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特集　IoT 新時代の計測・制御ソリューション

昨今注目されている IoTは，あらゆる“モノ”をインターネットに

接続して情報のやりとりを行い，ビッグデータや人工知能の発展と相
まって，新たな顧客価値を創出し，従来の産業・社会構造を大きく変革
しようとしています。

富士電機は，エネルギー・環境技術の革新に取り組み，“エネルギー

の安定供給”“省エネルギーの実現”“安全・安心の提供”を柱に，お客
さまの生産活動全体を対象として設備や施設のライフサイクル全般にわ

たるソリューションを提供しています。その中で，IoTは富士電機が提
供するソリューションの大きな力になるものと確信しています。

本特集では，IoT 新時代を見据えた富士電機の最新の計測・制御ソ

リューションを紹介します。

表紙写真
　カタログ「富士電機の IoTソリューション」より
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特集に寄せて

IoT とオープンイノベーション

IoT（Internet of Things）という言葉が騒がしい。全て

のものをインターネットにつなぐことだそうである。こ

れは 2000 年ごろ流行（はや）ったユビキタスコンピュー

ティングの構想そのものである。

違いは十数年間で変わった技術環境，社会環境である。

例えば，IP（Internet Protocol）は ver. 4から ver. 6に変
わった。これは物を区別する IPアドレスが 32ビットか

ら 128ビットに変わったことを意味する。すなわち世界中
で 40 億個の物しか区別がつかなかったのに対し，現在は

10 進数で 39 桁の物の区別がつくようになった。兆で 13
桁，京で 17 桁であるので，途方もない数である。もっと

も，100 億人規模の世界中の人々が 100 個の物を持ち，そ

れをインターネットにつなげることを考えれば，ver. 4で
は不足，ver. 6でようやく IoTが視野に入るようになった

といえる。

もう一つの環境変化が 2011 年 7 月のアナログテレビ放
送の停止である。デジタル化することで画質が向上した。

実は向上分以上に電波の利用効率が上がった。そのため，

大容量伝送が可能でつながりやすいプラチナバンドといわ

れる周波数に空きがでた。これをホワイトスペースと呼ぶ

が，この空きの 700MHz 帯が ITS（Intelligent Transport 
Systems）に割り当てられた。これにより，車と車，車と

道路の通信の実用化が視野に入った。これが昨今の自動運
転騒ぎの源の一つである。

ご承知のように日本はイノベーションに富んだ国である。

カラオケもインスタントラーメンも日本で発明されて，世
界の生活を変えている。IoTも基礎技術は国内にある。た

だ，それを世界に広げていく展開力には疑問が残る。

2000 年初頭のユビキタスとの大きな違いはオープンイ

ノベーションであろう。ユビキタスの実態は囲い込み技術
だった。特定の会社の製品だけがつながるユビキタスでは

消費者の理解は得られない。今や，誰でもが参加できる

オープンイノベーションである。データを提供する人，そ

れを解析する人，そしてサービスをする人という縦のオー

プン化にとどまらず，各階層に全ての人が参加できるとい

う横にも広がった大きなオープン化である。

参加者は敵もいれば味方もいる。身内で固めたオープン

化とは違う心構え，制度が必要である。どうも，そこまで

考えが至っていないように思える。

20 世紀の技術者にとって図面は命。他社の人間に見せ

るものではなかった。オープンイノベーションは，この図
面の共有が出発点である。いやいや，オープン化である。

このように言うと，人前で裸になれというのかと怒られる。

いやいや，TPO（Time， Place， Occasion）である。もち

ろん裸になることもあるだろう。しかし，時と場合で，上
着を着たり，下着一つになったりすることもあるだろう。

このためには，奇麗な下着を身に着けることが必要だろう。

もちろん，時には鎧（よろい）や外套（がいとう）も必要
だろう。このような備えが，知的財産にされているかどう

かが，オープンな時代，IoTの時代に生き延びられるかど

うかの試金石となる。

実は先がある。オープンな時代，IoTの時代とは玄人と

素人の境界がなくなるということである。アルビン・トフ

ラーが著書の『第三の波』で予言したプロシューマー（生
産者と消費者の融合）の時代である。

現代の玄人は CAD（Computer Aided Design）やマ

ニュアルの助けを借りて，設計し生産している。20 世紀
の玄人は 21 世紀の玄人の技量の低下を憂えている。もっ

とも，21 世紀の製品は多数のエレキやメカの部品に加え，

多量のソフトウェアで構成される。さらに性能だけでなく，

コスト，量産性，安全性，環境性と多様な要求の下，販売
される。コンピュータの力を借りなければ設計も，生産も，

調達も，購買もできない。そのような時代である。

一方，コンピュータの助けがあれば，素人でも設計，生
産，調達，購買ができる。CADと 3Dプリンタとインター

ネットの組合せは，工場が家庭に溶け込んでいく夢を見せ

てくれる。2016 年，既に 21 世紀になって久しい。20 世紀
とは違う時代の真っ只中にいる。

素人が機器を作り，素人がデータを集め，素人がサービ

スを提供することがオープンイノベーションである。それ

がうまく回る仕組みを準備することが，玄人の仕事である。

IoT and Open Innovation

電気通信大学 情報理工学研究科 教授

新　　誠一  SHIN, Seiichi 
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Instrumentation and Control Solutions in the New Age of the IoT:
Current Status and Future Outlook

1　まえがき

富士電機は，電力や交通などの社会インフラ，鉄鋼
や化学，自動車，電気・電子などの産業用設備，ビル

や店舗，自動販売機，車載機器などの民生分野におい

て，最新の計測・制御技術を展開し，省力化や自動化，

高効率化，高信頼化を実現する多くの先駆的な実績を

挙げてきた。今日では，エネルギー・環境技術の革新
を追求する研究開発を核に，安全・安心で持続可能な

社会の実現に貢献すべく取り組んでいる
⑴

。

近年，IoT
（＊ 1）

（Internet of Things）が大きく注目され

ており，産業界における計測・制御技術も変革期を迎
えようとしている。本稿では，富士電機の IoTへの取
組みと計測・制御ソリューションの現状と展望を述べ

る。

2　IoT 時代を迎えた世界の動向

世界規模で IoTの検討が盛んである。さまざまな

取組みを俯瞰（ふかん）すると，対象範囲の違いな

ど差異はあるものの，安価に入手可能となった ICT
（Information and Communication Technology）を用
い，新しい価値を創出するという点において，本質的
に同じである。

また，IoTとして対象となる技術範囲が広大であり，

一企業でその全てを構築し，提供することは非常に難
しい状況にあることから，企業連携（エコシステム

（＊ 2）

）

形成の動きも活発化しており，世界中の多くの企業が

相互に強みを生かせるパートナーを探索している。

本章ではそのような動向の中から，ドイツ，米国，

日本における動きを整理する。

2 . 1 　ドイツの動向

2011 年 11 月，ドイツ政府が戦略的施策として

“High-Tech Strategy 2020 Action Plan（高度技術戦
略の 2020 年に向けた実行計画

⑵

）”を発表して以来，第
4次産業革命“Industrie4.0”の実現に向けた取組みが

本格化している。その内容は，標準化と規格化の推進，

リファレンスアーキテクチャモデルの作成，顧客価値
の実証プロジェクトに大別される。

Industrie4.0の IEC 標準化活動は，2013 年 10 月に

ドイツの提案で開始された。しかし，検討範囲が非常
に広く，既存規格との関係整備も含め 2020 年ごろに

規格化され，市場に浸透するのにさらに 10 年ほど要
するといわれている。一方，ドイツ政府機関の補助金
で，It’s OWLや Smart Factory KLなど，複数企業
間での装置の相互接続の実証プロジェクトが開始され

ており，効果の確認が進められている。

2 . 2 　米国の動向

米国では，2014 年 3 月に GEなど 5 社で IIC（Indus-

trial Internet Consortium
⑶

）が立ち上がった。富士電
機をはじめ日本企業も含めて 240 社以上が参画してい

る。IICでは主に二つの活動を行っている。

⒜　技術・セキュリティのアーキテクチャ検討
⒝　フィールド検証
フィールド検証はテストベッドと呼ばれており，

IICがエコシステムの提案を募り，その実証の場を提
供するものである。2016 年 4 月現在，20のテストベッ

ドが提案されており，延べ 40 社が参加している。さ

らにその数倍の企業が成り行きを注視している。

近藤　史郎  KONDO, Shiro 福住　光記  FUKUZUMI, Mitsunori

IoT 新時代の計測・制御ソリューションの
現状と展望

（＊1）IoT
Internet of Thingsの略である。狭義には，さまざま

なモノ（物）がインターネットに接続され，相互に情
報交換を行う仕組みを指すが，現在はその仕組みによ

り実現される，新たな価値を生み出すサービス全体を

含む意味で用いられる。情報通信技術の革新に伴い，

インターネット接続やデータの流通・管理が安価に実

現されるようになったことから出てきたコンセプトで

ある。

（＊2）企業連携（エコシステム）
企業連携とは，共通の目的を達成するために，異なる

製品や技術，サービスを提供する複数の企業が連携す

ることにより構築される関係全体をいい，エコシステ

ムと呼ぶこともある。IoTのようにさまざまな技術要
素に基づく複雑なシステムを，低コストかつ早期に実
現させるためにはエコシステムの構築が鍵となる場合
がある。自然界における生物と，それを取り巻く環境
が相互に作用しながら存続している生態系を意味する

エコシステムという言葉は，経済や ITの分野で比喩
的に用いられる。
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2 . 3 　日本の動向

日本でも，2014 年 12 月から IoTの活用検討が本格
化し，2015 年 6 月 30 日に閣議決定

⑷

された『日本再
興戦略』改訂 2015 －未来への投資・生産性改革－で，

重要施策の一つとして，IoT への取組みが掲げられた。

“データ駆動型社会”として，実世界とサイバー空間
の相互連携があらゆる領域に適用され，大きな価値を

生み出していく社会を目指している。これを契機に日
本でも多くの団体が活動に着手し，IEC 規格化，アー

キテクチャのモデル化，顧客価値の実証を行っている

（表1）。

3　  IoT を活用した富士電機の計測・制御への
取組み

2章で述べた世界の動向を踏まえ，富士電機の技術
的な特長を生かした取組みについて紹介する。

3 . 1 　富士電機の IoT ソリューション

富士電機は，現場データのセンシングからゲート

ウェイ，ネットワーク接続技術，データ解析・予測技
術，最適化技術，高度制御技術およびその実行基盤と

しての制御機器まで，一連の製品・技術を保有してお

り，IoTを活用した顧客価値を創出する各種ソリュー

ションを用意している（図1）。

3 . 2 　富士電機の IoT コンセプト

図2に富士電機の IoTコンセプトを示す。ここでは，

IoTは単に IP 網につながるモノだけを指すのではな

い。顧客フィールド（機械，設備，ライン，インフラ

など）のあらゆる情報をデジタル化し，サイバー空間
で新しい価値を創出するシステムの総称である。 
富士電機ではこの IoTをプラットフォーム化し，エ

ネルギー運用最適化ソリューションをはじめ，安定操
業，生産性向上，品質改善，熟練技術継承，環境改

善などをソリューションメニューとして用意している。

また，素材産業，組立加工産業，物流など，さまざま

な分野に適用を拡大している。

3 . 3 　データ収集技術

データ収集は，フィールドの情報をデジタル化して

IP 網に接続する部分に当たる，センシング技術とネッ

トワーク接続技術の二つの技術から成る。

⑴　センシング技術
富士電機は，工業計器において，圧力・差圧発信機，

流量計，水位計，記録計，調節計などをラインアップ

している。さらに，環境測定の技術開発や製品化にも

取り組んでいる。例えば，放射線モニタリング技術で

は，40 年以上にわたり，個人線量測定や放射線環境
測定などにおいて特徴ある製品を提供している。無線
対応の新型電子式個人線量計をリアルタイム遠隔監視
システムと組み合わせることにより，管理者が作業者
の被ばく線量をリアルタイムに把握でき，適切な指示
を与えることで積極的な被ばく低減効果が期待できる

（182ページ“新型電子式個人線量計によるリアルタ

表 1　日本国内の IoT 活動

設　立 団体名 事務局

機　能

規   格 モデル
化 実   証

2015年 4月 サイバーフィジカルシステム社会実装検討TF 一般社団法人 電子情報技術産業協会 ○ ○

2015年 5月

IEC-APC_SG8分科会（国内委員会）：Smart Manufacturing
IEC/TC65（国内委員会）：SG8戦略検討グループ

国際電気標準会議 活動推進会議
一般社団法人 日本電気計測器工業会 ○

ロボット革命イニシアティブ協議会 一般社団法人 日本機械工業連合会 ○ ○

第4次産業革命　検討WG 一般社団法人 日本電気制御機器工業会 ○

2015年 6月 インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ（IVI） 一般社団法人 日本機械学会 ○ ○

2015年 8月 スマートマニュファクチャリング特別委員会 一般社団法人 日本電機工業会 ○

2015年 10月 IoT 推進コンソーシアム 三菱総合研究所 ○ ○

現場の
改善・変革 発電プラント

<計測機器>

感振センサ 流量計

スマートメータ

ガス分析計 MICREX-
VieW XX

PLC
モータ

インバータ
UPS

<監視・制御> <パワエレ機器>

見える化 最適化

解析（診断・予測）

ソリューション

ビッグデータ

現場機器 センシング・データ収集・ネットワーク接続

サービス
利用者

エネルギー最適化
生産性向上
業務効率化
安全・安心

環境・インフラ ビル・マンション 工場・プラント

価値創造

つなぐ

現場

収　集

図 1　富士電機の IoT ソリューション
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イム遠隔監視システム”参照）。また，PM2.5を測定
する世界初のエアロゾル

（＊ 3）

分析計を 2015 年に製品化し，

さらに，PM2.5の発生源を推定するソリューションを

開発した（177ページ“「エアロゾル複合分析計」を用
いた PM2.5 発生源推定ソリューション”参照）。

⑵　ネットワーク接続技術
今後，IoTの浸透とともに，フィールドデバイスや

機械，設備などは IoT 化し，自律してネットワーク

に接続していくものと思われる。しかしながら，既設
のデバイスや，コスト面でネットワーク化が困難なデ

バイスについても，サイバー空間と接続する手段を

設けるべきである。富士電機では，図3に示すように

フィールドデバイスの IP 網への接続について，三つ

のタイプに分けて製品化している。

⒜　Ⅰ群：直接型
自律して IP 網に接続するタイプである。スマー

トメータ，モニタリングポスト，IT 連携自動販売
機，高機能インバータ，中・大容量無停電電源装
置（UPS），監視制御システム（186ページ“進化
する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブ

ルエックス）」”および 193ページ“統合 EMSと容
易に連携可能な設備監視システム「MICREX-VieW 
PARTNER」”参照）などが該当する。今後，富士
電機の主要な製品に関しては，直接型に進化させて

いく。

⒝　Ⅱ群：ゲートウェイ接続型
IP 網への接続機能がない既設のデバイス（コン

トローラ，インバータ，計測機器などの汎用機器や，

分析計など）を自社・他社を問わず，個々の製品の

ローカル通信機能を利用して，IP 網に接続するタ

イプである。富士電機のゲートウェイ製品としては，

（＊3）エアロゾル
一般に，気体中に微小な液体または固体の粒子が分散
した状態のことである。エアロゾル粒子の直径，形状，

電気的・化学的特性はさまざまである。特に，直径 2.5
µm以下の固体粒子は PM2.5と呼ばれている。人の健
康に影響を及ぼすことが懸念されており，社会問題の

一つに数えられている。

エネルギー運用最適化
ソリューション

解析・予測
（Digital → Intelligence）

ビッグデータ

CPS
エンジン

セキュリティ

最適化
（Intelligence → Real++）

データ収集
（Real → Digital）

顧客価値を創出する IoT プラットフォーム

安心・安定化の IoT
○設備監視
○設備保全，保守
○インフラ監視
○環境監視（放射線，汚染物質）
 :

最適化・自動化の IoT
○生産効率向上
○品質改善
○エネルギー運用最適化
○環境改善
 :

品質改善
ソリューション

熟練技術継承
ソリューション

環境改善
ソリューション ・・・

生産性向上
ソリューション

安定操業
ソリューション

ICT

OT

サ
イ
バ
ー
空
間

物
理
空
間

Digital

Real Real++

ICT : Information and Communication Technology
OT : Operation Technology
CPS：Cyber Physical System

Intelligence

高度制御

顧客フィールド
設備，ライン，インフラほか

図 2　富士電機の IoT コンセプト

Ⅰ群：直接型
○監視・制御システム
　（MICREX-VieW XX，
　 MICREX-VieW PARTNER）
○コントローラ（MICREX-SX）
○中・大容量UPS，PCS
○高機能インバータ
○IT 連携自動販売機
　（サイネージ自動販売機ほか）
○放射線モニタリングポストほか

ゲートウェイ
（エッジコントローラ）
○FiTSAΣ
○MONITOUCH
　シリーズ
○プログラマブル
　コントローラ
　SPHシリーズ

Ⅲ群：
ゲートウェイ+センサ接続型
○回転機（振動センサ）
○蓄電池（内部抵抗，温度センサ）
○MCB（電流センサ）
○建屋（感振センサ）

サーバアプリケーション：エネルギー監視，設備管理・保全ほか

クラウド・サーバ基盤

インターネット／ LAN

Ⅱ群：ゲートウェイ接続型
○汎用計測機器（調節計など）
○汎用制御機器
　（PLC，インバータほか）
○NC工作機，ロボットほか
○分析計ほか
○その他

図 3　IP 網接続の三つのタイプ
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「MONITOUCH」「FiTSAΣ」およびプログラマブ

ルコントローラ「SPHシリーズ」をラインアップし

ている。これらのゲートウェイ製品は，PLC，イン

バータ，NC 加工機，ロボット，計測機器など 500
種類以上の他社製品と接続が可能であり，フィール

ドデバイスの IoT 化に大きく貢献する（図4⒜）。

⒞　Ⅲ群：ゲートウェイ +センサ接続型
回転機やブレーカ，建物など，そもそもローカル

通信機能もインテリジェンスもないモノを接続する

タイプである。ゲートウェイに振動センサや温度セ

ンサ，電流センサなどを接続し，センサ経由で対象
の状態をデジタル化する。図4⒝に無線式回転機振
動監視システム「Wiserot」の接続例を示す。

3 . 4 　CPSエンジン

富士電機では，エネルギーの最適利用や，設備の安
定稼動，生産性・品質向上などのさまざまなソリュー

ションを提供するための技術として，解析技術，診
断・予測技術，最適化技術，高度制御技術など，数多
くの技術を保有している。富士電機では，これらを

CPS（Cyber Physical System）エンジンと呼び，IoT
プラットフォームのコア技術に位置付けている。この

CPSエンジンは，富士電機が長年，計測・制御の分野
で培ってきたフィールド技術と，これを支える数理応
用技術から構成されている。ここでは，数理応用技術
について述べる。

⑴　診断・予測技術
プロセスの異常診断を行う場合，まず目的に応じた

センサや計測システムの選定を行い，温度，圧力，振
動，張力などさまざまなデータの収集を行う。こう

して得られた全てのデータに対して相関関係を抽出
し，正常か異常かの診断に有効なデータセットを求め

る。これらのデータセットから診断モデルを生成・評
価する。このプロセスを繰り返すことで，診断モデル

を学習・成長させていく。

こうした一連の診断モデル生成技術を核にして，富
士電機では独自開発のコア技術として，構造化ニュー

ラルネットワーク技術やバッチプロセス向けの多変数
統計的プロセス管理技術（MSPC），アンサンブル予
測に基づく予兆検出技術などを保有している（198ペー

ジ“IoTソリューションを支える数理応用技術”参照）。

⑵　最適化技術
一例として，エネルギーマネジメントシステム

（EMS：Energy Management System）を例に説明す

る。EMSでは，エネルギー消費の見える化，無駄の

発見，エネルギー供給設備の最適運用などを行う。ど

のようなデータを，どのような手段で測定し，どのよ

うな指標で省エネルギー効果を評価していくか，など

に種々のノウハウが必要である。また，供給設備の最
適運用を行うためには，供給設備のモデル化が必要で，

そのためには，設備の特性や動きの理解が必要である。

富士電機では，線形計画法などの数理計画法をはじ

め，非線形の最適化問題に適したメタヒューリスティ

クス
（＊ 4）

最適化技術として粒子群最適化法
（＊ 5）

（PSO：Particle 
Swarm Optimization）や最新の最適化技術である差
分進化法

（＊ 6）

（DE：Diff erential Evolution）などを実用化
している。

⑶　高度制御技術
高度制御技術は，対象を把握した上で制御対象をモ

デル化することが重要であり，このモデルを活用して

各種の制御技術が成り立っている。例えば，対象の

時定数に応じた適切な制御周期の選定や，入力間の干
渉の有無，外乱の特性，次数，ゲインなどの対象の特
性を総合的に考慮した制御手法の選定が不可欠である。

さらに，制御系のパラメータ調整にもノウハウが必要
である。

富士電機では，PID 制御
（＊ 7）

技術や多変数系のモデル予
測制御技術，制御対象の特性変化による制御性能劣化

（＊4）メタヒューリスティクス
一般的に有効とされている経験的知識（経験則）のこ

とをヒューリスティクス（heuristics）と呼ぶ。メタ

ヒューリスティクス（meta-heuristics）とは，最適
な答えを導き出すために生物のふるまいや物理現象を

模倣するとよいという経験的知識によって，特定の問
題に限定されず，汎用的に対応できるように設計され

た最適化アルゴリズムの総称である。解の初期値から

値を修正しながら探索し，実用的な時間でより良い解
を求める。

（＊5）粒子群最適化法
PSO（Particle Swarm Optimization）とも表記する。

メタヒューリスティクスによる最適化手法の一つであ

る。生物の群れの中で，ある個体が良い場所（解）を

見つけると仲間も集まってきて周辺を探索したり，各
個体が過去に探索した良い場所を覚えていて，そこに

戻ったりする仕組みがある。これをアルゴリズム化す

ることによって，最適値に到達する可能性を高めてい

る。

（＊6）差分進化法
DE（Diff erential Evolution）とも表記する。メタヒュー

リスティクスによる最適化手法の一つである。生物（遺
伝子）の進化の仕組みを模倣し，複数の解候補同士が

突然変異や交差で相互作用を行いながら新しい解候補
を生成して最適解を探索する。突然変異において解の

差分を用いることから差分進化と呼ばれる。さまざま

な種類の非線形最適化問題に対して，高速に最適値に

近い解を求めることが可能である。

MONITOUCH FiTSAΣ
FiTSAΣ

Wiserot

回転機
振動センサ

各社デバイス・機械

ローカル
接続

SPHシリーズ

（a）Ⅱ群の例 （b）Ⅲ群の例

図 4　ネットワーク接続技術（Ⅱ群，Ⅲ群）
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を監視する制御性能監視技術，およびパラメータ自動
調整技術を基礎技術として保有している。この高度制
御技術の一例として，ボイラ燃料費削減に寄与する超
希薄空気燃焼制御などを開発し，製品化した（3.6節
⑹参照）。

3 . 5 　クラウド構造とセキュリティ

⑴　クラウド構造
富士電機では，CPSエンジンやその応用サービスア

プリケーションといったサービス群を，IoTプラット

フォームのコア技術として注力している。

表2に示すクラウドサービスの一般的な機能階層に

おいて富士電機のサービス群は，SaaSに位置付けら

れる。現状，多くのクラウドベンダがクラウドサービ

ス層（PaaSおよび IaaS）を製品化しており，ほぼ同
等の機能を提供している。しかしながら，SaaSとの

インタフェースはクラウドベンダごとに異なる。さら

に，グローバル展開を行う上で，次の点を考慮して選
定している。

⒜　顧客に近い地域にサーバがあるか

⒝　開発環境・サポートが充実しているか

⒞　コスト

⒟　フィールドとの接続性
⑵　セキュリティ

2010 年 6 月に，標的攻撃を行うマルウェアである

Stuxnetが発見され，制御システムに対するサイバー

攻撃，標的型攻撃が注目された。これを受けて，制御
システムのセキュリティ対策研究や標準化活動が産官
学を問わず急速に進められてきた。

IoTの普及に伴い，さまざまなフィールドデバイス

が IP 網を介して今まで以上に制御システムに接続さ

れるようになり，データ収集，分析，価値化が行われ

るようになる。クラウド環境の普及により新たなセ

キュリティリスクの出現が予想されるため，従来の侵
入検知技術や防御技術をさらに向上させるとともに，

制御機器間のデータの真正性や完全性を保証する技術
開発にも取り組んでいる。

制御システムのセキュリティ対策としては，これま

で IEC 62443や CSMS（Cyber Security Management 
System）への対応が進められてきた。IoTのセキュリ

ティ対策においてもそれらの規格を中心に国際標準化
への対応が進められており，ガイドラインも策定され

ている。

富士電機は，経済産業大臣認可法人 技術研究組合 
制御システムセキュリティセンター（CSSC

⑸

）に設立
当初から参画しており，サイバーセキュリティに関す

る研究開発，国際標準化，普及啓発，人材育成などさ

まざまな分野で，産官学一体となったセキュリティ対
策の構築に参加している。

3 . 6 　ソリューション

⑴　クラウド型総合設備管理サービス

図2の IoTコンセプトを核に，顧客設備のライフサ

イクルマネジメントを行うクラウド型総合設備管理シ

ステムを開発し，2015 年にサービスの提供を開始し

た。本サービスは，EMSサービス，稼動監視サービ

ス，保全サービスを一体化したクラウドサービスであ

る。設備の導入から更新（廃棄）までのライフサイク

ルにおける各種情報（設備の稼動・運転状態や保全・

点検記録，エネルギー利用状態や環境状態など）を収
集し，それらを基に CPSエンジンによる診断・最適
化を行い，設備コンディション（エネルギー効率，故
障・不具合予兆，設備劣化など）を総合的に管理する。

さらに，歩留まり改善，品質管理，製造条件決定など，

生産効率の最大化も行う（図5）。

⑵　物流ソリューションへの取組み

近年，ネットショップにおける即日配達，ジャス

ト・イン・タイムサービスなど，物流サービスが高度
化し，車両輸送の依存度が高まっている。物流セン

ターには，在庫型（DC 型）と通過型（TC 型）など

がある。DC 型については，既に車両運行などの多く

の運用効率化パッケージ製品が各社から販売されてい

る。しかし，現在，主流となりつつある TC型につい

ては，輸送時間の制約や周辺の渋滞回避などの条件が

複雑で，既存の効率化パッケージ製品による運用が極
めて困難である。このため運用管理が経験者に属人化
しているのが現状である。富士電機では，主に大規
模TC型物流センター向けに，センター内の車両誘導
を最適化するシステムを開発し，運用熟練者への属人

（＊7）PID制御
温度制御などに代表されるフィードバック制御の一
種で，プロセス測定値（PV： Process Variable）を

目標値（SV： Set Variable）に速やかに近づけるため

に，PVと SVの差である偏差を基に，操作量（MV： 
Manipulative Variable）を調整する制御である。MV
は，現在の偏差に比例して操作量を変化させる P
（Proportional）動作，過去の偏差の累積値により操

作量を変化させる I（Integral）動作，偏差の変化率
により操作量を変化させる D（Diff erential）動作の組
合せで決定される。

表 2　クラウドサービスの機能階層

機能階層 説　明

SaaS Software as a 
Service

アプリケーションサービスを
インターネット経由で利用できる

PaaS Platform as a 
Service

SaaSの実行環境としての
ミドルウェアとOSを指す

IaaS Infrastructure 
as a Service

SaaS，PaaSの実行環境（ハード
ウェア，仮想サーバなど）をインター
ネット上のサービスとして提供する
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化を改善するソリューションの提案を行っている。用
途や設置環境ごとに最適なセンサを配置し，車両・荷
物・作業員に関する情報（位置，ルートなど）を収集
し，CPSエンジンで物量予測を行うものである。今
後はシステムのクラウド化を図り，中小規模物流セ

ンターへの提案を行っていく（158ページ“物流セン

ター効率化ソリューション”参照）。

⑶　植物工場ソリューションへの取組み

改正「農地法」の施行により，農業への参入条件が

大きく緩和され，他業種からの参入が活発化している。

特に，周年生産ができる植物工場
（＊ 8）

への新規参入が増加
している。富士電機が共同出資した苫東ファーム株式
会社は，農林水産省の次世代施設園芸導入加速化支援
事業に採択され，2014 年からイチゴの生産を行ってい

る。富士電機は，生産プロセスデータから収穫量や栽
培障害の発生などを正確に予測するシステムを導入し，

植物工場の普遍的課題である収益改善に取り組んでい

る。この予測システムでは，環境データや農作業デー

タなどを入力し，機械学習をベースとして予測を行う。

これにより，事前の実験や数式化の作業が不要となり，

速やかに予測運用が開始できる。既に収穫量について

は，1 日単位での短周期収穫予測が必要とされるイチ

ゴ栽培において，ある条件下で日々の収穫量の予測誤
差を±15%以内とするなどの一定の成果が出ており，

今後，いっそうの精度向上を図っていく（163ページ

“計測・制御技術を活用した植物工場ソリューション”

参照）。

⑷　プラント操業最適化ソリューションへの取組み

富士電機は，鉄鋼，化学，石油・ガスパイプライン，

清掃工場などのプラント・設備に計測・制御技術を適
用したソリューションを提供してきた。近年では，安
定操業や生産性・品質向上，エネルギーコスト削減に

新たな手法のソリューションを提案するとともに，熟
練技術の継承などのソリューションにも取り組んでい

る。

鉄鋼プラントでは，高速ドライブ制御システムから

ネットワーク経由でドライブや電動機の状態をミリ秒
精度で収集・解析するシステムである DMC（Drive 
Master Controller）および「f（s）NISDAS」により，

安定操業や品質向上に貢献している。

化学などの連続プロセスプラントでは，熟練技術継
承ソリューションとして，プラントシミュレータ

（＊ 9）

を提
案するとともに，熟練者に代わって HMIシステムが

操作員を故障原因画面へ誘導する“ナビゲーション機
能”を開発した。また，プラントの稼動情報や操作履
歴などのビッグデータから，プロセスの異常予兆を自
動で検知したり，最適な操作ガイダンスを自動で生成
したりして異常回避をサポートする“運転支援システ

ム”に取り組んでいる（146ページ“鉄鋼プラント向
け操業最適化ソリューション”および 153ページ“プ

ラントを最適に運用する計測・制御システムソリュー

ション”参照）。

⑸　設備保全への取組み

高度化する生産設備やユーティリティ設備を長期に

わたって安定稼動させるために，保全活動の重要性が

増している。富士電機は，設備のライフサイクル全般
にわたる各種サービスをクラウド型総合設備管理サー

ビスに集約しており，その中で，設備保全サービスを

クラウド上で展開している。設備保全サービスでは，

設備の導入から更新までのライフサイクルにわたる一
連の保全活動（保全計画策定，設備の劣化防止・診
断・復旧活動）の PDCAサイクルを円滑に回すこと

をサポートする。また，IoT 対応のセンサ類を適用し

た，回転機振動診断，UPS 蓄電池劣化診断，サーバ・

ネットワーク・コントローラの稼動監視などの設備診
断を行っている。さらに，プラント制御システム向け

のフィールド情報収集エッジ端末や，ウェアラブル端
末による作業支援，学習支援などを行っている（167
ページ“設備の安定稼動を支援するサービスソリュー

ション”参照）。

⑹　ボイラ燃焼ソリューション

ボイラ燃焼ソリューションは，富士電機が提供する

（＊8）植物工場
内部環境をコントロールした閉鎖的または半閉鎖的な

空間において，植物を計画的に生産するシステムであ

る。ビル内など閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制
御して周年・計画生産を行う完全人工光型と，温室な

どの半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として，雨天・

曇天時の補光や夏季の高温抑制などにより周年・計画
生産を行う太陽光利用型の 2 種類がある。

（＊9）プラントシミュレータ
制御対象である設備や機械の挙動を個々に模擬できる

ようにモデル化し，これらを実プラントに即して組み

合わせ，パソコン上で仮想プラントを構築できるよう

にしたものである。さまざまな条件におけるプラント

の挙動を実現できるので，事務所での試験調整や運転
員の訓練に利用することができる。

保全サービス

ビッグデータ

総合設備管理サービス （クラウド）

設備保全
最適化

電力センサ

工　場 ビル･施設･データセンター マンション 店　舗 物流センター

環境センサ ネットワーク型センサ 収集ユニット

エネルギー
最適化

ライン /
プロセス
制御最適化

環境
最適化

物流
最適化

設備台帳 点検記録

予備品管理

インターネット

保全支援EMSサービス 稼動監視サービス

異常兆候解析

稼動監視

劣化診断

遠隔監視
需要予測・需給
計画・最適制御

REMS MEMS

FEMS BEMS

図 5　クラウド型総合設備管理サービス
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高度制御ソリューションの一つである。従来のボイラ

制御装置にソフトウェアパッケージを追加することで

燃焼効率を改善し，約 1%のボイラ燃料費を削減する。

ボイラ設備の効率改善は，現在，機械的な手法によ

る限界の近くまで達している。全く新しいアプローチ

により開発された本ソフトウェアパッケージでさらに

高効率化を進めることが可能となった。

ボイラは，燃料と空気の燃焼による熱エネルギーに

よって蒸気や温水を作るものであるが，注入する空気
量が多いと，燃焼に使用されない過剰分は排出され，

このとき熱損失を生む。富士電機は，環境に影響を与
える一酸化炭素（CO）の発生量を抑制しながら，極
限まで減らした空気量（超希薄空気）で燃焼を制御す

る技術を開発し，ボイラ燃焼の熱損失を最小化するこ

とに世界で初めて成功した。この技術には，独自開発
の最適燃焼ソフトウェア・制御ロジックや高速測定
が可能なレーザ方式 CО分析計を適用している（172
ページ“燃料費を削減するボイラ燃焼ソリューション”

参照）。

4　今後の展望

4 . 1 　エコシステムへの展開

富士電機は，計測・制御技術を核に，フィールド側
に強みを発揮してきた。クラウド型総合設備管理サー

ビスは，富士電機のフィールド側の強みと IoTを融合
させた，垂直型のソリューションシステムである。一
方で，エコシステムの動きが世界中で活発化している。

自社の強みと他社の強みを連携させて，全く新しい顧
客価値を創造する。このような動向を常に注視し，特
徴あるセンサや最新の IT 連携自動販売機などを皮切
りに，新しい価値創出に取り組んでいく（図6）。

4 . 2 　IoT プラットフォーム

それぞれの領域における IoT 時代に適したプラット

フォームとして，データ収集技術，CPSエンジンに

ついて述べてきた。これらは，垂直統合システムまた

はエコシステムのいずれの場合でも，より簡単に，よ

り素早く顧客価値の仮説立案を行い，その検証を行う

ことで，より具体的な顧客価値を生み出すサイクルを

回していく必要がある。そのために，スモールスター

ト・クイックスタート
（＊ 10）

とスパイラルアップできる IoT
プラットフォームの強化を図る。具体的には，次に示
す技術に取り組んでいく。

⒜　小規模からの容易なシステム構築技術

⒝　  サービスのモジュール化・資産化とメニューの

拡充開発
⒞　クラウド上のデータ・サービスの連携技術

4 . 3 　CPSエンジン

富士電機では，特徴ある CPSエンジンをコア技術
として開発を進めている。今後，新たな顧客価値の創
出を目指して，CPSエンジンの体系化や充実を図って

（＊10）  スモールスタート・クイックス
タート

効果が期待できる部分を局所的に選び（スモールス

タート），自社の豊富な IoT商材を適用してアプリケー

ション開発から効果検証までを短期間で実施する（ク

イックスタート）ことをいう。解決したい課題に対し

て，解決手法や効果が不明である場合に有効である。

稼動監視サービス

富士電機

クラウド型
総合設備管理サービス

ビッグデータ

異常兆候解析 劣化診断

エネルギー最適化 環境最適化

設備保全最適化 物流最適化

ライン・プロセス制御最適化
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需要予測・需給計画・最適制御
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ビル・商業施設
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データセンター
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○冷凍保冷コンテナ
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設備台帳 点検記録
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図 6　垂直統合システムとエコシステム
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いく予定である。また，CPSエンジンを活用して事業
展開を進めていくために，CPSエンジンの利用技術者
の教育や拡充にも注力していく。

4 . 4 　エッジコントローラの強化

IoTを活用したシステムやサービスの多様化に伴
い，収集するフィールドデータは増大・多様化し，通
信トラフィック・コストの増加，リアルタイム応答性
の低下などを招く。このような課題を解決するために，

フィールドとサイバー空間の間で，機能分担がますま

す必要になってくる。

富士電機では，高機能なゲートウェイとして，産業
向けエッジコントローラの強化に注力している。エッ

ジコントローラには，データ処理（収集，加工，蓄積）

および各種フィールドデバイスとの通信プロトコルな

どが基本機能として求められる。また，モデル予測制
御や最適化など，CPSエンジンをリアルタイムで実行
する機能も要求される。これらは，新規作成と更新が

可能なアプリケーションと位置付けられ，エンジニア

リング支援機能も同時に必要である。富士電機は，マ

ルチコア汎用マイコン，リアルタイム OS，Linuxな
どの汎用OS，組込みセキュリティといったオープン

技術を利用する技術と，プログラマブルコントローラ

で培ったリアルタイム制御技術，エンジニアリング支
援技術をベースにしてエッジコントローラを構築する

とともに，フィールドデバイスに求められる低コスト，

高耐環境性，高信頼性，高速性といった課題を解決す

る。

5　あとがき

IoTの世界的動向を踏まえ，富士電機の計測・制御
ソリューションについて現状と展望を述べた。

今後とも，富士電機の産業ソリューションの核と

なる計測・制御技術の拡大・拡充に努めるとともに，

IoTによって垂直統合システムとエコシステムの両面

による新しい顧客価値の創出に努めていく所存である。
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1　まえがき

IoT（Internet of Things）やビッグデータ解析といった

新たなテクノロジーは，産業構造を変革し，企業の事業形
態にも変化を及ぼす可能性を秘めている。また，新たな需
要の創出やコスト構造の変化につながるとともに，安全・

安定操業やアフターサービスなどに対してさらなる質の向
上が求められ，新たなビジネスモデルを生み出すことが期
待されている。

一方，鉄鋼業は代表的な素材産業の一つとして，技術
的・経済的に産業を牽引（けんいん）してきたが，最大の

消費国である中国の経済成長の鈍化による供給過剰，なら

びに高強度化や軽量化，コスト低減などに対するお客さま

のニーズの多様化により，新たな課題に直面している。

本稿では，富士電機がビジネスモデルの柱の一つとして

捉えている鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューションに

関して，企業として重要な経営指標の中から，プラントの

安全・安定操業，製品の品質向上，エネルギー原単位削減，

操業ノウハウの継承に焦点を当て，それぞれの取組みにつ

いて述べる。

2　鉄鋼プラントの安全・安定操業に向けた取組み

2 . 1 　背　景

近年，社会環境や経営環境の変化，技術革新，国際標準
化により，生産設備を取り巻く環境は目まぐるしく変化し

ている。一方で，プラントの安全・安定操業の重要度はま

すます高まっている。このような背景の下，富士電機は，

鉄鋼プラントをはじめとするプラントの安全・安定操業に

貢献するため，さまざまな取組みに力を入れてきた。

2 . 2 　ソリューション事例

⑴　転炉排ガス処理設備の操業安定化
転炉の吹錬で発生する転炉ガス（LDG：Linz-Donawitz 

Converter Gas）は，COを主成分とした高温かつ粉じん

が多い可燃性ガスである
⑴

。大気の流入によって爆発する危
険性があること，および漏えいによって人への影響や環境
汚染が危惧されることから，安定操業のための重要な管理
項目となっている。また，LDGは製鉄所内の各設備の燃
料として活用されるため，回収率の向上も重要な経営指標
である。富士電機は，外乱を最小限に抑制して炉口圧力
P0 を一定に保つ NCP0（New Control of P0）を提供して

きた。しかしながら，NCP0で使用している従来のサンプ

リング式分析計による CO濃度と O2 濃度の測定では，応
答の遅れによる回収損失が課題であった。

これに対して，富士電機は世界初となる 1 台で 2 成分
（CO，O2）のガス濃度の測定が可能な直接挿入式レーザ方
式ガス分析計を製品化し，図1に示す転炉排ガス処理設備
（OG：Oxygen Converter Gas Recovery System）への適

鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューション

富田　嘉文  TOMITA, Yoshinori 吉川　　肇  YOSHIKAWA, Hajime 鳴海　克則  NARUMI, Katsunori

Operation Optimization Solutions for Steel Plants

代表的な素材産業である鉄鋼業は，顧客ニーズの多様化により，新たな課題に直面している。富士電機は，鉄鋼プラン

ト向け操業最適化ソリューションをビジネスモデルの柱の一つとして捉えており，企業として重要な経営指標の中から，

プラントの安全・安定操業，製品の品質向上，エネルギー原単位削減，操業ノウハウの継承などの課題について，新たな

テクノロジーを活用したソリューションを提供し，さらなる付加価値の創出に貢献している。

The materials industry as represented by the steel industry is facing new challenges due to the diversification of customer needs.  
Operation optimization solution for steel plants is one of the pillars of a Fuji Electric business model.  We are providing solutions based on 
leading technologies that contribute to creating new value while solving the challenges of achieving stable and safety plant operations, product 
quality improvements, reduction in specifi c energy consumption and operation know-how transference, which are among the most important 
management indicators for corporations.

CO O2

O2
COCO

スカート

直接挿入式レーザ方式
ガス分析計

IDF ：誘引ファン
LDG ：転炉ガス

炉口

転炉

酸素

放散煙突

IDF

炉圧制御

三方弁

LDGホルダ

図 1　転炉排ガス処理設備
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用を推進している。このガス分析計は応答性とメンテナン

ス性に優れており，LDG中の CO濃度と O2 濃度を同時か

つ高速に測定することができるため，従来のサンプリン

グ式分析計と比較して LDGの回収率を大幅に改善できる。

さらに，エネルギーセンタ
〈注 1〉

でもリアルタイムに LDG 中の

CO 濃度と O2 濃度を監視できるため，製鉄所全体のエネ

ルギー需給予測精度が向上する。

⑵　加熱炉設備の操業安全化
近年，欧州を発端とする機能安全や機械安全の規格に

従って，安全度の定量化，安全設計，安全認証および安全
マネジメントが進展し，システム全体の安全を確保する動
きが活発化している。これを受け，国内でも 2008 年 11 月
に工業用燃焼炉の安全通則 JIS B 8415が改正された。富
士電機は，これらの動向に対応するため，安全に対する取
組みを強化してきた。

加熱炉設備は，鋼片を加工する前の加熱設備であり，多
量の燃料を取り扱い，消費する。このため，爆発の防止お

よび有害ガスの漏えいによる人への影響や環境汚染の防止
を図りつつ，いかに燃焼効率を向上させるかが課題とな

る。富士電機の情報・制御システム「MICREX-NX」の

コントローラ（図2）は，SIL3
〈注 2〉

認証を受けており，JISに
適合している。さらに，安全制御と通常制御を同一コント

ローラ内で混在できる特徴がある。これにより，従来ハー

ドウェアで構築していた安全回路をソフトウェアで実現し，

高機能な燃焼制御と統合することで，コンパクトなシステ

ム構成でありながら，高い燃焼効率と安全性を兼ね備えた

燃焼安全システムを構築できる。 
⑶　IoTによる設備保全最適化
プラントの設備や機器の保全には，大きく分けて，事故

または故障の発生後に修理を行う事後保全と，事故または

故障の発生前に計画的に実施する予防保全の二つがある。

プラントを安全かつ安定に操業していくためには，予防保
全が重要である。また，予防保全は，一定の周期で点検や

修理を行う TBM（Time Based Maintenance）と，設備
や機器の劣化状態や故障部位，時期を予測して修理・更新
を行う CBM（Condition Based Maintenance）の二つが

ある。これまでは，TBMが主流であったが，保全コスト

の削減と事故や故障の未然防止の両立が課題となっていた。

また，近年，ITは目覚ましい進歩を遂げ，IoTによる設
備保全が普及しつつある。そこで，富士電機は，長年培っ

てきた技術や実績を基にクラウド型設備保全サービスを開
始した（図3）。設備や機器の履歴データとその解析アル

ゴリズムを使用した CBMによって最適保全を提供するも

のである。

クラウド型設備保全サービスは，従来，個々のシステム

で構築していた，稼動監視，設備診断，異常兆候解析，設

〈注 1〉  エネルギーセンタ：製鉄所における多種多量のエネルギーの

一元管理を行い，省エネルギー，省力化・合理化および環境

管理などを総合的に管理することを目的としている。

〈注 2〉  SIL3：204ページ「解説 1」を参照のこと

通常制御

通常制御

安全制御

安全制御

DCSコントローラ

1台に統合

安全PLC
MICREX-NX
コントローラ

図 2　「MICREX-NX」コントローラ

異常兆候
解析

設備診断
稼動監視 設備管理

支援

保全作業
支援

クラウド型
設備保全サービス

油入変圧器
余寿命予測サービス

回転機振動
診断サービス

保全作業
支援サービス

クラウド型蓄電池
診断サービス

遮断器劣化診断サービス
（開発中）

図 3　クラウド型設備保全サービス
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備管理支援および保全作業支援を，共通のクラウド環境に

統合したものである。これにより，設備稼動率や生産効率
の向上，保全計画の最適化，保全業務の効率化，保全ノウ

ハウの体系化，プラントの安定稼動とライフサイクルコス

トの最小化を行うことができる。さらに，これまで事故や

故障の予測が難しかったモータやインバータなどのドライ

ブ機器についても，劣化診断や余寿命予測に取り組んで

いる（167ページ“設備の安定稼動を支援するサービスソ

リューション”参照）。

⑷　高速ドライブ制御システムの操業安定化
鉄鋼プラントでは，さまざまな用途に応じた形状や特性

を持つ鉄鋼製品を生産する上で，数多くの電動機が使用さ

れている。特に，圧延設備や焼鈍設備，さらにめっきや塗
布などの表面処理設備においては，数十台から数百台の電
動機を高速高精度に制御している。富士電機では，このよ

うな各種の高速ドライブ制御システムを提供し，操業安定
化に貢献している。

図4に高速ドライブ制御システムの構成例を示す。

DMC（Drive Master Controller）は，最大 64 台のドライ

ブを高速に制御するだけでなく，ドライブと電動機の状態
を連続的に監視できるコントローラである。DMCをネッ

トワークを介して保守用 PCに接続することで，遠方から

常時監視することができる。

また，「f（s）NISDAS」，PDCS（Process Data Collec-

tion System）は，それぞれプラントの操業データを収集
するシステムである。f（s）NISDASは，コントローラで

ある PLC（Programmable Logic Controller）や DMCと

高速ネットワークで接続する。プラントの制御情報を時系
列に高速に記録でき，機器の動作不良や制御不具合の解析
に有効なツールである。一方，PDCSは，生産ロットごと

に生産管理や品質保証を行うために，プラントの操業デー

タを記録するパッケージである。生産指示や生産結果と操
業データとを突き合わせ，生産された製品のどの工程で何
が行われたかを記録することで，製品のトレーサビリティ

の実現と操業安定化のためのデータ収集ができる。

3　製品の品質向上に向けた取組み

3 . 1 　背　景

品質の悪化は，企業の業績を左右する事態につながるこ

ともある。最近の製品は，以前よりも高度で複雑な技術で

製造されており，製造工程の全てにわたって品質を確保す

ることは製造業において重要な課題である。

そこで，各工程の品質を担保するためには，品質情報の

取得，問題点の抽出・解析および品質の予測・追跡を行い，

その結果を製造工程にフィードバックする必要がある。情
報の取得からフィードバックまでの品質向上サイクルに活
用できるのが，品質データ解析と品質予測である

⑵

。

3 . 2 　ソリューション事例

⑴　品質データ解析
鉄鋼の製造工程の一つであるプロセスラインは，コイル

〈注 3〉

に対して，焼鈍，亜鉛めっきなどのさまざまな加工を行う

設備である。コイルの終端と次のコイルの先端とを溶接す

ることで，複数のコイルを連続的かつ高速（百数十〜千
m/min）に加工する。コイル加工時に多数のセンサから

一定周期（1〜 10 s）で受信したデータが，どのコイルの

どの位置の情報であるかを示したのが，コイルの長さ方向
に対してメッシュ状に取得した品質データ（メッシュデー

タ）である。従来はメッシュデータを手作業で作成してい

たため，非常に手間がかかり，ミスも多かった。

富士電機では，プロセスラインの製造・品質情報を解析
し，10mの分解能を持つメッシュデータを自動的に作成
する PDCSを提供している。新設だけでなく，既設設備
への導入も容易である。PDCSの機能構成を図5に，主な

特徴を次に示す。

⒜　設定登録支援機能
収集する品質データの種類やセンサ位置などの設備情
報の登録が容易になるよう，ひな型の Excel

〈注 4〉

シートを
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E-SXバス
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＊1　PDCS : Process Data Collection System
＊2　HMI : Human Machine Interface

図 4　高速ドライブ制御システムの構成例

設定登録

定周期読込 表示・修正

プロセス
データ

コイル品質
データ
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メッシュデータ

コイルデータ
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データ収集処理

10mメッシュデータ作成
（メッシュ単位は変更可）

図 5　PDCSの機能構成

〈注 3〉  コイル：薄く圧延された鋼板をロール状に巻いたもの
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用意している。

⒝　延び率補正機能
コイルのひずみや反りを矯正するために加える張力に

よってコイルが延び，品質データの位置情報にずれが生
じる。これに対して，加えた張力に応じて決められた延
び率を使用して，品質データの位置補正を行う。

⒞　メッシュデータのグラフ表示・Excel 出力
収集したメッシュデータをグラフに表示することによ

り，複数種類の品質データの関連や傾向をコイルの位置
ごとに把握できる。また，項目を指定して Excelに出力
することにより，任意の解析を行うことができる。

PDCSの導入により，異なる設備間のデータがコイル単
位で自動的かつリアルタイムで収集できる。このため，品
質に異常が発生した時の原因究明や操業へのフィードバッ

クを迅速に行うことができる。また，鋼種ごとなどさまざ

まな条件でのデータ抽出・解析が可能なため，工場の立上
げ時や新製品の生産開始時の操業パラメータ（焼鈍パラ

メータなど）のチューニングを容易に行うことができる。

⑵　品質予測（製造ライン品質メータ）

現状の操業データを基にして品質を予測できれば，品質
の安定化に大きく寄与する。

製造ライン品質メータは，プロセスラインにおいてオン

ラインで品質の解析を行い，品質状態の見える化と予測が

できるシステムである。機能構成を図6に示す。

⒜　機能概要
過去の操業実績のデータから，判定したい品質に対し

て因果関係の強い因子を自動的に抽出し，これを基にプ

ラントモデルを構築する。

このプラントモデルに，新たな操業実績のデータを与
えることにより，製造中に品質に悪影響を及ぼす可能性
のある要因の抽出，および故障などの事象発生率の予測
を行うことができる。

⒝　システムの特徴
①  　設備や操業の変化への自動追従
　  通常のプラントモデルで品質の解析を行う場合には，

設備や操業の変化に応じて係数などの見直しが必要
である。本システムは，学習機能によるモデル再構
築機能を備えているため，常に設備や操業の変化に

追従して最新の予測モデルで解析できる。多変量解
析ベイジアン手法による品質予測モデルの概念を図

7に示す。

②  　解析結果の可視化
　  解析結果や解析対象データと入力データとの因果関
係はグラフ表示が可能であり，また，対象データの

特性に応じた画面のカスタマイズも可能である。

4　  エネルギー原単位削減に向けた取組み（インド
における実証）

4 . 1 　背　景

日本の鉄鋼業のエネルギー消費量は，国内で消費される

全エネルギーの 13%にも及び，ほぼ全ての製鉄所にはエ

ネルギーの最適運用によって省エネルギー（省エネ）を行
うエネルギーセンタが設置されている。その結果，日本の

鉄鋼業におけるエネルギー原単位は海外の実績よりはるか

に低い
⑶

。また，海外の製鉄所では，関連設備全体のエネル

ギー最適運用による省エネ運転は行われておらず，発電設
備などの設備ごとのエネルギー管理に限られている。国際
的な省エネや環境対策が進むことが期待される中，特にイ

ンドでは，2001 年に施行された省エネ法により各産業分
野における省エネが推進されてきた。

4 . 2 　ソリューション事例

富士電機は，国立研究開発法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）の実証事業“国際エネルギー

消費効率化等技術・システム実証事業”において，鉄鋼
EMSソリューションとして日本の先端技術であるエネル〈注 4〉  Excel：Microsoft Corporationの商標または登録商標
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学　習

図 7　多変量解析ベイジアン手法による品質予測モデルの概念
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図 6　製造ライン品質メータの機能構成
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ギーセンタ最適制御技術をインドに提供し，製鉄所全体の

エネルギー状況の把握とエネルギー需給の全体最適化に取
り組んでいる。

本実証事業を通じ，今後の普及拡大に資するさまざまな

対策システムの効果を実証した後，インド国内の製鉄所に

おいてエネルギーセンタ最適制御技術の普及拡大を図って

いく。図8に実証事業におけるシステム構成を示す。重油
換算でエネルギー消費削減量 2.54 万 kL/年，温室効果ガ

ス排出削減量 7.14 万 t-CO2/年（いずれも年間約 11%の削
減）を目標に，エネルギーセンタ最適制御技術のうち，次
の主要機能 5項目をインドの製鉄所に適用していく。

⑴　発電設備の最適運用技術
電力や重油などの多種多様なエネルギーの発生予測や使

用予測，およびガスホルダからの副生ガス払出量を基に，

複数の発電機の設備能力を考慮した最適運用計画を行い，

副生ガスの有効利用率および発電量を最大にする。

⑵　酸素設備の最適運用技術
酸素使用予測を基に，複数の酸素プラントの最適な酸素

発生計画を立案する。これにより電力エネルギー消費量を

最小にして，余剰酸素放散量を低減する。

⑶　ガスホルダ設備の最適運用技術
余剰副生ガスの放散量の最小化およびガスホルダからの

払出量の変動を最小化し，省エネ運用を実現する。

⑷　粗鋼生産量とエネルギー使用量の全体最適運用技術
多種多様なエネルギーの発生・使用予測を基に，粗鋼生

産量を維持しながら工場のエネルギー需要を満たし，電力，

副生ガス，蒸気の各エネルギーの日間および月間の最適配
分計画を行う。これにより，エネルギー消費量および温室
効果ガス発生量を最小にする。

⑸　生産計画にリンクした省エネ余地の可視化技術
独自の数式モデリング技術の適用により，設備能力に対

して省エネがどの程度可能か事前に解析し，現状のエネ

ルギー運用に対する省エネの余地の見える化を行う（198
ページ“IoTソリューションを支える数理応用技術”参照）。

5　操業ノウハウの継承に向けた取組み

5 . 1 　背　景

富士電機は，鉄鋼プラント向けに多くの監視制御システ

ムを納入している。その中には納入後 15 年以上経過した

設備も多く，設備更新の時期を迎えている。既設システム

の更新においては，最新の技術基盤上で従来機種の操作性
やメンテナンス性を継承すること，および操業ノウハウの

システムへの取込みが顧客にとって非常に大きなメリット

となる。また，国内では熟練技術者の減少，海外では地産
地消の拡大に伴う現地技術員の早期育成が課題であり，技
術継承による現場力強化の必要性が高まっている。

5 . 2 　ソリューション事例

⑴　操作性・エンジニアリング性の継承
近年の設備投資額の削減に伴い，コストを抑えて顧客の

資産を段階的に更新するためには，制御システムの各階
層（オペレータ端末，制御ネットワーク，コントローラ，

I/O）ごとに順次更新することが求められている。2014 年
に発売した最新の監視制御システム「MICREX-VieW XX
（ダブルエックス）」は，既設資産の有効活用をコンセプト

の一つとしている〔186ページ“進化する監視制御システ

ム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」”参照〕。更
新案件において，顧客が慣れ親しんだ操作性およびエンジ

ニアリング性を継承しながら，新システムへ移行できるよ

うにしている（図9）。このため，MICREX-VieW XXで

は次に示す機能を提供している。

⒜　既設システムのアプリケーション資産継承
従来機種の監視画面およびコントローラのアプリケー

ションを流用（コンバート）し，新システムのアプリ

ケーションとして使用することで，操作性と保守性を継
承する。

⒝　既設システムネットワークへの接続
新システムを従来機種の制御ネットワークに接続して

監視や制御を行えるようにすることで，段階的な更新が

できる。

⑵　加熱炉における異常兆候検知・回避手順指示
顧客にとって最も大きな課題の一つは，熟練オペレータ

の不足である。例えば，加熱炉の内部の燃焼状態を直接確
認することは難しく，各種センサの状態を監視画面上で確
認しながら操業を行っている。しかし，バーナ単体および

燃料配管の影響により，バーナ個々で燃焼の状態が異なる。

このため，画面上では安定した操業に見えても，不完全燃
焼を起こしてしまう場合がある。このような異常を未然に

防ぐためには，多くの場合，操業に関する種々のノウハウ

を持つ熟練オペレータが状況を判断し，必要な処置を行っ

ている。しかし，熟練オペレータの高齢化が進んでいるた

め，異常の兆候を事前に捉え，回避操作を実施するといっ

た非定常操作や緊急操作のノウハウの継承が課題となって

いる。

コークス炉 焼 結 高 炉 転 炉 連 鋳 酸 素自家発電

ボイラ 発電機

タービン ブロワ

各設備のデータを一括で
管理する

富士電機
（日本）

端末装置

需給予測装置

PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC

最適化装置 データ収集装置

富士電機
（インド）

エネルギーセンタ

各設備にデータ収集用の
PLCを設置し，エネルギー
センタへ送信する

各設備のデータを取出し，
データの共有化を図る
（メンテナンスにも活用）

図 8　実証事業におけるシステム構成
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長年の操業において制御装置などによって運転データや

操作・アラームログなどの多種多様なデータ（ビッグデー

タ）が蓄積されている。富士電機は，このビッグデータ

を活用して運転支援システムの開発に取り組んでいる（図

10）。このシステムは，システム自身が自動的に燃料流量
の調整や異常回避の操作を学習して，オペレータの経験に

よらずに安定操業を行うことができる。定常操業時のプロ

セスデータとオペレータの操作履歴から作成したモデルと，

異常発生前後のプロセスデータの挙動およびオペレータ

の操作を比較する。これにより，プロセスデータの変化に

伴って，どのような異常が発生する可能性があるかを分析
し，実際に異常が発生する前にオペレータに通知すること

で異常回避操作の時間を確保する。加えて，過去に実施し

た異常回避操作を提示することで，作業者のスキルに依存
せずにプラントを安全な状態に保つことができる。

⑶　保全ノウハウの継承
操業と同様に，保全についてもノウハウの継承が重要な

課題となっている。富士電機は，現場作業員が保持するメ

ガネ型ウェアラブル端末（カメラと小型モニタ）と遠隔地
の熟練技術者側拠点をインターネットでリアルタイムに接

ポイント

調
節
計

設定

制限
など

条件

操作データ

制御装置

制御対象

操作
出力

プロセスデータ
運転データ
ログデータ

計る

操作

見る

計測

制御

スタッフ・オペレータ

見える化

ビッグデータ運転支援システム

自動操業 モデル

異常・事故兆候予測／解析 モデル

回避手順操作指示 モデル

品質シミュレータ モデル

品質改善 モデル

モデリング

パターン
分析

事象分類・
検索

品質シミュ
レーション

過去再現

データからモデル構築
（自動）

蓄積

○高速DB
○分散並列処理
　など

一次開発

運転シミュレータ モデル

過去再現ビューワ モデル

情報基盤

図 10 　運転支援システムの概要

既設システム MICREX-VieW XX

HCI
データベース
ステーション

コントロールステーション
（二重化）

制御ネットワーク
（レガシー）

オペレータ
ステーション

CTL

I/O

I/O ネットワーク
（レガシー）

顧客設備

IPUⅠ

XDS／ XOS

IPUⅡ

IPUⅠ

IPUⅡ

コントロールステーション
（二重化）

I/Oネットワーク
（レガシー）

顧客設備

XDS／ XOS

IPUⅠ

IPUⅡ

XCS-3000／
XCS-3000R
（二重化）

I/Oネットワーク
（レガシー）

顧客設備

制御ネットワーク
（レガシー：DPCS-F）

制御ネットワーク
（FL-net V3）

XDS／ XOS

XCS-3000／ XCS-3000R
（二重化）

新 I/O
E-SX（I/O）

I/Oネットワーク
（E-SXバス）

顧客設備

制御ネットワーク

画面アプリ資産
の継続利用

既設ネットワーク
の継続利用

CTLアプリ資産
の継続利用

設備ごと
更新設備の

継続利用

既設 I/Oの
継続利用
（IPUⅠ／Ⅱ）

ネットワーク
アダプタ

図 9　MICREX-VieW XXによる段階的な更新
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続し，作業者への支援や指導を行うシステムを提供してい

る（図11）。熟練技術者はメガネ型ウェアラブル端末を通
して現場作業員と状況を共有しながら，画像や音声によ

り作業指示を行うことができ，ハンズフリーであるため現
場作業員は両手で作業できる。これにより，作業品質の向
上・効率化および技術伝承に貢献できる（167ページ“設
備の安定稼動を支援するサービスソリューション”参照）。

6　あとがき

鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューションに関して，

プラントの安全・安定操業，製品の品質向上，エネルギー

原単位削減，操業ノウハウの継承に焦点を当て，現在の取
組みについて述べた。高度化・複雑化するニーズに応える

ため，計測・制御システムにはますます高機能化が要求さ

れる。今後もユーザのニーズに応えるべく，さらなる付加
価値の創出に貢献していく所存である。

参考文献
⑴　新日鉄住金株式会社. カラー図解 鉄と鉄鋼がわかる本. 日

本実業出版社. 2004.

⑵　庄林直樹ほか. 安定操業・省エネルギー・環境保全を支え

る計測・制御システムソリューション. 富士電機技報. 2014, 

vol.87, no.1, p.9-13.

⑶　鳴海克則ほか. 製鉄所のエネルギー管理を最適化する「鉄鋼

EMSパッケージ」. 富士電機技報. 2013, vol.86, no.3, p.177-181.
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クラウドサーバ

現場側のハードウェア

インターネット

インターネット
接続可能なPC

現　場 熟練技術者側
拠点

富士電機製ソフトウェア搭載
のメガネ型ウェアラブル端末
（Android 搭載端末）

Wi-Fi ルータ

導入効果
○音声入力による作業効率と品質の向上
○熟練技術者によるビジュアルな作業支援
○実績データの一元リアルタイム管理

クラウド提供サービス
○音声による作業結果入力と
端末操作の制御
○動画通信とテキスト送信の
制御
○画像入力と端末との送受信
監視および制御
○撮影された映像の記録と
データ閲覧機能の制御

図 11 　ウェアラブル型遠隔作業支援パッケージ
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1　まえがき

富士電機の計測機器は約 60 年の歴史があり，計測・

制御システムは，1975 年に最初の分散型制御システム

（DCS：Distributed Control System）を発売して以来，40
年以上の歴史がある。この間，富士電機は，お客さまの課
題解決や要求に応えるべく，さまざまなソリューションを

提供してきた。

本稿では，富士電機のプラント向け計測・制御システム

の最新技術と提供するソリューションについて述べる。対
象とするプラント設備は，化学プラント，石油・ガスパイ

プライン，清掃工場である。

2　計測・制御システムを取り巻く環境

プラント運用に関して，自動化による生産効率の向上に

始まり，最近では，地球および地域の環境問題の解決に取
り組むため，設備の改善や省エネルギー（省エネ）への投
資が検討され実施されている。今後は，通信機能を備えた

センサが普及し，これまで収集できなかった情報が集めら

れるようになり，プラント運用における変革が期待されて

いる。

一方，計測・制御システムに対する要求は，システムが

登場してからおよそ 30 年間，監視・制御はもちろん，信
頼性や拡張性，エンジニアリング機能の充実であった。そ

の後，情報技術の発達に伴い，経営層から現場レベルま

でのさまざまな要求に応えるために，製造実行システム

（MES：Manufacturing Execute System）や製品情報管
理（PDM：Product Data Management）などの外部の機
能と連携することで，システム全体の機能強化が行われて

きた。しかし，現場データを外部へ持ち出す利便性と引き

換えに，外部からの不正アクセスやコンピュータウィルス

の問題，外部媒体を使った安易なデータの持ち出しによ

る機密漏えいなど，セキュリティに関わる問題が生じ，計
測・制御システムの健全性を確保する必要性が高まってい

る。今後は，計測・制御システムにおいて IoT（Internet 
of Things）への投資が進むことが予想され，継続的なセ

キュリティ対策および安全・安定操業，さらに生産性と品
質の向上を狙った改善などプラント運用の最適化に向けた

取組みが進むことが予想される。

3　計測・制御システムの課題と新機能

3 . 1 　計測・制御システムの課題

プラントにおいては，操業停止によって影響を受ける範
囲が極めて大きい。そのため，安全・安定操業は最も重要
な課題である。この課題に対して，各社，計測・制御シス

テムを進化させながら対応し，解決してきた。しかし，現
場において発生する突発的なトラブルや安全面のリスク

は皆無にはなっていない。このような突発的なトラブルや

安全面のリスクにどのように対処するかが，安全・安定操
業を維持する上で重要である。これまでは，DCSの進歩
とともにノウハウを蓄積してきた熟練エンジニアや運転員
が，突発的なトラブルに対して柔軟に対応してきた。今後
は，経験の浅いエンジニアや運転員におけるトラブル発生
時の対応力の強化と教育が重要な課題である。また，シス

テムの更新やプラントの立上げなど，システムの導入にお

けるエンジニアリングや現地調整の期間が短くなっている

反面，品質に対する要求は高くなっており，これに対して

の支援機能も必要とされてきている。

プラントを最適に運用する計測・制御システムソリュー
ション

吉川　　譲  YOSHIKAWA, Yuzuru 朱　　剣云  SHU, Kenun 小野　健一  ONO, Kenichi

Instrumentation and Control System Solutions for Optimizing Plant Operation

計測・制御システムを取り巻く環境は，プラント運用の最適化や運転員の世代交代などにより，求められる機能が変わっ

てきている。これまでは，単純な監視制御であったが，最近では，トラブルへの迅速な対応や安全・安定操業への課題を

解決することが求められる。これに応えるため，富士電機では，プラント異常への迅速な対応を行うためのナビゲーショ

ン機能や強制設定機能，ならびに運転員の教育を目的としたシミュレーション機能を提供している。さらに化学プラント，

石油・ガスパイプライン，清掃工場において分野に合わせたソリューションを展開している。

Required functionality of instrumentation and control systems has been changing depending on such environmental factors as the opti-
mization of plant operation and generational change in operators. Up until now, these systems performed simple monitoring and control, but 
recent needs have required functionality capable of quickly responding to trouble and ensuring safe and stable operations.  In order to meet 
these needs, Fuji Electric is providing navigation functions for quickly responding to plant abnormalities, functions for supporting enforced 
settings and simulation functions for training operators.  We are also providing solutions that meet the needs of various business sectors, such 
as chemical plants, gas and oil pipelines and waste incineration plants.
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3 . 2 　プラント運用における障害発生時の対応機能

近年，高度で複雑な運転制御が計測・制御システムを

使って実現されるようになり，プラント運用の自動化や省
力化が進んできている。一方，プラント設備の老朽化や消
耗による故障や，プラント運用中に実施する，一部設備の

メンテナンスによる復旧作業などの非定常運転があり，警
報発生への対応は避けられない。また，故障したセンサが，

二次障害を起こす可能性もある。障害が発生すると，これ

を回避するためのセンサ交換などが早急に必要になり，対
応が遅れるとプラント運用に大きな損害が生じることもあ

る。これまでは，警報が発生した原因の究明は，過去に経
験した事例や現場をよく知る運転員への依存が高く，属人
性の排除や省力化をさらに進める上で課題になっていた。

この課題を解決するために，富士電機の中小規模監視制
御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」では，

運転中に発生する非定常運用に対し，運転員がより容易に

プラント障害の解析や一時的な障害回避ができるように，

ナビゲーション機能および強制設定機能を実装している。

⑴　ナビゲーション機能
ナビゲーション機能とは，オペレーション画面やエンジ

ニアリング画面で，アクチュエータ名をキーワードとして，

関連する機能の一覧表示を行うものである。これまでは運
転員が自主的に関連する画面へ移行し表示させていたが，

この機能により，指定したアクチュエータに関する画面の

みが一覧表示され，それを選択することにより，運転員が

目的とする画面へ容易に遷移できるようになる（図1）。

ナビゲーション機能の実現には，データ名やメモリアド

レスをキーデータとした，システムを横断した検索情報
（クロスリファレンス）が必要となる。MICREX-VieW 
XXでは，エンジニアリングツールの支援ユーティリティ

画面でユーザが入力したデータから，クロスリファレンス

を自動的に生成する。

異常が発生した場合，ナビゲーション機能により，経験
の浅い運転員でも故障や警報の発生原因に容易にたどり着
くことができる。これにより，迅速な障害対応ができ，プ

ラントへの影響を最小限に抑えることができる。

⑵　強制設定機能
強制設定機能とは，プラント運転中に発生する異常を一

時的に回避，あるいは二次障害を回避するためのものであ

る。異常状態にあるセンサの計測値を使用している制御
ロジックによるメモリへの書込みを強制的にブロックし，

ユーザが設定した代替値で継続運転ができる（図2）。こ

れにより，センサ異常に対してアプリケーションソフト

ウェアを変更することなく，障害状態を一時的に回避でき

る。

さらに，データベースに格納された操作履歴をオンライ

ンで参照することができる。プラントで異常が発生した場
合，前述のナビゲーション機能により，素早く状況を把握
して原因を特定し，運転員の判断で強制設定機能を使うこ

とができるため，不要なプラント停止を回避できる。

3 . 3 　プラント運用最適化に関する拡張機能

プラントビジネスの競争が激化する中，さらなる生産性
と品質の向上が求められる。このために，プラントのライ

フサイクルに関する全てのデータをデータベースにより一
元管理し，関連する各部門が共有することが必要である。

例えば，これらのデータをプラントシミュレータで使用す

ることにより，実プラントでの試験をする前に自動制御プ

コントローラ支援

プラント画面
制御ロジック
（仕様書表現）

制御ロジックを
仕様書表現で表示

関連画面へ
自由に切替可能

アクチュ
エータ名

ループ
画面

ナビゲーション
サブメニュー
制御ロジックが定義さ
れている箇所を自動表
示し，関連する画面な
ども合わせて一覧表示

この設備の制御ロジックは
どうなっているか？（定義
などの関連情報を確認）

クロス
リファレンス
データ

結合ツール

エンジニアリング関連ツール

コントローラ支援 エンジニアリングツール 制御ロジック

クロス
リファレンス
データベース

生成 生成 生成

取込み

起
動

エンジニアリングツールの支援
ユーティリティ画面でユーザが
入力したデータから，クロスリ
ファレンスを自動的に生成

図 1　ナビゲーション機能

センサの故障で計測値（PV）が異常となり，正常範囲内に
しないと，全設備停止せざるを得ない。
強制設定機能であれば，回避することが可能である。

センサ復旧後の解除忘れを防止するために，強制値と強制状態
をハイライト表示し，全強制情報を強制コンポーネント一覧で
確認できる。

XOS-3000

XCS-3000

強制設定

強制値および強制理由の入力

情報格納

強制コンポーネント一覧

図 2　強制設定機能
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ログラムの品質を向上させることができる。

富士電機では，DCSである「MICREX-NX」を提供し

ている。さらに，プラントマネジメントツール COMOS
〈注〉

の提供を目指し，まずはプラントシミュレータ SIMIT
〈注〉

の

提供を開始した。図3に，プラントエンジニアリングのデ

ジタル化と製品ラインアップを示す。

⑴　統合データプラットフォーム

プラント全体のライフサイクルにおいて，エンジニアリ

ングや調整の不備は，品質や稼動率の低下などにつながり，

プラントの運用と保守に要するコストや時間に重大な悪影
響を及ぼす。

特に現地調整は，その後の安全・安定操業に重大な影響
を及ぼす重要な作業であるが，これに要する時間のほとん

どが自動制御の試験・調整である。ここで発見されるソフ

トウェアのバグのほとんどがエンジニアリング期間中に作
り込まれている。

さらに，プラントが実運用に入った後，非定常状態に対
する運転員の教育は難しく，プラント事故を想定した運転
員への教育が十分に実施できないのが現状である。ひとた

び非定常状態になると，十分な教育が行われていないこと

による影響は大きく，安全・安定操業に重大な影響を及ぼ

す。そこで，仕様決定からプラント運用までの各過程にお

いて，実プラントに限りなく近いシミュレーションをシス

テム構築に取り入れることで，不要なエンジニアリングコ

ストと時間の大幅な削減が可能である。

これを実現するものが，プラントのエンジニアリングと

オペレーションに関わるデータを統一して管理する統合
データプラットフォームである。

⑵　プラントマネジメントツール COMOS
COMOSは，プラントのライフサイクルに関わる全て

のデータ（電気・計装，制御フロー，設備・配管フロー

など）の統合管理を行うものであり，MICREX-NXや

SIMITにシームレスに連携することが可能なツールであ

る。これにより，プラント全体の設計から運用までのラ

イフサイクルを最適化するデジタルエンジニアリングソ

リューションを提供する（図3）。具体的には，COMOS
で作成したデータを基にして，MICREX-NXの制御プロ

グラムに対する SIMITのシミュレーションモデルを自動
で生成できる。

⑶　プラントシミュレータ SIMIT
SIMITは，シミュレーションによるエンジニアリング

が可能なツールである（図4）。主な機能を次に示す。

⒜　コントローラのシミュレーション機能
⒝　入出力信号のシミュレーション機能
⒞　センサ，バルブ，モータなどの入出力機器のモデル

構築およびシミュレーション機能
⒟　プラントや機械などの制御対象全体のモデル構築お

よびシミュレーション機能
SIMITを使用することにより，実プラントに限りなく

近いプロジェクト全体の試験・調整を事前に事務所で実施
できる。そのため，実際の現地調整を問題が発生すること

なく短期間で終了することができる。

さらに，バーチャルコントローラ（SIMITのコントロー

ラエミュレーションツール）と SIMITを組み合わせるこ

とにより，SIMITを運転員に対するトレーニングシステ

ムとしても使用できる。また，SIMITの各コマンド（初
期化，スタート，ストップ，一時停止，スナップショット

など）を使用し，シミュレーションによる動作確認を行っ

た後，その過程の再現やシミュレーションのスピードを調
整できる。本機能により，非定常状態のプラントの挙動を

シミュレータ上に作り出すことで，緊急時の対応などの運
転員への教育を行うことができる。

4　  各プラント・設備における富士電機のソリュー
ション

富士電機では，顧客の課題を解決するために，DCSで
あるMICREX-NXのほかに，中小規模監視制御システ

ム MICREX-VieW XXを提供している
⑴

。MICREX-VieW 
XXは，特に中小規模のプラントに対して，従来の分散型
制御システムの機能である，優れた視認性・操作性，電
機・計測制御融合，高速・高信頼性，高効率エンジニアリ〈注〉  COMOS, SIMIT ： Siemens AGの商標または登録商標

製品設計

デジタル
化

プラント設計 エンジニアリング
／調整

電気・計装／ライフサイクルマネジメント
インダストリアルコミュニケーション

エネルギーマネジメント／電力供給システム

運用 保守

統合エンジニアリングと統合オペレーション（新設プラント）

統合オペレーション（更新プラント）

製品
ライン
アップ

COMOS*

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
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＊ COMOS，SIMIT，XHQ：Siemens AGの商標または登録商標
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タ
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タ
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タ

図 3　プラントエンジニアリングのデジタル化と製品ラインアップ
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図 4　SIMIT のシステムイメージ
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ング，高い継承性に加え，外部システムとのデータ連携機
能を持っている。これにより，ビッグデータを活用した高
度操業支援・設備保全管理システムと連携し，プラントの

最適運用を行っている（186ページ“進化する監視制御シ

ステム「MICREX-VieW XX」”参照）。

また，顧客の設備の規模や要求機能に応じて，SCADA
（Supervisory Control and Data Acquisition）を採用し，

運用の最適化をサポートできるシステムを提供している。

4 . 1 　化学プラント

化学プラントの分野では，システム更新の需要が増える

中，継続した省エネに対する意識が高まり，設備の予兆診
断による機器の最適な活用，設備安全に関する安全計装の

導入検討などが進んでいる。さらに，IoTにつながる投資
への模索が進んでいる

富士電機では，この IoTにつながる仕組みとして，EIC
（電気，計装，計算機）統合のソリューションパッケージ

を開発した。化学分野では，通常，計測制御と駆動制御に

設備を区分し，システムが異なることが多い。EIC 統合の

ソリューションパッケージは，高速な制御が必要な駆動分
野にも適用できるように，富士電機のコンポーネント技術
とネットワーク技術を駆使して，計測と駆動の監視制御を

一つのプラットフォームで実現した。この結果，計測制御
と駆動制御との間で，現場データの時刻同期を容易に保証
できる。また，IoTへ向けて重要となる現場からのデータ

収集の基盤が構築できることに加えて，計測と駆動のシス

テムの統一により，従来，別システムであったためハード

ワイヤやゲートウェイの設置で実施されていた設備間の取
合いが簡素化される。さらに，一本化したプラットフォー

ムにより，エンジニアリング窓口も共通で顧客に対応で

きるようになることで，プラント全体を考えた最適なソ

リューションを提供できる。

4 . 2 　石油・ガスのパイプライン

石油やガスのパイプラインでは，広域に分散する監視対
象のデータを効率よく正確に収集し，中央で管理すること

が求められる。しかし，データを収集するための通信イン

フラに対する顧客の要求は多様化しており，全てのデータ

を統一した通信インフラやプロトコルで収集するのは難し

い。

富士電機は，広域に分散するデータを収集するため

の「MICREX-VieW PARTNER」などの SCADAにより，

さまざまな通信インフラに対応している（193ページ“統
合EMSと容易に連携可能な設備監視システム「MICREX-

VieW PARTNER」”参照）。今後は IoT 投資に向けて，よ

り現場データの収集要求が高まることが予想される。この

ため，顧客ニーズにマッチしたシステムにより，通信方式
や通信媒体を意識することのない，プラントの最適運用を

提供していく。表1に適用事例を示す。

4 . 3 　清掃工場

清掃工場におけるプラント運用は包括契約（運用管理と

維持管理）による外部委託が増えているが，これまでは，

プラント運用で取得するデータは，自治体が必要なデータ

のみであった。しかし，包括契約がさらに増えることによ

り，自治体が要求するデータだけでなく，各清掃工場の効
率的な運転に必要なデータを一括して外部委託先で収集・

管理を行い，最適な監視，解析，運用を行うための IoT
環境の構築が進むことが予想される。

富士電機では，一括管理に向けた第一歩として，外部委
託先の本社機構と清掃工場のデータ連携を実現するための

EIC 統合システムを導入し，公衆回線にて本社機構へデー

タを伝送する環境構築を実施した。これにより，外部委託
先の本社機構において，収集したデータの解析と最適な運
用モデルの立案ができるようになった。

5　あとがき

計測・制御システムの歴史を振り返り，現在，直面して

いる課題と富士電機の最新技術，および各分野のソリュー

ションについて述べた。富士電機は，お客さまのプラント

の最適運用に向け，よりいっそうの貢献を続けていく所存
である。

参考文献
⑴　庄林直樹ほか. 安定操業・省エネルギー・環境保全を支え

る計測・制御システムソリューション. 富士電機技報. 2014, 

vol.87, no.1, p.9-13.

吉川　　譲
化学，食品分野の計測制御システムのエンジニア

リングに従事。現在，富士電機株式会社産業イン

フラ事業本部素材ソリューション事業部技術第二
部課長。

表 1　石油，ガスパイプライン分野への適用事例

設　備 通信方式 通信媒体

燃料輸送用パイ
プライン

アナログ通信による
テレメテレコン（遠
方監視制御）

通信ケーブル

天然ガス輸送用
パイプライン Ethernet＊通信

通信会社の優先回線，
衛星通信の専用回線
（バックアップ用）

都市ガス配管網 Ethernet 通信
専用無線回線，通信会社専用回線，
MVNO（Mobile Virtual 
Network Operator）

＊   Ethernet；富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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1　まえがき

近年のオムニチャネルやネットショップにおける即日配
達，ジャスト・イン・タイムサービスなどの物流サービス

の高度化に伴い，国内貨物輸送分野はトラック（車両）輸
送への依存度を高くしている。トラック輸送による物流
サービスの車両運行・運用の要となる物流センターの投資
件数・額，延床面積は増加傾向にある。

物流センターには，通過型（TC型）センター，在庫型
（DC型）センターおよび通過／在庫型（TC/DC型）併用
センターがある。DC型センターには，倉庫管理システム

（WMS：Warehouse Management System）と配車・配送
計画システムを組み合わせることにより，在庫管理と車両
運行を効率的に行うパッケージソフトウェアやシステムな

どが提供されている。

しかしながら，従来のこのようなパッケージソフトウェ

アやシステムなどでは，荷扱い量が 1 日数十万個で 50 以
上のトラックバースを持つ大規模な TC型センター内にお

いては有効に機能していない。

本稿では，大規模な TC型センター向けに富士電機が提
供する“物量予測機能”“運用支援機能”および“車両誘
導機能”からなるシステムによるソリューションについて

述べる。

　

2　物流センターの課題

図1に物流センターにおける作業の概要を示す。仕分け

など一部を除いて，ほとんどの作業を人手に頼っているの

が現状である。

物流センターには，車両発着状況や設備稼動状況などの

さまざまな外乱や，時間帯別物量，積込みトラックバース

別物量などの変化する物量がある。したがって，センター

の運用を効率化するためには，これらの外乱や変化する物
量に応じて人を配置することが重要である。

物流センター（主に TC型）における主な課題は次の 3
点である。

⑴　物流センター運用の属人化の解消
DC型センターでは，センターの在庫に対して確定した

物流センター効率化ソリューション

髙木　秀記  TAKAKI, Hideki

Solution for Improving Effi ciency in Distribution Centers

近年，物流センターは，ジャスト・イン・タイムサービスなどのさまざまな物流サービスへの対応が要求され，機能が

高度化するとともに大規模化している。一方，物流センター現場の作業はいまだに人手作業中心のため，運用に即した効
率改善の仕組みが必要である。従来の仕組みでは効率改善が難しい通過型センターに対応し，富士電機は次の三つの機能
で属人化の解消や効率運用を実現する物流ソリューションを提案している。物流センターを出入りする物量を予測する物
量予測機能をはじめ，最適化計画立案を支援する運用支援機能，制約時間内での輸配送完了などを行う車両誘導機能である。

In recent years, distribution centers have become advanced in functionality and large scale in order to meet the needs of various 
distribution services such as just-in-time service.  Meanwhile, distribution center works still rely heavily on manual labor, and thus, they are 
in need of a more effi  cient system adapted to the actual operation.  For transfer centers which have struggled to improve effi  ciency by using 
the conventional system, Fuji Electric is providing a distribution solution based on the following three functions to eliminate dependence on 
individual operator skills and improve operation effi  ciency.  The functions include a “transportation amount prediction function” for predicting 
the amount of transportation arriving and shipping at distribution centers, an “operation support function” for helping develop optimal plans, 
and a “vehicle guiding function” for completing transportation/delivery operations within time constraints.

車両入場
（車両を誘導）

センター内で
車両待機

敷地内作業 敷地内作業

車両から
荷卸し

仕分け
（行先方面別）

車両へ
荷積み 車両退場

流通加工

荷積みのみのトラック

荷卸しのみのトラック

トラックバース作業 倉庫内作業 トラックバース作業

図 1　物流センターにおける作業の概要
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発注量が把握できる。どのような輸送を行うかある程度事
前に計画することができるので，センターの運用計画（人
員，車両手配）が立てやすい。

一方，TC型センターでは，図2に示すように物流ネッ

トワークの中間の位置付けにあるため，物流センターを出
入りする物量の把握が輸送する直前まで分からない。複数
の人が複数の店でネットショッピングを行い，各自個別に

当日を含む配達日時を指定する場面を想定すれば，輸送す

る物量を事前に予測できないことは明白である。多くの場
合は，物流センターの特定の人が，属人的な経験によるや

り方で人員や車両手配などの計画を立てているのが実情で，

データの見える化（作業効率や通過荷物の個数実績など）

のレベルも十分ではないことが多い。

⑵　輸送時間制約の強化への対応
荷積みするため，同じ時間帯に複数のトラックが物流セ

ンターに到着する場合，予定された時刻までに各トラック

が積み荷の配達を完了するように，移動距離を勘案しなが

ら車両誘導を行うなどの必要がある。

⑶　物流センター内の要因によるトラックの渋滞の解消
最近では，物流センターが大規模化して，出入りする物
量が 1 日当たり 100 万個レベル（トラックで 200 台／時

間）になることもある。種々の原因による物流センター内
での車両滞留がセンター外の近隣道路の渋滞を引き起こし，

社会問題化するリスクがある。

これらの課題を解決し，物流センターの運用を効率化す

る富士電機の物流ソリューションの機能を表1に示す。

3　課題を解決する物流ソリューション

2章で述べた課題解決のため，富士電機が提供する物流
ソリューションは，次に示す三つの機能により，属人化の

解消や効率運用を実現する。

物流センターを出入りする物量を予測する “物量予測機
能”，物量予測と各種センサ情報と連携して人員や設備稼
動の最適計画立案を支援する“運用支援機能”，両機能を

組み合わせて，制約時間内での輸配送完了や渋滞を解消す

る“車両誘導機能”である。

3 . 1 　物量予測機能

物量予測機能は，物流センターを出入りする物量を過去
の実績から予測するものである。予測した物量は，物流セ

ンターにおける車両誘導，人員や施設稼動計画を立案する

上でベースとなる重要情報である。

本機能は，過去実績データとリアルタイムデータとの差
を見える化でき，前年同月同曜日や同年前週同曜日の過去
実績データを基に，当日のリアルタイムデータによる補正
を加えることにより，1 日当たりの誤差が 5% 未満の高精
度な物量予測が可能である。また，行先別に見える化する

ことができ，物流センターの運用管理者の判断業務を支援
することができる。

今後は，さらなるデータ傾向分析や各種予測技術（指数
平滑法・移動平均法，回帰モデルなど）を組み合わせて適
用し，より高精度予測と時間帯別などの細分化予測を行う

研究開発を進めていく。

3 . 2 　運用支援機能

⑴　人員計画機能
人員計画機能は，物流センターの各作業場所・工程にお

ける人員の配置計画・実績を見える化し，車両誘導機能と

連携を行う機能である。

センター内での作業員情報を4.3節の方法で取得する

ことで，作業工程ごとに式⑴により作業生産性を算出し，

時間帯別の物量と合わせて式⑵により最適な人員配置計画
を立案する。

作業生産性= 
荷物数 

……………………………………⑴
　　　　　　 作業量

人員= 
　  物量  　 

………………………………………⑵
　　　  作業生産性 

物量のリアルタイムデータにより人員計画を随時補正し，

作業指示への反映が可能で，予測物量とリアルタイムデー

タとの差があらかじめ設定したしきい値を超えたら，自動

24

DC 型センター

TC型センター

TC型センター

店　舗メーカー・店舗

図 2　物流ネットワークの概要

表 1　 課題とソリューションの関係

解決する
課題

物流ソリューション

大機能 中機能 連携センサ，
連携システムほか

○  物流センター運用
の属人化解消 運用支援

外部連携 人事系管理システム
（作業員情報など）

人員計画
荷物位置センサ

人位置センサ，作業
実績端末

設備稼動計画 設備（PLCなど）

○  輸送時間制約の強
化への対応
○  物流センター内の
要因によるトラッ
クの渋滞の解消

車両誘導

外部連携
トラック運行管理シ
ステム（外部システム，
トラック発着予定）

トラック状態
管理

（位置・状態）
車両位置センサ

トラック誘導 表示機

○  物流センター運用
の属人化解消
○  物流センター内の
要因によるトラッ
クの渋滞の解消

物量予測 －

輸送実績管理システ
ム（外部システム）
車両誘導機能，運用

支援機能



物流センター効率化ソリューション

富士電機技報　2016 vol.89 no.3

特
集　

Ｉ
ｏ
Ｔ
新
時
代
の
計
測
・
制
御
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

160（26）

で音声による指示を行うこともできる。

⑵　設備稼動計画機能
設備稼動計画機能は，物流センターにおける各設備の現

在の稼動状況と予定を見える化し，車両誘導機能と連携を

行う機能である。

設備稼動計画では，物量実績と設備稼動能力（個／時
間）や故障・停止状態を PLC 経由などで設備と連携する

ことにより，現在の状況を見える化することが可能である。

また，設備稼動能力と物量予測を利用することにより設備
稼動計画を立案することができる。ただし，物流センター

の各設備は単独で作業が完結することはあまりない。仕分
け作業にソーターを用いる場合では，仕分け作業後のト

ラックへの荷積みは人手作業であるため，設備稼動計画と

人員計画を連動させることで物流センター運用の効率化が

狙えることになる。

3 . 3 　車両誘導機能

車両誘導機能は，物量予測機能や運用支援機能と連携を

行い，4.1節に示す方法で車両位置情報を取得して物流
センター内外での最適な車両誘導を行う機能である。

精度のよい物量予測ができ，適切な人員・設備稼動計画
ができたとしても，適切な車両誘導ができなければ物流セ

ンター運用が効率化できない。車両誘導機能は，トラック

に荷卸しや荷積みのためのトラックバースを指定する機能
であり，物流センターの効率的な運用にとって重要な機能
である。

車両誘導に影響する因子は次に示すとおりであり，これ

らを総合的に判断して車両誘導を行う。

⑴　物流センター内への車両誘導に影響する因子
物流センター外から物流センター内への車両誘導に影響

する因子は，次の 2 点である。

⒜　物流センター内の空き情報（トラックバース，待機
場）

物流センター内にトラックバースと待機場の空きがな

い状況やセンター内での事故などの状況下で，トラック

が物流センター周辺に到着すると，物流センターに入れ

ない。周辺道路での周回や路上待機が行われ，渋滞など

の悪影響を及ぼす。そのため，遠方での待機・周回など

の指示を行う必要がある。

⒝　優先順位（トラック行先による時間制約）

物流センター内にトラックバースなどの空きがある場
合でも，行き先によらず，到着順に物流センターに誘導
すると，トラックバースの空きがなくなってしまい，行
先が遠方などの時間的に余裕がないトラックを誘導でき

なくなってしまう可能性がある。そこで，荷卸しされる

荷物の行先別物量と，トラックの行先を考慮した優先順
位でトラックを誘導する必要がある。

⑵　物流センター内における車両誘導
物流センター内におけるトラックバースへの車両誘導に

関する影響因子は，次の 3 点である。

⒜　トラックバースの設定（荷卸しバース，荷積み後の

行先など）と優先順位
トラックバースには，荷卸し専用設定や，行先別設定

がある。その設定が時間帯により変更される場合があり，

積荷や行先などの優先順位を考慮した上で，それらの設
定に合うようにトラックを誘導する必要がある。

⒝　トラックバースの空き状況（空きあり，空きなし，

空き予定）

荷卸しや荷積みの開始時間と作業生産性などから，ト

ラックバースが空く時間を予測し，現在のトラック位置
とトラックバースまでの運行時間を考慮して誘導する。

⒞　卸される荷物の行先別物量（仕分け時間の短縮化）

どのトラックバースに荷物を卸せば，一番早く仕分け

などの機械動作が完了するかについて，トラックバース

と仕分け機器の配置などの機器構成を考慮して誘導を行
う。

4　物流ソリューションを支える情報取得技術

4 . 1 　車両位置・トラックバース空き状態情報

車両の位置や状態の情報を把握する目的は，物流セン

ターの内外で異なる。

物流センターの外では，車両の現在位置の情報を基に，

物流センターへの到着予定時間やセンター内への誘導可否
を決める。そのためには，数メートル以下の位置情報の精
度は不要で，一般的に利用されている GPSによる位置情
報（精度 10m程度）で十分である。そこで，各社から数
多く提供されている GPSを使った位置情報サービスを利
用する。

一方，物流センター内では円滑に車両を誘導するため，

次に示す状態の把握や推定が必要である。

⒜　車両のセンター入退の把握
⒝　トラックバース空き状態の把握
⒞　物流センターの敷地が広い場合は待機位置からト

ラックバースへの誘導時間の推定
このように，物流センター内では，車両の位置を精度よ

く把握する必要があり，そのために表2に示す特徴を持っ

た各種センサにより位置情報を把握する。富士電機はソ

リューションとしてシステムを提供する際には，雨・ごみ，

人の出入りといった車両認識を行う環境の影響を受けにく

いループコイルセンサや磁気検知センサを推奨している。

物流センターの内外における位置情報と，車両の固有情
報（車番，運転者，スマートフォンなど）をシステムで関
係付けて車両誘導機能に利用する。

4 . 2 　物流センター内での荷物位置情報

荷物の位置情報は，物流センターにおける作業を効率化
する上で必要であるだけでなく，トレーサビリティとセ

キュリティの保障を行う上で必須である。

荷物の位置情報の取得には，荷物に張り付けられたバー

コードをハンディターミナルで読み込んだデータ，ならび

に物流現場に設置されているコンベヤやソーターなどの流
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通機器で検知した情報などを利用すればよい。

このようにして，物流センターで卸された荷物が複数の

人手もしくは機械で搬送され，トラックに積み込まれるま

でを追跡することができる。さらに，事故や盗難などで予
定された構内経路以外に搬送されてしまった場合には，位
置情報を得ることによってセキュリティを保証すること

が求められている。そのためには，表3に示すセンサ認
識技術を使って常に物流センターの屋内における位置情報
を取得する必要がある。ただし，これらの検出方法や仕組
みには一長一短があるので，コストと要求される検出位置
の精度を考慮して最適な検出方法を選ぶ必要がある。また，

数十万個が通過する大規模TC型センターの全物量にセン

サを付けて把握することは，コスト面や認識精度などが現
実的ではない。

そこで，富士電機は，特別にトレーサビリティやセキュ

リティが必要となる貴重品や保険加入している荷物だけ

を対象とし，これらを物流センター内外で追跡できるよ

うにするためのシステムの提案を行っている。スマー

トフォンなどの比較的導入しやすい端末で利用できる

IMES（Indoor Messaging System）と BLE（Bluetooth 
Low Energy）を組み合わせたものである。

4 . 3 　物流センター内の作業員情報

物流センターにおける作業員の情報を把握する理由は，

次のとおりである。

⑴　作業実績管理による効率改善
取得した作業実績の見える化を行い，生産性の算出や

KPI（Key Performance Indicator）などに利用して，作
業効率の改善を行う。

作業実績管理による効率改善は，荷物トレーサビリティ

情報と同様に，ハンディターミナルやウェラブル端末を利
用した作業実績の把握が一般的である。その実績情報から

日報作成や実績収集・集計を行い，効率改善の元データと

した事例は数多くある。

⑵　作業動線分析による作業の効率化
人員情報を把握するためには，人員の作業実績および作

業中の位置情報を時間別に取得する必要がある。

作業動線を分析することにより，作業中のムダの発見や

効率化を行うことができる。従来は，作業動線を取得する

ためには現場での行動観察や，カメラによる分析事例が必
要であった。本システムにおける作業動線のトレース対
象は，荷物の数十万個と比べるとかなり少ない 100 人前
後であるため，4.2節で紹介したセンサなどが利用でき，

データを自動収集できるという利点がある。

5　まとめ

富士電機の物流システムを導入することで，各種情報が

見える化でき，その情報を基に的確に車両誘導を行うこと

ができ，経験の少ない物流センター運営者でも，運営熟練

表 2　 車両認識センサの特性

特　徴

センサ

周辺環境への対応性 検知の特性

埋設工事
ゴミ・汚れ・雨など 周辺金属・磁気 金属のみ反応 通過検知 検知範囲

○：影響なし
×：影響あり

○：影響なし
△：やや影響
×：影響あり

○：可能
×：不可

○：可能
×：不可

○：広い　　
△：やや狭い
×：狭い　　

カメラ × ○ × ○ ○ 不　要

ループコイル ○ △ ○ ○ ○ 要

磁気検知 ○ × ○ ○ △ 不　要

光電式 × ○ × ○ ○ 不　要

超音波 × ○ × × △ 不　要

照度検知 × ○ × × × 不　要

表 3　荷物および人の位置情報の検出方法

検出方法

特　徴
IMES BLE RFID

（アクティブ）
RFID

（パッシブ） 超音波 無線 LAN
（Wi-Fi）

加速度
センサ方式

カメラ+
カラーバー
コード

概　要 GPSを屋内用
に拡張

Bluetooth の
電波を利用

TAGから発生
する電波を
利用

アンテナから
発生する電波
を利用

電波に替わり
音波を利用

無線 LANの電
波を利用して

測量

TAGの初期位
置からの変位
を計算

カラーバー
コードを画像

認識

認識距離（障害物
などにより可変） 10m程度 5～10m

程度 10m程度 3m程度以下 10m程度 100m程度
以下

100m程度
以下 環境次第

運用性 ○ △
電池交換必要

△
電池交換必要 ○ △

電池交換必要

×
三角計測のため
大量の認識には
向いていない

×
変位計測のため
大量の認識には
向いていない

△
画像認識のた
め環境の影響
を受けやすい

イニシャルコスト
（表内での相対） 中～高 中 中～高 中 高 高 高 低

ランニングコスト
（表内での相対） 高 中 高 中 高 高 高 低
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者と同等レベルのセンター運用が可能となるソリューショ

ンにつながる。本稿では，主に大規模TC型物流センター

を対象に述べたが，中小規模の物流センターや，ECサイ

トを運営する企業にもメリットのあるソリューションで

ある。ECサイトの運営会社には，富士電機が提供するト

レーサビリティ情報や効率化した物流センターを利用する

ことによる物流コストの削減などのメリットがある。また，

必要な機能を選択的に導入可能とすることで，導入コスト

を抑制でき，中小規模の物流センターにも利用可能なソ

リューションを提案している。

今後は，図3に示すクラウドサービスによるソリュー

ションを提供する予定である。また，本稿で示したシステ

ムを，物流センターの現場状況が把握可能な設備稼動監視
サービスや入退管理サービスと連携し，物流センター運用
支援サービスとしてソリューションを提供していく予定で

ある。

6　あとがき

物流センター効率化ソリューションについて述べた。物
流・輸配送サービスに対する要求は，今後さらに高度で多
様になっていくと予想される。物量予測や人の動線分析な

ど，市場ニーズに合致した技術開発を行い，ソリューショ

ンを提案していく所存である。

髙木　秀記
物流システムのエンジニアリング業務に従事。現
在，富士電機株式会社産業インフラ事業本部組立・
施設事業部産業流通技術部担当課長。

クラウドサービス基盤

データ収集基盤

コントローラ

マテハン設備，各種センサ 電力計 冷蔵・冷凍設備
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図 3　富士電機のクラウドサービスの概要
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1　まえがき

近年，農業人口の減少や異常気象に伴う農作物生産の不
安定化などを背景として，植物工場が注目されている。植
物工場とは，温湿度や CO2 濃度などの環境を高度に制御し，

周年生産を行うことができる施設である。

富士電機では，温度や湿度など複数の栽培環境因子を複
合的にコントロールする複合環境制御システムを主とする

設備機器を含め，植物工場ソリューションを展開してい

る。主な実施例として，2014 年に北海道苫小牧市に建設
された苫東ファーム株式会社の太陽光利用型植物工場があ

る
⑴

。複合環境制御システムをはじめ，受変電設備，環境計
測機器，冷蔵設備，物流用保冷コンテナ「D-BOX」など

を納入している。

本稿では，植物工場の市場動向，植物工場“苫東ファー

ム”の概要および計測・制御技術を活用した植物工場ソ

リューションについて述べる。

2　植物工場の市場動向

2009 年 12 月施行の改正「農地法」により，農業への参
入条件が大きく緩和された。以降，他業種からの参入が活
発化し，参入者の多様化が進んでいる。特に，周年生産が

可能な植物工場への新規参入が増加しており，大幅な市
場拡大が見込まれている。図1に，国内植物工場のプラン

ト建設額予測を示す
⑵

。2025 年には，2015 年の約 3.5 倍の

5,247 億円に達すると予測されている。

植物工場は，太陽光利用型と完全人工光型に大別される。

太陽光利用型は，温室で太陽光を利用しながら施設内環境
を制御する施設であり，完全人工光型は，蛍光灯や LED
などの人工光を光源とする閉鎖環境の施設である。

植物工場の運用には，施設内環境の計測とともに，適切
な環境条件にするための空調や給液装置などの制御が不可
欠であり，富士電機が保有する計測・制御技術が活用できる。

富士電機の植物工場ソリューションは，植物工場の設
計・調達・建設の一連の工程を請け負う EPC（Engineering  
Procurement Construction）が基本であり，複合環境制御
システムが主な構成要素である。

3　苫東ファームの概要

苫東ファームは，北海道苫小牧市の苫小牧東部地域にあ

る植物工場である。富士電機，清水建設株式会社，ウシオ

電機株式会社，金融機関などの共同出資会社である苫東
ファーム株式会社が運営している。農林水産省の次世代施
設園芸導入加速化支援事業に採択され，2014 年からイチ

ゴの生産を行っている。図2に苫東ファームの外観と全体

計測・制御技術を活用した植物工場ソリューション

長瀬　一也  NAGASE, Kazuya 白木　崇志  SHIRAKI, Takashi 岩崎　秀威  IWASAKI, Hidenari

Plant Factory Solution with Instrumentation and Control Technology

近年，農業人口の減少や異常気象に伴う農作物生産の不安定化などを背景に植物工場が注目される中，富士電機は，温
度や湿度など複数の栽培環境因子を複合的にコントロールする複合環境制御システムを特徴とする植物工場ソリューショ

ンを展開している。現在，複合環境制御システムと連携する生産プロセスデータ予測システムの技術開発を進めており，

その一つであるイチゴの収穫量予測機能では，1 週間先まで収穫量を予測できるため，販売ロスの低減や人的資源の有効活
用による収益改善が期待できる。今後，品種や作物などの違いにも対応する技術開発に取り組んでいく。

In recent years, plant factories have been attracting attention due to agricultural production instability resulting from the shrinkage in the 
farming population and abnormal weather.  Against this backdrop, Fuji Electric has been off ering plant factory solutions specializing in a complex 
environmental control system, which controls multiple environmental factors, such as temperature and humidity.  We are currently advancing in 
the development of technologies for production process data forecasting systems that cooperate with the complex environmental control system.  
Among these technologies, we have developed a crop yield forecasting function for strawberry farmers, which is capable of forecasting crop yields 
up to one week in advance.  This technology is expected to improve profi tability by helping reduce sales loss and facilitating the eff ective use of 
human resources.  In the future, we plan to pursue the development of technologies that can deal with diff erences in plant varieties and crops.
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出典：早川周作，大和田悠一　 “国内植物工場を取り巻く現状と今後の展望” 
　　　デロイトトーマツグループ，2014年

図 1　国内植物工場のプラント建設額予測
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完成予想図を示す。

苫東ファームは，一つの温室の面積が約 2ha（間口 8m
×奥行 93m ×軒高 4m× 28 連棟）であり，七つのエリ

アに区分けした上で，エリアごとの生産・環境管理を行う。

栽培方式は高設水耕栽培（かけ流し式，ロックウール粒状
綿培地）である。冬から初夏にかけて生産できる一季成り

イチゴ（品種：とちおとめ，紅ほっぺ）と，初夏から冬に

かけて生産できる四季成りイチゴ（品種：すずあかね）を

組み合わせた作型を採用し，イチゴの周年生産の体制を構
築している。

育苗施設として，培養苗育成用の完全人工光型育苗施設
1台，高設水耕栽培による親株育成用パイプハウス（250
m2×2 棟），ベンチ育苗用パイプハウス（166m2×4 棟）を

備えている。ベンチ育苗用パイプハウスでは，一季成りイ

チゴのポット育苗を挿し苗により行い，栽培温室での生産
に使用する。

エネルギー供給施設として，木質チップボイラとヒート

ポンプチラーを備えている。夏季は冷水を，冬季は温水を

供給し，栽培温室の冷暖房に使用する。

2016 年度中に，栽培温室とエネルギー供給施設の増設
を行い，温室の面積を合計 4haに拡張する予定である。

4　苫東ファームにおける環境制御

4 . 1 　システムの概要と特徴

苫東ファームの栽培温室内環境は，複合環境制御システ

ムにより制御している。図3にシステムの構成を示す。 
システムは，富士電機の製品群から，双芯型の温度セン

サ「FTNE 形」や CO2 濃度分析計「ZFP 形」を含むさま

ざまな計測機器，空調設備や給液装置などの制御機器，プ

ログラマブルコントローラ「MICREX-SX」などを用いて

構成している。計測項目は，温室内における温湿度，CO2
濃度，日射量，給液の EC（肥料濃度）と pH，培地温
度，ならびに温室外における温湿度，日射量，風速，風向
であり，降雨や降雪も検知する。測定した環境情報を基
に，温室内環境を制御し，周年生産を実現する。環境制
御の設定は管理棟内の PCで行う。さらに，タッチパネル

「MONITOUCH」やタブレット端末から制御機器を操作
できる。

栽培温室は七つのエリアに分かれており，エリアごとに

独立した制御が可能である。制御機能として，加温（融雪），

加湿，換気，保温，補光，遮光，CO2 供給，空気循環およ

び給液の機能を備えており，それぞれの機能を単独で，あ

るいは複合的に動作させることができる。

外気温が低い中での換気や，昼夜の温度較差が大きい中
での冷房と暖房の切替えなど，北海道の気象条件下におけ

る特有な制御も可能である。

4 . 2 　課　題

収益向上のためには，現状の制御を改良することによる

省エネルギー（省エネ）化に加えて，省力化および単位面
積当たりの収穫量の向上が重要な課題である。苫東ファー

ムでは，環境データ，生育調査データ，収量データなどを

蓄積している。各データのひもづけを進めながら，品種別
に収穫量向上のための解析を進め，統合的な生産システム

の構築を目指す。

5　生産プロセスデータ予測システム

表1に，植物工場の課題を解決するために市場が要求す

る製品と必要な技術を示す。富士電機では，植物工場にお

ける収益性の改善に向け，課題を解決するための製品と技
術の開発を計画的に進めている。その中から本稿では，生

栽培温室（2 ha）
2016年度竣工予定

栽培温室（2 ha）
2014年生産開始

エネルギー供給施設

苗生産施設

集出荷施設・管理棟

（b）全体完成予想図

（a）外　観

図 2　苫東ファームの外観と全体完成予想図
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図 3　苫東ファームにおける複合環境制御システムの構成
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産プロセスデータ予測システムとそのアプリケーションの

一つである収穫量予測機能について述べる。

5 . 1 　構　成

植物工場の課題に対応する製品として，生産プロセス

データ予測システムを開発している。将来発生する農作業
の内容や規模，時期を予測することで，植物工場の収益の

改善につなげることを目的としている。

作業の実施の有無や作業量の判断は，従来，日々の

チェックの結果や熟練農業者の勘に頼って行っていた。し

かし，植物工場においては，熟練農業者自身がエリアの全
てをチェックすることはできない。また，環境のゆらぎな

どによるばらつきがあるため，勘による作業判断も難しい。

このため，客観的・定量的なデータを基に作業の判断が可
能な技術の開発が課題となっていた。

生産プロセスデータ予測システムの構成を図4に示す。

システムにおける処理の流れは次のとおりである。

⑴　入力機能

予測モデルに入力するためのデータを準備する。データ

には，環境データと農作業データが挙げられる。

⒜　環境データ

温度，湿度，日射量，CO2 濃度などの時系列データで

あり，環境制御システムから取得する。

⒝　農作業データ

手入れ作業の有無や収穫量などの日々のデータを入力
し，農作業データとする。

⑵　前処理機能
データ形式の統一，サンプリング周期の統一，欠損値の

補完，データのマージなどの変換手法を用いて各種データ

を加工し，予測に使用可能なデータ形式に変換する。

⑶　予測機能
予測機能は，予測モデルを生成するプロセスとそのモデ

ルを運用するプロセスから成る。

⒜　予測モデルの生成
予測モデルの生成には，過去のデータを用いる。収穫
量など予測したいデータを目的変数とし，環境データな

どその予測対象に関係するデータを説明変数として，学
習を行うことによって予測モデルを生成する。

⒝　予測モデルの運用
説明変数のデータを生成した予測モデルに入力するこ

とにより，リアルタイムで予測対象の結果を出力するこ

とができる。

⑷　後処理，表示機能
単位などのデータ属性の変更や，積算などの演算手法を

用いることで，予測結果のデータを農業者にとって作業判
断を行いやすい形式に加工・変換した後，画面に表示する。

農業者は，予測対象に関する作業を実施するかどうかを判
断する際，その表示内容を参考にできる。

5 . 2 　予測対象と予測モデル

栽培管理において望まれる予測対象は次のとおりである。

⒜　病気・害虫の発生
うどんこ病，灰色かび病，炭そ病，ハダニ，ホコリダ

ニ，アブラムシなど

⒝　栽培障害の発生
高温障害，低温障害，変形果，ふち枯れ，チップバー

ンなど

⒞　収穫量，栽培作業タイミング

収穫量，葉かき・摘果・摘花・マルチ掛けなどのタイ

ミングなど

予測対象の発生量や実施量および時期は，温度，湿度，

日射量，光合成量，生育日数，苗の生育状態，関連作業の

数量，土壌成分，ハチの活動などの複合的で自然的な要素
が影響する。さらに各要素の影響量は，作物の種類（イチ

ゴほか），品種（とちおとめ，紅ほっぺ），設備条件（土
耕・水耕，採光条件，立地場所）などによっても大きく変
動する。そのため，各要素を条件として事前の実験によっ

て数式化することは膨大な工数が掛かる。

生産プロセスデータ予測システムは，機械学習をベース

表 1　 植物工場の課題を解決するための市場要求（製品と必要な
技術）

課　題 製　品 必要な技術

省エネ化 環境制御システム

○  環境や生産量に合わせ，機器の稼
動を最適化する技術

○  栽培に適した環境を効率的に実現
する技術

省力化 生産自動化システム ○  作物の状態管理，収穫，搬送を自
動化する技術

収穫量向上

環境制御システム

○  施設内の温度や湿度，CO2，風速
分布を均一化する技術

○  環境や作業における各種パラメー
タと収穫量の関係性を把握する栽
培基礎技術

室内空気品質向上シ
ステム

○  施設内の空気清浄度を向上させる
技術

生産プロセスデータ
予測システム

○  病気・害虫や栽培障害の発生およ
び収穫量を予測する技術

人員調整，作業判断

制御設定値の変更

栽培作業

センサ類

駆動機器

作業記録 農作業データ

農業者

結果表示

予測モデル

入力層 中間層 出力層

HDD

環境データ

HDD
複合環境制御
システム

前処理 後処理

図 4　生産プロセスデータ予測システムの構成
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に置いた方式を用いている。回帰式などの複雑な数式によ

り予測する方法では複雑なパラメータの設定が必要である

が，この方式ではその必要がないため，条件変更の際に掛
かる工数を大幅に削減できる。

次に，予測に必要なデータについて述べる。次に示す二
つの要件を満たすデータを取得することで，スムーズに予
測の開始につなげることができる。

⒜　予測モデルの生成：数か月程度のデータが事前に取
得済みであること

⒝　予測モデルの運用：データが定周期かつ自動で取得
できること

なお，類似条件の予測モデルが準備できれば，事前に

データ取得期間を設けることなく予測モデルの運用を開始
できる。また，農作業データについては，記録ツールを介
して入力を行うことでデータを自動で取得できる。

5 . 3 　収穫量予測機能

生産プロセスデータ予測システムのアプリケーションと

して，イチゴの収穫量を予測する機能の開発を進めている。

販売ロスの低減や作業効率の改善によって植物工場の収
益を向上させるためには，予測収穫量と実収穫量の誤差が

可能な限り少ないことが望ましい。また，特にイチゴは収
穫後に保存可能な期間が非常に短いため，1 日単位という

短周期での収穫量予測が求められている。

収穫量予測は，5.2節で述べた生産プロセスデータ予
測システムの流れに沿った処理を行っている。温度や日射
量などのデータを説明変数とし，1 日単位の収穫量を目的
変数として過去のデータから予測モデルを生成する。これ

により，1 日単位の収穫量の予測と表示を可能にしている。

また，週間天気予報を基に温室内の環境を予測したデー

タを収穫量予測モデルに適用することで，1 週間先までの

収穫量の予測を可能にしている。

農業者は，その予測値を参考にして顧客に出荷量を回答

でき，販売ロスの低減による収益改善が期待できる。また，

収穫などの作業量を見積もることで，人的資源の有効活用
による収益改善も期待できる。

図5に，苫東ファームにおけるあるエリアの収穫量の予
測結果を示す。全日数のうち約 60%の日が ± 15% 以内の

誤差となることを確認した。

今後，さらに高度な予測技術を構築することによって予
測精度を向上させるとともに，他作物への展開を目指す。

また，富士電機が得意とする異常診断技術や最適化技術な

どの数理応用技術を組み合わせるとともに，業務管理や制
御システムなど他システムとの連携によって植物工場にお

ける顧客価値の向上につなげていく。

6　あとがき

本稿では，計測・制御技術を活用した植物工場ソリュー

ションについて述べた。今後も富士電機のコア技術である

冷熱技術，制御技術，数理応用技術を生かして総合的な技
術開発に取り組み，ソリューションを強化していく所存で

ある。
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1　まえがき

導入する設備によって時間当たりの生産量だけでなく，

品質やコストも大きく異なる。そのため，生産計画は設備
能力に依存し，設備能力を十分に発揮させることが重要で

ある。

富士電機では，EMS（Energy Management System）
サービス，保全サービスおよび稼動監視サービスをクラウ

ド上に融合したクラウド型総合設備管理サービスを提供し

ている。その中で本稿では，設備の安定稼動を支援する

サービスソリューションであるクラウド型設備保全サービ

スについて述べる。

2　設備保全による設備の安定稼動
⑴

設備故障を減らして長く運用し，効率よく安定した生産
を実現する保全活動においては，まず設備導入時に保全計
画を立案することが重要である。しかし，運用が長期にわ

たると，あらかじめ立案した保全計画を予定どおりに実行
することは難しい。そのため，設備の導入から更新（廃
棄）までのライフサイクルを通して，時間とコストを考慮
した保全計画を策定し，それに従った設備の健全性確認と

劣化診断を行う活動ならびに設備の劣化を防止する活動や

設備の劣化を回復する活動を行う必要がある。

このような活動は，図1に示すような保全 PDCAサイ

クルと呼ばれている。 
⑴　保全計画の策定
設備別の管理基準に基づいた普通・精密点検の周期，有

寿命部品の交換時期， オーバホールを含む予防保全の時期
および設備全体の更新時期を保全計画書にまとめる。また，

年度ごとの保全費用算出に当たり，年度間の平準化を考慮

した保全計画を策定する。

⑵　保全作業
保全作業は，予防保全だけでなく，突発故障に対する事
後保全も含む。故障時の原因究明を短時間で行うためには，

保全作業員の教育やツールの準備，メーカーとの連携など

の事前の段取りが必要である。また，機械設備では，累積
動作時間による劣化や繰返し応力による劣化を原因とする

故障が多く，故障履歴（故障内容，原因，対応履歴など）

の管理と情報の共有が必要である。

⑶　保全実績の評価
保全実績を評価する際には，保全計画に基づく作業の効

果を把握する。さらに，設置環境および運転（負荷）状態
によって劣化進行の度合いが異なってくるので，環境診断
と劣化診断の結果も必要である。

⑷　保全戦略の策定

設備の安定稼動を支援するサービスソリューション

北谷　保治  KITATANI, Yasuharu 藤田　史彦  FUJITA, Fumihiko 大頭　　威  DAITO, Takeshi 

Service Solutions to Support the Stable Operation of Equipment

生産計画を達成するためには，設備故障を減らして安定稼動を実現する保全活動が必要である。保全活動は，設備のラ

イフサイクルを通して，時間とコストを考慮した保全計画を策定し，設備状態を常に把握して問題を解決する保全 PDCA
サイクルを回す活動が基本となる。富士電機は，IoTを活用したクラウド型設備保全サービスを提供し，設備保全による設
備の安定稼動を支援している。設備カルテ，稼動監視機能，設備診断機能を連携させて，保全 PDCAサイクルに必要な情
報を総合的に管理している。

In order to achieve production plans, it is necessary to carry out maintenance activities that reduce equipment failure and ensure 
stable operation.  The maintenance activities are basically involved in implementing the maintenance PDCA cycle that consists of activities 
to formulate maintenance plans with consideration of time and cost, continually monitor equipment conditions and solve problems as they 
arise, throughout the life cycle of equipment.  Fuji Electric is providing cloud based equipment maintenance services that utilize IoT.  These 
services support stable operation through equipment maintenance.  The information required for the maintenance PDCA cycle is managed in 
an integrated manner by linking equipment maintenance records, operation monitoring functions and equipment diagnostic functions.

P（Plan 計画）

保　全
PDCAサイクル

D（Do実行）

【保全計画の策定】
○点検計画（内容，周期，費用）
○修理計画（消耗・補修部品）
○保全教育（機能，治具，保守）

【保全作業】
○作業要領の策定
○点検・補修作業
○予防保全（オーバホール）
○事後保全

A（Action 対策） C（Check 評価）

【保全戦略の策定】
○設備評価（稼動年，故障率，
　メーカー対応）
○リスク評価（故障の影響度）
○リプレース計画
○修理計画分析（消耗・補修部品）
○保全教育分析（レベル，周期）

【保全実績の評価】
○点検・整備の効果把握
○事後保全の原因分析
○作業要領の課題抽出
○作業分析（作業難易度，
　コスト）
○劣化診断
○環境診断

※上位方針（稼動計画，設備別
　管理基準）

図 1　保全PDCAサイクルの概要
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保全戦略を策定する際には，設備の安定運用に対するリ

スク評価を実施する。故障が生産活動などに大きな影響を

及ぼす設備は，保全内容の見直しだけにとどまらず，保全
評価（稼動年，故障率，メーカー対応）を基に設備更新も

検討する。

3　IoT を活用したクラウド型設備保全サービス

富士電機では，保全活動を支援するためにクラウド型
設備保全サービスを提供している。設備カルテ，稼動監
視機能，設備診断機能を連携させて保全 PDCAサイクル

に必要となる情報を総合的に管理し， 設備保全による設備
の安定稼動を支援している。本章では，IoT（Internet of 
Things）を活用した設備保全のサービス機能をはじめエッ

ジ端末，作業支援，セキュリティ対策について述べる。

3 . 1 　階層化による分かりやすい設備カルテ

設備カルテは，設備台帳（納入年，メーカー情報，保守
連絡先，消耗部品リストなど）を基に，設置場所，運転履
歴，点検計画，故障報告，交換部品の在庫情報，劣化診断
結果などを管理するシステムである。これらの情報を蓄積
して利用することにより，保全 PDCAサイクルを回して

いる。

設備カルテに求められる基本機能として，情報が容易に

更新できることが挙げられる。経年による設備の部分更
新の都度，設備カルテの情報も更新する必要がある。ま

た，管理担当者の世代交代もあるため，直感的に操作でき

るデータ構造および容易に理解できる管理体系が必要とな

る。そのため，富士電機が提供する設備カルテの設備台帳
は“敷地→建屋→ライン→設備→機器”のような実際の位
置と連動した階層（ツリー）管理構造になっている。図2

に，マップ形式の設備台帳の概要を示す。位置情報から設
備を選択後，設備基本情報，点検情報，故障情報などの保

全に関する情報を閲覧・更新できる。

3 . 2 　稼動監視機能と設備診断機能

富士電機のクラウド型設備保全サービスでは，前述のと

おり稼動監視機能と設備診断機能が連携しているので，プ

ラントの運転に支障をきたす兆候がある設備を的確に把握
できる。また，任意の設備の稼動監視画面と設備診断画面
を一つのディスプレイでオーバビューすることができるた

め，複数の重点監視設備を同時に監視することが容易であ

る。

⑴　マルチオーバビューによる稼動監視機能
プラント監視において重点を置くべき項目は，季節，生
産内容，故障履歴などにより入れ替わる。そのため，全体
監視および部分的な詳細監視を自由に組み合わせることが

できるマルチオーバビュー機能は，プラント監視において

必要不可欠である。図3に，エネルギー監視，プラント監
視，設備診断および設備の部品管理をマルチ表示にした画
面例を示す。特徴を次に示す。

⒜　監視目的に応じて画面を階層的に管理できる。

⒝　管理体系が異なる画面を見比べたい場合に，ソフト

ウェアを開発することなく，任意の画面を選択し，マ

ルチ表示できる。

⑵　制御システム監視機能
産業プラントにおける設備の安定稼動のためには， 設備

の状態を監視するだけでなく，制御システムの構成情報
や性能情報，稼動情報などを複合的に照らし合わせて監
視する必要がある。例えば， 原因の特定が困難な間欠故障
であっても，それらを予測するため，サーバの CPU負荷
変動， メモリ資源とディスク容量のリソース状況，コント

ローラの稼動状況などを日々監視している。富士電機では，

この予測を基にリソースを適切に増強して間欠故障を防止
するためのさまざまな提案を行っている。表1に監視項目
の例を示す。

⑶　回転機設備の診断機能
⑴

富士電機が提供する設備診断の一種である振動診断は，

重要な回転機設備に設置した振動センサからの情報を基に

設備の健全性を常時診断するものである。異常を検出する

と，監視画面にアラーム表示するとともに指定連絡先へ電

マスターメンテ

台　帳

保守履歴

点　検…

建屋をクリックすると
設備配置図を表示

クリックでリンク
メニュー表示

通常表示

点検中

点検残有

未点検，
期限超え

設備の配置箇所に
マーク表示

図 2　マップ形式の設備台帳の概要 図 3　マルチオーバビュー監視画面例
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子メールを送信する。導入効果として，保全作業員が現場
を巡回して回転機設備の振動を計測する作業を省力化でき

る。また，異常振動を早期に発見して操業ロスの低減と製
造品質の確保に貢献できる。

なお，振動センサは特定小電力無線で測定データを送信
するため，信号ケーブルの引き回しを最小とすることがで

き，既存設備への設置が容易である。

図4に，プラント監視と連携した振動診断の例を示す。

⑷　制御弁式鉛蓄電池の診断機能
富士電機の蓄電池診断は，年に 1〜 2 回の点検では発見

できない無停電電源装置（UPS）の制御弁式鉛蓄電池の急
激な特性劣化の兆候を診断するものである。制御弁式鉛蓄
電池に取り付けたセンサにより，電圧，内部抵抗と温度を

セル単位で継続して測定し，特性変化を可視化する。特徴
を次に示す。

⒜　センサとエッジ端末BRM（Battery Remote Check-

er）との間は，2.4 GHz 無線にて通信を行う。これに

より，最大 192セルの制御弁式鉛蓄電池に対して容易
にセンサを取り付けることができる。

⒝　クラウドでの運用のため，情報共有が容易である。

⒞　制御弁式鉛蓄電池の劣化をリアルタイムで検出した

とき，即座に代替品を用意し，交換する保守契約が可
能である。

3 . 3  産業プラント向けエッジ端末

生産現場にて使用するエッジ端末は，PIO 信号から

データを収集する端末や伝送ラインに接続する端末など

目的に応じて種々ある。ここでは，制御システムの制御
LANに接続し，制御システムを構成する機器の稼動デー

タなどを収集する産業プラント向けエッジ端末について

述べる。エッジ端末は，制御システムを構成するコント

ローラである DCS（Distributed Control System）や PLC
（Programmable Logic Controller），制御 LANに接続し

た PCから稼動データを自動で収集し，NAS（Network 
Attached Storage）やクラウドに蓄積する。図5に，産業
プラント向けエッジ端末の接続構成を示す。

⑴　種々のネットワークに対応した通信とデータ収集
産業プラント向けエッジ端末は FL-net 準拠 LAN，

Ethernet，DPCS-F，PEリンク
〈注〉

などの通信モジュールを

複数選択することができる。また，接続するネットワーク

に対応した通信プロトコルを持っており，レガシー機器を

含めた対象機器からのデータを収集できる。さらに，経年
劣化による故障予測に必要不可欠である温度，湿度などの

環境データも収集できる。

⑵　データ蓄積と解析
収集したデータは NASに蓄積し，データの消失を防止

している。また，長期間にわたるデータは，クラウドに蓄
積し，リソース不足などの解析に利用する。

⑶　PC支援ツール

収集データの種別や収集周期などの定義は，PC 支援
ツールを接続することにより容易に設定できる。また， 保
全作業員は，この PC 支援ツールを用いて故障発生前後の

データを参照し，故障の原因を特定できる。

〈注〉Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

　　  DPCS-F，PEリンク：富士電機の制御ネットワーク

表 1　監視項目の例

対　象 監視項目

システム
情報

サーバ

システムの累積運転時間／停電時間

システムログ，サーバログ

使用率（CPU，メモリ，ディスク），
プロセス状況

実行ジョブ数，エラージョブ数など

コントローラ

構成情報（構成，数量，版数，シリアル番号）

システムの累積運転時間／停電時間

重故障・軽故障情報

ネットワーク
システムカウンタ，ネットワークカウンタ

登録されたメモリ領域データ

周辺機器
稼動時間，リレーオン・オフ回数

動作遅延時間，通信エラー回数

環境データ 温度，湿度

プラント監視

設備選択

振動診断
結果表示

図 4　プラント監視と連携した振動診断

FL-net 準拠 LAN データ収集

蓄積
データ

エッジ端末

支援
ツール

NAS

監視端末

クラウド

データ解析・診断
ルータ

PEリンク

Ethernet

DPCS-F

イベント通知 蓄積データ

収集データ蓄積

SW-HUB

図 5　産業プラント向けエッジ端末の接続構成
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3 . 4 　作業支援

IoTの対象は機器だけではなく，保全作業員も対象とな

る。富士電機が提供するウェアラブルデバイスは，図6に

示すようにカメラと小型モニタを備えたメガネ型ウェアラ

ブルデバイスであり，保全作業員は意識することなく，自
分が見ている内容を本部側へ動画にて配信することができ

る。また，ハンズフリーにて必要とする図面の閲覧，なら

びに 双方向の音声のやりとりを行いながら本部側からの

遠隔支援を受けることができる。使用例を次に示す。

⑴　作業履歴の保存
作業報告は，作業結果を主体に報告する。そのため，提

出する作業チェックリストだけでは，作業を手順どおりに

実施しているのか，報告に間違いがないかなどを管理者と

して全て把握することは困難である。保全作業員がウェア

ラブルデバイスを装着し，録画機能を常時作動させること

で，意識することなく作業履歴を保存できる。

⑵　点検支援
予防保全作業においては，あらかじめ点検要領書など

を準備した後，点検チェックシートに基づき設備の健全
性を確認していく。ウェアラブルデバイスを導入すると，

チェックシートの点検項目が手順どおりに小型モニタに指
示される。これに基づき， 音声で点検結果を入力するため，

点検項目の確認と点検結果の入力を完全なハンズフリーで

行うことができる。さらに，点検要領が不明のとき，作業
手順などの動画をヘルプ機能にて再生することができるの

で，点検作業を円滑に進めていくことができる。

⑶　学習支援
前述の点検支援機能は，保全作業員教育における設備点
検方法の自己学習にも活用できる。点検要領を何度でも動

画で確認しながら実際に点検することができ，確実に技術
を取得できる。また，その点検を行っている様子を本部側
に設置されているモニタで講師が確認できるため，きめ細
かい助言ができる。図7に，点検行動の遠隔モニタリング

実習教育の様子を示す。

3 . 5 　セキュリティ対策
⑵⑶

富士電機が提供するクラウド型設備保全サービスでは，

顧客が安心してサービスを利用できるように，Webアプ

リケーションに対するセキュリティを確保している。

⑴　設置環境の安全性の確保
クラウドサービスに関するリスクとして，意図的な攻撃

および電源喪失によるサービス停止が想定される。意図的
な攻撃への対策として，サーバ設置場所のゾーンニングお

よび認証システムを導入し，また，災害時の電源喪失対策
としては，UPSを導入して設置環境の安全性を確保して

いる。

⑵　クラウドシステムの安全性の確保
ネットワークおよびサービス基盤における安全対策を次

に示す。

⒜　ネットワーク

通信の傍受によるデータの流出に対して，通信の暗号
化を行っている。

⒝　ID管理
個人情報が特定されない ID 体系を採用している。ま

た，クラウドサービスにアクセスする際のパスワードは，

暗号化して保持することで別のユーザから確認できない

仕組みとしている。

⒞　SQL文（データベース言語）と OSコマンド

データベースと連携したクラウドシステムの多くは，

利用者からの入力情報を基に SQL 文を作成してデータ

ベースを操作している。この SQL 文の組立方法に不備
があるとデータベースの不正利用を招く可能性がある。

このような脆弱（ぜいじゃく）性に対して，SQL 文の

中で実際の値を直接入力せずに，仮の記号に置き換える

ことで実際の値を間接的に割り当てて対策している。さ

らに，外部からの攻撃によってWebサーバの OSコマ

ンドを不正に実行されてしまう脆弱性に対しても，同様
な直接的な操作ができる言語機能の利用を避けるなどの

対策を行っている。

4　あとがき

設備の安定稼動を支援するサービスソリューションにつ

いて述べた。IoTの活用は，プラント・設備のさらなる安
定運用と運用費の低減を実現するものであり，大きなポテ

ンシャルを持っている。IoTを活用してクラウド型設備保
全サービスの機能をさらに拡充することにより，お客さま

の設備の安定稼動に貢献していく所存である。

①デバイスの説明
②点検支援モード
③点検結果を確認
④点検不足情報の確認

図 7　点検実習行動を遠隔モニタリングした実習教育

図 6　メガネ型ウェアラブルデバイス装着例
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1　まえがき

資源エネルギー庁の“長期エネルギー需給見通し”にお

ける基本方針は，安全性，安定供給，経済効率性および環
境適合を達成する中で，省エネルギー（省エネ）と火力発
電所の効率化などを実現する必要があるとしている。また，

産業部門における省エネ対策は，高性能ボイラなど高効率
設備の設置，IoT（Internet of Things）を活用した工場の

エネルギーマネジメントの徹底，革新的技術の導入などに

より，2030 年までに 1,042 万 kL（重油換算）の削減を目
指すとしている

⑴

。

これを受けて富士電機は，2015 年 11 月にボイラ燃焼ソ

リューションを発売した。従来では実現できなかった超希
薄空気燃焼により，ボイラの燃焼効率を改善し，約 1%の

ボイラ燃料費を削減するものである。

2　ボイラ燃焼ソリューション

ボイラのエネルギー効率の改善は，主に機械的な手法に

より進められてきた。例えば，ボイラの大型化，出力蒸気
の高温高圧化と排熱回収量の増加などである。しかし，こ

れらは，既に限界に近いといわれている。ボイラ燃焼ソ

リューションは，今までの方法とは異なり，従来のボイラ

制御装置にソフトウェアパッケージとレーザ方式CO分析
計を追加することで，ボイラの燃焼効率，すなわちボイラ

効率を改善するものである。

2 . 1 　ボイラ制御と最適燃焼

ボイラは，電力を供給するための事業用や，PPS（Power 
Producer and Supplier），IPP（Independent Power 
Producer）などの汽力発電所，工場や事業所内設備に電

気や蒸気を送る自家用汽力発電所，蒸気や温水などを作る

熱供給設備など多くの場所に設置されている。

また，ボイラは負荷側の設備の稼動状況が変化しても，

規定の圧力と温度の蒸気を安定的に供給する必要がある。

ボイラの制御には多くの方法があり，現在では，図1に示
す方法が一般的となっている。

⑴　燃料流量制御設定値の演算（図1①）

主蒸気流量信号は，ボイラ負荷側の使用蒸気量が変更と

なった際に最初に変化するので，この信号から蒸気を発生
させるために必要な燃料量を算出し，この値を燃料流量制
御の設定値とする。ボイラ負荷の変動により主蒸気流量信
号が変化した場合は，燃料流量の設定値が直ちに変更され，

燃料の制御性を向上させる。

⑵　最終燃料流量設定（図1②）

ボイラ出口の蒸気圧力が規定の設定値になるように主蒸
気圧力制御演算を行う。燃料流量の設定値は，制御性向上
のため主蒸気流量信号により定めたが，この信号を主蒸気

燃料費を削減するボイラ燃焼ソリューション

稲村　康男  INAMURA, Yasuo 小澤　秀二  OZAWA, Shuji 赤尾　幸造  AKAO, Kozo

Boiler Combustion Solution for Reducing Fuel Costs

富士電機は，ボイラの燃焼効率を改善し，排ガス熱損失の低減により燃料費を約 1%削減できるボイラ燃焼ソリューショ

ンを発売した。燃料に対する空気の量を極限まで下げる超希薄空気燃焼によりボイラ排ガス O2 濃度を 2.40％から 0.86%に

低減し，450 t/hの温水ボイラで年間約 28 百万円の燃料費が削減できる。ボイラ排ガス中の CO濃度は，リアルタイム測定
が可能なレーザ方式 CO分析計と組み合わせることで，環境基準値内に抑えることができる。熱源供給用ボイラで試運転
を行い，良好な結果を得た。

Fuji Electric has launched a boiler combustion solution that is capable of reducing fuel costs by about 1% by improving combustion 
effi  ciency and reducing the heat loss of boiler exhaust gas.  The solution decrease the O2 concentration of boiler exhaust gas from 2.40% to 
0.86% by applying ultra-low excess air ratio combustion control that supremely reduces oxygen fuel ratio. This results in a reduction of fuel 
cost by approximately 28 million yen a year at a 450 t/h boiler.  Combining this solution with a laser CO analyzer capable of taking real-time 
measurements can suppresses CO concentration in boiler exhaust gas to meet environmental standards.  Trial runs were conducted with a 
heat source boiler and good results were obtained.

C1：主蒸気圧力制御
C2：燃料流量制御
C3：空気流量制御
C4：排ガスO2制御

主蒸気流量

Fx ①

主蒸気圧力 燃料流量

C1

燃料流量
調節弁

最終燃料流量設定値

Σ

C2

②

排ガスO2濃度 空気流量

C4

空気流量
調節弁

最終空気流量設定値

ΣFx

④

C3

⑤

⑥③

図 1　ボイラ自動燃焼制御基本ブロック図
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圧力制御演算の出力で補正して最終燃料流量設定値とする。

これにより，ボイラ出口蒸気圧力を一定値に保つ主蒸気圧
力制御とボイラ負荷の変化に対する燃料制御性の向上を両
立させる。

⑶　ボイラ燃料制御（図1③）

最終燃料流量設定値に基づき燃料流量の制御演算を行い，

ボイラ燃料を制御する。

⑷　空気流量設定（図1④）

最終燃料流量設定値に相当する燃料を燃やすために適切
な空気量を算出し，その値を空気流量設定値とする。

⑸　最終空気流量設定（図1⑤）

ボイラの排ガス中の O2 濃度の制御演算を行い，排ガス

O2 濃度が制御目標値となるように空気流量設定値に補正
を加え，最終空気流量設定値にする。

⑹　ボイラ空気量制御（図1⑥）

最終空気流量設定値に基づき，空気流量の制御演算を行
い，ボイラ空気量を制御する。

2 . 2 　ボイラ燃焼ソリューションの仕組みと特徴

ボイラの燃焼では，理論空気量と空気過剰率が重要であ

る。ボイラの燃焼における理論空気量とは，燃料と空気が

理想的な状態で混合し完全燃焼するときに使われた空気量
のことである。実際のボイラでは，理論空気量をボイラに

投入しても燃料は完全燃焼せず，COや黒煙を多量に発生
する。このため，COや黒煙が発生しないように理論空気
量よりも過剰に空気を投入する必要がある。空気過剰率と

は，式⑴に示すように理論空気量に対する，実際にボイラ

に投入した空気の比率である。

空気過剰率=
実際の投入空気量

………………………⑴
　　　　　　　  理論空気量

図2に示すボイラ燃焼の熱損失は，空気過剰率に大きく

左右される。燃料を燃焼させるために適切な空気よりも多
くの空気量をボイラに投入する，すなわち空気過剰率が大
きすぎると，燃焼に関与しない空気が多くなり，この空気
がボイラ内の熱を持ち去り，排ガスとして煙突から排出さ

れるので熱損失が発生する。一方，燃料を燃焼させるため

に不十分な空気量をボイラに投入する，すなわち空気過
剰率が小さすぎると不完全燃焼による COや黒煙が発生し，

これらを排ガスとして煙突より排出するので，同様に不完
全燃焼による熱損失となる。

ボイラ燃焼ソリューションは，熱損失を最小にしてボイ

ラの熱効率を改善するものである。図3に，ボイラ最適燃
焼領域を示す

⑵

。この図は，過剰空気による熱損失と不完全
燃焼による熱損失の関係を示したグラフである。

この図に示す過剰空気と不完全燃焼の熱損失を合わせた

総合熱損失が最小になる領域は，従来の空気燃焼領域より

左側の超希薄空気燃焼領域にある。

この考え方は以前からあったが，この領域で連続的に，

しかも安定的に自動運転を継続できる技術は確立されてい

なかった。富士電機は，独自に考案した燃焼計算と応答速
度の速いレーザ方式CO分析計を組み合わせることでこの

技術を確立した。次にその技術の基本的な考え方を述べる。

過剰空気による熱損失と不完全燃焼による熱損失は，一
般に式⑵と式⑶で表すことができる

⑶

。

排ガス流量G は，燃料の成分が事前に分かっている場
合に限り計算で求めることができるが，実際のボイラでは

燃料の成分に変動があり常に一定とは限らない。また，複
数の燃料を混焼する場合もある。このため，式⑵と式⑶を

          1
　Lair=0.21 

CPA（To－TI）（G ×O2） …………………⑵

　Lco=G×CO×Hco ………………………………………⑶
　　 Lair ：過剰空気による熱損失
　　 Lco ：不完全燃焼による熱損失
　　 CPA ：空気の比熱（kJ/Nm3・K）
　　 To ：排出ガス中の空気温度（K）
　　 TI ：吸込み空気温度（K）
　　 G ：排ガス流量（Nm3/h）
　　 O2 ：排ガス O2 濃度（%）
　　 CO ：排ガス CO濃度（ppm）
　　 Hco ：COの熱量（kJ/Nm3）

タービン

排ガス

ボイラ空　気

燃　料 G

空気を投入し
過ぎると，過
剰空気が熱と
ともに排出さ
れ，熱損失が
発生する

空気が不足す
ると不完全燃
焼（COガス）
が生じ，熱損
失が発生する

図 2　ボイラ燃焼の熱損失

空気過剰率

不完全燃焼
（不燃CO）
による熱損失

空気過剰率：１
（理論空気量）

過剰空気による
熱損失

（過剰O2濃度）

最適燃
焼領域

空気過剰領域不足空気領域
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熱損失
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失
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薄
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空
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図 3　ボイラの最適燃焼領域
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使った最適熱損失計算は，測定して代入すべきパラメータ

が多すぎるため実用的でない。

富士電機は，従来のボイラ制御では使用されていない熱
力学や燃焼反応などの燃焼理論式を活用した独自の制御ロ

ジックを開発した。この制御ロジックは，現地試験でボイ

ラの各蒸気負荷ごとに測定して代入すべき数あるパラメー

タを自動で設定すると同時に，超希薄空気燃焼領域におけ

る燃焼を実用化できる。

ボイラ燃焼ソリューションは，次の特徴を持っている。

⒜　ボイラの燃料の種類や混焼の有無にかかわらず適用
できる。

⒝　ボイラの各負荷の最適空気過剰率点で制御できる。

⒞　環境基準がある場合は，ボイラ排ガス中の CO発生
量を基準値内に制御することができる。

⒟　ボイラ排ガス中の COの異常増加を防ぐことができ

る。超希薄空気燃焼領域での燃焼は，空気過剰率が一
時的に変動したとき，空気の不足によりボイラ排ガス

中に発生する COが過大になるリスクがある。その対
策としてボイラ燃焼ソリューションは，ボイラ排ガス

中の CO濃度を高速に測定可能なレーザ方式CO分析
計を使用し，あらゆるボイラの挙動に対して，ボイラ

排ガス中の CO濃度を設定した上限値以下に抑え込む

制御ソフトウェア（ボイラ排ガス CO異常高ブロック

制御）を備えている。

⒠　既設のボイラ制御装置のメーカーに関係なく導入で

きるほか，既設のボイラ燃焼制御方式を大きく変える

必要がない。

図4に，ボイラ燃焼ソリューションの設置方法を示す。

2 . 3 　CO濃度の高速測定

ボイラ燃焼ソリューションにおいて，ボイラ排ガス中の

CO濃度の高速測定は，超希薄空気燃焼を実現するために

重要である。

⑴　ボイラ排ガス CO異常高ブロック制御
ボイラ燃焼ソリューションは，超希薄空気の状態でボイ

ラの燃料を燃焼させ，常時炉内で微量の不完全燃焼を連続
的に発生させながら制御を行う。また，図3に示すように，

不完全燃焼は空気過剰率があるしきい値以下になると 3 次
曲線的に増大し（排ガス CO濃度が増加），さらにある空
気過剰率以下で黒煙が発生する。

したがって，ボイラの挙動が次に示す三つの場合におい

ても，高速応答のレーザ方式CO分析計を使って過大な不
完全燃焼を防ぐのが，ボイラ排ガス CO異常高ブロック制
御である。

⒜　ボイラのバーナが点火し，一時的にボイラの燃料量
と空気量のバランスが変化したとき

⒝　ボイラの蒸気負荷は変動していないにもかかわらず，

燃料の発熱量が変化したことにより燃料量と空気量が

自動制御で動作し，一時的に空気過剰率が変化したと

き

⒞　ボイラの蒸気負荷が急増した際，空気量と燃料量は

エアリッチ（空気過多）制御により，黒煙発生を防止
するように制御されるが，一時的に空気過剰率が減少
する方向に変化したとき

⑵　最適燃焼ロジック演算
CO濃度の信号は，前述のボイラ排ガス CO 異常高ブ

ロック制御のほかに，次のように燃料を削減するための超
希薄空気燃焼制御においても使用される。

⒜　最適空気過剰率の計算
⒝　環境基準値内にボイラ排ガス COを抑止するための

制御

2 . 4 　レーザ方式CO分析計

富士電機は，レーザ方式ガス分析計を国産として初めて

商品化し，多くの実績を持っている。図5に，レーザ方式
CO分析計の構成を示す。また，その特徴を次に示す。

⑴　高速応答
センサ部をボイラの排ガスダクトに直接挿入するので，

ガス採取による時間的な遅延が発生せず，煙道内のガス濃
度変化を瞬時に捉えられる（応答時間 1〜 2 秒）。

⑵　容易なメンテナンス

直接挿入式のため，ガスサンプリング系統におけるフィ

ルタ交換などの日常的なメンテナンスが不要であり，校正
作業は半年に 1 回でよい。

⑶　CO測定に対する他ガスによる低干渉性
本分析計は，COガスが吸収する赤外線波長が水分や他

増　設

ボイラ燃焼
ソリューション用モニタ

他社ボイラ制御装置

ボイラマスタ

燃焼制御

ボイラ燃焼
ソリューション
ソフトウェア

ボイラ燃焼
ソリューション

コントローラ

ボイラ燃焼
ソリューション
ソフトウェア

ボイラ運転モニタ

ボイラ制御装置

（a）ボイラ制御装置が富士電機製の場合

（b）ボイラ制御装置が他社製の場合

タービン

レーザ方式
CO分析計

ボイラ

空　気

燃　料 G

レーザ方式
CO分析計

小型
コントローラ

図 4　ボイラ燃焼ソリューションの設置方法
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ガスの波長と重ならないので，原理的に他のガスによる干
渉の影響を受けにくい。

3　  熱源供給ボイラにおけるボイラ燃焼ソリュー
ション試運転結果

2016 年 3 月，パリ市内の広範囲に圧力 1.5MPaの温水
を供給するためのインフラ設備として，ボイラ容量 450 t/h
の熱源供給用ボイラが RCU社により新設された。これに

ボイラ燃焼ソリューションが採用された。自動制御試験に

おいて良好な結果を得ており，現在順調に運用されている。

超希薄空気燃焼自動制御試験，およびボイラ燃焼ソ

リューション緊急停止試験とも良好な結果を得た。

3 . 1 　試運転設備概要

このボイラの制御装置は他社製であったので，ボイラ燃
焼制御用のソフトウェアパッケージを搭載した富士電機製
小型コントローラは，壁掛け盤に収納する方式としている。

壁掛け盤は，高さ 760mm，幅 600mm，奥行き 300mm
とコンパクトである。また，ボイラ制御装置と送受信する

信号は，制御・インタロック信号が 10 点，監視用信号が

20 点程度であり，プロセス I/O 接続とした。

表1にボイラの概略仕様を，図6にボイラ燃焼ソリュー

ションを搭載した壁掛け盤とレーザ方式CO分析計の設置
状況を示す。

3 . 2 　試運転結果

⑴　超希薄空気燃焼自動制御試験
図7は，ボイラ燃焼ソリューションを作動させ，超希

薄空気燃焼自動制御試験をバーナロード 50%で実施した

結果である。ボイラ排ガス O2 濃度が 2.40%から 0.86%ま

で降下したので，排ガス熱損失などの改善により，計算上，

年間約 28 百万円の燃料費が削減できる。

⑵　ボイラ燃焼ソリューション緊急停止試験
図8は，ボイラ燃焼ソリューションを即座に停止させる

緊急停止試験の結果である。ボイラ燃焼ソリューションは，

ボイラプラントの安全性を十分に考慮しており，関連機器
の異常，入出力ケーブルの断線，プロセス極上下限異常，

制御モード不成立などにより，緊急停止する。ボイラ燃焼
ソリューションが緊急停止し，ボイラ制御装置と切り離さ

れた場合，ボイラ燃焼ソリューションを導入する前のボイ

ラ排ガス O2 制御の状態に自動的に移行し，以前の空気過
剰率で制御が継続される。

図8は，ボイラ燃焼ソリューション試運転結果における

空気過剰率最適指令信号値，ボイラ排ガス O2 濃度とボイ

ラ排ガス CO濃度などのプロセス値のトレンドチャートを

示している。チャート中央付近でボイラ燃焼ソリューショ

ンが緊急停止し，同時に空気過剰率最適指令信号が急降下
し，ボイラ排ガス CO濃度の値が消滅し，そしてボイラ排
ガス O2 濃度が上昇しながら制御を継続している。

発光部 受光部

電源

パージガス パージガス

制御部レーザ光

図 5　レーザ方式CO分析計の構成

表 1　 ボイラ概略仕様

項　目 仕　様

ボイラ容量 450t/h（max.）ホットウォータ

ボイラ容量出口圧力 1.5MPa（max.）

ボイラ出口温度 171℃（max.）

燃　料 ナチュラルガス

ボイラ排ガス温度 176℃（max.）

ナチュラルガス流量 36,830Nm3/h（max.）

空気過剰率
最適指令信号

ボイラ排ガス
O2濃度

ボイラ排ガス
CO濃度

図 7　超希薄空気燃焼自動制御試験結果

壁掛け盤

レーザ方式CO分析計

図 6　  壁掛け盤とレーザ方式CO分析計の設置状況
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4　あとがき

燃料費を削減するボイラ燃焼ソリューションについて述
べた。現在，IoTを活用したシステムに発展させ，遠方の

お客さまに対しても，ボイラ燃焼状態の監視や保守サービ

スを提供し，さらには相互情報交換のツールに発展させる

ための検討を進めている。これからも，付加価値の高い情
報・制御システム，ソリューションパッケージソフトウェ

ア群やサービスを開発し，お客さまに新たな価値を提供し

ていく所存である。

参考文献
⑴　資源エネルギー庁. 長期エネルギー需給見通し関連資料. 

2015.

⑵　広井和夫. ディジタル計装制御システムの基礎と応用. 工業

技術社. 1987.

⑶　仲町一郎. 新版ガス燃焼の理論と実際. 一般財団法人 省エ

ネルギーセンター . 2012.  
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最適指令信号

ボイラ排ガス
CO濃度

図 8　ボイラ燃焼ソリューション緊急停止試験結果
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1　まえがき

エアロゾル（大気中に浮遊する微小粒子）は，大気汚染
に重大な影響を及ぼすため，その実態の解明と対策が進め

られている。エアロゾルの重要なパラメータは，粒径（粒
子の直径）と成分である。エアロゾルの粒径は数 nmから

100 µmと広範囲である。このうち，粒径 2.5 µm以下のエ

アロゾルは PM2.5と呼ばれる。PM2.5は，肺の奥深くま

で到達するため健康への影響が懸念されており，日本では

2009 年に環境基準
〈注〉

が告示された。

PM2.5の成分は多種多様であるが，主な成分として，硫
酸塩（主に硫酸イオン：SO42－）や硝酸塩（主に硝酸イ

オン：NO3－）などの無機イオン成分，有機物，ブラック

カーボン（元素状炭素）などがある。ブラックカーボンや

一部の有機物は，ディーゼルエンジンなどの排ガスに含ま

れ，発生源から直接排出される一次生成エアロゾルである。

一方，硫酸塩や硝酸塩などは，発生源から排出される SO2
や NOXなどの前駆体物質が大気中で化学反応を起こすこ

となどによって生成されるため，二次生成エアロゾルと呼
ばれる。PM2.5の成分は発生源の解明につながる重要な情
報であるため，地方公共団体においては，従来の PM2.5
の質量濃度測定に加え，成分分析を行うことが求められて

いる
⑴

。

PM2.5の成分分析は，一般的に標準測定法であるフィル

タ法によって行われている。フィルタ法では，フィルタに

PM2.5を採取した後，手作業で分析を行う。このため多く

の時間と費用がかかり，測定期間を限定して実施されるこ

とが多い。そこで富士電機では，PM2.5の主要な成分を測

定対象とし，サンプリングから測定まで自動で行うことが

できる「エアロゾル複合分析計」を製品化した。本稿では，

エアロゾル複合分析計の特徴，測定原理，測定事例，およ

びこれを用いた PM2.5 発生源推定ソリューションについ

て述べる。

2　「エアロゾル複合分析計」

2 . 1 　特　徴

図1に，エアロゾル複合分析計の外観を示す。エアロゾ

ル複合分析計は，PM2.5の主要成分の定量分析をリアルタ

イムで行うことができる。

⑴　複合分析による 3 成分同時測定
光散乱法，レーザ誘起白熱法および質量分析法を組み合

わせた複合分析法により，硫酸塩，硝酸塩およびブラック

カーボンの同時測定が可能である。

「エアロゾル複合分析計」を用いたPM2.5 発生源推定
ソリューション

小泉　和裕  KOIZUMI, Kazuhiro 武田　直希  TAKEDA, Naoki 中村　裕介  NAKAMURA, Yusuke

Solution for Estimating Generation Source of PM 2.5 with “Aerosol Analyzer”

近年，粒径 2.5 µm以下の微粒子（PM2.5）による大気汚染が懸念されている。特に汚染が深刻なアジア地域では，今後，

PM2.5 削減の取組みが本格化する見通しであり，効果的な削減策が求められている。富士電機の「エアロゾル複合分析計」

は，この PM2.5の主要成分を自動で分析できる。成分の測定データには発生源の情報が含まれるため，データ解析により

主要な発生源を推定し，効果的な削減策につながることが期待できる。川崎市や中国での測定例において，発生源の大ま

かな位置を推定できることが分かった。

In recent years, air pollution has become a concern due to fi ne particles (PM 2.5) that have a diameter of 2.5 µm or less.  In particular, 
pollution has become a serious problem in Asia, and in the future, it is expected that eff ective measures to reduce PM 2.5 will be sought 
and adopted in earnest.  Fuji Electric’s “Aerosol Analyzer” is capable of automatically analyzing the main components of PM 2.5.  Since the 
measured component data includes information concerning the sources of origin of the PM 2.5, it is expected that the estimation of the main 
sources of origin through data analysis will contribute to creating eff ective measures of mitigation.  Measurement examples in Kawasaki City 
and in China showed that it is possible to estimate the approximate location of the sources of origin.

〈注〉  環境基準：1 年平均値が 15 µg/m3 以下であり，かつ 1 日平均

値が 35 µg/m3 以下であること
図 1　「エアロゾル複合分析計」



「エアロゾル複合分析計」を用いたPM2.5 発生源推定ソリューション

富士電機技報　2016 vol.89 no.3

特
集　

Ｉ
ｏ
Ｔ
新
時
代
の
計
測
・
制
御
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

178（44）

⑵　リアルタイム成分分析
フィルタ法で 8 時間以上かかっていた成分分析を測定周
期 15 分で行うことができる。

⑶　成分の定量分析
MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を

適用した粒子トラップにより PM2.5を高い効率で捕集し，

これまで困難であった定量分析が可能になった。

⑷　タッチパネルによる表示・操作
エアロゾル複合分析計の本体前面に配置したタッチパネ

ルにより，主要な操作を行うことができる。測定値の表示
の他，運転状態の監視やアラームの表示も可能である。

2 . 2 　仕　様

表1に，エアロゾル複合分析計の主な仕様を示す。

2 . 3 　測定原理

エアロゾル複合分析計は，白熱光検出部と質量分析部か

ら構成される。図2に，測定原理を示す。

白熱光検出部では，PM2.5とブラックカーボンの質量濃
度を測定する。高出力赤外線レーザを試料空気に照射した

ときの，試料空気に含まれるエアロゾルからの散乱光と白
熱光を検出する。散乱光の強度と頻度から，粒径と粒子数
を測定し，PM2.5の質量濃度を求める。同時に，白熱光の

強度と頻度から，PM2.5に含まれるブラックカーボンの質
量濃度を求める。

質量分析部では，PM2.5に含まれるイオン成分の硫酸塩
と硝酸塩の質量濃度を測定する。PM2.5の成分の質量分析
をオンラインで行う手法として，直接，レーザでイオン化
して質量分析を行うレーザイオン化質量分析法と，いった

ん PM2.5を捕集して加熱気化した後に電子イオン化して

質量分析を行う加熱脱離電子イオン化質量分析法の 2 種類

がある。レーザイオン化質量分析法は高感度であるが，成
分によりイオン化の効率が変化するため，定量分析が困難
である。一方，加熱脱離電子イオン化質量分析法は，イオ

ン化に選択性がなく良好な定量性を示す。エアロゾル複合
分析計では，導入した試料空気に含まれる PM2.5を定量
的に分析するという観点から，加熱脱離電子イオン化質量
分析法を採用している。

試料空気が質量分析部の真空チャンバに導入されると，

試料空気中の気体が除去されて PM2.5のみが粒子トラッ

プに捕集される。この粒子トラップは，MEMS技術によ

り製作された独自の構造であり，90% 以上という高い捕
集効率を実現している

⑵

。図3に，粒子トラップの外観を

示す。粒子トラップの捕集部は 100 µm角の格子で構成さ

れている。この格子状のプレートを複数枚重ねることに

よって，真空中を高速で進む PM2.5を粒子トラップの内
壁に何回も衝突させて運動エネルギーを奪い，捕集でき

るようになっている。この PM2.5に高出力の赤外線レー

CO2
レー
ザ

粒子トラップ

ターボ分子
ポンプ

ターボ分子
ポンプ

質量分析計
（QMS）

赤外線
レーザ

試料空気

エアロゾルの吸引

散乱光による
PM2.5 の測定

真空領域へのエアロゾル
の導入

白熱光による
ブラックカーボンの測定

高出力赤外線レーザ照射

粒子トラップでの捕集と
レーザによる加熱・気化

質量分析計による
化学組成の定量

白
熱
光
検
出
部

質
量
分
析
部

図 2　「エアロゾル複合分析計」の測定原理

表 1　 「エアロゾル複合分析計」の主な仕様

項　目 仕　様

測定対象

○PM2.5 の質量濃度
○PM2.5 に含まれるブラックカーボンの質量濃度
○PM2.5 に含まれる硫酸塩の質量濃度
○PM2.5 に含まれる硝酸塩の質量濃度

測定方式
○光散乱法：PM2.5 の質量濃度
○レーザ誘起白熱法：ブラックカーボンの質量濃度
○質量分析法：硫酸塩，硝酸塩の質量濃度

測定レンジ＊

○ PM2.5：0～100µg/m3 または0～1,000µg/m3
○ブラックカーボン：0～30µg/m3 または
　0～300µg/m3

○硫酸塩：0～30µg/m3 または0～300µg/m3
○硝酸塩：0～30µg/m3 または0～300µg/m3

サンプル
採取量 約2.0L/min

電源電圧＊ AC100V±10%，50Hz/60Hz ±5%または
AC220V±10%，50Hz ±5%

消費電力 約1kVA（最大1.5kVA）

外形寸法 装置本体：W640×H1,740×D828（mm）

質　量 装置本体：約320kg

付属品 スクロールポンプ，UPS，チラーほか

＊測定レンジ，電源電圧：購入時に選択

100 µｍ

100 µｍ

図 3　粒子トラップの外観
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ザ（CO2レーザ）を照射して加熱・気化し，電子イオン源
によってイオン化した後に，四重極質量分析計（QMS：
Quadrupole Mass Spectrometer）によって硫酸塩と硝酸
塩の定量分析を行う。

2 . 4 　測定事例

地方公共団体の協力を得て，フィールド評価を実施し

ている。2013〜 2015 年度に実施した川崎市との共同研
究（川崎市環境技術産学公民連携共同研究事業）において，

一般環境大気測定局にエアロゾル複合分析計を設置し，測
定性能や保守・メンテナンス性を検証した。図4に，硫酸

塩と硝酸塩についてフィルタ法との比較評価を行った結果
を示す。エアロゾル複合分析計とフィルタ法の分析におけ

る決定係数 R2が，それぞれ 0.9 以上という高い相関があ

ることを実証した。

また，日本国内だけでなく，海外でもフィールド評価を

行っている。図5に，中国で連続測定を行った事例を示す。

PM2.5の質量濃度が 100 µg/m3を超えるような高濃度環
境においても，問題なくリアルタイム連続測定が可能であ

ることを確認している。

3　PM2.5 発生源推定ソリューション

3 . 1 　発生源推定の必要性

深刻な汚染が問題視されている中国では，PM2.5 削減
の取組みが本格化し，大気汚染防止行動計画（中国国務院
2013 年 9 月発表）では，北京・天津・河北，長江デルタ，

珠江デルタの各地域における PM2.5の年平均濃度を 2017
年までに，2012 年に比べて 15〜 25% 程度低減させる目
標を掲げている。北京市環境保護局の北京市 PM2.5 来源
解析（2014 年 4 月発表）によると，PM2.5の主な発生要
因は，自動車 31%，石炭燃焼 22%，工業生産 18%，揚じ

ん 14%，その他 14%である。また，重要な国際会議やス

ポーツイベントが開催される際に，自動車の交通規制や工
場の操業停止を実施すると，大気汚染が大幅に改善するこ

とが示されている。しかし，このような規制は経済活動を

妨げるため長期間の実施は困難である。

環境問題の解決と持続的な経済発展を両立させるために

は，発生の実態を把握して効率的な発生源対策を行うこと

が必要である。そのため計測機器には，PM2.5の測定だけ

でなく，削減対策につながる発生源解析の要求が急速に高
まっている。そこで，エアロゾル複合分析計の測定データ

と前駆体物質や気象の情報を組み合わせて解析し，発生源
を推定する PM2.5 発生源推定システムの開発に取り組ん

でいる。図6に，システムの構成を示す。

3 . 2 　発生源解析技術の概要

発生源の解析では，二次生成エアロゾル（硫酸塩，硝酸

R2=0.97
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図 4　フィルタ法との比較評価結果
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図 5　中国における測定事例
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塩）の生成過程に注目し，二次生成エアロゾルとその前駆
体物質の大気中における寿命や拡散過程の違いから発生源
の推定を行う。ガス状の前駆体物質は，大気の循環により

発生源の場所にかかわらず，排出後，直ちに拡散し，周り

の空気との混合によりその濃度は次第に低下していく。一
方，PM2.5は，雨や雪などの降水が主な除去過程となるた

め，降水がないなどの環境条件によっては 1 週間以上も大
気中に滞留し，長距離にわたって輸送されることがある。

そこで，二次生成エアロゾルの濃度と前駆体物質のガス

濃度について相関を解析し，これらの濃度変化に相関が

高い場合は，発生源が測定場所の近傍にあると推定する

（おおむね 100 km未満を想定）。一方，相関が低い場合に

は，発生源が測定場所から離れた位置にあり（おおむね

100 km以上を想定），地域外からの移流の可能性が高いと

推定する。前述のとおり，天候の影響が大きいため，気象
情報も合わせて解析する必要がある。

3 . 3 　解析事例

図7に，硫酸塩とその前駆体物質の SO2の解析事例を

示す。図7⒜と図7⒝は異なる地域で測定したデータであ

る。硫酸塩はエアロゾル複合分析計による測定データであ

るが，SO2は別置きのガス分析計による測定データである。

図7⒜では，硫酸塩と SO2の濃度変化に相関が見られな

い。このような場合，硫酸塩の発生源は測定場所から遠
方にあると推定できる。この期間の天候はおおむね晴れで，

天気図では移動性高気圧が西から東へ移動しており，エア

ロゾルの多くは偏西風の影響により西から移流してきたと

推定できる。

図7⒝では，SO2の濃度に対して硫酸塩の濃度が追従す

る動きを示しており，硫酸塩と SO2の濃度変化に相関が

見られる。このような場合は，硫酸塩の発生源が測定場所
の近傍に存在すると推定できる。この期間の天候は晴れも

しくは曇りであり風向はほぼ常時北西であったことから，

主な発生源として，測定箇所から北西の方向に数 10 km

発生源解析結果

気象データ
○風向風速
○温度，湿度，
　降水量

気象局

大気環境データ
○ガス濃度
　NOX，SO2，O3
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○ブラックカーボン

測定局 エアロゾル
複合分析計

データ管理サーバ解析PC

解析パッケージ

出　力

図 6　PM2.5 発生源推定システムの構成
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離れた場所に位置する石炭火力発電所が推定できる。

3 . 4 　今後の展開

このように，二次生成エアロゾルと前駆体物質の相関を

解析することにより，発生源を推定することが可能となる。

現状の解析では大まかな推定にとどまるが，該当地域にエ

アロゾル複合分析計を複数台設置して測定箇所を増やすと

ともに，主な工場や発電所の操業情報，交通量情報，地形
の情報なども含めて解析することにより，詳細な発生源の

推定が可能になると考えている。また，PM2.5 発生源推定
システムの実証プロジェクトを地方公共団体と共同で実施
する予定である。

4　あとがき

本稿では，PM2.5の主要成分の定量分析をリアルタイム

で行うことができる「エアロゾル複合分析計」と，これを

用いた PM2.5 発生源推定ソリューションについて述べた。

PM2.5は，大気汚染だけでなく地球温暖化などの気候変動
にも大きな影響を与えるため，地球規模で取り組むべき課
題である。今後も，微粒子を精度よく計測する技術を基盤
として計測ソリューションを提供し，地球環境の保全と社
会の持続可能な発展に貢献していく所存である。

参考文献
⑴　“微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析ガイドライン”. 

環境省. https://www.env.go.jp/air/osen/pm/ca/110729/no_
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1　まえがき

富士電機は，放射線管理ソリューションに注力しており，

特に，原子力発電所向け電子式個人線量計のシェアは国内
トップを維持している。

放射線被ばくを管理するために作業者が着用を義務付け

られている個人線量計には，パッシブ型とアクティブ型
の 2 種類がある。パッシブ型個人線量計は，月に一回程度，

専用の機器で被ばく線量を解析しなければならない。これ

に対してアクティブ型個人線量計は，リアルタイムに被ば

く線量を確認することができ，警報動作などにより作業者
の不要な被ばくを低減することができる。

リアルタイム遠隔監視システムは，アクティブ型個人線
量計を用いることで，例えば，作業により線量計の表示を

確認できない場合に，管理者が被ばく線量を把握して適切
な指示を与えることができる。このため，いっそうの被ば

く量の低減が期待できる。

本稿では，Wi-Fi 環境を利用して，病院，研究所，大学
などでも導入しやすいリアルタイム遠隔監視システムにつ

いて述べる。

2　リアルタイム遠隔監視システム

放射線管理においては，重要な指針として国際放射
線防護委員会（ICRP）が 2007 年勧告の中で提唱した，

ALARA（As Low As Reasonably Achievable）の考え方
である“経済的及び社会的要因を考慮に入れ，すべての線
量を合理的に達成できるかぎり低いレベルに減らすこと

⑴

”

が求められている。これを実現するためには，被ばく線量
の積極的な低減が必要である。しかし，従来の被ばく管理
手法は，あらかじめ設定した被ばく線量に達すると線量計

が警報を発して作業者に通知し，それ以上の被ばくを防ぐ

というものであった。そのため，警報を発するまでの被ば

くを許容せざるを得なかった。

一方，リアルタイム遠隔監視システムは，管理者がリア

ルタイムに作業者の被ばく線量を把握し，被ばく線量が警
報設定値に達する前に適切な指示を与えることができる。

これにより，従来は被ばくしてからしか気付くことができ

ないような，想定外の高線量率の場所において，作業開始
前から作業中を通して注意を促すなど，不要な被ばくを防
ぐ処置を取ることができる。米国ではリアルタイム遠隔監
視システムの導入により，作業者の被ばく線量を大幅に低
減できたという事例もあり，日本でも今後広く普及してい

くものと考えられる。

2 . 1 　システム構成

リアルタイム遠隔監視システムは，1 台の中継器に対し

て約 10 台の線量計を接続し，積算被ばく線量や線量率の

測定データをリアルタイムでサーバに伝送する構成が代表
的である。据付型である中継器がそれぞれのカバーする領
域をラップさせることでエリア全体を監視している。中継
器は，エリア内の線量計および他の中継器と無線で通信し，

無線親機までデータを伝送する。無線親機は，Ethernet
〈注 1〉

などにより上位ネットワークに接続し，データを伝送する。

無線は各国の規制により使える周波数帯が制限されていた

り，開局するための登録申請や専用の設備が必要であった

りするため，システムの導入までに時間やコストが掛かっ

てしまう。そこで富士電機では，病院や研究所，大学など

に向けて，Wi-Fi
〈注 2〉

によるリアルタイム遠隔監視システム

新型電子式個人線量計によるリアルタイム遠隔監視シス
テム

中島　定雄  NAKASHIMA, Sadao 前川　　修  MAEKAWA, Osamu 安部　　繁  ABE, Shigeru

Real-Time Remote Monitoring System Utilizing New Electronic Personal Dosimeter

従来の被ばく管理手法は，あらかじめ設定した被ばく線量に達すると線量計が警報を発し，それ以上の被ばくを防ぐと

いうものである。一方，リアルタイム遠隔監視システムは，管理者がリアルタイムに作業者の被ばく線量を把握し，警報
設定値に達する前に適切な指示を与えることで，不要な被ばくを防ぐ処置ができるものである。富士電機が開発した新型
電子式個人線量計は，Wi-Fi 規格に対応した汎用のアクセスポイント，クラウドサーバおよびWebアプリケーションを活
用することができるため，初期投資を低く抑えてリアルタイム遠隔監視システムを構築することができる。

Conventional radiation exposure management method included sounding a dosimeter alarm when a measured value reaches a pre-set 
exposure dose level to prevent further exposure.  Meanwhile, the real-time remote monitoring system enables managers to monitor the expo-
sure dose of workers in real time and give workers appropriate instructions before the alarm of pre-set level is raised to prevent unnecessary 
exposure.  The new electronic personal dosimeter developed by Fuji Electric can use cloud servers, web applications, and Wi-Fi compliant 
general-purpose access points, allowing it to construct a real-time remote monitoring system with low initial investment.

〈注 1〉  Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

〈注 2〉  Wi-Fi：Wi-Fi Allianceの商標または登録商標
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の構築を提案している。Wi-Fiの規格に対応した汎用のア

クセスポイントが安価に調達できるため，初期投資を低く

抑えられる。さらに，クラウドサーバやWebアプリケー

ションを活用することにより，新たな設備を購入すること

なく，運用が開始できる。図1にWi-Fiを使用したシス

テムの構成例を示す。

2 . 2 　機能概要

ネットワーク上の操作端末にインストールした管理ソフ

トウェア，またはWebアプリケーションによって，全て

の情報を一括で管理する。対象エリア内にある線量計やエ

リアモニタ，カメラの情報を一覧表示で確認することがで

きる。

リアルタイム遠隔監視システムにより，作業者の被ばく

線量の情報や現場の線量率情報をリアルタイムで確認でき

るだけでなく，線量率の情報を作業場所のマップに反映し

たり，現場のカメラ映像を確認したりできる。このため，

作業者に対して速やかに避難や移動の指示を与えることが

できる。また，リアルタイムで情報を入手できる利点を活
用することにより，放射線量が異常に高い場所や，本人が

線量計を確認できない状態においても過剰被ばくを未然に

防ぐことができる。さらに，日々の実績データを蓄積する

ことにより，効率的な作業計画の立案や立入り制限区域の

設定に役立てることもできる。

2 . 3 　新型電子式個人線量計

富士電機が開発した新型電子式個人線量計「NRF50」は，

リアルタイム遠隔監視システムの核となる測定器であり，

これまでの豊富な経験から得られた顧客のニーズを反映し

ている。主な特徴は，無線モジュール一体型の構造，大き

くて見やすい表示器および緊急用コールボタンの搭載であ

る。

個人線量計は，測定精度はもちろんのこと，作業者が装
着して使用するために，小型・軽量化や長時間稼動が求め

られている。そこで NRF50では，次に示す技術によりこ

れらの要求に応えている。

⒜　従来は外付けしていた無線モジュールを内蔵するた

めのコンパクト設計
⒝　測定性能に無線が影響しないようにするためのセン

サシールド設計
⒞　無線モジュールを動作させながら電池交換をせずに

8 時間以上の測定を可能とするための，電源回路設計
および動作シーケンス最適化

図2に NRF50の外観を，表1に主な仕様を示す。

⑴　無線モジュール

従来のリアルタイム遠隔監視システムでは，無線アタッ

チメントを既存の線量計に装着することにより，システム

に組み込んでいる。既設の線量計をそのまま使えるという

クラウドサーバ
インターネット

Wi-Fi アクセスポイント

Wi-Fi アクセスポイントカバーエリア

NRF50

図 1　Wi-Fi を使用したリアルタイム遠隔監視システムの構成例

図 2　「NRF50」

表 1　「NRF50」の仕様

項　目 仕　様

測定線種 γ線

検出器 シリコン半導体

測定範囲 1µSv ～ 10Sv

エネルギー特性 ±20%（50keV～ 6MeV）

方向特性
±20%（Cs-137，0～ 75°）

±50%（Am-241，0～75°）

指示誤差 ±10%（Cs-137）

防水性能 IP65, IP67

警報音量 90～ 100dB（30cm離れた位置で）

通信機能 電磁誘導，赤外線，USB，Bluetooth，
900MHz/Wi-Fi

データ保存 最大4,000件
（日時，積算線量，線量率，ステータス）

温　度 －10～＋50℃

湿　度 ～95%RH

電　池 単3形電池2本

連続動作時間＊ 2,500時間以上

寸　法 W60×D29×H105（mm）

質　量 約170g（電池，クリップ含む）

＊  新品の単3形アルカリ電池を使用し，警報動作と無線使用がない場合
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メリットはあるが，外形寸法が大きく，重くなるという課
題があった。そこで，NRF50はアタッチメント方式では

なく，無線モジュールを本体に内蔵する一体型とした。

搭載する無線モジュールは，Wi-Fiか 900MHz 無線か

ら選択することができ，今後は他の周波数帯の無線にも対
応する予定である。データ送信周期は，2 秒，4 秒，10 秒，

30 秒および 60 秒から選択することができる。Wi-Fiモ
ジュールを選択した場合は，WPA，WPA2，WEPといっ

た標準の暗号化にも対応している。単 3形アルカリ電池を

2 本使用した場合に，データ送信周期が 10 秒の設定で 8
時間以上の運用が可能である。

⑵　表示器
視認性を高めるために，できるだけ大きな数字の表示に

してほしいというニーズに応え，表示エリアがW43.5 ×
H16.3（mm）のドットタイプ大型 LCDを採用した。他社
製品に比べて約 2倍の大きさである。また，白色，赤色お

よび橙色のバックライトを搭載し，警報時に設定した表示
を行うことで作業者に警報動作を分かりやすくしている。

⑶　緊急用コールボタン

従来製品にない最大の特徴として，緊急用コールボタン

を搭載した。このボタンを押すことにより，無線テレメト

リによる緊急伝文をサーバに報知することができる。また，

サーバから作業者に対する緊急警報の強制発報が可能であ

る。

2 . 4 　応用事例

新型電子式個人線量計が持つ機能を活用することにより，

リアルタイム遠隔監視システムによる被ばく線量の管理に

加え，よりきめ細かな作業者の安全管理が可能である。

⑴　作業者の身体異常検知
加速度センサを内蔵しているため，着用している作業者

が全く動けなくなっている状態を検知することができる。

また，いつ起こるか分からない，作業者の転倒を検知する

こともできる。これらの情報を遠隔監視の対象に加えるこ

とで，一刻を争うような事態に対応することができる。

⑵　作業者の心拍数の監視
Bluetooth

〈注 3〉

を搭載しており，POLAR 社製の心拍計（図

3）と接続することができる。持病がある作業者の心拍を

常に監視することなどにより，不測の事態を未然に防ぐこ

とができる。

⑶　簡易エリアモニタ

線量計は，本来のエリアモニタに使用される検出器に比
べて感度が低い。さらに，身体に着用した状態で被ばく線
量を管理できるように校正されているため，単体をどこか

に設置して積算線量または線量率を測定するということを

想定していない。しかしながら，急激な線量率の増加を検
知できるため，簡易エリアモニタとしても使用することが

できる。NRF50は，外部機器から USBケーブルを介して

電源を供給しながらの動作が可能であるため，電池の残量

を気にすることなく，エリアモニタとしてリアルタイム遠
隔監視システムに組み込むことができる。

3　今後の展望

現在，このリアルタイム遠隔監視システムに対応した

機種は「NRF50」のみであるが，γ線と中性子を測定で

きる「NRF51」およびγ線とβ線を測定できる「NRF54」
を系列品としてラインアップしていく予定である。また，

米国で使用できる 900MHzに加えて他の無線周波数帯に

も対応することにより，国内外における屋外での除染作業
や放射性物質によるテロへの対策としての利用が期待でき

る。さらに，CEマークを取得することで欧州における利
用の拡大が期待できる。

4　あとがき

新型電子式個人線量計によるリアルタイム遠隔監視シス

テムについて述べた。お客さまのニーズに合わせたシステ

ムのエンジニアリングを含め，幅広いソリューションを提
供していく所存である。

参考文献
⑴　公益社団法人 日本アイソトープ協会. ICRP Publication 

103 国際放射線防護委員会の2007年勧告. 2009.

中島　定雄
原子力関連施設の放射線計測システムのエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士電機株式会社産
業インフラ事業本部産業計測機器事業部放射線シ

ステム部主席。日本保健物理学会会員。

〈注 3〉  Bluetooth：Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標

図 3　心拍計
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 新型電子式個人線量計によるリアルタイム遠隔監視システム

前川　　修
原子力関連施設の放射線計測システムのエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士電機株式会社産
業インフラ事業本部産業計測機器事業部放射線シ

ステム部課長。

安部　　繁
原子力関連施設の放射線計測システムのエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士電機株式会社産
業インフラ事業本部産業計測機器事業部放射線シ

ステム部課長補佐。日本保健物理学会会員，日本
原子力学会会員。
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1　まえがき

プラントの安全・安定操業を実現する中小規模監視制
御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス

⑴⑵

）」は，

2014 年 6 月の発売以来，鉄鋼，食品，薬品，環境などの

分野に広く適用されている。本稿では，上位・下位シス

テムとの通信連携や，大容量通信など監視制御システム

における IoT（Internet of Things）時代に対応するため

のシステムアーキテクチャと，お客さまの課題に対する

ソリューションを提供し，進化し続けるMICREX-VieW 
XXについて述べる。

2　「MICREX-VieW XX」

2 . 1 　位置付け

図1に，富士電機の監視制御システムのポジションマッ

プを示す。監視制御システムには，小規模システムによる

ライン制御やセル制御を行うものから大規模システムによ

る工場全体の監視・制御を行うものまでがある。

「MICREX-VieWシリーズ」は，システムの規模や適
用範囲により，「MICREX-VieW XX」「MICREX-VieW 
FOCUS」「MICREX-VieWコンパクト」をラインアップ

している。いずれもアプリケーション資産，エンジニアリ

ングツール，コントローラプラットフォーム，I/Oなどを

共有し，連続性と共通性の高いシステムである。

MICREX-VieW XXは，小規模から中大規模までをカ

バーするシステムであり，ライン制御やセル制御を中心に，

高速制御の電機制御から多点数制御の計測制御まで幅広い

用途に適用できる。

MICREX-VieW XXは，次に示す従来システムが抱
える課題を解決し，顧客のさまざまなニーズに応えるソ

リューションを提供している。

2 . 2 　従来システムの課題

従来の監視制御システムでは，ファクトリーオートメー

ション（FA）分野やプロセスオートメーション（PA）分
野において，監視対象の規模が大きくなると，制御システ

ムアーキテクチャやエンジニアリングツール（作成される

アプリケーションを含む）などをそのまま利用することは

困難であった。そのため，ゲートウェイによる複数システ

ムの接続やエンジニアリングツールの改造などが必要とな

り，監視制御システムの導入・維持コストの増加が課題で

あった。新たな課題として，設備更新後も安定操業を持続
するために，既設のアプリケーション資産との円滑な連携
や継承がある。

また，監視対象規模の拡大，警報や運転操作の履歴の長

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブ
ルエックス）」

永塚　一人  NAGATSUKA, Kazuhito 佐藤　好邦  SATO, Yoshikuni 笹野 喜三郎  SASANO, Kisaburo

Evolving of Monitoring and Control System “MICREX-VieW XX (Double X)”

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」は，発売以来，顧客の課題に応えるべく進化を続けている。今まで

のシステム構成に，コストパフォーマンスの高いオールインワンステーションによるシステム構成やリモート監視ができ

るシステム構成を加えた。マイグレーション専用のコントローラである「XCS-3000R」，マイグレーションツールおよび

ネットワークアダプタにより，既存システムからの柔軟な更新も可能にした。現在，IoTへの対応として，プラントの監視
対象規模の拡大，監視データの長期記録・保存，インターネット接続による応用，セキュリティ確保などを進めている。

The small-and medium-scale monitoring and control system “MICREX-VieW XX” has continued to evolve to meet the various needs of 
customers ever since its debut in the market.  We have recently added to it some new system confi gurations that can contain all-in-one sta-
tions for high cost performance and a remote-monitoring system.  Existing systems can also be easily upgraded using the dedicated migration 
controller “XCS-3000R,” a migration tool and a network adapter.  In addition, we are currently developing functionality for IoT applications 
that make it possible to expand the applicable range of plant monitoring, to record and save long-term monitoring data, to execute applications 
via connection with the Internet, and to ensure enhanced security.

国際標準
規格対応

AS

XCS-3000

SPH117H

SPH2000 ○機能安全
○セキュリティ
○S88 BATCH
○Part11
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図 1　富士電機の監視制御システムのポジションマップ
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期間記録，インターネット接続による応用などのニーズが

あり，プラントの操業安定化とともにこれらをいかに実現
していくかも課題である。

3　「MICREX-VieW XX」の機能拡充

MICREX-VieW XXの標準システム構成（シングル構
成と冗長化構成）に加えて，オールインワンステーション

を使用したコストパフォーマンスの高いシステム構成，お

よびどこからでも手軽に監視操作ができるリモート監視シ

ステム構成について述べる。

3 . 1 　多様なシステムアーキテクチャ

⑴　標準システム構成
図2に，標準システム構成（シングル構成）を示す。

図3に，冗長化構成の一つとして各コンポーネントを全て

冗長化した信頼性の高い完全冗長化のシステム構成を示す。

これらは，MICREX-VieW XXの標準的なシステム構成
である。

各コンポーネントをシングル構成としたコンパクトなシ

プリンタ

オペレータステーション
XOS-3000

データベースステーション
XDS-3000

エンジニアリング
ステーション
XES-3000

情報 LAN Ethernet

制御 LAN FL-net Ver.3 準拠 LAN

ネットワークアダプタ
（主に既設 I/O資産継承時）

Ethernet EPAP（10BASE-2）

I/O（IPUⅡ）

フィールド機器

I/O（E-SX）

E-SXバス

コントロールステーション
XCS-3000

図 2　標準システム構成（シングル構成）

オペレータステーション
XOS-3000

オペレータステーション
XOS-3000

データベースステーション
XDS-3000

エンジニアリング
ステーション
XES-3000

プリンタ

情報 LAN Ethernet

制御 LAN FL-net Ver.3 準拠 LAN
（ネットワーク二重化）

I/O（IPUⅡ）

（DB二重化）

（並列冗長化） （リング冗長化）

（電源，I/Oネットワーク，I/Oモジュール二重化）

フィールド機器

I/O（E-SX）

E-SXバス

コントロールステーション
XCS-3000

（二重化）

（I/Oネットワーク二重化）

ネットワークアダプタ
（主に既設 I/O資産継承時）

Ethernet EPAP（10BASE-2）

図 3　標準システム構成（完全冗長化構成）
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ステムから，コンポーネント（コントロールステーション

など）の二台設置およびネットワークの二回線やリング構
成による冗長化の高信頼性システムまで，顧客の要求に応
じて，スケーラブルにかつコストパフォーマンスの高いシ

ステムを構築できる。また，ネットワークアダプタを使用
することで I/Oなどの既設ハードウェアの資産を容易に

継承できる。

⑵　オールインワンステーションによるシステム構成

図4に，オールインワンステーション「XAL-3000」を

使用したシステム構成を示す。この構成は，コントロー

ルステーション「XCS-3000」が 10 台以下の比較的小規
模なシステムを対象に，オペレータステーション「XOS-

3000」とデータベースステーション「XDS-3000」の機能
を 1 台で実現する XAL-3000を使用したシステム構成で

ある。

また，データベースの高信頼化を図るとともに XAL-

プリンタ

オールインワン
ステーション
XAL-3000

オペレータ
ステーション
XOS-3000

データベース
ステーション
XDS-3000

エンジニアリング
ステーション
XES-3000

情報 LAN Ethernet
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図 4　オールインワンステーションによるシステム構成
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3000の台数増加によるコストを抑えるために，XAL-3000
を 2 台並べた二重化構成とした上で，これに XAL-3000
より安価な XOS-3000を組み合わせることで，高信頼で

かつコストパフォーマンスの高い監視システムを構築でき

る。

⑶　リモート監視システム構成
図5に，リモート監視システム構成を示す。この構成は

現場から離れたオフィスで汎用パソコンを使って遠隔監視
操作ができるシステムの構成である。

リモート監視を行うためには，サーバ機能を持つリモー

ト接続ステーション「XRS-3000」を制御 LAN上に設置し，

クライアントを情報 LANに接続してクライアントにある

Windows
〈注〉

リモートデスクトップ機能を利用する。クライ

アントには，携帯可能なフル HD対応のノートパソコンや

タブレットパソコンを使用できる。

このように，XOS-3000と同等なプラント監視操作をど

こからでも手軽にできる。また，1 台の XRS-3000に対し

て最大 4台のパソコンを接続できるので，導入・保守コス

トも削減できる。

3 . 2 　資産継承の強化

老朽化した監視制御システムの更新は，操業に影響を

与えることなく，かつ短期間で確実に行われる必要があ

る。そのため，部分的な更新を段階的に行うケースが多い

（図6）。

MICREX-VieW XXは，既設コントローラのアプリケー

ション資産を継承するための「XCS-3000R」およびマイ

グレーションツールならびに既設のハードウェアの資産を

継承するためのネットワークアダプタを備え，上述のよう

な更新時のニーズに対して柔軟なシステム更新を提供でき

る。その上で，資産を有効に活用しながら，データ収集や

上位系とのデータ連携が実現できる。

⑴　「XCS-3000R」
XCS-3000Rは，マイグレーション専用のコントローラ

である。XCS-3000と同じ最新のハードウェアでありなが

ら，既存のコントローラのプログラムをそのまま実行する

ために，XCS-3000と共通のコントローラプラットフォー

ム上にエミュレータ機能を搭載している（図7）。エミュ

レータ機能には，既存アプリケーションを継続して使用す

るためのプログラム実行制御，仮想アドレス空間管理，互
換命令などのさまざまな仕組みを備えている。

XCS-3000Rを使用することで，ユーザは既設の設備や

アプリケーション資産，および使い慣れたエンジニアリン

グ環境を継続して使用でき，かつ老朽化したコントローラ

を円滑に置き換えることができる。

⑵　マイグレーションツール

マイグレーションツールは，ユーザのアプリケーション

〈注〉  Windows：Microsoft Corporationの商標または登録商標
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図 6　既存システムの段階的な更新例
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図 7　「XCS-3000R」の概念図
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資産を継承するためのツールである。従来のコントローラ

エンジニアリングツールである「FPROCES-C」で作成し

たアプリケーション資産が継承できる。

図8で示すようにマイグレーションツールは，最新のマ

イグレーションコントローラである XCS-3000Rと併せて

使用する。これによりユーザは，既存アプリケーション資
産と使い慣れたコントローラエンジニアリングツールを継
続して使用しながら，最新のコントローラや入出力機器に

更新できる。また，ストレスなくシステムを更新しつつ，

最新技術の適用を進めながらシステム全体の操業安定性の

向上を図ることができる。

⑶　ネットワークアダプタ

ネットワークアダプタは，XCS-3000/XCS-3000Rに既
設の入出力機器，制御ネットワークを接続するためのもの

であり，ハードウェア資産の継承を可能にする機器である。

ネットワークアダプタは，表１に示すようなネットワー

ク接続が可能であり，更新に対するさまざまなシステム

構成に柔軟に対応できる。これにより，図6に示すように，

コントローラや入出力機器などの設備のライフサイクルに

合わせた柔軟な更新計画を構築できる。このため，トータ

ルシステムコストを抑え，更新期間を短縮しつつ段階的に

最新システムに更新できる。例えば，ネットワークアダ

プタが FL-netに対応したことで，XCS-3000の内蔵 FL-

netと組み合わせて FL-net2 回線のシステム構成を組むこ

とができる。ネットワークアダプタを既存の制御 LANに

接続し，XCS-3000を新しいシステムの制御 LANに接続
することで，新旧の監視システムと接続可能になり，既存
システムを有効に活用しながら新しいシステムの追加構築
を行うことができる。

4　「MICREX-VieW XX」の進化した機能

IoT 技術の進化により，これまではデータを発信しな

かった多くのデバイスや機器からさまざまなデータの収集
が可能となりつつある。顧客も IoT 化により得られる情
報を収集して活用する意識が高まっているため，結果と

して同一規模のプラントでも，従来に比べて大量のデー

タを扱わなければならないことが課題となる。MICREX-

VieW XXは，プラントの大量データ化に合わせた監視対
象規模の拡大，警報・操作履歴を含む監視データの長期記
録や保存，インターネット接続による応用，セキュリティ

確保などの対応を進めている。

4 . 1 　データ大容量化のためのデータ収集性能の高速化

XCS-3000では，従来は通信モジュールとして別体で

あったギガビットイーサネットワークを CPUモジュール

に内蔵することで，リアルタイムのデータ収集性能を飛躍
的に向上させた。また，MICREX-VieW XXで扱うこと

のできる TAG点数と I/O 点数を拡大させている。このよ

うな対応により，制御周期に同期したリアルタイムデータ

を高速に収集できるようになり，プラントの状況をより詳
細に把握できる。リアルタイムデータにヒストリカルデー

タなどのさまざまなデータを合わせて富士電機の持つデー

タ分析技術を適用することで，故障予測や設備の予防保全，

高度なエネルギー管理，柔軟な生産計画の構築などが実現
できる。

4 . 2 　長期保存（アーカイブ）技術

MICREX-VieW XXが扱う警報や運転操作の履歴，ト

レンドデータ，帳票といったヒストリカルデータは，対象
となる設備やプロセスの重要な記録として過去 1年分を保

エンジニアリングPC

マイグレータ 実行コード変換

ローダコマンド変換

FPROCES-C

プロジェクトAX

XCS-3000R

置
換
え

図 8　マイグレーションツールの概念図

表 1　 ネットワークアダプタの対応ネットワーク

分　類 接続先ネットワーク

制御ネットワーク

FL-net

DPCS-F

PEリンク

I/Oネットワーク
Ethernet EPAP（IPU Ⅱ）

Tリンク

情報 LAN

制御 LAN

XDS-3000 XOS-3000A系

B系

分析
アプリケーション

ヒストリカルデータ
出力機能

参照画面

XDS機能

アーカイブデータ参照機能

ヒストリカルデータ収集機能

アーカイブデータ管理

アーカイブ
データベース

ヒストリカル
データ

XAS-3000

データインポート
機能

データエクスポート
機能

図 9　アーカイブステーション構成図
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存し，参照できるようにしている。昨今ではこのようなヒ

ストリカルデータを対象にさまざまな分析を行うことによ

り，プラントの安定操業や効率改善につながる新しい知見
が得られるものとして注目されており，ヒストリカルデー

タを長期間にわたり効率よく蓄積することが課題となって

いる。

MICREX-VieW XXでは，ヒストリカルデータを長期
間保存するステーションとして，アーカイブステーション

「XAS-3000」を開発中である。XAS-3000は，XDS-3000
から収集したヒストリカルデータを最大 10 年間保存でき

る（図9）。

XAS-3000に蓄積されたヒストリカルデータは，XOS-

3000の画面機能から過去 1 年以内のデータと同様に参
照できることはもちろん，オープンな SQL（Structured 
Query Language）を用いたアクセスが可能であり，デー

タ時刻や，プラントの設備，情報発生元（タグ）などさま

ざまなキーから分析できる。この SQLアクセス機能を用
いることで，プラントに特化した専用の分析エンジンを搭
載するなどのカスタマイズに素早く対応できる。

4 . 3 　IoT に対応した通信技術

IoTの重要な技術として，システムや装置，デバイス間
の通信技術が挙げられる。現在，IoTで適用可能な通信技
術は複数の選択肢があり，目的に応じて使い分けられてい

る。このような IoT 時代の通信技術の重要な選択肢とし

て，OPC UA（Unifi ed Architecture）が注目されている。

OPC UAは，制御システム向けの通信技術として成長を

遂げた OPC DA（Data Access）の後継技術であり，性能
とセキュリティ性を兼ね備え，かつオープンな技術である。

富士電機は， こ の OPC UA に い ち早く着目し，

MICREX-VieW XXには OPC UAサーバ機能を搭載して

いる。OPC UAに接続可能な OPC UAクライアント機能
を持つ機器や各種システムは，高いセキュリティを確保し

ながら，MICREX-VieW XXが管理するプラントの情報
にアクセスすることが可能である。

近い将来，クラウド上に構築された IoT 対応の上位シ

ステムが，MICREX-VieW XXのような監視制御システ

ムが持つプラントデータを収集する構成も検討されている

（図10）。このような構成においても，OPC UAサーバ機
能を用いることで，そのまま IoTに対応が可能となる。

4 . 4 　セキュリティ技術

制御システムのセキュリティの要件を満たすために国際
標準規格の整備が進み，同一の基準においてセキュリティ

の評価・認証を適用する環境が整いつつある。富士電機は，

IEC 62443の国内審議団体である IEC/TC65/WG10に参
加し，また 2012 年に発足した経済産業大臣認可法人 技術
研究組合 制御システムセキュリティセンター（CSSC）に

組合企業として参加するなど，日本の制御システムの国際
競争力向上と，制御システムのセキュリティ評価・認証ス

キーム作りを推進している。

また，侵入検知や稼動監視技術など最新の対策技術やセ

キュアなシステム構築ガイドラインへの対応も積極的に取
り組み，コンポーネントレベルからシステム全体までを包
含したセキュアなシステムの構築を進めている。

これからの IoT 時代を見据え，ユーザに安全・安心な

システムを提供し，プラントの安定操業を実現するために，

MICREX-VieW XXは設計段階からセキュリティを重要
な要件として開発することで安全性が保障されたシステム

を実現している。

5　あとがき

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX」に

ついて述べた。MICREX-VieW XXは，各種プラントで

要求される高品質な製品製造と操業の安定化・効率化に貢
献できるものである。今後もお客さまの課題解決に向けて，

監視制御システムの機能拡充を図っていく所存である。

情報 LAN

制御 LAN-1

OPC UAサーバ

OPC UA クライアント
上位システム

制御 LAN-2

XOS-3000 XDS-3000またはXAL-3000

二重化

広域ネットワーク

IoT システム（クラウド）

コントロールステーション
XCS-3000

コントロールステーション
XCS-3000

図 10 　OPC UAサーバを用いた IoT 対応システムとの連携イメージ
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1　まえがき

近年の省エネルギー（省エネ）需要の高まりを受け，エ

ネルギーの見える化を主目的とする従来の EMS（Energy 
Management System）に加えて，エネルギーの供給（発
生量）予測と需要予測に基づいたユーティリティ設備の

運用計画の立案や制御を行う機能（最適運用計画機能）が

注目され，適用が進んでいる
⑴⑵

。今後，設備監視システムは，

EMSと実際の設備とをつないで最適運用を行う基盤シス

テムとして，上述の EMSの市場拡大とともに大きな伸長
が予測される。

富士電機は，鉄鋼，一般産業，店舗流通，水処理，地域
コミュニティなど，さまざまな分野におけるエネルギーの

見える化や省エネ制御処理を統合し，エネルギーマネジ

メント機能を提供する統合 EMSを開発し，提供してきた
⑵

。

また，設備監視システムとして，2009 年までは「SIRIUS」
および「パートナー IT」を，2010 年以降は「パートナー

Σ」を開発し，お客さまへ提供してきた。しかし，パート

ナーΣでは対応が難しい EMS連携などの要求が増加しつ

つある。

本稿では，統合 EMSと容易に連携可能な設備監視シス

テム「MICREX-VieW PARTNER」について述べる。こ

れはパートナーΣのブラッシュアップを基本として新たに

開発したものである。監視制御システム「MICREX-VieW 
XX（ダブルエックス）」の画面操作性やエンジニアリン

グ作法を継承し，昨今，高まりを見せる IoT（Internet of 
Things）やセキュリティに対応している。

2　開発の背景

一般的な工場では，現場設備の消費サイド（需要側）と

エネルギーの生産・供給サイド（供給側）のそれぞれに設
備監視システムが独立に存在している。それぞれのシス

テムで個別に最適化した場合，需給バランスの調整過程
でロスが発生し，結果的に工場全体の省エネ化が不十分
に終わることが多い。一方，統合 EMSを上位に置き，需
要側と供給側のそれぞれの設備監視システムを統合 EMS
に連携させた場合，最適な需給バランスを実現すること

で，工場全体の省エネを最大化できるようになるが，特に

統合 EMSと設備監視システムとの連携の実現には膨大な

労力とコストが発生する。それは，おのおのの設備監視シ

統合EMSと容易に連携可能な設備監視システム
「MICREX-VieW PARTNER」

鈴木　健浩  SUZUKI,Takehiro 堀口　　浩  HORIGUCHI, Hiroshi 臼田　拓史  USUDA, Hiroshi

Equipment Monitoring System “MICREX-VieW PARTNER” Easily Cooperating with Integrated EMS

設備監視システムは，EMS（Energy Management System）と実際の設備とをつなぎ，最適運用を行う基盤システムと

して，EMSの市場拡大とともに大きな伸長が予測される。今回開発した設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」
は，統合 EMSとの連携機能およびエンジニアリングツールを標準で装備しており，統合 EMSと連携する際の導入コスト

および導入期間の最小化を実現する。また，標準的な機能に加えて，スケジュール制御機能やデマンド監視機能，簡易言
語によるカスタマイズ機能などを装備することで，さまざまな設備に共通で使用可能である。

In conjunction with the expansion of the energy management system (EMS) market, an equipment monitoring system is capable of 
further growth as an infrastructure system that implements optimal operation and connects EMS with actual equipment. Our recently de-
veloped equipment monitoring system “MICREX-VieW PARTNER” comes standard with engineering tools and functionality for cooperating 
with integrated EMS.  The system also makes it possible to minimize introduction cost and time when implementing the cooperation with the 
integrated EMS.  In addition to its standard functionality, it also comes equipped with a schedule control function, demand monitoring function 
and a customization function based on a simple language, thus making it compatible with various types of equipment.
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図 1　  統合 EMSと「MICREX-VieW PARTNER」のシステム
連携
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ステムごとに通信方式やエンジニアリング環境が異なるた

め，統合 EMSと設備監視システムを連携させるには，都
度，個別のケースに応じた完全なアプリケーションの作成
を要求されるからである。

富士電機は，このような背景から統合 EMSと容易に連
携可能な設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」
を開発した（図1）。モニタリング，トレンド，帳票，警
報監視などの標準的機能に加え，スケジュール制御機能，

デマンド監視機能および簡易言語によるカスタマイズ機能
を実装しており，各設備向けで共通的に使用することが可
能である。

3　「MICREX-VieW PARTNER」の概要

図2に，MICREX-VieW PARTNERのシステム構成を

示す。

サーバは，システム内に 1セット設置できる。二重化構
成の場合は，2 台で 1セットとなる。さらに，サーバにク

ライアント機能を搭載することができ，スタンドアローン

構成としても使用が可能である。

システム内に最大 14 台をクライアントとして設置が可
能である。二重化構成のサーバにクライアント機能を搭載
すると，最大 16 台となる。

コントローラは，制御 LAN経由でサーバに接続され，

最大 30 台まで設置が可能である。

制御 LANは，サーバとコントローラを接続する

Ethernet
〈注〉

のネットワークである。A系サーバと B 系サー

バを接続する系間 LANは，サーバ間の冗長化やデータ

等値化に使用する Ethernetのネットワークである。情報
LANは，サーバとクライアントの間の通信や，他システ

ムとの連携を行う Ethernetのネットワークである。

MICREX-VieW PARTNERの主な仕様を表1に，画面
の種類とその機能を表2に示す。

4　「MICREX-VieW PARTNER」の特徴

⑴　統合EMSとの容易な連携
統合 EMSは，工場全体のエネルギー管理および現在の

運転状況に合わせた省エネ操作をリアルタイムに実行する。

このため，工場内に設置される複数の設備監視システムと

密に連携を取って処理する必要がある。これを容易に実現
するため，MICREX-VieW PARTNERは統合 EMSとの

連携機能およびエンジニアリングツールを標準で装備して

いる。

統合EMSとの連携内容を表3に示す。MICREX-VieW 
PARTNERが管理している全ての設備状態は，リアルタ

イムに統合 EMSと共有し，制御を受け付けることが可能
である。

また，エンジニアリングツールによりタグごとのエネル

〈注〉  Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

・・・

・・・

プリンタ

タイムサーバ

二重化
（系間 LAN）

A系サーバ
（クライアント機能搭載可）

B系サーバ
（クライアント機能搭載可） クライアント

（最大14台）

情報 LAN
（Ethernet）

MICREX-SX
（最大30台）

制御 LAN
（Ethernet）

統合 EMS

図 2　「MICREX-VieW PARTNER」のシステム構成

表 1　 「MICREX-VieW PARTNER」の主な仕様

項　目 仕　様

タグ数（疑似計器数） 20,000点

メッセージ記録 365日 または
365,000件

トレンド記録

最大記録点数＊
○ 60秒周期の場合：10,000点
○5秒周期の場合：5,000点
○1秒周期の場合：500点

サンプリング
周期 ○1秒～1時間

保存期間
○3年（60秒周期）
○3か月（5秒周期）
○7日（1秒周期）

帳　票

最大記録点数
○日報：1万点
○月報：1万点
○年報：1万点

保存期間
○日報：10年
○月報：10年
○年報：10年

＊60件／30秒の状変継続時

表 2　画面の種類と機能

画　面 機　能

グループ画面
○  コントローラ内の監視項目に対応した計器図を一覧
で表示する
○  画面に表示する計器図の組替え編集を行う

タグメニュー
画面

○  グループ画面の１ページを１シンボルとして表示し
た上で，各ページの監視項目の状態／値を集約・一
覧で表示する

ループ画面 ○  監視項目に対応した擬似内部計器の各パラメータ設
定や値を表示する

統合履歴画面 ○  警報メッセージと動作・操作メッセージを一括して
一覧で表示する

トレンド画面 ○  計測データをトレンド表示する

アナンシエータ
画面 ○  設備で発生している異常を一覧で表示する

帳票画面 ○  日報，月報，年報の表示および編集を行う

プラント画面 ○  各設備の監視・操作を行う

スケジュール
制御画面

○  四季やカレンダーでの曜日・特定日や特定期間など
に応じた稼動・停止スケジュールを設定する

デマンド監視
画面

○  デマンド監視に必要な数値設定，スケジュール設定
および監視を行う
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ギー収集周期を定義するだけで，統合 EMSに集計データ

を通知できる。これにより，統合 EMSにて工場全体の省
エネ管理システムを容易に構築することが可能である。

⑵　使い勝手の良さ

MICREX-VieW XXが持つ高信頼性，マルチウィンド

ウ操作などの高い画面操作性およびユニバーサルデザイン
⑶

を採用することで，オペレータに優しい使い勝手を実現し

ている。

⑶　疑似内部計器タグの採用
従来の設備監視システムでは，デジタル入力（DI），デ

ジタル出力（DO），アナログ入力（AI），アナログ出力
（AO）などの監視・制御点ごとにタグを割り付けていた。

したがって，AOに対する AIの関連付けや，DOに対す

る制御ロック情報を管理する DIとの関連付けは，エンジ

ニアリング作業によって行われてきた。

MICREX-VieW PARTNERでは，関連する DI，DO，
AI，AOの集合体を 1 個の疑似内部計器タグとして表現
し，サーバ内に標準で実装した。疑似内部計器タグは，従
来，設備監視システムが取り扱ってきたタグ数の 9 割以上
をカバーする 6 種類のタグで構成したものである（表4）。

これにより，エンジニアリング作業効率は大幅に向上する。

集約できないタグは，従来どおりの単品タグとして取り扱
うことができる。

疑似内部計器タグ内に集約された個々の監視・制御点は，

“タグ名 . PV”のように付与されたタグ名 +ピリオド +
属性名で識別する。例えば，ポンプの起動は DIO 疑似内
部計器タグを用い，その内部の属性としてポンプの起動・

停止状態（PV），ポンプの起動・停止制御（DO），制御可
否条件（OPC），操作ロック状態（LCK）などが含まれる。

DIO 疑似内部計器タグには，操作ロック状態におけるポ

ンプ起動・停止制御を禁止するなど，従来は個々に組み込
んでいた制御条件が既に実装済みである。

疑似内部計器タグの導入メリットは次のとおりである。

⒜　タグ数が半分以下となり管理しやすい。

⒝　疑似内部計器タグ内に制御条件が組込み済みであり，

当該制御に関する作り込み作業が不要である。

⒞　疑似内部計器タグごとに計器図が提供されており，

当該計器図に関する作り込み作業が不要である。

疑似内部計器タグをサーバに備えたことで，コントロー

ラ内部に特定のファンクションブロックを必要とせずに，

かつコントローラ機種に依存しないエンジニアリングが可
能となる。さらに，設備追加または変更時にコントローラ

側への影響が少なく，増設や改造が容易となる。

⑷　スケジュール制御機能とデマンド監視機能の実装
MICREX-VieW PARTNERは，公共系設備に適用する

際に必須となるスケジュール制御機能およびデマンド監視
機能を標準で実装している。

⒜　スケジュール制御機能
スケジュール制御機能は，3 種類の季節（夏季，冬季，

その他）および曜日ごとの設定（図3）と，カレンダー

による設定（図4）の組合せで構成されたスケジュール

に従って，DO，AO制御を行う機能である。

制御方式には，定刻イベント方式と範囲イベント方式
がある。定刻イベント方式は，設定時刻に 1 回だけ制
御出力（ON，OFF，アナログ設定値）し，その際に稼
動チェックを行わない方式である。範囲イベント方式
は，制御対象期間である開始から終了までを指定し，そ

の期間内における制御出力を細かくスケジューリングで

きる方式である。制御指令後の稼動チェックを行ってお

り，指定期間内に指定状態でなければ再度制御指令を出
力する。さらに，予定される停電日時，室温設定などの

スケジュールに応じた動作に必要な制御抑制条件を複数

表 3　統合 EMSとの連携内容

連携の種類 概　要

エネルギーデータ連
携

○  集計したエネルギーデータをCSV形式で統合
EMSへ通知する

○  データ集計周期はタグごとに1，5，30，60
分を選択することができる

監視制御
連携

監　視

○   MICREX-VieW PARTNER が管理している
設備状態を統合EMSに対してリアルタイムに
通知する

○  連携周期はDI が 1秒，AI は 3秒である

制　御

○  統合 EMSからの制御指令を受けて制御を行い，
結果を通知する

○  制御記録はMICREX-VieW PARTNER の統
合履歴にも記録する

表 4　6種類の疑似内部計器タグ

計器名 計器図 疑似内部計器タグの機能

AIO
（アナログ
　入出力）

アナログ入力，アナログ出力，工業値変換，
高低入力カット，上下限監視，断線監視，札
掛け，休止，代替，制御ロック

SUMM
（稼動監視
　付きDIO）

デジタル入力，デジタル出力，稼動監視（運
転時間，運転回数），札掛，休止，補正，プ
リセット，制御ロック

POWF
（力率）

アナログ入力，力率変換，上限監視，断線監
視，札掛け，休止，代替，制御ロック

SUMD
（デジタル
　積算）

カウンタ値入力，デジタル積算，入力スケー
リング，積算上限監視，休止，リセット，補
正，プリセット，制御ロック

DIO
（デジタル
　入出力）

デジタル入力，デジタル出力，札掛，休止，
制御ロック

DIOTM
（時間計測
　機能付き
　DIO）

デジタル入力，デジタル出力，札掛，休止，
連続運転時間，制御ロック
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定義できる。これにより，例えば，復電時に，設備に応
じて先に空調を起動してから空調温度設定を実施するな

ど，稼動時間帯の運転パターンや制御順序を踏まえた復
旧運転が可能となり，効率のよい運転管理が行えるので，

さらなる省エネにつなげることができる。

⒝　デマンド監視機能
デマンド監視画面の例を図5に示す。デマンド監視機
能は，デマンド監視周期（15 分，30 分，60 分）におい

て電力，ガスなどの使用量を予測し，あらかじめ設定し

たデマンド監視値を越える前に 8 段階の警報で知らせる

機能である。電力自由化や電力契約方式の多様化などに

より，細かなデマンド監視値が必要となることを想定し，

MICREX-VieW PARTNERでは，夏季料金や時間帯別
料金などに対応するために時間帯ごとの設定を可能とし

た。デマンド警報の検出には予測線検出方式を採用して

いる。

また，デマンド監視値，警報発生状態，予測したデマ

ンド値は随時コントローラに書き込むことができ，コン

トローラ側で負荷調整を行うことも可能である。

⑸　簡易言語
プラント画面内のシンボルや実測値の色変えを，さまざ

まな条件に応じて，または複数条件が重なった場合に応じ

て容易に変更できるようにしたいという要望がある。ある

いは，ある特定の条件が成立した場合，その状況に合わせ

た制御を行いたいなどの要望がある。型にはまらないこの

ような複雑な現場の要望に対応するため，簡易言語を開発
した。図6に，連動制御ロジックにおける簡易言語を用い

た記述例を示す。

簡易言語は，IF 文，DO文，WHILE 文，配列，各種関
数（文字列操作，時間，算術関数）を備えており，プラン

ト画面を作成するエンジニアが現場の要望を実現する判定
ロジックを自在に構築できる。特に，大きな特徴として，

直接タグ名を記述して，タグの数値を読み込むことや制御
出力ができるので，コントローラロジックを容易に組むこ

とができる。

5　あとがき

さまざまな設備の監視に共通的に適用できるとともに，

上位の EMSから一気通貫でエンジニアリングを行い，容
易な連携を実現する設備監視システム「MICREX-VieW 
PARTNER」について述べた。

今後は，よりいっそうの使い勝手の向上と，お客さま

の要求や既存システム連携に柔軟に対応できる拡張API
（Application Programming Interface）の実装など，利用
者の利便性やカスタマイズ性の拡張などを追求していく。

これにより，今後，伸長が予測される EMSと連携する設
備監視システムとして，お客さまの設備の最適運用に貢献
していく所存である。
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ンターシステム基盤技術開発部主査。
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1　まえがき

IoT（Internet of Things）とは，モノや人がネットワー

クを介してつながることで新しい価値を生み出していくと

いう概念である。産業界，特に製造業では工業用ネット

ワークなどにより事業所内でさまざまな機器のネットワー

クが以前から構成されており，大規模なプラントの監視制
御が適切に行われている。IoTが普及するにつれて，これ

までネットワークに接続されていなかった機器が接続され，

計測できていなかったデータが収集できるようになってく

る。多種多様なデータが収集されると，そのデータをどの

ように活用し，どのような価値を見いだして顧客に提供で

きるかが重要である。

富士電機では，次のようなデータ解析や最適化などの数
理応用技術を開発し，製品やシステムを通じてデータを活
用して価値を提供してきた

⑴⑵

。

⒜　高精度な予測や異常診断を行い，プラントの効率的
な運用や安定運転に貢献するための独自のニューラル

ネットワーク技術
⒝　プラントの最適な運用計画を立案し，コストの最小
化を図るための数理計画法や非線形な大規模最適化問
題に適したメタヒューリスティクス最適化技術

⒞　安定したプラント制御を可能とするための PID 制
御技術や多変数系のモデル予測制御技術，制御対象の

特性変化による制御性能劣化を監視する制御性能監視
技術

本稿では，IoTソリューションに関連する数理応用技術
の全体像および最新の数理応用技術について述べる。

2　  IoT ソリューションに関連する数理応用技術の
全体像

富士電機が考える IoTソリューションとは，産業プラ

ントや社会インフラの分野における問題に対して，データ

解析技術や人工知能技術を活用して異常診断や予測・推定
を行い，それらの結果に基づいて最適化および新価値の創
出を行うというものである（図1）。

異常診断では，データ解析技術を活用することによって

コンポーネントやシステムに何が起こっているのか，何が

その原因なのかを高精度で診断する。これまでも，プラン

ト監視制御システムや各種の製造装置では，異常の判断基
準となる上限または下限のしきい値を計測項目ごとに設定
し，しきい値を超えるか否かでプラント状態を監視してい

る。今後は，監視対象全体の詳細かつ多量のデータがこれ

まで以上に収集できるようになるため，それらのデータの

全体の動きを監視し，早期の異常診断に役立てることが期
待される。

予測・推定では，データを解析して構築したモデルを活
用し，監視対象の将来の状態に対する予測や，直接計測さ

れていない変数の値の推定などを行う。例えば，大規模プ

ラントでは，将来の動きを予測しながら運転することで運
転員の負荷を軽減し，より安全・安心な操業を行うことが

できる。

最適化・新価値創出では，診断結果や予測結果に基づき，

何が最適なのかを決定し，現実世界の問題にフィードバッ

クしていく。これらのフィードバックを繰り返すことで問
題解決を図っていく。表1に，富士電機の代表的な数理応
用技術を示す。

次章以降では，最新の研究開発成果の中から IoTソ

リューションを支える数理応用技術として，バッチプロセ

IoT ソリューションを支える数理応用技術

松井　哲郎  MATSUI, Tetsuro 村上　賢哉  MURAKAMI, Kenya 丹下　吉雄  TANGE, Yoshio

Mathematical Application Technology for IoT Solutions

IoT（Internet of Things）が普及するにつれて，これまでネットワークに接続されていなかった機器が接続され，計測
できていなかったデータが収集できるようになる。収集された多種多様なデータを活用し，価値を見いだして提供するこ

とが重要である。これを実現するため，富士電機はデータ解析や最適化などの数理応用技術を開発してきた。最新の数理
応用技術には，バッチプロセス向け異常診断技術，アンサンブル予測に基づく予兆検出技術，数式処理最適化による省エ

ネ余地可視化技術があり，さまざまな製品やシステムに適用している。

As the Internet of Things (IoT) becomes increasingly widespread, devices which have conventionally not been connected to a network 
will become connected, and likewise, data which traditionally could not be measured will be collected and analyzed.  It is very important 
that the wide variety of collected data should be used to discover and provide value.  In order to achieve this, Fuji Electric has developed a 
mathematical application technology for data analysis and optimization.  The latest mathematical application technologies are being applied 
to various types of products and systems.  These technologies include anomaly diagnosis technology for batch processing, anomaly symptom 
detection based on ensemble prediction, and a technology for visualizing potential energy savings via formula manipulation optimization.
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数理応用技術 データ解析＋人工知能

異常診断

データ獲得 フィードバック

予測・推定 最適化・新価値創出

最適化 高度制御

適用対象と
付加価値

コンポーネントや
システムの問題

<計測機器>

感振センサ ガス分析計 流量計 スマートメータ DCS PLC モータインバータUPS

<監視制御システム> <パワエレ機器>

発電プラント 環境・インフラ ビル・マンション 工場・プラント 船舶・交通

何が起こっているか，
何が原因かを高精度で診断

将来の値を高精度で予測し，
今後何が起こるかを推定

診断結果や予測結果に基づき，
何が最適かを決定

図 1　IoT ソリューションに関連する数理応用技術の全体像

表 1　 代表的な数理応用技術

分　類 技　術 概　要

データ解析技術

連続プロセス向け異常診断技術 プラントの異常な状態（通常と違う状態）を，大量データを分析して自動的に検知する

バッチプロセス向け異常診断技術 プロセス値が一定状態でなく途中で変数間の相関関係が変化するバッチ系プロセスを対象として異常診
断を行う

品質予測技術 製造中の計測データや中間検査結果を基に，最終製品の品質指標を予測する

品質シミュレーション技術 実験計画法で決定した製造条件での品質を試作やシミュレーションで求め，製造条件と品質をモデル化
し，モデル上を探索して最適な製造条件を推定する

ソフトセンシング技術 オンライン測定が可能なデータと測定困難なデータの間で数式モデルを構築し，オンラインで測定困難
なデータを推定する

イベントパターン抽出技術 蓄積されたイベントログデータを分析し，頻出パターンを自動で抽出する

アンサンブル予測に基づく予兆検
出技術

従来，専門家が精査して決定していた学習データや入力変数を，簡易ルールに従って複数のパターンを
用意し，予測時に精度がよいモデルを重視して予測する

異常回避操作提示技術 過去のプラントのイベントログデータを検索し，オペレータの操作によって異常回避を行った操作手順
を候補として提示する

構造ヘルスモニタリング技術 感振センサで計測したデータを基に，最大加速度と最大層間変形角を算出する

最適化技術

エネルギープラント最適運用技術 必要な需要に過不足なくエネルギーを供給しながら，燃料コストを最小化するエネルギー供給プラント
の運転計画を自動的に立案する

エネルギー需要予測技術 暦や気象データ（最高気温，天気など）から，翌日の1時間ごと24点の需要や最大最小需要を予測
する

スーパー・コンビニ向け店舗総合
最適化技術

スーパーマーケットやコンビニエンスストアにおける空調とショーケースの運用（運転停止状態，エネ
ルギーバランス）を最適化し，省エネルギーと環境負荷削減を実現する

数式処理最適化による省エネ余地
可視化技術

最新の数式処理技術を適用してエネルギー供給プラントの最適化モデルを解析し，運用範囲を可視化する
ことにより，理論上の省エネルギー余地や限界を明らかにする

配送計画最適化技術 一つの配送拠点から複数の車両による顧客（配送先）への荷物の配送において，最適なルート（各車両
への割付と配送順）を決定する

高度制御技術

制御性能監視技術 制御性能を四つの指標で定量化して制御系の性能を評価することにより，多数の制御ループの中から改
善が必要なループを効率的に発見する

制御パラメータチューニング技術 プラントの入出力データ（MV，PV）を用いてプラントモデルを同定し，制御の要求仕様（整定時間，
オーバーシュートなど）を満たすPIDパラメータを算出する

モデル予測制御技術 制御対象のモデルを用いて将来のプラントの動きを予測し，制御対象が目標値に収まる最適な操作量を
求めながら制御を行う
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ス向け異常診断技術，アンサンブル予測に基づく予兆検出
技術，および数式処理最適化による省エネ余地可視化技術
について述べる。

3　バッチプロセス向け異常診断技術
⑶

近年，産業・民生分野では，製造工程の設備保全管理や

製造品質管理への要求がますます高まりつつある。製造工
程の一種であるバッチプロセスとは，原料投入，加工・製
造処理，製品・中間製品の払い出しを，同じ設備・装置を

用いて反復的に行うプロセスのことをいう。本稿では，設
備や装置が似た動きを繰り返す対象全般をバッチプロセス

と呼ぶ。例えば，化学分野における重合プロセス，半導体
製造プロセス，射出成型プロセスなどのほかに，適用事例
で述べる冷蔵ショーケースなどの冷却設備がこれに相当す

る。

バッチプロセスでは，センサ技術の進展により各種機
器に多数のセンサが設置され，詳細な状態量の随時計測
が行われるようになっている。そこで富士電機は，バッ

チプロセス向けの多変量統計的プロセス管理（MSPC：
Multivariate Statistical Process Control）による高精度な

異常診断技術を開発した。これにより，製造工程での不良
品製造の防止や設備の予防保全などにおける管理レベルの

向上に大きな効果が期待できる。

3 . 1 　MSPC

統計的プロセス管理とは，統計手法を活用してプロセス

の運転状態を監視することで仕様を満たさない製品の製
造を未然に防ぎ，生産性を向上させる技術のことである。

以前から広く適用されている一変量統計的プロセス管理
（USPC：Univariate Statistical Process Control） は， 品
質に影響を与えるプロセス変数に対して管理限界の上下限
を設定することで異常を診断する技術である。しかし，上
下限の幅が狭すぎる場合は異常を誤検知してしまう恐れが

あり，逆に上下限の幅が広すぎる場合は異常を検知できな

い恐れがある。

これに対して，MSPCは単純な上下限で異常を判定す

るのではなく，変数間の相関関係を考慮して診断する（図

2）。まず正常範囲のデータを主成分分析手法によりモデ

ル化する。そのモデルを用いて図2⒝に示すような楕円
（だえん）形の範囲を正常範囲と定義する。診断時には，

診断対象の変数の値とこの正常範囲との乖離（かいり）度
合いから判定を行う。このように，MSPCでは，USPCで

検知できない異常を正確に検知することが可能である。

3 . 2 　バッチプロセス向けMSPC

一般に，バッチプロセスはプロセス値が一定状態ではな

下限

下限

上限

プ
ロ
セ
ス
値
2

プロセス値1

（a）USPC

上限

プロセス値1とプロセス値2の
関係が正常な範囲から外れてい
るが，上下限内のため，異常と
診断できない

上下限の範囲内は
正常と診断する

プ
ロ
セ
ス
値
2

プロセス値1
（b）MSPC

プロセス値1とプロセス値2の
関係が正常な範囲から外れてい
るため，異常と診断できる

データの分布をモデル化し，
そのモデルの範囲内は正常
と診断する

図 2　異常診断におけるUSPCとMSPCの違い

－ ＝
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値

元データでは，異常がプロファ
イルに埋もれてしまう

標準プロファイルを
差し引くことで，
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元データ

正常時

異常時

標準プロファイル
(正常データから作成 )

標準プロファイル
からの変動分

温　度

時　間 値

時　間

値

時　間

値

時　間

値

時　間

圧
　
力

温　度

圧
　
力

温　度

圧
　
力

標準プロファイルを
差し引く

図 3　バッチプロセス向けMSPC
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く，変数間の相関関係がプロセスの途中で変化する。した

がって，MSPCをそのまま適用すると，工程の進行に応
じた変数間の相関関係の大きな変化に埋もれてしまい，異
常を検出することが難しい。そこで，この問題を解決する

ため，図3に示すようなバッチプロセスの生データから標
準プロファイル（平均的なバッチプロセスの動き）を差し

引くことにより，バッチプロセス中の微小な異常を正確に

検知できるバッチプロセス向けのMSPCを開発した。

3 . 3 　適用事例

バッチプロセス向けMSPCを，コンビニエンスストア

やスーパーマーケットなどで生鮮食料品の販売に用いられ

る冷蔵ショーケースに適用した事例を示す。冷蔵ショー

ケースは，夏季の高温多湿時期には着霜により故障するこ

とがある。故障すると店舗にとっても消費者にとっても大
きな損失を被るため，これを事前に予想して対処するこ

とが必要である。冷蔵ショーケースは一定時間ごとに除霜
処理が行われ，温度などのデータが周期的に変化するため

バッチプロセスとして扱うことができる。

ある実店舗の冷蔵ショーケースにおいて，着霜による高
温警報の発生について診断した例を図4に示す。従来は警
報が発生しないと発見できなかったが，異常発生の約 3週
間前に診断指標が急激に大きくなり，異常兆候を顕著に捉
えることができた。

4　アンサンブル予測に基づく予兆検出技術
⑷

従来，各種プラントの運用においては，監視対象の変
数について上下限を設定して，それに基づいて異常のア

ラームを発報するUSPCが一般に行われている。運転員は，

アラームが発報されないように異常を事前に予想しながら

運転を行う。事前に予知するためには，監視対象の変数の

トレンドを確認することと，アラームの上下限レベルを本
アラームとその前段階のプレアラームの 2 段階で設定し，

プレアラームを監視することが多い。例えば，プレアラー

ムとして上限を，本アラームとして上上限を設定し，上限
のしきい値を超えた場合には，本アラームを発報させない

ように操作を行うことでプラントを安全に運転している。

しかし，この方法ではプレアラームが出たからといって本

アラームが出るとは限らないことや，また，プレアラーム

のしきい値を低く設定すると誤検知が増えてしまうという

問題があった。

富士電機では，この問題を解決するため，蓄積された大
量のデータからプラントの予測モデルを構築し，それを

使って監視対象の動きを予測することにより，異常の発生
を予測する技術を開発した。主な特徴を次に示す。

⒜　プレアラーム後の監視対象の動きも予測できる。

⒝　プレアラームのしきい値を高くしても予測により検
知率を高くできる。

⒞　予測してから本アラームが出るまでの余裕時間を長
くできる。

4 . 1 　アンサンブル予測

数値データから予測モデルを構築する手法としては，統
計モデルやニューラルネットワークを用いることが多い。

統計モデルとしては，重回帰モデル，部分的最小二乗法な

どがある。これらのモデルでは，モデル作成に用いるデー

タの選び方や前処理，説明変数として使用する変数の選び

方，ならびにモデル作成時の各種パラメータの値が，その

予測精度に大きく影響する。従来は，モデル作成条件の適
切な選択や設定を行うために，対象ごとに試行錯誤が必要
であった。また，予測モデルによっては予測精度のばらつ

きが大きくなることがあった。

このような問題を解決するために，学習データやパラ

メータが異なる複数のモデルにおける出力の重み付き平均
値を予測結果とする“アンサンブル予測”を開発した（図

この期間でモデル化

異常判定
しきい値

高温警報の
約3週間前に
異常を検知

着霜による
高温警報発生

この期間で診断評価

0 2 4 6 8 10 12
週
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5）。アンサンブル予測により各モデルの予測精度のばら

つきが平均化され，精度のよい予測を行うことができる。

4 . 2 　適用事例

某ごみ焼却プラントの監視対象の変数について予測した

例を図6に示す。図のケース番号は，実際に異常が発生し

た事象のケースを表す。余裕時間は，異常兆候を検知して

から実際に異常が発生するまでの時間である。異常が発生
した全てのケースにおいて，アンサンブル予測の方が余裕
時間を長くすることができており，これは，運用者が異常
発生に対してあらかじめ余裕を持って対処できることを示
している。

5　数式処理最適化による省エネ余地可視化技術
⑸

富士電機では，工場，事業所などのエネルギーの消費量
や供給量を計測し，設備運転の最適化を図る EMS（Energy 
Management System）の普及に取り組んでいる。EMS
の普及の鍵となるのが，導入による省エネルギー（省エ

ネ）効果と投資回収年数などの事前アセスメントである。

EMSの導入には，計測機器やデータ管理システム，監視
システム，最適化システムなどが必要となるため，初期投
資が高額となることも多い。したがって，初期投資コスト

に見合うエネルギー削減が実現可能かどうかを事前に見極
めることは非常に重要であるが，これを導入前に正確に見
積もることは容易ではない。

富士電機はこの問題を解決するため，設備のエネルギー

効率特性式を基に，最も省エネとなる設備の運転可能範囲
と従来の運転を比較することで省エネの余地を可視化する

省エネ余地可視化ツールを，世界で初めて開発した。

5 . 1 　数式処理

数式処理とは，限定記号消去法などのアルゴリズムを

使って数学の問題を自動的に解く技術である。限定記号消
去法とは，一階述語論理式で表現された限定記号の付いた

多項式から，式の変換と代入を繰り返すことで限定記号付
きの変数を全て消去した同値な多項式系に変換する方法で

ある。省エネ余地の可視化では，エネルギー供給設備の特

性式や運転制約条件などの式の集まりを，負荷と供給コス

トのみの式の集まりに限定記号消去法により変換するもの

である。これにより負荷と供給コストの関係を可視化でき

る。

5 . 2 　省エネ余地可視化ツール

省エネ余地可視化ツールは，対象とするエネルギー供給
設備のエネルギー効率特性や出力上下限などの運転上の制
約条件を数式処理で解くことによって，制約条件を満たし

た上での運転可能範囲を求め，従来運転と比較することで

省エネ余地を可視化する。

ここでいう設備の運転可能範囲とは，単なる設備能力の

上限の合算値ではない。前述した出力上下限，エネルギー

需給バランスなどの設備運転上の制約条件を満たしながら

運転した場合の運転可能範囲である。図7に示すように，

負荷と負荷に供給するエネルギーコストの関係で運転可能
範囲を図示できる。運転可能範囲の最下辺がコスト最小と

なる運転となり，運転実績との差から省エネ余地を容易に

把握することができる。

5 . 3 　適用事例

ターボ冷凍機 4台で空調負荷を賄う設備について，数式
処理により可視化を行った例を図8に示す。図8⒝に示す

ように 4 台のターボ冷凍機はエネルギー効率特性や出力上
下限が異なっているため，単純な均等出力配分や台数制御
では効率的な運転が難しい。

図8⒞に可視化結果を示す。横軸は全体の空調負荷L，
縦軸は受電電力合計P であり，図の塗りつぶされた範囲
が運転可能範囲を示している。横軸の負荷に対して縦軸の

受電電力の幅が狭い部分は，運転の自由度が少ないことを

意味する。例えば，負荷が 100 kWでは 3 本の線で表され

ている運転可能範囲はターボ冷凍機 1，2，4に対応してお

り，中でもターボ冷凍機 1が最も効率がよく受電電力が低
いことを示している。また，負荷が 400 kWのように負荷
に対して縦軸の受電電力の幅が広い部分では複数台の設備
を組み合わせて運転するため，各設備の出力配分によって

受電電力が大きく変わることを示している。また，●は従
来運転を，▲は従来運転に対応した最適運転の状態を表し

ており，この差分が省エネ余地である。この差が大きい領
域では最適化による省エネ効果が大きい。

このように，省エネ余地可視化ツールを使用することに

アンサンブル予測を使用
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より，さまざまな運用条件での EMSの導入による経済効
果をあらかじめ知ることができる。また，既に導入されて

いる EMSに，本ツールを適用することにより EMSの運
用状態に対する最適性のチェックや設備特性などの前提条
件の確からしさが確認できる。さらに，エネルギー供給設
備の更新や新規増設を検討している場合は，更新や増設に

よって得られる省エネ効果をあらかじめ定量的に知ること

ができる。

6　あとがき

IoTソリューションに関連する数理応用技術の全体像，

および最新の数理応用技術として，バッチプロセス向け異
常診断技術，アンサンブル予測に基づく予兆検出技術，数
式処理最適化による省エネ余地可視化技術について述べた。

今後，実プラントへの適用を通じて，より完成度の高い技
術の確立を目指した取組みを続け，新たな顧客価値を生み

出していく所存である。
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解説1　SIL

Safety Integrity Levelの略である。安全度水準を示し，

対象となるシステムの安全機能に必要な信頼性のレベルを

示す。安全機能に要求される信頼度レベルが最も低い SIL 
1から，最も高い SIL 4までの 4 段階に分けられる。IEC 
61508-1では，低頻度の動作が要求される場合と高頻度ま

たは連続の動作が要求される場合について，それぞれ次の

ように定義されている。

p.147

表1　安全度水準の定義

SIL 低頻度動作要求
＊1

SIL
高頻度作動要求または連続

モード
＊2

4 10－5 以上 10－4 未満 4 10－9 以上 10－8 未満

3 10－4 以上 10－3 未満 3 10－8 以上 10－7 未満

2 10－3 以上 10－2 未満 2 10－7 以上 10－6 未満

1 10－2 以上 10－1 未満 1 10－6 以上 10－5 未満

＊1： 要求機能の達成に失敗する平均確率を表す
＊2：単位時間当たりの危険な故障の確率を表す
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SiC ハイブリッドモジュールの製品系列（600V・
1,200V・1,700V）
Product Line-Up of SiC Hybrid Modules (600 V, 1,200 V, 1,700 V)

仮番 2015-19

近年，地球温暖化の進行を抑制するため，CO2をはじ

めとした温室効果ガスの排出量の低減が求められてい

る。これを実現するために，さまざまな分野でさらなる

省エネルギー（省エネ）化を進める必要がある。インバー

タに代表されるパワーエレクトロニクス（パワエレ）機
器の省エネ化を進めるためには，パワーデバイス，回路，

制御などの構成要素の技術革新が必要であり，パワーデ

バイスではさらなる低損失化を達成していくことが重要
な使命である。

現在の代表的なパワーデバイスである IGBT（Insulated 
Gate Bipolar Transistor）モジュールには，Si（シリコン）

の IGBTチップと FWD（Free Wheeling Diode）チップ

を用いている。しかし，これらの Siデバイスの性能は，

物性に基づく理論的限界に近づきつつあり，今後大幅な

低損失化が期待できない。そこで，高耐熱性や高破壊電
界耐量などの優れた特性を持つ SiC（炭化けい素）デバイ

スを採用することにより，Siデバイスでは実現が困難で

あった低損失化が可能になる。SiCを用いたパワーデバイ

スを搭載することにより，インバータの高効率化や小型
化が期待されている。

富士電機では，耐圧が 600V，1,200V，1,700Vの SiC-

SBD（Schottky Barrier Diode）の開発を完了し，これら

の SiC-SBDと Si-IGBTを組み合わせて従来パッケージ

に収めた SiCハイブリッドモジュールを製品化した（図1）。

1　特　徴

SiCハイブリッドモジュールでは，従来の Siモジュー

ルと同じパッケージを採用して互換性を持たせた。ダイ

オードには富士電機製の SiC-SBDチップ（耐圧：600V， 
1,200V， 1,700V）を採用し，IGBTには第 6 世代「Vシ

リーズ」チップを採用した。1,700V・400A 定格品にお

いて，従来の Siモジュールに比べて約 26%損失を低減し

ている。

1 . 1 　製品系列

表1に SiCハイブリッドモジュールの製品系列を示す。

今回，PIM（Power Intelligent Module）， 6 in 1，2 in 1の
回路構成のモジュールを開発した。PIMにはコンバータ

部やブレーキ部を内蔵している。 

1 . 2 　インバータの発生損失

M277パッケージの 1,700V・400A 定格品を例として，

これを搭載したインバータの発生損失について述べる。図

2に，インバータにおける発生損失のシミュレーション

結果を示す。キャリア周波数fCは 2 kHzが最も一般的に

使用されており，このキャリア周波数のとき，SiCハイ

ブリッドモジュールを搭載したインバータの発生損失は，

Siモジュールを搭載した場合に比べて約 26%低減できる。

臼井　亮輔 *  USUI, Ryosuke

*    富士電機株式会社電子デバイス事業本部事業統括部モジュール技
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SiC ハイブリッドモジュールの製品系列（600V・1,200V・1,700V）

2016-S03-2

また，キャリア周波数が高くなると，この低減の割合は

大きくなり，インバータの高周波動作における高効率運
転が期待できる。

2　特　性

2 . 1 　逆回復損失の低減

図3に，SiCハイブリッドモジュールと Siモジュール

の逆回復波形の比較を示す。SiCハイブリッドモジュール

は，逆回復電流のピーク値がかなり小さい。これは SiC-

SBDはユニポーラデバイスであるため，少数キャリアの

注入がないことに起因する。400A 定格品の SiCハイブ

リッドモジュールの逆回復損失は，Siモジュールに比べ

て 99% 低減している。

2 . 2 　ターンオン損失の低減

FWDにおける逆回復電流のピーク値は，対向アームの

IGBTにおけるターンオン電流のピーク値に反映される。

逆回復電流のピーク値を小さくすると，ターンオン電流
のピーク値も小さくなるため，ターンオン損失を低減で

きる。図4に，SiCハイブリッドモジュールと Siモジュー

ルのターンオン波形の比較を示す。逆回復波形と同様に，

ターンオン電流のピーク値がかなり小さい。400A 定格品
の SiCハイブリッドモジュールのターンオン損失は，Si
モジュールに比べて 52% 低減している。

表 1　 SiC ハイブリッドモジュールの製品系列

パッケージ 回路
構成

外形
W×D（mm）定格電圧（V）定格電流（A）

EconoPIM*1
M712 PIM 62×122

600 50, 75, 100

1,200 35, 50

EconoPACK*1
M633 6in1 62×122 1,200 100

Standard 2-pack
M276

2in1

62×108 1,200 300

Standard 2-pack
M277 80×110 1,700 400

＊1：  EconoPIM, EconoPACK：Infi neon Technologies AGの商標または登録
商標

Tj=150℃, Ic=177 A, Ed=1,073 V, Fo=50 Hz 
cosφ=0.85, λ=1.0, 3 相 PWM
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図 2　インバータ発生損失のシミュレーション結果
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図 3　逆回復波形

Vcc=900 V, I c=400 A, VGE=+15 V/－15 V, Rg=1Ω, 
T j=125℃

（a）SiCハイブリッドモジュール
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（b）Si モジュール

VGE：20 V/div
VCE：200 V/div
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図 4　ターンオン波形
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SiC ハイブリッドモジュールの製品系列（600V・1,200V・1,700V）

2016-S03-3

（2016年 4月12日Web公開）

発売時期
2016 年 6 月以降順次

お問い合わせ先
富士電機株式会社
営業本部半導体統括部営業第一部
電話（03）5435-7152
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2016-S04-1

新デジタル形送電線保護リレー装置（DUJ形）
New Digital Transmission Line Protection Equipment (Type DUJ)

電力系統・設備を電撃などによる事故から守るための

保護リレーシステムは，電力品質を確保する上で高い性
能・品質が求められる。長距離にわたって自然の厳しい

条件にさらされる送電線を保護する送電線保護リレー装
置は，事故区間を高速かつ確実に分離し，事故がなくな

れば速やかに復旧させるものであり，保護リレーシステ

ムの中で重要な位置付けにある。

今回，高い性能と品質を確保した新デジタル形送電線
保護リレー装置（DUJ 形）を開発した（図1）。

1　特　徴

新デジタル形送電線保護リレー装置（DUJ 形）の主な

特徴は次のとおりである。

⒜　代表的な送電線保護リレー装置には，送電線の二
つの回線の故障電流の差から故障回線を判定する回
線選択保護リレー装置と，対象とする送電線の電流
電圧から求めたインピーダンスが所定値以下になっ

たら故障区間であると判定する距離保護リレー装置
とがある。これらの保護リレー装置の標準化を図る

ため同じハードウェアにて構成した。これにより，

電力系統の構成および運用を変更するときに，保護
リレー装置を容易に取り替えることができる。

⒝　主演算部にユニット型デジタルリレーを採用し，図

2に示すように，従来，機能ごとにばらばらだった

ユニットを演算ユニットと周辺ユニットの二つにま

とめた。これにより，ユニットごとの交換が容易に

なった。

⒞　デジタルリレー部を従来よりも高性能でコンパク

トにし，信頼性と保守性を向上させた。

⒟　Web 機能の搭載により，PCをヒューマンインタ

フェースとして使えるようにした。また，ユニット

前面で運用状態などの基本的な情報が確認できる表
示部を設けた。

⒠　JEC-2501-2010に準拠した耐ノイズ性能を実現し

た。

2　機能と構成

2 . 1 　機　能

回線選択保護リレー装置は，短絡回線選択リレー（50S
〈注〉

）

や地絡回線選択リレー（50G），さらに零相循環電流対策
として変化幅地絡回線選択リレー（50ΔG）を採用してい

る。

〈注〉  50Sほか：日本電機工業会規格 JEM1090が規定する制御器具

番号を示す。発電，送電，配電，受電など，電力用設備にお

ける電気系統の機器，装置およびそれらの機能を示す記号と

して用いられる。

千原　　勲 *  CHIHARA, Isao

*    富士電機株式会社発電・社会インフラ事業本部社会システム事業

部電力流通総合技術部

350

補助リレー
収納部

デジタルリレー部
※将来のユニット
　交換対象

試験用端子・
外線端子台
収納部

図 1　新デジタル形送電線保護リレー装置（距離保護リレー装置）

デジタル
リレー部

ユニット
取出し

正　面 側　面

演算
ユニット

周辺
ユニット

直流電源ユニット

操作パネル

演算ユニット

Di ユニット，
Doユニット

入力変換ユニット

（b）従来型装置（a）新型装置

DC/DC

DiDoDo
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図 2　従来型装置と新型装置の比較
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新デジタル形送電線保護リレー装置（DUJ形）

2016-S04-2

サイリスタによる高速化を行い，回路の信頼性を確保す

るため断線監視を行っている。

両ユニット間はケーブル接続により汎用性を持たせた。

配線の接続は，着脱式端子台やコネクタ方式を採用した

ので配線を取り外すことなくユニット交換が容易に行え

る。さらに，デジタルリレー部を二つのユニットにまと

めたのでコンパクトかつ軽量になり，専用治具を使わず

に容易にユニットが交換できる。

2 . 4 　ヒューマンインタフェース

整定・設定操作は遠隔での PCによる運用保守ができる

ように，Webブラウザをヒューマンインタフェースに採
用した。各種操作・表示確認画面は全面的に見直し，操
作性・視認性を向上させた。演算ユニットにWebサーバ

機能を担うWebボードを実装し，PCやネットワークに

接続するための LANコネクタをユニットの前面と背面に

設けた。前面のコネクタは現場操作接続（ローカル接続）

用とし，背面のコネクタは遠隔操作接続（リモート接続）

用とすることで，演算ユニット前面パネルに設けたスイッ

チにより LAN接続の切替えが行えるようにした。

ログイン時にはパスワードを設け，一部の設定操作を

ローカル接続時のみ操作可能にするなど，セキュリティ

向上を図った。

PC 上の画面には，トリップ（装置動作）時の全てのリ

レーの動作，入力電気量（電流，電圧），運用設定の状態
を表示する画面を設け，装置の動作解析が容易に行える

ようにした。さらに，リレーの動作，入力電気量を時系
列に記憶したデータセーブ情報のダウンロード機能を設

距離保護リレー装置は，短絡距離リレー（44S）や地絡
方向リレー（67G）を採用している。

なお，回線選択保護リレー装置と距離保護リレー装置
のいずれも，事故復旧を確認して遮断器を投入する再閉
路機能を備えている。

2 . 2 　装置構成

新デジタル形送電線保護リレー装置は図1に示すとお

り，補助リレー収納部，デジタルリレー部，試験用端子・
外線端子台収納部で構成される。

回線選択保護リレー装置と距離保護リレー装置の筐体
（きょうたい）には，実績があり信頼性の高いフレーム構
造を採用し，標準化している。

2 . 3 　デジタルリレー部

図3に示すようにデジタルリレー部は，主演算部であ

る演算ユニットと，入力変換部などの入出力部を収納し

た周辺ユニットの二つのユニットからなる構成とした。

デジタルリレー部の仕様概要を表1に示す。

演算ユニットには，新たに開発したユニット型デジタ

ルリレーを採用した。主演算部の処理能力が，CPUク

ロックの周波数上昇と CPU内部メモリの使用により，従
来型装置より 10 倍以上向上した。デジタル入出力（Di，
Do）機能などは，集約し，装置内での増幅用補助リレー

や配線接続を最小限にした。

補助変成器や遮断・投入回路で構成されている周辺ユ

ニットの入力変換部は，1Aおよび 5A 定格仕様から選択
できるようにしている。遮断・投入回路の最終段出力は

演算ユニット

周辺ユニット

電源ボード

データメモリ

整定メモリ
時　計

共有メモリ

MD（CPU1）
主検出リレー

FD（CPU2）
事故検出リレー

表示・操作部

Dio ボード

マザーボード

Di ボード

リレー出力

DC110 V/DC5 V DC5V

遮断指令 投入指令

SST周辺ボード

制御電源
入力 DC110 V

接点
入力　

アナログ
入力

接点
出力

LAN

フ
ォ
ト
カ

プ
ラ
絶
縁

Doボード

CPU

Webボード

A/D

補助変成器
PCT周辺ボード

電源ボード
DC110 V/DC24 V

A/D

Ai ボード

AF AF

図 3　デジタルリレー部のハードウェア構成

表 1　 デジタルリレー部の仕様概要

項　目 仕　様

演算部CPU 32ビットRISCマイコン 
（177MHz）

アナログ入力

準拠規格 JEC-2502-2010

点　数 最大12点 

AD変換分解能 16ビット

AD変換サンプリ
ング周期 電気角3.75°

デジタル入出力
Di 点数 24点（24点 /1ボード）

Do点数 48点（24点 /2ボード）

LAN
Ethernet＊タイプ 10BASE-T/100BASE-T

準拠規格 IEEE 802.3

耐ノイズ性能 JEC-2501-2010

自動監視 電気協同研究第二世代デジタルリ
レー相当

データセーブ

保存回数 10回（トリップ，リレー動作，
自動監視異常）

保存間隔 電気角30°

保存サイクル 10 サイクル

入力変換部
定格電流 1A，5A

定格電圧 63.5V

＊   Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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新デジタル形送電線保護リレー装置（DUJ形）

2016-S04-3

（2016年 8月23日Web公開）

けることで，装置の応動を詳細に解析できるようにした。

新デジタル形送電線保護リレー装置では，図4に示す

ように PCによるヒューマンインタフェースを基本とする

一方で，現場で PCを接続しなくても装置の運用状態など

が確認できるように配慮した。演算ユニットの前面パネ

ルに視認性に優れたドットマトリックス LED表示器を採
用し，各種確認用ボタンを押下することで装置の状態を

確認できるようにした。

発売時期
2016 年 3 月

お問い合わせ先
富士電機株式会社
発電・社会インフラ事業本部社会システム事業部
電力流通総合技術部
電話（042）583-6480

状態表示 LED ドットマトリックス
LED表示器

各種情報確認スイッチ

LAN切替スイッチ

PCによる
ヒューマン
インタフェース

図 4　演算ユニット前面パネルの外観
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2016-S05-1

屋外設置が可能なデジタルサイネージ型自動販売機
Outdoor Digital Signage Vending Machine

屋外・屋内のあらゆる場所で稼動している自動販売機
に対して，近年では，新たな付加価値としてデジタルサ

イネージの活用が求められている。富士電機は，2010 年
に業界初の量産型のデジタルサイネージ型自動販売機を

市場に投入した。

このデジタルサイネージ型自動販売機の普及を図るた

め，富士電機は市場が要求する仕様と価格に応えた普及
型のデジタルサイネージ型自動販売機「FAE36M6RD6N4」
を製品化した。タッチパネルの誤検知防止および液晶ディ

スプレイとコントロール基板の高温対策により，屋外設
置が可能である。外観を図1に，仕様を表1に示す。

1　タッチパネルの誤検知防止

タッチパネルの検知方式として，イメージセンサ方式
を採用した（図2）。この方式は，ガラスの表面に電極や

導電膜を配置する必要がなく，クリアな視認性を実現する。

イメージセンサ方式は，直射日光や雨などを誤認識し

てしまうという欠点があり，屋外での使用には適さない

と考えられていた。これに対して，直射日光や雨，雪を

除去する独自のアルゴリズムと，センサへの雨水の付着
を防ぐ防滴ファン構造を開発し，屋外への設置を可能に

した。

⑴　独自アルゴリズム

⒜　雨や雪の誤検知を防止するために，1 秒間のタッチ

数がしきい値を超えると，人による操作ではなく雨
や雪によるものであると判断し，該当する検知デー

タを除去する。

⒝　直射日光による誤検知を防止するために，イメー

ジセンサが撮影した，光で飽和した画像について，

赤外光の有無による画像を比較することで，該当す

る検知データをノイズとして除去する。

⒞　異物による誤検知を防止するために，一定時間を

経過しても存在し続ける座標の検知データを除去す

る。

葛山　　悟 *  KATSURAYAMA, Satoru 松本　雅弘   MATSUMOTO, Masahiro

 *  富士電機株式会社食品流通事業本部生産統括部三重工場設計第一部
  富士電機株式会社食品流通事業本部生産統括部三重工場設計第三部

図 1　デジタルサイネージ型自動販売機

表1　デジタルサイネージ型自動販売機の仕様

項　目 仕　様

型　式 FAE36M6RD6N4

外形寸法 W1,181×D720×H1,830（mm）

製品質量 291kg

商品展示 46インチLCD（画像）

選択ボタン 46インチLCD（画像）

商品選択方式 イメージセンサ方式タッチパネル

販売商品 細缶，中太缶，太缶，PET，ボトル缶など

冷　媒 HF0-1234yf

消費電力量 1,500kWh/y

右上センサ左上センサ

図 2　イメージセンサによるタッチ位置の検出
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屋外設置が可能なデジタルサイネージ型自動販売機

2016-S05-2

面の雰囲気温度が一定温度以上にならないように制御す

る温度制御機能を搭載した。

また，液晶ディスプレイも同様に高温になる。夏季の

温度では通常の液晶は黒化してしまうので，耐熱液晶を

採用した。さらに，直射日光下では画面が見えにくくな

るため，高輝度タイプの自動販売機用液晶ディスプレイ

を開発し，搭載した。これらの対策により，液晶ディス

プレイの屋外への設置を可能とした。

⑵　自動販売機用コントロール基板
自動販売機用コントロール基板には，高性能マイクロ

プロセッサ ARM（Cortex-A9
〈注 1〉

）を搭載し，Linux
〈注 2〉

を OS
に採用した。これまでのデジタルサイネージ型自動販売
機では市販の PCを搭載していたため，使用する温度と湿
度の環境に制限があった。今回，コントロール基板を自
動販売機の設計基準で設計することで，制限をなくした。

通常の自動販売機の設置環境下においても耐えうる信頼
性を確保し，屋外仕様を実現した。

発売時期
2016 年 3 月

お問い合わせ先
富士電機株式会社
食品流通事業本部営業統括部営業第三部
電話（03）5435-7077

⑵　防滴ファン構造
イメージセンサに雨水が付着すると，画像がゆがんで

しまい人による操作を認識できない。そこで，イメージ

センサに庇（ひさし）を設けて，通常の雨であれば雨水
が浸入しないようにした。さらに，雨水がイメージセン

サに付着するほどの吹込みがあっても，ファンとダクト

からなる防滴ファン構造を採用することでイメージセン

サに付着する雨水を吹き飛ばす風量を確保し，タッチ位
置を検出できるようにした（図3）。

この防滴ファンの動作条件は，雨による誤検知を防止
するアルゴリズムを応用したものである。雨を検知する

と防滴ファンは自動的に動作し，雨水を吹き飛ばす。

2　 液晶ディスプレイとコントロール基板の高温対
策

⑴　液晶ディスプレイ

自動販売機の扉に取り付けたタッチパネルは，周囲の

温度や日射の影響により，屋内に設置したときよりも高
温になる。タッチパネルの温度を下げる機能として，温
度センサに連動した空冷ファンにより，タッチパネル背

（2016年 8月26日Web公開）

〈注 1〉  ARM，Cortex：ARM Limited（またはその子会社）の EU

またはその他の国における商標または登録商標

〈注 2〉  Linux：Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における

商標または登録商標

ファン

ダクト

イメージセンサ

図 3　防滴ファン構造
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2016-S06-1

第2世代低損失SJ-MOSFET「Super J MOS S2
シリーズ」「Super J MOS S2FDシリーズ」
2nd-Generation Low-Loss SJ-MOSFET “Super J MOS S2 Series” and “Super J MOS S2FD 
Series”

近年，地球温暖化防止などを背景にして，太陽光発電
や風力発電などの再生可能エネルギーの普及が進んで

いる。しかしながら，社会インフラ，自動車，産業機
械，IT 機器，家電製品などの分野でエネルギー消費量が

増加しており，エネルギーをいっそう効率的に利用する

ために電力変換技術の重要性が増している。電力変換機
器には，高効率，高電力密度，低ノイズといった要求が

あり，その電力変換部で使用されているパワーMOSFET
（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）
などの半導体スイッチング素子には，小型で低損失，低
ノイズが求められている。

富士電機はこのような要求に応えるため，素子の耐
圧BVDSSとオン抵抗のトレードオフ関係を改善し，かつ

ターンオフスイッチング時の跳ね上がり電圧を抑制する

ことで，使いやすく，電力変換機器の変換効率を向上で

きる第 2 世代低損失 SJ-MOSFET「Super J MOS S2シ
リーズ」（S2シリーズ），および S2シリーズよりも内蔵
ダイオードを高速化した「Super J MOS S2FDシリーズ」

（S2FDシリーズ）を発売した。それぞれの製品系列と主

要特性を，表1と表2に示す。

1　特　徴

Super J MOS S2シリーズとSuper J MOS S2FDシリー

ズの特徴は次のとおりである。

⒜　単位面積当たりのオン抵抗Ron・A を従来比で約
25%低減した。

⒝　ターンオフ損失Eoff の低減とターンオフスイッチン

グ時の跳ね上がり電圧（VDSサージ）の抑制とを両立
させた。VDSサージが 480VのときのEoff を約 30µJ
低減した。

⒞　充放電時発生損失EOSSを従来比で約 30%低減した。

⒟　トータルゲート電荷量QGを従来比で約 30% 低減
した。

⒠　S2FDシリーズは，S2シリーズに対して内蔵ダイ

オードの逆回復時間trrを約 50%低減した。

渡邉　荘太 *  WATANABE, Sota

*    富士電機株式会社電子デバイス事業本部事業統括部ディスクリー

ト・IC 技術部

表 1　「Super J MOS S2シリーズ」の製品系列と主要特性

VDS（V）
RDS（on）

max. （mΩ） ID（A）

製品系列

TO-247
パッケージ

TO-3P
パッケージ

TO-220
パッケージ

TO-220F
パッケージ

TO-252
パッケージ

600

25.4 95.5 FMW60N025S2 － － － －

40 66.2 FMW60N040S2 － － － －

55 49.9 FMW60N055S2 － － － －

70 39.4 FMW60N070S2 － － FMV60N070S2 －

79 37.1 FMW60N079S2 － FMP60N079S2 FMV60N079S2 －

88 32.8 FMW60N088S2 － FMP60N088S2 FMV60N088S2 －

99 29.2 FMW60N099S2 － FMP60N099S2 FMV60N099S2 －

125 22.7 FMW60N125S2 － FMP60N125S2 FMV60N125S2 －

160 17.9 FMW60N160S2 － FMP60N160S2 FMV60N160S2 －

190 15.5 FMW60N190S2 FMH60N190S2 FMP60N190S2 FMV60N190S2 －

280 10.4 － FMH60N280S2 FMP60N280S2 FMV60N280S2 FMD60N280S2

380 8.1 － － FMP60N380S2 FMV60N380S2 FMD60N380S2
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を大きくすることなく低減する必要がある。そのためには，

図2に示すスーパージャンクション構造などのRon・A を

低減する技術が必要不可欠となる。S2シリーズでは不純
物拡散プロセスを改善して，n 形領域の不純物濃度を高
く保ち，抵抗値を低減した。これにより，Ron・A が S1シ
リーズでは 20mΩ・cm2であったものが，S2シリーズで

は 15mΩ・cm2になり，25% 低減させた。

3 . 2 　Eoff の低減とVDS サージの抑制
図3にEoff とVDSサージのトレードオフ特性を示す。VDS

サージとゲート誤オンを抑制するためにVGS（th）の最適化
と内部抵抗Rgの最適化を行うことにより，同一VDSサー

ジにおいて，S2シリーズは S1シリーズよりもEoff が小さ

く，Eoff とVDSサージのトレードオフ特性を改善している。

3 . 3 　軽負荷時損失の低減

電源が軽負荷で動作しているときにはMOSFETに流
れる電流が小さく，全体損失に占める導通損失の割合が

小さくなるため，ドライブ損失とEOSSの占める割合が増

2　適用事例

電源の FB-LLC 電流共振回路に，S2シリーズと従
来製品「Super J MOS S1シリーズ」（S1シリーズ）の

600V/70mΩ（max.）品を搭載して比較評価を行った（図

1）。このときの入出力条件は，入力電圧が 230V，出力電
圧が 53.5 V，外付け抵抗RGが 5.1Ωである。

S2シリーズは，ゲート振動による誤オンを抑制し，Eoff 
とVDSサージのトレードオフ特性を改善してQGとEOSSを
低減した。このことから，全負荷領域において S1シリー

ズよりも高効率となり，より高効率で高信頼性の電源が

実現できる。

3　背景となる技術

3 . 1 　低オン抵抗化

パワーMOSFETの導通損失を低減するためには，導
通時のオン抵抗を低減する必要があるが，パッケージに

搭載できるチップサイズに制約があるためチップサイズ

表 2　「Super J MOS S2FD シリーズ」の製品系列と主要特性

VDS（V）
RDS（on）

max. （mΩ） ID（A）

製品系列

TO-247
パッケージ

TO-220
パッケージ

TO-220F
パッケージ

600

27 95.5 FMW60N027S2FD － －

43 66.2 FMW60N043S2FD － －

59 49.9 FMW60N059S2FD － －

75 39.4 FMW60N075S2FD － FMV60N075S2FD

84 37.1 FMW60N084S2FD FMP60N084S2FD FMV60N084S2FD

94 32.8 FMW60N094S2FD FMP60N094S2FD FMV60N094S2FD

105 29.2 FMW60N105S2FD FMP60N105S2FD FMV60N105S2FD

133 22.7 FMW60N133S2FD FMP60N133S2FD FMV60N133S2FD

170 17.9 FMW60N170S2FD FMP60N170S2FD FMV60N170S2FD

95.0
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94.0
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図 1　変換効率特性
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図 2　SJ-MOSFETのスーパージャンクション構造

新
製
品
紹
介

富士電機技報　2016 vol.89 no.3

214（80）



第2世代低損失SJ-MOSFET 「Super J MOS S2シリーズ」 「Super J MOS S2FDシリーズ」

2016-S06-3

最適化によってドライブ損失の指標であるQGをS1シリー

ズに対し，VGSが 10Vのとき約 30%低減した。また，図

5のEOSS 特性に示すように，VDSが 400VのときEOSSを
約 30%低減した。これにより，負荷が 300Wの軽負荷時
の変換効率が 0.73% 向上した。

発売時期
2016 年 3 月

お問い合わせ先
富士電機株式会社
電子デバイス事業本部営業統括部営業第三部
電話（03）5435-7156

える。例えば，図1の特性における 600W以下の動作で

ある。そこで，図4のQG 特性に示すように，表面構造の

（2016年 9月14日Web公開）
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高速ディスクリート IGBT「High-Speed Wシリーズ」
High-Speed Discrete IGBT “High-Speed W-Series” 

世界のエネルギー需要は増加の一途をたどっており，

よりいっそうの省エネルギー（省エネ）化が求められて

いる。このような中，電力変換の高効率化や，電気機器
の小型化など，パワーエレクトロニクス技術に寄せられ

る期待は非常に大きい。

例えば，建設現場などで使用するインバータ溶接機は，

持運びをより容易にするために，より小型で軽量である

ことが求められる。そのため，無停電電源装置（UPS：
Uninterruptible Power System）やパワーコンディショ

ナ（PCS：Power Conditioning Sub-system）と同様に，

使用するデバイスに対して，高速スイッチングが可能で

低損失であることが要求される。

これらの機器の性能の一つである電力変換効率を向上
する上でスイッチングデバイスの低損失化の要求が強く，

特に 20 kHz 以上で動作する機器では，リアクトルの小型
化を可能にする高速スイッチング時の低損失特性が求め

られる。

富士電機は，オン電圧とスイッチング特性のトレード

オフを改善し，インバータ溶接機の小型化，UPSや PCS
の高効率化を実現する高速ディスクリート IGBT「High 
Speed Wシリーズ」を開発し，発売した（図1）。

1　特　徴

High Speed Wシリーズの特徴は次のとおりである。

⒜　高周波駆動対応（20〜 100 kHz）

⒝　ターンオフ損失約 40%低減（従来比）（図2）

⒞　定格 650V/40〜 75A，1,200V/25，40A（表 1）
⒟　パッケージ：TO-247（オール鉛フリーはんだ）

2　適用事例

インバータ溶接機への適用事例について述べる。イン

バータ溶接機では，過熱保護が働くまでの時間が長いデ

バイスが求められ，デバイスのケース温度上昇を低く抑
えられることが重要視される。インバータ溶接機を 100%
負荷で動作させた際の，IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）のケース温度上昇の評価結果を図3に示す。

従来のインバータ溶接機では，スイッチング周波数を

原　　幸仁 *  HARA, Yukihito

*    富士電機株式会社電子デバイス事業本部事業統括部ディスクリー

ト・IC 技術部

図 1　「High-Speed Wシリーズ」
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3 . 1 　IGBTチップ

図4に示すように High-Speed Wシリーズでは，従
来品に対して寄生容量を大幅に低減させた活性部構造
とフィールドストップ層の最適化，ホールの注入を

抑制するコレクタ層の採用，基板の薄化などにより，

VCE（sat）-Eoff のトレードオフを改善した。また，駆動周波
数をさらに高くすることができるよう，低Eoff 特性に重点
を置いて設計した。

また，600V 系の IGBTでは，電圧マージンを確保する

ため高電圧化の要求が強くなっており，定格電圧を 650V
とした。

3 . 2 　FWDチップ

IGBTと同様にスイッチング損失を重視した設計として

おり，従来品の FWD（Free Wheeling Diode）をベース

にドリフト層の厚さを最適化することで，低いリカバリー

損失を維持したまま，650V 保証が可能な FWDとした。

一方，1,200Vの FWDは，低リカバリー損失特性を

持っている従来品と同一の FWDを使用している。

3 . 3 　パッケージ

従来品と同様に，業界標準の TO-247パッケージを採

20 kHz 程度で動作させることが主流であったが，今回評
価したインバータ溶接機では，単相モデルが 58 kHz，三
相モデルが 43 kHzである。High-Speed Wシリーズを適
用することで，IGBTのケース温度上昇を従来品である

「High-Speed Vシリーズ」に対して約 30%抑えることが

できた。

3　背景となる技術

近年，インバータ溶接機では，スイッチング周波数を

高める傾向が高まっている。また，UPSや PCSでは，ス

イッチング周波数は 20〜 40 kHz 程度で動作させること

が多い。このことから，高速スイッチング動作が可能で

あり，かつ低損失特性のディスクリート IGBTの設計を

行った。

表 1　 「High-Speed Wシリーズ」

VCE パッケージ
IC（TC=100℃）

内蔵ダイオード
25A 40A 50A 60A 75A

650V TO-247

－ FGW40N65WD FGW50N65WD FGW60N65WD － あり
（定格IF= 定格IC・1/2）

－ FGW40N65WE FGW50N65WE FGW60N65WE FGW75N65WE あり
（定格IF= 定格IC）

－ FGW40N65W FGW50N65W FGW60N65W FGW75N65W なし

1,200V TO-247

FGW25N120WD FGW40N120WD － － － あり
（定格IF= 定格IC・1/2）

FGW25N120WE FGW40N120WE － － － あり
（定格IF= 定格IC）

FGW25N120W FGW40N120W － － － なし

（a）単相モデル（200 Aモデル）

従来品
FGW50N60HD

High-Speed Wシリーズ
FGW50N65WD

Vin=AC220 V（1P），fsw=58 kHz，
Io=200 A（100%負荷）

Vin=AC380V（3P），fsw=43 kHz，
Io=230 A（100%負荷）
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図 3　インバータ溶接機評価結果
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お問い合わせ先
富士電機株式会社
電子デバイス事業本部営業統括部営業第三部
電話（03）5435-7161

用している。チップ下のはんだには鉛フリーはんだを適
用しており，RoHS 指令（EU2011/65/EU）に適合してい

る。また，ヒートサイクルやパワーサイクルなどで高い

信頼性を確保している。

発売時期
定格 1,200V 品 ：2015 年 9 月
定格 650V 品 ：2015 年 12 月

（2016年 9月20日Web公開）
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略語（本号で使った主な略語）

API Application Programming Interface 
BLE Bluetooth Low Energy 
BRM Battery Remote Checker 
CBM Condition Based Maintenance 状態監視保全
CPS Cyber Physical System 
CSMS Cyber Security Management System 
DC Distribution Center 
DCS Distributed Control System 分散型制御システム

DE Diff erential Evolution 差分進化法
DMC Drive Master Controller 
EMS Energy Management System  エネルギーマネジメントシステム

EPC Engineering Procurement Construction 
FWD Free Wheeling Diode 
HMI Human Machine Interface 
IaaS Infrastructure as a Service 
ICT Information and Communication Technology 
IDF Induced Draft Fan 誘引ファン

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor  絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ

IIC Industrial Internet Consortium 
IMES Indoor Messaging System 
IoT Internet of Things 
IPP Independent Power Producer 
KPI Key Performance Indicator 
LDG Linz-Donawitz Converter Gas 転炉ガス

MEMS Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム

MES Manufacturing Execute System 製造実行システム

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eff ect Transistor 
MSPC Multivariate Statistical Process Control 多変量統計的プロセス管理
MV Manipulative Variable 操作量
NAS Network Attached Storage 
NCP0 New Control of P0 
OG Oxygen Converter Gas Recovery System 転炉排ガス処理設備
PaaS Platform as a Service 
PCS Power Conditioning Sub-system パワーコンディショナ

PDCS Process Data Collection System 
PDM Product Data Management 製品情報管理
PLC Programmable Logic Controller 
PPS Power Producer and Supplier 
PSO Particle Swarm Optimization 粒子群最適化法
PV Process Variable プロセス測定値
QMS Quadrupole Mass Spectrometer 四重極質量分析計
SaaS Software as a Service 
SIL Safety Integrity Level 安全度水準
SQL  Structured Query Language 
TBM Time Based Maintenance 時間基準保全
TC Transfer Center 
UPS Uninterruptible Power System 無停電電源装置
USB Universal Serial Bus 
USPC Univariate Statistical Process Control 一変量統計的プロセス管理
WEP Wired Equivalent Privacy 
WMS Warehouse Management System 倉庫管理システム

WPA Wi-Fi Protected Access 
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商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

Android Google Inc. の商標または登録商標 
ARM, Cortex ARM Limited（またはその子会社）の EUまたはその他の国における商標または登録商標
Bluetooth Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標
COMOS, SIMIT, XHQ Siemens AG の商標または登録商標
EconoPIM，EconoPACK Infineon Technologies AG の商標または登録商標
Ethernet 富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
Excel Microsoft Corporationの商標または登録商標
Linux Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標
Wi-Fi Wi-Fi Allianceの商標または登録商標
Windows Microsoft Corporationの商標または登録商標

その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。

（正）

産業利用（課題番号：hp140072，hp150143）にて実施
（誤）

産業利用（課題番号：hp140072）にて実施

訂正：富士電機技報. 2016, vol.89, no.1, p.43, 4 章の 12行目.

訂正：富士電機技報. 2016, vol.89, no.1, p.21.
（正）ゲート電極を指す引出し線が電極の表面まで （誤）ゲート電極を指す引出し線が途中まで

訂正：富士電機技報. 2016, vol.89, no.1, p.29, 図 9.
（正）右側の縦軸の目盛　0 10 20 30 40 （誤）右側の縦軸の目盛　0 10 30 20 40
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図1　SiC-MOSFETのデバイス構造の概略
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主要事業内容

次号予定

発電・社会インフラ
環境にやさしい発電プラントとエネルギーマネジメントを融合させ，
スマートコミュニティの実現に貢献します。

創エネルギー
高効率火力発電設備，地熱発電設備，太陽光発電システム，水力
発電設備，燃料電池

エネルギーマネジメント
地域エネルギーマネジメント，スマートメータ

産業インフラ
生産ライン・インフラ設備に関わる，エネルギーの安定供給，省エ
ネルギー，安全・安心を提供します。

生産設備
駆動制御機器，監視制御システム，計測機器，工場電熱

変電設備
受変電設備，大容量整流器，変圧器

設備工事
建築，空調

パワエレ機器
エネルギーの効率化や安定化に寄与するパワーエレクトロニクス応
用製品を提供します。

エレベータ，搬送ライン
汎用インバータ，モータ

データセンター
無停電電源装置

メガソーラー
パワーコンディショナ

配電盤
電磁開閉器

電子デバイス
産業，自動車，電源分野および新エネルギー分野に欠かせないパワー
半導体をはじめとする電子デバイスを提供します。

インバータ，ロボットなど（産業・新エネルギー分野）
IGBT モジュール，SiC モジュール

自動車電装など（自動車分野）
車載用 IGBT，圧力センサ

サーバなど（電源分野）
電源制御 IC，MOSFET

食品流通
冷熱技術をコアに，メカトロニクスや IT を融合し，最適な製品とソ
リューションを提供します。

自販機
缶・ペット自販機，カップ自販機，食品・物品自販機

店舗流通
冷凍・冷蔵ショーケース，自動釣銭機，店舗省エネシステム

流通システム
要冷・冷蔵設備，次世代保冷コンテナ

＊本誌に掲載されている論文を含め，創刊からのアーカイブスは下記URLで利用できます。

　　　　富士電機技報（和文） http://www.fujielectric.co.jp/about/company/contents_02_03.html
　　　　FUJI ELECTRIC REVIEW（英文）    http://www.fujielectric.com/company/tech/contents3.html
＊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。

 ©　2016　Fuji Electric Co., Ltd.,  Printed in Japan（禁無断転載）
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Small, Quick Start & Spiral-up

00B3-J-0032

富士電機のIoTソリューション

フィールドデバイスと解析・最適化技術を活かし、

お客様にとっての新たな価値を創出します。



Small , Quick
素早く始めるIoTで着実な効果を、　

フィールドデバイスと解析・　
お客様にとっての　

ライフサイクルにわたる「エネルギーマネジメント」「オペレーション最適化」「設備管理」を

操業の最適化
■  生産性向上
　（L/T短縮、品質向上、歩留り改善）

■  プロセス異常回避
■  熟練操業技術の継承

エネルギー利用の最適化
■  エネルギーコスト削減
■  エネルギー原単位削減
■  環境負荷低減

診断・分析
何が起こっているか、

何が原因かをデータから読み取る

予測
今後何が起こるか、

将来の数値はどうなるかを予測する

解析
最適化技術

お客様にとっての
新たな価値

フィールド
デバイス

ゲートウェイ組込型
フィールド機器

無停電電源装置
情報・プロセス制御システム

（MICREX-NX）

データ収集コントローラ プログラマブル表示器

汎用インバータ サーボ
中小規模監視制御システム
（MICREX-VieW XX）

プログラマブル
コントローラ

（MICREX-SX）
太陽光発電用

パワーコンディショナ

計測・制御機器 エッジコントローラ

汎用フィールド機器

インターネット / LAN

現場でデータを収集
工場や店舗の設備・機器に接続したフィールド機器で

必要なデータを収集し、ネットワークを介して蓄積

現場へフィードバック
改善・革新のための情報・制御
安全・安心のための情報・提案



Start & Spiral-up
　そして継続的な拡充へ。

最適化技術（CPS※エンジン）を活かし、
新たな価値を創出します。

フィールドデバイスを活用した水平連携により、
パートナー各社とのエコシステムを構築

設備運用の最適化
■  不測のダウンタイムゼロ化
■  メンテナンスコスト削減
■  熟練保守技術の継承
■  労働時間の削減　

エコシステム
■  環境汚染改善ソリューション

■  食品流通スマートサービス

■  老朽インフラ診断ソリューション

最適化
何が最適か、

どうすればいいかを導き出す
富士電機 パートナー各社

エアロゾル
複合分析計

インフラ
感振センサ

最新IT連携自販機
（サイネージ自販機）

※CPS：Cyber Physical  System

店舗統合コントローラ エネルギーデータ収集・コントローラ 

コンパクト
マルチ計測ユニット 無線振動センサ

センサ

ストリング監視
ユニット

コアに垂直統合型のサービスを提供



ソリューション
分類　 IoTソリューションメニュー

適用業種

工場
機械

ビル
施設
IDC

エネルギー
エネルギー流通

物流
食品流通
農業

小売り 自治体
行政

垂
直
統
合
型

エネルギー
利用の
最適化

工場／ビル／施設向け
エネルギー管理支援サービス 〇 〇

電力小売り事業向け
需給管理システム 〇

スマートメータ活用
遠隔検針サービス 〇

店舗向け総合設備管理サービス 〇

操業の
最適化

太陽光発電遠隔監視＆
メンテナンスサービス 〇

設備運用の
最適化

設備管理支援サービス
（メンテナンスステーション） 〇

無線式回転機振動診断システム
（Wiserot） 〇

受変電設備総合診断サービス 〇

異常兆候監視サービス 〇

クラウド型蓄電池診断サービス 〇

太陽光発電遠隔監視＆
メンテナンスサービス 〇

店舗向け総合設備管理サービス 〇

エコシステム

デジタルサイネージ自販機
クラウドサービス 〇

WALKOOL遠隔監視サービス 〇

環境放射線監視サービス 〇

技術分類 導入手段 概要

解析・最適化 多変量統計的
プロセス管理（MSPC）ツール

お客様現場での実績豊富な、診断・分析ツール

エッジコントローラ データ収集コントローラ
（FiTSAΣ）

様々なフィールド機器のデータを簡単に収集、クラウドへ転送

 【IoTソリューション一覧】

 【Quick startの鍵となる技術】

技術開発本部
IoTプロジェクト室
TEL：042-514-8246
E-Mail：iot-solution@fujielectric.com

●特約店

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意
＊ご使用の前に，「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか，当社またはお買上の販売店にご相談のうえ，正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。

本社　〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
http://www.fujielectric.co.jp



■   デマンド制御やスケジュール運転制御で四季を通した省エネを実現
■   過去のデータからデマンドを予測し、目標電力を自動設定
■   エネルギーの用途別使用量を、事業所間で比較・ランキング表示

エネルギー需給の「見える化」と最適制御で省エネをサポート。
当社が長年培ったパワエレ技術・センシング技術・ICT技術を組み合わせ、
工場・ビル・マンション等の省エネや、エネルギー供給と需要の最適化制御を実現するソリューションです。

※効果は、規模や導入設備により異なります。

 【導入によるメリット】

 工場全体のエネルギーコストを5 ～ 7％※削減
 初期導入費を抑えてエネルギー管理システム（EMS）の導入が可能
 企業・工場全体のエネルギー統合管理が可能

 【システムの特長】

データ収集コントローラ 
FiTSAΣ

実績データ

工場内の設備 空調 照明

デマンド監視

天気予報

収集データ

00B3-J-0033

工場・ビル・施設向け エネルギー管理支援サービス
IoTソリューション 工場 / 機械 ビル / 施設 / IDC

拠点間比較 ランキング

デマンド制御・スケジュール運転制御

ゾーンデマンド

機器操作
拠点担当者

管理責任者



本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 組立・施設事業部 組立技術部
　　　　　　　　　〒191-8502 東京都日野市富士町１　　TEL：042-585-6934　　http://www.fujielectric.co.jp/
 http://www.fujielectric.co.jp/products/maingate/gaiyou.html （製造管理ソリューション）

イーサネット

MICREX-SX

各種センサ各種センサ

アナログ
デジタル
変換器

FeMIELF-MPC

RS-485

クラウドサーバ

機能 概要

データ分析支援サービス 計測データの自動収集・保管およびエネルギー分析支援画面の提供

報告レポート発行サービス お客様にてExcel帳票のダウンロード（日報・月報・年報）が可能

省エネ分析サービス 年に2回、エネルギー利用実績の簡易診断、省エネアドバイスを実施

デマンド監視サービス あらかじめ設定した閾値に従い、デマンド警告・異常アラームを通知

デマンド制御サービス あらかじめ設定した閾値・制御ルールに従い、空調や照明等を自動制御

需要予測ゾーンデマンドサービス 実績値による需要予測を行い、実績値ベースで警報通知

デジタルサイネージサービス 参加型EMSを支援する情報配信機能、大型モニターへの表示機能

 【機能概要】

【接続構成】

サーバ クラウドサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN、携帯電話網）

プロトコル FTP メール

エッジコントローラ FiTSAΣ

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet RS-485

プロトコル SXローダ
コマンド Modbus シリアル シリアル

計測・制御機器/
他社機器 MICREX-SX FeMIEL F-MPC

アナログ
デジタル
変換器

計測・制御
I/F

回線 AI/DI AI AI AI/DI

プロトコル ̶ ̶ ̶ ̶

計測・制御対象 計測機器
全般

電力、
パルス入力 電力 アナログ入力

デジタル入力

データ収集コントローラ
FiTSAΣ

【システム構成】

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

【導入事例】
○工場内の各設備にセンサを取り付けて運転データを取り込み、エネルギー使用量を計測し「見える化・分かる化」を実現しています。
○最適な運転状態をシミュレーションし、省エネを実現しています。
○エネルギー管理のクラウド化により、効率的な運用管理を行っています。

ログイン画面

デマンド監視

拠点間比較グラフ

ゾーンデマンド

エネルギー用途別グラフ

データダウンロード

ランキンググラフ

デジタルサイネージ



異常兆候監視サービス

【システムの特長】

■  因子数※2の制約なしに、因子間の特徴抽出が可能　
※2 因子数：製造実績データ、設備稼働実績データ、検査結果データなどの各項目の数

■  未知の異常でも検知可能
■  バッチ系プロセスにも対応（バッチMSPC）

様々な条件において、高精度な予測と異常予兆の検知を実現（多変量統計的プロセス管理：MSPC※1）
※1 MSPC：Multivariate Statistical Process Control　多変量統計的プロセス管理

■  従来のシステムでは案外見落としが多い→ミクロな視点で精密な分析
■  日常点検では長期傾向が分からない→マクロな視点で長期的な分析

「精密な分析」「長期的な分析」の両面から分析

00B3-J-0034

「設備ライフサイクルマネジメンント」環境の実現をサポート。
プラントの履歴データから自動生成される数式モデルにより、
品質診断、設備診断を高精度に行い、異常の兆候を検出します。

 【導入によるメリット】

 「現場データ収集▶解析▶問題点の発見▶対策実施」のプロセス改善を支援
■  製造における歩留まりを改善します。
■  設備の稼働率を向上させます。
■  設備稼働の最適パラメータの決定を支援します。
■  試作過程における条件抽出を短期間で完了させます。

IoTソリューション

波形解析

ミリ秒オーダーのデータ

経年劣化診断

数か月オーダーのデータ

長期間の運転データからモデルを生成

元データ
（複数の良品データ波形）

標準偏差プロファイル
（基準波形）

正規化後
プロファイルを引き算

異常検知

モデルを使って
現在の運転状態を評価

プラントの運転データ

時間

・実績データ
・モデル

精密な分析（ミクロ視点） 長期的な分析（マクロ視点）

工場 / 機械



■ 波形解析
○ ミリ秒オーダーのデータを収集・解析することにより、通常は見落とされる異常を検出

■ 経年劣化診断
○ 日常点検では検出できない長期の劣化傾向を長期間モデルにより解析・診断

■  お客様のご要望に合わせて、多様な導入形態をご用意
○ オンライン解析またはオフライン解析（オフライン解析ツールはExcelで実装）
○ システム導入：お客様ごとにカスタマイズしたシステムを提供　
○ サービス提供：システム運用に関する支援、データ解析支援、クラウドサービスを提供

クラウドサーバ

調成工程 生成行程

データ収集コントローラ FiTSAΣ

【接続構成】【システム構成】

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

 【機能概要】

各種センサ

ワイヤー
パート

プレス
パート

ドライヤー
パート

コーター キャレンダー ワインダー カッター

アナログ
デジタル
変換器

各種センサ
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【導入事例】

全てのパラメータの波形データそのものと波形同士の相関を分析することで、
従来は見逃していた「違い」を検出可能

製造機器の異常兆候検知や生成して
いる製品の品質予測が可能になり、
問題発生前に対策ができます

フィルムや紙などの波形解析システム

MICREX-SX

RS-485 イーサネット

サーバ クラウドもしくはオンプレミスサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN、携帯電話網）

プロトコル FTP メール

エッジコントローラ FiTSAΣ

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet RS-485

プロトコル SXローダコマンド シリアル

計測・制御機器/他社機器 MICREX-SX アナログデジタル
変換器

計測・制御I/F
回線 AI/DI AI/DI

プロトコル ̶ ̶

計測・制御対象 計測機器全般 アナログ入力、
デジタル入力

バッチ
MSPC

温度

湿度

回転速度
…
…

原料



設備管理支援サービス（メンテナンスステーション）

【システムの特長】

00B3-J-0035

設備台帳や保全実績などの管理を効率化。
設備管理に関連する様々な情報を一元管理することによりお客様の保全業務（点検計画予実績管理、
突発故障対応記録、保全部品在庫管理等）を総合的に支援します。

】トッリメるよに入導【 

 設備管理業務の効率化：工場のメンテナンスコストを5％※削減
■  保全業務を合理化します。
■  トラブル発生時の対応の迅速化が図れます。
■  予備品の集約により在庫の圧縮が可能となります。

IoTソリューション

■  設備情報・設備に付属する部品情報の管理
■  保全作業の計画から記録、点検や故障情報、 関連する技術文書の蓄積
■  メンバー間のスケジュール管理

保全業務に必要な機能を網羅

さらに情報の分析により、保全業務の迅速化、保全業務の品質向上、保全コストの管理をサポート

知識ノウハウ

稼働記録

過去の対処記録

保全・点検
記録

消耗品交換
記録・予報

設備台帳

点検情報
故障情報

操作端末

在庫情報

取扱説明書
図面など

取扱説明書
図面など

遠隔地　現場

設備台帳情報
点検管理
コスト管理
メンテナンス

スケジュール確認

クラウド
データベース

※効果は、対象とする設備の数・規模や導入システムの範囲により異なります。

タブレット

無線LAN
（中継用）

現場

インターネット

工場 / 機械

クライアント
PC

タブレット
携帯
基地局

無線LAN
クライアントPC
（国内/海外）

遠隔地　現場

クライアントPC
（国内/海外）



■ 設備台帳：設備の詳細、設備の点検項目の登録、交換部品、交換周期管理など　
■ 点検管理：設備点検の予定と実績を管理
■ 故障管理：設備の故障履歴を管理
■ コスト管理：設備保全に関するコストを集計・管理
■ 在庫管理：交換部品の在庫を管理
■ スケジュール：作業要員のスケジュールを管理
■ 知識管理：障害データの階層化集計により障害分析を支援

 【機能概要】

クラウドサーバ

点検端末（タブレット） クライアントPC

サーバ クラウドもしくはオンプレミスサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN、携帯電話網）

プロトコル TCP/IP

他社機器 タブレット、PC

【接続構成】【システム構成】

サーバ接続I/F

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 組立・施設事業部 組立技術部
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【導入事例（利用イメージ）】

設備管理者

【計画作業】

【突発作業】
定期点検の定義、
周期の設定

作業指示書を
手動起票

使用した部品数は
在庫数に自動反映

コスト管理機能
月単位画面表示

夜間バッチ

夜間バッチ

部品代・点検者コスト発生

点検・交換作業

故障対応作業

【予見・知見作業】

作業要員の
割り振り

実施日の修正など
あれば実施

故障予見
部品交換の予見から
計画・コストの策定

作業指示一覧

作業指示一覧

スケジュール管理

実作業担当者

手配
入庫

購買担当

要因ビュー画面

記録検索画面

在庫管理・手配

知識ノウハウ
管理

作業管理

スケジュール
管理

故障管理
突発故障

保全・点検記録
故障対応記録

コスト管理

在庫部品
管理

定期点検
設定



無線式回転機振動診断システム

【システムの特長】

電源工事不要：送受信機はLANアダプタから電源供給、無線振動センサはバッテリ内蔵
無線計測：通信線の配線が困難な箇所でも計測が可能

振動診断に必要な機器を簡単に取付け可能

傾向監視：計測データ（加速度・速度・変位）の経時変化から回転機の状態を判定
　　　　  判定基準はお客様や回転機メーカーのノウハウによる基準値も適用可能
簡易診断：機械振動・ベアリング振動のFFT解析により、振動の質の変化を確認

振動のレベルと質を同時に監視

無線振動センサ 無線通信回転機 送受信機 LAN アダプタ

危険

注意

良好

振動レベル傾向監視のイメージ図 ベアリング振動の FFT 解析画面

診断解析 PC

00B3-J-0036

振動傾向を遠隔監視することで、異常を早期発見。
生産ラインや重要機器として稼働している回転機の振動を計測し、
傾向監視により異常兆候を早期発見することで、予防保全の立案に貢献します。

 【導入によるメリット】

 回転機異常の早期発見でダウンタイムを10％※削減　
■ 回転系（機械的）異常：低周波振動の傾向監視により、異常兆候を発見します。
■ 転がり軸受（ベアリング）異常：高周波振動の傾向監視により、異常兆候を発見します。

 保全業務の軽減と安全対応でメンテナンスコストを5％※削減　
■ 無線振動センサにより、既設の設備にも容易に設置できます。
■ 自動計測により、危険箇所に人が近づくことなく計測できます。

ワイズロット

IoTソリューション 工場 / 機械

※効果は、監視対象となる回転機の規模などにより異なります。



■ 波形計測・転送
○ 無線振動センサで回転機や軸受の振動波形を計測し、設備診断システムへ転送

■ 傾向監視
○ 回転機械振動：お客様設定値またはISO 10816-1/JIS B906に準拠した判定
○ 軸受けベアリング振動：お客様設定値または当社ノウハウに基づく判定

■  診断解析
○ 機械振動・ベアリング振動のFFT解析
○ インバータノイズなどのフィルタ処理

■  振動診断システムは、クラウド型とお客様現場のオンプレミス型（振動解析PC）をご用意

診断解析
PC

クラウドサーバ

LANアダプタ
無線
送受信機

回転機 無線振動センサ

データ収集コント
ローラ FiTSAΣ

サーバ クラウドサーバ 振動解析PC
（オンプレミス型）

サーバ
接続I/F

回線 3G（携帯電話網） Ethernet

プロトコル FTP 独自プロトコル

エッジコントローラ FiTSAΣ ̶

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet ̶

プロトコル 独自プロトコル ̶

計測・制御機器 LANアダプタ/無線送受信機

計測・制御I/F
回線 特定小電力無線（315MHz帯）

プロトコル 独自プロトコル

センサ 無線振動センサ

計測・制御対象 回転機、
機械設備（ファン・ブロワなど）の軸受

【接続構成】【システム構成】

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

計測・制御I/F

 【機能概要】
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【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 サービス統括部 推進部
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【導入事例】

化学系メーカー様のファン監視に導入いただき、故障停止回避により年間3,000 ～ 7,000万円の損失対策ができると試算されました。

センサ取付 センサ取付無線振動センサ
本体取付



バッテリ特性変化を把握し、
適切なメンテナンス計画を支援。
無停電電源装置（UPS）に使用される蓄電池の経年変化を継続的に測定・監視することで、
蓄電池の異常によるUPSシステム障害リスクを軽減するサービスです。

【システムの特長】

 【導入によるメリット】

 適切な更新・修理計画策定を支援（緊急修理の回避）　
■  蓄電池を常時監視することにより、バッテリの異常や経年劣化傾向を把握します。
■  劣化兆候を捉えることにより、事前に更新計画を策定することが可能です。

 保守点検作業の省力化で、メンテナンスコストを5％※削減　
■  遠隔監視により、日常点検コストの低減が図れます。

※効果は、監視対象とするUPS蓄電池の数などにより異なります。

■   個別監視：セル1つ1つの「電圧」「内部抵抗」「温度」を監視
■   常時監視：長時間、連続、定点監視により、特性変化や異常発生を漏れなく検出
■   簡単取付：バッテリセンサとコントローラ間は無線通信を使用するため現場施工が容易

00B3-J-0037

クラウド型蓄電池診断サービス
IoTソリューション

クラウドで常時監視

UPS 蓄電池

例：内部抵抗監視画面

ビル / 施設 / IDC



■ グラフ表示（内部抵抗、セル電圧、セル温度）：日平均グラフ、トレンドグラフ、診断グラフ

■ 帳票出力（内部抵抗、セル電圧、セル温度）

■ メールによるアラーム通知

■ 無線通信機能

■ 保守機能：設備データ管理計測データ管理、判定基準管理、ユーザ管理

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS
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 【機能概要】

【システム構成】

クラウドサーバ

データ収集コントローラ 
FiTSAΣ

コントローラ センサハブ センサ UPS

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

サーバ クラウドサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN、携帯電話網）

プロトコル FTP

エッジコントローラ FiTSA Σ

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet

プロトコル －

計測・制御機器 コントローラ

計測・制御I/F
回線 2.4GHz無線

プロトコル －

センサ バッテリセンサ

計測・制御対象 蓄電池（電圧、内部抵抗、温度）

【接続構成】

【導入事例】

蓄電池電圧のトレンドグラフ画面（複数セルの監視） UPS

センサ



最適な保全・改善策の提案により、安定操業を実現。

受変電設備総合診断サービス

富士電機の機器診断技術とシュナイダーエレクトリック社のコンサルティング手法を融合し、受変電設備の安定操
業の妨げとなるリスクと、そのリスクによる生産設備への影響を最小限化するサービスです。

 【導入によるメリット】

 受変電設備の信頼性・安定性の向上　
■  お客様の設備の信頼性・安定性を把握できるので、保全計画の適切性を検討することが容易になります。
■  設備事故による経営リスクを「見える化」します。
■  設備保全計画を最適化します。

00B3-J-0038

 【サービスの特長】

■  設備の信頼性、ストレス状況を危険指数マップで「見える化」します。
■  種々の診断技術で機器の劣化度合を把握することができます。

主な対象設備

油入変圧器 モールド変圧器 高圧真空遮断器 高圧配電盤

MP4コンサルティングサービス 受変電機器診断サービス

危険指数
マップ
深刻な状態
要注意
問題なし

信頼性
レベル

RL1
RL2
RL3

ストレス
レベル

LS1
LS2
LS3

＋ =

RL1 RL2 RL3

LS1

LS2

LS3

IoTソリューション 工場 / 機械

4つのステップで、設備の安定操業に関する改善計画を提案します。
※詳しくは裏面をご覧ください。

機器の劣化・余寿命などを診断し、最適な保全計画を
提案します。
※詳しくは裏面をご覧ください。

油入変圧器高精度余寿命診断

光学式モールド変圧器劣化診断

開閉器劣化診断

高圧配電盤部分放電診断

受変電設備絶縁劣化診断

蓄電池劣化診断

【主なサービスメニュー】



MP4コンサルティングサービス
本サービスは、以下の４つのステップで構成されています。

受変電機器診断サービス
機器の劣化・予寿命などを診断し、最適な保全計画
を提案します。

［代表例］油入変圧器高精度余寿命診断　
○   油特性分析、油中ガス分析、および構造化ニューラ
ルネットワークにより高精度な余寿命予測が可能で
す。

○   従来方式では15年であった予測精度が3年にアップ
しました。

改善計画提案の内容
○ 施設の能力向上と品質の改善の
ための施策

○ 保全と更新計画のロードマップ
○ 費用・投資計画の最適化
○ リスクの「見える化」
○ 事故予防のための改善策

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS
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 【サービスの概要】

4つの計画の提示（MP4）
○ STEP3までの検討結果をベースにした4つの改善計画を提示

STEP4

保全計画
（Maintenance Plan）

近代化計画
（Modernization Plan）

監視計画
（Monitoring Plan）

管理計画
（Management Plan）

受配電系統と生産設備の整理
○ 受配電系の事故により生産に影響が出る部分の抽出
○ 重要設備が停止した場合の修理から復旧までの時間とコストの算出

STEP1

受配電設備と電気機器のチェック
○ 安全性・老朽化・保護協調・電力品質・環境の評価
○ ストレスレベル分けによる評価

STEP2

受配電システムの信頼性と重要度分析
○ ストレスと信頼性レベルをミックスし、重要度判断と優先順位付け

STEP3

ニューラルネットワーク診断評価

実測平均重合度から求めた余寿命（年）

フルフラール法の余寿命推定値
NN診断の余寿推定値
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費用・投資計画の可視化例

1000€ / 1000＄

1000€ / 1000＄
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保冷商品の品質管理と機器管理を
トータルに支援。
冷凍保冷コンテナWALKOOLの遠隔監視により、保冷商品の温度・位置情報をリアルタイムに収集し、
品質管理と機器管理業務を総合的に支援します。

【システムの特長】

 【導入によるメリット】

 温度帯別の配送により生じる無駄を削減　
■  小口化（温度帯別の配送）による積載率の低下を、混載配送で解決します。
■  ドライバー不足、車両費の高騰などの課題解決

 保冷商品（冷凍・冷蔵）の配送品質の向上　
 配送管理業務の効率化
■  配送状況を「見える化」します
■  カゴ台車の紛失を防ぎます

■  保冷コンテナWALKOOLを活用し、複数温度帯を一括配送
■    運行実績管理、温度異常把握が可能
■  納品先にコンテナごと納品した場合でも位置情報を発信し、紛失を防止

00B3-J-0039

W
ウ ォ ー ク ー ル

ALKOOL遠隔監視サービス

冷凍車

冷蔵車

2回受取り

まとめて受取り
荷降ろし・荷受け作業

工数の削減

運行実績管理
温度異常把握

IoTソリューション

温度帯別に専用車両で配送現状 冷蔵車両で混載配送実現イメージ

納品先

納品先

運営事業者

保冷コンテナを活用し
複数温度帯を一括配送

（配送中の位置・温度情報発信）

納品先にコンテナごと
納品した場合でも、
温度と位置情報を
発信し紛失防止できる

冷蔵車

冷凍 冷蔵

物流 / 食品流通 / 農業

富士通 SaaS型
新運行管理システム
（Logifit TM-NexTR）

-20℃冷凍保冷コンテナWALKOOL
【特徴】
①電源レス環境で８時間冷凍保冷
②導入工事不要（100V電源）
③オールステンレス＆標準かご車サイズ

納品書

納品書
納品書



■ 保冷庫内の温度管理

○ 温湿度情報の記録、リアルタイム確認
○ 温度異常アラームメール

■  位置情報による機器所在管理

○ 位置情報の記録、リアルタイム確認、地図表示
○ 拠点出入り監視メール

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　食品流通事業本部 　営業統括部　営業第六部　営業第一課
　　　　　　　　　〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー　　TEL：03-5435-7078　　http://www.fujielectric.co.jp/
 http://www.fujielectric.co.jp/products/walkool/

 【機能概要】

【導入事例】

①正常動作確認の例：トラック扉開時でも、WALKOOL
庫内温度は一定以下を維持できている。

②運用改善支援の例：WALKOOL庫内温度は維持でき
ているが、庫外温度が上昇していることから、トラッ
ク扉を長く開けない運用にすべきとの提示が可能と
なる。

30.0

トラック
扉開閉

WALKOOL
扉開閉

トラック
扉開閉

-30.0

-20.0

-10.0

00.0

10.0

20.0

WALKOOL
扉開閉

庫外温度
（トラック等）

① ②

WALKOOL
庫内温度

 

温
度（
℃
）

取得温度データイメージ

【接続構成】

サーバ クラウドサーバ

サーバ接続
I/F

回線 3G移動通信（KDDI）

プロトコル 独自

計測・制御機器/他社機器 センサ管理端末（GPS内蔵）

計測・制御
I/F

回線 シリアル

プロトコル 1-Wireインタフェース

計測・制御対象 温度センサ、湿度センサ

【システム構成】

クラウド
サーバ

既設システム
（物流会社様）
例：運行管理、
 位置情報管理システム

サーバ接続I/F

計測・制御I/F

温度センサ 湿度センサ

WALKOOL

センサ
管理端末
（GPS内蔵）



遠隔から検針データを収集し、
検針業務の効率化・異常時対応の迅速化に貢献。
社会インフラ事業者・新電力事業者向けの、クラウドを活用した自動検針サービスです。当社の統合クラウドEMS
にてスマートメータ・ガスメータ・水道メータから検針データを収集して使用量を「見える化」し、異常時はアラー
ムで通知します。

【システムの特長】

】トッリメるよに入導【 

 検針業務の効率化　
■  現地での目視検針作業が不要となります。
■  30分値のリアルタイム収集が可能です。

 ガスアラーム情報通知による対応の迅速化　
■  従来は月1回の点検で確認 → アラーム通知により即日対応可能。

 遠隔操作で電力供給停止/停止解除、契約電力の変更が可能

■  需要家数による従量課金制なので、小規模設備でも導入ができます
■  家庭用燃料電池の発電制御、太陽光と蓄電池の最適運用制御が可能です

アラーム通知

00B3-J-0040

エネルギー見える化
スマートメータ状態

スマートメータ設定変更

検針結果通知

今月の使用量

スマートメータ活用 遠隔検針サービス

発電状況
蓄電状態

水道メータ

ガスメータ

スマートメータ

IoTソリューション

コンセントレータ

クラウドEMS

エネルギー / エネルギー流通

家庭用燃料電池

蓄電池

太陽光発電

データ中継器

検針情報

収集
データ



■ 複数拠点の計量データをクラウドに集約し、新電気事業者などへ配信

■  電気・ガス・水道の使用量の「見える化」と、電気料金・ガス料金・水道料金を事業者からアップ

ロードすることによるお客さまへの「見える化」サービス提供

■  電力メータ内の開閉器を遠隔制御することで、電力供給の停止/停止解除、契約電力の変更が可能

■  電気・ガス・水道の使用量を一括収集・管理できるため管理業務の効率化が可能

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 組立・施設事業部 産業流通技術部
　　　　　　　　　〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー　  TEL：03-5435-7051　　http://www.fujielectric.co.jp/

 【機能概要】

【お客様の導入機能例】

○ エネルギー使用量の「見える化」
○ スマートメータ状態表示
○ 警報メール通知
○ スマートメータ開閉器制御
○ 家庭用燃料電池の発電制御
○ 太陽光+蓄電池の最適運用制御
○ 照明調光制御 使用量見える化画面

統合クラウドEMS

スマートメータ状態表示画面

 【接続構成】

サーバ クラウドサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet

プロトコル HTTP Ethernet

計測・制御機器 コンセントレータ／スマートメータ（電力） FiTSAΣ

計測・制御I/F
回線 ̶ 920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線 Ethernet

プロトコル ̶ Wi-SUN Ubus-Air Ubus-Air 独自プロトコル

計測・制御対象

電力使用量（30分値）
正・逆、

アラーム情報
開閉動作記録、
開閉器制御

HEMS ガススマートメータ
（超音波式） 水道メータ 家庭用燃料電池

電力使用量（30分値）
正・逆

ガス使用量
（30分値 但し1日1回）、

アラーム情報
水道使用量

上乗せ指令値、
稼働情報、
アラーム

クラウドサーバ

集合住宅

コンセントレータ

HEMS ガスメータ 水道メータ 家庭用燃料電池

スマートメータ
（電力）

データ収集
コントローラ FiTSAΣ

電力会社 ガス会社 水道局

【システム構成】

サーバ接続I/F

計測・制御I/F

インターネット

920MHz
マルチホップ



太陽光発電設備に簡単に取付けて、
発電業務における運用保守作業を効率化。
太陽光発電設備のデータを収集し、稼働状況の「見える化」と機器の早期異常検知により、運用保守作業の効率化
に貢献。１つの発電所を所有するオーナー様から、複数発電所を所有するオーナー様まで、規模に応じた多種多様
なクラウドサービスを提供します。

【システムの特長】

 【導入によるメリット】

 太陽光発電の事業効率と収益性が向上　
■  発電設備の稼働率を向上させます。

 発電所の正確な状況把握　
■  故障発生時の迅速な対応を可能にします。

 太陽光・風力・小水力など様々な分散電源の統合監視
■  分散システムの統合監視化により、投資効率向上・運用コスト削減を実現します。

■   設備規模に応じた統合監視が可能
■   クラウドサービスにより短納期・低コストでの導入に最適
■   他社製の監視システムやパワーコンディショナからもデータを収集し、クラウドサーバにて統合監視が可能

00B3-J-0041

太陽光発電遠隔監視＆メンテナンスサービス

携帯電話

PC
タブレット

データ収集コントローラ
FiTSA Σ

各社のPCSと
接続可能

発電実績
イベント履歴
帳票出力など

Web画面表示

太陽光発電事業者・特定規模
電気事業者のメリット

クラウドで監視機能を利用可
→初期投資を低減

異常検知と対応の迅速化
→発電ロスの低減

充電電力量
日射量、気温
PCS状態など

設備販売・保守会社の
メリット

故障発生時の迅速対応
→顧客満足度の向上

修理

IoTソリューション エネルギー / エネルギー流通

パワーコンディショナ
（PCS）

PCSの故障検知
PCSから出力された
異常信号をもとに
アラームを出力

故障

PVストリング
監視ユニット

PV用絶縁監視
vigilohm ソーラーパネル

パネルの故障検知
日射量や発電効率などから
算出した数値を一定係数
下回った場合にアラーム出力

クラウド

収集データ

メールでの異常通知

故障



■ 複数拠点の太陽光発電設備データを収集

■ 稼働状況のマッピング表示やメールによる異常検知

○ ポータル画面（発電量・気温・日射量などの推移表示）
○ 比較グラフ（拠点ごと、時系列ごとの発電状況比較）
○ ストリング/アレイ監視によるパネルや機器異常の検出

■  保守支援サービスとの連携

■ タブレット、スマートフォンなどスマートデバイスによる監視

サーバ クラウドサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN）

プロトコル FTP、SNMP、HTTP

エッジコントローラ FiTSAΣ

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet、RS485

プロトコル SXローダコマンド Modbus TCP/RTU
独自プロトコル

Modbus RTU、
F-MPC Net Modbus TCP/RTU Modbus RTU、

F-MPC Net
Modbus TCP/RTU、
独自プロトコル

計測・制御機器/他社機器 MICREX-SX PCS F-MPC PV 他社ストリングユニット F-MPC I/O 他社リモートIO

下位I/F
回線 Ethernet Ethernet、RS485 AI DI/DO

プロトコル Modbus TCP ̶ ̶ ̶

計測・制御対象 リモートI/O PCS各種データ
（充電データ）

ストリング、
警報接点信号

日付／気温計等各種センサ

電力パルス、
キュービクル警報
状態進行など

【接続構成】
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【お問い合わせ先】 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 太陽光・風力発電技術部
 〒191-8502 東京都日野市富士町１　　TEL：042-585-6844　　http://www.fujielectric.co.jp/

 富士アイティ株式会社　営業技術本部　営業技術第二部
 〒190-0012 東京都立川市曙町2-4-3 TISビル　　TEL:0120-71-5571　　http://www.fujielectric.co.jp/fit/
 E-mail:fit-product@fujielectric.com
 http://www.fujielectric.co.jp/fit/energy/solarconcierge/（ソーラーコンシェルジュ）

 【機能概要】

【導入事例】

監視カメラによる現場機器の状態監視画面例

【システム構成】

クラウドサーバ

データ収集コントローラ FiTSAΣ

リモートIO
（F-MPC I/O）

ストリング
監視ユニット
（F-MPC PV）

PCS
(パワーコンディショナ）

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

MICREX-SX

各種センサ



電力小売り事業の需給管理に
必須の機能をワンストップでご提供。
2016年の電気事業制度における電力小売の全面自由化後に発生する新たな業務（低圧需要予測、1時間前市場、
バランシンググループ）を含め、全ての需給管理業務に対応したサービスを提供します。

【システムの特長】

 【導入によるメリット】

 電力調達コストを最小化し、他事業者との競争力や利益率を向上　
■  高精度需要予測により、低コストでの電力調達を可能にします。
■    バランシンググループを含めた需給計画・同時同量監視機能により、同時同量の責務を達成し、インバランス料金の発生を
 抑止します。

00B3-J-0042

電力小売り事業向け需給管理システム

※JIT（Just In Time）予測
　 統計的手法で過去データから類似データを抽出し、補正処理で予測を高精度化する手法。新電力事業者（特定規模電気事
業者：PPS）様への導入実績多数。

需要予測 電気の調達 計画作成 需要実績の取込 需給監視

需給管理

需要予測から需給監視まで、すべての需給管理業務
に対応。使いやすさも追求しました。

需給管理のワンストップサービスを実現

数千～数十万の低圧個人需要家に対して、効率的で
精度の高い需要予測機能（JIT予測）※を利用すること
で、高精度な予測結果を得られます。

低圧個人需要家向け需要予測

スポット市場に加え、1時間前市場に対応しており、取
引結果を需給計画、通告帳票に自動で反映できます。

1時間前市場への対応

代表契約者制度に基づいて、他の新電力事業者の業
務委託を受けられるよう、複数の新電力事業者も含
めた需給管理運用（バランシンググループ管理）を利
用できます。

バランシンググループへの対応

IoTソリューション エネルギー / エネルギー流通
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【お問い合わせ先】　発電・社会インフラ事業本部 社会システム事業部 電力流通総合技術部
 〒191-0064 東京都日野市富士町１　　TEL：042-583-9923　　http://www.fujielectric.co.jp/
 
 営業本部 パワーサプライ統括室 第四営業部
 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー　　TEL：03-5435-7028
 E-MAIL：x-uc-sells@fujielectric.com

■ 標準機能

○ 電力需要予測
○ 電力市場取引（スポット、1時間前）
○ 電力需要実績収集、管理
○ インバランス監視（需要）
　 ※インバランス監視（発電）は個別対応　　

○ 通告帳票（需要調達計画、連系線利用計画）作成、提出
○   広域的運営推進機関、電力取引所、
一般送配電事業者向けインターフェイス

　 ※顧客情報システム向けインターフェイスは個別対応

■ オプション機能　

○ 発電販売計画作成、提出

 【機能概要】

【導入事例】

需要予測画面 インバランス監視画面

需給管理
システム
サーバ端末

JEPX
（電力取引所）

広域的運営
推進機関

電力量計電力量計

送配電事業者
サーバサーバ

需要家発電所

サーバ 需給管理システムサーバ（オンプレミス）

インター
フェイス

回線 インターネット

プロトコル EDI
電磁業者

独自
プロトコル

独自
プロトコル

独自
プロトコル

連携サーバ
送配電
事業者
サーバ

発電所
サーバ

広域的
運営

推進機関

JEPX
（電力
取引所）

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線
無線／
携帯網
など

Ethernet ̶ ̶

プロトコル 事業者
仕様

独自
プロトコル ̶ ̶

計測・制御機器 電力量計 電力量計 ̶ ̶

計測・制御対象 電力量
（発電）

電力量
（需要） ̶ ̶

【接続構成】【システム構成】

発電実績 需要実績

電力取引計画提出

サーバ接続I/F

インターネット



 【導入によるメリット】

   より効率的な自動販売機運営の実現
■  クラウドの活用により、販売データ分析や故障管理を効率的に行えます。

   広告表示による新たな収益源の確保
■  サイネージディスプレイへの広告で1ヶ月あたり数千～数万円/台※が見込めます。

   スマホで商品を購入できるシステムで売上向上
■  スマホアプリを使って飲料を家族や友人にギフトやシェアできたり、ネットショップでのまとめ買いにつながるため、売上向上
（5 ～ 30％※）が見込めます。

IT連携により、自動販売機の運営収益向上を支援。
「自動販売機専用クラウド」「スマホアプリを使った商品購入システム」「遠隔管理可能なサイネージディスプレイ」
を組み合わせることで、自動販売機運営の効率化、収益向上を支援します。

※効果は、規模や導入設備により異なります。

00B3-J-0043

デジタルサイネージ自販機クラウドサービス
IoTソリューション

【システムの特長】

■  スマホに表示されたQRコードなど、他人にプレゼントしやすい仕組みでの販売
■  個々に異なる自販機設定をセンター管理＋スマホ経由で行うことで、現場でのリモコン作業を軽減
■   POSデータによる商品需要予測
■  各種サーバや他社機器との連携を容易に実現する、幅広いOS、プロトコル、言語に対応するミドルウェア

①広告
コンテ

ンツ入
替え

②故障通知・売上データ

①自販機運用データ
①まとめ買い

②プレゼント

③飲料実販

運用データ
POS データ広告データ決済データ

広告費収入

売上向上

売切・故障通知設定
データ管理

②広告コンテンツ配信

クラウド

小売り



■ 屋外対応可能な大型サイネージとNFC（Near Field Communication＝近距離無線通信技術）や

QRコードによるオンライン決済機能

■ 自動販売機・サーバ・スマートフォン・タブレットが連携できる販促支援機能

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

【お問い合わせ先】　食品流通事業本部 営業統括部 営業第１部 営業第一課
　　　　　　　　　〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー　　TEL：03-5435-7075　　http://www.fujielectric.co.jp/

Printed in Japan 2016-11/10FOLS

 【サービスの概要】

サーバ 決済サービス 販売支援サービス 運営支援サービス コンテンツ配信
（オンプレミスの場合）

サーバ
接続I/F

回線 3G/LTE
（インターネット）

3G/LTE
（インターネット） WiFi/3G/LTE Ethernet（LAN）

プロトコル SCE SCE SCE SCE

GW組込型フィールド機器 決済機能付自販機 スマートフォン/サイネージ自
販機 デジタルサイネージ自販機 デジタルサイネージ自販機

計測・制御
I/F

回線 USB USB/232C 自販機独自 USB

プロトコル SCE SCE 自販機工業会 SCE

計測・制御対象 QRコードリーダ ユーザー検出センサ
（カメラやBluetoothなど） 状態監視センサ（温度など） 大型液晶タッチセンサ

【接続構成】

【システム構成】

決済サービス 販促支援サーバ
（広告配信、クーポン配信）

運営支援サービスサーバ
（売上管理、故障管理）

自販機
サーバ接続I/F

各種センサ

QR コードリーダー

 【導入事例】

おもてなしサイネージ機（伊勢志摩サミット出展自動販売機）

自動販売機を、工ンターテイメントに

■ 様々なサービスとお客機を繋ぐ、新しい自動販売機のご提案
■ お客線一人ひとりに応じた自動販売機との双方向コミュニケーション
■ 外国からのお客機にも安心してお使い頂けるインバウンド（独伊英仏）対応

・キャンペーン
　（割引、プレゼント情報発信）

・クーポン・ポイント
　（ポイント付与等）

・ガイド・インフォメーション
　（商品案内等）

スマートフォンのサービスと連動した商品選択

笑顔に連動して
商品提供

ジェスチャーに
連動して商品提供



店舗向け
総合設備
管理サービス

 【導入によるメリット】

 食の安全・安心　
■  設備や機器の稼働状態を「見える化」します。
■  きめ細やかな温度管理を実現します。

 オペレーションの省力化
■  従来は個別に行っていた業務をクラウドサービスが支援します。

 最適制御により10 ～ 30％※省エネ
■  エネルギーの利用状況を「見える化」します。
■  店舗統合コントローラにより、最適制御を実現します。

店舗向け総合設備管理サービス

スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、商品の温度管理や鮮度管理、要冷機器の点検など、必要な作業
が多岐にわたります。本サービスは、店舗設備や機器を総合的に制御、管理することで「食の安全･安心」「省力化」
「省エネ」に関する課題を解決します。

00B3-J-0044

※効果は、店舗規模や導入設備により異なります。

温度・鮮度管理や機器の点検を一元化し
 「食の安全･安心」「省力化」「省エネ」に貢献。

IoTソリューション

【システムの特長】

■  冷凍機やショーケースなどの稼働監視、警報監視、機器制御
■  店舗の設備構成などに応じ、機能の組合せ（最適化）が可能
■  運用開始後の機能拡張が可能

店舗統合コントローラ「ECOMAXコントローラ」による監視

■  帳票をお客様のフォーマットで出力可能

■  いつでも、どこでも店舗設備･稼働情報を共有
■  店舗設備情報（機番、型名、保全履歴など）から、点検整備記録簿やフロン算定漏えい量報告書の作成が可能（開発中）

お客様のフォーマットに対応

店舗設備・稼働情報の共有

測定結果 お客様の
指定フォーマット

店舗設備

ECOMAX
コントローラ店舗

店舗支援
総合管理

リモート支援

お客様

富士電機

小売り



■ エネルギーや稼働状態の「見える化」

○ 冷凍機やショーケース等の機器からエネルギー使用量や稼働状態を測定・検出し、データをサーバへ集約

■ デマンド制御や空調・換気連携等による省エネ

■  きめ細やかな温度管理による商品の鮮度管理

■  QRコードを用いたモバイルによる機器登録・設備台帳管理、および店舗・設備・保全履歴管理

■  異常兆候検知による故障予知（開発中）

サーバ クラウドサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN）

プロトコル FTP、HTTP、SMTP

計測・制御機器 ECOMAXコントローラ

計測・制御I/F
回線 Ethernet（LAN） RS485

プロトコル Modbus TCP HTTP FTP/自社 他社独自 自社 自社 他社独自 自社 ̶

計測・制御対象

リモートIO 空調CL エコ店長 冷凍機※ ショーケース F-MPC 温湿度センサ FiTSA/LON 接点

AI/DIO AIO AI ̶ AIO/DIO AI ̶ LonWorks DIO

各種センサ 空調ステー
タス温度 電力量、温度

冷凍機ステー
タス温度、圧
力、周波数

ショーケース
ステータス
温度、IO

電力量 温湿度
空調
照明
DIO

照明ON/
OFF

空調ON/
OFF

警報入出力

【接続構成】

 【機能概要】

【お客様導入機能例】
鮮度管理（温度表示、温度報告書）
警報メール通知
エネルギーの見える化
デマンド制御
冷凍機最適制御
空調換気連携
照明調光制御

顧客本部クラウドサーバQRコード

店舗

冷凍機 ショーケース 空調 換気 照明

※接続機器は順次拡大予定

※ 対象冷凍機：日立、ダイキン、パナソニック、三菱電機、KOBELCO

ECOMAX
コントローラ

【システム構成】

サーバ接続I/F

操作画面例
計測・制御I/F

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　食品流通事業本部　営業統括部 営業第六部　営業第一課
　　　　　　　　　〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー　　TEL：03-5435-7078　　http://www.fujielectric.co.jp/
 　　　　　　　　  http://www.fujielectric.co.jp/products/cold_chain/index.html (コールドチェーン機器)



導入しやすいクラウド型システムで地域の放射線を監視。

環境放射線監視サービス

富士電機が長年培ってきた放射線計測技術をベースに、小形線量計とクラウドシステムを組み合わせた
監視サービスです。導入しやすさを追求し、より多くの地域住民の皆様の安全・安心を見守ります。

 【導入によるメリット】

 高感度型線量計からのデータをクラウドサーバにより処理・統合管理
■  導入コストを抑えます。
■  データ提供に伴う課金方式のシステムも構築可能です。
■  データ運用監視サービスも付加可能です。

 【システムの特長】

■  線量計は、低価格と高性能を両立したDOSEe nanoを採用。
■  地方自治体、海外政府なども導入対象として開発。

コンビニエンスストア

線量計

電柱

線量計

職員宅

線量計

役所・警察

線量計

運用監視サービス政府担当者防災担当者・一般ユーザ

00B3-J-0045

クラウドサーバ

銀行

線量計

病院・研究所

線量計

IoTソリューション 自治体 / 行政



※製品の外形、形式番号などは、予告なく変更される場合があります。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 産業計測機器事業部 放射線システム部
　　　　　　　　　〒191-8502 東京都日野市富士町丁目1番地　　TEL：042-583-6599　　http://www.fujielectric.co.jp/
  http://www.fujielectric.co.jp/products/radiation/ （放射線システム）

環境放射線監視サービス画面表示例※

【導入事例】

■    エリア内に設置された線量計(DOSEe nano)から環境放射線データを

サーバに収集・管理　

■ 収集・管理したデータは、関係機関・ユーザ様の端末から監視可能

 【機能概要】

クラウドサーバ

データ収集コントローラ 
FiTSAΣ  typeM2M

線量計

【接続構成】※

サーバ クラウドサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet (LAN、 携帯電話網)

プロトコル FTP

エッジコントローラ FiTSA Σ typeM2M

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 USB

プロトコル ローダコマンド

計測・制御機器/
他社機器 放射線検出器(DOSEe nano)

計測・
制御I/F

回線 ̶

プロトコル ̶

計測・制御対象 環境放射線

【システム構成】※

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

※日本国内に導入の場合



多変量統計的プロセス管理（MSPC※1）ツール

【システムの特長】

■  自動車・化学分野における製造品質改善や、店舗における設備異常予知など

多種多様なお客様課題の解決実績

■  因子数※の制約なしに、因子間の特徴抽出が可能　※ 因子数：製造実績データ、設備稼働実績データ、検査結果データなどの各項目の数
■  未知の異常でも検知可能
■  連続系プロセスに加え、バッチ系プロセスデータの解析も可能

お客様との課題解決により、磨き上げられた解析アルゴリズム

00B3-J-0046

お客様の現場における、製造品質改善や設備の異常予知などの実績が豊富な解析・最適化技術（CPS※2エンジン）
を実装したツールです。オフラインデータの現場での簡易診断からクラウド上の最適化サービスまで、お客様のご
要望に応じた導入形態で用意しています。

IoTソリューション

※1  MSPC：Multivariate Statistical Process Control　※2  Cyber Physical System

実績豊富な解析ツールにより、素早く効果を確認。

 【導入によるメリット】

 解析ツール活用による効果を早期に検証（Small, Quick start）
■  既存データがある場合は、オフライン解析により最短1日で簡易診断が可能です。
■    既存データがない場合も、エッジコントローラを既設システムに後付けすることにより、容易にデータ収集
　  簡易診断が可能です。

   効果をお客様と共に確認しながら、解析内容の深堀り、
解析範囲の拡大が可能（Spiral-up）
■   ステップ１：既設システムに保存されたデータのExcelによるオフライン解析
■    ステップ２：解析データを追加し、解析内容の深堀り
■    ステップ３：クラウドもしくはオンプレミスサーバによるオンライン解析

バッチMSPCによる解析
バッチ系プロセスでは平均プロファイルからの差異を因子間で相関分析することにより診断・分析します。

過去データ 平均プロファイル MSPC による診断

平均プロファイルを
差し引く

圧
力

温度

平均

相関関係

Q値
T2値

時間

温
度

時間

圧
力

時間

温
度

時間

圧
力

時間

温
度

時間

圧
力

- =

Quick Startの鍵



■ 正常モデル作成
○ 相関の強い複数因子の組合せを抽出

■ 現在値と正常モデルとの比較・判定
○   相関関係からのずれ（Q値）と平均からの
ずれ（T2値）を用いて判定
（個々の因子の閾値判定では検出されない異常を検知）

 【機能概要】

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 組立・施設事業部 組立技術部
　　　　　　　　　〒191-8502 東京都日野市富士町１　　TEL：042-585-6934　　http://www.fujielectric.co.jp/
 http://www.fujielectric.co.jp/products/maingate/gaiyou.html （製造管理ソリューション）

【接続構成】

サーバ オフライン解析PC クラウドもしくはオンプレミスサーバ

サーバ
接続I/F

回線 オフライン（記憶メディアによるデータ渡し） Ethernet（LAN、携帯電話網）

プロトコル FTP FTP、メール

エッジコントローラ エッジコントローラ（FiTSAΣなど）

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet RS-485

プロトコル SXローダコマンド シリアル

計測・制御機器/他社機器 既設設備 MICREX-SX リモートI/O

計測・制御I/F
回線 各種インターフェイス AI/DI AI/DI

プロトコル ̶ ̶ ̶

計測・制御対象 各種データ
（電力、温度、湿度、圧力など） 計測機器全般 アナログ入力、デジタル入力

T2値：平均からの「ずれ」

Ｑ値：相関関係からの「ずれ」

因子１

現在値
平均

正常モデル
因子間の相関関係

因
子
２

【導入事例】

MSPCを搭載したパッケージソフトウェア（MainGATE/MSPC）として、約550件の導入実績があります

業界 適用効果

自動車 製造工程の診断・分析による加工精度向上

化学 製造工程の診断・分析による品質歩留り向上、
設備異常検知

医療機器 品質良否判定への適用による工程品質確保、
生産量安定化

店舗 冷凍機システムの監視による異常予兆検知

上記以外の業界にも、多数の導入実績があります。　

適用事例（一部） 診断ツール画面

サーバオフライン解析PC

データ収集コントローラ
FiTSAΣなど

【システム構成】

サーバ接続I/F

エッジコントローラ
接続I/F

お客様設備 各種センサ（既設・追加）

計測・制御機器
（MICREX-SXなど）

イーサネット/RS-485



Ethernet 2ch
TCP/IP、Modbus-TCP対応

RS-422/485 2ch
Modbus-RTU/独自プロトコル対応

データ収集コントローラ

【システムの特長】

■  収集データのフィルタリングやデータ加工などを行うことにより、
クラウドに転送するデータ量を適切に抑えることが可能 ※3 当社によるアプリケーション開発が必要となります。

汎用OS搭載により、C、C++言語アプリケーション実装が可能※3

00B3-J-0047

様々なフィールド機器のデータを簡単に収集、クラウドへ転送。
お客様の現場に設置された様々なフィールド機器のデータを収集するためのエッジコントローラです。既設システ
ムへの影響を抑えつつ、簡単に設置が可能で、解析・最適化（CPS※1エンジン）に使用するデータを収集・転送する
ことができます。

 【導入によるメリット】

 フィールド機器のデータをサーバに簡単伝送（Small, Quick Start）
■  既設システム・盤に後付けが可能です。
■  当社製品・他社製品を問わず、様々なフィールド機器を接続できます。

 センサ追加やデータ収集設定の変更も容易に可能（Spiral-up）
■   Web画面によるデータ収集・状況監視設定が可能です。
■  通信ライブラリをオンライン上で追加可能※2です。

※1 Cyber Physical System　※2通信ライブラリの追加開発が必要となる場合がございます。

IoTソリューション

エネルギー
管理

操業最適化

設備管理

クラウドサービス

FTP、HTTP、OPC、
ファイル共有（SMB）

データ収集
コントローラ
FiTSAΣ B4

無線LAN
ルーター

データ データ

Modbus
専用プロトコル FeMIEL

PPMC

F-MPC 04S 

FRENIC F-MPC
I/Oユニット

F-MPC04E

F-MPC 04P FePSU

他社製 電力監視機器

USB 2ch
各シリアル通信対応

USB ‒ 232C変換器

他社製 環境・温度センサなど

他社製 PLC

他社製 電力監視機器、リモートI/Oなど

FeMIEL MICREX-SX エコ店長

Quick Startの鍵

■  上位通信：有線（Ethernet）もしくは無線（モバイル回線）に対応
■  下位通信：Ethernet、RS-485、USBを搭載。17メーカ（20シリーズ）の各種機器（PLCなど）との接続実績あり

上位通信/下位通信それぞれについて、様々な通信方式に対応

フィットエスエー シグマ

Field intelligent Terminal Solution Adapter



太陽光発電遠隔監視＆メンテナンスサービス

○ フィールド機器のデータを収集し、クラウドへ転送
フィールド機器：太陽光パワーコンディショナ（PCS）、ストリング監視ユニット、リモートI/O
解析・最適化：クラウドでの稼働監視と異常検知サービスを実施

FiTSAΣをはじめ、4種類のエッジコントローラをラインアップ

・既設システムやデータ
 収集ニーズに応じて、
 最適なものを選択可能

■ データ蓄積：収集したデータをCSVファイルとして蓄積し、外部記憶メディアに保存　
■ イベント監視：Web画面で事前に定義を設定したイベント（上下限値など）の発生を監視
■ スクリプト実行：イベント発生時に予め設定されたスクリプトを実行（Lua, Ruby言語に対応）

 【機能概要】

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。 Printed in Japan 2016-11/10FOLS

【お問い合わせ先】　産業インフラ事業本部 組立・施設事業部 組立技術部
 〒191-8502 東京都日野市富士町１　　TEL：042-585-6934　　http://www.fujielectric.co.jp/
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データ収集コントローラ
FiTSAΣ B4

汎用

MONITOUCH V9

FA用

ECOMAXコントローラ

店舗用

F-MPC Web

エネルギー監視・制御用

【システム構成】

クラウドサーバ

データ収集コントローラ
FiTSAΣ B4

電力監視機器
（F-MPC04など）

イーサネット/シリアル

サーバ接続I/F

エッジコントローラ接続I/F

PLC  
（MICREX-SXなど）

各種機器・センサ

各種センサ

リモートI/O

各種センサ

 【接続構成】
サーバ クラウドもしくはオンプレミスサーバ

サーバ
接続I/F

回線 Ethernet（LAN、携帯電話）

プロトコル FTP、メール

エッジコントローラ FiTSAΣ

エッジ
コントローラ
接続I/F

回線 Ethernet、 RS-485、RS-232C

プロトコル SXローダコマンド、
他社独自コマンド

F-MPC Net、
Modbus RTU、

他社独自プロトコル

Modbus TCP/RTU、
他社独自プロトコル 他社独自プロトコル

計測・制御機器/
他社機器

PLC
（MICREX-SX
もしくは他社製品）

電力監視機器
（F-MPC04など） リモートI/O 各種センサ

計測・制御
I/F

回線 シリアル、AI/DI AI/DI AI/DI ̶

プロトコル ̶ ̶ ̶ ̶

計測・制御対象 計測機器全般 アナログ入力、
デジタル入力 各種センサ 温度、湿度、

照明など

 【導入事例】

携帯電話

PC
タブレット

データ収集コントローラ
FiTSA Σ

各社のPCSと
接続可能

発電実績
イベント履歴
帳票出力など

Web画面表示

太陽光発電事業者・特定規模
電気事業者のメリット

クラウドで監視機能を利用可
→初期投資を低減

異常検知と対応の迅速化
→発電ロスの低減

充電電力量
日射量、気温
PCS状態など

設備販売・保守会社の
メリット

故障発生時の迅速対応
→顧客満足度の向上

修理

パワーコンディショナ
（PCS）

PCSの故障検知
PCSから出力された
異常信号をもとに
アラームを出力

故障

PVストリング
監視ユニット

PV用絶縁監視
vigilohm ソーラーパネル

パネルの故障検知
日射量や発電効率などから
算出した数値を一定係数
下回った場合にアラーム出力

クラウド

収集データ

メールでの異常通知

故障



2016
Vol.89  No. 3

特集　IoT 新時代の計測・制御ソリューション

昨今注目されている IoTは，あらゆる“モノ”をインターネットに

接続して情報のやりとりを行い，ビッグデータや人工知能の発展と相
まって，新たな顧客価値を創出し，従来の産業・社会構造を大きく変革
しようとしています。

富士電機は，エネルギー・環境技術の革新に取り組み，“エネルギー

の安定供給”“省エネルギーの実現”“安全・安心の提供”を柱に，お客
さまの生産活動全体を対象として設備や施設のライフサイクル全般にわ

たるソリューションを提供しています。その中で，IoTは富士電機が提
供するソリューションの大きな力になるものと確信しています。

本特集では，IoT 新時代を見据えた富士電機の最新の計測・制御ソ

リューションを紹介します。

表紙写真
　カタログ「富士電機の IoTソリューション」より
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