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各種エネルギーの計測，解析，診断，評価ツールとの融合により，富士電機はエネルギーと環境に 

かかわる課題の同時解決に向けたトータルエネルギーソリューションを提供します。 

エネルギーと環境の調和に， 

先進のトータルエネルギー 

ソリューション。 電力自動化システム 

多機能SPS

各種センサおよび計測監視端 

燃料電池発電システム 

太陽光発電システム 

ミニ水力発電システム 

お問合せ先：電機システムカンパニー 電力システム本部 エネルギーソリューション事業部 電話（03）5435-7202
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今年の電気学会電力・エネルギー部門大会で行われた

「量の充足から質の重視，さらに・・・電力再編後 50 年を

経た電力供給システムの将来展望」と題するパネル討論は，

今後の電力関係技術の動向を考える上で意義深いもので

あった。幸いにも，パネリストの一人として参加でき，

「電力系統技術と学の役割ーーー夢を追い，基盤を支える

ーーー」をテーマに，議論に加えさせていただいた。

将来の電力技術の動向は，対応すべき社会環境の変化を

抜きにしては考えられない。多くの社会環境変化の中でも

私が特に重要と考えるのは，以下の 5項目の動向である。

第一は，IT社会や高齢化社会への移行に伴い，わが国

の電力需要は高度成長から安定成長へ（いずれは飽和へ）

と向かうことになるという事実である。第二は，地球環境

との共生が必須であるため，自然エネルギー利用をも含め

た分散型電源の普及が進展するであろうという事実である。

第三は，電気事業の自由化である。自由化に伴って，電力

およびエネルギー分野に新しいビジネス形態が出現するで

あろうし，電力系統構成のあり方にも大きな変革をもたら

すことは確実である。第四は，多くの面で多様化が進むこ

とである。電力供給の事業主体には種々の形態での新規参

入が増え，電源の多様化，電力品質をも含めた需要家の

ニーズの多様化が進むと見込まれる。第五は，IT，パ

ワーエレクトロニクス技術，環境技術などの関連技術が技

術革新を伴う急速な進展を見せている事実である。

これらの社会環境の変化は，電力関連の技術に新しい展

開を要求しており，特に電力系統技術は大きな革新期を迎

えている。これからの技術は，社会（あるいは需要家）が，

現在は何を求め，今後についてはどのような期待の下で何

を求めているのかを的確に把握するとともに，それらに，

できれば幾つかの選択肢を持った解決策を提示できること

が必要である。「ソリューション技術」はまさにそのため

の技術である。唯一の最適なシステムを提示するだけでは

なく，ニーズに応じて選択できるシステムを提示すること

が重要であろう。

大学等でも，今後のニーズを明確に意識して技術進展に

貢献していく必要がある。大学等は，これまでも産官との

連携の下で，電力系統技術の発展に各々の時代の状況に応

じて，重要な役割を担ってきた。電力系統技術の黎明期に

は技術分野の確立に中核的な役割を担い，普及期には産が

中核を担った応用・実用化研究を支える基礎研究の実施と

人材養成の役割を果たして来た。革新期を迎えた現在，学

が基盤的・先導的な役割を担いながら，産学官の緊密な連

携を強化することが再び重要となってきている。

大学等が中核的役割を担うことを求められている技術課

題は多いが，以下はその例である。第一は新しいビジネス

モデルの構築に関してである。例えば，電力市場に関して

は，マルチエージェントシステムとしての振る舞い，基盤

エネルギーの安定的な確保という社会的要求とビジネスと

の調和，アンシラリーサービスのあり方などが解明されな

ければならない。また電力システムもトータルエネルギー

システムの中でそのありようを考えることが必要である。

第二は分散型電源に関してである。逆潮流問題，電力品質

への影響，最適マネージメントの確立などの解決をはかる

必要があり，系統連系，系統保護，新電力供給システムな

ど，関連技術課題が多く存在する。第三は需要家ニーズの

多様化に関する課題である。品質別電力供給を例にとって

みても，システム構成はどうあるべきか，品質を何によっ

て差別化するか，需要家へのコンサルティングはどうする

のかなどを含む多くの課題がある。

今後，大学等においては，「夢を描き」「夢の実現に向け

て基盤を支える」ことが重要であると同時に，産学官の緊

密な連携を強化するために努力する必要がある。これらの

課題意識を背景にして，大学等に所属する有志が集い，

「産学の連携の強化に向けて汗を流そう」を合言葉に，大

学エネルギー会議が立ち上がった。この活動が，今後，大

きな実を結ぶことを期待している。

これからの技術開発

長谷川　淳（はせがわ　じゅん）

北海道大学大学院工学研究科教授 工学博士

600（2）



松村　基史

電力流通システムの技術企画，シ

ステムエンジニアリングに従事。

現在，電機システムカンパニー電

力システム本部エネルギーソ

リューション事業部長。電気学会

会員。

蟹江　範雄

新エネルギー，省エネルギーのシ

ステム設計・開発に従事。現在，

電機システムカンパニー電力シス

テム本部エネルギーソリューショ

ン事業部副事業部長。電気学会会

員。
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まえがき

日本ではエネルギーの多くを化石燃料に頼っている。そ

のエネルギーシステムは利便性や経済性が最優先とされて

きたが，このことが地球温暖化，酸性雨，オゾン層破壊，

熱帯林の減少，砂漠化など地球規模での環境問題となって

きた。1997 年に京都で開催された「気候変動枠組み条約

第 3回締約国会議」（COP3）以降，「エネルギーと環境の

調和」への取組みの重大さが世間一般にも広く認識される

ようになった。

一方，世界経済のグローバル化，規制緩和の流れを背景

に電力の自由化が進んでいる。1995 年の電気事業法の改

正による卸発電市場の自由化に始まり，1999 年の改正で

は 2000 年 3 月から電気の小売りへの参入が一部自由化さ

れ，PPS（特定規模電気事業者）や他の地域の電力会社が

託送方式により電気を売る仕組みが確立された。また規制

緩和を契機として，顧客のエネルギーコスト低減を提案す

る ESCO（Energy Service Company）事業や，自家発電

設備を設置し，顧客に電気と熱を販売するオンサイトエネ

ルギー供給事業，環境に優しい新エネルギーによる電気を

販売するグリーンエネルギー事業，さらには金融技術を駆

使したエネルギー取引事業などさまざまな新展開が予想さ

れる。

富士電機では，以上のような社会・経済の動向や，エネ

ルギーと環境に対する課題解決に向け，エネルギー分野で

の事業形態を変革させている。図１にエネルギーに対する
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図１　富士電機のエネルギー分野の事業展開
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社会ニーズと，富士電機のエネルギー分野の事業展開を示

す。以下に富士電機のエネルギーソリューション技術と取

組みの概要を紹介する。

エネルギーソリューション技術

電力自由化に代表される規制緩和の進展は，需要家に

とっては，エネルギー購入先の選択の幅が拡大するため，

エネルギーコスト削減が期待できる。しかしその反面，エ

ネルギーの安定した調達やその品質にかかわるリスクは選

択した需要家自身が負うこととなる。

環境問題の観点では，環境負荷低減のための新たな義務

や規制が課せられ，対策のための投資が必要となるケース

も増えてくるであろう。一方で新エネルギーの導入や，効

果的な省エネルギー対策には政府・自治体などからの助成

が行われ，これらインセンティブの利用も課題となる。

すなわち，エネルギーセキュリティの確保，エネルギー

コストの低減，環境問題への対応という互いに相いれない

三つの要件をいかにして解決するかが，エネルギー供給者

および需要家双方の新たな課題となってくる。図２にエネ

ルギーにかかわる課題を示す。

さらに，余剰エネルギーや排ガス・廃棄物の二次利用が

可能な場合，需要家自らがエネルギー供給事業にプレー

ヤーとして参入するという選択肢も生まれるため，需要

家・供給者のボーダーレス化も進展する状況となっている。

富士電機では，上述のように多様化・複雑化するお客様

のエネルギーにかかわる課題に対して最適なソリューショ

ンを提供するため，従来，富士電機社内でも分野別・機種

別に分散していたエネルギー関連技術を集約し「エネル

ギーソリューション事業」としての統合を進めている。

各部門での適用技術を横断的に分類すると次の七つのセ

グメントに集約される。図３にエネルギーソリューション

技術の各セグメントを示す。

省エネルギー，ESCO

新エネルギー

エネルギー運用，EMS（Energy Management Sys-（3）

（2）

（1）
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多様化する エネルギーの中からお客様のニーズに合った 
最適なエネルギーの確保，運用（トリレンマの解決）が課題 

エネルギー 
セキュリティ 
の確保 

エネルギー 
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図２　エネルギーにかかわる課題
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図３　エネルギーソリューション技術の分類
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tem）

MRO（Maintenance Repair and Operation）

電力品質

需要家

電力自由化

これらのセグメントを統合することにより，お客様の業

種・業態や設備規模，そして事業戦略にマッチした最適な

エネルギーソリューションの提供が可能となる。

富士電機の取組み

表１に富士電機のエネルギーソリューション技術の概要

と主な商品・サービスを示す。図４に富士電機が進めるエ

ネルギーソリューション事業の一例を示す。

各セグメント別の富士電機の取組みを以下に述べる。

３.１ 省エネルギー，ESCOソリューション

最近，ISO14001の取得事業所も多くなり，環境保護の

観点からの省エネルギーの取組みも一層進められている。

一方，国では表２に示すように省エネルギー対策を機器効

率化などで行い，2010 年までに，新たに原油換算で 700

万kLの省エネルギー効果を期待している。また，2002 年

６月には「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部

を改正する法律」，いわゆる改正省エネルギー法が成立し

た。従来のエネルギー管理指定工場の対象が拡大し，大規

模なオフィスビルなども新たに対象となるとともに，エネ

ルギー使用量などの定期報告義務の課せられる範囲が広

がった。さらに，ビルや住宅などのエネルギー管理に使わ

（7）

（6）

（5）

（4）
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表１　富士電機のエネルギーソリューション技術と主な商品 

セグメント 内容 

お客様のエネル 
ギーコスト削減 
に関するコンサ 
ルティング，施 
策実施 

お客様の電力品 
質問題解決のた 
めのソリュー 
ション提供，設 
備計画の立案 

お客様のエネル 
ギー利用状況の 
把握，運用や調 
達の合理化，最 
適化のためのソ 
リューション， 
サービス提供 

エネルギー設備 
の保守，運用受 
託，予防保全の 
ためのサービス 
提供 

再生可能エネル 
ギー，未利用エ 
ネルギー利用の 
ための設備供給， 
エンジニアリン 
グ 

商品・サービス 備考（今後の展開） 

省エネルギーコンサル 
ティング，インバータ 
によるESCO 
コージェネレーション 
によるESCO

品質計測 
解析技術 
対策機器 
（UPS，SPS，AF） 

メータリング 
エネルギー管理 
BEMS 
エネルギー最適運用調 
達 
プラント最適化 
発電機制御 
エネルギー市場取引 

保守ネットワーク活用 
コールセンター 
運転・調達，保守受託 

風力発電 
太陽光発電 
マイクロ水力 
燃料電池 
（バイオマス発電） 
波力発電 

シェアードセイビ 
ングス，ギャラン 
ティードセイビン 
グスによるお客様 
リスク，投資の削 
減 

品質別供給事業へ 
の展開 

総合エネルギー管 
理システムによる 
差別化アイテムを 
ラインアップ 

廃棄物，HACCP 
などのメニュー拡 
大によるトータル 
サービスの実現 

グリーン電力事業 
化の推進 

省エネル 
ギー， 
ESCO

電力品質 

新エネル 
ギー 

エネルギー 
運用 

MRO

お客様のエネルギーにかかわる課題を四つのソリューションでまるごと解決します。 

＜省エネルギー・ESCO・電力品質ソリューション＞ 

＜エネルギー運用ソリューション＞ 

＜MROソリューション＞ 

イン 
バータ 

高効率機器 環境対策 

省エネルギー機器 

+ファイナンス，リース 

電気 

熱 

クリーン 
エネルギー 

最適化 

燃料コスト 

環境CO2 

負荷予測 

エネルギー 
セキュリティ 

各種センサ，エコモニタリング技術 

省エネルギー対策技術 

環境対策技術 

パワーエレクトロニクス技術 

24時間コールセンター 

（遠隔監視制御技術） 

運転，保守代行 

エネルギーのベストミックス 

市場予測 

リスクマネジメント 

各種解析技術 

プラント運転最適化技術 

　一構造化NN，プラントモデル化技術 

各種センサ，モニタリング技術 

最適なエネルギー調達 
プラント運用 

設備導入 

設備投資 
コスト低減 
環境対策 
エネルギー 
セキュリティ 

運転代行 
メンテナンス 

お客様 

省エネルギー 

＜オンサイト電源導入ソリューション＞ 

+ファイナンス，リース 

オンサイト電源設備 

自家発電設備 

（CGS） 

UPS 

連系保護装置 

高速度遮断器 

UPS

G

図４　富士電機が進めるエネルギーソリューション事業の例



エネルギーソリューションの現状と展望

れる BEMS（Building Energy Management System），

HEMS（Home Energy Management System）などの制

御機器の設置にも国の助成制度が設けられ，省エネルギー

の取組みが容易にできる環境も整備されてきている。

省エネルギーは，従来の労働環境，住環境などを損なっ

て行うものではなく，日常の無駄をなくし，省エネルギー

機器の導入などの環境を維持しつつエネルギーの消費を抑

制するものであり，エンジニアリングが必要である。

富士電機では，過去に工場などの多くのエネルギー診断

を行ってきており，その経験から蓄積した技術も豊富であ

る。またインバータ，モールド変圧器，コージェネレー

ション，氷蓄熱システムなど，早くから多くの省エネル

ギー製品を取り扱っているが，さらに省エネルギーソ

リューションを進めるためには，エネルギーのモニタリン

グによる使用状況の把握が欠かせないことから，エネル

ギーの定量的把握に必要な無線を応用したモニタリングシ

ステムをはじめとし，さらなる製品の充実を図ってきた。

また，最近の省エネルギーを行う形態として，省エネル

ギーに関する設備，エンジニアリング，資金調達などを含

む包括的なサービスを行い，その結果得られる省エネル

ギー効果を保証し，節約されたエネルギー費用から資金を

回収する ESCO事業にも参入している。ESCO事業には

資金調達を，顧客が行うギャランティードセイビングス契

約と ESCO業者が行うシェアードセイビングス契約の二

つの契約方式がある。富士電機では，自治体向けを中心と

して ESCO事業の実績も着実に伸ばしつつあり，お客様

のリスクをより低減させるためのファイナンス面，効果補

償などの契約面でのスキルも向上させている。

今後 ESCOは，より高度化するお客様ニーズを反映し，

TEMS（Total Energy Management Service）や，TFMS

（Total Facility Management Service）といったトータル

なサービスの提供が指向されるであろう。富士電機ではこ

うした動向に対応すべく，サービスメニューのより一層の

充実と，他社との協働も含めたサービス体制の強化に取り

組んでいる。

３.２ 新エネルギーソリューション

新エネルギーの導入は，地球温暖化などの環境問題の認

識が広がるとともに，国の普及施策により，ここ数年の間

に大きく前進し，表３の発電分野における新エネルギーの

2010 年の導入目標も視野に入りつつある。

富士電機では，太陽光発電をはじめ，燃料電池，風力発

電，小水力発電などの取組みに，20 年以上の実績を持っ

ている。太陽光発電では，アモルファス太陽電池の開発を

中心として，汎用インバータ技術を応用した太陽光発電用

のパワーコンディショナを組み込んだ数 kW～数百 kW

の太陽光発電システムの設置を数多く行ってきている。燃

料電池では，りん酸形燃料電池をいち早く開発し，豊富な

製造技術，運転技術に基づき，100 kWの商用機を発売す

るとともに，バイオガスを燃料とした燃料電池システムに

も取り組み，その応用範囲を広げている。風力発電では，

富士電機の電力系統技術を生かした系統連系設備を中心に

国内のウインドファームなどに納入してきたが，1,000 kW

級の大型風車を採用した風力発電システムにその取組みを

移している。小水力発電では，数百 kW程度の容量を設

置してきたが，電力会社との共同などによりマイクロ

チューブラ水車を開発し，数 kW程度の容量にも対応可
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表２　2010年における部門別省エネルギー対策の効果 

項　目 
現行 

（万kL） 

産
業
部
門 
民
生
部
門 

運
輸
部
門 

技
術
開
発 

™高性能工業炉 

　小　計 

™トップランナー規制による機器効率の 
　改善 
™住宅・建築物の省エネルギー性能の 
　向上 
™トップランナー機器の拡大 
™高効率機器の加速的普及 
™待機時消費電力の削減 
™家庭用ホームエネルギーマネジメント 
　システムの普及 
™業務用ビルエネルギーマネジメント 
　システムの普及 

　小　計 

™トップランナー規制による機器効率の 
　改善 
™クリーンエネルギー自動車の普及促進 
™交通システムにかかる省エネルギー 
　対策 
™トップランナー基準適合車の加速的 
　導入 
™ハイブリッド自動車などの車種の多様 
　化などの推進 

　小　計 

™高性能ボイラ 
™高性能レーザ 
™高効率照明 
™クリーンエネルギー自動車の高性能化 

　小　計 

　合　計 

 

2,010 

540 
 

860 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400 

540 
 

80 
970 

 
 
 
 
 

1,590 
 
 
 

 

 

5,000

新規 
（万kL） 

40 

40 

 
 
 
 

120 
50 
40 
90 
 

160 
 

460 

 
 
 
 
 

50 
 

50 
 

100 
 
 
 

 

100 

700

全体 
（万kL） 

 

2,050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,690 
 
 
 

 

100 

5,700

表３　新エネルギーの2010年度見通し・目標 

項　目 
2010年度見通し・目標ケース 

分　類 

（＊1）：バイオマスの一つとして整理されるものであり，発電として利用される 
　　　　  分を一部含む。 

原油換算 
（万kL） 

1,910 
（3％程度） 
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エネルギーソリューションの現状と展望

能なものとしている。また，汎用インバータを応用した可

変速マイクロ水力の開発も進み，流量の変化が大きい場所

にも高効率な運転を可能としている。今まで経済的な面で

困難であった場所への設置が期待できる。

最近の新エネルギー分野では，一つの発電システムの欠

点をもう一つの発電システムが補完するハイブリッドシス

テムも設置されるようになってきている。富士電機でも，

海外での太陽光発電＋小水力発電，国内での山小屋に設置

した太陽光発電＋風力発電などがあり，このようなハイブ

リッドシステムが国内外で設置されていくものと考えられ

る。国内では，2003 年 4 月から「電気事業者による新エ

ネルギー等の利用に関する特別措置法」（RPS 法）の施行

が予定されており，今後電気事業者による新エネルギーの

導入が加速度的に進んでいくことが期待される。

３.３ エネルギー運用，EMSソリューション

富士電機では，従来から工場のエネルギーセンターやビ

ル施設管理システムなどの納入実績により高度な情報処理

負荷予測，最適化などの技術をはじめ，多くのエネルギー

運用ノウハウを保有，蓄積してきている。

このようなエネルギープラントでは，エネルギー供給の

ための運用費用の削減や環境負荷の低減など，エネルギー

プラントの最適運用，EMSが大きな課題となっている。

このエネルギープラントの最適運用のためには，さまざ

まな負荷がどのように利用されるのかという各種負荷に対

する未来の負荷予測を行い（負荷予測機能），最適運用決

定機能により各種エネルギーバランスおよび機器制約を考

慮したうえで，運用費および環境負荷の最小化を達成でき

るように制御候補を生成し，これをプラントの機器特性お

よび機器連携を模擬したプラントモデル（プラントモデル

化機能）に与え，運用シミュレーションを行うことを繰り

返しながら最適な運用を決定（最適運用決定機能）する必

要がある。

富士電機では，負荷予測機能に，内部の入力因子ごとに

構造化することで出力理由の説明を可能とし高い安全性と

信頼性を有する構造化ニューラルネットワークを独自に開

発した。またプラントモデル化機能には，自動的にモデル

構成を決定しモデル化を行うクラスタリング応用自動モデ

ル化ツールにより高精度のモデル化を可能としている。最

適運用決定機能には，各種のメタヒューリスティクスや平

均・分散モデルの概念を用いてプラントの各種不確定性を

考慮した最適運用方式などを開発し適用している。

また，これらの富士電機の予測・モデル化・最適化技術

は，エネルギー管理システムの一つの機能として組み込み

融合させ，柔軟性があり，かつ効率的なエネルギー運用シ

ステムとして提供を進めている。

３.４ MROソリューション

エネルギープラント管理義務に対する電気設備技術基準

などの条項の見直しが行われ，主任技術者の非常駐や遠隔

での設備監視が可能なエネルギー設備が拡大されつつある。

一方で，お客様のエネルギー設備の運用，保守にあたっ

ては，さらにきめ細かな管理が要求されている。

富士電機では，長年にわたる納入システムのメンテナン

スの実績で培ったノウハウ，全国に広がるサービス拠点，

および IT（Information Technology）を取り入れた富士

コールセンターシステムにより，お客様のエネルギー設備

の運転代行，保守受託のみならず，エネルギー調達や省エ

ネルギー対策，グリーン調達など，エネルギー全般にかか

わる業務をまるごとアウトソーシングしていただけるMR

Oサービスの体制を整備している。図５にコールセンター

の外観を示す。

３.５ 電力品質ソリューション

襲雷時の瞬時電圧低下による生産設備への影響対策につ

いて昨今，需要家ニーズが高まっている。また，高調波発

生源の特定やフリッカ対策など，電力品質にかかわる問題

は広範である。一方，規制緩和により，新規事業者が増加

することで，電力流通の構成もさまざまとなり，電力品質

対策上の課題も複雑化，多様化することが予想される。

富士電機では，パワー半導体技術とその制御技術に豊富

な実績を持ち，無停電電源装置（UPS，SPS），無効電力

補償装置（SVC），電力貯蔵電池用の系統連系交直変換器，

分散型電源連系用インバータなど，数々のパワーエレクト

ロニクス機器を製作・納入してきた。

一方，複雑化する系統に対する解析技術として，電力系

統の過渡的状態を解析する電力系統アナログシミュレータ

を研究設備向けに開発，納入してきた。また，電力会社と

の共同研究などでディジタルシミュレーション解析技術に

よる分散型電源の系統連系解析にも取り組んできた。

電力品質ソリューションは，これらのパワーエレクトロ

ニクス技術および解析技術を通して蓄積したノウハウと最

新の ITを生かし，需要家の抱えるさまざまな問題に対し，

現象分析と対策立案を行い，UPS，SPS，アクティブフィ

ルタなどのパワーエレクトロニクス装置による対策実施ま

でを一貫したサービスとして提供するものである。

電力品質の計測装置は，高圧キュービクル内や柱上変圧

器高圧カットアウトなどに接続し測定できる可搬型や多点

（3）
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エネルギーソリューションの現状と展望

同時計測型などの製品化を図っている。

必要となる対策装置はリース契約などでの供給により，

需要家側での初期投資を抑える方法も検討している。

また，現在，電力自由化に向けた電力システムの将来像

の検討が政府主導で進められており，富士電機も参画して

いる。図６に分散型電源による電力システム将来像の例を

示す。

３.６ 需要家ソリューション

規制緩和に伴う電力事業環境の変化は，配電分野を含む

需要家サイドにおいて活発である。電力会社では需要家離

脱防止のための付加価値サービスや，新事業模索のため，

自社ネットワークなどの利用によるお客様サービス事業を

推進している。需要家は IT 応用などによってもたらされ

る多機能サービスなどの付加価値を今後さらに求めていく

ものと予想される。

富士電機では，豊富な製作実績を持つ電力量計について，

その電子化・多機能開発を通して，自動検針，多様な料金

制度対応などのニーズ対応に取り組んでいる。さらに電力

量計は単なる電力量計測だけでなく，需要家と電力会社を

結ぶ情報端末に進化することを想定し，LONWORKS
〈注〉

など

通信インタフェースの具備，電気諸現象の計測などのイン

テリジェント化開発も進めている。

３.７ 電力自由化ソリューション

電力自由化の進展に伴い電力系統の運用は，電力会社に

よる計画経済的系統運用から市場による系統運用へと変化

する可能性が高く，そこでは新規発電事業者と託送サービ

スの増加，系統内での相対取引の増加などの市場化が進む

ものとみられる。これに伴い系統運用上の不確定要素，変

動要素が増えるが，その中で系統運用者には系統信頼度を

維持した需給制御が求められるとともに，送電サービスの

公平性，透明性も求められる。

富士電機では，電力流通システム分野において電力系統

監視制御システム（SCADA），給電指令システム（EMS），

配電自動化システム（DMS）など多くの自動化システム

を納入してきた。また負荷予測，系統信頼度評価，運用支

援の分野でも最先端の技術開発に取り組んできた。今後，

系統変動要素に迅速に対応でき，かつ公平性，透明性を確

保した系統運用のため，系統状態リアルタイム把握に向け

た系統信頼度解析技術や経済性のみならず安定度，環境条

件など多様なファクタを考慮した最適潮流計算技術などに

より，電力系統の市場変化を視野に入れた系統運用支援機

能の強化を進めていく。

さらに，今後立ち上がってくるであろう電力市場取引や

排出権取引，グリーンエネルギー調達など金融・先物ノウ

ハウ，市場論理を導入したエネルギー調達機能を実現すべ

く，開発を進めている。

あとがき

「エネルギー問題」と「環境問題」は，今や同時に解決

しなければならない大きな課題である。本稿ではこれらの

課題解決に向けた富士電機の取組みの概要を紹介した。

富士電機は今後とも富士電機グループの技術力を結集し，

「環境とエネルギーの調和」の実現に向け引き続き努力を

惜しまぬ所存である。

本特集号を発刊するにあたり，業界各位に謝意を表する

とともに，今後ともご指導・ご支援をお願いする次第であ

る。
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まえがき

日本も「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP

3）を契機に循環型社会，二酸化炭素（CO2）抑制社会へ

と変貌してきた。しかし，CO2の発生量は増加傾向にあり，

それをどのように抑制するのかが最大の課題であるといえ

る。そのため，CO2 発生の 9 割を占めているエネルギー消

費の急増を減少へと方向転換させる必要がある。

本稿では CO2 削減の切札として期待されている省エネ

ルギーというテーマを，ただ単なるハードウェアの“寄せ

集め的な対策”ではなく，データベースを活用したソ

リューションという観点からとらえてみることと，省エネ

ルギー普及・拡大の大きな手法として期待されている

ESCO（Energy Service Company）について述べる。

エネルギー消費の推移

各部門のエネルギー消費の推移を図１に示す。これによ

ると産業部門のエネルギー消費の伸びは小さいが，業務部

門の伸びが極端に大きくなると予測されている。業務部門

とは，オフィスビル，大規模小売店舗，ホテル，デパート，

病院などから構成されており，エネルギー消費の増加傾向

に歯止めがかけられない状況にある。この部門は従来，規

制なしか第 2種エネルギー管理指定工場の範囲にあること

から，今後，規制の範囲の拡大と強化の対象になりそうで

ある。

再度改正される省エネルギー法の概要

３.１ エネルギー管理指定工場の変更

今回の変更は 1999 年 4 月から施行された現「改正省エ

ネルギー法」（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

の改正法）の再度の変更・内容強化となる。2003 年 4 月

から施行される予定であり，その概要を以下に述べる。ま

た，その内容をまとめたものを表１に示す。

３.１.１ 第 1種エネルギー管理指定工場の対象業種限定の

撤廃

従来，大量のエネルギーを使用する製造業など 5 業種の

工場に限定されていた第 1種エネルギー管理指定工場の指

定対象を，業種で限定することをやめて，全業種に対象を

拡大する。この結果として，大規模オフィスビルなどにも

指定を拡大し，将来的な省エネルギー計画（中長期計画）

の作成・提出，定期の報告などを義務づける。

ただし，今回の改正により，第 1種エネルギー管理指定

工場の指定対象に追加される大規模オフィスビルなどにつ

いては，そのエネルギー需要の実態を踏まえ，エネルギー

管理士資格を有する専門家を事業所ごとに選任する代わり

に，中長期計画の作成時のみエネルギー管理士資格を有す

る者が参画すればよいこととする。

３.１.２ 第 2種エネルギー管理指定工場についての定期報告

工場・事業場におけるエネルギー使用量などの状況につ

いて国が定期的に把握し，より適切な措置を講ずることが

できる仕組みを構築するため，近年の電子政府化により事

業者の負担が軽減されつつある状況なども踏まえ，第 2種

エネルギー管理指定工場に対し，従来のエネルギー使用量

などに関する記録義務に代えて，主務大臣に対しエネル

ギー使用量などを定期的に報告させることとする。

省エネルギーソリューションとESCO
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省エネルギーソリューションとESCO

３.２ 新たに追加される対象

特定建築物（2,000m2 以上の住宅以外の建築物）の建築

主に省エネルギー措置の届出を義務づけるとともに，国土

交通大臣から所轄行政庁（建築基準法に基づく建築主事を

置く市町村長など）に建築物にかかわる指導や助言などに

関する権限を委譲することとする。

なお，本節の記述は 2002 年 3 月経済産業省資源エネル

ギー庁・国土交通省住宅局発行の「エネルギーの使用の合

理化に関する法律の一部を改正する法律案」の抜粋である。

省エネルギー診断から実現できる省エネルギー

対策

今まで述べてきたとおり，エネルギー消費の低減に関す

る法律が強化され，かつ適用範囲が拡大されていることか

ら，今までのように，どちらかというと仕組みや計画に重

点を置いていた省エネルギー活動も“実行・実績”を重視

する時代に突入したといえる。

４.１ 省エネルギー診断活動

富士電機は過去 3年間省エネルギー診断活動を実施して

きた。まず，顧客のドキュメントやデータの管理状況を調

査し，そのうえで省エネルギー診断を実施することにして

いる。工場のウォークスルー調査から意外と簡単に省エネ

ルギー対策アイテムが発見できるはずである。その理由は，

その現場で働いている人にとっては，毎日同じ風景を見て

いるため違和感がなくなり，問題・課題意識が低下するた

めである。そのことを指摘し，自分達で省エネルギー対策
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表１　省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）
　　　改正のポイント 

項　目 
第一種エネルギー 
管理指定工場 

電力 
使用量/年 
（平均需要 
　　電力） 

1,200万kWh以上 
（約6,000～ 
　　　　7,000kW） 

3,000kL以上 
原油換算 
使用量/年 

エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

目標 

①合理化の努力義務 
②エネルギー管理者の 
　選任・届出 
　ただし，民生業務部門 
　については，通常のエ 
　ネルギー管理は従来ど 
　おりエネルギー管理員 
　が行い，中長期計画作 
　成時のみエネルギー管 
　理士の参画が必要とな 
　る。 
③定期報告の提出義務 
④中長期計画（3～5年） 
　の提出義務 

義務 

あり 
罰則 
（罰金） 

約4,200工場 
対象 
（想定） 

　　　　5業種 
（製造業，鉱業，電気供 
給業，ガス供給業，熱供 
給業） 

対象業種を定めない。 
（使用量により決定される。） 

旧対象業種 
　　↓ 
新対象業種 

第二種エネルギー 
管理指定工場 

備考 

電気の 
指定工場 

熱の指定 
工場 

600万kWh以上 
（約3,000～ 
　　　　4,000kW） 

1,500kL以上 

エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

①合理化の努力義務 
②エネルギー管理員の 
　選任・届出 
③エネルギー管理員の 
　定期受講義務 
④定期報告の提出義務 

勧告のみ 
（推測） 

省エネル 
ギーが 
不十分な 
場合 

（約6,000工場・ 
事業所） 

　　　左記以外， 
（ビル，デパート， 
ホテル，学校，病院， 
官公庁など） 

™2003年4月実施予定（■今回改正） 
™エネルギー管理指定工場の変更 

図２　省エネルギー予備診断事前御伺書
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アイテムを発見したように，ストーリーを作ってあげるこ

とが重要となる。

４.１.１ 省エネルギー診断事前準備

省エネルギー診断を実施する場合には，まず顧客に図２

の省エネルギー予備診断事前御伺書を事前に提出し，それ

に記入してもらい，実施する前にその工場のイメージをつ

かみ，そのうえで省エネルギー診断を実施することが重要

となる。富士電機の経験から記入事項が多すぎると記入漏

れが増え，少なすぎると工場など対象のイメージがつかめ

ないことから，表２の省エネルギー予備診断事前御伺書を

考案し，活用している。それにより現場のイメージを把握

し，次の省エネルギー診断を実施することになる。

４.１.２ 実際の省エネルギー診断

省エネルギー診断を実施する場合には，表２に示す 7ポ

イントの視点でウォークスルー調査を実施することを推奨

したい。特に歴史ある古い工場では，すでに使用していな

い多くの不要物がある。中には電気が印加され無負荷損が

長い期間発生している場合があるので，不要物は“廃止・

撤去”する。また，停止できる場合でも停止していないも

のが多くあるので“完全停止”させるとよい。また，運用

形態を少し見直しただけでも停止できる設備があり，無負

荷損を低減できるはずである。現場では意外と電気設備・

機械設備にほこりがたまっていたり，またフィルタなどが

目づまりをおこしていたり，配管にスケールがたまってい

る場合が多いので，こまめに“改修・整備・清掃”するこ

とを推奨する。

次に，圧力・温度に関係するプロセス・設備については

下げられる可能性のあるものについては徹底して下げるこ

と。意外と効果が大きいのに驚くはずである（ただし，冷

水系の場合には温度を上げること）。

次は，エアや蒸気を使用している系統では配管の接続部

や設備自体から漏れが発生していることが多いため，再

シールドや古いビニルホースの交換などを考慮し，“逃が

さない”ことを徹底する。

また，各種炉を使用している工場では，炉自体の効率が

悪いため，廃熱回収による効率向上を検討する（“拾う”）。

そのうえで，古い設備を高効率のものに更新すると，現状

の設備容量よりも小さな容量で更新できるため経済的であ

る。

今まで述べてきた手法で発見した省エネルギー対策アイ

テムを，実際の対策に結び付けることが重要である。
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表２　省エネルギーアイテムの見つけ方 

手法 課　題 行動手法 

①廃止 

工場の現場を第三者の立場で視察し，できるだけ多く疑問を感じることが 
大切である。 

™不要物がないか？ 
™プロセス中にスピードの 
　ミスマッチがないか？ 
™工程の統合により設備・ 
　機器を廃止できないか？ 

設備ごとに更新した歴史を調べ， 
不要物発生や一部更新時の他への 
波及を把握する。 
また，工程の統合計画がある場合 
には事前に廃止できそうな設備・ 
機器を計画し，推進する。 

空調設備の場合，リターン温度な 
どを検出し，台数制御を行う。時 
間的に運転・停止が可能な場合に 
はスケジュール運転により自動制 
御を行う。 
また，複数台の設備を稼動してい 
る場合には運用基準を明確化また 
は改善することにより数台の停止 
を図る。 

②停止 

™スケジュール運転・台数 
　制御により間欠運転がで 
　きないか？ 
™集中生産により設備を計 
　画的に停止できないか？ 

配管のスケールの除去や空調設備 
のフィルタの目づまり清掃など。 

③修理・ 
　　整備 

™汚れ除去など効率低下要 
　因を修理・整備できない 
　か？ 

エアコンプレッサやボイラの圧力 
を下げる。 
ファン・ポンプ類の圧力・流量 
（風量）を下げる。空調の温度を 
下げる。 
照明印加電圧を下げる。 

④下げる 
™圧力，流量，温度などを 
　必要最低限にできない 
　か？ 

工業炉・配管類への断熱材。 
窓ガラスからの冷・暖熱を逃がさ 
ない（断ペイント）。 
圧力低下によるエア漏れや蒸気漏 
れの防止または減少。 

⑤逃がさ 
　　ない 

™保温（断熱），漏れ防止 
　などの対策を行えない 
　か？ 

ボイラのドレイン回収。 
工業炉の廃熱回収（廃熱ボイラ＋ 
吸収式冷凍機）。工業炉の輻射 
（ふくしゃ）熱対策。 
フリークーリング化により冷凍機 
容量を下げる。 

⑥拾う 

™廃熱回収機器の設置など 
　を行えないか？ 
™冬・中旬期の外気活用に 
　よる熱源容量を下げられ 
　ないか？ 

エネルギー供給サイドは不動であ 
るが，今まで需要サイド（デマン 
ド）が高効率化されていないかを 
調べる。その差が大きい場合に 
は，供給サイドの高効率化も推進 
する（変圧器の最適容量化，イン 
バータ化，節電装置化，コンプ 
レッサの台数制御，UPSの更新 
など）。 

⑦効率 
　　向上 

™高効率設備を導入するか， 
　適正容量で運転すること 
　ができないか？ 

表３　省エネルギーアイテム一覧 

分類 省エネルギーアイテム 共通アイテム 

短期対策 
（日常の 
無駄をな 
くす） 

™照明，OA機器のオンオフ管理 
　（不要時の電源オフ徹底） 
™空調温度設定の管理（適正温度 
　設定の遵守） 
™エアコンプレッサの吐出圧低下 
　対策 
™不要設備の廃棄 
™無負荷損低減対策 
™ケーブルドロップ対策 

™計測・記録システムに 
　よるデータベースの構築 
　（EcoPASSIONⅡ，Ⅲ， 
　総合エコ監視システム） 
™ドキュメント管理 
™エネルギー原単位，予測 
　実測管理 
　（EcoANALYST） 

中期対策 
（小設備 
の導入） 

™ファン，ポンプなどへのイン 
　バータ導入（回転数の最適化） 
™高効率照明の採用または照明電 
　源への節電装置導入 
　（電灯電圧の最適化） 
™変圧器の更新，統廃合 
　（容量の適正化・高効率化） 
™エアコンプレッサの台数制御と 
　インバータ化（最適容量制御） 
™エア系配管のループ化 
™透明窓ガラスの断熱ペイント化 
™空調設備のスケジュール発停や 
　サイクリック制御化 
™工業炉の輻射熱対策 
™CO2センサによる給・排気の 
　最適運転制御化 

長期対策 
（大規模 
対策） 

™工業炉の廃熱回収 
™老朽設備の更新 
™生産システムの「少」エネル 
　ギー化 
　（エア駆動式機械の電動式への 
　転換など） 
™コージェネレーション導入 
™氷蓄熱やNAS電池の導入 
™新エネルギーの導入 
　（風力，水力，太陽光，燃料電 
　池，波力） 
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４.２ 実際の省エネルギー対策アイテムとその整理

発見した省エネルギー対策アイテムも，ただ単に羅列す

るだけではどのように対策に結び付けてよいのか判断に迷

うはずである。そこで，省エネルギー対策アイテムを表３

のように短期・中期・長期対策に区分して整理すると，対

策の優先順位が明確になり，実際の対策に結び付きやすく

なるはずである。

短期対策は 1 年以内に，中期対策は１～３年に，長期対

策は３～５年に実施ができる対策アイテムを分類すること

を推奨する。

データベースから実現できる省エネルギー対策

何でもデータを取れば省エネルギー対策アイテムが見つ

かるかというと，そう簡単ではない。まず図３のように分

類別エネルギー消費のセグメントを作成し，どこから進め

るのかという優先順位を決め，その順位に従ってデータ

ベースを構築・解析・加工することが重要である。

５.１ 分類別エネルギー消費のセグメント

前章の「省エネルギー予備診断事前御伺書」の記載から

エネルギー消費セグメントの概略は把握できるが，実際の

稼動・運用に則したより精度の高いエネルギー消費セグメ

ントを把握することが重要である。図３のとおり，エネル

ギー消費セグメントをまとめることも重要であるが，各セ

グメントに対してどんな対策が実施できるのかを併記する

ことも重要である。
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図３　エネルギー管理指定工場におけるエネルギー消費分布と

省エネルギーアイテム
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図４　エコモニタリングシステムの機能構成と製品系列
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５.２ データベース構築のための手法

富士電機ではデータベース構築のツールとしてフレキシ

ブル無線を活用した EcoPASSIONに代表されるエコモニ

タリングシステムを製品系列化している。図４にそのシス

テム構成とその機能・特徴を示す。データベース構築で重

要なことは，省エネルギーに役立つデータを容易に，かつ

安く収集できることである。

５.３ 実際のデータベース構築

図５，図６のような帳票とトレンドグラフにより，日，

月，年報としてデータベースを構築するとよい。特に普段

気がつかない現象もトレンドグラフからは比較的容易に読

み取ることができる。図６，図７，図８のトレンドグラフ

から次に述べる省エネルギー対策アイテムの抽出ができる。

５.４ 実際の省エネルギー対策アイテム

トレンドグラフをながめていると変動の激しい負荷や変

動の少ない負荷，瞬間的に稼動しほとんど無負荷状態で待

機しているような負荷などが理解できる。そのような負荷

特性を十分理解・把握することにより，省エネルギー対策

アイテムとしてピックアップし，実際の対策に結び付ける

ことができる。

５.４.１ 無負荷損の発見（定常エネルギーの削減を狙う）

図６のトレンドグラフから，負荷4は3：00から21：00

まで無負荷損が発生していることが分かる。負荷１，３

については早朝時，無負荷損が発生していることが分か

る。

実際の対策は，ブレーカを切って“完全停止”とした。

これにより年間約 30,000 kWhの省エネルギー効果となっ

た。特に製造工場では生産が主体となっているため，相当

な無負荷損（一般的にエネルギー消費の 5 ％前後といわれ

ている）が発生しており，それが生産量にリンクしない定

常エネルギーとなっているといえる。

誘導加熱用動力と大規模プレスは一体のラインとなっ

ているため，当然電力量は同じトレンドとなることが望

ましいが，図７のように実際はバッチ処理が多く，無駄

なエネルギーを使っている。このようなトレンドグラフ

を作成すると，運用改善により 2 ～ 3 ％の省エネルギー

が達成できる。

研磨機のエア圧力・流量のトレンドグラフを図８に示

す。このグラフから夜間に研磨機が停止しているにもか

かわらずエアコンプレッサが稼動しているのが判明した

ため，完全停止とした。また，研磨機の圧力デマンドの

実力が判明したため，エアコンプレッサの吐出圧を 0.6

MPaから 0.5MPaまで下げられた。その結果，約 8％

の省エネルギーとなった。

５.４.２　運用形態に関する改善提案

上記した無負荷損のほかに運用形態を見直すことで省エ

ネルギー効果の大きな負荷を発見できるはずである。主な

（3）

（2）

（1）
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図７　鍛造工場の電力量トレンドグラフ
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図８　研磨機のエア圧力・流量トレンドグラフ
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対象を以下に述べる。

ポンプ類はフル稼動状態にあるが，バルブで水量を

50 ％に絞っていることが判明した（インバータ化によ

る 60 ％程度の省エネルギーとなった）。

電気炉がほぼフル稼動状態であったが，実際に使用し

ていない場合でも保温という名目で運転されていた

（ルール作りにより，停止する時間帯を検討し，約 10 ％

の省エネルギーに結び付けられる）。

空調設備の中に負荷率が極端に低いものが発見できた

（ルール作りにより，停止する時間帯を検討し，5 ～

10 ％の省エネルギーに結び付けられる）。

鋳物用溶解炉 2基が深夜稼動（約 10 時間）しており，

１工程 3時間で 3 工程の生産を実施していたが，各工程

の時間の余裕を見直し，4 工程にすることで炉１基を停

止することにより，30 ～ 40 ％の省エネルギーに結び付

けられる。

省エネルギーの実施例

多くの省エネルギー対策実施例が発表されているが，本

稿では特に 2003 年から第１種エネルギー管理指定工場に

格上げ対象となっている水処理施設と，エネルギー大量消

費に悩む鋳物工場について説明する。

６.１ 水処理施設

水処理施設は，昼夜を問わず稼動しており，昼夜，四季

を通じて電気を平均して使用している。電力の負荷として

は，主としてポンプ類であり，省エネルギー対象としては，

そのインバータ化および管理事務所の照明・空調関係が主

体となる。

すぐに省エネルギー対策ができるものとしては，比較的

費用をかけずにすむ受電関係の変圧器の無負荷損対策があ

る。変圧器の負荷率が 30 ％以下の場合，変圧器を統廃合

し，負荷率を 40 ～ 60 ％に高め，不要の変圧器を系統から

切り離すことにより，無負荷損失をなくすことができる。

ポンプ類では，電動機のインバータ化が大きな省エネル

ギー対策である。すでにインバータ化が実施されている場

合でもさらなる回転数低下に努力し，省エネルギーに結び

付けることが重要となる。

また，照明・空調については，全体負荷に対する消費電

力量比率は 10 ～ 20 ％と小さい場合が多いが，削減電力量

は現在の消費電力量の 10 ～ 20 ％程度が期待できるので，

省エネルギー対策アイテムとして推進できる。特に照明は

それ自体がエネルギーを消費し，かつ発熱するため空調容

量も消費しているので，照明の容量を削減すると，省エネ

ルギー効果は比較的大きいといえる。具体的な省エネル

ギー対策アイテムを表４に示す。

６.２ 鋳物工場

鋳物工場は電気式溶解炉の消費電力量が 50 ％以上を占

める場合が多く，電気式溶解炉の省エネルギー化がキーポ

イントになる。鋳物工場の特徴は，主に夜間電力による稼

動となるため，電力料金（基本料金＋従量料金）は低く抑

えられているが，さらなるコスト低下が生き残るための必

要条件となる。そのため，省エネルギーによるコスト削減

が重要なテーマとなっている。具体的には溶解炉使用時間

の短縮とサイクル数増による溶解炉の一部停止や，蛍光灯

の間引きによる照度の最適化，照明用として節電装置の導

入，冷房用あるいは給排気用のファン・ポンプのインバー

タ化が対象となる。具体的な省エネルギー対策アイテムを

表５に示す。

ESCO事業の現状

今まで省エネルギーについて述べてきたが，省エネル

ギーを推進するには大きな投資資金の確保，専門技術者の

育成，省エネルギー対策アイテムの発見など広範囲な問題

を検討する必要があるため，実際には推進が困難な場合が

多い。そこで最近話題となっているのが ESCO事業であ

る。ESCO事業では ESCO事業者が上記の問題を解決し

てくれるため，他力で省エネルギー推進ができるメリット

がある。現在，相当数の ESCO事業者がこの市場に参入

している。1997 年 ESCO事業導入研究会が発足し， 1 年

間の市場調査を通して市場規模を推定し，その規模を約２

兆 5千億円とした。また ESCO推進協議会ではその市場

規模を図９のように推測している。図９からも理解できる

が，年々市場は急拡大しているといえる。そこで本章では

ESCO事業を推進するために知っていなければならない必

要条件について述べる。
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表４　水処理施設の省エネルギー対策アイテム 

分　類 省エネルギーアイテム 

™変圧器の統廃合による無負荷損低減対策 
™照明用蛍光灯の間引きおよび不要時の消灯励行 
™空調設定温度の徹底 
™電気量・熱量のデータベース構築 

™事業用ポンプ類のインバータ化 
™照明用節電装置の導入 
™照明器具のリニューアル 
™空調用ファン，ポンプ類のインバータ化 

™事業用ポンプ類の高効率モータへの改修 
™空調システムの更新 
™高効率変圧器への更新 
™新エネルギー（風力，水力，太陽光，燃料電池など）の導入 

短期対策 

中期対策 

長期対策 

表５　鋳物工場の省エネルギー対策アイテム 

分　類 省エネルギーアイテム 

™変圧器の統廃合による無負荷損低減 
™照明用蛍光灯の間引きおよび不要時の消灯励行 
™エア吐出圧力の低減 
™空調設定温度の徹底 

™製造設備用ファン，ポンプ類のインバータ化 
™エアコンプレッサのループ配管および台数制御 
™空調用ファン，ポンプ類のインバータ化 
™照明用節電装置，高効率照明器具の導入 

™溶解炉の排ガス熱回収，輻射熱の活用 
™製造設備の高効率モータへの改修 
™高効率変圧器への更新 

短期対策 

中期対策 

長期対策 
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７.１ 各契約方式による事業内容

現在実用化されている ESCOの契約方式を大別すると

ギャランティードセイビングス契約（節減額保証契約）と

シェアードセイビングス契約（節減額分与契約）の 2 種類

になる。

ギャランティードセイビングス契約の場合

顧客が省エネルギー改修資金の債務者となり ESCO事

業者が節減額を保証する。節減額はすべてが顧客の利益と

して還元され省エネルギー改修費の償還原資とする。

シェアードセイビングス契約の場合

ESCO事業者が省エネルギー改修資金の債務者となり節

減額も保証する。契約期間中は ESCO事業者に節減額を

分与し省エネルギー改修費の償還原資とする。また契約に

よっては償還原資のほかに顧客・ ESCO事業者の利益を

配分する場合もある。ただし両方式とも契約期間終了後の

節減額はすべてが顧客の利益となる。図 に利益配分の内

容を示す。

現状では自治体などの会計年度や経済状況からギャラン

ティードセイビングス方式の採用が多いようであるが，将

来は PFI 的要素のあるシェアードセイビングス方式が増

加するのではないかと思われる。

７.２ 補助金の適用

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の省エ

ネルギー支援策の中で表６に示す補助金が設定されており，

特に ESCO事業は先導的省エネルギービジネスとして承

認されやすいといわれている。

７.３ ESCO事業の課題

ESCO事業は今までにないビジネスモデルであるため本

格的に普及するためには幾つかの課題があり，新たな枠組

みの構築が求められている。

プロジェクトファイナンスの確立と低金利化

エネルギー節減効果を担保とする融資制度が確立するこ

と。

ESCO保険（リスクヘッジ）の確立と低保険料化

ESCO事業に対するリスク保証の概念，損害保険が普及

すること。

公的分野への普及拡大

官公庁は原則単年度会計であり複数年の ESCO契約が

結びにくいという問題がある。自治体は総合的省エネル

ギー対策として ESCOを導入しているケースが増えてき

たが，中央官庁の ESCO導入はこれからの課題である。

また，上記課題が解決すれば，民間への導入の道も開ける

と思われる。

運用上の課題

省エネルギー改修と一般的設備改修の区別が明確でない

場合があり，個々のケースについて ESCOの対象範囲を

明確化する努力が必要である。例えば，古いビルの場合，

空調設備の配管などの更新を ESCOに含めると，節減量

が少なく費用が大きくなるため，採算がとれず大きなリス

クになるなどのことがある。

ESCO事業の事例

ESCO事業の基本的な業務フローを図 に示す。図 は

自治体などで実施される ESCO 事業の一般的な業務フ

ローを表しており，公募・提案形の事業形態といえる。

ESCO事業者にとってまず重要なことはウォークスルー調

査の段階で予想節減率をどこまで高められるかである。既

設建物に関するドキュメント類の閲覧，現場観察，ヒアリ

１１１１
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表６　補助金の適用 

省エネルギー支援策 適　用 

エネルギー使用合理化事業者 
支援事業 

シェアードセイビングスの場合にESCO事 
業者と顧客が協同申請し，資金債務者とな 
るESCO事業者が補助金を受けることがで 
きる。工場，ビル建物などすべての分野が 
対象である。補助率は改修工事費の1/3。 

住宅・建物高効率エネルギー 
システム導入促進事業 

ビル建物のESCOを行う場合，上記と同様 
にESCO事業者が補助金を受けることがで 
きる。ただし，既築ビルの改修では省エネ 
ルギー率20％以上が交付要件の目安とさ 
れている。補助率は改修工事費の1/3。 

地域省エネルギー普及促進対 
策事業 

地方公共団体がギャランティードセイビン 
グス契約のESCOを導入する場合に資金債 
務者となる自治体が補助金を受けることが 
できる。補助率は改修工事費の1/2。 

実施前 

光熱費 
支出 

ESCO契約期間 

光熱費 
支出 

顧客の利益 

返済分 
＋ 

事業者の 
利益 

ESCO契約期間 
終了後 

光熱費 
支出 

顧客の利益 

図１０　シェアードセイビングス契約の利益配分
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図９　ESCO市場推移
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ング情報などを基に実効性の高い省エネルギー施策を構築

する能力が求められる。現場調査を的確に行うことが肝要

であるが，現実には古い建物などでは現存する図面類だけ

では設備の現状を正確に把握できないこともあり，また設

備・機器の運転データなども事前調査の段階では必ずしも

十分には得られないなどの問題点もあった。一方では

ESCO事業としての採算性も重要なポイントであり，限ら

れた情報の中で対象となる建物・設備の特徴，問題点をで

きるだけ深掘りしたうえで，最も効果的と思われる省エネ

ルギー手法を立案できるだけのノウハウが必要であった。

富士電機が実施した ESCOとして石川県保健環境セン

ターの節電対策委託事業を紹介する。これは 1999 年 11 月

に公募があり，提案・審査を経て富士電機が ESCO事業

者に選定され，2000 年 3 月に改修工事を行ったものであ

り，すでに保証値よりも大きな節減効果がでている。その

事業内容の概要を表７に示す。

改修後の節電効果の検証結果は図 に示すとおりであり，

初年度（2001 年度）累計で保証値を上回る 12 ％を達成し

ており顧客にも十分満足をいただいている。

また，2002 年 2 月の大阪府府民センタービル ESCO公

募にて富士電機が最優秀提案者に選定され契約締結を経て

2003 年 3 月完工を目指して改修工事に着手したところで

ある。この事業は複数の業務用ビルを一括した ESCO事

業であり，シェアードセイビングス方式で契約期間を 10

年とした。また NEDO「エネルギー使用合理化事業者支

援事業」の補助金を受けることが決まっている。省エネル

ギー手法としては空調動力系のインバータ化，高効率照明

への更新に加え外気調整などによる空調負荷軽減を積極的

に採り入れ，一次エネルギー換算の省エネルギー率を約

20 ％としている。

また，富士電機の所有している事務所ビルなどを対象に

した ESCO事業も展開している。

あとがき

省エネルギー法の再強化や ESCOの公的分野への率先

導入など，省エネルギーに関する国レベルの施策がより一

層規制・強化される傾向にあるため，エネルギーの使用の

合理化を推進するためのさらなる省エネルギーを推進する

ことが重要となる。そのためには，今後ハードウェア・ソ

フトウェア対応に対し効果的な省エネルギー技術の開発が

さらに重要となるはずである。本稿では今まで富士電機が

活動してきた経験に基づいた省エネルギー対策アイテムの

一部を紹介した。読者各位のお役に立てば幸いである。

参考文献

福田英治ほか．省エネルギーへの取組みとエンジニアリン

グ．富士時報．vol.73，no.7，2000，p.406-412．
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ウォークスルー調査（簡易診断） 

提案書提出（予備提案） 

審査・最優秀提案者選定 

選定事業者による詳細診断 

契約締結 

省エネルギー改修工事実施 

エネルギー削減量の検証 

公募 

包括的エネルギー管理計画策定（最終提案） 

図１１　ESCO事業の業務フロー 表７　石川県保健環境センターESCO事業の概要 

項　目 内　容 

建　物　概　要 

年 間 電 力 量 

削 減 量 保 証 値 

契　約　方　式 

契　約　期　間 

省エネルギー手法 

地上3階　延床面積7,400m2 

177万kWh 

10% 

ギャランティードセイビングス契約 

6年 

™ファン，ポンプのインバータ化 
™照明用節電装置の導入 
™照明用変圧器の高効率化 

積
算
電
力
量
（
万
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h
）
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月 

対策前（2000年度）電力量 

対策後（2001年度）電力量 

1,767,732kWh 

1,553,594kWh

対策前実績（2000年度） 

対策後実績（2001年度） 

図１２　節電効果の検証結果
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太陽光発電システムのプロジェク
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まえがき

地球温暖化問題などの浮上によりエネルギー問題は「安

定供給」のみにとどまらず，「安定供給，環境保全，効率

化の同時達成」が求められるようになってきている。特に

化石燃料に対する依存度が他の先進国に比べて大きい（例

えば，石油依存度は 52 ％）わが国においては，まさに官

民をあげて取り組まなければならない大きな課題となって

いる。このような状況から国産エネルギーであることも含

め，基本的には二酸化炭素（CO2）の排出量がきわめて少

ないという新エネルギーの積極的な導入が求められている。

しかしながら，エネルギー問題解決の救世主になると期待

されている新エネルギーは一般的に発電コストが高く，自

然条件に左右されるなどの課題も抱えている。これまで国

の支援のもと，低コスト化，高効率化を実現し実用化を図

るための技術開発や導入支援が行われてきている。

新エネルギー導入促進

新エネルギーは，「新エネルギー利用等の促進に関する

特別措置法」（新エネルギー法）において，「石油代替エネ

ルギーを製造，発生，利用することなどのうち，経済面で

の制約から普及が進展しておらず，かつその促進を図るこ

とが石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なも

の」と定義されている。具体的には政令において，①太陽

光発電，②風力発電，③太陽熱利用，④温度差エネルギー，

⑤天然ガスコージェネレーション，⑥燃料電池，⑦廃棄物

発電，⑧廃棄物熱利用，⑨廃棄物燃料製造，⑩クリーンエ

ネルギー自動車，⑪天然ガス自動車，⑫雪氷熱利用が掲げ

られている。

新エネルギーの導入目標については，2001 年に総合エ

ネルギー調査会新エネルギー部会において見直しが行われ

た。官民によるコスト低減努力や導入促進のために最大限

の取組みが行われることを前提に 2010 年度において実現

可能と見込まれる目標量が新たに設定され，その導入に向

けての具体的動きが活発になってきている。表１に新エネ

ルギーの実績と 2010 年度見通しと目標（供給サイドの新

エネルギー）を示す。

新エネルギー導入促進の具体的動きの一つとして，2003

年度から導入される見込みとなっている RPS（Renew-

able Power Portfolio Standard）法案（正式名称：電気事

業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）が

ある。

これは，電気事業者の新エネルギーの利用促進を目的と

し，エネルギーセキュリティの確保と環境保全を推進する

ための法案である。その手段として，電気事業者の電力供

給の一定割合を新エネルギーで賄うことを義務づけ，さら

に再生可能エネルギー発電者に対して発行される証書の保

有，売買をも合わせて，その義務の達成を図る制度である。

RPSの対象となる電源は，太陽光発電のほかに，風力，

小水力（政令で定めるもの），地熱，バイオマス（有機物

起源のもの），その他（石油以外のもので，政令で定める

もの）を動力源としているもので，具体的には新エネル

ギー発電（太陽，風力，廃棄物，バイオマス），地熱，中

小水力が対象となる。

本稿では新エネルギーのうち RPSの対象となっている

風力発電および中小水力発電の富士電機の取組みについて

概説する。

風力発電

国内における風力発電設備の導入量は，1995 年時点で

は約 3,000 kWであったが，現在では約 30 万kWである。

また，2010 年までの導入目標量は，300 万kWであり，そ

の後は，オフショア（洋上）風力の建設などにより，2030

年には 3,000 万kWの導入が予想されている。

以下に，富士電機の風力発電設備に対する取組みについ

て述べる。

３.１ ウインドファーム用系統連系設備

富士電機は，1995 年に国内初の本格的風力発電設備

（100 kW× 3台）である山形県立川町の系統連系設備を，
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1999 年には国内初の本格的ウインドファーム（1,000 kW

× 20 台）である（株）トーメンの苫前グリーンヒルウイン

ドパーク向け系統連系設備を，また 2001 年には国内最大

容量のウインドファーム（1,300 kW× 25 台）である（株）

トーメンの岩屋ウインドファーム向け系統連系設備を納入

し，順調な運転を行っている。これらの記録的ウインド

ファームをはじめとし，現在設計中および提案中のウイン

ドファーム用系統連系設備の主な特徴は次のとおりである。

コンパクトな GIS

高効率変圧器

最適な制御・保護・監視システム

多機能型ディジタルリレー

苫前グリーンヒルウインドパーク（図１）に設置した風

力発電装置の概要を以下に述べる。

３.２ 風力発電所全体システム

プロペラ風車の制御方式を大きく分けると表２の区分と

することができる。

高圧配電線または特別高圧電線路に連系する風力発電プ

ラントにおいては，要求仕様として，

系統並入時の電圧変動抑制

有効電力変動（周波数変動）抑制

無効電力変動（電圧変動）抑制

低風速時の発電電力量増大

など，電力系統との共存性と発電電力量の増大による収益

性の向上とが挙げられている。

富士電機は，表２の区分で①に該当する DeWind 社製

風車を提案している。この 600 kW，1,250 kW，および

2,000 kWの風車は，三相交流励磁方式同期発電機（巻線

形誘導発電機＋超同期セルビウス方式による二次励磁）を

適用し，風力発電機自身で電圧調整機能を有することから，

電力系統との共存性を保つことが可能である。また，可変

速運転機能と可変ピッチ機能を有することに加えて大型の

ロータ径を採用していることから，他方式の風力発電機に

比して年間発電電力量の増大（収益性の向上）を図ること

が可能である。

なお，要求仕様の 項に対しては，風車のみでは完全に

満足することができないので，必要に応じて「風力発電設

備用電力安定化装置」の併設を提案している。図２に

DeWind 風車の概観を示す。

３.３ 風力発電設備用電力安定化装置

電力系統の末端などに連系する風力発電設備は，風速・

風向変動に伴う有効電力および無効電力の変動により，高

圧配電線または特別高圧電線路の電圧変動を引き起こす場

合がある。また，離島など比較的系統容量が小さい地点に

おいては，風速・風向変動に起因する有効電力変動により，

（2）

（4）
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連系方式：1回線受電（66kV，20kA，50Hz） 
納入設備：C-GIS（72kV，800A，20kA，50Hz），25MVA昇圧 
　　　　　変圧器（OLTC付き），構内配線用スイッチギヤ，風車サイト用 
　　　　　変圧器，風車サイト用スイッチギヤ 

図１　苫前グリーンヒルウインドパーク

表２　プロペラ風車の制御方式 

制御方式 
区分 

可変速度 

固定速度 

ー 

③ストール＆固定速度 

ストール 

①可変ピッチ＆可変速度 

②可変ピッチ＆固定速度 

可変ピッチ 

表１　新エネルギーの実績と2010年度見通し・目標 

年度別区分 
現行対策維持ケース 

1999年度実績 
2010年度見通し・目標 

原油換算 
（万kL） 

5.3 

3.5 

115 

5.4 

98 

4.1 

4.4 

ー 

457 

693 
（1.2％） 

約5.9億kL

分　類 

発
電
分
野 

熱
利
用
分
野 

太陽光発電 

風力発電 

廃棄物発電 

バイオマス発電 

太陽熱利用 

未利用エネルギー 
（雪氷冷熱を含む） 

廃棄物熱利用 

バイオマス熱利用 

黒液・廃材など 

新エネルギー供給計 
（一次エネルギー供給/構成比） 

一次エネルギー総供給 

設備容量 
（万kW） 

20.9 

8.3 

90 

8.0 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

 

原油換算 
（万kL） 

62 

32 

208 

13 

72 

9.3 

4.4 

ー 

479 

878 
（1.4％） 

約6.2億kL

設備容量 
（万kW） 

254 

78 

175 

16 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

 

目標ケース 

原油換算 
（万kL） 

118 

134 

552 

34 

439 

58 

14 

67 

494 

1,910 
（3％程度） 

約6.0億kL

2010年度/ 
1999年度 

約23倍 

約38倍 

約5倍 

約6倍 

約4倍 

約14倍 

約3倍 

ー 

約1.1倍 

約3倍 

設備容量 
（万kW） 

482 

300 

417 

33 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 
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系統全体の周波数変動を引き起こす場合がある。

したがって，主に風力発電機自身で電圧調整機能を有さ

ない「かご形誘導発電機」を適用している風力発電設備に

おいては，電圧安定化装置として，一般産業や電力会社に

数多くの納入実績を有する静止形無効電力補償装置（SV

C）を併設する場合がある。

なお，周波数安定機能と電圧安定機能との両方を必要と

する地点においては，主に数百msから数分周期の有効・

無効電力変動に応答し，変動成分の逆位相で有効・無効電

力を吸収・放出する「運動エネルギー（フライホイール）

活用型電力安定化装置」の併設を提案している。なお，周

期が数十分から数時間の有効電力変動も抑制する必要があ

る場合は，さらにバッテリー活用型電力安定化装置を併設

するとともに，電力会社の周波数制御装置〔AFC（Auto-

matic Frequency Controller），LFC（Load Frequency

Controller），EDC（Economic Dispatching Controller）

など〕との協調も検討している。

富士電機の「超高速フライホイール電力安定化装置」の

主な仕様を表３に，外観と構造を図３に示す。

本電力安定化装置は，超高速遠心分離機の技術，イン

バータ技術，系統解析技術などを融合させた製品であり，

永久磁石発電機の外側回転子（アウタロータ）を磁気力で

つり上げ，かつ真空中を回転させることにより，回転部お

よび軸受部の損失を低減し，システム全体の高効率化を実

現している。

フル充放電 1千万回を保証する超高速フライホイール電

力安定化装置 FFW-150，FFW-300の外形寸法は，とも

に D600 × W600 × H1,500（mm）と非常にコンパクトで

ある。

この電力安定化装置を，必要な変動抑制容量（最大電力

および貯蔵電力量）に応じて並列接続することにより，数

分から数十分周期の電力変動成分も抑制することが可能と

なる。

３.４ 小型風力と太陽光とのハイブリッドシステム

富士電機は，高圧配電線に連系される風力発電設備の空

きスペースに太陽光発電設備を併設する場合に加えて，商

用電源がない山間部などにおける浄化槽用電源や通信設備

用電源として，また新エネルギー普及や啓発を目的とした

小型風力と太陽光とのハイブリッドシステムを納入してい

る。富士電機が納入した仙丈ケ岳避難小屋ハイブリッドシ

ステムの概要は，以下のとおりである。

用　 途：トイレ（合併浄化槽）用電源，管理用電源，

情報設備用電源

納入設備：風力発電機（16×400W），太陽光発電設

備（屋根 7.7 kW，壁 3.08 kW），インバータ（2×5 kVA），

蓄電池（48V，800Ah），監視・データ記録装置

図４に仙丈ケ岳避難小屋の概観を示す。

富士電機は，風車の特性を理解するのに役立つという目

的も兼ねてツリー状配置としたマイクロ風車も納入してい

る。ツリー状配置は，下方より上方の風車が，また風下よ

り風上の風車が強い風を受け，発電電力が多くなることを

回転数の比較（強い風を受けると回転数が高くなる）で判

断できるようにしたものである。

なお，発電電力量の増大を目的とする場合は，各風車を

（2）

（1）
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図２　DeWind 風車の概観

表３　超高速フライホイール電力安定化装置の仕様 

型式 
項目 

有 効 電 力 

貯蔵電力量 

無 効 電 力 

システム容量 

最大回転数 

0～±100kW 

3,000kW・s 

0～±100kvar 

150kVA 

36,000r/min

FFW-150

0～±200kW 

9,000kW・s 

0～±200kvar 

300kVA 

48,000r/min

FFW-300

図３　超高速フライホイールの外観と構造

図４　仙丈ヶ岳避難小屋の概観
DeWind46/600 600kW DeWind80/2000 2,000kW
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ロータ直径の数倍以上の間隔で個別設置することが望まし

い。図５にツリー状配置マイクロ風車の概観を示す。

３.５ 啓発表示板

自然エネルギーの導入を促進するためには，地域住民の

理解が必要であり，見学者（最近は観光客が多い）へ風力

発電および太陽光発電の様子を，子供たちにも分かりやす

く表示する必要がある。発電電力はもちろん，風速，風向，

温度，日照量に加えて，自然エネルギーで発電した電力量

が，CO2 削減で何トンに相当するか，また原油削減量がド

ラム缶で何本に相当するかなど身近な換算値での表示を

行っている。図６に啓発表示板の概観を示す。

マイクロ水力発電装置の開発状況

国内の水力開発状況を振り返ってみると，100 kW以上

の包蔵水力（1,350 億 kWh）は約 70 ％がすでに開発され

てきた。

1 年間に地表に降った雨や雪が蒸発・浸透で失われるこ

となくすべて海に注ぐものとしたとき，海面に対して持っ

ている位置エネルギーの総和を理論包蔵水力（理論賦存量

ともいう）という（7,180 億 kWh）。この理論包蔵水力の

中で，河川へ流れ込む割合（平均流出率という）が 70 ％

程度といわれている。これから上記 100 kW以上の包蔵水

力を差し引いた数値がマイクロ水力の賦存量となり，これ

は現在国内の原子力の年間発生電力量に相当するといわれ

ている。したがって，国内ではいまだマイクロ水力の開発

地点が多数残されている。このような背景により，これか

らのマイクロ水力の市場に合わせた富士電機の最新の技術

開発の概要を述べる。

４.１ マイクロチューブラ水車

マイクロ水力の開発地点は，比較的低落差であることが

多い。したがって，水車型式としては，小型化が可能な軸

流機である横軸チューブラ水車を選定した。水車の基本形

状は，富士電機の得意機種であるバルブ水車を基本とした。

構造は簡素化と製作費用を低減する目的で，ランナで得ら

れたトルクを発電機に伝達する装置は，効率の高いタイミ

ングベルトを採用した。これにより，水車の回転速度は発

電機に関係なく，対象地点に最適なものを選定することが

できる。また，軸受は汎用品であるころがり軸受を採用し，

潤滑はグリース方式とすることで油が流水中に漏れにくい

構造としている。図７にマイクロチューブラ水車・発電機

の断面図を示す。水は左から右へ流れ，軸流機なので入口

と出口が同軸上にあることから，実物機は配管途中に容易

に据付けが可能となる。ランナベーンとガイドベーンは運

転中に調整することができないので，流量と落差は一定の

地点に適用される。したがって，規格 JEC4001「水車お

よびポンプ水車」に準じた正式な水車の名称は，横軸固定

羽根プロペラ水車となる。

図８に開発された水車の適用範囲を示す。横軸は水車流

量，縦軸は有効落差を対数で表示してあり，図中の斜めの

線は発電機出力を示す。水車は，適用地点を調査した結果

から 3 種類のランナ径（290mm，500mm，760mm）で

シリーズ化している。本図は，ランナ羽根枚数 5枚の適用
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図５　ツリー状配置マイクロ風車

図６　啓発表示板

①発電機　　②ベルトプーリ　　③タイミングベルト 
④ランナ　　⑤ガイドベーン　　⑥ステーベーン 

① ② 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 

⑥ 

図７　水車・発電機断面図
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範囲を示しており，低い有効落差に適用する場合には，3

枚・ 4枚羽根も採用可能である。

マイクロチューブラ水車が適用可能な落差は，ランナの

強度面から 20m 以下であり，落差の制約が大きい。そこ

で高落差対応として直列配置方式を考えた。すなわち，

チューブラ水車を直列に配置することで，20m ×台数の

高落差地点への適用が可能となる。この方式は，上流側水

車の出口旋回流れが下流側水車に流入するため，性能への

影響が予想される。

図９に 2 台直列配置された模型水車の実験中の写真を示

す。実験はブースタポンプで水を循環させる閉ループで行

い，マイクロ水車のランナは 5 枚羽根，基準径 290mmで

ある。実験では図９に示すように，任意の運転が行えるよ

う発電機の代わりに水動力計が配置されている。水車トル

クは，水動力計に取り付けられたアームを，ロードセルを

介して固定することで測定している。このため，測定され

るトルクは，軸受損失とタイミングベルトの損失を含んで

いる。回転速度および水車流量は，それぞれ電磁ピック

アップおよび電磁流量計で測定している。また，有効落差

の測定は，水車入口と出口位置の圧力をディジタルクォー

ツマノメータで測定した。実験は，上下流水車のランナ

ベーンとガイドベーン角度を同じになるよう固定して，有

効落差が一定の状態で回転速度を変えて実施した。なお，

２台の水車の回転速度は，水動力計の負荷を調整すること

により同じ回転速度としている。ガイドベーン開度は，入

口キャビテーションが発生しない運転点のオンカム開度に

て実施した。また，単位回転速度の範囲は，入口キャビ

テーションの発生しない単位回転速度の 65 ％から無拘束

速度までとしている。

図 は，直列配置方式における水車効率特性を示す。横

軸の単位回転速度および縦軸の単位水車流量，効率は，最

高効率点におけるそれぞれの値で除して無次元化されてい

る。本図から，定格範囲においては（1.15 ≦ n11/n11opt ≦

1.25），単位水車流量と効率は上下流水車とも大きな違い

が見られない。これは，水車上流の流れが旋回を有してい

ても単位水車流量に及ぼす影響は少ないことを表している。

水車効率は，単位回転速度が大きくなるに従い上流側に比

べ下流側が高くなっている。また，下流側水車のオンカム

運転点が上流側に比べ単位回転速度の大きい方に移動して

いることが分かる。これは，上流側水車の旋回流れによる

影響であると考えられる。

以上の試験結果から，水車単体でも高性能の特性を示し，

直列配置においても上下流水車はほぼ同じ特性を示したこ

とから，今後は実用機への適用が期待できる。

４.２ 可変速水車

水車はランナ入口のキャビテーション特性から変落差範

囲は制限され，有効落差と最高有効落差の比（以下，変落

差率という）が 60 ％までしか運転できない。変落差の大

きい地点として，ダム直下に設置される維持放流用水車や

長大管路を有する水道設備が考えられる。ダムは季節によ

り流量が変化するので，利用水深により貯水量を調整して

いる。他方，長大管路は総落差が一定でも流量の変化によ

り，管路の摩擦損失により有効落差は大幅に変化する。こ

のような変落差水車に適する技術として，可変速水車が考

えられる。水車は一般に定速機であるが，可変速機を適用

した例は極数変換発電機以外に揚水発電所の自動周波数制

御を目的に開発された二次側励磁制御の大型機しかなかっ

た。しかし，可変速揚水機は膨大なコストがかかる。

他方，省エネルギーを目的に送風機などに汎用品のイン

バータやコンバータを組み合わせた可変速機が普及してき

ている。この技術を応用して，変落差対応のマイクロ水力

の可変速システムを開発した。

図 にこのシステムの概念図を示す。実験では市販のか

ご形誘導電動機を発電機として使用した。すなわち，すべ

り s＜ 0での運転となる。図 に示す富士電機の可変速マ１１

１１

（5）

（4）

１０
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図９　マイクロチューブラ水車模型試験
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図１０　水車プロペラ特性



新エネルギーソリューション

イクロ水力のインバータは誘導発電機の励磁用コンバータ

として利用し，回生コンバータは出力用インバータとして

利用する。一次側励磁周波数を F，一次側励磁電圧を V

とすると，発電機の特性上磁気飽和防止のため，Fを制御

する場合は V/F= 一定となるように Vも同時に制御する

必要がある（V/F一定制御）。定格電圧 200V，定格周波

数 50Hzに設定したときの V/F比を 1.0と表示し，周波数

は定格に固定，電圧は定格電圧の 0.4 ～ 0.9 倍に設定した

ときの V/F比をそれぞれ 0.4 ～ 0.9と表示する。

図 は，横軸に変落差率，縦軸には回転速度比（回転速

度/定格回転速度）と最適 V/F比を示したものである。こ

の図から，落差が低下すると最適 V/F比と回転速度は低

下する。

図 に定速機と可変速機の落差変化に応じた効率の比較

を示す。可変速機は，上述の最適 V/F比制御を行った試

験結果である。この図から変落差の大きな地点においては，

本システムが有効であることが理解できる。ただし，実験

に用いた水車，発電機，汎用インバータ，汎用コンバータ

の定格容量は，試験設備の都合上，1.5 kW，3.7 kW，5.5

kW，7.5 kWと水車容量に比べて大きいものを用いたので，

システムの最適設計点からはかなり離れたところで運転し

ている。したがって，電力変換装置の損失も相対的に大き

く，全体的に低い効率を示している。実物機では，開発地

点に合った最適な容量の選定が可能となるので，各性能は

大幅に改善されると考えられる。

本システムは，全体の価格が大幅に上昇しないだけでは

なく，一次側周波数を制御することにより非常に広い範囲

で回転速度の調整が可能となる。しかし，汎用機のコン

バータを用いるので容量はおよそ 400 kW以下にしか適用

できないが，マイクロ水力だからこそ実現できた技術であ

る。

あとがき

日本では，2003 年 4 月から「電気事業者による新エネ

ルギー等の利用に関する特別措置法」（いわゆる RPS）の

施行が予定されている。この法律の新エネルギーの中に含

まれる風力発電や小水力発電は RPS 事業が実現できる発

電装置として期待されている。日本は太陽エネルギー，風

力，水力資源に恵まれた国であり，これらの資源を有効活

用することによって CO2などを排出しない環境に優しい

発電システムが，さらに普及促進していくことを願ってい

る。
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富士電機の可変速マイクロ水力 

インバータ 系統 発電機 回生コンバータ 

AC→DC周波数 
制御 

水車 

DC→AC

省エネルギーの可変速送風機 

インバータ 電源 電動機 

AC←DC周波数 
制御 

送風機 

DC←AC

図１１　可変速システム制御方式
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まえがき

現代社会はエネルギー多消費型社会である。エネルギー

多消費型社会への対応として，わが国ではエネルギーの安

定供給（Energy Security），環境保全（Environmental

Protection），経済成長（Economy Growth）のいわゆる

3Eの同時達成を目指している。一方，地球環境問題は人

類最大の課題になると予測され，その歯止めとして「気候

変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP3）では，2010

年に二酸化炭素（CO2）レベルを 1990 年比 6 ％削減が宣

言された。わが国でも「経済大国」から「環境大国」への

転換を図っており，エネルギー対策は環境問題の解決の手

法として大きくクローズアップされてきた。産業界におい

ては生き残りをかけた企業リスクヘッジと環境会計の公表

などに見られるような環境経営へのシフトが加速しており，

以前のように経済面からのエネルギー対策でなく，環境面

に配慮したエネルギー対策の側面が大きくなっている。

本稿においては，エネルギー管理を環境経営に不可欠，

有用な新たなシステムとしてとらえ，企業が今後あるべき

エネルギーの管理手法についての問題を提起する。

エネルギー管理と環境マネジメントシステム

２.１ エネルギー管理システムの変遷

図１にエネルギー管理システムの動向を示す。

富士電機のエネルギー管理システムは鉄鋼プラントやビ

ル管理の計測管理システムとして発達してきた。例えば鉄

鋼プラントでは，石炭，石油，電力などの購入物と生産プ

ロセスで発生する各種ガス，蒸気，電力などの副生物をい

かに効率的に運用し，コストを抑えるかに力点がおかれた。

1990 年代に入り，企業の省エネルギー意識が高まり，各

事業所では電力やガス，水道などのエネルギーをきめ細か

環境経営を目指すエネルギー管理システム
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図１　エネルギー管理システムの動向
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く計測し，問題点を改善してエネルギー削減に努めてきた。

しかし，各事業所のエネルギー削減対策は費用対効果の漸

減，対策アイテムの枯渇，経済状況の低迷などにより，限

界に達している。近年，海外グローバル戦略を推進する企

業などでは，エネルギーを単に生産品のユーティリティと

考えるのでなく，環境保全のための主要アイテムとしてと

らえ，環境全般の保全対策，コスト，効果を担うものとし

て，関連会社を含めた全事業所で把握し，環境経営の主要

指標としている。

２.２ 環境マネジメントシステムとエネルギー管理システム

富士電機の環境保全活動の取組みを表１に示す。

環境経営においては，環境保全活動を積極的に実施する

過程で，企業は新たな利益を生むことを目的としている。

環境マネジメントシステム（EMS）は環境保全活動を推

進する仕組みである。富士電機は EMSを効果的に推進す

るツールとして，環境情報管理システム「Eco_MEIS

TER」（エコマイスター，登録商標）を各事業所に順次導

入中である。Eco_MEISTERは図２に示すように各事業

所のエネルギーを含む各種情報を効率よく収集，分析し，

企業の環境会計に反映させるものである。環境会計システ

ムにおいてはマテリアルフロー手法などを用いて企業の財

務会計と連動させ，効果を最大限に発揮させる。次章以後

に，エネルギー管理システムの概要，導入例，さらに収

集・分析機能を持つ環境データベースの機能を説明する。

富士電機のエネルギー管理システム

３.１ システムの概要

図３にシステム構成を示す。

富士電機のエネルギー管理システムの特徴は，Plan：

「管理計画の策定」，Do：「実施」，Check：「評価」，

Action：「方針見直し」の四つの局面に対応するさまざま

な機能を備え，環境保全活動への自主的な取組みを実現す

る支援環境を提供することである。計測システムから収集

されたデータ（電力量，温度，流量，圧力など）を一元管

理し，そのデータを多角的に分析・評価することで各種エ

ネルギーの使用状態（種類，場所，使用量）を把握し，省

エネルギー管理サイクル「計測，解析，対策，評価」に重
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図２　Eco_MEISTERの機能
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図３　エネルギー管理システムの構成

表１　環境保全活動への取組み 

項目 

分類 
第1ステップ 

環境対応 

第2ステップ 
（今まで） 

環境保全 

第3ステップ 
（目標） 

環境経営 

概　　要 
™法規制への対応 
™顧客・競合への 
　対応 

™自主計画， 
　活動 

™環境保全と企業利益の 
　同軸での追求（共存） 

活動内容 
™法規制に追随し 
　た後追いの活動 

™省エネルギー， 
　省資源活動 

™QCDを追求した環境 
　保全活動 
™製品設計の改革 
™新環境機器，システム 
　の創造 
™顧客，地域住民との 
　新しい信頼関係 

支援 
システム 

™省エネルギー 
　機器，管理シ 
　ステム 

™環境情報管理システム 
　（Eco_MEISTER） 
™環境会計システム 
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点をおいたデータ解析により省エネルギーを支援する。

３.２ 飼料メーカーへの納入例

図４に納入例を示す。

本飼料工場は，熱および電気の第１種エネルギー管理指

定工場であり，主要設備におけるエネルギー使用量を把握

し，毎年の定期報告が義務づけられている。また，飼料工

場という特質から，管理場所が広範囲に分散するとともに，

全体で膨大なエネルギーを必要とする。しかし，現在は一

部を除いて工場全体の使用量しか把握できていなかった。

ここに，エネルギー管理システムを導入することで，主要

設備ごとにエネルギーの使用状況を把握することが可能に

なり，問題点の発見および改善後の効果の確認が可能と

なった。本システムは，現場からの計測データを無線ネッ

トワークを利用したモニタリングシステム「EcoPAS

SION」によりデータを収集している。無線ネットワーク

の採用により，配線ケーブルが大幅に削減でき，配線施工

工事に比し 40 ％の工事費の削減，施工期間の短縮が実現

できた。また，計測点の追加などには，無線局のみの増設

で対応可能なため柔軟性に富んだシステムとなった。

エネルギー管理システムでは，モニタリングで収集した

データを一元管理しグラフ，表などのデータ解析により，

各種エネルギーの使用状態（種類，場所，使用量）の把握

を行っている。また，工場の生産管理システムと連携し，

原単位換算などの省エネルギー効果を算出している。この

ように，工場では省エネルギー管理サイクル「計測，解析，

対策，評価」に重点をおいたデータ解析を行い，環境保全

活動を支援する環境を構築した。

エネルギー管理システムのデータベース

エネルギー管理システムの中核を担うのが環境データ

ベース（EcoBASE）である。図５にシステム構成，図６

にデータの流れを示す。環境データベースは，事業所や全

社のエネルギー使用量などの環境データをデータベースと

して一元管理し，その経年の実績評価や温暖化効果ガス

（CO2など）排出量換算などの分析と公開を目的とし，次

の特徴がある。

エネルギー使用量，廃棄物量などの各種計測システム

からのデータ自動収集

環境保全活動に即した組織や製造ラインごとのデータ

管理

環境保全対策とその効果，および原単位換算などさま

ざまな視点での分析

すなわち，収集と点検の一元管理とデータ分析により，

環境データ管理の PDCAサイクルのスパイラルアップを

支援するシステムである。また，効果として，収集の自動

化による収集作業や一元管理による管理作業を軽減すると

ともに，組織や製造ラインごとのデータ公開による従業員

の環境意識の向上，環境負荷リスクに対する経営判断の迅

速化などがある。

４.１ データ収集

計測システムからネットワークを介した自動収集では，

（3）

（2）

（1）
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図６　EcoBASEのデータの流れ
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図４　エネルギー管理システムの納入例



環境経営を目指すエネルギー管理システム

インタフェースとして XML（eXtensible Markup Lan-

guage）を用い汎用化するとともに，計測システムとの自

動ネゴシエーション機能により計測情報などのシステム連

携を自動化することで，管理負荷の軽減を図っている。ま

た，計測システムから収集できないデータは，ブラウザを

介した手入力機能を用いて登録できるようにし，測定環境

に応じた柔軟なシステム構築が可能である。

４.２ データ管理

収集したデータは，あらかじめ設定した組織などの階層

ごとに自動換算して管理し，その公開は管理者の承認を必

要とする。さらに，温暖化効果ガス排出量などに換算する

データは環境負荷グループとして定義し，複数のデータを

同一指標として分析できる。図７に EcoBASEの画面例を

示す。

４.３ 分析と活用

分析では，主に下記グラフ機能をサポートし，ブラウザ

で参照可能である。

™環境負荷目標：計画設定した目標値に対する実績達成

度の表示（棒グラフ＋折れ線グラフ）

™環境負荷比率：事業所ごと・全社での環境負荷の比率

表示（円グラフ）

™原単位：環境負荷の利用効率の変化表示（棒グラフ＋

折れ線グラフ）

また，システムを階層化し，複数の事業所の環境データ

を本社で集計管理などができるとともに，環境会計システ

ムなど他環境情報システムと連携させ，環境データの多角

的な分析を可能とする。

エネルギー管理システム導入による効果

エネルギー削減実績および目標の明確化

実エネルギーの消費実態が電気，ガス，水道など種別，

時間別，使用先別に明確になるとともに，料金表とのマト

リックス計算によりコスト計算され総合的価格管理に反映

できる。また，改善目標値の明確化と裏付けデータの管理

が容易となる。

改善項目，施策の効果の明確化

改善項目の発掘が容易となり，シミュレーション手法な

どにより効果が可視化され，エネルギー改善の PDCAサ

イクルを効率よくまわすことができる。

環境パフォーマンスの向上

™環境 ISOの維持，管理が容易となる。

™地域住民へのアカウンタビリティを支援する。

™自社の環境意識向上，パフォーマンスを向上させる。

あとがき

環境経営に役立つ，新しいエネルギー管理システムの考

え方を述べた。環境経営という概念も，エネルギー管理シ

ステムの考え方もまだまだ定着したとはいえず，一見，環

境に関するコストと企業の利益は相反すると思われがちで

ある。しかし，環境をおろそかにする企業は将来，絶対に

生き残れないといわれており，富士電機は今後とも，環境

経営の確立に取り組むとともに，豊かでゆとりある生活を

実現するため，努力する所存である。

参考文献

富士電機環境報告書（2001）．

福田英治ほか．省エネルギーへの取組みとエンジニアリン

グ．富士時報．vol.73，no.7，2000，p.406-412．

松本祥一ほか．企業の環境保護活動を支援する情報管理シ

ステム．富士時報．vol.74，no.9，2001，p.522-525．

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.11 2002

624（26）
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まえがき

電気，熱，蒸気，空気などさまざまなエネルギー源を必

要とする工場，事務所，病院，大型ビルなどの設備に対し，

通常，電力・ガスなどの購入も含め，各種発電機，ボイラ，

吸収式冷凍機などさまざまな機器でエネルギーが供給され

ている。

これらの機器によるプラントは，電気エネルギーを供給

するだけの発電機を導入するいわゆるモノジェネレーショ

ン，発電機の排熱を利用するコージェネレーション，コー

ジェネレーションとボイラなどの別の熱源を利用する場合

など，さまざまなエネルギー供給形態から，設備に合った

最適な形態が選択されている。これらのエネルギープラン

トでは，エネルギー供給のために年間膨大な運用費用がか

かっており，この運用費用の削減および近年脚光を浴びて

いる環境負荷の低減，つまりエネルギープラントの最適運

用が大きな課題となっている。

このエネルギープラントの最適運用のためには， 負荷

予測機能， プラントモデル化機能， 最適運用決定機

能という三つの基本機能が必要となる（図１参照）。つま

り，さまざまな負荷がどのように利用されるのかという各

種負荷に対する未来の負荷予測を行い（①），最適運用決

定機能により，各種エネルギーバランスおよび機器制約を

考慮したうえで，運用費および環境負荷の最小化を達成で

きるように制御候補を生成し（②），これをプラントの機

器特性および機器連携を模擬したプラントモデル化機能に

与え，運用シミュレーションを行い制御結果を返してもら

い（③），②，③を繰り返しながら最適な運用を決定する。

本稿では，富士電機がエネルギープラント最適運用に提

供している各種技術を説明する。また，エネルギープラン

ト最適運用ツールとして，富士電機の各技術を組み込むプ

ラットフォームとして最適であるスペクトラム PowerCC

（以下，PowerCCと略す）について説明する。

予測・モデル化ツール

２.１ 予測・モデル化における課題

エネルギープラントの最適運用のためには，さまざまな

負荷の予測，およびさまざまなプラントモデルを実現する

必要がある。図１では，電気負荷，熱負荷，蒸気負荷，空

気負荷などの特性が異なる負荷が予測対象となる。これら

の負荷は，工場の操業予定に影響されたり，気象条件に影

響されたり，毎日ほぼ一定の傾向を示すなど，さまざまな

特性を有している。また，線形モデルで精度よく予測でき

る場合もあれば，非線形モデルによる予測が必要な場合も

あり，さまざまな負荷特性に対応した負荷予測ツールが必

要となる。

また，プラントのモデル化においては，各種プラント機

器の入力と出力の関係を入出力特性式として数式で表現す

る。例えばボイラであれば，燃料流量を入力として蒸気流

量を出力するような特性式で表現する。この特性式は線形

式で表現できる場合もあるが，二次式のような非線形の高

次多項式によるモデルが必要な場合もある。また，数式で

は表現できないような現場の運用ルールなどを考慮する必

要がある。一例をあげると，機器の起動の優先順位や機器

の稼動時間の平滑化などがあり，運用上の制約条件として

考慮が必要である。

２.２ 予測・モデル化のツール

富士電機では，上述したような負荷予測に対するツール

として，パターン予測方式，重回帰方式，ニューラルネッ

トワーク方式を開発している。パターン予測方式は過去の

（c）（b）

（a）
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図１　エネルギープラント最適運用の概念



エネルギープラント最適運用ツール

負荷実績のうち，現在の状況に最も類似している実績を検

索し負荷予測値とする方式である。重回帰方式は気温・湿

度などの感度を線形式で近似し利用する重回帰式による方

法である。ニューラルネットワークは過去の実績を学習し

て非線形予測モデルを構築し，現在の状況に最も合う負荷

を予測する方式である（表１）。

また，モデル化については，重回帰に基づいた線形式で

プラント特性を近似する方法，非線形な特性を考慮するた

めに化学プラントのモデル化などで利用されている応答曲

面法，非線形特性を容易にモデル化可能であるニューラル

ネットワークなどの方法を開発している。さらに，台数制

御などのローカル制御が行われている機器や，プラント固

有の運用ルールなどに基づいて運転されている機器もある。

これらは単純な if-thenルールなどを用いて表現する方法

や，さまざまな運用者の運用ノウハウをエキスパートシス

テムとして構築する方法，人間のあいまいな判断をファ

ジィ推論として実現する方法，プラントの動作をロジック

として表現するなどさまざまな表現方式で機器の特性のモ

デル化を可能としている。

本稿では，このような予測・モデル化ツールの中でも富

士電機が独自に開発した構造化ニューラルネットワークと

クラスタリング手法を用いた自動モデル化ツールについて

説明する。

２.３ 構造化ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは非線形のモデル化能力，およ

び学習能力を有しており，パターン認識，診断，予測など

の多くの分野で応用が進められている。しかし，最適な

ネットワーク構造が事前に得られないため試行錯誤的に学

習しなければならないこと，内部がブラックボックスであ

るため，出力理由の説明が困難であることが高い安全性や

信頼性を必要とする分野においては大きな課題となってい

た。

これに対し，富士電機が独自に開発した構造化ニューラ

ルネットワークは，内部を入力因子ごとに構造化すること

で出力理由の説明を可能とし，学習過程で不要な素子や結

合を削除するため構造を最適化できる。図２に構造化

ニューラルネットワークの概要を示す。任意の入力因子グ

ループにのみ結合する中間層素子（疎結合部分）とすべて

の入力因子と結合する中間層素子（全結合部分）により構

成される。疎結合部分の構造により，任意の入力因子グ

ループごとの入出力特性を解析することが可能であり，全

結合部分の構造により，従来のニューラルネットワークと

同等の性能を維持することを可能としている。

２.４ クラスタリング応用自動モデル化ツール

一般的に予測，診断などの問題に対してニューラルネッ

トワークを適用する場合，単一のニューラルネットワーク

モデルでは精度のよいモデルが構築できない。このためモ

デル化対象となるデータを複数の区間に分割し，それぞれ

のデータ区間ごとにニューラルネットワークモデルを構築

する方法が用いられている。このような複数のモデルを構

成する場合，従来は人手により経験的，試行錯誤的に行わ

れており非常に労力がかかっていた。また，構築したモデ

ルの精度が適切でない場合もあった。

これに対して富士電機はクラスタリング手法を応用する

ことで，自動的にモデル構成を決定しモデル化を行う自動

モデル化ツールを開発した。図３に開発手法の概略フロー

を示す。開発手法では，まず階層的または非階層的クラス

タリング手法を適用してモデル化の対象となるデータ空間

を分割する。次にデータ空間ごとに入力因子を決定し，モ

デル構築を行う。モデルにはニューラルネットワークや重

回帰式などを用いることが可能である。続いて，全データ

空間のモデル化精度が向上するようにデータ空間の補正と，

（2）

（1）
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疎結合部分 
（独立した成分） 

全結合部分 
（相互作用成分） 出力層 

中間層 

×2×1 入力層 

図２　構造化ニューラルネットワークの概要

表１　各種モデル化手法の比較 

モデル化手法 

項　目 
重回帰方式 

× 

○ 

× 

○ 

○ 

△ 

非線形モデル化能力 

出力理由説明 

モデル構造決定 

学習時間 

予測時間 

総合評価 

従来型NN 

○ 

× 

△ 

△ 

○ 

△ 

構造化NN 

○ 

○ 

○ 

×〈注〉 

○ 

○ 

〈注〉学習中にニューラルネットワーク（NN）の構造決定も同時に行うため。 

スタート 

データ空間の分割 

入力因子の決定 

モデル構築 

モデル精度評価 

終了条件判定 

データ空間の補正 

エンド 

図３　自動モデル化ツールの概略フロー
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それに基づくモデルの再構築を行う。開発方式はデータ空

間内における入出力因子の相関関係が向上するようにクラ

スタを融合していくことで，従来の人手でデータ分割を行

う場合に比べて高精度のモデル化を可能としている。

最適運用決定ツール

３.１ 最適運用決定上の課題と解決方法

エネルギープラントの最適運用の決定においては，以下

のような課題がある。

発電機，ボイラ，熱交換器などの出力は連続量であり，

機器の起動・停止などは起動か停止の 2 値の離散値とな

る。したがって，連続量と離散量を同時に扱うことが必

要となる。

例えば，ごみや RDF（Refuse Derived Fuel）などを

扱う場合，燃焼カロリーにばらつきがある。また，輸送

されてくるごみや RDF量などにもばらつきがある。こ

のようなばらつきが大きい場合，ばらつきがあることを

前提とした最適化が必要となる。

章で述べたように，機器の特性として数式で表現で

きないものがある場合，これを考慮した最適化を行う必

要がある。

上記， については，線形および非線形の混合整数計画

問題を解く必要がある。従来の線形混合整数計画問題の場

合，分枝限定法などの数理計画法を利用することが可能で

ある。しかし，非線形混合整数計画問題については，従来，

有効な方法が存在しなかった。これに対し，近年脚光をあ

びているメタヒューリスティクス（Meta-Heuristics：MH）

と呼ばれる最適化技術は，非線形混合整数計画問題を容易

に扱うことができ，エネルギープラント最適運用に有効で

ある。また， については，従来の数理計画法ではすべて

数式で表現し，図１の最適運用決定機能とプラントモデル

化機能を同時に数学的に解かなければならなかったため，

扱うことができなかった。これに対し，MHでは機器の特

性を表現するプラントモデルと最適運用決定を完全に独立

させることが可能であるため，プラントモデルは自由に作

成することが可能である。これにより，ボイラなどの台数

制御やプラント固有の運用ルールなどを if-thenルールや

ファジィ，ニューラルネット，プログラマブルコントロー

ラなどのロジックなど，適切な方法で表現可能である。

については，不確定性を考慮した最適化技術が必要と

なる。このような技術は，特に近年，リスクヘッジあるい

は金融工学を中心として開発されてきている。この技術で

は不確定性をシナリオにより定量化し，さまざまなシナリ

オを考慮したうえで，期待値が最大になるような運用を選

択する。

以下では，プラント最適運用に富士電機が用いている

MH手法および不確定性を考慮した最適化手法について説

明する。

３.２ メタヒューリスティクス

従来の発見的アルゴリズム（ヒューリスティクス）は，

問題に依存したノウハウなどをそのまま表現していた。こ

れに対し，ＭＨは，物理現象や生物・生命にかかわる動き

の模擬を利用して問題に依存しない一般的な探索の枠組み

を開発した手法である。

MH手法には，遺伝的アルゴリズム（Genetic Algo-

rithm：GA），シミュレーティッドアニーリング（Simu-

lated Annealing：SA），タブサーチ（Tabu Search：TS），

Particle Swarm Optimization（PSO）などのさまざまな

方法がある。GAは問題を遺伝子で表現し，複数の遺伝子

を用いた交差・突然変異などの遺伝子操作および自然淘汰

による世代交代により解を探索する。SAは，鉄が液体状

態から固体状態に冷えて固まる際に，分子レベルでは振動

が徐々に小さくなりエネルギー最小の状態になることを模

擬して解を探索する。TSは，前に探索した解に戻ること

はタブー（禁止）として，タブーとする解のリスト（タ

ブーリスト）を利用して解を探索する。PSOは，渡り鳥

などの群れがうまく集団で飛んでいく様子や，人間の集団

が個人の情報を集団内でうまく共有しながら解を導き出す

過程を模擬することにより解を探索する。

それぞれの手法の比較を表２に示す。GAが 1970 年代

と最も古いが，他の手法は 1980 年代，1990 年代に入って

から開発されてきており，まだまだ発展途上にある新しい

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）（3）

（2）

（3）

（1）
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（2）
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表２　メタヒューリスティク手法の比較 

項目 
手法 

開発時期 

対象問題 

状態変数 

探索点数 

解の保証 

実行時間 

特　　徴 

1970年代 

組合せ最適化問題 

○ 

解全体が良い方向にいく 
ことは保証されている。 

近年は，多目的最適化問題 
への適用有効性が検討され 
ている。 

離散変数 

多点探索 

1983年 

組合せ最適化問題 

△ 

大域最適解が得られることが 
保証されている。 

長時間をかければ良質な解が 
得られる。 

離散変数 

1点探索 

1989年 

組合せ最適化問題 

◎ 

数学的な保証はない。 

組合せ最適化問題に対し，一般的に 
GA，SAより短時間に良質な解が得 
られる。 

離散変数 

1点探索 

1995年 

GA SA TS PSO

連続型最適化問題 
混合整数非線形最適化問題 

◎ 

探索の振る舞いを数学的に解析する 
試みが始められている。 

従来法では解を求めることが困難であった 
混合整数非線形最適化問題に対し，短時間 
で良質な解が得られる。 

連続変数，離散変数 

多点探索 
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手法である。組合せ最適化とは，さまざまな解の組合せ

（例えば，発電機 10 台の中から起動する 2 台を選択する組

合せなど）の中から最適な組合せを見つける問題であり，

連続型最適化とは，連続変数（例えば，10 台の発電機の

それぞれの経済的な出力値など）の中から最適な値を見つ

ける問題である。また，混合整数非線形最適化問題とは，

上述のように離散変数と連続変数を両方含むような状態変

数に対して，最適な値を見つける問題であり，エネルギー

プラントの最適運用は，この問題となる。GA，SA，TS

は離散変数を利用した組合せ最適化問題に適用可能である

が，PSOは，連続型最適化問題および混合整数非線形最

適化問題に適用可能であり，手法ごとに適用できる対象問

題が異なっている。発電機出力などを連続値ではなく，幾

つかの離散値から選択するようにすれば混合整数非線形最

適化問題を組合せ最適化問題に変換することが可能である

ため，GA，SA，TSなども適用可能である。しかし，こ

の場合，離散値から最適解を選択するようになるため，離

散化の方法を工夫しないと良質な解が得られない場合があ

る。

３.３ メタヒューリスティクスを用いた最適運用

上述の各種ＭＨ手法を用いた最適運用は以下のようにな

る。各制御刻み（例えば，30 分や１時間ごと）の各燃料

注入量，制御出力値，および起動・停止状態を変更できる

機器の各起動・停止状態を状態変数とし，以下のように定

式化できる。

３.３.１ 目的関数

目的関数は，以下のような項から成るとする。

対象期間のプラント運用費用最小化

対象期間の環境負荷最小化

対象期間のペナルティ（需給バランス不均衡量，機器

特性制約逸脱量など）

上記項の重み付けした線形和を目的関数とする。

３.３.２ 制約条件

各負荷種別ごとの需給バランス

電気系，熱系，空気系などそれぞれのエネルギーに対す

る需要と供給のバランスに関する制約

各機器の特性上の制約

各機器の入出力限界，起動・停止時間などの特性上およ

び運用上の制約

３.４ 不確定性を考慮した最適運用方式

３.３節までに述べた方法は，機器特性などが確定的であ

る場合であるが，例えば，ごみ発電や RDF発電などは，

プラントに入力されるごみや RDFの品質によって得られ

る燃焼カロリーが異なり，このような不確定性を考慮した

うえで最適運用を決定する必要がある。

株式分野では，不確定な株の市場価格を考慮しながらど

のような銘柄の株に分散投資すれば最も投資効果が得られ

るかという最適ポートフォリオ技術が開発されている。最

適ポートフォリオの最も一般的な方法は「平均・分散モデ

ル」と呼ばれる。これは，さまざまなシナリオとその確率

を利用して，リターンの平均（期待値）およびその分散

（損をしたり得をしたりすること）が小さくなるようにす

るような定式化になっている。富士電機は，この平均・分

散モデルの概念を用いて，プラントの各種不確定性を考慮

した最適運用方式を開発している。最適運用を検討する場

合，例えば，先ほどの例の場合，燃焼カロリーが低い場合，

平均的な場合，高い場合などのシナリオを検討し，この確

率を実績値により設定することができる。このようなシナ

リオを考慮することにより，例えば，以下のような目的関

数とすることができる。

目的関数：①売電額の期待値最大化

②売電額の分散最小化

つまり，このような定式化により売電額が低くなったり

高くなったりする差をできるだけ少なくして売電額の平均

値を最大化することが可能となり，ごみ発電や RDF発電

のメリットを有効に利用することが可能となる。

以上，エネルギープラント最適運用に富士電機が提供し

ているツールを表３にまとめる。

PowerCC

上述のさまざまな機能を利用してエネルギープラント最

適運用システムを構築する場合，各機能のパッケージ化，

システムに合った機能の組込み変更の容易さなどが必要と

なる。また，基本機能として，SCADA（Supervisory

Control And Data Acquisition）機能，プラント機器との

インタフェース，実績データ管理などの機能が必要となる。

このような基本機能のもとで，各機能のパッケージ化，可

搬性などを実現したツールとして富士電機は PowerCCを

提供している。

PowerCCは，ドイツ・シーメンス社が開発したエネル

ギー管理のパッケージであり，CIM（Common Informa-

tion Model）モデルなどの標準規格およびディファクトス

タンダードの組合せのみでエネルギープラント，IPP（In-

dependent Power Producer）， PPS（ Power Producer

（9）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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表３　富士電機のエネルギープラント最適運用ツール 

項　目 

予測・ 
モデル化 

最適運用 
決定 
（確定， 
不確定） 

ツール 概　要 

パターン負荷予測 

重回帰負荷予測 

負荷がほとんど一定の傾向を示す 
場合 

負荷の特性が線形で表現できる 
場合 

構造化NN負荷予測 負荷の特性に非線形性がある場合 

クラスタリング 
応用自動モデル化 

重回帰，構造化NNなどのモデル 
構成（平日と休日にデータを分け 
て二つのモデルを構築するなど） 
自動生成する。 

数理計画法 
（分枝限定法） 

線形モデルですべて表現可能な 
場合 

メタヒューリスティクス 
（GA，SA，TS，PSO） 

非線形やモデル特性や数式で表現 
できないルールなどを扱う必要が 
ある場合 
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and Supplier）などの産業向けおよび電力向け計画・運用

支援システムを構築可能である。

図４に PowerCCを用いてエネルギープラント最適運用

を実現する場合の機能構成例を示す。図の下部にさまざま

な基本機能が備えられており，その上部の短期負荷予測お

よび最適発電配分などの機能があり，現状は機能に限定が

ある。しかし，上述の富士電機の独自の負荷予測および最

適運用機能を組み込むことが可能である。また，エネル

ギー取引などにも対応しており，今後の電力・ガス自由化

市場などへの対応も可能となっている。PowerCCを利用

することにより，富士電機の独自の機能を用いて，可搬性

に優れた低価格のエネルギープラント最適運用システムを

提供可能である。

あとがき

本稿では，エネルギープラントの最適運用に利用する富

士電機の予測・モデル化・最適化技術と，エネルギープラ

ントの最適運用も実現可能なツールである PowerCCの概

要について述べた。

今後，富士電機の予測・モデル化・最適化技術を

PowerCCの一つの機能として組み込み，柔軟性があり，

かつ効率的なエネルギー運用システムを提供していく所存

である。
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図４　PowerCCによるエネルギープラント最適運用構成例
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まえがき

受変電設備は，高品質で安定した電力を工場やビル，公

共施設などの設備へ給電し，生産設備，情報処理，防災，

保安などのあらゆる電源を確保する重要な責務を持ってい

る。

したがって，受変電設備に対する高信頼度の要求は非常

に高く，高度情報化社会への進展が顕著となるにつれ，電

力は量よりもむしろ質への要求がより一層強くなっている。

また最近は，受変電設備を構成する機器についても省エ

ネルギー化，省スペース化，インテリジェント化への要求

とともに，環境への配慮が必要となってきている。

本稿では，受変電設備の最新機器について紹介する。

最近の受変電設備構成機器

従来，受変電設備計画時のニーズには，

™建設費用の低減

™運転費用の低減

™総合ロスコストの低減

™インテリジェント化

™不燃・難燃化

™コンパクト化

があったが，最近は加えて省エネルギー，環境保護，電源

品質向上という項目が加わり，

™配電盤，変圧器の脱 SF6ガス化

™機器構成部品のリサイクル対応化

™変圧器の高効率化による省エネルギー化

™機器構成部品の環境対応化

™電源の安定化

を目指す受変電設備へと変化している。

以降，新しい受変電設備における最新構成機器を紹介す

る。

最新構成機器

３.１ 24 kV脱 SF6 形ガス絶縁スイッチギヤ

「C-GIS 2100」

高度情報化社会の進展に伴い，常に安定した電気エネル

ギーの供給が求められている中で，スイッチギヤは，受変

電機器を構成する主要機器であり，信頼性，安全性，小型

軽量化，および保守点検の省力化が強く求められている。

そのため特別高圧（24 ～ 84 kVクラス）用としてはガス

絶縁スイッチギヤ（C-GIS ：密閉容器の中に主回路を収

納し，SF6ガスなどにより絶縁を保持する）が主流になっ

てきている。

一方，1997 年 12 月に開催された「気候変動枠組み条約

第 3回締約国会議」（COP3）において「京都議定書」が

採択され，2000 年以降における先進国の温室効果ガス排

出量の削減目標が規定された。削減対象のガスは二酸化炭

素（CO2）など 6 種類であり，その中に SF6ガスも含まれ

ている。

SF6ガスは電気機器に必要な絶縁，消弧特性，不燃，無

害など多くの長所を有する反面，大気寿命が長く，評価年

数を 100 年とした場合の地球温暖化係数比較で CO2の

23,900 倍と非常に大きな温室効果を示す。そのため，電気

機器における脱 SF6ガス化が求められている。

このような地球環境保護の観点から SF6ガスをまった

く使用しない 24 kV 脱 SF6 形ガス絶縁スイッチギヤ「C-

GIS 2100」を製品化した（図１）。

ここに脱 SF6ガス化を達成した C-GIS 2100と，C-GIS

2100に先駆けて SF6ガスの極小化と小型軽量化を実現し

たガス絶縁スイッチギヤ（C-GIS 2000）の特徴および仕

様を表１に示す。

図２に C-GIS 2100 導入のメリットおよび製品化技術に

ついて示す。

３.２ エコロジー配電盤

エコロジー配電盤は，従来の配電盤に環境汚染物質の発

生抑制（reduce），再利用（reuse），再資源化（recycle）

受変電設備の最新機器
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受変電設備の最新機器

などの環境配慮事項を加味して開発したものである。発生

の抑制は，製造段階ではめっき作業などに伴う重金属の使

用抑制のように有害物質を使用しないこと，再資源化段階，

廃棄段階においては加工，処分時にダイオキシンなどの環

境汚染物質を発生させないこと，使用段階においては省エ

ネルギーによって間接的に CO2の発生を抑制することで

ある。再利用，再資源化は，長寿命化によって部品の一部

が補修程度でそのまま再使用できるか，別の材料の原料に

できることである。

電線の被覆にはハロゲンフリーの材料を使用し，ダイオ

キシンやハロゲン系ガスを発生させないようにし，また，

使用済み製品の分解が容易なようリベットファスニング構

造を採用するとともに，部品には材料名を表示し，分別容

易性を高めている。

図３にエコロジー配電盤を示す。

３.３ 超高効率モールド変圧器（超高効率モルトラ）

モールド変圧器は 1970 年代前半に実用化され，難燃性，

メンテナンスフリー，小型軽量といった特徴が評価され普

及してきた。モールド絶縁技術などの進歩により，絶縁強

度などの性能は油入変圧器と同等以上のレベルに達してい

るが，近年特に省エネルギー化への期待が高まっており，

さらなる低損失，高効率化が求められている。

超高効率モルトラ（図４）は，鉄心に低損失を特徴とし

たハイグレードのけい素鋼板を適用し巻線構造の最適化を

図り，無負荷損，負荷損ともに大幅に低減したもので，

60 ％負荷時の全損失を，JIS 規格値に対して約 50 ％削減

し省エネルギー化した。

図５，表２に効率，省エネルギー効果を示す。

３.４ 植物油変圧器

電力機器に対して経済性の向上，コンパクト化とともに，

環境問題への対応要求があり，絶縁液体の環境管理システ

ムの標準化も検討されている。従来の油入変圧器では，鉱

油と紙の組合せで絶縁と冷却を兼ね備えた複合絶縁を採用
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表１　C-GIS各製品の特徴および仕様 

製品名称 
項　目 

標準 
寸法 

幅 

高さ 

奥行 
正面保守 

正背面保守 

発売時期 

絶縁媒体・定格圧力 

SF6ガスの量 

放圧板の有無 

ガス収納密閉容器の材質 

標準質量 

据付け面積 

母線構造 

定格電圧 

 

耐電圧 

 

絶縁階級 

定格電流JEM/IEC 

定格短時間電流 

定格周波数 

準拠規格 

VCB構造 バリヤ有無 

商用周波 

雷インパルス 

零気圧（ゲージ圧） 

2000年7月 

SF6 
0.05MPa（G） 

4.4kg 

なし 

 

 

 

1,250mm 

1,700mm 

 

0.75m2 

 

なし 

C-GIS2000

ステンレス鋼 

1,000kg 

600mm 

 

 

2,300mm 

 

固体絶縁母線 

 

24kV 

50kV 

125kV 

運転電圧に耐える。 

20B 

600/630A，1,200/1,250A 

25kA，1秒 

50/60Hz 

JEM1425，IEC60298

2002年4月 

ドライエア 
0.09MPa（G） 

0 

あり 

 

 

 

1,315mm 

1,750mm 

 

0.79m2 

 

あり 

C-GIS2100

加圧乾燥空気による絶縁性能の確保 

必要最低限の複合絶縁の適用 新規適用技術 合理的な絶縁 
技術の採用 

C-GIS2100の導入メリット 
■ライフサイクルコストの低減 
　省スペ－ス 
　省メンテナンス 
　現地ガス封入作業なし 
　増設容易 
■地球環境保護対応 
■高い信頼性 
■豊富なオプション 細部にわたった電界緩和設計 

ケーブル貫通CTの採用 

固体絶縁VTの採用 C-GIS2000 
での実績技術 

実績豊富な固体 
絶縁技術の採用 

環境対応形 
ガス絶縁スイッチギヤ 

C-GIS2000の 
優れた特徴をすべて継承した 

固体絶縁母線の採用 

図２　C-GIS2100導入のメリットおよび製品化技術

図１　C-GIS2100
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している。一般に油入絶縁の弱点は油ギャップにあり，こ

れが絶縁破壊の発端となっている。絶縁耐力を向上させる

方法としては，絶縁紙と絶縁油の比誘電率差を小さくして

油ギャップへの電界集中を緩和する誘電率整合絶縁の適用

が有効とされている。

そこで，油入変圧器の絶縁性能を向上させ，高信頼度化

と小型化を図るため，従来の鉱油に代わる新絶縁油として，

（株）関西テックが開発した菜種エステル油を使用し，この

絶縁油の適用研究を関西電力（株）と共同で実施し，環境保

全型変圧器として植物油変圧器（図６）を開発した。菜種

エステル油は，再生産が可能な「種子商品」で，生分解性

が高く環境に優しい植物油誘導体のエステル系絶縁油でか

つ高誘電率の特徴を持っている。

表３に植物油変圧器の特徴を示す。

３.５ 高速限流遮断装置

エネルギーの有効利用の手法として，電力と熱を同時に

632（34）
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図３　エコロジー配電盤

効
率
（
％
）
 

99.6

99.4

99.2

99.0

98.8

98.6

98.4

98.2

98.0
1009080706050403020100

負荷率（％） 

標準モルトラ 

超高効率モルトラ 

図５　効率比較

表２　超高効率モルトラの省エネルギー効果 
　　　（負荷率60％，1,000kVA） 

分類 
項目 

※年間電力料金＝単位電力料金（15円/kWh）×年間電力使用量（kWh） 
　として計算 
※CO2発生量＝年間電力量×電力受電端CO2排出係数（0.423kg/kWh） 
　として算出 

損失分電力量 

損失分電力料金 

損失分CO2 
発生量 

標準モルトラ 

49.0MWh/年 

735,000円/年 

20.7t/年 

超高効率 
モルトラ 

30.3MWh/年 

455,000円/年 

12.8t/年 7.9t/年の削減 

効　果 

280,000円/年 
の削減 

18.7MWh/年 
の削減 

図６　植物油変圧器

表３　植物油変圧器の特徴（鉱油と比較） 

区　分 
項　目 

油
の
物
性
値 

安
全
性 

環
境
性 

仕
様 

比誘電率 
絶縁紙の比誘電率に近く 
なり，絶縁寸法縮小→ 
体積小 

冷却性能向上→補機小 

破壊電圧は同等 

難燃性向上 

長寿命性に優れる。 

動粘度 
　　（mm2/s） 

絶縁破壊電圧 
（kV/2.5mm） 

同等（大容量器では優位） 

同等（大容量器では優位） 

同等（大容量器では優位） 

生分解性に優れる。 
枯渇の心配なし。 
環境ホルモンなし，人体 
に無害 
最終的廃棄処理負担小 

引火点（℃） 

腐食性（硫黄） 

構成成分 

パルミチン酸 
　　エステル 
ステアリン酸 
　　エステル 
オレイン酸 
　　エステル 
リノール酸 
　　エステル 
リノレイン酸 
　　エステル 

設置面積 

体　積 

損　失 

植物油 

2.9 

5.7 

78 

212 

なし 

ー 

ー 

ー 

鉱油 

2.2 

8.1 

70～ 
75 

152 

あり 

多成分 

ー 

ー 

ー 

植物油のメリット 

図４　超高効率モルトラ
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利用するコージェネレーション設備が普及してきている。

一般にコージェネレーション設備は，商用電力系統と連系

して運転する場合が多いが，商用系統で落雷などにより地

絡事故・瞬時電圧低下が発生すると，発電設備や負荷機器

に悪影響を及ぼすことがある。

商用系統側での短絡事故による瞬時電圧低下時間を短縮

し，発電機からの短絡流出電流を抑制することによって

コージェネレーション設備，およびそれに接続された重要

負荷設備を保護し安定運転を継続するためには，系統連系

点を高速に遮断する必要がある。

このようなニーズを受け，大阪ガス（株）と共同で高速限

流遮断装置を開発した。高速限流遮断装置は，商用系統側

短絡事故・瞬時電圧低下発生時にコージェネレーション設

備と重要負荷設備を 1/4サイクル以内の高速遮断によって

分離保護するものである。

主回路を構成する高速遮断器は，通常の真空遮断器のば

ね操作機構に高速遮断のための電磁反発機構を付加したも

のなので，系統連系遮断器としても，同期投入遮断器にも

適用可能である。

表４に仕様を，図７に負荷機器への影響度をそれぞれ示

す。

あとがき

受変電設備の最新機器について本稿では，省エネルギー，

環境保護，電源品質向上を目指して開発された機器を紹介

した。

受変電設備において技術検討すべき項目としては，省エ

ネルギー，環境保護，電源品質向上を継続することが今後

も必要である。一例として，

™72 kV 級，84 kV 級機器の脱 SF6ガス化

™リサイクル部品適用率の拡大

が挙げられる。

加えて受変電設備システムとしては，保守と運転の省力

化が重要なテーマであると考える。最近，熟練した運転・

保守の人員確保が難しくなっているため，省力化に対する

要望が高まっている。その対策として，

™運転支援システム

™予測，予防保全システム

の開発・性能向上が望まれる。

今後とも，これらに貢献する技術を開発・提案していく

所存である。
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電
圧
低
下
度
（
％
）
 

100

60

50

0

高速限流遮断装置による遮断 
（ほとんど影響なし） 

可変速 
電動機 高圧放電ランプ 

ワープロ 

電磁 
開閉器 ベッドサイドモニタ 

（医療用電気機器） 

瞬時電圧低下60％ 
事故時 

不足電圧 
継電器 

パソコン 

210.50.30.20.10.05

事故継続時間（s） 

0.020.005 
　　0.01

100501051.0

（サイクル） 〔50Hz系〕 

1/4 
　　0.5

1サイクル真空遮断装置 
による遮断（影響小） 

一般の真空遮断器に 
よる遮断（影響大） 

図７　負荷機器への影響度
（6）

表４　高速限流遮断装置の仕様 

構造 

保護等級 

定格電圧，定格周波数 

定格電流 

定格遮断電流 

定格遮断時間 

定格短時間電流 

 

 

動作方式 

 

 

耐電圧※ 

定格制御電圧 

定格補助電源電圧 

投入操作方式 

トリップ方式 

遮断方式 

転流方式 

消弧方式 

商用周波 

雷インパルス 

電圧変化量 

電流変化量 

光 

接点 

定格入力電圧，周波数 

定格入力電流 

整定値 

出力 

定格制御電圧 

 屋内キュービクル形スイッチギヤ（CW/CX） 
（高速遮断器は引出形） 

IP2X 

7.2/3.6kV，50/60Hz 

600/1,200A 

3.5/7.5kA 

1/4サイクル以内限流遮断 

12.5/20kA 

電動ばね方式 

電圧引外し式 

電磁反発駆動式 

コンデンサ転流方式 

酸化亜鉛素子によるエネルギー吸収方式 

22kV（1分間） 

60kV（1.2×50  s） 

DC100/110V 

AC100/200V，単相 

AC110V，50/60Hz 

AC5A 

15-20-25-30-35-40-45-50％ 

0.75-1-1.25-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5A 

光で3回路 

2a 

DC100/110V

高
速
検
出
器 

※7.2kV定格の場合を示す。 
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まえがき

電力系統は，送配電線や変圧器などの流通設備を介して，

電力を供給する供給側とそれを利用する需要家側で構成さ

れている。今日，一つの事業者が，電力需要家であるとと

もに，自家用発電設備などによる供給側の役割を果たすよ

うになり，電力品質に関する利害関係が，より複雑化して

きている。このため，需要家側，供給側の両者に対する対

策を提供する電力品質ソリューションに大きな期待が寄せ

られている。

電力品質ソリューションは，課題を抱えるお客様に対し，

系統解析技術により，現象分析とその対策を検討し，各種

の対策装置の提案から解決まで一貫したサービスを提供す

るものである。

本稿では，電力品質問題に対する認識と，それに対する

富士電機の取組みについて紹介する。

電力品質の動向

これまで，供給側（電力会社）は，安全で停電のない電

力供給を維持するために，さまざまな努力をしてきており，

日本における電力の供給信頼度は，世界最高レベルとなっ

ている。また，周波数変動を一定の範囲に維持することで，

発電機や負荷機器が安定に運転でき，適切な電圧維持によ

り，送配電線や発電・負荷機器の効率運転・絶縁協調が達

成され，あるいは高速な事故解列・再閉路により，事故時

間や事故範囲を限定することができている。このように，

供給信頼度を維持することで，おのずと一定レベルの電力

品質を確保することが可能であった。

しかしながら，電力自由化のもとでは，供給側にとって，

これ以上に電力品質を向上させることは，経済的にも困難

であると同時に，むしろ，分散型電源などの導入による品

質の低下が懸念されている。

一方で，そのような状況に反し，需要家側では，従来以

上に電力品質が重要視されてきている。すなわち，

™多くのビジネスにコンピュータが使用され，電力品質に

敏感となっている。

™需要家機器自体にも多くのマイクロプロセッサなどが使

用され，同様に電力品質に敏感となっている。

™生産ラインが非常に複雑となり，再起動などに多くの費

用・時間がかかり，電力品質の影響による生産ライン停

止を避けることが急務となっている。

™パワーエレクトロニクスを使用した機器が増加し，それ

らは電力品質の問題を引き起こすとともに，電力品質に

敏感である。

また，これらの問題は，需要家側だけの問題ではなく，

供給側でも，

™流通設備を介しての，他の需要家への電力品質問題の波

及，拡大

™落雷などの不可避な事象による供給側での電力品質問題

の発生と波及・拡大

などの課題があり，さらに，電力自由化により，適切な電

力品質の評価による供給側，需要家側の両者に対する問題

の発生・処理に対して，公平性が求められている。

このような環境の中，富士電機は，供給側，需要家側の

両者にまたがる電力品質に対して，適切な診断（測定・分

析）とその対策を提供する電力品質ソリューションを提案

し，それを支える技術を開発してきている。

電力品質問題の課題

各電力品質項目について，現状の具体的な課題を表１に

示す。これまでの電力品質の原因探索・特定に対する経験

から得られた現象の特性に対する知見，および一般的な対

策も挙げている。需要家における対策については，例えば

参考文献 などに具体的に触れられている。

この表に挙げた項目以外にも，不適切な接地に対するノ

イズ問題や複合された問題があり，実際の電力品質問題を

扱う際に，下記のような点に注意を要する。

電力品質問題は，系統の構成や機器およびそれらの運

転状況に依存する。

障害機器の感受性に依存する（同じ状況下で問題とな（2）

（1）

（1）
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らない場合がある）。

電力品質に対する適切な診断は，高い水準の電気技術

を要する。

その電気技術は，広範囲の知識を要する。

電力品質の計測可能容量の拡大に反し，そのデータ分

析や問題に対する診断・解決の技術（技術者）は不足し

ている。

複合された問題に対し，対策法が不適切な場合が発生

する。

したがって，電力品質ソリューションにあたっては，豊

富な知識と経験を要し，経済的かつ効果的な対策機器の設

計・提案が必要となる。

電力品質ソリューションの提供

電力品質ソリューションは，お客様が必要とされる電気

を利用できるように，系統とのインタフェースを提供する

サービスである。お客様が必要とされる電気には，瞬時電

圧低下（瞬低）・停電のない電気，高調波の少ない電気，

電圧変動の少ない電気などの質的な要求はもちろん，負荷

の平準化を図るなどの量的な要求も含まれる。

電力品質ソリューションの活動における各ステップを図

１に示す。ステップ１では，お客様が要求される内容の確

認と，現状の把握を行うための計測および分析（電力品質

の診断）が行われる。品質に関する障害がすでに発生して

いるか否かにより，この電力品質の診断目的は，

外乱（障害発生）や系統状態の評価

障害発生原因の追及

予防保全として，事象の発生に対する予測

に分かれる。

このように，現状の分析を行い，お客様の要求と現状と

の乖離（かいり）を確認したあと，ステップ 2で対策案の

検討を行う。対策案については，シミュレーションにより

対策の効果を予測し，最適な対策方法と設備容量を検討す

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）
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表１　各電力品質に対する現状の課題 

No. 発生原因 項目 

高
調
波 

1

™整流器，インバー 
　タ電源など半導体 
　応用機器（非線形 
　負荷），変圧器の 
　偏磁・系統共振な 
　ど非線形現象 

系統現象 

™非線形現象（スイッチ 
　ング機器，鉄心飽和） 
　により基本波以外の成 
　分の高調波電流が流れ， 
　系統に高調波電圧ひず 
　みが発生 

障害例 

™直列リアクトル，リア 
　クトル付スタティック 
　コンデンサ（SC）の 
　騒音，過熱，焼損 

発生様相，現象の特性 

™負荷電流に比例して増大， 
　高調波電流の高調波電圧 
　に対する位相により発生 
　源特定が可能。ただし， 
　複数の発生源がある場合 
　は特定が困難 

系統側対策 

™基本的に発生 
　源の需要家側 
　での対策 
™高調波拡大防 
　止のための系 
　統切換 

需要家側対策 

™LCフィルタ，アク 
　ティブフィルタ設置 
™変圧器結線・電力変 
　換器の多パルス化 
™機器耐量強化 

電
圧
変
動 

2
™変圧器タップ動作， 
　負荷変動に応じた 
　電圧変動による。 

™有効・無効電力変動に 
　より線路での電圧降下 
　が変動 
™変動を補償するための 
　変圧器タップ動作時に 
　も変動 

™パソコンなど電子機器 
　停止 

™秒～分オーダー変動 
™実効値レベル変動 

™SVRの設置 
™SVCの設置 

™UPSの設置 
™SVCの設置 

電
圧
フ
リ
ッ
カ 

3

™溶接機，アーク炉， 
　分散型電源（風力， 
　太陽光）の出力変 
　動 
™頻繁な電動機応用 
　機器のスイッチン 
　グ 

™負荷の頻繁な変動，入 
　切などによる電圧降下 
　値の変動により，繰り 
　返し継続して発生する 
　電圧変動 

™照明ちらつき 

™1秒間数回の実効値電圧 
　の変動 
™電圧実効値が低下したと 
　き，電力が増加していれ 
　ば発生源，電力が低下し 
　ていれば被害者 

™軽負荷時（夜間，休日な 
　ど）に発生 

™電圧制御目標 
　型SVCの設置 

™無効電力制御目標型 
　SVCの設置 

フ
ェ
ラ
ン
チ 

　
　
　
現
象 

4

™系統・負荷設備の 
　SC 
™送電線対地静電容 
　量 

™軽負荷時，線路のL分 
　とC分の直列共振によ 
　り負荷端での電圧が上 
　昇 

™機器全般の過電圧によ 
　る障害 
™低圧電圧管理値逸脱 

™SVR，SVC 
　の設置 
™系統切換（進 
　相負荷の分散） 

™SVCの設置 
™構内系統切換（進相 
　負荷の分散） 
™需要家SC開 

™特定の区間，時間帯で発 
　生する場合が多い。 

電
圧
不
平
衡 

5

™多量の単相負荷機 
　器の接続 
™送電線インピーダ 
　ンス不平衡〔非捻 
　架（ねんが）〕 

™単相負荷による三相の 
　電圧，位相の不平衡が 
　生じ，逆相電圧分が発 
　生 

™誘導電動機の保護リ 
　レー動作 
™回転機の逆相電流によ 
　る過熱，脈動トルク発 
　生 

™相間負荷の均 
　平化，変圧器 
　の逆V接続， 
　スコット接続 

™構内相間負荷の均平 
　化，変圧器の逆V接 
　続，スコット接続 

™一過性現象 
™上位系事故の場合，広範 
　囲に影響 

電
圧
デ
ィ
ッ
プ 

（
瞬
低
，
瞬
断
） 

6

™落雷などによる上 
　位系統の事故 
™変圧器無負荷投入 
　時の励磁突入電流， 
　誘導機SCの突入 
　電流 

™系統事故発生から事故 
　除去までの数十～数百 
　ms間の電圧低下 
™機器投入による数百 
　ms～数秒間の電圧 
　低下 

™FA，OA機器停止 
™UVリレー動作 
™放電ランプ消灯 

™基本的に需要 
　家側での対策 
™雷情報配信 
™雷発生に伴う 
　系統切換 

™UPSの設置 
™自家用発電装置（G 
　Mセット）と高速遮 
　断器の組合せ系統の 
　構築 

™発生源の周辺にて障害発 
　生する場合が多い。 
™整流器種類（パルス数）， 
　SC容量（共振周波数） 
　などにより様相変化 

高
調
波
（
転
流 

ノ
ッ
チ
振
動
） 

7

™整流器負荷（サイ 
　リスタ変換器）に 
　よるノッチング電 
　圧発生 

™整流回路のスイッチン 
　グ動作中の線間短絡現 
　象により系統の電圧が 
　陥没（ノッチング）し， 
　SCが放電 

™直列リアクトルなし 
　SCの異常音，過熱 
™配電自動化適用線路の 
　搬送波信号障害 

™基本的に発生 
　源の需要家側 
　での対策 

™L，Cなどにより共 
　振周波数をずらす。 
™ローパスフィルタに 
　よる抑制 

™一過性現象 
™地点ごとの過電圧の大き 
　さによる発生源特定 

イ
ン
パ
ル
ス
電
圧 

8

™リアクトルなし 
　SC投入 
™雷サージ・開閉 
　サージ 
™接触不良，接点 
　バウンド 

™雷サージや開閉サージ 
　など，急しゅんに変化 
　するインパルス電圧重 
　畳 

™電子機器の故障または 
　制御不良 

™機器投入装置 
　の改善 
™発生源の分類， 
　系統構成の変 
　更 

™機器投入装置の改善 
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る。ステップ３では対策の提案を行い，経済性の検討を行

う。また，機器設置スペースなどの物理的条件の調査検討

を行い，対策案の実現性を確認する。ステップ 4では，対

策実施と実施後の効果確認を行う。電力品質の改善が図ら

れ，お客様に安心して電気を使っていただけることを確認

する。

電力品質ソリューションビジネスにおける商品は，以下

のサービスである。

電力品質の計測・分析サービス

電力品質のシミュレーション解析サービス

電力品質の対策・アフターフォローサービス

富士電機は，これらの各ステップを実施していくための

固有の技術を有しており，電力品質ソリューション活動を

通じて，お客様に十分に満足いただけるサービスを提供で

きる体制を整えている。

電力品質ソリューションとしての計測・分析

技術

電力ソリューションを提供するために，上述したように，

現地の電力品質診断（計測と分析）を実施する必要がある。

この診断には，対象システムに依存し，その電力品質の分

析技術の困難さが伴う。これは，計測・分析にあたり，

大量データの処理

高度なデータ処理（意味のある情報の抽出）

ノイズの排除あるいは考慮

データの同時性の補完

問題の発生が系統構成・機器およびそれらの運転状況

に依存し，その状況・条件データが重要

分析評価に必要な外乱の推定技術・分類（外乱＝要因

の分類）の複雑さ

などの問題があり，これらに対して，適切に計測・分析す

る必要がある。

対象となる各電力品質項目に対して，計測項目例（周波

数領域，持続時間など）を表２に示す。系統現象の性質か

ら周波数領域で二つに分類される。表２の No.1 ～ 6は周

波数が 2,000 Hz 程度以下，また No.7，8は 2,000 Hz 以上

のグループである。測定時に考慮する点として，現象を正

確に測定するための精度（分解能），また，系統的な広が

りが課題となる高調波などの測定に対しては，複数の遠隔

地点にある測定箇所を選び，その時刻同期性を確保するこ

となどが必要な条件となる。

５.１ 可搬型電力品質診断装置

富士電機では，図２のような可搬型の電力品質診断装置

をすでに開発し，高圧キュービクル内や，柱上変圧器高圧

カットアウトなどから，一時的な測定ポイントを接続・設

定し，現場データの取得および解析の支援を可能としてい

る。

本診断装置は，最大 39μsのサンプルが設定可能となっ

ているが，表２で示したような各電力品質項目に示した仕

様に合致するデータサンプルの設定や分析が適切にできる

ように，メニュー画面を用意し，装置設定時の操作性の向

上や，適切な電力品質の連続監視測定が可能としている。

また，付加機能として，原因究明のための診断支援機能も

組み込まれている。

５.２ 同時計測・オンラインデータ通信付計測装置（試作機）

電力品質の計測を実施する際，多点同時測定が必要とな

る場合がある。また，必要に応じて屋外の電力線に設置し，

一定期間の測定を実施することも要請される。富士電機で

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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ステップ1

電力品質診断 
（計測・分析） 

ご要求内容確認 

ステップ2

シミュレー 
ション解析 

対策検討 

ステップ3 対策提案 

ステップ4 対策実施 

効果確認 

ソリューション手順 富士電機の保有技術 

電力品質測定装置 
同時計測・オンラインデータ 
通信付計測装置 

ディジタル 
シミュレーション技術 
解析ツール（TNS，模擬送， 
解析ソフトウェア） 

パワーエレクトロニクス技術 
（UPS，SPS，アクティブ 
　フィルタ） 
高速限流遮断器 
電力貯蔵用インバータ 

図１　電力ソリューション活動のステップ 表２　各電力品質項目に対する計測 

No.

1

2

電力品質 
項目 

高調波 

電圧変動 

周波数 
領域 

100～ 
2,000Hz

基本波 

3
電圧 
　フリッカ 

0.01～ 
　　20Hz

4
フェランチ 
　　　現象 

基本波 

5 電圧不平衡 基本波 

6

電圧 
ディップ 
（瞬低，瞬 
　　　　断） 

過渡的波形 
10ms～ 
　　　数秒 

7
高調波 
（転流 
ノッチ振動） 

2,000～ 
12,000Hz

8
インパルス 
　　　電圧 

～10MHz

持続時間 

数サイクル 

数分～数時 
　間の変動 

数分～ 
　　数時間 

数分～1日 
　負荷変動 

数分～1日 

5ms以上 
の電圧急変 
を常時監視 

数サイクル 

過渡性 

測定仕様例 

対象：三相　， 
　　　1～20次程度の 
　　　高調波（13次 
　　　までは必須） 
精度：1％以内 

V   I

対象：三相　， 
　　　～200次程度の 
　　　高調波 

V   I

対象：三相 
精度：1％以内 

V

対象：三相 
精度：定格10％以上 

V

対象：三相　（三相波形 
　　　から得られる正逆 
　　　零相分） 
精度：1％以内 

V

対象：三相　 
　　　数MHz波形成分 
期間：常時監視 

V

対象：　，  実効値 
精度：1％以内（定格比） 

V   I

対象： 
他：多地点同時計測 
精度：1％以内 

V
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は，現在，表２の No.1 ～ 6の範囲での測定を可能とする

電力品質測定器を試作終了した。試作器の外観を図３に示

す。特に測定箇所のフレキシブルな対応ができるように

SS（Spread Spectrum）無線でのデータ伝送，電力線か

らの貫通分割CTでの電源確保，GPS（Global Positioning

System）受信による多地点での時刻同期などができるよ

うに考慮している。図４に簡易測定時の取付け例を示す。

５.３ 波形分析技術

電力品質において，対象波形からの特定信号の検出（抽

出）が重要となるため，近年，この波形分析に対する多く

の研究がなされており，波形分析を容易にかつ自動的に実

施することにより，電力品質評価の効率化を進めている。

従来利用されているフーリエ解析は，時間的に変化しない

周波数成分であることを仮定し，永続的な周波数成分とし

て，ある時間帯のデータ（時間窓枠）を取り出して周波数

成分を分析するものである。このため，長い時間窓枠がと

れて，かつ細かい時間サンプリング幅であれば，細かい解

析周波数分解能でゆっくりした周波数まで解析できる。し

かしながら，限定された計測条件の中では，この両者のサ

ンプル幅と時間窓枠が問題となる。また，周波数，振幅が

時間的に変化する波形に対しては，時間窓枠の位置を移動

させる必要が出てくる。このような課題に対し，時間と周

波数の両面から捕らえる手法として，Wavelet 解析が，近

年注目を浴びている。

電力品質などの，信号に埋もれた情報を引き出すための

道具として，このWavelet 解析は，以下の特徴を有して

いる。

時間的周波数変化を自動的に捕らえ，分析が可能

単パルスのような過渡現象を時間情報（発生位置）を

含めて明確に把握可能

図５にWavelet 解析の実施例を示す。対象波形が，図

に示したように，複数の波形（例では 4 種類）の合成時間

波形の場合であり，個々の波形も，周波数が時間的に変化

したり，振幅が時間的に変化したり，さらにパルス波形が

含有されているものを対象としている。Wavelet 解析の結

果は，これらの時間的変化に対し，自動的に解析パラメー

タを変化させ，これらの特徴ある波形の周波数成分および

時間的変化を表示している。特にパルス波形は全周波数成

分を含むものであるため，1,550，1,650，1,800，1,900サン

プルポイントにすじ状の線が鮮明に表現されていることが

観察できる。

電力品質解析装置，ソフトウェア

電力品質の問題では， 章で述べたように，その対応に

多くの困難さがあり，現場での測定や再現性の確認に多大

な労力が払われる場合がある。このため，障害発生機器に

対する分析や対策機器の確認において，系統との連系状況

を考慮したシミュレーションや，むしろ，一般化された状

況化でのシミュレーションなどが必要となり，下記のよう

な目的で，電力品質解析装置，ソフトウェアが利用される。

各種の条件による障害状況の検証，事象の一般化

対象系統での対策機器効果の模擬検証

原因究明技術の養成などの教育

このため，電力品質に対する解析装置，シミュレーショ

ン技術を開発し，電力品質ソリューションの一つのツール

として位置づけている。

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図２　電力品質診断装置

図３　同時計測・オンライン通信付計測装置

GPSアンテナ 
本体ボックス 

貫通分割CT

防水スキントップ 
電力線 

無線アンテナ 

図４　電力線への取付け例



電力品質ソリューションとそれを支える技術

６.１ 電力品質解析装置

従来，富士電機では，低電圧の電子技術を用いた大規模

系統のアナログシミュレータを開発してきたが，この技術

を用いたアナログシミュレータは，フリッカなどの電力品

質問題に対し，その補償装置の仕様検討や予備検証をする

ための有効なツールとして位置づけることができる。特に，

フリッカ補償は，不規則で急しゅんに変化する電流波形や

ひずみ波形を考慮する必要がある。このため，系統で測定

された実際の電圧・電流波形を用い，そのデータを再生し，

フリッカ補償装置モデルを含むアナログシミュレータ上で

再現することで，実際の負荷状況や補償装置の抑制効果を

検証することが可能である。富士電機では，図６に示すよ

うなアナログシミュレータ装置を開発し，フィールド試験

およびシミュレーション試験において，発生フリッカ量お

よび改善率の良好な一致を得ており，今後，幅広く適用が

できるものと考えている。

また，近年では，配電系統に限って，実設備に近い縮小

型モデルを用いる小規模の 200/100V 程度の模擬送電線設

備の要請も増えている。これは，低圧負荷機器に対しては，

実機の試験を実施できる利点があり，さらに，高圧での現

638（40）
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図６　アナログシミュレータ用自励式フリッカ補償装置
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電力品質ソリューションとそれを支える技術

象に対しても，縮小型モデルによる再現ができる利点が注

目されている。

６.２ 解析ソフトウェア

系統現象を解析するための解析ソフトウェアとして，発

電機の安定性や故障計算に用いられる実効値計算と，波形

の瞬時値波形を扱う瞬時値計算に大きく分類される。同様

に電力品質についても，その扱う解析対象により，実効値

計算と瞬時値計算に分類されるが，電力品質のソリュー

ションとしては，解析結果の評価が重要となる。

例えば，高調波計算では，

発生した高調波の系統回路内への高調波分布を予測し，

ガイドラインに示された規制値に対する判定を実施

高調波の発生メカニズムを詳細にシミュレーションし，

対策機器などの抑制効果手法を検討

などの目的に利用され，単なる計算処理に加え，高調波ガ

イドラインに沿った判定などの計算結果の評価や，ドキュ

メントの整理などのユーザーに必要な処理を付加すること

が望まれる。このためパソコンをベースとして，EMTP

（Electromagnetic Transients Program），EMTDCなどの

系統解析に特化したシミュレーションソフトウェアや

Visual Basic
〈注 1〉

，Excel
〈注 2〉

などの汎用計算ソフトウェアを利用

した解析プログラムのうえで，上記の機能を有するツール

を開発している。

あとがき

本稿では，電力品質ソリューションとして，現状の品質

問題の整理を行い，富士電機の一貫したソリューションの

提供に関する業務および計測・分析・解析技術について紹

介した。個々の対策技術については，誌面の都合から省略

させていただいたが，特に，近年問題となっている瞬時電

圧低下問題などの電力品質問題に対し，高速遮断技術を含

む対策に代表されるシステム化技術は，コンポーネントの

組合せおよび統合というソリューション提供において，重

要なキー技術といえる。
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〈注１〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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まえがき

1997 年 12 月の「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」

（COP3）で二酸化炭素（CO2）を含む６種類の温室効果ガ

スの削減量が決定し，明確な数値で環境保護が打ち出され

た。それを受けて，自主規制の ISO14001（環境 ISO）の

取得事業所も増えている。さらに 1999 年 4 月に「エネル

ギーの使用の合理化に関する法律」の一部を改正する法律

（改正省エネルギー法）が施行され，エネルギー管理指定

事業所では継続的な省エネルギーが課題となっている。ま

た，有効な省エネルギー施策に対する助成制度の充実も図

られてきている。

一方，2000 年 3 月の電力の小売部分自由化の実施に伴

い，各電気事業者では需要家の長期的な囲い込みのため，

ESCO（Energy Service Company）やメータリングサー

ビスなど需要家ニーズに対応したエネルギーサービスメ

ニューの充実が課題となっている。

図１に近年の省エネルギーサービスを取り巻く状況を示

す。

確実な省エネルギーサービスを行うためには，現状把握

と対策効果の把握が必須であり，そのためには各需要家ご

とにさまざまな使用エネルギーの計測をしなければならな

い。

本稿では富士電機のエネルギー計測ツールおよび 2002

年度から新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

の補助金対象となった BEMS（Building and Energy

Management System）など，エネルギー計測システムに

ついて紹介する。

省エネルギーソリューション

富士電機では，エネルギー利用状況の把握，分析，対策

エネルギー計測システム
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図１　近年の省エネルギーサービスを取り巻く状況



エネルギー計測システム

の提案までを一連の省エネルギーソリューションとしてお

客様に提供している。これらのソリューションは「エネル

ギー計測ツールの供給」「エネルギー計測受託サービス」

「エネルギー管理受託サービス」「省エネルギーコンサル

ティングサービス」の四つに分類できる。これらのソ

リューションは図２に示すような関連性があり，詳細を以

下に述べる。

２.１ エネルギー計測ツールのラインアップ

環境エネルギー計測ツールとして SS（Spread Spec-

trum）無線ネットワークによる「EcoPASSION」（エコ

パッション）シリーズをはじめとし，簡易的なトレンド計

測から，より精密で恒久的な計測まで，その用途やニーズ

により，数多くの製品をラインアップしており，お客様の

状況に合わせ広く選択が可能である。主なエネルギー計測

ツールについては 章で述べる。

２.２ エネルギー計測受託サービス

豊富なエネルギー計測ツールを活用して，お客様のエネ

ルギー利用状況を収集する「エネルギー計測受託サービス」

を提供する。エネルギー計測を行うことにより効果的かつ

継続的な省エネルギー施策の立案が可能となり，対策の効

果を定量的に把握することが可能となる。

２.３ エネルギー管理受託サービス

「エネルギー管理受託サービス」はお客様のエネルギー

管理業務を受託するものである。さらに，富士電機の解析

技術を駆使し，管理収集データを基にエネルギー利用状況

を分析し，設備運用面の改善や設備投資の合理化をサポー

トする。

２.４ 省エネルギーコンサルティングサービス

高効率機器への置換えによる省エネルギーだけでなく，

各分野での豊富な設備納入実績に基づき，需要家の設備運

用面までを対象とした総合的な省エネルギー施策の提案を

行うことができる。エネルギー計測受託サービスと組み合

わせることで，計画的でコストパフォーマンスに優れた最

適な省エネルギー提案を行うことができる。

富士電機では直接お客様へのシステム・サービス提供を

行うほかに各エネルギー供給事業者の需要家サービスメ

ニューの一環として行う，エネルギー計測に関する業務の

委託や協力を行うことも視野に入れ活動を行っている。

エネルギー計測ツール

富士電機の主なエネルギー計測ツールを表１に示す。ま

た図３に各製品の計測対象規模，および用途別のおおまか

な分類を示す。表１に示された製品を活用し，省エネル

ギーソリューションを実施する。
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図２　省エネルギーソリューション

表１　富士電機の主なエネルギー計測ツール 

計測器 

計測対象 

データ 
伝送方式 

現場表示 

備　　考 

EcoPASSIONシリーズ 

電力エネルギー 
熱エネルギー 
環境計測ほか 

™SS無線（EcoARROW） 

なし 

電流値のみを計測し，電圧・ 
力率はパソコン側で設定する 
簡易計測が可能 

EcoDOCTOR

電力エネルギー 
熱エネルギー 
環境計測ほか 

™SS無線（EcoARROW） 

なし 

画像処理技術により出力信号 
のないアナログ計器の計測が 
可能 

PowerSATELITE

電力エネルギー 
熱エネルギー 
環境計測ほか 

™RS-485（標準） 
™SS無線（EcoARROW） 
™TCP/IP（Web） 
™LONWORKS（開発予定） 
　など 

なし 

電力量計測に際しては瞬時 
波形の記録可能 

F-MPCシリーズ 

電力エネルギー 

™RS-485（標準） 
™SS無線（EcoARROW） 
™構内PHS 
　など 

あり（一部別売り） 

各種機能を搭載した機種を 
シリーズ化しているので， 
計測箇所により必要なもの 
を選択可能 

PPM

電力エネルギー 

™RS-485

あり（選択性） 

単独設置での長時間計測も 
可能（メモリカード使用） 

計測点数 
30点 200点 1,000点～ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
用
途 

ト
レ
ン
ド
把
握
用
途 

F-MPCシリーズ 

Power 
SATELITE

EcoDOCTOR

Eco 
PASSION 
シリーズ   

PPM

：電力エネルギー計測 
：熱・環境・ 
　　　エネルギー計測 

図３　各エネルギー計測ツールの適用



エネルギー計測システム

３.１ EcoPASSIONシリーズ

SS 無線ネットワーク EcoARROW（エコアロー）を適

用したエネルギーモニタリングシステムである。

各種アナログ信号（DC1 ～ 5V，4 ～ 20mAなど）やパ

ルス信号を簡易な現地工事で計測可能である。

また電流値のみを計測し，電圧・力率はパソコン側で設

定する簡易計測が可能であり，計測箇所に合わせて選択で

きる。

３.２ EcoDOCTOR（エコドクター）

EcoARROWを適用したエネルギーモニタリングシステ

ムである。2001 年度，関西電力（株）との共同研究で開発

した。

１秒から 5 分までデータのサンプリング周期の任意設定

が可能である。さらに，オプションの画像処理装置は，従

来目視確認により指示値を読み取っていたアナログ計器の

自動読取りができる。

３.３ PowerSATELITE（パワーサテライト）

各種アナログ信号（DC1 ～ 5V，4 ～ 20mAなど）やパ

ルス信号を 1 種類の装置で取込み可能とした，低価格な多

用途複合型計測端末である。データ伝送は有線（RS-485）

を標準としており，オプションで EcoARROW，TCP/IP

（Web）の適用も可能である。また，LONWORKS
〈注〉

対応に

ついても開発予定である。電圧・電流計測に際しては瞬時

波形の記録ができる。

３.４ 電力監視ユニット F-MPCシリーズ

多回路の電気エネルギーの監視，計測を行う多機能端末

である。

各種機能を搭載した機種をシリーズ化しているので，計

測箇所により必要なものを選択可能である。

データ伝送は有線（RS-485）を標準としており，オプ

ションで EcoARROW，PHSなどの適用も可能である。

また，現場指示（一部機種は表示器別売り），メータと

しての使用ができる。

３.５ 交流１回路形電力監視ユニットPPM

電気エネルギーの測定・表示・記録をする１点用廉価型

電力モニタである。

メモリカード（スマートメディア）の使用により，長時

間のデータ記録が可能である。有線（RS-485）による

ネットワーク構築で集中監視もできる。

また，表示器付きも選択可能なので現場指示，メータと

して使用できる。

BEMS

BEMSの概念は広く，さまざまな定義もなされている

が，NEDOの BEMS 導入支援事業の概要によると，「一

般的に BEMSとは，建築物の管理者が合理的なエネル

ギー利用のもとに，快適で機能的な室内環境を維持管理し

ていくための制御・管理・経営システム全般を指す」とあ

る。運用段階における建築物の省エネルギーを推進するた

めには導入が不可欠となっている。

現在，民生部門（家庭用，業務用）のエネルギー消費量

は，産業部門と比較して高い伸びを示しており，民生部門

における省エネルギー対策の推進が課題となっている。ま

た，2003 年度にはさらなる省エネルギー法の改正が施行

予定であり，民生部門の建築物におけるエネルギー管理が

一層強化されることになる。このことから NEDOは BE

MSに対する導入支援事業（住宅・建築物高効率エネル

ギーシステム導入促進事業（BEMS 導入支援事業）を開

始している。ただしこの事業では室内環境の維持および省

エネルギーに関連した部分（計測・計量装置，制御装置，

監視装置，データ保存・分析・診断装置）を対象にしてい

る。

富士電機の BEMSの推進製品を図４に示す。

章で説明した「EcoPASSION」「EcoDOCTOR」

「PowerSATELITE」などを適用して BEMSを構築する

ことができる。このシステムでは計測および監視装置を主

に，データ解析には「EcoANALYST」（エコアナリスト）

というデータ分析・解析用ソフトウェアを用意している。

また，制御および監視装置を主にした場合には「FOCUS」

（フォーカス）や「SOINS」（ソインズ），「パートナー IT」

（アイティ）などが適用システムとなる。BEMSではビル
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〈注〉LONWORKS：米国Echelon Corp. の登録商標

ビル経営 
システム 

データ分析・解析 

制御 計測 

EcoANALYST

FOCUS 
SOINS 
 パートナーIT

EcoPASSION 
PowerSATELITE 
EcoDOCTOR

BEMS 
の機能 

監視 

最適運用 
システム 

EcoANALYST ：エネルギー管理・分析システム 
FOCUS ：オープン統合化制御システム 
SOINS ：社会分野向け情報管理システム 
パートナーIT ：監視制御システム 

図４　富士電機のBEMSの推進製品



エネルギー計測システム

経営システムもその対象に含めてもよいことになっている

が，今回はその部分を除いて紹介している。

エネルギー管理は，必要なデータを収集・分析・評価し，

施設のエネルギーが効率的に運用されているかを判断する

業務である。エネルギーデータ分析として一般的に行われ

ているのが時間，日，月ごとの変化比較である。エネル

ギーを原単位や用途別に比較することによりマクロおよび

ミクロのエネルギー利用効率を把握することが可能となる。

富士電機の提案する BEMSもこれらの業務をすべてサ

ポートする。

エネルギー供給事業者向けエネルギー計測

システム

図５にエネルギー供給事業者と一体となった，省エネル

ギーソリューション例を示す。

需要家の状況，ニーズに応じて， 章に紹介したエネル

ギー計測ツールを需要家側に設置し，電話回線，エネル
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エネルギー管理受託サービス 
　継続的なエネルギー使用状況の管理，保存 
　計測データの解析 
省エネルギーコンサルティング 
　熱電変換の提案 
　ピークシフト，ピークカットの提案 
　省エネルギー機器の選定提案 

ソリューション提供 
　計測装置導入エンジニアリング 
　計測装置の納入 
　計測データの解析委託 
　省エネルギーコンサルティング 
　省エネルギー機器の導入 

エネルギー供給事業者 

富士電機 

エネルギー計測ツール 電力量計測 

需要家設備 

電話回線，インターネット， 
エネルギー供給事業者の通信インフラ 

温度計測 

流量計測 

エネルギー計測ツール 電力量計測 

需要家設備 

圧力計測 

エネルギー計測ツールからの 
情報を収集 

各需要家設備情報を収集 

省エネルギーに関するアドバイス 

図５　エネルギー計測システム（例）

電気保安協会 
警備会社 

ガス会社 水道局 
エネルギ－供給事業者 

電力会社 

役所・コミュニ 
ティセンター 

病院・介護 
センター 

セキュリティ 

データセンター 

各種インターネット 
コンテンツ 

アプリケー 
ション 
サービス 

インター 
ネット PHS網 

光ファイバ 
ネットワーク 

光ファイバ 

電話網 

電子行政 

番組放送 

地域情報 

お知らせ 自動検針 

ヘルス 
サービス 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

特
定
小
電
力
無
線 

需要家 
各種家電へ 

オフィス 

集合住宅 
一般家庭 

ホームバス 

ホーム 
ディス 
プレイ 

パソコン 
ガスメータ 

水道メータ 

電力量計 
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CATV放送 

アプリケーション 
サービスプロバイダ 

一般放送，CATVの視聴 
⇒チャンネル選択範囲の 
　拡大 

省エネルギーソリューション 
　①電気，ガス，水道の自動検針，エネルギー管理 
　　　料金課金受託　　契約電力と協調したデマンド制御 
　　　異動処理　　　　省エネルギー運転制御 
　②宅内機器の監視，制御 
　　⇒集中監視，制御による省力化，効率化 
　　　運転状態の遠隔モニタリング 
　　　遠隔操作 
　　　遠隔故障診断，保守，コンサルティング 
付加価値サービス 
　①セキュリティ対策 
　　⇒ホームヘルスケアや防火，防災，防犯のモバイル 
　　サービス 
　②インターネット接続 
　　⇒IT応用による広域ネットワークとの接続 

図６　FTTHを活用したエネルギー計測システム（例）



エネルギー計測システム

ギー供給事業者の通信インフラストラクチャー（インフ

ラ），あるいはインターネット経由でエネルギーデータを

収集するシステムを構築する。

本システムの構築により，エネルギー供給事業者はエネ

ルギーデータを継続的に収集可能となる。また，収集デー

タおよび収集データの解析結果を配信し，日々の省エネル

ギー活動を喚起することもできる。富士電機はエネルギー

供給事業者に対し，システムの構築・納入だけでなく，計

測データの解析受託や省エネルギーコンサルティング，省

エネルギー機器の導入提案などの省エネルギーソリュー

ションを行う。

本システムの構築により需要家とエネルギー供給事業者

が直接ネットワーク接続するので，瞬時電圧低下時の生産

設備への影響解析などの電力品質問題への支援，機器の保

守運用支援サービス，メータリングサービスなど，省エネ

ルギーソリューションに加え多様な需要家ニーズにも対応

可能となる。

図６には電気事業者や通信事業者および地方自治体で整

備を進めている光ケーブルによる情報通信インフラ（FT

TH：Fiber To The Home）を活用し，各種サービスプロ

バイダをネットワーク化したエネルギー計測システムのイ

メージ図を示す。FTTHの活用にあたっては，需要家側

に設置する光端末装置（ゲートウェイ）の開発が課題とな

る。

富士電機では長年にわたり電力各社との自動検針システ

ムの開発に参画してきた経験を生かし，電力，ガス，水道

の共同検針機能や需要家の異動申請時の引込みスイッチ遠

隔操作機能，温水器などの負荷制御機能を実装したゲート

ウェイの開発を行っている。

本事例では，電力量計の自動検針用インタフェース機能

を持つゲートウェイを需要家に設置し，電力ユースとして

自動検針を行うとともに，FTTHを介して省エネルギー

ソリューションやセキュリティ対策，インターネット接続

などの付加価値サービスを提供するものである。

あとがき

本稿ではエネルギー計測ツール，エネルギー計測システ

ム事例およびその展開について記載した。

環境問題への社会的関心が高まるにつれ，省エネルギー

法もより規制が厳しくなる。また，2003 年には電力の部

分自由化の見直し，対象拡大が行われる予定であり，エネ

ルギー間競争も一層激化すると想定される。このような，

社会的要求から，エネルギー計測に関する需要は現在より

もさらに高まると予想される。

富士電機は今後とも環境問題の解決や安価で高品質なエ

ネルギー供給に貢献するための製品開発やソリューション

の提供に尽力していく所存である。引き続き関係各位のご

指導をお願いする次第である。
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まえがき

ESCO（Energy Service Company）事業は省エネル

ギー改善に必要な技術，設備，人材，資金などすべてを包

括的に提供し，省エネルギーにより実現される経費削減分

の一部を報酬として享受する事業であり，政府のエネル

ギー施策を行う民間ビジネスとして飛躍的な拡大が期待さ

れている。

経済原則による安価なトータルエネルギーコストの要望，

省エネルギー法改正によるエネルギー管理工場の指定，電

力小売部分自由化の規制緩和，「気候変動枠組み条約第３

回締約国会議」（COP3）による温室効果ガス排出量削減

目標の設定などを受け，エネルギー関連市場が活発に形成

されてきており，ESCO事業が注目される背景となってい

る。ESCO事業としては節電機器導入による手法が知られ

ているが，コージェネレーションシステム（CGS）による

エネルギー供給も省エネルギー達成の意味合いから同義と

されている。

CGSは，1986 年の「コージェネレーション設備等の系

統連系に関する技術要件ガイドラインについて」が整備さ

れてから，総合効率が高いため省エネルギー効果が大きく，

温室効果ガス（二酸化炭素：CO2）排出量削減といった地

球温暖化防止策として有効な設備として認知されている。

しかし高額な設備投資や導入後の運転・保守にかかる費用，

手間などの問題があり，普及拡大が伸び悩んでいる状況で

ある。ESCO事業会社はこういった問題もすべて引き受け

ることも可能なため，お客様は最小限の負担で大きな省エ

ネルギー効果を得ることができることから，CGS 普及促

進の新形態としてこの ESCOが注目されている。

富士電機の取組み

富士電機はエネルギー関連市場における変化を新しいビ

ジネスチャンスとしてとらえ，機器の納入または燃料の供

給事業から一歩踏み出し，エネルギー設備を建設し供給・

サービスする ESCO事業会社を 2001 年 8 月 1 日に合弁会

社（株）エスエナジーサービスとして設立した。出資各社の

出資比率を図１に示す。5 社それぞれ異業種であるが，こ

れまで培った各社のノウハウを結集し，ESCO事業を立ち

上げて新規事業の拡大を図るものである（図２）。富士電

機システムズ（株）は，富士電機の委託を受け新会社設立の

作業を行い，今後中核となり新事業を推進することにして

いる。

CGSによる ESCO事例の概要

ここでは，天然ガスを使用した CGSにより電力と蒸気

エネルギーを供給・サービスする ESCO事業の導入事例

と高速限流遮断装置の適用による供給信頼性の向上案の例

を紹介する。（株）エスエナジーサービスの最初の事業とし

て，富士電機・松本工場向けに天然ガスを使用した CGS

を建設（松本事業所）し，ESCO 形態で電力と蒸気を供

給・サービスする事業を開始した（図３，図４，表１）。

松本工場では第 1種エネルギー管理指定工場としての省エ

ネルギー対策が急務であり，CGS 導入により年間燃料消

費量 15 ％削減が見込まれる。半導体工場は，一般的に昼

夜安定的に電力，熱の需要があるが，富士電機の電子部品

開発・製造拠点である松本工場も年間を通して 24 時間稼

動しており，CGSでの経済性，省エネルギー性が比較的

確保しやすい。CGSはベースロード運転としている。

コージェネレーション設備のESCO適用
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（株）エスエナジーサービス 川崎重工業（株） 
（重工業メーカー）14％ 

岩谷産業（株） 
（燃料供給会社） 14％ 

伊藤忠商事（株） 
（商社） 14％ 

富士電機（株） 
（電機メーカー） 35％ 

（株）シーエナジー 
 （電力関係会社） 23％ 

図１ （株）エスエナジーサービスの出資関係

腰　　一昭

新エネルギー，省エネルギーのシ

ステム設計・開発に従事。現在，

富士電機システムズ（株）サービス

事業本部 ESCOプロジェクト部

担当部長。



コージェネレーション設備のESCO適用

工場側では，エネルギー供給を ESCO事業者に委託す

ることによって，CO2 排出量削減，エネルギーコストの低

減および電力供給の信頼性向上を達成することができた。

システムの概要

工場敷地内に天然ガス専焼ガスタービン 5,570 kW×１

台を設置した（システムフローを図５に示す）。発電出力

は工場負荷の約 25 ％を CGSで賄うことを狙った。天然ガ

ス燃料は，他の化石燃料と比べると燃焼時の NOx，CO2

の排出量が少なく，SOxを排出しないため環境に与える

影響が少ない有効な燃料として注目されている。現在，天

然ガスのインフラストラクチャーは十分とはいえないが，

松本工場は幸運にも CGS 導入時期に天然ガスのパイプラ

イン敷設が完成したため，天然ガス CGSとして新エネル

ギー事業者支援対策事業にも応募できた。

ガスタービンを選択した理由は，工場の蒸気使用量が多

く，5,000 kWクラスのガスタービンで発生する 12 t/hレ

ベルの蒸気をすべて消費できることからである。

自動化された半導体製造工場の場合，電力の供給信頼性

が強く望まれる。そこで系統側で停電・瞬時電圧低下が発

生した際，高速限流遮断装置により，系統から切り離し

CGSにて重要負荷に単独供給可能とした。

システムの特徴

本システムには先導的技術が適用されており，次の特徴

がある。
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燃料購入 
料金支払い 融資 返済 

電力・蒸気供給事業者 
（ESCO） 受電所 

電力会社 各地方経済産業局長 

融資銀行など 

工事計画 

工場設備など コージェネレーション 
発電設備 

発電設備を所有，運用 
し発電電力・蒸気など 
をお客様に供給する。 

電力・蒸気 
などの供給 

電力料金支払い 

自家発電補給電力購入 （受理） 

出勤 

料金支払い 

需要家工場構内 

コージェネ 
レーション 
発電設備 

ESCO事業会社にて 
運転保守 

サービス 
拠点 

24時間コールセンター 

リモートメンテナンス 
支援システム 

図２　コージェネレーションESCO事業の体制（構想）

図３ （株）エスエナジーサービス松本事業所の外観

図４　松本事業所ガスタービンCGSの外観

表１　松本事業所のCGS仕様 

起 動 装 置  

ガス圧縮機  

冷　却　塔  

排 熱 回 収  

ガスタービン 

発　電　機  

出　　　　力 

相　　　　数 

電　　　　圧 

回　転　数 

周　波　数 

極　　　　数 

型　　　　式 

出　　　　力 

回　転　数 

燃　　　　料 

型　　　　式 

回 収 形 態 

回　収　量 

常 用 圧 力 

油圧スタータ 

型　　　　式 

吐 出 圧 力 

吐　出　量 

冷 却 能 力 

循 環 水 量 

5,863kVA 

三相 

3.3kV 

1,800r/min 

60Hz 

4極 

単純開放サイクル一軸式 

5,570kW（0℃） 

14,000r/min 

都市ガス　13A 相当 
（天然ガス） 

自然循環式水管ボイラ 

蒸気 

12,505kg/h 
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５.１ 熱電可変型のガスタービン

熱電可変型ガスタービンを採用した。発生蒸気をすべて

プロセス蒸気として使用し高い総合効率を得る蒸気優先

モードと，発生蒸気の一部を燃焼室へ噴射させることによ

り電力出力を増加させる電力優先モードがあり，必要に応

じ切り換えることができる。ガスタービンは気温が上昇す

ると発電出力が減少する特性があるが，気温の高い夏季に

は電力優先モードに切り換えて，夏場の負荷増加に対応す

るなど柔軟な運用が可能である。

５.２ 運転支援システム

本システムは，燃料消費量，発電出力，蒸気量，気温な

どの過去のデータまたは設定により負荷予測し，契約電力

内での運用と高効率運転ができるように支援している。ま

た，故障・異常発生時には発生場所を配置図上に示し，同

時に復旧に向けた対応手順も表示することで早期復旧を支

援する機能も搭載している（図６）。

そのほかに電力・蒸気料金，CO2 削減量，省エネルギー

効果などの各種計算を自動とし，管理業務も支援している。

５.３ 高速限流遮断装置

既存の電力系統と CGS（重要負荷系統を接続）との間

に高速限流遮断装置を設置した。

落雷などによる短絡事故から，CGS 発電設備および発

電系に接続された重要負荷設備を保護し，安定運転を継続

するためには，発電機からの流出短絡電流を抑制し，連系

点を高速に遮断する必要がある。特にエレクトロニクス応

用機器などは瞬時電圧低下時間が数十ms程度でも悪影響

を受ける。また，発電機からの流出短絡電流による軸ねじ

れトルクは，特にガスタービンには悪影響を与えることが

ある。このようなニーズを受け，瞬時電圧低下による電力

系統での短絡事故の影響を極小化した高圧系統用としての

高速限流遮断装置を大阪ガス（株），富士電機で共同開発し

た。図７にその外観を示す。定格電圧 3.6 kV，電流 1,200

A，遮断電流 7.5 kAである。

本装置は，1サイクル真空遮断器に直流真空遮断器で採

用している転流遮断方式を組み合わせた機械式高速限流遮

断装置である。転流遮断方式によって 1/4サイクル以内の

限流遮断を達成している。主な構成機器は高速検出器，高

速真空遮断器および高周波転流振動電流発生装置と消弧装

置である。装置の回路構成を図８に示す。

転流遮断方式の原理は，あらかじめ充電したコンデンサ

から高速真空遮断器の遮断部（真空バルブ）に高周波振動

電流を高速投入スイッチによって供給し，発電機からの流
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図５　システムフロー図

図６　運転支援システム（復旧支援画面）
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出短絡電流（事故電流）に重畳させ，強制的に電流ゼロ点

をつくり消弧して，回路インダクタンスに蓄えられた電磁

エネルギーは非線形抵抗（消弧装置）によって吸収されて

遮断が完了する。高速検出器の検出時間は瞬時電圧低下時

の電圧変化量（ΔV）と発電機からの流出短絡電流変化量

（Δ I）を検出して 0.6 ms 以下，また，高速真空遮断器は

電磁反発駆動を利用しての開極時間 1msとしている。本

システムによって三相短絡事故発生から 3ms 以内で限流，

遮断が可能としている。

高周波振動電流回路の真空遮断器は，限流遮断後，主回

路から高周波振動回路を分離するので，本装置の主回路を

構成する高速真空遮断器によって復電後の同期投入を可能

としている。また，3ms 以内の消弧により，短絡第 1波

の波高値に達する前に限流遮断しているので，発電機から

の流出短絡電流による軸ねじれを抑制し，ガスタービン

CGSでのシャーピン保護にも効果がある。

CGSの建設と運用

６.１ CGS設置にかかわる手続き

CGSを導入・設置する場合，種々の法規制が適用され，

それにかかわる手続きを行うことになる。今回，（株）エス

エナジーサービス松本事業所での届出関係を表２に示す。

６.２ 補助金制度の活用

本設備の導入にあたっては，新エネルギー・産業技術総

合開発機構（NEDO）の 2001 年新エネルギー事業者支援

対策事業（天然ガスコージェネレーション）の補助金交付

を受けたことで，より省エネルギー効果の高い先進的な

CGS 設備を導入することができた。2002 年の継続申請も

採択された。

６.３ 運用体制

（株）エスエナジーサービス松本事業所の CGS 運用は，

事業所長，ボイラタービン主任技術者，電気主任技術者の

人員で行っている。

さらに，24 時間のリモートメンテナンス体制で常時監

視している。

あとがき

CGSによる ESCO事業は，需要家のエネルギーニーズ

に応えるものである。地球環境に優しいエネルギー（電力，

蒸気，冷熱）の供給に加えて，省エネルギー推進に貢献す

るものである。今後は，富士電機・松本工場向けエネル

ギー供給事業での経験とノウハウをもとに次期の ESCO

事業案件を発掘し，事業拡大を図っていく予定である。ま

た，富士電機システムズ（株）の IT（Information Tech-

nology）を駆使した全国ネットのサービス網を利用した総

合的な運転・保守サービスを提供していく考えである。
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図８　高速限流遮断装置の回路構成

図７　高速限流遮断装置の外観 表２　主な届出書類 
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まえがき

近年，経済の高度化と社会生活レベルの向上に伴う個人

のライフスタイルの変化により，エネルギー消費量は増加

の傾向にある。特に，電気エネルギーはその利便性から漸

増の傾向にある。一方，1997 年の「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）により，

日本は二酸化炭素（CO2）排出量を 2010 年において 1990

年の対－6％を義務づけられた。地球環境を守るうえで

CO2の削減が必至であり，省エネルギーの励行と効率的な

エネルギーの利用の促進が，わが国にとって急務となって

いる。このため，電気エネルギーの有効利用についての

種々の施策が取られている。

夜間電力を活用した負荷平準化は，昼間の電力需要が大

きい時間帯に系統の電力を利用することを避けて需要の比

較的少ない夜間の電力を利用することで，電力ピークの削

減と負荷率の上昇をもたらすものであり，エネルギー有効

利用の手段の一つである。

ここでは，夜間電力を活用した負荷平準化の意義とその

手段，ならびに需要家における負荷平準化の得失について

述べる。

負荷平準化の意義

２.１ 負荷平準化の種類

電気は大量に蓄えることが難しいため，基本的には発生

と消費を同時に行うという性質を有する。そのため，昼間

における電力需要と夜間における電力需要との差が大きい

と負荷率が悪くなり，利用効率が悪くなってしまう。1960

年代の国内の負荷率は約 70 ％であったが，家庭用・業務

用冷暖房空調設備の増加により夏季最大需要電力が先鋭化

し，1995 年度には 55.3 ％まで低下した。その後，季節別

時間帯別電力契約の増加や電気温水器の普及により 1999

年度には 59.4 ％まで改善されているが，なお低い水準に

ある。負荷率の低下は，発電機起動停止の増加，発電設備

の部分負荷運用による発電効率の低下を余儀なくされる。

逆に負荷率を上昇させることは，電力需給の安定確保，省

エネルギー，CO2の排出抑制，電力供給設備の投資抑制を

通じた電力供給コスト削減などの利点がある（図１）。

負荷平準化には，図２に示すような 4 種類の方法が挙げ

られる。

ピークシフト

ピーク時の需要を夜間の需要の小さい時間帯にシフトさ

せるもので，供給側では揚水発電，需要側では氷蓄熱，電

池電力貯蔵が代表例である。

ピークカット

ピーク時の需要を削減するもので，ガス冷房や太陽光発

電によるエネルギー源の多様化による電力供給量の削減，

あるいはデマンドコントロールなどによる負荷そのものの

抑制がある。

ボトムアップ

夜間電力の利用による需要の創出であり，電気温水器な

どがある。

省エネルギー

消費エネルギーの総量を減らすもので，ビルや家屋の断

熱性向上による冷暖房電力の削減や冷暖房機器の効率化な

どの無駄なエネルギー消費の削減である。昼夜にわたる省

エネルギーの励行は，負荷全体が低減され必ずしも負荷率

の改善にはならないが，昼間の負荷低減が進めば負荷平準

（4）

（3）

（2）

（1）

（1）
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図１　負荷率の低減
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化となる。

負荷平準化は供給側と需要側双方からの方策があるが，

供給側における方策は，揚水発電以外実用化されているも

のはない。したがって，負荷平準化の方策はそのほとんど

が需要側において行われるものである。

夜間電力を利用した負荷平準化という意味では，前述の

ボトムアップも該当するが，ここでは，夜間電力利用によ

るピークシフトに限定して述べる。

２.２ 負荷平準化の効用

電力料金には深夜電力，季節別時間帯別電力，蓄熱調整

契約制度などの料金制度があり，負荷平準化を実施する場

合，これらの制度を利用することにより，供給側と需要側

双方にとって利益をもたらすことができる。供給側にとっ

ては，①発電効率の上昇，②設備の増強不要，というメ

リットが生じ経営資源効率化が図れる。一方，需要家に

とっては，短期的には，①契約電力の低減，②夜間電力料

金の利用による経費の削減，がもたらされ，長期的には前

節で述べたようにコスト低減に伴う電力料金の低減が望め

る。

負荷平準化の手段

負荷平準化の手段として，将来的には，SMES（Super-

conducting Magnetic Energy Storage）や超電導フライホ

イールなどが実現するものと思われるが，現時点では研究

段階である。ここでは，実用化されている負荷平準化の代

表的手段である，電池電力貯蔵と氷蓄熱について述べる。

３.１ 電池電力貯蔵

負荷平準化用の電池は大容量化が可能であり，繰り返し

充放電に強いことが必須の条件である。また，エネルギー

密度が高く設置スペースが小さいこと，充放電効率が高い

ことが望まれる。代表的なものとしてはナトリウムー硫黄

電池およびレドックスフロー電池が挙げられる。

３.１.１ ナトリウム－硫黄電池

ナトリウムー硫黄電池の原理を図３に示す。

単電池は，ベータアルミナを固体電解質として介し，負極

にナトリウム，正極に硫黄を隔離して，密閉化したセル構

造となっている。単電池の起電力は約 2Vであり，直並列

に接続することでモジュールを構成している。動作温度が

300 ℃程度と高いため，ヒータによる暖気運転を行ってい

る。

ナトリウムー硫黄電池は，下記の特徴がある。

長 所

① エネルギー密度が高くコンパクトである。

② 電池効率が高く，自己放電がないため，効率的な電

力貯蔵が可能である。

③ 完全密閉構造のためメンテナンスフリーである。

④ 騒音，振動などがなく環境性に優れている。

短 所

① ナトリウムと硫黄は消防法の危険物に該当するため，

ナトリウムー硫黄電池も同等の扱いとなり，設置に関

する許可が必要である。

② 動作温度が高いため起動までの時間が長く，待機中

も暖気運転が必要である。

３.１.２ レドックスフロー電池

レドックスフロー電池の原理を図４に示す。

レドックスフロー電池は，正･負極の電解液としてバナ

ジウムイオンを溶解させた希硫酸水溶液を用いる。これら

の価数変化（酸化還元反応）により，電力の充放電を行っ

ている。レドックスフローは，還元（REDuction），酸化

（OXidation），流れる（FLOW）から作られた合成語であ

る。正・負のそれぞれのタンクに貯蔵された電解液は，ポ

ンプにより循環される。セルには隔膜が設けられ水素イオ

ンの移動ができるようになっている。

レドックスフロー電池は下記の特徴を有する。

（2）

（1）
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図３　ナトリウムー硫黄電池の原理
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長　所

① 充放電は酸化還元反応であり，電極材料の組成変化

がないため長寿命である。

② 電解液が正負タンクに貯蔵されているため，待機時

の自己放電損失が少ない。

③ 出力部（セル）と容量部（タンク）が独立している

ため設計の自由度が大きく，大容量化が可能である。

④ ミリ秒オーダーの瞬時応答性を有している。また，

短時間の過負荷耐量が大きい。

短　所

① 単位体積あたりのエネルギー密度が低い。

② 電解液による充放電のため，ポンプなどの補機が必

要である。

３.１.３ 電力貯蔵用インバータ

電力貯蔵用電池には，IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）を用いた三相の PWM（Pulse Width Modula-

tion）インバータが用いられる。インバータは充電と放電

の双方向の動作が可能である。図５に充放電動作時の電力

の流れを示す。

充電動作では電池に対して定電圧充電または定電力充電

を行う。充放電時には，インバータ側交流電力は力率 1で，

高調波含有率が 5 ％以下となるように電流制御を行ってい

る。
（5）

（2）

（1）
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図４　レドックスフロー電池の原理
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図５　双方向インバータの基本動作

表１　氷蓄熱システムの比較 

システム名 
ディンプルボール蓄熱システム アイスオンコイル方式（外融式） ダイナミック方式 

項　目 

システム構成 

製氷方式 

氷充てん率 

蓄熱槽の形状 

配管系 

制御 

施工例 

保守・管理 

システム設計 
の自由度 

ディンプル（くぼみ）を有した球状のカプ 
セル内に封入された水をカプセル周囲から 
ブラインで冷却し凍結させる。 
熱の取出し時はブラインを介してカプセル 
内の氷を融解する。単純方式で故障なし。 

潜熱蓄熱材方式により設計が自由度大。 
特に大容量になるほど有利。 

60％以上 

縦・横円筒形自由設計，パネルタンクも可 

クローズ系 

 
 

タンクの設置，カプセルの投入で施工容易 

ブライン管理（年1回程度） 

ブラインレベルと温度で正確制御，伝熱面 
積一定 

水槽内に細管のコイルを設置し，コイル内 
にブラインを流しコイル外面に氷を成長さ 
せる。 
熱の取出し時は管の外周部から融解する。 
伝熱面積が変化する。 

機種が豊富であり設計の自由度もある。 
既設の　体（くたい）水槽があれば，大容 
量に適用可。 

60％，ただし実質は低製氷率にて使用 

横長立方体 

放熱時オープン系 

ブリッジング防止制御が必要 
 

建屋内では大型コイルの設置が困難 

水槽内のコイルの保守・管理必要 

槽内の低濃度ブラインを循環させ，製氷器 
にてシャーベット状の氷を成長させる。 
理論的熱効率（急負荷追従など）は比較的 
良好といわれる。 

大容量システムにも適用可。 
設計の自由度がある。 

40～60％ 

特に指定なし 

オープン系 

氷解防止制御（かくはん機など）が必要 
 
 
 

常時ブライン濃度監視が必要 

タンク設置は容易。熱源機のほかに製氷器 
必要 

熱
源
機 

熱源機 
ブラインポンプ 

ブラインポンプ 

ブラインポンプ 

ブライン 
循環ポンプ 

氷蓄熱槽 

氷蓄熱槽 氷蓄熱槽 

HEX

HEX

空
調
機 

空
調
機 

空
調
機 

放熱ポンプ 放熱ポンプ 蓄熱ポンプ 

ブライン 
チラー 

製氷器 
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３.２ 氷蓄熱

氷蓄熱は，夜間の電力で熱源機を運転して夏は氷を，冬

は温水を蓄熱タンクに蓄え，昼間は蓄熱タンクに蓄えられ

た氷や温水を利用して冷暖房を行うものである。氷蓄熱に

は幾つかの方式があり，表１に代表的方式の比較を示す。

富士電機では関連会社である富士電機工事（株）で，ディ

ンプルボール方式による氷蓄熱システムを製作している。

ディンプルボール方式は，100mmの直径を持つポリエチ

レン製のボールにディンプル（へこみ）を持たせ，内部に

凍結を促進する微量の発核剤を入れた蓄熱カプセルをタン

クに収納し，氷結させるものである。ディンプル氷蓄熱シ

ステムは，氷蓄熱タンク中の蓄熱量がディンプルの反転に

よるブライン（不凍液）のレベル変化量で正確に把握でき

るという特徴を持っている（図６）。

需要家における負荷平準化の得失

電池電力貯蔵ならびに氷蓄熱は，それ自身でエネルギー

を発生させることはできないため，電力系統からの供給も

含めシステムとしてのエネルギー効率を追求する中で，設

備導入の有効性がでてくる場合が多いと思われる。した

がって，電池電力貯蔵装置ならびに氷蓄熱装置の導入にあ

たっては，複数の電源との組合せを考慮したシステム検討

が重要である。

４.１ 電池電力貯蔵システムの利用

二次電池導入によりハイブリッド化した「ガスコージェ

ネレーション（CGS）＋二次電池」を例に取り，経済性に

ついての考え方を以下に述べる。

図７に CGSを持つ需要家の日負荷曲線のモデルを示す。

図７のモデルでは，二次電池導入により昼間のピーク電力

が低減されるとともに夜間の充電動作により，負荷全体の

ボトムが上昇している。これにより CGSは常時定格運転

が可能となる。

CGSに二次電池を導入することによる経済的効果を以

下に記す。

™二次電池導入によるピーク削減による契約電力の低減

™夜間充電，昼間放電による電力料金の削減

™CGSの定格運転あるいは連続運転における経済性

™CGSの定格運転による発電効率の上昇ならびに連続

運転による起動停止時の損失削減

一方，設備導入に伴う増加費用は次の 2 項目である。

™建設費

™運転保守費

経済的効果が増加費用を上回る場合に，二次電池を導入

するメリットが生じる。

上記は経済的な検討である。しかしながら，近年では経

済性だけでなく，ISO14000に基づく環境に対する評価や

近隣住民に対する環境配慮から，下記の項目が重要になっ

てきている。これらは単純な経済性だけでは計れないが，

企業の社会性を考えると間接的には大きな経済性評価につ

ながるものである。

™排気ガス，騒音

™負荷平準化による CO2 削減

４.２ 氷蓄熱装置の利用

氷蓄熱装置の利用も，基本的な考え方は電池電力貯蔵の

場合と同じである。氷または温水を夜間に貯蔵し昼間に冷

暖房に利用することで，昼間のピーク電力を削減できる。

したがって，氷蓄熱装置の利用は，契約電力の削減，夜間

電力の利用，あるいはピーク時間調整契約などにより電力

料金の削減が可能である。設備導入に伴う機器設置の費用

およびメンテナンスなどのランニング費用と，電力料金の

削減金額との比較で導入の可否が決定される。

氷蓄熱の場合，氷または温水での貯蔵となるため，春や

秋など季節によっては蓄熱装置の能力を十分活用できない

時期があるが，近年，コンビニエンスストア向け冷凍空調

での有効利用の検討など，年間を通しての利用方法の検討

も行われている。氷蓄熱装置のますますの普及には，省エ

ネルギー手段の一つとして，年間を通した氷蓄熱装置の有

効活用を検討する必要があると思われる。

あとがき

夜間電力を利用した負荷平準化は，電力系統の負荷率改

善を促し社会全体のエネルギーの利用効率を上昇させる。

（7）

（6）
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図７　CGSを持つ需要家の日負荷曲線例図６　ディンプルボールの形状
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負荷率の改善は，長期的には需要家にとって電力料金の引

き下げにつながるものである。しかしながら，需要家に

とって短期的な経済性を考えるならば，装置を設置するた

めのコスト負担と運用上の回収可能金額の比較により導入

の意思決定がなされる。電力料金だけで比較するならば，

有益性は負荷パターンによるところが大きく，経済性が成

り立つケースは限られる。多くのケースで経済性が成り立

つためには，電池電力貯蔵装置や氷畜熱装置の低価格化が

必要である。しかし，近年の電力品質問題を考えると，単

純な電力料金の比較だけで議論を行えない場合もある。電

力貯蔵装置の持つ電力品質改善機能を生かし，瞬時電圧低

下対策など多目的な運用を行えるシステムを検討していく

ことで，新たな経済性を生み出すことが必要である。また，

冒頭で述べた CO2による地球温暖化問題は，今後避けて

通れない問題であり，負荷平準化による CO2 排出削減の

効果について検討する必要があると思われる。

富士電機では，エネルギー貯蔵を含めた負荷平準化シス

テムの構築について今後とも検討を行っていく所存である。
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解　説 カーボンニュートラル

光合成 

肥料として散布 

森林による 
CO2吸収 

CO2

灰 

バイオマスを燃焼することなどにより放出される二

酸化炭素（CO2）は，その成長過程で光合成により大

気中から吸収した CO2であることから，大気中の CO2

は増加しないことをいう。

このため地球規模のサイクルではカーボンのバラン

スは崩さない。
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まえがき

カーボンニュートラル（653ページの「解説」参照）か

つ再生可能な資源であるバイオマスは，地球温暖化の防止，

循環型社会の形成，新規産業創生などの観点から，その利

用を推進していくことが求められている。バイオマスのう

ち，下水汚泥の嫌気性発酵により発生する消化ガスの有効

利用が注目されている。消化ガスの利用は約 20 年前にガ

スエンジンを用いた発電が注目され，全国で 19 施設に設

置されたが，ガスエンジンの保守の煩雑さなどから普及が

進まなかった。そのエンジン発電に対して，発電効率，排

気ガスの清浄さに優れる燃料電池への期待が高まっている。

富士電機では 1999 年からメタン発酵ガスによるりん酸

形燃料電池の適用開発に着手し，良好な運転結果を得てき

た。これをもとに，2002 年 3 月に下水汚泥消化ガスに適

応した 100 kWりん酸形燃料電池を山形市浄化センターへ

納入した。

本稿では導入事例について，システムの概要，導入効果

などについて述べる。

山形市浄化センター向けりん酸形燃料電池発電

システム

２.１ 下水処理場への導入

現在，下水汚泥の嫌気性処理は，国内の下水処理場で約

300 施設が稼動している。これら施設の消化ガス総発生量

は約 2.6 億 m3/年であり，その利用は消化槽の加温や消化

ガス発電，汚泥燃焼の補助燃料に利用されている。消化ガ

ス発電には約 15 ％が利用されているが，発電形態はガス

エンジンがほとんどである。近年は従来のガスエンジンに

よる発電およびマイクロガスタービンによる発電と比較し

て発電効率や環境面に優れている燃料電池発電の導入が試

みられている。

２.２ 山形市の導入の背景

こうした背景の中，富士電機は 2002 年 3 月に山形市浄

化センター向けに汚泥消化ガス燃料電池発電システムを納

入した。山形市は「山形市新総合計画」（「いきいき躍動山

形プラン」）の中で，将来都市像としての「人いきいき豊

かさ実感都市」を掲げ，各種の事業に取り組んでいる。そ

のうち，「山形市新環境計画」（2001 年度から 10 年間を目

標）として，環境問題の課題を明らかにするとともに「い

のち」「いこい」「いきがい」が「いつまでも」続く社会づ

くりを目標として，市民・事業者・行政の三者が協力して

良好な環境維持現実化のための方向と体系が示されている。

山形市浄化センターにおける消化ガス発電は，1988 年

にガスエンジン発電（178 kW）を用い，電気・熱エネル

ギーとして回収し有効利用を図っていた。しかし，下水流

入量の増加により汚泥処理量が増加，このため消化ガス発

生量も増加し既存設備では消費しきれない余剰消化ガスが

発生してきた。また，同浄化センター建設時は田園の中に

ある郊外型施設であったが，周辺地域の住宅化が進み都市

型施設としての整備が必要となってきた。

上記の状況から可燃性ガスの安全確保および悪臭防止と

して，余剰消化ガス対策強化が迫られていた。余剰消化ガ

ス処理設備として，ガス燃焼装置，ガス発電設備が検討さ

れたがガス燃焼装置は余剰消化ガス処理として有効だが，

燃焼という形態をとるので大気汚染防止対策が必要となり，

かつ装置の劣化が激しいなど維持管理の業務も増すなどの

課題があった。このため電気・熱エネルギーを回収できる

ガス発電装置の増設が余剰消化ガス対策として適している

との結論が得られた。さらに，既設のガスエンジン発電設

備は，発電効率が低く騒音も大きく，排気ガス中の NOx

も多いとのことから，電気・熱エネルギーの回収が高効率

で，騒音も低く，排気ガスがクリーンな燃料電池発電設備

が採択された。

２.３ 全体プロセスフロー

本システムのプロセスフローは図１に示すとおり，流入

してきた下水は，沈砂池，沈殿池およびエアレーションタ

ンクにて浄化され，河川に放流されている。その際に発生

する汚泥は，濃縮槽を経由し消化槽にて嫌気性発酵により

燃料電池による下水汚泥消化ガスの有効利用
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減容化されている。この消化槽で発生した汚泥消化ガスを

100kW燃料電池（2 台）へ供給し，併せて既存設備のガ

スエンジンと温水ヒータに供給するシステムとしている。

燃料電池およびガスエンジンから発生する排熱にて消化槽

の汚泥加温を行う。点検などで発電設備が停止するときの

加温のために既存温水ヒータを存続させた。

２.４ 燃料電池の発電能力

山形市浄化センターは最大流入量 52,000m3/日を受け入

れ，嫌気性発酵での汚泥消化ガス発生量は平均 3,800Nm3/

日（158Nm3/ｈ）である。

消化ガスの性状を表１に示す。熱量的には，燃料電池に

よる発電は十分可能である。発生量およびガス性状から

100 kWのりん酸形燃料電池を 2 台稼動させ，一部は 178

kWガスエンジンをピークカットとして運用している。し

かし，燃料電池で発電するためには，消化ガス中に含まれ

る，窒素や酸素，硫化水素の濃度を十分に下げる必要があ

るため，既存の脱硫塔も併用しながら新規に脱硫塔を設け，

これらの後段に前処理装置を設けた。

２.５ 汚泥加温用熱回収と消化槽加温

排熱の有効利用を図るため，汚泥熱交換器による温水加

温式を採用した。燃料電池と既存ガスエンジンとの併用運

用となるため，熱回収のバランスが重要となる。熱回収フ

ローを図２に示す。運用方法や最適なシステム構成を検討

し，燃料電池，ガスエンジン，温水ヒータの各機器から得

られる排熱は利用頻度，かつ手動弁の操作性の簡素化を目

標としてパターン化した結果，消化槽の加温条件である

37 ℃を保持できる能力を有する設備となった。

この消化ガス発電システムに対しての緒元を表２に示す。

汚泥熱交換器はスパイラル式のものに 4 基更新し，熱交換

機は 119.5 kW× 4台とした。
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図１　消化ガス利用フロー図

表１　消化ガス性状 

区分 
ガス成分 

低位発熱量 

メ　タ　ン 

二酸化炭素 

窒　　　素 

酸　　　素 

水　　　素 

硫 化 水 素 

実測値 

22.5MJ/Nm3 

58.6％ 

39.9％ 

0.80％ 

0.23％ 

ー 

160ppm

設計値 

23.0MJ/Nm3 

60％ 

40％ 

0.80％ 

0.20％ 

0.01％ 

500ppm
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２.６ 電源系統と保護・運用

電源系統を図３に示す。発電の主体は燃料電池（100

kW× 2台）としており，ピークカット利用として既存の

ガスエンジン（178 kW）を合わせ，電力会社からの買電

も含め所内負荷（約 1,000 kW）を賄っている。

連系保護は所内の事故発生時は燃料電池をトリップし，

事故が復旧されない場合は系統受電の遮断器を開放する。

系統側の事故発生時は燃料電池を待機運転とし，受電遮断

器を開放し，非常用発電機を運転し所内電力供給を行って

いる。

導入効果

３.１ エネルギーフロー

図４に本システムのエネルギーフローを示す。この図に

示すように，本システムは消化ガスのエネルギーを有効利

用できることが分かる。

３.２ 環境・省エネルギー効果

消化ガスを燃料として燃料電池で 1 年間（8,600 時間）

200 kW発電し，電力購入を削減する場合の環境効果・省

エネルギー効果は次のとおりとなる（排出原単位は電気事

業連合会の調べによった）。

環境効果

™二酸化炭素： 1,152 t-CO2/年の削減

™硫黄酸化物： 413 kg-SOx/年の削減

™窒素酸化物： 459kg-NOx/年の削減

省エネルギー効果

™原油換算値： 457 kL/年の削減

（2）

（1）
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図２　消化プロセス熱利用フロー図

表２　消化ガス発電設備の緒元 

発電設備 

項　目 

型　　　式 

出　　　力 

定 格 電 圧 

ガス消費量 

排 熱 回 収 

エネルギー 
効率 

燃料電池 

りん酸形常圧式 
水冷式燃料電池 

100kW×2台 

200V 

90Nm3/h（2台） 

260kW 

 電気：38％，熱：49％， 
 総合：87％ 

ガスエンジン 

4サイクル点火 
水冷ガス機関 

178kW×1台 

6,600V 

100Nm3/h 

310kW 

 電気：27％，熱：48％， 
 総合：75％ 



燃料電池による下水汚泥消化ガスの有効利用

あとがき

今回紹介したプラントは，従来利用しきれなかった未利

用エネルギーを有効利用し環境問題を解決した実施例であ

る。今後，地球規模のエネルギー有効利用による温暖化防

止・環境改善が図られていくであろう。

最後に関係各位のご協力に感謝するとともに今後一層の

ご指導・ご支援をお願いする次第である。

参考文献

久保田康幹ほか．バイオマスエネルギー利用の燃料電池の

現状と展望．富士時報．vol.75，no.5，2002，p.295-297．

矢後賢次，黒田健一．燃料電池による消化ガス発電．第

39 回下水道研究発表会講演集．1-7-5，2002，p.185-187．
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1997 年に京都で開催された「気候変動枠組み条約第 3回締約国

会議」（COP3）以降，地球温暖化問題が世間一般にも広く認識さ

れるようになった。一方，「電気事業法」の改正により，電力の規

制緩和，自由化も進んでいる。「環境問題」と「エネルギー問題」

は，今や同時に解決しなければならない大きな課題である。本稿で

はこれらの課題解決に向けた富士電機のエネルギーソリューション

に対する取組みの概要を紹介する。

エネルギーソリューションの現状と展望

松村　基史 蟹江　範雄 大橋　一弘

富士時報 Vol.75 No.11 p.601-606（2002）

日本も循環型社会，二酸化炭素（CO2）抑制社会へと変貌してき

ており，エネルギー消費量の削減が急務となってきた。本稿では省

エネルギー法の再改定の内容やデータベースを活用したソリュー

ションという観点からとらえた実際の省エネルギー対策の実施手法，

実施事例を紹介する。また，省エネルギー推進の投資資金，専門技

術者の育成や省エネルギー対策アイテムの発見などをアウトソーシ

ングでき，かつ省エネルギー普及・拡大の最適な手法として期待さ

れている ESCO事業を紹介する。

省エネルギーソリューションとESCO

福田　英治 上村　　猛 尾上　和敏

富士時報 Vol.75 No.11 p.607-614（2002）

新エネルギー導入促進の具体的動きの一つとして，電力供給の一

定割合を新エネルギーで賄うことを義務づけ，再生可能エネルギー

発電者に対して証書の保有，売買を通じて，その達成を義務づけた

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」

（RPS ： Renewable Power Portfolio Standard）が 2003 年度から施

行されることとなった。本稿では，RPSの対象となっている風力

発電および中小水力発電の富士電機の取組みを紹介する。

新エネルギーソリューション

斉藤　哲夫 大和　昌一 桜井　正博

富士時報 Vol.75 No.11 p.615-620（2002）

企業の環境経営へのシフトが加速しており，これまでの経済面の

みに重きをなしたエネルギー対策でなく，環境面へも配慮したエネ

ルギー対策が重要となってきている。エネルギー対策を環境面でと

らえた新しいエネルギー管理システムの概要，導入例，また，その

中核をなす環境データベースの概要について述べる。

環境経営を目指すエネルギー管理システム

松本　祥一 横内　達和 大室　善則

富士時報 Vol.75 No.11 p.621-624（2002）

工場，事務所，大型ビルなどに電気，熱，蒸気などのさまざまな

エネルギーを供給するエネルギープラントの最適運用のために富士

電機が開発している各種ツールを解説した。構造化ニューラルネッ

トワークなどを利用した負荷予測ツール，およびメタヒューリス

ティクスなどを利用した最適運用決定機能により，年間 1～ 5％程

度運用費用を削減することが可能であり，省力化にも貢献可能であ

る。

エネルギープラント最適運用ツール

北川　慎治 松井　哲郎 福山　良和

富士時報 Vol.75 No.11 p.625-629（2002）

受変電設備は，高品質で安定した電力を公共施設あるいは工場，

ビルなどの設備へ直接給電し，生産設備，情報処理，防災，保安な

どのあらゆる電源を確保する重要な責務を持っている。したがって

受変電設備に対する高信頼度の要求は非常に高く，高度情報化社会

への進展が顕著となるにつれ，電力は量よりもむしろ質への要求が

より一層強くなっている。また最近は，受変電設備を構成する機器

についても省エネルギー化，省スペース化，インテリジェント化へ

の要求とともに，環境への配慮が必要となってきている。本稿では，

受変電設備の最新機器について紹介する。

受変電設備の最新機器

濱村　昌己 須川　俊一 大澤　　悟

富士時報 Vol.75 No.11 p.630-633（2002）

電力品質ソリューションは，課題を抱えるお客様に対し，系統解

析技術により，現象分析とその対策を検討し，各種の対策装置の提

案から解決まで一貫したサービスを提供するものである。本稿では，

需要家側，供給側の両者に対する対策を提供する電力品質ソリュー

ションに対する考え方，課題と，それに対する富士電機の取組みに

ついて紹介する。

電力品質ソリューションとそれを支える技術

中西　要祐 湯谷　浩次 仁井　真介

富士時報 Vol.75 No.11 p.634-639（2002）

環境問題のクローズアップや電力市場での自由化の進展により，

省エネルギーを目的としたエネルギー計測の需要が高まっている。

富士電機ではこうしたニーズに対応した，エネルギー利用状況の把

握，分析，対策の提案までを一連の省エネルギーソリューションと

してお客様に提供している。富士電機は省エネルギーソリューショ

ンを実現するための数多くのエネルギー計測ツールをラインアップ

しており，本稿では，それを活用したシステムの構築例とさらなる

付加価値サービスへの展開について紹介する。

エネルギー計測システム

桑山　仁平 岡林　弘樹 山野　博之

富士時報 Vol.75 No.11 p.640-644（2002）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

Japan is undergoing a transformation toward a recycling-oriented,
CO2 emission-curbing society, and there is an urgent need to rapidly
reduce energy consumption. This paper will describe an amendment to
the Energy Conservation Act, and present actual methods and exam-
ples of an energy saving solution concept that utilizes a database. The
ESCO (Energy Service Company) business is also introduced as a
potentially optimal method to promote and expand energy savings
through the outsourcing of additional investment, education of engi-
neers, and discovery of energy saving items.

Fuji’s Energy Saving Solution and ESCO

Eiji Fukuda Takeshi Uemura Kazutoshi Onoue

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.607-614  (2002)

Ever since the COP3 (3rd Session of the Conference of the Parties
to the United Nations Framework Convention on Climate Change) was
held in Kyoto in 1997, there has been greater awareness of the problem
of global warming, even among the general public. However, amend-
ments to Japan’s “Electric Utilities Industry Law” are resulting in an
easing of regulations and deregulation of the market. The global warm-
ing problem and the energy problem present large challenges that must
be resolved simultaneously. This paper introduces an overview of Fuji
Electric’s efforts toward providing energy solutions for resolving these
problems.  

Overview of Fuji Electric’s Energy Solutions

Motofumi Matsumura Norio Kanie Kazuhiro Oohashi

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.601-606  (2002)

The shift toward environmental management by private-sector
companies is accelerating. Economic factors weighed heavily on prior
energy policies, but now it is increasingly important that energy poli-
cies also consider environmental management. This paper presents an
overview of such a new energy management system and describes an
example installation. An overview of the system’s environmental data-
base is also described.

Energy Management System for Environment 
Management

Shoichi Matsumoto Michikazu Yokouchi Yoshinori Oomuro

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.621-624  (2002)

Japan’s Renewable Power Portfolio Standard (RPS) will become
effective as of fiscal year 2003, requiring that new energy be provided
at a constant percentage of the electric power supply. This obligation
will be accomplished through the holding, buying and selling of bonds
from electric power suppliers of renewable energy. This paper intro-
duces Fuji Electric’s efforts in wind power and mini hydropower gener-
ation technologies.

New Energy Solutions

Tetsuo Saitou Shoichi Yamato Masahiro Sakurai

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.615-620  (2002)

Substations supply high-quality, low-cost electric power directly to
public facilities or to private-sector facilities such as factories and
buildings, and have the important responsibility of ensuring the stable
operation of various power supplies for manufacturing, data processing,
fire prevention, safety and other types of equipment. Therefore, sub-
stations are required to have extremely high reliability. As the evolu-
tion toward a highly sophisticated information society has progressed,
demands have increased for the quality, rather than quantity, of electric
power. Moreover, recently, the component equipment in a substation is
required to be environmentally friendly in addition to having lower
power consumption, smaller size, and higher intelligence. This paper
introduces the latest equipment for substations.

New Equipment for Substations

Masami Hamamura Shunichi Sugawa Satoru Osawa

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.630-633  (2002)

Large facilities such as factories and office buildings require vari-
ous types of energy such as electric, steam and thermal energy, and
energy plants must be able to supply those types of energy. This paper
presents various tools developed by Fuji Electric for optimal operation
of energy plants. Annual plant operation costs can be reduced by 1 to
5% using load forecasting tools such as analyzable structured neural
networks and meta-heuristics for determining the optimal operation
strategies.

Tools for Optimal Operation of Energy Plants

Shinji Kitagawa Tetsuro Matsui Yoshikazu Fukuyama

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.625-629  (2002)

As awareness increases of environmental problems and the power
market advances toward deregulation, energy data monitoring for
achieving energy savings has increased in demand. In response to this
demand, Fuji Electric is providing customers with a series of energy
savings solutions, ranging from the tracking and analysis of their
energy utilization status through the proposal of countermeasures. Fuji
Electric has a wide line-up of energy data monitoring tools to realize
energy solutions. This paper presents an example system configuration
that utilizes these tools and describes the expansion of added value
services.

Energy Data Monitoring System

Jinpei Kuwayama Hiroki Okabayashi Hiroyuki Yamano

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.640-644  (2002)

A power quality solution provides customers having power quality
problems with a comprehensive solution, from the proposal of various
countermeasures and equipment to actual problem resolution, based on
systems analysis techniques that facilitate consideration of the phe-
nomenon and its possible countermeasures. This paper introduces the
philosophy behind the power quality solutions provided both to power
users and suppliers, the challenges encountered and Fuji Electric’s
efforts to overcome those challenges. 

Power Quality Solution and the Supporting 
Technologies

Yosuke Nakanishi Kouji Yutani Shinsuke Nii

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.634-639  (2002)



ESCOを適用したコージェネレーションシステム（CGS）は最小

限の負担で大きな省エネルギー効果を得ることができることから，

CGS 普及促進の新形態として注目されている。富士電機は（株）

シーエナジー，川崎重工業（株），岩谷産業（株），伊藤忠商事（株）と

ともに（株）エスエナジーサービスを設立し，この分野にいち早く取

り組んでいる。本稿では（株）エスエナジーサービス松本事業所の熱

電可変形 CGS，運転支援システム，高速限流遮断装置の概要を紹

介し，CGS 建設にかかわる届出，補助金，運用について述べる。

コージェネレーション設備のESCO適用

金子　英男 小山　　守 腰　　一昭

富士時報 Vol.75 No.11 p.645-648（2002）

夜間電力を活用した負荷平準化は，電力ピークの削減と負荷率の

上昇をもたらし，電力需給の安定確保，省エネルギー，CO2 排出抑

制，ならびに電力供給設備の投資抑制を通じた電力供給コスト削減

などの利点をもたらす。本稿では，負荷平準化の種類と効用につい

て述べるとともに，電池電力貯蔵装置としてナトリウム－硫黄電池，

レドックスフロー電池ならびに双方向インバータの紹介と，ディン

プル方式の氷蓄熱装置の紹介を行っている。また，負荷平準化によ

る経済性検討の考え方についても述べる。

夜間電力を利用した負荷平準化

仁井　真介

富士時報 Vol.75 No.11 p.649-653（2002）

カーボンニュートラルかつ再生可能な資源であるバイオマスは，

地球温暖化の防止，循環型社会の形成，新規産業創生などの観点か

ら，その利用を推進していくことが求められている。富士電機では

1999 年からメタン発酵ガスによるりん酸形燃料電池の適用開発に

着手し，良好な運転結果を得てきた。これをもとに 2002 年，下水

汚泥消化ガスに適用した 100 kWりん酸形燃料電池を山形市浄化セ

ンターへ納入した。本稿では導入事例について，システムの概要，

導入効果などについて述べる。

燃料電池による下水汚泥消化ガスの有効利用

矢後　賢次 堀内　義実 長谷川 雅一

富士時報 Vol.75 No.11 p.654-657（2002）



Load-leveling by making full use of late-night electricity can
achieve reduced peak demand and improved load factor, and conse-
quently provides such benefits as stable power demand and supply,
energy savings, reduced CO2 emissions, and lower power supply costs
through less investment in power supply equipment. This paper
describes the types and effectiveness of load-leveling, introduces the
sodium sulfur battery and redoxflow battery as battery energy storage
systems and the dual flow inverter, and presents the dimple-method
heat storage system. The economical considerations of load-leveling
are also discussed.

Load-leveling Using Late-night Electricity

Shinsuke Nii

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.649-653  (2002)

Cogeneration systems (CGSs) that employ the services of an
energy service company (ESCO) can achieve a large energy savings
by the minimum burden and are thus attracting attention as a new for-
mat for popularizing and promoting CGSs. Fuji Electric, together with
C Energy Co., Inc, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Iwatani
International Corp., and Itochu Corp., have jointly founded S-energy
Service Co., Ltd. and has begun early efforts in this field. This paper
presents an overview of the thermoelectric variable-type CGS at S-
energy Service Co.’s Matsumoto business office, the operating support
system and the high-speed current-limiting interrupting device, and
describes details of the notice filing procedure, subsidies, and operation
pertaining to CGS construction.

Use of an ESCO with a Co-generation System

Hideo Kaneko Mamoru Koyama Kazuaki Koshi

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.645-648  (2002)

The utilization of biomass that is both carbon-neutral and recy-
clable has been promoted based on considerations such as the preven-
tion of global warming, establishment of a recycling-oriented society,
creation of new industries, etc. In 1999, Fuji Electric began to apply
and develop methane fermentation gas-based phosphoric acid fuel
cells, and has achieved favorable operating results. Based on this expe-
rience, in 2002, Fuji Electric delivered a 100 kW phosphoric acid fuel
cell, which uses sludge-gas, to the Yamagata City Purification Center.
This paper presents an overview of the sludge-gas utilization system
and describes its effectiveness.

Fuel Cell for Sludge-gas Utilization System

Kenji Yago Yoshimi Horiuchi Masakazu Hasegawa

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.11 p.654-657  (2002)
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総合エネルギー管理システム，最適化技術，電力系統解析技術，パワーエレクトロニクス技術，新エネルギー技術， 

各種エネルギーの計測，解析，診断，評価ツールとの融合により，富士電機はエネルギーと環境に 

かかわる課題の同時解決に向けたトータルエネルギーソリューションを提供します。 

エネルギーと環境の調和に， 

先進のトータルエネルギー 

ソリューション。 電力自動化システム 

多機能SPS

各種センサおよび計測監視端 

燃料電池発電システム 

太陽光発電システム 

ミニ水力発電システム 

お問合せ先：電機システムカンパニー 電力システム本部 エネルギーソリューション事業部 電話（03）5435-7202
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