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モ ニ タ リ ン グ 機 器 で は，MEMS（Micro Electro Me-
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各地でスマートコミュニティ実証プロジェクトが進めら

chanical Systems）技術を応用した安価な超高感度感振セ

れる中，富士電機も北九州スマートコミュニティ創造事業

ンサを開発し，ビルや橋などの健全性評価用の構造ヘルス

やけいはんな次世代エネルギー・社会システム実証事業な

モニタリングシステムに適用し，有効性を検証している。

どのプロジェクトに参画しながら，各種エネルギーマネジ
メントシステム（EMS）技術の開発や実証を進めている。

システム制御技術

複合エネルギー（電力・熱）最適制御やデマンドレスポン

システム制御分野では，さまざまなプラントにおいて設

スを実装した FEMS，BEMS を開発した。また，グリッ

備の老朽化が進んでおり，安定操業・生産効率向上・拡張

ドでの需給制御・計画を支援して制御方式・容量などの最

を図るために，分散型制御システム（DCS）や計算機シス

適性を検証する蓄電制御シミュレータ，ならびに分散型電

テムの更新が相次いでいる。既設のハードウェア・ソフト

源と蓄電設備を軸にエネルギー最適運用と系統連系を行う

ウェア資産を最大限に活用し，最小コストで設備稼動条件

実規模マイクログリッド実証設備などを開発した。さらに，

に柔軟に対応できるシステムが求められている。鉄鋼プラ

通信機能を内蔵したスマートメータへの置換え需要に合わ

ントやごみ焼却プラント向けでは，DCS 更新などの多く

せ，主要電力会社向けの製品開発を積極的に行っている。

の納入実績を挙げ，既設ソフトウェア資産を有効に活用し

系統配電関連では，系統運用システムと公営企業向けの

て品質確保と切替期間の短縮を実現した。制御用計算機シ

発電集中監視制御システムを継続して納入し，電力の安定

ステムの更新においては，仮想化技術を利用して既設を変

供給に寄与している。さらに，国際標準化技術や配電系統

更することなく新ハードウェアに移植することで，開発・

の電圧制御技術などの開発も進め，次世代の系統運用に向

試験の効率化，品質確保を可能にした。都市ガスの広域監

けて取り組んでいる。

視制御用に，設置場所・通信手段の違いに対して柔軟に対
応できる IP テレメータシステムを構築した。

計測・センサ技術

コントローラは，制御システムの中核を担う共通コン

計測・センサ分野では，省エネルギー（省エネ）を目的

ポーネントとして，その適用範囲を拡大している。ギガビッ

とした流体・エネルギー計測機器，環境保護・保全を目的

ド Ethernet 搭 載 の「MICREX-SX SPH3000MG」 に， 複

とする環境計測機器，生活の安全・安心を目的とするモニ

数のドライブ装置を制御する標準パッケージを実装し，最

タリング機器の高度化の要求に応える技術開発を進めた。

大 200 台のドライブ装置と関連 I/O をネットワーク経由

流体計測機器では，耐気泡性能を大幅に向上させた汎用

で制御可能とした。これにより，エンジニアリング工数

タイプの液体用超音波流量計を開発し，また，2 測線計測

の低減および省配線による大幅な工事費の削減ができる。

や熱量演算機能を付加した高機能タイプも開発した。さら

PROFINET・RT を内蔵した高性能な「SPH3000PN」は，

に，FF（Foundation Fieldbus）対応の圧力・差圧発信器

PROFINET に直接接続できグローバル化に対応している。

と質量流量計測用の複合センサの開発を実施した。エネル

計測システムについては，監視制御システム向けの高信頼

ギー計測機器では，920 MHz 特定小電力無線を使用した

コントローラを 2013 年度中に提供を計画している。

クランプ式電力モニタを開発し，電力監視システムの構築
を容易にした。
環境計測機器では，レーザ方式ガス分析計の複合成分測

道路の環境改善・省エネ化・危機管理をキーに，2012
年度は新東名高速道路向けにトンネル遠隔制御や SA・
PA 情報ターミナルなどを納入した。また，クラウド化が

定化を図り，一酸化炭素と酸素を同時測定し，さらに計装

進む中，都道府県を超えたクラウド型共同利用を加速させ，

空気パージ方式で耐ダスト性能が向上した製品を開発した。

自治体システムのさらなるコスト削減に貢献していく。
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EMS 技術
けいはんな BEMS 実証事業
富士電機は，経済産業省が推進している“けいはんな次
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けいはんなプラザBEMSの全体システム構成

世代エネルギー・社会システム実証事業”において，けい
CEMS

はんなプラザに対するビルエネルギーマネジメントシステ
ム（BEMS）を担当し，2012 年度に実証試験を開始した。

BEMS

富士電機の開発範囲

開発・納入したエネルギーコントローラは，既設ビル管

エネルギー
コントローラ

理システムと連携して情報収集し，気象情報やエネルギー
使用実績から需要予測および太陽光発電予測，最適設備運

既存ビル管理
システム

用計画の立案を行う。また，地域エネルギーマネジメント

スマート
ＰＣＳ
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システム（CEMS）と連携の下，ビル内のテナントやホテ
設備

空調

どビル内設備の同時同量制御などを行い，地域エネルギー

ＯＡ機器

照明

ル宿泊者に対するデマンドレスポンス，ならびに蓄電池な

コンセントレータ
中継器
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蓄電池

の最適化に貢献する。この実証事業では，エネルギーマネ
ジメントによる CO2 排出量の 10 % 削減を目標にしている。
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富士通株式会社 川崎工場向けマイクログリッド実証システム
富士電機は，富士通株式会社 川崎工場向けにマイクログ

図2

パワーコンディショナ設備

リッド実証システムを納入した。このシステムは，受電電
力の削減や工場での実証実験を行うことを目的とし，太陽
光発電設備（45 kW）
，蓄電池設備（約 80 kWh）
，パワーコ
ンディショナ設備（50 kW）
，配電設備および遠隔操作設
備で構成される。システムの特徴として，次に示す複数の
制御機能を持ち，さまざまな実証実験を行うことができる。
⑴

受電電力抑制および逆潮防止機能

⑵

充放電管理機能

⑶

電力安定化機能
これらの実証実験の結果，受電総量の 5 % 削減とピーク

電力の平均 21 % 低減が確認できた。今後の実証成果が期
待されている。

福島工業高等専門学校向けスマートグリッド実規模実験装置
福島工業高等専門学校にスマートグリッド実規模実験装

図3

スマートグリッド実規模実験装置の構成

置を納入した。
本装置は，人材育成を目的とした実験・研究設備である
と同時に，常用の分散型電源設備および災害時の非常用電
源設備として運用する。
ガスコージェネレーション，太陽光発電（既設）
，風力

制御システム

蓄電池システム
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タは，機器と制御システムをリアルタイムにシミュレー
ションできる。シミュレータを用いて蓄電池制御などの制

電気工学科棟

有効活用する。また，本装置とともに納入したシミュレー

盤陽会館

風力発電システム

講義Ａ棟

並行して，発生する排熱を蓄熱技術により校内給湯設備で

情報
学科棟

建設環境工学科棟

棟
管理

を行う。ガスコージェネレーションシステムでは，発電と

講義
Ｂ棟

発電，蓄電池の各システムを制御システムにより統合制御

専攻科棟

プール

太陽光発電システム

御アルゴリズムを開発し，実設備で検証する。
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最適運用機能構築フレームワークによる統合 EMS プラットフォームの機能拡張
電力，鉄鋼を含む産業や店舗流通などの分野における統
合 EMS プラットフォームの機能拡張として，電気・熱・
ガスなどのユーティリティ設備の最適運用機能構築フレー

図4

最適運用構築フレームワーク
最適運用機能構築フレームワーク

統合 EMS プラットフォーム

自動変換

ムワークを開発した。計算機上で設備の部品を配置・接
続することで，作成したエネルギーネットワークモデルを

エネルギーネットワークモデル

最適化ソルバで利用可能なモデル形式に変換し，機器特性

設備部品集
ボイラ

最適化ソルバ用

配置・接続

モデル

や運用データに基づいて最適化演算を行い最適運用計画を

G

立案できる。従来は困難であった設備構成の変更や特性
変化があった場合のメンテナンスが容易に実現できる。エ

最適化ソルバ

設備特性

タービン

運用データ

a: xxx.xxx

G

ネルギーネットワークモデルは統合 EMS プラットフォー

b: xxx.xxx

最適運用計画

c: xxx.xxx

…

ムに搭載されており，電力系統の国際規格 IEC61968・

統合 EMS プラットフォーム
データベース

IEC61970 の CIM（共通情報モデル）と類似のモデルであ
る。今後，相互変換により規格への適合を図っていく。
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太陽光発電量予測技術
低炭素社会の実現に向けた取組みとして，太陽光発電の

図5

太陽光発電量予測結果の例

導入が世界的に推進されている。太陽光発電量は気象条件
により大きく変動するため，大量に導入されると電力系統
に悪影響を与える。そのため，発電出力を安定化させる技

20

術が必要である。富士電機ではその一つとして，太陽光発
主な特徴は，太陽光発電設備の位置情報とその周辺の気
象予報値を使用すること，ならびに太陽光モジュールの出
力特性を考慮することで，世界各地において数日先まで
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電量の予測技術の開発に取り組んでいる。
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会社における需給運用計画にも適用できる。

θ

蓄電制御シミュレータ
太陽光，風力，海流などの大規模で多様な自然エネルギー

図6

蓄電制御シミュレータ

を高品質安定なスマートエネルギーに変える技術として，ま
術として蓄電制御システム技術があり，その研究は急速に
高度化している。富士電機は，長年の実績から解析支援シ
ステムとして蓄電制御シミュレータを開発した。
⑴

系統連系時の電力品質を満たすために，①蓄電設備の
容量，②各種蓄電設備の配分，③制御システムおよび制

新エネルギー発電計画，
負荷計画

計画情報
ダウンロード

プログラミング
支援ツール

高速協調制御
演算処理装置
プログラム
ダウンロード

高速 I/O 処理
制御演算装置

び負荷計画を支援する。
⑶

最適制御アルゴリズムとパラメータの確立を支援する。
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デマンドレスポンス予測技術
電力の需給調整は，従来は発電側のみで行っていたが，

図7

デマンドレスポンス予測モデルの構成

需要側でも調整することが重要になってきている。電力価
格の変更やインセンティブポイントの付与を行うことで，

予測条件

電力価格変更

需要の抑制やピークシフトを促す“デマンドレスポンス

需要予測カーブ

曜日，気温，湿度…

ムに組み込むためには，電力価格を変更したときの需要変
化を予測する必要があり，富士電機では，この予測技術の

需要

（DR）
”が注目されている。DR を需給制御を行うシステ

価格

需要予測モデル
（家庭）

DR 予測モデル
（家庭）

需要予測モデル
（商業施設）

DR 予測モデル
（商業施設）

需要予測モデル
（工場）

DR 予測モデル
（工場）

時間

工場などいくつかのグループに分け，需要実績データベー

需要

開発に取り組んでいる。具体的には，需要側を一般家庭や
スを使って需要予測を行った後，価格変更による需要変化
を補正する。今後は，北九州スマートコミュニティ創造事
業において 2012 年度から始まった DR 実証試験のデータ

需要予測
（全体）

＋

時間

実績
データベース

を使用して，予測モデルの検証を行う予定である。
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中部電力株式会社向け長野給電制御所システム
中部電力株式会社向け長野給電制御所システムにおいて，

図8

長野給電制御所システムの構成

1983 年のシステム導入以来 2 回目となる全面更新工事を
･･･ 操作卓

実施した。本システムは，長野県北部地域 128 か所の電気

保守卓

･･･

所の監視制御を行っている。主な特徴は次のとおりである。
⑴

通信ネットワークの IP 網化に伴い，遠隔監視制御

監視制御

記録支援

伝送系

表示盤

システム
監視保守

通信

装置（TC，ITC，CDT）とのデータ入出力，基幹給制，
他給制システム，配電線自動化システムとの連携におい
て，一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）の産業用
プロトコルである PMCN を採用した。
⑵

が開発した電力ミドルウェア上で稼動させ，システム構

記録支援

伝送系

系統盤ほか

入出力装置
･･･
切替装置

顧客支給のアプリケーションソフトウェアを富士電機

監視制御

運転系
（二重系）

TC 模擬

保守系

･･･
遠隔監視制御装置
（TC, ITC, CDT）

築の効率化を実現した。

秋田県向け大館発電事務所集中監視制御装置
秋田県向け大館発電事務所集中監視制御装置の更新工事

図9

大館発電事務所集中監視制御装置のシステム構成

を行った。本装置は，大館発電事務所から 6 か所の発電所
の集中監視制御を行うためのシステムである。主な特徴は
次のとおりである。
⑴

制御室および
事務室用画面
（65 インチ）

監視操作卓 ×3

プリンタ ×2

監視制御サーバ，伝送制御 LAN およびマンマシン

LAN を二重化し，監視操作卓は 3 卓構成とすることで，
信頼性を高めたシステム構成を実現した。
⑵

藤 里 系 統 の 3 か 所 の 発 電 所 は，IP 対 応 の テ レ コ ン

マンマシン LAN 二重化
監視制御サーバ
×2

IP 自所入出力

鹿角系統の 3 か所の発電所は，既設 TC を流用し大館
発電事務所に IP 変換装置を設け，将来の IP 化に備えた。

⑷

帳票 PC を介して，外部に設けられた発電データ管理

帳票
PC

東北電力
所内
（CB, LS, WH） 情報

秋田県庁
発電管理端末
情報 LAN

伝送装置
藤里系統

（IPTC）に更新し，インフラの高機能化を実現した。
⑶

システム
監視装置

デジタル IP 回線
（NTT ビジネスイーサワイド）
（秋田県）

IPTC
子局
×2

伝送制御 LAN 二重化

IP 変換装置
鹿角系統

IPTC
子局

アナログ回線
（NTT 回線）

TC 子局
（既設）

早口ダム
IPTC 孫局

TC 子局 ×3

システム端末への情報提供を実現した。
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技術成果と展望

EMS 技術
中部地方整備局向け丸山ダム管理用制御処理設備
国土交通省中部地方整備局から平成 23 年度丸山ダム管

図 1 0 丸山ダム管理用制御処理設備の構成

理用制御処理設備工事を受注し，2012 年度末の運用開始

放流操作装置

遠方手動操作卓

放流支援装置

大型モニタ

を目指して工事中である。
設備の主な特徴は次のとおりである。
⑴

丸山ダムの洪水吐きゲート 5 門の放流制御に加え，新

警報盤
ＬＡＮ
制御系 / 情報系

…

…

丸山ダムの建設に伴って増設されるバイパスゲート 2 門

入出力

情報
入力

を加えた放流制御に切替が可能である。

遠方
手動

テレメータ
入力

貯水位
計測

⑵

訓練装置と遠方手動操作卓を連携させることにより，
操作卓を加えた実運用に近い操作訓練が可能である。

⑶

電話応答装置において電話応答・通報機能に加え，
メール通報が可能である。

×2

×2

×2

FL-NET
×2

電話応答
装置

電話応答
出力

…
…
…
メディアコンバータ
光ケーブル

訓練
装置

ファイル
装置

情報入力
提供Ⅰ

訓練装置

情報入力
提供Ⅱ

ゲート
機側
伝送部

貯水位
伝送部

1 号ゲート
〜
5 号ゲート

主水位
副水位

上位系情報
システム

河川水位・雨量
テレメータ

メディアコンバータ

プリンタ

電話網・
インターネット

中継
端子部

機側伝送装置

中継
端子部

固定電話

携帯電話

ＰＣ

制御技術

京都府畑川ダム河川総合開発工事湛水試験の開始
京都府が建設する洪水対策用および京丹波町向け水道用

図 1 1 畑川ダム全景（テレメータ・放流警報設備とダム管理所）

ダムの主要な電気通信設備の設計・製作・調整試験を完了
した。主要な電気通信設備は，堤体観測設備，計測設備，
テレメータ ･ 放流警報設備，通信設備，CCTV 設備，ダ
ム管理用制御処理設備である。
これらの設備は，ダム管理所での集中管理を行うととも
に，遠隔での監視・制御機能，ならびに気象庁からの予測
雨量を基にしたダム流入量予測計算機能を備えている。ダ
ム管理業務の省力化と，ダムの安全な運用を実現している。
2013 年 3 月の竣工に向けて，京都府，ダム本体施工者
および放流設備施工者と協力して湛水試験に合わせ最終調
整試験を実施中である。

北海道電力株式会社向けユニット形ディジタルリレー
北海道電力株式会社の配電用変電所向けディジタルリ
レー装置に搭載するユニット形ディジタルリレー「DUJ
シリーズ」を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

CPU 処理能力の向上による機能集約，および外部端

子のコネクタ化（交流入力部を除く）と基板実装形態の
見直しなどにより，従来比で約 60 % の小型化を実現した。
⑵

16 ビット AD 変換器による精度向上と，4,800 Hz 高
速サンプリングによる性能向上を実現した。

⑶

試験用出力端子の実装により保守性を向上した。

⑷

ドットマトリックス LED 文字表示器により，整定時
の操作性と状態確認時の視認性を向上した。

⑸

耐ノイズ性能は JEC-2500（2010）に準拠している。
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技術成果と展望

計測・センサ技術
DPE（Dual Pressure Element）センサ
ガス井や油井の管理においては，圧力や流量の監視，特

図 1 3 DPEセンサ

に質量流量計測が重要であり，配管内に設置したオリフィ
ス前後の差圧と配管圧力（静圧）の同時測定が必要である。
DPE センサは，差圧と静圧の各センサを搭載した複合
センサ部，流体と接する本体部，AD 変換や補正演算を含
む回路部で構成される。
MEMS 技術による複合センサ（静電容量型）は高感度
で安定性と再現性に優れ，本体部の受圧部は実績のある
「FCX-AⅢシリーズ」と同じ構造を採用したことで信頼性
が高い。回路部で処理された差圧と静圧の信号は，シリア
ル伝送で外部へ出力するため，低消費電力やインタフェー
ス互換性の点で優れている。これらの特徴を持つ DPE セ
ンサは，過酷な環境下での使用が可能である。

制御技術

超音波流量計「FLR」
「FSV」
富士電機は，1970 年代に超音波流量計を発表してから，

図 1 4 「FLR」
「FSV」

水処理分野を中心に鉄鋼や半導体など，多岐にわたる分野
で着実に実績を積み重ねてきた。今回，コンパクト型超音
波流量計「FLR」と小型超音波流量計「FSV」のリニュー
アル開発を完了し，発売を開始した。
FLR は，デジタル信号処理の導入（アドバンスト ABM
方式の採用）により，耐気泡性能が従来比で約 60 倍アッ
プを実現した。FSV は，最新技術に合わせて構成部品を
見直した。さらに今後の機能拡張開発により，FLR の上
位機種としてさまざまな用途での高機能化を実現する。具
体的には 2 ライン同時測定用途として 2 測線方式，リモー
トメンテナンス用途として HART 通信，省エネ用途とし

FLR

FSV

て熱量演算の各種機能の追加を予定している。

クランプ式電力計測システム
電力監視システムを容易に構築可能にするクランプ式電

図 1 5 クランプ式電力計測システム

力モニタ機器およびシステムを開発している。

電力量を監視，確認，解析可能な
システム

主な特徴は次のとおりである。
⑴

920 MHz 特定小電力無線通信により，通信配線レス

でデータ収集が可能である。
⑵

監視パソコン
Ethernet
オープンプロトコル：FTP, HTTP

計測用クランプ電流センサを介し，機器の電源を計測
電流から取得することで，専用の電源と電源配線が不要

920 MHz 無線

FeMIEL-WL

無線化
（配線作業レス）

FeMIEL-SC

である（自己給電式）
。
⑶

電線にクランプするだけなので，停電せずに設置が可
能である。

⑷

収 集 デ ー タ を Ethernet LAN（FTP，HTTP な ど ）

で上位の見える化システムと連携することで，トレンド，

FeMIEL-SC

FeMIEL-SC

AC 電源
クランプのみ
（工事費用削減） （三相）

自己給電式
（電源供給不要）
設備

設備

各設備の電力使用量を計測（1φ2 W, 1φ3 W, 3φ3 W）

帳票，グルーピングなどの表示が可能である。
富士電機技報

2013 vol.86 no.1

59（59）

技術成果と展望

計測・センサ技術
新型ユニット式電力量計の量産化
GE 富士電機メーターは，新型ユニット式電力量計（単

図 1 6 新型ユニット式電力量計

相 3 線式および三相 3 線式，定格電流 60 A）を開発し，
2012 年 7 月に量産を開始した。これは，関西電力株式会
社や九州電力株式会社など計 8 社による共同研究の成果で
ある。
ユニット式電力量計は，ユニット化した計量部と筐体
（きょうたい）部を組み合わせて使用する。検定期間満了
時には筐体部を残したまま，充電部に触れることなく計量
部の交換が可能なため，安全性および交換作業のスピード
が向上できる。筐体部の材料を鉄とガラスからプラスチッ
クへ変更することで，従来品比で約 50 % の軽量化を実現
した。

制御技術

レーザ方式ガス分析計（CO＋O2 計）
ゴミ焼却場や汚泥焼却場などの高度燃焼管理や鉄鋼の可

図 1 7 レーザ方式ガス分析計（CO＋O2計）

燃ガス回収用途として，一つの装置に二つのレーザ素子
を内蔵したレーザ方式ガス分析計（CO＋O2 計）を開発し，
2013 年 6 月に発売する予定である。
2 レーザ方式にしたことで，従来品と比べて大幅な低価
格化が実現できる。O2 計でも，パージガスに空気が使用
でき，また自動増幅率制御機能により耐ダスト性能が向上
するなど，独自の仕様を追加している。用途，測定レンジ
に応じてレーザ素子が変更できるため，将来的には，ライ
ンアップしている全ての測定成分で 2 成分または 3 成分の
測定が可能になる。
海外の石油・石化市場に参入するため，ATEX，NEPSI
の防爆認証を 2013 年度中に取得する予定である。

食品放射能検査システム
食品中の放射性セシウム新基準に対応し，高速に米袋の
全数・全量の検査ができる，食品放射能検査システムを
開発した。高感度γ線検出器の増設による感度の向上と，
シャドーシールド構造による周囲放射線（BG）の遮へい
を行い，従来のシステムに比べて測定処理時間が 83 % 向
上した（60 秒から 10 秒に短縮）
。主な特徴を次に示す。
⑴

測定性能：基準値 100 Bq/kg 未満を 99 % の精度で判

定可能（測定下限値：25 Bq/kg 以下，スクリーニング
レベル：50 Bq/kg）
⑵

処理能力：米袋（30 kg）の場合，1 時間当たり 360
袋の検査が可能（BG：0.1 µSv/h の時）
今後，ソフトウェアの変更により，一般食品の検査も可

能にし，食の安全・安心の実現に貢献する。
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図 1 8 食品放射能検査システム

技術成果と展望

計測・センサ技術
新型都市ガス用ガス・CO 警報器
デザインを一新し，従来品に対して約 20 % の薄型化と

図 1 9 新型都市ガス用ガス・CO警報器

約 40 % の低消費電力化を実現した新型の都市ガス用ガ
ス・CO 警報器を開発した。
表示部のランプの視認性を向上するため，ランプの光を
適度に拡散するプリズムを新たに採用した。警報音には低
周波数から高周波数まで音を変化させるスイープ音を採用
した。これらの光と音により，警報器本来の役目である
ユーザへの危険の認知性を向上させた。また，ガス検知に
新たな判定ロジックを設け，都市ガスや一酸化炭素以外の
雑ガスに対する誤警報の抑制や，故障診断機能の強化など，
警報器としての信頼性も向上させた。
本製品は，ガス事業者の“安全・安心な社会の実現に向
けた取り組み”に貢献する。

制御技術

低価格コンパクト温度調節計「PXE」
富 士 電 機 の 温 度 調 節 計 は， 高 品 質・ 低 価 格 が 特 徴 の

図 2 0 「PXE」

「PXR シリーズ」を中心に，中国・東南アジア・米国・欧
州で，販売累計が 300 万台を超え，多くの支持を得ている。
近年，中国・東南アジア市場では，低価格への要求が高
まっている。そこで，販売実績に裏付けられた高品質は
そのままに，大幅な小型化を実現した低価格温度調節計
「PXE」を新たに市場投入する。主な特徴を次に示す。
⑴

前 面 厚 1.6 mm（ 従 来 比 80 % 削 減 ）
， 奥 行 き 61 mm

（従来比 24 % 削減）であり，装置の小型化に貢献
⑵

基本性能はそのままに低価格な品ぞろえ

⑶

PC からの給電により，ケーブル一本で容易にパラ
メータの設定が可能

⑷

ロング保証（製品 3 年保証）

FF（Foundation Fieldbus）発信器
計測・制御分野において Foundation Fieldbus 通信プロ

図 2 1 FF発信器

トコルは，制御監視システムと計測・制御機器をダイレク
トに繋ぐことができ，双方向通信が可能な通信制御手段と
して欧米を中心に普及してきた。最近では，東南アジア，
中東，南米などにおける世界最大級プラントでも採用事例
が増えている。
富士電機は，これらの状況を踏まえ，高精度・高信頼
性・低消費電力で定評がある発信器「FCX-AⅢシリーズ」
に FF 通信機能を追加した。顧客の評価が高い耐水素透過
仕様や耐食材仕様もラインアップしている。また，耐圧防
爆および本質安全防爆が可能であるため，FF 仕様の需要
が多い石油・石化・天然ガスなど，幅広い分野への適用が
可能である。
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技術成果と展望

計測・センサ技術
硬貨識別のための高周波領域における電磁気挙動解析の高精度化
コイルを用いた渦電流式センサは，金属材質の検出など

図 2 2 コイルセンサの電流密度分布解析の例（1/4モデル）

幅広い用途に利用されている。近年，その検出対象は複数
金属層を持つ複合材料などへと多様化する傾向にあり，材
質検出性能の高性能化が要求されている。
富士電機では，これらのニーズに応えるため，高周波領
域での磁束の浸透深さの差異を利用した金属材質検出セン
サを開発している。今回，これまでの有限要素法による電
電流密度
高

磁界解析に，等価回路解析による補正を組み合わせること
で，高周波励磁時（500 kHz 〜）に問題となる浮遊容量を
考慮した解析手法を確立し，解析精度を大幅に向上した。
今後，複雑な層構成を持つ複合素材の材質検出や，複合
素材で構成される海外硬貨の識別に，本解析技術と最適化

低

設計技術を応用していく。

システム制御技術
制御技術

ギガビット Ethernet 搭載コントローラ「MICREX-SX SPH3000MG」
「MICREX-SX SPH3000MG」は，ギガビット Ethernet

図 2 3 「MICREX-SX SPH3000MG」

ベースの制御ネットワーク「SX-Net」を搭載した高性
能・大容量コントローラである。主な特徴を次に示す。
⑴

SX-Net は，ブロードキャスト最大 128 K ワード，1
局最大 64 K ワード，リフレッシュ性能 8 K ワード/ms
であり，高速・大容量通信が可能である。

⑵

SPH3000MG は，SX-Net と 高 速 I/O バ ス の「E-SX

バス」を内蔵し，I/O 更新，アプリケーション実行，
SX-Net データ交換の高速・高精度同期が最短 1 ms で
実現でき，分散配置した複数のコントローラ間において
も，高精度同期制御システムを容易に構築できる。
⑶

従来の Ethernet ポートを装備し，幅広いシステム構
成に柔軟に対応できる。

アジア市場向けプログラマブルコントローラ「MICREX-SX SPM シリーズ」
アジア市場向けにプログラマブルコントローラ
「MICREX-SX

図 2 4 「MICREX-SX SPM」8スロットベースシステム

SPM シリーズ」をラインアップに加えた。

小規模機械制御分野において，現状の小型プログラマブ
ルコントローラでは性能が不足するシステムに，従来機種

SD メモリカード

「MICREX-SX SPH シリーズ」を適用すると高性能・高

CPU モジュール

SPM 専用ベースボードと
モジュール

価格になる。SPM シリーズでは機能を絞り込み，演算能
力は SPH シリーズと同等のまま，小規模機械制御市場で
競争力のある製品価格を実現した。主な特徴を次に示す。
⑴

プログラミングツールは SPH シリーズと同じで，ソ
フトウェア資産の流用性を確保

⑵

データ保持メモリに不揮発 RAM を採用（電池不要）

⑶

CPU モジュールに RS485 ポートを搭載し，
「ALPHA5

Smart」との容易な接続を実現
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技術成果と展望

システム制御技術
「MICREX-SX」への置換えツール・アダプタ
主 力 コ ン ト ロ ー ラ で あ る「MICREX-SX シ リ ー ズ 」
へ，旧機種「MICREX-F

図 2 5 ツール・アダプタを使用した置換え例

シリーズ」のアプリケーション

命令を 100 % 置き換えるツールを商品化した。表現方法

MICREX-F

MICREX-SX

の異なる命令間のコンバート機能を開発することにより，

アダプタ

MICREX-F から MICREX-SX への移行が可能になった。

取付け互換
100 ％

これにより顧客のソフトウェア資産のスムーズな継承と，
移行時の設計コストの大幅な低減が可能になる。
これに併せて，ハードウェア外形の違いを吸収するアダ

MICREX-Fプログラム

MICREX-SX プログラム

プタを開発した。従来の I/O 端子をそのまま流用可能で

ツール
命令置換え
100 ％

あり，I/O 信号線の取外しおよび再配線が不要となるため，
配線作業時間が飛躍的に短縮できる。
顧客の資産の有効活用と，長期運用機器の改修や機能拡
張の置換えが求められる更新需要に応える。

制御技術

PROFINET 内蔵コントローラ「MICREX-SX SPH3000PN」
グローバルオープンネットワークである PROFINET・

図 2 6 「MICREX-SX SPH3000PN」

RT を内蔵した高性能コントローラ「MICREX-SX SPH
3000PN」を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

アプリケーションの実行と，PROFINET IO スレー

ブ間の入出力データ更新を同期することで，データの一
義性を確保し，高速な制御システムの構築が可能である。
⑵

入出力データ 4,096 ワード，スレーブ接続台数 128 局，
入出力データ更新 2 〜 512 ms の I/O 通信，ならびに汎
用 Ethernet 重畳によるコントローラ間通信が可能であ
る。

⑶

支援ツールでは，PROFINET IO スレーブ局のラベ

ル名と連携したプログラミング記述を行うことができ，
エンジニアリング工数を削減できる。

「MICREX-SX SPH3000」に搭載した ユーザアプリケーション保護機能
「MICREX-SX SPH3000」に，アプリケーションプロ

図 2 7 ユーザアプリケーション保護機能

グラムの不正使用を防止するユーザアプリケーション保護
機能を追加した。ユーザが管理するセキュリティコードに
より，プログラムとこれを実行するコントローラを関連付

セキュリティ命令
の追加

Expert（D300win）
セキュリティツール

セキュリティコード
の登録

け，この組合せが一致した場合にだけプログラムを実行す
る。この制限を追加することで，不正なプログラムコピー
やユーザシステムの複製を防止できる。
今回の保護機能と，従来のパスワードによるプログラム

ユーザアプリケーション

SPH3000

表示防止機能・プログラム読出し防止機能とを併用するこ
とで，さらに強固にユーザアプリケーションを保護できる。
また，プログラムの実行可能期間を 1 時間から 365 日の
範囲で制限できる機能を搭載し，ユーザシステムの仮運用

セキュリティ命令で
プログラムの保護

一致の場合 ™セキュリティコードの暗号化
プログラム ™読出し不可プロテクト
の実行

やサンプル展開などのニーズにも対応が可能である。
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技術成果と展望

システム制御技術
データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS7」
富士電機では，設備の運転安定化，高効率運用，寿命予

図 2 8 「f（s）NISDAS7」チャート表示例

測など予知保全に対するニーズに応えるため，データ収
集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS」
を 2002 年に開発し，これまでに約 250 セットを納入して
きた。今回，最新のパソコン環境への対応と併せた機能強
化を図り，
「f（s）NISDAS7」として刷新した。主な特徴
は次のとおりである。
⑴

新機能

表示・操作方法を刷新し，データ管理機能，パノラマ表
示機能および統計値カーソル機能を追加した。
⑵

機能強化による利便性の向上

チャートコメント，チャートカーソル機能，データ演算
機能，Boolean 表示機能および収集機能を統合した。

制御技術

仮想化技術によるプロセスコンピュータの更新
産業分野向けのプロセスコンピュータ（制御用計算機）

図 2 9 仮想化システムの構成

は，ハードウェアの劣化や拡張が困難になることなどによ
り，定期的に更新されている。更新時には，ハードウェア，

既設プロセスコンピュータ

そのまま
移行

新プロセスコンピュータ

OS およびミドルウェアを最新版にするため，既存のアプ

既設アプリケーション

既設アプリケーション

リケーションのコンバート作業や動作試験に多大なコスト

既設ミドルウェア

既設ミドルウェア

る。開発コスト・期間の削減，品質の確保が可能なシステ

仮想マシン

富士電機では，仮想化技術を利用し，既設システムを変
更することなく新ハードウェアに搭載できるシステムであ

既設ＯＳ

既設ＯＳ

が掛かっていた。

既設ハードウェア
CPU

メモリ

ビデオ

HDD

キーボード

NIC

マウス

仮想化ハイパーバイザ（VMware）

新ハードウェア
CPU
ビデオ

メモリ

HDD

キーボード

NIC

マウス

ムである。このシステムは，動作試験を容易にするための
次の機能を持っており，効率化に寄与している。
⑴

新旧計算機の同時稼動（並行運転）

⑵

新旧計算機の出力結果の比較効率化

PLC

パララン機能
データ比較機能

PLC

行政クラウド・モール 住民情報サービス
自治体におけるクラウド導入に関心が高まる中，自治体

図 3 0 行政クラウド・モール 住民情報サービスの概要

向けの新たなクラウド・サービスとして行政クラウド・
モール 住民情報サービスを開発した。
本サービスは，これまで個別に導入してきた住民情報
パッケージを，複数の自治体で共同利用できるようにクラ
ウド・サービス型で提供するものである。
主な機能は次のとおりである。
⑴

住記関連：住民記録の管理

⑵

税関連

⑶

福祉関連：国民健康保険などの管理

：地方税の管理

また，既に提供している文書管理サービスを中心とした
内部事務機能や各種アプリケーションとの連携も可能であ
る。
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クラウド
法定業務

™住記関連
™税関連
™福祉関連

内部事務
財務会計

人事給与
総務事務
文書管理

各種アプリケーション

™選挙投票管理
™農家基本台帳管理
™畜犬管理
™道路占用
™学童保育

™臨時職員管理
™健康管理
™高齢者台帳
™災害時要援護者
管理

技術成果と展望

システム制御技術
在場者数管理を可能とした入退場管理システム
東日本大震災を受け，事業所内の入場者を即時に把握し

図 3 1 入退場管理システムの構成

たいというニーズが高まっている。本入退場管理システ
歩行者用リーダポール
（一方通行用）

ムは，これに応えるものである。入退場者（歩行者・車

歩行者用リーダポール
（双方向通行用）

両）が社員証などの IC カードを非接触カードリーダやハ
ンディターミナルにかざすことで，即時に照合して認証し，
入場者および在場数を把握するシステムである。

制御装置

制御装置は遠方監視制御装置（テレコン）用 MPU ユ
ニットと汎用リモート PIO 装置で構成し，サーバで管理

スイッチング
HUB

車両用リーダポール

している利用者情報とカードリーダから読み取った情報と

管理パソコン

管理サーバ
利用者情報

を照合し，認証する。また，この入退場情報をサーバで管
理（登録・記録・保管・照会）するソフトウェアを開発し，
ICカード認証用
ハンディターミナル

容易に在場者数管理ができる入退場管理システムを構築し

入退構履歴

Bluetooth
ルータ

た。

制御技術

新東名高速道路遠方監視制御設備
2012 年 3 月に，中日本高速道路株式会社東京支社向け

図 3 2 IPIG子局およびハイウェイ情報ターミナル設備

遠方監視制御設備を納入した。本設備は，2012 年 4 月に
開通した新東名高速道路のトンネルに設置される IPIG 子
局（インターネットプロトコルを用いたインテリジェント
子局）と，SA および PA に設置されるハイウェイ情報ター
ミナル設備（緊急地震速報設備含む）を対象としている。
IPIG 子局は，子局内の情報を表示できる機能を持つ。
ハイウェイ情報ターミナル設備は，高速道路の渋滞情報な
どを提供するとともに，FeliCa を使用した携帯電話との通
信機能により，URL 情報の提供を行う。また，緊急地震
速報にも連動し，SA および PA 内の利用者に対し，地震
の揺れの大きさをターミナル画面で表示すとともに，拡声
放送による音声での情報提供も可能にした。

大阪ガス株式会社向け広域監視制御用 TM/TC システム
大阪ガス株式会社に広域監視制御用 TM/TC システム

図 3 3 システム構成図

を納入した。電力会社向けに納入実績のある IP テレメ－
タ「STD」のハードウェアを用い，中央監視室・無線中
継所・子局など設置場所の違いや，衛星回線・地上波無線
回線・NTT デジタル回線など通信手段の違いを考慮して，

本社

SCADA
対向部

SCADA

TM/TC
親局

全８面

TM/TC
親局

「ＳＴＤ」を
最大 16 台/1 面収納
メンテナンス
PC

ソフトウェアを開発した。
本システムは，大阪ガス株式会社の供給エリアに点在す

ルータ

る高・中圧用のガバナステーションなど約 600 か所を，中
央監視室（メインとサブの 2 か所）の SCADA で遠隔監
視および遠隔制御を行うための基幹となる最重要通信シス
テムである。
納入および試験が完了し，現在，アナログ回線からデジ

無線設備など
全 n か所
中継所
無線設備など

サブセンターへ
本社設備と同等

TM/TC 親局

ルータ または モデム
無線設備など
高圧局，供給所，中圧Ａ局

全 650 局

子局

タル回線への移行が順次行われている。
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技術成果と展望

システム制御技術
某社 製鉄所向け高炉送風制御システムの更新
某社 製鉄所において，高炉送風制御システムを更新した。
制御装置更新は，休風時の短時間で作業する必要がある
ため，綿密な事前調査，分岐盤設置，新旧制御装置の切替
えと復旧の繰返しにより実現した。
本システムの主な特徴は，次のとおりである。
⑴

図 3 4 高炉送風制御システム
上位計算機

クライアント クライアント クライアント

GW

プリンタ

既設 DCS

HUB
HUB
HUB
ターミナルバス 100 Mbits/s
HUB
HUB

一貫製鉄所の高炉からの送風要求に対し，複数のター
ビンブロワの組合せの制御により，安定的な送風を行う

エンジニアリング
ステーション

高信頼性システムである。
⑵

高炉，送風機，制御装置をさまざまな組合せで運用し，
各設備・機器の定期修理・休風・点検などに，フレキシ
ブルに対応可能な制御システムである。

制御技術
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HUB

サーバ

HUB
HUB
プラントバス 100 Mbits/s
HUB
HUB

＊

MPU×2
I/O

クライアント

サーバ

…

リレー変換器
オートメーション
システム01

MPU×2

MPU×2

I/O

I/O

リレー変換器

リレー変換器

HUB

…

オートメーション オートメーション
システム04
システム05

プリンタ

MPU×2
I/O
リレー変換器

オートメーション
システム08
＊HUB：スイッチング HUB

＊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。

