使った位置情報管理とスケジュール管理（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図５　コールセンター構築サービスの構成
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大阪製鐵（株）西日本製鋼所向けに自励式フリッカ補償装

置を納入した。この装置は平型 IGBT（2.5 kV，1.8 kA）

を適用した単相インバータ 3 台で三相インバータを構成し，

これを直列多重接続して 12MVA出力としている。

自励式フリッカ補償装置は，従来 GTOを適用すること

が主流であったが，GTOは di/dt，dv/dt耐量が小さくア

ノードリアクトルや素子ごとの個別スナバを必要とし，き

わめて複雑なインバータ構成であった。

今回納入した装置は，富士電機が開発した平型 IGBTを

適用することにより周辺回路の大幅な簡素化を行い，部品

点数，変換装置体積ともに 1/2 以下として，高効率，高性

能な補償装置を実現した。
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パワーエレクトロニクス・電力変換

大阪製鐵（株）向け自励式フリッカ補償装置

（株）タクマ経由富山地区広域圏事務組合向け灰溶融炉電源設備

ボインスメルターズ社向けアルミ製錬用直流電源設備

図７　自励式フリッカ補償装置

富山地区広域圏事務組合向けに機器定格入力三相 6.6 kV，

3,498 kVA，60 Hz，定格出力 3,210 kW，DC300 V，10.4

kAのダイオード整流器＋ IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）降圧チョッパ方式の灰溶融用直流電源装置を

完成した。

直流プラズマアーク方式の灰溶融用直流電源装置は，従

来サイリスタ整流器を使用していたが，今回ダイオード整

流器と IGBTを使用したダイオード・チョッパ方式を採用

した。

本方式は，サイリスタ整流器と比較して，①入力が高力

率，②入力が低高調波，③高速制御，であるという特長を

持つ。また，力率改善設備を含めた設置スペースが小さい

面でも優れている。

図８　灰溶融炉電源装置

オーストラリア・ボインスメルターズ社向けに世界最大

級のアルミ製錬用変圧整流装置（Sフォーマ）を納入した。

各 Sフォーマは入力 132 kV，127.7MVA，出力DC1,450V，

75 kA，108.75MWで，2ポットライン分 8台から成る。

今回の Sフォーマは既設他社製を更新するためのもので

あり，この設備の特徴は次のとおりである。

単器変圧器容量が 127.7MVAと当社最大級でありな

がら，電圧調整用変圧器と整流器用変圧器を 1タンクに

収納しコンパクトな構造とした。このため，既設に対し

容量が 1.7 倍にもかかわらず，既設のスペースに設置で

きる。

整流器の出力電圧は DC1,450 Vであり，製錬用では

世界最高出力電圧である。

（2）

（1）

図９　工場試験中のアルミ製錬用直流電源設備

関連論文：富士時報 2001.5 p.306-310

N99-2544-1
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IGBTを使用したインバータ式整流器「FASREC」につ

いて，300 kWまで容量系列の拡大を行った。本整流器は

内部に高周波インバータを使用しているため，通常のサイ

リスタ整流器に比べ，高入力力率（力率 0.9 以上），低リ

プル出力（従来比 1/10），小型（体積比 45 ％）という特

長を持っている。さらに，今回の大容量器では，高周波変

圧器部のモールド化により，耐環境性を向上させている。

インバータ部は大容量素子の水冷化により，部品点数削減

を図り，信頼性に優れたものとしている。これにより，出

力電圧 100V，電流 10 kA，容量 300 kWまでの系列化を

完成させた。

本整流器は低圧・大電流の用途に最適であり，現在，ア

ルミニウムの陽極酸化処理，各種金属のめっき，銅はく表

面処理，加熱などの用途に使用されている。
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インバータ式整流器「FASREC」の新系列化

高圧インバータの容量系列拡大と機能拡充

図１０　300 kWインバータ式整流器「FASREC」

溶解電力が世界最大級である高周波誘導炉を（株）木村鋳

造所向けに納入した。

この誘導炉は，25 tの鋳鉄材料が約 1時間で溶解でき，

るつぼ径を 50 t 炉と同じへん平るつぼ形状としたことで，

材料投入時の操作性を向上させ，亜鉛スクラップ鋼板溶解

による耐火物への悪影響を低減することができる。イン

バータ電源はコンバータ側に24パルス整流を採用し，イン

バータ側を 6,500 kWの 2 台並列運転式としている。この

構成により，高調波流出電流の抑制，および溶解から保温

までの広い電力範囲に対して，インバータ運転台数を切り

換えることで，高効率，高力率の運転が確保できる。

電気加熱

25 t 13,000 kW大型高周波誘導炉

図１２　25 t 13,000 kW大型高周波誘導炉

省エネルギーを目的としたファン，ポンプ，ブロワなど

の可変速運転用として，出力トランスレスで高圧電動機を

直接駆動できる 3.3/6.6kV IGBTインバータをすでに製品

化し販売している。さらにコストダウン，省スペース化，

各種制御機能拡充を図るため，以下の系列・機能を製品化

した。

すでに 3.3 kV 耐圧素子を使用して製品化している 3.3

kV 1,250 kVA以上，6.6 kV 2,500 kVA以上も 1.4 kV 耐

圧素子を使用したインバータセル方式で統一し，さらな

るコストダウン，省スペース化を実現

瞬時停電時運転継続制御，ストール制御，ベクトル制

御対応などの各種制御機能の拡充

（2）

（1）

図１１　3.3 kV高圧インバータ

関連論文：富士時報 2001.5 p.306-310

A8025-20-185
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プラント用 IGBTインバータ「FRENIC4000VM5シ

リーズ」を完成した。本シリーズの特長は次のとおりであ

る。

汎用インバータ「FRENIC5000VG7S」と一部の部品

の共有化を図り，センサレスベクトル制御を標準搭載し，

オートチューニングの高度化を行った。

単機最大容量を 600 kVAに拡大した。

ユニットを小型化し 1 面あたりのユニット収納数を増

加させたことにより，プラント全体の盤面数や設置面積

を減少できた。

インテリジェント機能を搭載可能とした。

外部とのインタフェースは，伝送ボードにより PROFI

BUS，Tリンク，Ｄラインなど各種伝送での接続が可

能である。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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プラント用新型インバータ「FRENIC4000VM5シリーズ」

川崎製鉄（株）千葉製鉄所納入No.3 溶融亜鉛めっき設備駆動装置

ステンレス条鋼圧延設備用電気品

図１３　新型インバータ25 kVAユニット

川崎製鉄（株）千葉製鉄所 No.3 溶融亜鉛めっき設備の直

流電動機駆動装置を更新し納入した。

この更新工事の特長は次のとおりである。

サイリスタ変換装置の主回路部は既設設備を流用した。

制御装置部をアナログ制御装置（トランジダイン D）

から最新のディジタル制御装置（LEONIC-M600）に置

き換えた。ディジタル制御装置の形状をアナログ制御装

置と合わせ，現地改造を容易にした。

主幹制御装置とのインタフェース用 PLC（ACS-2000）

を設置し，主幹制御装置とは既設同様 PIO 接続とし，

ディジタル制御装置とは Dラインによる伝送とした。

（3）

（2）

（1）

図１４　更新後の電動機駆動装置

（株）神戸製鋼所経由モリ工業（株）向けに最新のステンレ

ス条鋼圧延設備用電気品を納入し，順調に稼動中である。

設備の特長は次のとおりである。

圧延主機を含むすべての可変速駆動装置を交流電動機

と直流配電型 IGBTインバータとし，省保守，高効率を

実現した。

インバータの単機容量を 450 kVAから 600 kVAへ拡

大し，本設備の圧延主機電動機をすべて単機インバータ

で駆動した。これにより従来 300 kVA× 2 多重と AC

リアクトル× 2台で駆動していたときと比べ，回路構成

を大幅に簡素化した。

操作表示用機器として LCDと集合型スイッチユニッ

トを多数採用し，設計の簡略化と操作性の向上を両立し

た。

（3）

（2）

（1）

粗圧延運転室 

粗POD1 粗POD2

CD-02 CD-04

CD-05

CD-06

PEリンク 

仕上圧延運転室 冷却床・精整運転室 

冷却床・精整POD

冷却床・精整 
HCI PLC 
MICREX-SX

圧延PLC 

ACS-2000

ユーティリティ・ 

組替PLC 

MICREX-SX

冷却床・ 

精整PLC 

ACS-2000

Tリンク Tリンク 
Tリンク 

仕上 
POD1

仕上 
POD2

圧延 HCI PLC 
MICREX-SX

制御室 

電気室 

直流配電型 
IGBTインバータ 
FRENIC4000

直流配電型 
IGBTインバータ 
FRENIC4000

図１５　システム構成
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富士電機は棒鋼線材圧延をはじめ条鋼圧延設備へ豊富な

納入実績を誇っているが，設備の老朽化対策や増設にも積

極的に取り組んでいる。その概要は次のとおりである。

直流電動機駆動装置の置換えのために高機能全ディジ

タル式サイリスタ制御装置（LEONIC-M600）を開発し

適用

圧延機や圧延補機の省保守化・製品精度向上，歩留り

向上を目的に全ディジタル式ベクトル制御 IGBTイン

バータ（3レベルは FRENIC4400，2レベルは FRE

NIC4000シリーズ）の適用

制御プログラマブルコントローラ（PLC）の更新やミ

ルセットアップ導入のための最新最適システムの提案

すでに多くの実績を有する瞬時速度降下抑制オブ

ザーバ制御をはじめとするアドバンスト制御の提案

（4）

（3）

（2）

（1）
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条鋼圧延設備の更新・増設への取組み

大曳引車電気品の更新

クレーン駆動用電機品

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

上位 
コンピュータ 

 

[主操作室]

設定・監視操作 
圧延データ管理 

PLCおよび駆動装置 
データ監視装置 

Ethernet

PROFIBUS

加熱炉 
PLC

圧延ライン 
PLC

冷却床および 
CB出側設備 
PLC 精整設備 

ユーティ 
リティ 
制御PLC

可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 

MMC

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

Tリンク/ 
DeviceNet

MMC

Tリンク/ 
DeviceNet

MMC

Tリンク/ 
DeviceNet

MMC

Tリンク/ 
DeviceNet

図１６　条鋼圧延設備のシステム構成例

大曳引（えいいん）車速度制御システム電気品を更新し

た。このシステムは船形の実験設備であり，既設直流電動

機を流用したまま制御装置を更新して全ディジタル制御化

を実現した。主な特徴は次のとおりである。

高精度・高性能を追求した直流可変速駆動装置

（LEONIC-M600）の採用

コンパクトな高速コントローラ（ACS-2000）の採用

上位コンピュータおよびオペレーター設定による実験

指示データに基づく全自動運転

全ディジタル化制御による大曳引車およびプロペラの

速度制御精度の向上

（4）

（3）

（2）

（1）

操作盤 
上位 

コンピュータ 

Tリンク 

PIOコントローラ 
ACS-2000

サイリスタレオナード 
LEONIC-M600

サイリスタレオナード 
LEONIC-M600

大曳引車駆動 
75kW×4 プロペラ駆動 

Dライン 

M

M
M

図１７　大曳引車速度制御システムの構成

住友重機械工業（株）経由米国向けにクレーン駆動用電機

品を納入した。業界最高峰の制御性能を有するベクトル制

御形インバータ FRENIC5000VG7Sシリーズを用い，全交

流ドライブ化を実現している。また，センサあり・なしベ

クトル制御および，V/f制御の切換を行うことで，主巻，

補巻，起伏，旋回および走行を同一機種のインバータで統

一し，保守性の向上と予備品の共通化を図っている。

主幹制御には，富士電機の統合コントローラMICREX-

SXシリーズを使い，操作室，上部電気室および下部電気

室間は，光リンクでデータ伝送され，耐ノイズ性の向上を

図った設計になっている。

FRENIC5000VG7Sは，UL/cUL，EN/CEマークの国際

規格にも準拠したもので，海外向け設備にも対応できる。

図１８　米国納入300 st ジブクレーン
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電力使用量の削減を目的に工場内各設備の電力使用量を

連続収集し，各設備の電力量コスト・原単位をリアルタイ

ムに表示する電力管理システムを納入した。

このシステムの特長は次のとおりである。

「EcoPASSION＋」によるフレキシブル無線ネット

ワーク（SS 無線）を構築。親局 1局，中継局11局，子

局26局。入力点数は電力量 127 点，アナログ量42点

変電所は多回路型電力監視ユニット「F-MPC」を設

置し電力量に加え電圧，電流，力率も測定。分割型電流

センサ取付けにより既設設備に影響を与えず測定を実現

工場内イントラネット上のWebブラウザで閲覧可能

サーバは DBサーバ（Oracle）とデータ収集・Web

サーバの機能分散構成としシステムの安定稼動を実現

（4）

（3）

（2）

（1）
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産業機器システム

電力管理システム

ネットワークWebアダプタの機種拡大

データ収集・監視・解析システム

電力管理用 
DBサーバ 

PRIMERGY 
ES320 
(Oracl DB) 

 

PRIMERGY 
ES320 

(EcoANALYST) 
 

電力管理用 
データ収集・ 
Webサーバ 

工場内イントラネット 

親局×1台 

切換器 

局番00

局番11

子局盤 

局番35

局番36

局番50～60
局番11～36

F-MPC04

【変電所子局×2】 
取合信号 
　電圧（V） 
　電流（A） 
　力率 
　電力（kW） 
　電力量（kWh） 

【ロードセンター子局×24】 
取合信号 
　電力量（kWh） 
　パルス信号 

中継局×11台 
子局×26台 

共用CRT，キーボード 

フレキシブル無線ネットワーク 
EcoPASSION+

図１９　電力管理システムの構成

ネットワークWebアダプタはインバータやサイリスタ

レオナードなどのドライブ装置をユーザーが安全かつ容易

に監視するためのツールである。ユーザーはこのアダプタ

を対象装置のシリアルインタフェース（RS-232C/485）に

取り付け，ユーザーのパソコンと LAN接続するだけで装

置の監視をWebブラウザから行うことができる。また，

モデムなどのネットワーク機器を利用すれば，ユーザーは

携帯端末を用いて遠方からいつでも装置を監視可能である。

現在，対象装置はプラント用 IGBTインバータ「FRENIC

4000VM4/FM4」，サイリスタレオナード「LEONIC-M600」，

高圧インバータ「FRENIC4600FM4」に拡大された。今後，

PLCへの対応も予定されている。

監視対象 

フィールド 
WebアダプタFSITE

フィールド 
WebアダプタFSITE ホーム 

ページ 
メール 
発信 

公衆回線 

ホームページ 
メール発信 

Ethernet

監視対象 
富士電機コールセンター 
（24時間対応） 

モデム 

ルータ 

ホームページ 

機器情報 
の表示 

①パソコン，携帯端末による監視 
　汎用ブラウザを使ったデータ表示 
 （専用ソフトウェアは不要） 
　状態変化，故障を電子メールで受信 

②遠隔監視，リモートメンテナンスへの適用 
　汎用ブラウザを使ったリモート監視 
　データ収集と表示 
　データ管理 

機器の制御 

PPP接続 

図２０　ネットワークWebアダプタを利用した監視の例

「MICREX-SX」などの PLCや「FRENIC-VG7」など

のインバータに対するデータ収集，監視，解析が可能なプ

ラントシステム監視・解析支援パッケージ「 f（s）NIS

DAS」を開発した。このパッケージをインストールした

パソコンを Ethernetなどで PLCに接続するだけでデータ

収集が可能となる。主な特徴は次のとおりである。

最速 1msサンプリングの高速リアルタイムデータ収

集

記録時間は 1か月間以上

FFT，周波数応答，フィルタなどのデータ解析機能

各社 PLCのデータ監視

Ethernet，FL-netなどオープンネットワーク対応

リアルタイム操業監視，システム監視

市販ソフトウェアとのデータ連携（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

(  )NISDAS-xf s HCI/サーバ 

電圧 

電流 

サーボ/インバータ 

電流 ディジタル値 

変換器 
リミット 
スイッチなど ギヤ 電動機 

MICREXシリーズ 
各社PLC

MICREX-SX

オープン 
ネットワーク 

図２１ 「f（s）NISDAS」を用いたシステム構成例

関連論文：富士時報 2001.4 p.214-220
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富士電機は，マイエナジー（株）からマイクロガスタービ

ン（MGT）用単独運転保護機能付きの系統連系保護シス

テムを受注し，スーパーマーケットに納入した。主な特徴

は次のとおりである。

保護システムとして，MGTの高圧配電線連系（逆潮流

あり）対応の単独運転保護機能を付加したもので，原理的

に単純に単独運転検出が可能な方式を採用している。

その単独運転検出方式は，能動・受動から構成される。

能動的方式：無効電力補償装置により，無効電力を常

時一定周期で変動信号を与え単独運転に移行後，受電点

の周波数が大きく変動することを利用して単独運転を検

出する。

受動的方式：周波数変化率から単独運転を検出する。（2）

（1）
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発変電システム

マイクロガスタービン用単独運転保護機能付き系統連系保護システム

VCB搭載72/84 kV C-GIS

VCB搭載24 kV C-GIS

図２２　単独運転保護機能付き系統連系保護システム

富士電機は，これまで培ってきた特別高圧変電設備での

実績と高い信頼性に加え，新設計思想と新技術を結集した

真空遮断器（VCB）搭載 72/84 kVキュービクル形ガス絶

縁開閉装置（C-GIS）をシリーズ化（C-GIS7000）した。

本C-GISの主な特長は次のとおりである。

CB，DS/ES，LAの複合構造でコンパクト化

機器操作，監視はすべてフロントアクセス方式を採用

豊富なユニットメニューで多様な仕様に柔軟に対応

絶縁ガス使用量低減による環境への貢献

また，業界トップクラスの縮小化（第一世代モデル体積

の 15 ％），省スペース化，一体輸送およびケーブルヘッド

部からのガス処理レス AC/DC耐圧を可能とすることで，

現地での工場品質維持を実現した。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　VCB搭載72 kV C-GIS 変電設備

富士電機は，特別高圧ガス絶縁開閉装置（24/36 kV）を

1984年に開発して以来，真空遮断器（VCB）を搭載した

第三世代のキュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS）を

シリーズ化（C-GIS2000）し，某社に納入した。本C-GIS

の開発コンセプトは，信頼性，安全性，保守点検の省力化，

さらにはコンパクト化，地球環境負荷の低減である。その

特長は次のとおりである。

収納機器のコンパクト化により，気密容器は 35 ％

（当社比）に小型化し，大幅な軽量化・ガス容量の低減

など，地球資源の節約と対環境対策への貢献

ガス中密閉化による耐環境性の向上と，保守・点検の

省力化ならびに T形ケーブルの端末採用・固体絶縁母

線の採用などによる現地作業（ガス処理レス）の短縮

ユニット化採用による豊富な仕様とオプション対応（3）

（2）

（1）

図２４　VCB搭載24 kV C-GIS
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