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エネルギー部門では，環境問題の進展から高効率指向が

さらに進み，プラントライフサイクルの観点から運転・保

守の提案や既設設備の延命化などにも工夫が及んだ。

エネルギーソリューション分野では，富士電機の特長あ

る SS 無線を利用し，圧力，流量，温度なども計測伝送で

きるエコモニタリングシステムを，ESCOビジネスに向け

て展開を図った。また，富士電機能力開発センターに新エ

ネルギーハイブリッドシステム（太陽光発電，燃料電池，

マイクロガスタービン）を設置した。今後，新エネルギー

利用による環境への貢献度の実証を行っていく。

火力分野では，磯子火力発電所向け 600MW石炭火力

発電設備が2002年３月の完成に向けて順調に進ちょくして

いる。また，単気筒非再熱蒸気タービンとして世界最大級

である 162.1 MW 機の納入や，国内 IPP 発電設備での

15 ％のシェア獲得など，大容量化・高効率化・高経済性

のニーズに積極的に応えてきた。急激に膨張したコンバイ

ンド発電分野でも，最新鋭工場を活用しこれからも需要に

応えていく。台湾には 440 万 kWに上る発電設備を納入

しており，顧客と一体となった予防保全の取組みを開始し

た。今後も，運転保守までを含めたプラントライフ全体を

通じた技術提供を強化し，顧客ニーズに応えていく。

水力分野では，世界初となる東北電力（株）向け 14MW

立軸バルブ水車・発電機の現地据付け工事が本格的に開始

した。当社記録品となる東京電力（株）向け 2.5MW立軸

チューブラ水車・発電機が運転開始した。ランナベーンの

電動化で，油圧レス化を実現させた。また，21年前に運転

開始した当時国内単機最大容量（揚水を除く）であった，

電源開発（株）向けフランシス水車の溶接ランナの更新工事

を完了させた。モデルランナを製作せず，最適ランナの設

計を行い効率改善ほかの改善を図った。

原子力分野では，日本原子力研究所の高温工学試験研究

炉向けに使用済燃料貯蔵施設の燃料取扱および貯蔵設備を

納入した。また，核燃料サイクル開発機構の「常陽」向け

燃料取扱設備制御系の全自動化に向けた更新・改造を進め

ている。そのほか ICプラズマ廃樹脂高減容処理システム

の商品化を進めるとともに，廃止措置に向けた遠隔解体技

術の開発，実用高温ガス炉技術の開発にも取り組んでいる。

電力変電分野では，国内最大級出力の風力発電所である

（株）トーメンパワー下北・岩屋ウィンドファーム発電所に

154 kV 変電設備を納入した。海外向けとしては，回線幅

1,200mmで世界最小級の 145 kVガス絶縁開閉装置を開発

しシリーズに加えた。また，ドバイ電力庁向けに世界でも

類を見ない約 40 ％に及ぶ高い短絡インピーダンスを特徴

とする高インピーダンス超高圧大容量変圧器を完成させた。

系統制御分野では，オープン分散制御方式の大規模系統

監視制御システムを納入した。また，中央給電指令所向け

にニューラルネットワーク手法を適用した電力需要予測シ

ステムを開発した。さらにWWW方式による系統情報イ

ントラネット配信システムなど，IT 応用開発，多様化す

るニーズに対応する開発に取り組んでいる。

保護制御分野では，既設キュービクル実装のトランジス

タ形保護リレー取替え専用にレトロフィットディジタルリ

レーを開発した。既設設備の延命化ニーズに応える製品開

発例である。このほか保護制御システムのスリム化・最適

化など，顧客ニーズに密着した開発に取り組んでいる。

配電分野では，系統への連系が増加しつつある分散型電

源や系統電圧制御方式検討などを目的とする系統解析用シ

ミュレータモデル，自動検針や各種料金メニューに迅速に

対応できる電力需給用複合計器（通信機能付き）などを開

発した。また，実績あるパワーエレクトロニクス技術や解

析技術，計測技術を通して蓄積したノウハウと最新の IT

や配電自動化技術，メタヒューリスティク手法による最適

化技術などを生かし，多様化する電力の品質維持，お客さ

まサービスに向けたソリューション提案活動を進めている。

放射線分野では，電子化・ディジタル化の開発が進行し

ている。環境放射線モニタリングでは高レンジモニタをア

ルミニウム製電離箱とすることでγ線感度を低エネルギー

側まで平たんにした。環境線量測定には GPS，衛星電

話・携帯電話を利用して位置情報と線量をリアルタイムで

伝送する可搬型モニタリングポストが開発された。個人被

ばく線量測定ではフィルムバッチから電子式線量計の置換

えが進行している。
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エネルギー

エネルギーソリューション

エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」

富士電機能力開発センター用ハイブリッド発電システム

風力発電所用電力安定化装置

図１　EcoHIESSENCEの外観とデータ表示例

富士電機能力開発センターの研修所に，開発中の 10 kW

アモルファス太陽光発電システム，100 kWりん酸形燃料

電池発電システム，26 kWマイクロガスタービンの発電

設備を環境負荷低減の実証のため，モデル設置した。

燃料電池の高温排熱（約 90 ℃）は，排熱投入型冷温水

機を介し空調に利用し，低温排熱（約 50 ℃）およびマイ

クロガスタービンの排熱は温水ボイラの給湯予熱に利用す

るコージェネレーションシステムを構成している。これら

はエネルギー運用システムで管理されている。さらに IT

として，研修管理機能，宿泊管理機能，研修案内表示シス

テム，非接触カードキーシステムなどの業務支援情報シス

テムも開発し導入した。上記設備により，環境性ならびに

利便性を追求したシステムが実現できた。

図２ 燃料電池発電システムと太陽光発電システム

風力発電設備は，年々導入量が増加しているが，風速の

変動に伴ってその出力が変動することから，系統電圧や周

波数への影響面などによる導入限界量も検討されている。

富士電機は，出力変動分を運動エネルギーに変換しこれ

を貯蔵・放出することにより，風力発電設備の出力を平滑

化し，導入限界量の逓増を実現する「風力発電所用電力安

定化装置（フライホイール発電システム）」を開発した。

主な仕様は次のとおりである。

有効電力 ： 0～ 100 kW（必要容量を並列接続

可能）

貯蔵電力量　： 100 kW 30 秒

無効電力　　： 0～ 100 kvar 連続

回転速度　　： 30,000 ～ 36,000 r/min

本体外形寸法：D600 ×W600 × H1,500（mm）（5）

（4）

＋－（3）

（2）

＋－（1）

上部軸受�
（マグラガー）�

外装�
（スチール）�
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（永久磁石）�
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（カーボン＆�
グラス）�下部軸受�

（ビン軸受）�

図３　フライホイール発電電動機の外観と構造

エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」は，圧

力，流量，温度のほか環境因子（pH，COD，油分濃度な

ど）の各種計測データをフレキシブル無線ネットワーク

（SS 無線）を使用してパソコンに収集する監視システムで

ある。改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」による省エネルギー活動だけでなく，ISO14001の環

境改善にも有力なツールとなる。特長は次のとおりである。

無線の使用により，現場の子局と監視室の親局との

ケーブルが不要なため工事の簡略化が可能。また，通信

費も不要なため低価格のシステムの構築が可能

子局・中継局の追加により計測範囲の拡張が容易

データ集計は Excelを使用しており，データの加工に

優れ，トレンドはグラフで表示でき，データ分析が容易

（3）

（2）

（1）

燃料電池発電システム 太陽光発電システム
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電源開発（株）から1997年11月に受注した 25MPa，600/

610 ℃の USC（Ultra Super Critical）石炭火力プラントで

ある磯子火力発電所新 1号機用 600MW電気発生装置に

ついては，現在ドイツ・シーメンス製蒸気タービン，富士

電機製発電機および各種機器の試運転を実施中である。

2000年からの据付け工事期間を経て，2001年 3 月にプラン

ト水圧試験，４月に受電，10月に初通気・初併入を終え，

その後各種の負荷試験を行い，12月には 100 ％負荷試験を

実施した。

2001年12月のメタル点検の後に各種負荷変化試験・性能

試験を予定しており，富士電機は2002年 4 月の運転開始に

向けて，シーメンスと協力してプロジェクトを鋭意推進中

である。

49

エネルギー

火　力

電源開発（株）磯子火力発電所新1号機の試運転

IPP宇部発電設備の現地工事開始

コンバインドサイクル用蒸気タービンの試運転および米国向け蒸気タービンの受注

図４　磯子火力発電所新1号機用タービン発電機（試運転中）

富士電機は，1998年 7 月に（株）ユービーイーパワーセン

ターから 216MWの石炭だき IPP 火力発電設備をフルター

ンキーで受注した。この発電設備に納入されるタービンは，

KNシリーズの記録品（主蒸気・再熱蒸気温度共 566 ℃）

であり，かつ，空冷発電機としては富士電機の最大容量機

（240MVA）である。サイトは同社の親会社である宇部興

産（株）の工場敷地内に設置され，工事は既設発電所および

近隣工場を運転しながら工事を進める必要がある。また，

発電所エリアや資材置き場が狭い中で円滑に据付け工事を

推進するため，機器をジャストイン，ジャストオンできる

よう輸送計画を進めている。2001年10月から土建工事が着

工し，現在は発電所建屋・ボイラ設備の基礎くいを打設中

である。2002年 9 月のボイラ立柱および12月のタービン・

発電機建屋完成に向け，鋭意現地工事を推進している。

図５ 発電所の完成予想図

韓国・現代建設（株）から受注した AES 向けハリプール

およびメグナハットコンバインドサイクル発電所用蒸気ター

ビン発電機設備（131.6MWおよび 189.8MW）は，バン

グラデシュにて前者は2001年11月に営業運転開始，後者は

2002年12月の運転開始に向けて据付け中である。

これらは共に多軸型ユニットとして計画されており，蒸

気タービンは最新鋭の三重圧式再熱復水タービンで主蒸気

/再熱蒸気温度は 565/565 ℃を採用している。

本機と同タイプの蒸気タービン発電機設備は2001年度に

北米地区向けにカルガリー（125.1 MW），デピア（129

MW），ポートアルバーニ（129MW），ミントファーム

（130MW）と受注をすることができ，火力事業の発展に

大きく寄与している。

図６　ハリプール向け蒸気タービン
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富士電機は台湾化学繊維（株）龍徳工場向けに単気筒非再

熱蒸気タービン発電設備としては世界最大級の容量である

162.1MW機（FETシリーズ蒸気タービン）を納入し，

2001年 4 月に営業運転を開始した。台湾では自家用発電設

備から電力会社へ売電する IPP（独立系発電事業者）化し

ている設備が増えており，大容量化・高効率・高信頼性お

よび短納期の市場ニーズが顕著である。

富士電機はこれらの市場ニーズに的確に応えるために

FETシリーズに適用される種々の技術の開発，改良およ

び標準化を行った。高効率リーンラジアル低圧翼，新型プ

ロフィール高効率反動翼およびブロック設計による標準化

などにより，このプラントでは高効率かつ短納期（出荷納

期で 2.5か月，現地での据付け・試運転工程で 2か月の短

縮）を達成した。
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火　力

世界最大級 FETタービンの営業運転開始

Rビジネス：プラント制御装置の置換え完了

図７　据付け工事中の蒸気タービン

2001年 3 月に東京電力（株）川茂発電所が営業運転を開始

した。このたび，74年あまり運転した既設水車・発電機 2

台を撤去し，新設 1台へ更新し，最大流量 25.04m3/s，有

効落差 12mを利用する最大出力 2.5MWの発電所へと生

まれ変わった。水車は立軸チューブラ水車を採用し，既設

土木設備の有効利用と，広い流量・落差範囲で高い効率を

得ることが可能となった。

そのほかの特徴を以下に挙げる。

水車出力 2.6MWは，立軸チューブラ水車として富士

電機の記録品となる。

新技術である同期制御式ランナベーン電動操作機構を

採用し，油圧レスを実現した。

（2）

（1）

水　力

東京電力（株）川茂発電所向け2.5 MW立軸チューブラ水車・発電機の運転開始

図９　ランナつり込みの様子

火力発電設備の制御装置は約15～20年で更新の時期を迎

える。更新はディジタル式制御装置のメリットを生かし，

①冗長化による信頼性の向上，②制御装置間の通信機能に

よる情報の共有化および制御監視機能の高度化，③ CRT

など可視化装置の導入による監視・データ処理機能の強化

を，既設装置の制御機能に追加する計画としている。

図は沖縄電力（株）牧港火力発電所 9号機において更新し

たユニットマスタ盤とタービン補機自動化盤である。この

更新ではそのほかにユニット計算機，タービンマスタ，自

動電圧調整装置，ABCシステム，ボイラ補機自動化盤を

一式更新した。これからの更新計画では制御機能のほかに

予防保全・診断などのメンテナンスにもより重点をおいて

取り組んでいく。

図８　更新した火力発電設備用制御装置
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日本海発電（株）新熊野川発電所向け 5.2MW横軸 2射ペ

ルトン水車・発電機設備，開閉装置および諸機械装置が

2001年12月に無事営業運転に入った。この発電所は神通川

水系熊野川の上流ヨボシ割地内で，最大 2.0m3/sを取水し，

延長 1kmの無圧トンネルによりヘッドタンクに導水し水

圧鉄管を経て基準有効落差 308.0 mを利用し最大出力

5,000 kWの発電を行う流込み式発電所である。特徴は次

のとおりである。

通常，上部水槽へ過剰に進入する水に対し，余水吐を

設ける必要があるが，デフレクタ放流運転機能を搭載す

ることにより余水吐を省略し，土木費用を削減した。

ニードル・デフレクタ用パワーシリンダ底部に荷重測

定器（ロードセル）を設置し，経年劣化の測定を可能に

した。

（2）

（1）
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水　力

日本海発電（株）新熊野川発電所向け5.2 MW横軸2射ペルトン水車・発電機の運転開始

東北電力（株）第二上野尻発電所向け1×14MW立軸バルブ水車発電機の据付け工事

電源開発（株）手取川第一発電所ランナ更新工事

図１０　有水試験前の水車・発電機設備

東北電力（株）第二上野尻発電所向け 1 台× 14MW立軸

バルブ水車発電機の現地据付け工事が開始された。本立軸

バルブ水車は従来の横軸バルブ水車を立軸方向に据え付け

る世界初の機種である。

特徴としては横軸バルブ水車と同等な水車性能を有し，

機器を垂直方向に据え付けることからケーシングが導水路

を兼ねるため掘削面積が狭く土木費が安くなる。また，建

屋面積を小さくできることから，敷地条件の制約にとらわ

れず自由な場所に設置可能なことからプラント全体のコス

トが他機種に比べ安くなる。

今後，無事故・無災害で工事を良好に推進，完工させ，

これからの国内外への本機種採用に向け鋭意取り組んでい

く。

図１１　上部ケーシングの据付け状況

電源開発（株）手取川第一発電所（2 号機）は2001年12月

にランナ更新工事が完了した。

本発電所は1980年の営業運転開始から21年が経過し，土

砂摩耗などによりランナの摩耗が発生していた。今回の工

事において近年の発電所運転状況を基に運転頻度の多い負

荷での効率改善，流路渦発生抑制を目的とし新規にモデル

ランナは製作せず，三次元粘性流れ解析を用いた最適ラン

ナの設計を行った。

また，本発電所のランナ径は，3,560mmと大型なため，

通常の鋳物構造ではなく溶接構造で製作した。

2002年には 1 号機において同様のランナ更新工事が予定

されており，鋭意 1号機ランナの製作を進めている。

図１２　更新ランナ
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高速増殖炉の実用化に向けた照射試験を行う目的で，核

燃料サイクル開発機構において，高速増殖実験炉「常陽」

の炉心性能向上（年間照射総量を 4倍とする）を図るMK-

Ⅲ計画が進められている。その一環として富士電機におい

て，新型燃料交換機の製作，燃料取扱設備の遠隔自動化，

保守性改善に取り組んでおり，燃料交換作業期間を現状の

1/3 程度に短縮し，その他設備の改善と合わせて定期点検

期間を 2/3 程度に短縮することで，炉心稼動率を 40 ％か

ら 60 ％に向上させる予定である。燃料取扱設備は，炉心

燃料を取り扱う格納容器内設備と，新燃料，使用済燃料の

出し入れを行う格納容器外設備から構成され，その全容は

図に示すとおりである。現在，2002年 3 月の完成に向け，

鋭意現地調整を推進中である。
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原子力

高速増殖実験炉「常陽」の燃料取扱設備の遠隔自動化

原子炉解体・廃棄物処理技術

新型炉技術

格納容器�

燃料出入機� 燃料交換機�

回転プラグ�

原子炉�

回転移送機�

燃料洗浄設備�
キャスク�
クレーン�

缶詰装置�

水中台車�

使用済燃料移送機�

使用済燃料�
貯蔵ラック�

トランスファロータ�

地下台車�

装てん燃料�
収納管�

装てん燃料�
移送機�

燃料取扱用�
キャスクカー�

図１３　高速増殖実験炉「常陽」の燃料取扱設備鳥観図

富士電機は，2001年10月に解体届が提出された日本原子

力発電（株）東海発電所の原子炉などを安全に解体・処理す

るための技術開発を本格的に推し進めている。

これまでに 1トン以上の解体物把持能力を持つ装置や，

切断に伴って発生する粉じんを高効率で回収するシステム

を開発してきた。現在は，原子炉内の多様な解体対象をあ

らかじめ計画した切断線に沿って遠隔操作で自動切断する

ための装置，切断時に発生する切断片の効率的なモルタル

充てんおよび大型容器に収納した廃棄体の放射能計測など

の分野について，装置システム開発に取り組んでいる。

その他廃棄物処理の分野でも，ICプラズマ廃棄樹脂高

減容処理システムの商品化や，マイクロ波による廃液のガ

ラス化セメント固化技術の開発を進めている。

図１５　HTTR向け使用済燃料貯蔵施設富士電機は，2001年12月に，日本原子力研究所 HTTR

（高温工学試験研究炉）向けに使用済燃料貯蔵施設の燃料

取扱および貯蔵設備を納入した（写真参照）。

燃料出入機は，高放射線量の使用済燃料を原子炉建家か

ら使用済燃料貯蔵建家へ遠隔移送する高い信頼性を要求さ

れる機器であり，使用済燃料貯蔵設備は乾式冷却方式を採

用，建家換気空調設備と相まって合理的な設備となってい

る。いずれの機器・設備もこれまでに富士電機が手掛けて

きた燃料取扱系の高い技術が反映されたものとなっている。

一方，国際共同開発のガスタービン高温ガス炉 GT-

MHRは，年初の予備設計完了に向け作業が推進されてい

る。

把持機�
切断トーチ�

切断トーチ用�
マニピュレータ�

図１４　遠隔で原子炉構造物を解体する概念
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富士電機は，（株）ユアテック経由にて（株）トーメンパ

ワー下北・岩屋ウィンドファーム発電所に風力用変電設備

を納入した。本発電所は青森県下北半島に建設された国内

最大級出力の風力発電所である。風車発電機（1,300 kW，

25基）で発電した電力を変電所の変圧器にて 154 kVに昇

圧して東北電力（株）に売電される。

主な納入機器は 168 kVガス絶縁開閉装置（GIS），168

kV 線路断路器，40MVA主変圧器，36 kVキュービクル

形ガス絶縁開閉装置（C-GIS），風車サイト変電設備，監

視操作盤，ディジタル搬送保護継電器盤などである。変電

所では 168 kV GISと主変圧器を直結し，また，36 kV C-

GISを採用することなどで省スペース化を図っている。

なお，本発電所は2001年10月31日に運転を開始した。
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電力変電

岩屋ウィンドファーム発電所向け風力用変電設備

海外向け145 kVガス絶縁開閉装置

ドバイ電力庁向け超高圧大容量変圧器

図１６　風力発電所用変電設備（右上）と風車発電機

富士電機では，定格電圧 72 ～ 300 kVのガス絶縁開閉

装置（GIS）を製品化しているが，海外において最も市場

規模の大きな 72 ～ 145 kVクラスの GISは，市場投入か

らすでに10年以上が経過し，寸法，コスト共に競争力が低

下していた。

このたび富士電機では，海外向けに新縮小形 145kV GIS

（72 kVクラス共用）を開発し，製品シリーズに追加した。

新型 GISは三相一括形であり，主な定格仕様は，電圧：

145 kV，電流：3,150A，短時間耐電流：40 kA（3 秒）で

ある。また回線幅は 1,200mmで，保守スペースを確保し

た GISとしては世界最小級である。

この新型 GISの市場投入により，富士電機の競争力強

化と物量拡大が期待される。

図１７　海外向け新縮小形145 kV GIS（SDH314）

ドバイ電力庁淡水化プラント（1,000MW級発電設備）

向け高インピーダンス超高圧大容量変圧器を完成させた。

この変圧器は 400 kVと 132 kV 系統の連系用に使用され

るもので，短絡事故時の電流を抑制する目的から，世界に

類を見ない約 40 ％に及ぶ高い短絡インピーダンスを特徴

としている。主な仕様は次のとおりである。

定格容量：285/400/570MVA，定格電圧：400/132

kV

絶縁レベル（LIWL）：1,425 kV/650 kV

電圧調整範囲：496kV～ 400 kV～ 292 kV，35タップ

冷却方式：油入自冷/油入風冷/導油風冷

最新の電磁界解析技術により，最適な漏れ磁束対策と絶

縁対策を行い，高インピーダンスで，広範囲に電圧調整が

可能な超高圧大容量変圧器を実現させた。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１８　570MVA高インピーダンス超高圧大容量変圧器
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系統保護制御

東北電力（株）高田技術センター監視制御システム

東北電力（株）中央給電指令所向け需要予測システム

テレコンシミュレータ

図１９　高田技術センター制御室

東北電力（株）にて実稼動中の需要予測システムは，ニュー

ラルネットワークを用い，最大電力需要で絶対値平均誤差

１％台という良好な予測精度を実現している（実績気象に

よる平日予測値）。今回，中央給電指令所システム更新に

同期し，需要予測システムに以下の新機能を追加し，さら

なる予測精度向上と新たな運用ニーズに対応する。

負荷種別ごとの電力実績を用いた各ニューラルネット

ワークから最大電力需要，日負荷曲線を予測する。

週間気象予報データにより，２週間先までの最大電力

需要，日負荷曲線を予測する。

システム構成を二重化とし信頼性を向上させる一方，

Web 配信機能を追加し，運用者による，ブラウザ上か

らの各種予測結果の閲覧，加工，最適予測値の選択およ

び登録を実現する。

（3）

（2）

（1）
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図２０　負荷種別予測機能の予測方式

本装置は電力会社向け電力系統監視制御システムに接続

し，自局試験をサポートする試験装置である。制御指令に

対応した模擬操作応動の自動返送機能および事前設定によ

る表示・計測情報の自動送信機能を備えている。ノート型

パソコン，プログラマブルコントローラ（MICREX-SX），

モデム装置および可搬式収納ケースで構成されており，

9,600ビット/秒（bps）V.29，4,800 bps V.27 bis，2,400

bps V.26，600/1,200 bps V.23の各種伝送仕様に対し，モ

デム装置のみを交換することで対応できる。

今後，お客様の要求に対応し，伝送仕様・試験機能のラ

インアップを拡充する予定である。

図２１　テレコンシミュレータ（HDLC型）

東北電力（株）では，運用の効率化と高度化を目的に，技

術センター制御所システムの統合化を推進している。その

中で二次系統運用を給電指令所から技術センターに移管す

る計画である。そのため，給電指令機能の一部を付加した，

新しい監視制御システムの導入を進めている。その１号機

として，高田技術センターに監視制御システムを納入し，

2002年 1 月末に運転開始予定である。システムの主な特徴

は次のとおりである。

クライアント・サーバ方式の分散型システム

１卓 3画面方式により，自由度の高い状況把握が可能

記録や事故情報をイントラネットで関係箇所へ配信

データベースに，オンラインエリアとオフラインエリ

アを持ち，試験中などでも，二重系運転を継続可能

隣接の制御所と連係し，協調をとった自動操作を実現（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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系統情報イントラネット配信システム

配電用変電所向けレトロフィットディジタルリレー

中位系No.2

中位系No.1

下位系No.1

下位系No.2

下位系No.3
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図２２　システム構成

電力自由化の進展に伴い，分散型電源が増加しつつある。

分散型電源が系統へ接続されると，潮流や電圧の制御，あ

るいは事故時の系統保護が従来方式では対応できなくなる

可能性があり，分散型電源の系統連系にあたっては，事前

に十分な検討が必要となる。

富士電機では，分散型電源系統解析用として，関西電力

（株）向けに分散型電源モデルと直並列形電圧補償装置モデ

ルを納入した。分散型電源モデルは，回転機と制御装置か

ら構成され，コージェネレーションシステム，自家発電シ

ステムを模擬できる 3 kW機と，風力発電システム，小水

力発電システムが模擬できる 0.75 kW機がある。直並列形

電圧補償装置モデルは，将来の配電系統電圧制御方式の検

討を目的とするものである。

配　電

関西電力（株）アナログ形分散型電源系統解析用モデル

図２４　分散型電源モデル

近年高まる変電機器延命化の要求に対し，富士電機では

保護リレー組込みキュービクルのオーバホール用に既設ト

ランジスタリレー取替え用のディジタルリレーユニットを

開発し，北海道電力（株）南札幌変電所ほかに納入した。特

徴は次のとおりである。

ユニット構成，ユニット寸法，外部との信号受け渡し

を基本的に既設と同一とし，ユニット入替えでの更新と

することで，現地作業を容易にした。

ディジタルリレー化により常時監視機能を付加し，稼

動信頼度向上を図った。

既設キュービクルのフィーダ増設にも適用可能とした。

多機能形ディジタルリレーユニットのコンポーネント

を採用し，液晶表示でのメンテナンス性の向上を図った。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　ディジタルリレー

関連論文：富士時報 2001.12 p.680-683

関連論文：富士時報 2001.6 p.348-352

系統情報イントラネット配信システムは，電力系統監視

制御システムから伝送される系統情報，事故情報などをイ

ントラネット上で公開することを目的としたシステムであ

る。システムの特徴は次のとおりである。

配信先端末を特定し，音声通知にて情報配信を行い，

また，管理者による配信先未読状態のチェックが可能

監視制御システムから定周期または状態変化ごとに系

統状態を収集し，端末側からリアルタイムに閲覧するこ

とが可能

部品単位でのデータ圧縮が可能な独自の描画形式デー

タを採用し，LAN負荷の軽減や，ブラウザ上での自由

な画面拡大縮小を実現

Java，CORBAなどのオープン技術を採用した，UNIX

サーバと Linuxサーバからなる複合的Webシステム

（4）

（3）

（2）

（1）

適用前 適用後

リレーユニット
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配　電

電力需給用複合計器（通信機能付）および使用電力量表示端末

モニタリングカー

図２５　電力需給用複合計器と使用電力量表示端末

原子力発電所ではガラスバッジ，熱蛍光線量計などを評

価線量計，電子式線量計をアラームメータとして使用して

きたが，近年，電子式線量計による線量評価の導入が進ん

でいる。富士電機では，2001年 9 月にγ線，β線，中性子

の測定が可能な電子式線量計（3 線種用）606 台を中部電

力（株）浜岡原子力発電所に納入した。この線量計は国際規

格（IEC）に対応するためβ線方向特性の改善を行い，規

格を満足している（ 30 ％　条件：上下左右 60 °，90Sr－
90Y）。

浜岡原子力発電所では，電子式線量計と熱蛍光線量計と

を並行運用して信頼性評価後，先に納入したγ線用の電子

式線量計（3,390 台）と合わせて，2002年 4 月から電子式

線量計により線量評価を一本化していく予定である。

＋－

放射線

電子式線量計（3線種用）

図２６　電子式線量計（3線種用）

原子力発電所，放射性物質取扱施設などの周辺環境測定

用設備としてモニタリングカーがある。

本設備では，空間γ線線量率，空気中の放射性ダスト・

よう素濃度および風向風速を測定するとともに測定結果に

位置情報を付加し，即座にマップ上での表示，携帯電話に

よるデータ受信装置へのデータ伝送を行えるシステムが構

築されている。

北海道原子力環境センター向けのシステムでは，空間γ

線線量率の測定に際し，従来の高・低レンジ 2 系統が必要

であったものをワイドレンジ式モニタを採用することによ

り，１系統で広範囲を測定できるシステムとし，限られた

車内スペースの有効活用を可能とした。

図２７　モニタリングカー

東京電力（株）と共同で，各種料金メニューに迅速に対応

できる，電力需給用複合計器（通信機能付）と使用電力量

表示端末で構成される計量システムを開発し，いずれも

2001年 7 月に型式承認を取得した。

開発した計量システムでは，日本で初めて 1 枚の液晶表

示装置で各種の計量データを表示する技術を採用したほか，

計器の有効期間分の需給カレンダーを持たせ，さらに祝日

が変更された場合は変更が必要な月だけを修正できるなど，

現場での利便性を追求した機能を持たせている。

仕様は次のとおりである。

™電力需給用複合計器（通信機能付）：三相 3線式，110

V，5A，50Hzまたは 60Hz

™使用電力量表示端末：AC15V，50/60Hz
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