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　産業，社会インフラ分野を取り巻く投資環境は民需設備
投資の伸長により，増加傾向となってきている。富士電
機は，これら分野における最高レベルのソリューションと

サービスを提供すべく取り組んでいる。

　産業パワーエレクトロニクス機器・システム分野では，  
民間設備投資拡大に同期し，数多くの特徴ある製品・シス

テムを納入した。大容量変換装置としては，アルコア社ア

イスランド工場向け単器容量世界最大級の超高効率アルミ

電解用整流装置（Sフォーマ）をはじめ国内外に多数のシ

ステムを納入した。また，可変速駆動システムとしては，

省エネルギー分野へ需要増の高圧インバータは，既設設備
への導入をより容易とする小スペース対応品をシリーズ化
するとともに，高性能センサレスドライブシステムほか最
先端のパワーエレクトロニクス機器，監視制御システムか

ら構成される鉄鋼プロセスラインほかプラントシステムを

国内外に納入した。さらに，工業電熱分野としては，誘導
炉用の中周波電源として，複数炉の同時溶解システムを容
易に構成できるなど経済性に優れた IGBT素子適用の新型
インバータを製品化するとともに，さらなるコンパクト化
を実現した新型半導体式電縫管溶接装置を開発した。

　計測制御システム分野では，「革新と継承」「ライフサイ

クルアドバンテージ」をコンセプトにした新情報制御シス

テム「MICREX-NX」を新設システムや既設機能を継承
するマイグレーションシステム向けに多数納入した。

　MICREX-NXは，製造管理システム（MES）との効率
的な連携，インテリジェント化されたフィールド機器との

フレキシブルな接続，安全・安定操業を実現する高信頼
性，ノウハウ継承を可能とする運転支援・保守支援機能，

Web対応などを特徴とする次世代システムである。

　また，医薬品・食品・化学分野を中心に，SCADAシス

テムと汎用 PLCで構築できる，中小規模監視制御システ

ム「FOCUS」「EGFMAC-SIRIUS」を多数納入した。

　施設電機システム分野では，温暖化ガス対策として注目
されているバイオマス発電所向けに発電設備を納入した。

製糖工場向けには PWM周波数変換装置を納入しており，

効率運転と並列冗長化による高信頼性が期待されている。

また，受変電設備では活発化している設備増強や老朽化設
備更新の要求から環境対応形の C-GISや配電盤および新
たにシリーズ化した「EGFMAC-SIRIUS」の電力監視制
御用パッケージをもとに電力監視用運転支援システムを開
発・納入した。

　クリーンルーム（CR）分野のシステムにおいては，デ

ジタル家電・IT景気により液晶分野の設備投資が活発で

あり，世界最大の第 8世代液晶パネル用 CRシステムを

2005年に引き続き納入し，順調に生産を開始した。また，

コンポーネントにおいては，LONWORKS対応の FFU監視
システムや CRの製造環境をオンラインで監視する環境監 
視システムなどを納入し好評を得ている。さらには，製
造装置対応用クリーン機器にも注力し薄型汎用タイプの

FFUや装置専用 FFU，精密温調クリーンブースなどのラ

インアップを完成させた。

　鉄道分野では新線建設に伴う変電所新設および既設変電
所老朽化による機器更新が活発に行われた。新線建設では

大阪市交通局地下鉄今里筋線（井高野－今里間）に清水変
電所，横浜市交通局グリーンライン（日吉－中山間）にセ

ンター北変電所電気設備を納入した。変電所機器更新に対
しては JRや公私鉄各社に各種機器を納入したが，環境性
や省スペース，省保守に配慮した純水沸騰冷却整流器，直
流高速度真空遮断器，キュービクル形 GISを適用した例
が多い。情報分野では業務支援システムの納入や線路転落
検知システムの評価実験を実施した。

　道路分野では受配電設備，トンネル換気設備，遠方監視
制御設備，料金機械設備などを納入した。

　今後も，産業，社会インフラ分野において，電機・計
測・情報制御技術を駆使し，特徴ある製品・システムおよ

び最適なソリューションとサービスをお客様にお届けする

所存である。

産業プラント

産業パワーエレクトロニクス機器・システム

計測制御システム

施設電機システム

クリーンシステム

交通・道路システム

監視制御システム
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　共英製鋼株式会社向け炉用電気設備

　タイ・ティンプレート製造株式会社向け電気すずめっき設備

　JFE鋼板株式会社向け連続溶融亜鉛めっき設備

図１　新設炉用変圧器
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図2　システム構成

図3　新駆動装置（FRENIC4000VM5）

　共英製鋼株式会社枚方工場向けに電気炉用電気設備を納
入した。本工事の目的は既設電気設備の老朽化更新および

操作室の移設であり，当初の目的を満足する効果を上げて

いる。特徴は次のとおりである。

（1）　炉用変圧器の更新
　老朽化更新が基本であり，変圧器容量は既設と同一とし

ているが，タップ電圧およびインピーダンスについては将
来をも考慮し最適化している。

（2）　電極昇降電気品の更新
　操業効率の向上を目的とし，昇降速度のスピードアップ

を行っている。

（3）　操作室移設
　HMI（Human Machine Interface）を採用した最新シス

テムとしている。

　タイ・ティンプレート製造株式会社向けに最新の電気す

ずめっき設備を納入した。このシステム構成と特色は次の

とおりである。

（1）　高精度・高性能・省スペース・省メンテナンスを

実現した交流可変速駆動用 IGBT PWMインバータ

（FRENIC4000VM5/VMT5/センサレス）

（2）　リフロー電源用高圧インバータ（FRENIC4600RF5/
単相マルチレベル IGBT）の開発

（3）　データ収集・解析支援パッケージソフトウェア

（NISDAS-x）とフィールド機器接続用 plusFSITEによ

る集中監視
（4）　操業データの設定・監視，およびロギングを行う

HMI（Human Machine Interface）システム（SIRIUS）

　富士電機は，JFE鋼板株式会社千葉製造所向け連続溶
融亜鉛めっき設備の全面更新（電動機全交流化，制御全更
新）に取り組んでいる。めっき鋼板の需給が引き締まった

状況が継続しており，長期間連続した更新工事期間の確保
は困難である。富士電機は「駆動システム更新」と「制御
システム更新」の 2期に分け，さらに既設互換の各装置を

導入することで更新工事期間の極小化を目指している。

™  第一期：駆動システム更新
　既設駆動装置と入出力互換を持った新駆動装置を導入し，

休止期間に見合った台数の電動機交換・調整を行う。

™  第二期：制御システム更新
　既設制御装置と取合い互換のある新制御装置を導入し，

新たな配線工事を行わずに制御装置の更新を行う。

産業パワーエレクトロニクス機器・システム
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　新系列高圧インバータ

　次世代誘導炉用 IGBT電源装置

　新型半導体式電縫管溶接装置

図4　小型化高圧インバータ（6.6kV　1,540kVA）

図5　電源装置（750kW，500Hz）

図6　新型半導体式電縫管溶接装置

　省エネルギー分野および生産設備へのニーズ拡大で高圧
インバータの需要が伸びている。富士電機は既設電気品を

高圧インバータへ置き換える場合の小スペース要求に対応
した小型化開発を実施し，製品化を行った。主な特徴は次
のとおりである。

（1）　2乗低減負荷専用：定格電流連続過負荷なし

（2）　世界最小級の寸法（例：6.6 kV 1,540 kVA W3,300mm）
（3）　容量系列拡大：3.3 kV 390〜 5,250 kVA，6.6 kV 780

〜 10,500 kVA
（4）　簡易センサレスベクトル制御付 V/F一定制御
　また，海外の環境意識向上に伴う省エネルギーニーズへ

の対応として 10 kV級（1,200〜 16,000 kVA）を開発して

いる。高圧多巻線入力変圧器・収納盤構造および制御機能
を検証中であり，2007年度上期に発売する計画である。

　誘導炉用の中周波電源として，IGBT素子を使用した新
型インバータを製品化した。すでに 1号機を納入し，順調
に稼動している。新型インバータは，従来のサイリスタイ

ンバータに対して，以下に記す特徴を有している。

（1）　一つの順変換部に，複数の逆変換部を接続できるため，

複数炉の同時溶解システムなどを容易に構成できる。

（2）　溶解初期から定格電力を入力可能なため，溶解時間の

短縮や電力原単位の向上を図ることができる。

（3）　広い出力電力範囲（20〜 100%）において，入力力率
0.98以上を維持できる。

（4）　順変換部は標準で 12パルス整流を採用している。ま

たオプションの 24パルス整流を選択することで，入力
部の高調波をさらに低減可能である。

　さらなるコンパクト化を実現した新型半導体式電縫管溶
接装置を開発した。また，本装置にて富士電機の最大級
（従来比 25%増）となる 500 kW溶接装置を納入し，現在
良好に稼動中である。その特徴は次のとおりである。

（1）　従来の整合盤収納機器をインバータ盤およびインバー

タ盤出力ダクト部に収納したことにより，設置面積が従
来の約 3/4となり，リプレースが容易となる。

（2）　新型自動マッチング機構（オプション）により回路構
造を簡素化し，信頼性を向上させた。

（3）　グラフィックパネルに運転状態監視機能（オプショ

ン），速度追従制御機能（オプション）を追加した。

産業パワーエレクトロニクス機器・システム
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　食品プラントの計測制御システム

中央操作室

ターミナルバス（光）

プラントバス（光）

コントローラ
（二重化）

入出力
モジュール

現場操作室コントローラ室

サーバ，HMI用（二重化）

プロフィー
バス

　化学プラントの計測制御システム

　石油・ガスパイプライン施設の計測制御システム

図7　製糖工場の制御システム構成例と操作室状況

図8　化学プラントの計測制御システム　

図9　監視システムの例

　食品分野では近年，情報化・老朽化対策といったシステ

ム増強が行われている一方で，団塊世代の退職が始まり，

技術ノウハウの伝承や機能的で効率的な人材配置を可能と

するシステム構築が要求されるようになってきている。

　これらのことから，限られた人員での多能工化を進める

ためにプロダクションセンター方式を採用したり，作業抜
け防止や標準化された作業判定を可能にするための情報化
ツールが多く採用されている。

　このような状況の中で，生産管理レベルからフィールド

レベルまでを有機的に結合できる「MICREX-NXシステ

ム」での製糖システムの納入や，現場保全用の「POJシ
ステム」での現場情報端末などを納入し，好評を得ている。

　化学分野の動向として，中国へ進出した工場が安定操業
を続ける中，中国需要の影響を受け，日本国内工場稼動率
も向上している模様である。また，国内設備維持に必要な

機能改善および新品種対応のための設備更新投資も積極的
に実施されている。このような状況の中で，富士電機は宇
部興産株式会社千葉石油化学工場合成ゴムプラントの分散
制御システムの部分更新を実施した。部分更新であるため，

新旧混在可能システムとしてオペレーション部分を最新
機種「MICREX-NX」のオペレータステーション OCSク
ライアントに，コントローラの一部分を「MICREX-AX」
コントローラ「ACS-2000」に更新した。

　最新機種MICREX-NXは既存システムと統合するマイ

グレーションにより，長期的な安定運用を実現する。

　最近の計測制御システムは，パソコンを応用したシステ

ムが主流となり，富士電機でもWindowsパソコンによる

オペレーションを提供している。石油，ガスのパイプライ

ン施設においては，遠隔地の監視も重要な要素となる。富
士電機では，私設専用線などを使用したアナログテレメー

タ・テレコントローラ（TM/TC）のほか，日本電信電話
株式会社のデジタル専用回線 IP-VPNを応用したシステ

ムも提供している。富士電機は，石油資源開発株式会社に

いろいろな監視システムを納入しており，長岡鉱業所新潟
鉱場には，場内のガスパイプライン設備の監視制御を行う

システムを納入した。システム構成機器は，監視用とし

て FAパソコンに DCSパッケージを搭載した「FOCUS」
（フォーカス）を，制御用コントローラとして「ACS-250」
を納入した。

計測制御システム



富士時報 Vol.80 No.1 2007 産業プラント

33

　都市ガスプラントの計測制御システム

　ごみ焼却プラントの計測制御システム

　鉄鋼設備の計測制御システム

図10　システム構成

図11　福岡市環境局西部工場の中央制御室

図12　ブルーム連続鋳造計装制御システム

　都市ガス事業の全国的な天然ガス化に伴い，ガスパイプ

ラインの新設または増設が進んでいる。その中で岡山県と

広島県を結ぶパイプラインを建設した瀬戸内パイプライン

株式会社に遠隔監視制御システムを納入した。熱調ステー

ション（1か所），ガス受入ステーション（1か所），パイ

プライン上のバルブステーション（2か所）におのおの監
視制御盤を設置し，熱調ステーション内の中央監視室パ

ソコンで遠隔監視するシステムである。各ステーションと

中央監視室パソコンはデジタル回線（DA64）にて接続し，

常時リアルタイムで現場状況を把握可能とした。中央監視
室のサーバパソコンは二重化構成とし，信頼性を高めた。

さらに広島ガス株式会社中央監視制御室にはクライアント

パソコンを設置し，デジタル回線により 100 km離れた場
所での遠隔監視を可能とした。

　近年，ごみ焼却プラント設備の機能維持対策として，設
備運転の中枢を担う分散型制御システム（DCS）の更新計
画，実施が相次いでいる。システムの信頼性，操作性，汎
用性の向上とともに，設備稼動計画に極力影響を与えずに

更新する必要があるため，一括全面更新にも部分更新にも

柔軟に対応でき，既設資産を十分に活用できるコストミニ

マムなシステムが要求される。このたび，1992年に福岡
市環境局西部工場に納入した DCS（MICREX-PⅢ）を 2
世代後継機種の DCS（MICREX-AX）に更新した。更新
工事は 3か年にわたる部分更新となったため，操作性が損
なわれないよう新旧混在システムを構築し施工した。また，

ソフトウェア資産はコンバータを使用することで品質の高
いシステムが提供でき，全休炉の短期間での切替工事，設
備立上げを実現した。

　国内の鉄鋼業界では，高級鋼材の好調を背景に設備の老
朽化更新など，設備投資が活発に行われている。制御シ

ステムの更新ではオープン化が進み，汎用でかつ高機能
化が求められている。富士電機は三菱製鋼室蘭特殊鋼株
式会社ブルーム連続鋳造設備の計装 DCS「MICREX-MS」
の更新において，オープン化ながら高機能化を維持した

「FOCUS-JUPITER」を適用した。本システムに適用され

ているMICREX-SXシリーズ「JUPITER」は汎用ながら，

大容量で高機能な PLCであり，計装パッケージも搭載し

ている。また，本システムでは OAソフトウェアにて作
成した仕様書からアプリケーションソフトウェアが自動生
成可能な「HEARTシステム」を適用し，仕様書とソフト

ウェアの一元管理と親しみやすい操作性を実現した。

計測制御システム
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　エネルギーセンタの計測制御システム

　銅製錬設備の計測制御システム

　セメントプラントの計測制御システム

図13　エネルギーセンタの中央操作室

図14　銅製錬設備の統合計器室

図15　制御システムの中央操作室

　鉄鋼業におけるエネルギーセンタは，1980年代後半か

ら 1990年代前半にかけて，パネル・デスクによる操業か

ら，富士電機製第三世代 DCSである「MICREX-PⅢ」に

よる更新を促進したが，納入から 20年近くを経過し，老
朽化に伴う故障率の増加や交換部品の不足，および能力増
強のため，新制御システムへの更新計画が近年活発になっ

てきた。このたび，新日本製鐵株式会社大分製鐵所向けに，

次世代 DCSである「MICREX-NX」を採用した新システ

ムを納入し，稼動を開始した。本システムは，既存システ

ムにゲートウェイサーバを介して増強することで，既存シ

ステムに影響を与えることなく，新旧混在システムを実現
した。今後旧システムでの操業を順次新システム側に移行
していく計画である。

　情報制御システム「MICREX-NX」を日比共同製錬株
式会社玉野製錬所へ納入した。同製錬所は，原料銅溶融，

粗銅還元，精製，副生ガス回収，ユーティリティなどの設
備から成り，運転は，各所に設置された盤面のワンループ

コントローラなどで行われていた。

　本更新では，これら工場生産設備全体を DCS化し，各
設備単位に分散されたシステムを広域光ネットワークで

結合し，フレキシブルで機能化拡張が容易な統合型監
視・制御システムを構築した。オープンなアーキテクチャ 
の特性を使ってコンピュータとの OPC連携を実現し，

PROFIBUS規格に適合した他社製入出力装置（RIO）と

の結合も行っている。また，Web機能を利用し，所内イ

ントラネット上のパソコンからの監視も可能としている。

　国の循環型社会形成推進基本法のもと，セメント業界で

も循環型社会を目指し，ごみ焼却灰や下水汚泥などの廃棄
物を有効な資源に生まれ変わらせる動きが活発となってい

る。

　富士電機では，三菱マテリアル株式会社岩手工場向けに

下水汚泥処理装置の制御システムを完成し納入した。こ

のプラントは，受け入れた下水汚泥をセメントキルンに直
接投入するという画期的なセメント原料化システムである。

納入したシステムは，最新の DCS（MICREX-NX）を中
心に電気制御を担当する PLC（MICREX-F）にて構成さ

れる。操作はマウスと専用キーボードにて直感的に扱える

ように考慮されている。また，マイグレーション対応によ

り既存の PLCとも容易に接続可能なため，システムの拡
張性も十分備えたシステムである。

計測制御システム



富士時報 Vol.80 No.1 2007 産業プラント

35

　バイオマス発電設備向け電気設備

　カワサキプラントシステムズ株式会社経由日本甜菜製糖株式会社向け周波数変換装置

　国立大学法人島根大学（出雲キャンパス）特高受変電設備の更新

図16　C-GIS，変圧器および11kV配電盤

6.6kV 1回線受電
（北海道電力株式会社）
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図17　システム構成

図18　変電棟C-GIS ユニット

　民需分野における発電事業の一環で，間伐材や廃材を

木チップ化し燃焼させて発電するバイオマス発電設備が

建設された。富士電機では，66 kV C-GIS，56MVA 3巻
線変圧器，50MW発電機，特高・高圧配電盤，低圧モー

タコントロールセンター，電動機，直流・交流無停電電源
装置などの電気品に加え，「MICREX-NX」による遠方監
視制御装置を受注し，据付け・配線工事の施工も含め，電
気・計装設備の総合的なシステム構築を行った。本設備は

50MWの発電電力を 24時間連続して電力会社へ売電する

ため，66 kVから 400Vまでデジタル形多機能リレーを採
用し信頼性の向上を図るとともに，電気設備と遠方監視制
御装置を多重伝送で結合するなど，建設費の圧縮も配慮し

た。

　日本甜菜製糖株式会社美幌製糖所へ蒸気タービン発電
機設備および周波数変換装置設備一式を納入した。既設
設備は，50Hz地域で 60Hzの製造設備用電源を得るため，

60Hzの自家発電設備で運転していた。今回，50Hzの自
家発電設備に更新し，商用と系統連系をするとともに，静
止形周波数変換装置を新設して製造設備に 60Hz電源を供
給する設備を構築した。

（1）　整流器部には PWM整流器方式を採用し，高調波電
流の抑制，高力率制御による省エネルギー化を図った。

（2）　インバータ部には高周波 PWMインバータ方式を採
用し，瞬時値制御により過渡電圧変動を＋－ 5%以内とし，

100%整流負荷にて電圧ひずみ率 5%以下を実現した。

（3）　高信頼性を図るため，周波数変換装置を常時 3台並列
運転し，1台は冗長系として構成している。

　国立大学法人島根大学出雲キャンパスは，医学部附属病
院や医学部施設などの医療と研究を担う設備停止が許さ

れない重要施設を多く抱えている。このたび富士電機は

本キャンパスの 66 kV特高受変電設備更新工事を受注し，

C-GIS設備 8ユニット，5MVA油入変圧器 2台，高圧配
電設備 27面および電力監視設備一式を納入した。本工事
は更新過程で受変電・自家発・監視設備が新旧混在する状
況の中で施工を進める必要があったが，富士電機の幅広い

製品技術と豊富な施工実績に基づくエンジニアリング力に

より施設運営に支障なく施工を実施した。さらに，旧設備
では停電時自家発給電状態から商用給電への切換に際し停
電を要していたが，本更新工事により無停電で給電切換が

できる運用性の高いシステムに改善され電源品質の向上に

も貢献している。

施設電機システム
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図19　クリーンルーム環境監視システム

図20　薄型 FFUおよび精密温調ブース

図2１　LONWORKS 対応DC-FFU監視システム

　液晶工場納入クリーンルーム環境監視システム
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　最新のDC-FFUおよびDC-FFU監視システム
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　液晶パネル分野では，製造環境の管理が重要であり常時
監視のニーズが高まっている。富士電機は「クリーンルー

ム環境監視システム」を製品化し，大規模液晶パネル工場
に納入したので紹介する。

（1）　清浄度，温度，湿度を同時に計測できる「環境セン

サ」と「監視パソコン」で構成されており，リアルタイ

ムなデータ監視，トレンドによる傾向管理ができる。

（2）　ユーザーの生産管理システムと直結でき，工場全体の

生産情報と一元的に管理できる。

（3）　設備の拡張に伴い，ユーザーがシステムの拡張を自
由・簡単に行えるユーザーフレンドリーなエンジニアリ

ング機能を搭載している。

　富士電機では，半導体や液晶パネルなどの製造プロセス

における生産装置および搬送装置向けに各種クリーン機
器を納入している。クリーン機器，環境センサ，温調のコ

ア技術をベースとして，顧客ニーズに対応した製品ライン

アップを取りそろえている。

（1）　薄型汎用 FFU：薄型，省電力，風量可変機能を持っ

たカタログ標準の装置対応用 FFU
（2）　装置専用 FFU：要求仕様に合わせた専用設計の装置
対応用 FFU

（3）　精密温調ブース：半導体や液晶製造などに必要な高精
度な温湿度制御（精度：＋－ 0.02〜＋－ 0.5℃）

（4）　ケミカルフィルタ：分析，評価から対策機器の提供ま

でケミカル汚染対策をトータルサポート

　近年，液晶パネル・半導体生産工場をはじめとする大規
模クリーンルームにおいては，ファンフィルタユニット

（FFU）の多数台適用化に伴う運転信頼性のさらなる向
上，監視制御の簡素化，トータルコストダウンのニーズが

高まっている。このたび，マレーシア某媒体生産工場向け

に納入した最新の DCブラシレス FFUは「ファンコント

ローラ集約型」を採用しており，1台のコントローラで最
大 4台の FFUの個別制御を可能としている（特許出願中）。

その結果，イニシャルコストおよび動力通信ケーブル施
工費用 10〜 20%の低減（当社従来比）を達成した。また，

DC-FFU監視システムにおいては従来の RS-485通信で

の FFU制御に加え，LONWORKSでの通信方式を採用す

ることで工場設備管理システムとの相互運用性拡大を実現
している。

クリーンシステム
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　横浜市交通局センター北変電所

交通・道路システム

　大阪市交通局今里筋線清水変電所

　世界初の第8世代液晶工場用クリーンルーム

図22　シャープ株式会社亀山第2工場

図23　主制御配電盤

図24　整流器および電力回生インバータ設備

クリーンシステム

　シャープ株式会社は，世界最大の第 8世代マザーガラス 
（2.16m× 2.46m）を採用した，亀山第 2工場を当初計画
より 2か月前倒しで 2006年 8月から稼動した。富士電機
は，亀山第 1工場（第 6世代）に引き続き，第 2工場のク

リーンルーム設備も受注し完成・納入した。ますます高
速・大型化するガラス搬送装置の発塵（はつじん）対策は，

クリーンルーム仕様の最適化において重要課題であった。

そこで，世界初の生産ライン実現に向けて自社工場に亀山
第 2工場と同仕様のクリーンルーム実験棟を建設し，搬
送装置メーカー 2社の実機検証を行い，クリーンルームの

トータルエンジニアリングを実施した。この実験結果の反
映により搬送装置走行時の発塵を効率的に排除・抑制する

システム構築を実現し，顧客要求の早期立上げに貢献した。

　大阪市の地下鉄今里筋線設備計画に伴い，変電所を新
設したものであり，主な設備は，特高受電設備（脱 SF6
形ガス絶縁スイッチギヤ），各種変圧器，純水沸騰冷却
式整流器および回生インバータ，直流高速度真空遮断器

（100 kA HSVCB），高圧配電設備，制御盤類である。特徴
は次のとおりである。

（1）　直流高速度真空遮断器は，アークレスゆえに省メンテ

ナンス化，省エネルギー化，小型軽量化を実現している

ほか，耐環境性にも配慮している。

（2）　制御にはプログラマブルコントローラ（PLC）を採用
し，各 PLC間，デジタル保護継電器（DRY）および情
報収集装置は，すべて制御 LAN（Ethernet）で接続す

ることで，高速かつ高機能な制御を実現している。

　横浜市営地下鉄グリーンライン新設工事の一環として，

センター北変電所特高受変電設備一式を納入した。主な設
備は，72 kV受電設備，24 kV送電設備，整流器設備，電
力回生インバータ設備，直流き電設備，主制御用配電盤設
備などであり，高架下スペースにコンパクトに配置してい

る。主な特徴は次のとおりである。

（1）　受電設備および送電設備は，VCBを適用した C-GIS
を採用し，省スペース化と保守性の向上を図っている。

（2）　シリコン整流器および電力回生インバータは，冷媒を

純水とし地球環境に配慮している。また，下箱を完全閉
鎖構造とし，じんあいレスを図っている。

（3）　主制御用配電盤はデジタル形保護リレーを採用し，全
二重化構成とすることにより，高信頼性を図っている。
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　京成電鉄株式会社大和田変電所

　小田急電鉄株式会社向け線路閉鎖・信号現示停止業務支援システム

　東京都板橋相生陸橋大気浄化設備

図25　HSVCBを採用した直流キュービクル

図26　サーバラックおよびUPS
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図27　大気浄化システム概要図

　大和田変電所はストラクチャー変電所であったが，この

たび，閉鎖形装置により受変電設備一式を更新した。主な

設備は，受電設備，整流器設備，き電設備，主制御用配電
盤設備である。その特徴は次のとおりである。

（1）　受電設備には，遮断器を VCBとする 72 kV C-GISを
採用し，省スペース化と保守性の向上を図っている。

（2）　シリコン整流器は，純水を冷媒とする沸騰冷却自冷式
（並列 12パルス）とし，省スペース化を図っている。

（3）　き電設備には，直流高速度真空遮断器（HSVCB）収
納の小型直流キュービクルを採用し，省スペース化と保
守性の向上およびメンテナンス周期の延長を図っている。

（4）　主制御用配電盤設備には，二重化 PLCを採用し，信
頼性と保守性の向上を図っている。

　鉄道線路内での作業の安全性向上を目的とし，作業申請
から作業終了まで，一連の業務フローの管理と作業情報管
理を行うシステムを納入した。主な特徴は次のとおりであ

る。

（1）　業務処理をすべて社内ネットワークに接続されたパ

ソコンから行うため，Web方式を採用した。承認処理，

帳票作成などもすべてWeb画面で行っている。

（2）　作業当日の現場から指令所への連絡（開始，終了ほか） 
は，音声応答装置を使用して自動化した。作業開始許可
が遅れる場合，その状況を指令所でテキスト入力するこ

とにより音声で応答することも可能である。

（3）　メインサーバは二重化構成の FT（フォールトトレラ

ント）サーバを採用，音声応答装置も 2台構成としてシ

ステムの信頼性を強化した。

　相生町交差点は，首都高速 5号線池袋線，環状第 8号線， 
都市計画道路補助第 201号線が 3層構造で交差しており，

交差点周辺部の環境保全を目的として，環状第 8号線の一
部をシェルタ構造としている。シェルタ内の空気を吸引し

浄化処理するシステムを陸橋下部に設置している。このシ

ステムは，NO2，NOx，SPM（浮遊粒子状物質）を高効率
で除去する大気浄化システムである。富士電機は，長時間
安定した集じん機能を有する，交流電界形電気集じん機を

納めた。主な仕様は次のとおりである。

™  処理風量：40m3/s×2か所
™  処理風速：9m/s
™  SPM除去値：90%以上（一日平均値）

交通・道路システム

関連論文：富士時報 2006.2 p.139-144
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図28　データのモデル化と利用効果

図29　中小規模監視制御システム EGFMAC-SIRIUS

図30　エンジニアリング支援システムの概要
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交通・道路システム

　本システムは，道路の調査・設計から維持・管理に至る

業務のライフサイクル全般にわたって活用できる共通の

データ形式を定義し，それを蓄積するための基盤と利用す

るためのシステムとで構成される。

　特徴は，共通データの形式を，特定の情報システムに依
存しない形にしたことと，道路構造物（舗装路面，トンネ

ル，橋，付帯施設など）や管理業務で扱うデータを UML
でモデル化し，一意に定義したことである。また，実装に

は XMLを用いた。

　これらの意図することは，道路に関するデータの一元管
理を可能とすることによって分析や計画などの立案を容易
にすることであり，最終的には，データ作成関連も含めた

トータルコストの削減を目指すものである。

　パソコンと「MICREX-SX」を使用した中小規模監視
制御システム「EGFMAC-SIRIUS」の電力監視制御用
パッケージ「LOGFINE」を拡張し，東燃ゼネラル石油株
式会社・東燃化学株式会社・日本ポリプロ株式会社川崎
工場向けに適用した。このシステムは監視制御対象が 3
地区 22設備あり，既設は他社製 DCSで構築されていた。

LOGFINEシリーズでは過去最大規模である。顧客要求で

ある既設オペレーションの踏襲，汎用品の採用と信頼性
の確保，既設一部流用，顧客新社内規格への対応について，

EGFMAC-SIRIUSの柔軟性を生かし，適用した。システ

ムの特徴として，FL-net冗長化と光疑似伝送ループの実
現，簡易 DO異常監視機能，パソコン冗長化，オペレー

ションへのセキュリティ機能などがある。

　見積り，仕様確認，設計，試験のすべての範囲をカバー

する富士電機のエンジニアリング支援システムは，全範囲
にわたる連続性の確立のほか，次の特徴を持っている。

（1）　機能要件および非機能要件を漏れなく明確に定義する

要件定義手法を備えている。

（2）　パッケージ化した機能モジュールの再利用を徹底し，

生産性と品質の向上が図れる。

（3）　仕様記述型のエンジニアリング手法を備えている。

（4）　現地試験データを現地と社内で共有する試験支援機能，

および試験完了後のデータ蓄積とそれを教育資産として

利用する仕組みを備えている。

（5）　運用段階での顧客とのデータ共有により，顧客への運
転・保全支援などのエンジニアリングが的確に行える。

関連論文：富士時報 2006.3 p.270-273



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




