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特集

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

安全で安心して暮らすことのできる持続可能な社会の実現のために，
環境汚染や地球温暖化などの課題を早急に解決することが求められてい
ます。人々の生活の基盤である産業・社会インフラの役割は，ますます
大きくなってきています。
富士電機は，産業・社会インフラ分野において，
“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 3 本柱に，お客
さまの生産活動全体を対象に，設備や施設のライフサイクル全般のソ
リューションを提供することを目指しています。計測・制御技術は，そ
のための基盤技術です。センサ技術，制御技術，システム化技術，最適
化アルゴリズムなどのコンポーネントがあり，これらをネットワークで
有機的につないで，お客さまに最適なソリューションを提供しています。
本特集では，産業・社会に貢献する計測・制御のソリューションへの
取組みと，それを支える最新技術および最新コンポーネントについて紹
介します。

表紙写真
直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」
，感振センサ，中
小監視制御システム「MICREX-VieW XX」のコントローラ
「XCS-3000」
，高機能積算線量計「DOSE e」
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特集に寄せて

新しい計測・制御技術への期待
Expectations of New Technologies for Instrumentation
and Control Engineering

増田

士朗
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特集
データに焦点をあてた技術が今後発展する技術として注目
できる。

ましく進んでいる。計測分野においては先端電子計測技術

ソフトセンサやバーチャルメトロロジーなどの仮想計測

の適用が進み，ライフサイエンス分野や環境の計測，人の

技術に関する展開も計測・制御両分野に関連する技術とし

感覚や行動の計測など計測対象の多様化も進んでいる。ま

て注目に値する。この技術はリアルタイムで計測できない

た，制御分野においては，高速・高精度の温度制御や位置

変数を，オンライン計測ができる変数から推定することを

決め制御など，製造現場における制御技術への要求はます

目的とし，石油化学，鉄鋼，半導体製造，医薬品などのさ

ます高まり，安全や省エネルギーなど，求められる制御技

まざまな分野で実用化が進められている。これを実現する

術の多様化も進んでいる。また，制御技術を支える制御理

ためには，オンライン計測ができる変数と推定する変数と

論も，最適制御，ロバスト制御，適応制御といった従来的

の定量的な関係を与えるモデルが必要となる。このモデル

な手法から，ハイブリッド制御，量子化制御，フォーメー

には物理・化学法則に基づくモデルを用いる場合と計測

ション制御など適用範囲の拡大を実現する手法へ理論体系

データから導出される統計モデルを用いる場合がある。後

の整備が進んでいる。最近では，スマートグリッドなどの

者の場合には，先に紹介したデータ駆動制御と同様に製造

環境やエネルギー問題への展開も積極的に試みられている。

プロセスに蓄積されたデータが直接利用できるので，デー

本稿では，このようにさまざまな展開を見せる計測・制

タを活用した計測技術と位置付けられる。さらに，仮想計

御技術の中から筆者自身が注目しているトピックについて

測技術はダイナミックシミュレーションに基づく推定・予

述べたい。近年，インターネット上に流れる大量のデータ

測に関する技術の一つとも考えられるので，カルマンフィ

を有効に利用するビッグデータ科学が注目されているが，

ルタに代表される状態推定理論や大規模システムの計算機

計測・制御の分野でも製造プロセスに蓄積されたデータを

シミュレーション技術も関連する技術として重要な役割を

直接的に活用するデータ駆動制御に関する研究が最近の新

果たしていくものと考えられる。

しい動きとして注目される。従来の制御系設計の研究が実

最後にプロセスの安全を向上させる技術に関して述べて

システムから得られるデータを用いてシステムモデルを求

おきたい。化学プラントなどでは計測・制御技術に基づき

めるフェーズとシステムモデルを用いて制御系設計を行う

プラントの状態が適正な状態に維持され，操業の安全性が

フェーズに区別されていたのに対し，データ駆動制御は実

確保されているが，プラントの状態が適正レベルに維持

システムから得られたデータを直接，制御系設計に利用す

できなくなった場合にはアラームを発して運転員に対処を

ることを目指す。制御技術のユーザの立場からすると，制

求める。しかし，アラームの設定が適切でないとアラーム

御対象の性能は観測されるデータを用いて診断され，開発

の発生が頻発し，運転員の適正な対応が期待できなくなる。

された制御手法の効果は，適用結果として得られるデータ

このため，アラームを適正に動作させ，運転員，すなわち

によって評価される。すなわち，制御性能の診断から制御

人間による優れた対応能力を最大限活用することを目指し

結果に対する評価まで，制御対象から得られるデータがそ

たアラームマネジメントに関する取組みが重要となる。こ

の判断材料を提供するのでデータに着目したアプローチは

の取組みでは，計測・制御技術に加えて人間の優れた特性

現場のニーズに適合している。また，データ処理技術は工

である臨機応変さや柔軟性を活用し，システムのレジリエ

学全般に共通し，近年発展が目覚ましい ICT（情報通信

ンスを実現することを目指している。計測・制御技術は今

技術）の高度利用との融合も期待できる。数理モデルや物

後もたゆまず発展していくと考えられるが，人間要素をい

理モデルに基づいた解析・設計が重要かつ不可欠であるこ

かに組み入れていくのか，新しい発想と理念に基づいた技

とは疑うべくもないが，ユーザが直接ハンドリングする

術が今後の新しい技術として期待される。
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計測・制御分野における技術の高度化・多様化が，周辺
の通信・情報処理・半導体などの技術の進展に伴い，目覚

産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

特集

ソリューションを支える計測・制御技術の
現状と展望
Instrumentation and Control Technologies Supporting Solutions:
Current Status and Future Outlook
史郎 KONDO Shiro

近藤

福住

光記 FUKUZUMI Mitsunori

びに太陽光などの自然エネルギーを含めた自家発電の

まえがき
特集

効率的な運用を，社会の仕組みとして持続可能な形で
富士電機の産業インフラ事業は，工場，施設，工業

取り組んでいる。電気自動車や PHV（Plug-in Hybrid

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

団地などを対象として，
“エネルギーの安定供給”
“省

Vehicle）の普及も有効な手段であり，急速充電スタ

エネルギーの実現 ”
“ 安全・安心の提供 ” を 3 本柱に，

ンドなどのインフラの整備も進めている。環境面にお

お客さまの“スマート化”を目指している。お客さま

いては，
「大気汚染防止法」
「水質汚濁防止法」などの

の生産活動全体を対象に，設備や施設のライフサイク

有害物質規制への対応で，事業所が排出するガスや排

ル全てに対してソリューションを提供する。富士電機

水を悪条件下（低濃度，微量，高ダスト中）でリアル

は，計測・制御技術を，産業インフラ事業の基盤技術

タイムに測定したり，その測定結果を用いて排出抑制

として位置付けており，制御技術，センサ技術および

を最適化したりする必要がある。

ネットワーク技術で設備や施設を有機的につなぎ，見

⑶

える化を実現してソリューションを提供する。
本特集号では，計測・制御技術のソリューションへ

高い信頼性と安全性の確保

新設や既存を問わず，現場の生産設備にはますます
高い稼動率が求められており，事故や設備の故障に伴

の適用と，それを支える最新技術および最新コンポー

う運転停止や機会損失を最小化することが必要である。

ネントについて紹介する。本稿では，ソリューション

一方，わが国をはじめ先進国では，現場の作業に従事

を支える計測・制御技術の現状と展望を述べる。

する熟練者が高齢化により次々と退職しており，非常
時の対応が危惧される状況にある。また，設備の高い
信頼性や安全性が求められるとともに，故障する前に

市場と技術の動向

保守・メンテナンスなどの対策が打てるよう，異常の
⑴

2.1

顧客の課題とニーズ

グローバル化への対応

⑴

兆候を早期に発見することや，設備機器の寿命予測な
どの運転支援技術が期待される。

製造業では，市場へのタイムリーな製品供給が求め

これらを実現するために，設備側に自己診断や機能

られ，有望な市場の近くに製造拠点を配置するととも

安全などのインテリジェンス性を持たせて，万が一故

に，人件費などのコストの低い国や地域へ製造拠点の

障が起きても，冗長化などで運転を継続させることが

統合が進んでいる。これらに対応して，分散拠点の統

求められている。さらに，異常発生やスタートアップ，

合管理やグローバルなサプライチェーンマネジメント，

シャットダウンなどの非定常な状態に対しても，適切

セキュリティ，知的財産保護などが重要となっている。

な操作ガイダンスをシステム自身が発報して作業者を

異なる文化を持つ人材が混在することにより，作業

補助することが求められる。

の標準化や作業履歴の管理，ならびに従来以上の現場
⑵

設備の安全設計が求められている。そのために，さま

2.2

ざまな国際標準化の活動が行われており，対応が求め

技術の動向

顧客の課題とニーズに対応するための主要な技術に

られている。

ついて，動向を述べる。

⑵

⑴

環境社会への対応

地球温暖化の抑制やゼロエミッションが強く求めら

国際標準化

工業プロセスの計測制御分野における標準化は，

れるようになって久しい。さらにわが国では，2011 年

IEC（ 国 際 電 気 標 準 会 議 ） の TC65（ 工 業 プ ロ セ ス

3 月の東日本大震災からの復興を視野に入れた，持続

計測制御）を中心に，TC8（電力供給に関わるシス

可能な環境社会を目指している。このために，設備・

テムアスペクト）や TC59（家庭用電気機器の性能）
，

機器の小型化，運用効率の定常的な監視や改善，なら

TC95（メジャリング継電器および保護装置）など関

富士電機技報
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連する標準化活動と連携しながら活発に進められて

現状と展望

流量，レベルから範囲が拡大している。震災や事故を

いる。これらの活動においては，フィールドネット

踏まえた，安全・安心や環境対策の観点から，放射線

ワーク，工業用無線などの相互運用性規格，さらに

線量計，感振センサ，排ガス分析計などが注目されて

は，制御システムセキュリティ（IEC62443）
，機能安

いる。

全（IEC61508）などの環境・安全規格，管理企画など
の標準化の活動も活発化している。機械・機器の安全

富士電機の計測・制御技術への取組み

は，ISO12100（機械安全）を上位規格におき，さまざ
まな分野・機器の規格化が進められており，安全計装

3.1

つなぐ

システムなどの導入が国内でも進みつつある。
フィールドネットワーク

⑵

コンセプト

富士電機の産業インフラ事業は，顧客の生産力の
安定・強化と生産コストの削減を実現するため，次の

（＊ 1）

フィールドネットワーク に関しては，そのネット
ワークが使用される分野の特徴に従い，さまざまな

五つのソリューションメニューを展開している。
エネルギーの安定供給ソリューション

⑴

フ ァ ク ト リ ー オ ー ト メ ー シ ョ ン（FA） の 分 野 で

特集

ネットワークが規格化され活用されている。

工場に必要なエネルギーを安定して供給する。
⑵

製造現場の機器・設備単位の省エネから，工場全体

EtherNet/IP，CC-Link などが主流となっている。そ

の高度なエネルギー管理までトータルな省エネルギー

の中でも高精度・高速性が求められるドライブ（駆

を実現する。

動 ） 系 で は， ネ ッ ト ワ ー ク と し て，EtherCAT，

⑶

MECHATROLINK，PROFINET IRT な ど が 主 流 と

安全安心・環境ソリューション

なっている。

安心して“ものつくり”に専念できる環境を実現す
る。

プロセスオートメーション（PA）の分野では依然，

⑷

4〜20 mA の ア ナ ロ グ 通 信 が 主 流 で あ る が， 次 第 に
HART や FOUNDATION Fieldbus などのデジタル通

自動化・効率化ソリューション
全体最適の観点から自動化・効率化を実現する。

⑸

設備の安定稼動ソリューション
各種設備の安定稼動をサポートする。

信に置き換わりつつある。
工業用途への無線の適用は，その信頼性の問題から
まだ普及途上であるが，WirelessHART と ISA100.11a

図

に示すように，富士電機の考える計測・制御技

術は，制御システム，計測機器・センサ，放射線機器，

規格無線を中心に計測用途で活用が始まっている。ま
た， 工業用無線に関しては，さまざまな無線システ
エネルギーの安定供給
ソリューション

ムを共存させる仕組みづくり（無線共存）が IEC の
TC65 において議論されている。

自動化・効率化ソリューション

フィールド機器技術

⑶

設備の安定稼動ソリューション

省エネルギーソリューション
安全安心・環境ソリューション

センサの設置やメンテナンスを容易にするために，
センサのワイヤレス化，ならびに電池または自己給電

制御システム

による長期間駆動やメンテナンスフリー化が求められ

高度安定
Safety &
Security
FA・駆動・PA

（＊ 2）

ている。これらを実現するために，MEMS 技術が活

高度制御技術

つなぐ
プラットフォーム

用され，小型化・省電力化が図られている。

制御アルゴリズム
最適化・予測
ビッグデータ

放射線機器

プラントの資産管理（Asset Management）の観点

計測機器センサ

から，それ自体が自らの型式や，稼動時間・回数の積

測れない物を測る
測れない所で測る
オンリーワン・
センサ

算などの寿命予測データなど，さまざまな情報を保
持・発信できるインテリジェント機能を持つフィール

パワー
エレクトロニクス機器
（インバータ，回転機）

測る安全
管理する安心
震災復興

高速応答・低消費電力
豊富なラインアップ

ド機器への需要が高まっている。
一般に，計測センサの対象は，従来の温度，圧力，

（＊1）フィールドネットワーク

図

富士電機の計測・制御技術

値をコントローラに通知する。各種の計測値を基にコ

シンともいう。半導体プロセス技術を核にしてシリコ

コントローラとフィールド機器間の制御用通信を主目

ントローラで演算した結果を I/O やアクチュエータ

ン基板などに，センサ，アクチュエータ，電子回路な

的とする産業用ネットワークである。石油化学プラ

に通知して最適な制御を行う。

どをひとまとめにしたデバイスの総称である。応用例

ントなどのプロセスオートメーション（PA：Process
Automation）や自動車製造業などのファクトリーオー

としては，インクジェットプリンタのヘッド部の微小

（＊2）MEMS

トメーション（FA：Factory Automation）のフィー “ 微 小 な 電 気 機 械 シ ス テ ム ” と い う 意 味 の Micro
ルド機器で測定した温度や圧力，回転数，位置などの

ノズルや，圧力，加速度，流量，振動などのセンサが
ある。

Electro Mechanical Systems の略である。マイクロマ
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産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

は，ネットワークとしては，PROFIBUS/PROFINET，

省エネルギーソリューション

ソリューションを支える計測・制御技術の現状と展望

現状と展望

パワーエレクトロニクス機器，高度制御技術など の

大きな要因であった。今日では，ハードウェア技術の

要素技術を“つなぐ”とともに，これらソリューショ

格段の進化により，エンジニアリングそのもの（品質，

ンの制御シーンを担う，中核的な基盤技術である（9

リードタイム，コスト削減など）が，より重要視され

ページ“安定操業・省エネルギー・環境保全を支える

ている。ソフトウェアライブラリ層は，この変化に応

計測・制御システムソリューション ” および 14 ペー

えるものであり，富士電機が業種，組織，機種ごとに

ジ“高速コントローラ・大容量ネットワークによる駆

長年培ってきた高度な制御技術を共通化し，ソフト

動制御システムソリューション”参照）
。

ウェア群で構成したものである。制御技術については，

富士電機は，制御システムプラットフォームで規模

今後も先端技術へ共通的に取組み，技術蓄積を行って

に応じた制御システムを構築するとともに，高度制御

いく。このソフトウェアライブラリ層は，制御システ

技術，環境測定技術およびサービス技術などに代表さ

ムプラットフォーム上で構築するアプリケーションか

れるさまざまな技術で，顧客の多様な課題解決に取り

ら自由に使用することができる。
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 環 境 は， 国 際 標 準 規 格

組んでいる。

特集

IEC61131-3 に統一されており， 本プラットフォーム
3.2

制御システムプラットフォーム

上で機能する制御ソフトウェアは，ソフトウェアライ

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

“つなぐ”コンセプトを実現するために，制御シス

ブラリやアプリケーションを問わず，グローバルに統

）
。本プラッ

一された作法で扱うことができ，適用システムによら

テムプラットフォームを開発した（図

トフォームは，制御システム層，ソフトウェアライブ

ず互換性を保つ。

ラリ層およびエンジニアリング環境で構成する。

この制御システムプラットフォーム上に，連続プロ

制御システム層は，コントローラやネットワーク，

セス制御システム，バッチプロセス制御システム，ド

HMI，データベースなどで構成する。コントローラと

ライブ制御システム，発電システムなどの業種別パッ

I/O だけのシンプルな構成から，高信頼な冗長化シス

ケージ（業種別専用機能）を構築することで，各業種

テムまで，システム規模や設備の重要度に応じて，最

向けソリューションに対応することができる。

適なコストパフォーマンスが得られるように，各種コ
ンポーネントをラインアップしている。

3.3

ソフトウェアライブラリ層は，制御システムプラッ

図

制御システム

に，富士電機の 監視 制御システムのポジショ

トフォームの極めて重要な構成要素である。かつて，

ンマップを示す。
「MICREX-NX」は大中規模向けの

制御システムは，コントローラやネットワークに代表

制御システムであり，IEC61508（機能安全） をはじ

されるハードウェアの性能・機能がその評価を定める

め，IEC61511（安全）
，ISA S88（バッチ制御）
，FDA
21 CFR Part11（食品医薬品の電子記録・署名） など
のさまざまな国際標準規格に対応している。鉄鋼エネ

富士電機の制御技術と機器をパッケージ化し，有機的につなげて，
さまざまな制御シーンに適用
顧

客

富士電機

システム
アプリケー
ション

・・・

工場全体

システム
アプリケー
ション

パートナー

ソフトウェアライブラリ
センサ，アクチュエータの機能・品質・コス
トを最大限に引き出すソフトウェア群
システムの品質を最大化し，コストを最小化
するシステムテンプレート

SPH117H VXシステム

ライン・セル

制御システム
プロセス制御からFAまでフルラインアップ
過去の資産活用を可能とするマイグレーショ
ンシステムの整備

国際標準
エンジニア
リング環境

適用範囲

性能・機能

プラットフォーム

インバータ
センサ， サーボ
アクチュ 回転機
エータ

XCS-3000

システム
アプリケー
ション

IEC61131-3

SPH117H

国際標準規格対応
機能安全
セキュリティ
S88 BATCH
Part11

SPH2000 コンパクト

放射線
センサ

高静圧
発信器

ソフトウェアプラットフォーム（FA, PA ライブラリ）

・・・

IEC61131-3 準拠のエンジニアリング環境
機電
パッケージ

図

制御システムプラットフォーム
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放射線計測
パッケージ

規

図

模

富士電機の監視制御システムのポジションマップ

ソリューションを支える計測・制御技術の現状と展望

ルギーセンター，化学，医薬品，水処理分野を中心に，

現状と展望

合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」
”参照）
。

2004 年の発売以来 250 システムを超える納入実績があ
る（38 ページ“安定と安全を支える情報・プロセス制
御システム「MICREX-NX」
”参照）
。

3.4

高度制御技術

工場の設備やプラントを安全かつ最適に制御するた

「MICREX-VieW」 は， 中 小 規 模 向 け の 制 御 シ ス
テムであり，規模，コストに応じたシステムをライン
アップしている。

めに，さまざまな制御技術が開発されてきている。
富士電機では，次に示す技術をコアとしてさまざま
な技術開発に取り組み，高度な自動制御を可能として

」
さらに，
「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）

いる。予測・診断技術としては独自のニューラルネッ

を開発し，ラインアップに追加した。本製品は，制御

トワーク技術や多変量統計的プロセス管理技術が，最

システムプラットフォーム上に構築 して おり，既存

適化技術としては数理計画法や メタヒューリスティ

システムとの互換性を維持しながら，最新のオペレー

クス 最適化技術が，プラントを安定的に動作させる制

ション機能やエンジニアリング機能を提供する。コン

御技術としては多変数系のモデル予測制御ならびにプ

トローラ，ネットワーク，I/O，HMI，データベース

ラント制御機能の構造的劣化を診断する制御性能監視

など各機器単位での二重化が可能な高信頼システムで

技術などがある。しかし，プラントの起動・停止や異

（＊ 3）

術者の人的対応に頼らざるを得ないケースが多く残っ

び 49 ページ“中小規模監視制御システム「MICREX-

ており，その技術継承が多くの顧客の課題となってい

VieW XX」の最新オペレーション機能とエンジニア

る。最近の動向として，プラントから計測される大量

リング機能”参照）
。

の履歴データを分析し，非定常な状態への対応に活用

に，制御システム層の基幹を成すコントローラ

するデータ分析技術への関心が高まっている。富士電

のポジションマップを示す。適用範囲，規模，コスト

機では，多変量統計的プロセス管理による異常診断技

などに応じ，コンポーネントから高度な冗長化が可能

術，部分的最小二乗法による品質推定技術，パターン

なシステム製品までラインアップしている。単独の機

マイニングによる熟練者の操作パターン解析技術など

図

械制御をはじめ，インバータ・回転機を高速・高精度

により，課題解決に取り組んでいる（33 ページ“プラ

に同期運転を行うライン制御，タービン制御，連続プ

ント制御におけるデータ分析技術”参照）
。

ロセス制御，バッチプロセス制御など幅広く適用でき
る。コントローラのエンジニアリング環境は全て，国
際標準規格

IEC61131-3

準拠で統一しており，作成し

たソフトウェアは製品間で互換性がある（54 ページ
“ 機械制御から高度なモーション制御まで実現する統

3.5

環境測定技術

富士電機は，工業計器において，圧力・差圧発信器，
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。また，環境測定の技術開発や製品化にも取
り組んでいる。
福島第一原子力発電所事故の復旧・復興の場面で，

工場全体

XCS-3000
SPH3000MG

多種多様な放射線機器・システムのニーズが高まって
いる。富士電機は，40 年以上にわたって放射線モニタ
リング技術に取り組んできており，これらのニーズに

性能・機能

ライン・セル
適用範囲

SPH3000MM

迅速に対応している。個人線量測定においては，軽量

SPH3000
SPH2000

コンパクトで使いやすい個人線量計や可搬型の体表面

SPM

放射線モニタを，環境放射線測定においては，可搬型

機器単体

SPE

モニタリングポストや測定線量のワイドレンジ化，な
SPH117H

らびに深さ方向土壌放射線濃度分布モニタの小型化・

ソフトウェアプラットフォーム（FA, PA ライブラリ）

可搬化を実現した。食品放射能濃度測定においては，

IEC61131-3 準拠のエンジニアリング環境

専門知識や前処理が不要な食品放射能測定システムを

規

開発した。これらの取組みにより，放射線に対する安

模

全・安心を得る活動に貢献している（19 ページ“ 安
図

富士電機のコントローラのポジションマップ

（＊3）メタヒューリスティクス

全・安心に貢献する放射線管理ソリューション”参照）
。

的な枠組みのことである。解の初期値から値を修正し

最適化問題において特定の問題に限定されず，汎用的

ていくときに，生物のふるまいを模倣したり，物理現

に対応できるように設計された，アルゴリズムの基本

象を模倣するなどして最適値を求めることができる。
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常発生時などの非定常な状態において，いまだ熟練技

小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」
”およ

特集

ある（44 ページ“顧客資産の継承と進化を実現する中

ソリューションを支える計測・制御技術の現状と展望

現状と展望

化石燃料を効率良く燃焼させることは，CO2 排出量

ている。その評価指標も，全体最適重視（TCO 削減）
，

を削減する上で有効な手段の一つである。さらに，排

設備・機器のライフサイクルコストの重視などへと変

出ガスの再利用も有効な手段である。富士電機では

貌している。顧客ニーズに基づく新たな提案やサービ

このような目的のために，レーザ方式ガス分析計の技

スをどれだけ提供できるかが問われるようになってき

術開発に取り組んでいる。分析時間が 1〜5 秒と極め

ている。

て高速なため，燃焼や排ガス回収制御の精度が格段に

このようなニーズに応えるために，従来にも増し

向上でき，CO2 排出量の削減に大きく貢献できる（59

て，計測・制御技術と IT の融合を加速する必要があ

ページ“省エネルギーに貢献する直接挿入レーザ方式

る。 仮 想 化 技 術（Virtualization） や ビ ッ グ デ ー タ 分

ガス分析計「ZSS」
”参照）
。

析技術などを活用して，シミュレーション，操業オペ

また，MEMS 応用感振センサを開発し，これを用

レーション支援，メンテナンス，安全・安心提案など

いて，地震や経年劣化による建物の構造上の安全性を

のソリューションの技術開発，および制御システムセ

診断する構造ヘルスモニタリングシステム（SHM）を

キュリティの技術開発を進めていく。

特集

開発 し，商品化している（63 ページ“MEMS 応用感
振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム ”

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

あとがき

参照）
。
グローバルな市場動向や技術動向を踏まえて，富士
3.6

サービス技術

電機の計測・制御技術について現状と展望を述べた。

減価償却の終わった生産設備を可能な限り長期間稼

今後とも，エネルギーの安定供給，省エネルギー，

動させることは，顧客にとって極めて重要な課題であ

安全・安心，環境など，富士電機の産業ソリューショ

る。富士電機は，これらの高経年設備の各種課題を

ンの基盤となる計測・制御技術を拡充・拡大していく

解決し，安定運用や効率化を支援するライフサイクル

所存である。

サービスを展開している。そこでは，設備ごとの診断
技術が不可欠である。高圧遮断器や油入・モールド変
圧器の診断技術，回転機のオンライン診断技術など，

＊本稿に記載した商標または登録商標は，84 ページ「商標」を
参照のこと

さまざまな診断技術を開発している。同時に，顧客の
設備を停止することなく診断を可能とするために，診

参考文献

断そのものを無線ネットワークでオンライン監視化す

⑴

JEMIMA. 電気計測機器の中期予測 2011〜2015年度版.

る技術にも取り組んでいる（25 ページ“プラントの安

⑵

黒谷憲一, 戸高雄二. 計測制御技術の現状と展望. 富士

定操業・効率化を支援するサービスソリューション ”

時報. 2011, vol.84, no.4, p.228-233.

参照）
。

近藤

今後の展望

史郎

制御システム，通信システムの研究開発に従
事。現在，富士電機株式会社産業インフラ事
業本部計測制御システム事業部長。

計測・制御技術は，従来，プロセスの制御システ
ムに主に適用されてきた。
“ものつくり”の部分最適
を図るものであり，制御機能，性能，信頼性，初期投
資コストなどがその評価指標であった。しかしながら，

福住

今日では，適用範囲が大きく拡大し，製造実行シス

制御システムの企画 ･ 開発に従事。 現在，富

テ ム（MES： Manufacturing Execution System） や
基幹系システム（SCM：Supply Chain Management）
まで包含する垂直ソリューションへの対応が求められ
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光記

士電機株式会社産業インフラ事業本部計測制
御システム事業部主幹。
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産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

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
Instrumentation and Control System Solutions to Support Stable Operation, Energy Efficiency and
Environmental Conservation
庄林

直樹 SHOBAYASHI Naoki

小出

哲也 KOIDE Tetsuya

稲村

康男 INAMURA Yasuo

操業の安定化や高度化，エネルギー効率の向上，環境保全などが，さまざまな分野に共通する顧客の課題となっている。
これに対して，富士電機は，計測機器における 60 年以上の経験を生かし，計測・制御システムソリューションを提供して
いる。鉄鋼業界では，製鉄所の安定操業，エネルギー運用の効率化，高品質製品の安定生産を支えている。化学，食品，医
薬品業界では，多品種少量生産への対応，安全・安定操業，予防保全，製品製造記録の確保を支えている。また，清掃工場，

が今後も国際競争力を維持・強化し，さらなる飛躍を目指

まえがき

していくためには，国内需要を確実に取り込み，かつ海外
富士電機の計測・制御技術は，1951 年 に 流量計やガス
分析計といった 計測機器の発売に始まり，受信計器・調

の新たな需要を積極的に開拓するとともに，生産を効率化
することが急務である。

節計器と組み合わせたパネル計装 へ発展した。1963 年に
は計測機器業界で初となる計算機による制御システムを

2.2

納 入 し，1975 年 に 富 士 電 機 で 最 初 の DCS（Distributed

⑴

それを富

転炉の操業安定化

転 炉 の 一 部 で あ る 転 炉 排 ガ ス 処 理（OG：Oxygen

Control System） を 発売 して現在に至り，60 年 以上の歴
“お客さま の課題は何か ?
史がある。この間，

業界が抱える課題と富士電機のソリューション

Converter Gas Recovery System）設備を，図 1 に示す。

士電機はどのように解決できるか ?”を常に考えて，お客

OG 設備では，転炉の精錬反応において発生する転炉ガス

さまにその答えとしてのソリューションを計測・制御シス

（LDG：Linz-Donawitz converter Gas） を， 未 燃 状 態 で

テムで実現してきた。具体的な課題には，操業の安定化や

ガスホルダに回収する。LDG は，CO を主成分とした高温

高度化，エネルギー効率の向上，環境保全といったことが

かつ粉じんが多い可燃性ガスであり，製鉄所内の各設備の

挙げられる。

燃料として活用される。OG 設備では，大気の流入による

本稿では，鉄鋼，化学，食品，医薬品の各業界および燃

爆発，LDG 吹出しによるエネルギー回収率の低下，およ

焼プロセスにおいて， 富士電機が提供してきたソリュー

び粉じんを含んだ有害ガスの漏えいによる環境汚染の問題

ションについて述べる。

がある。これらを防止するためには，外乱を最小限に抑制
して，炉口圧力（P0）を一定に保つことが課題である。
富士 電機は， この課題を解決するために NCP0（New

鉄 鋼 業 界 に お け る 計 装・ 計 算 機 シ ス テ ム ソ
リューション

Control of P0） の計測・制御システム を提供している。
NCP0 は，最適制御（最適レギュレータ）に外乱パターン

富士電機は，製銑から製鋼，圧延，そしてプロセスライ
ンに至る鉄鋼プラント向けに数多くの計測・制御システム
吹錬酸素
ランス

を納入し，製鉄所の安定操業，エネルギーの効率化および
環境保全に貢献している。

LDG
ガスホルダ
クーラ

サチュレータ

フード
スカート

2.1

取り巻く環境
CO CO

鉄鋼業は，他の産業の原材料や建設用の資材として広く

放散
煙突

炉口

回収弁

O2

転炉

使われる重要な物資を生産する，わが国の代表的な基幹産

IDF 三方弁
炉圧制御ダンパ

業である。近年，中国の躍進や国内メーカーの統合・再編
などの大きな環境変化に直面している。その中で，鉄鋼業

図

OG 設備の概要
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Stabilization and sophistication of operation, improvement of energy eﬃciency and environmental conservation are common issues shared
by customers in various ﬁelds. To address these issues, Fuji Electric makes full use of its 60-plus years of experience with instrument to oﬀer
instrumentation and control system solutions. In the steel industry, they support stable operation of iron mills, improvement of energy management eﬃciency and stable production of high-quality products. In the chemical, food and pharmaceutical industries, they facilitate highmix low-volume production, safe and stable operation, preventive maintenance and ensured product manufacturing records. In addition, they
contribute to safe and stable operation and environmental measures in garbage processing plants, boiler facilities and cement plants.

特集

ボイラ設備，セメント工場においては，安全・安定操業，環境対策などを支えている。

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

判定およびハンチング検出などの適応制御を付加し，さら

められる。この課題を解決するために，富士電機は，品質

に炉内発生ガスの流量推定値を使ったフィードフォワード

情報管理システムや操業解析システムを提供している。

制御を組み合わせた制御方式である。これにより，外乱を

⒜

品質情報管理システム

抑制するための制御ゲインと各種パラメータの自動変更が

鉄鋼のプロセスラインの品質情報管理システムにおい

可能となり，プロセスゲインや炉圧，炉内発生ガスの変化

て，PDCS（Process Data Collection System）パッケー

を最小限に抑制することができる。

ジを提供している。このパッケージでは，製品コイルの

エネルギーの運用効率向上

長さ方向の製品品質データをライン内の各種センサから

⑵

製鉄所で使用する多種多様なエネルギーを大きく分ける

収集し，適切な分解能で管理する。このパッケージによ

と，都市ガス・酸素・電力などの購入エネルギーと，副生

り，コイルの製造時の状況が正確に記録され，操業を安

ガス・蒸気・電力などの副生エネルギーになる。これらの

定化するとともに製品の品質を確保することができる。

エネルギーの最適運用により需要と供給をバランスさせ，

⒝

無駄なエネルギーを削減することが，製鉄所のエネルギー

操業解析システム
PDCS で収集した操業実績データを解析することによ

管理において最も重要な課題となっている。

り，品質に影響を与える操業因子を識別できる。富士電

特集

富士電機は，この課題を解決するために，需給予測（未

機は，生産の安定化に寄与する操業解析システムとして，

来の見える化）と最適化（省エネ運転の実現）のソリュー

次のシステムを提供している。

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

ションパッケージ「鉄鋼 EMS パッケージ」
（図 ）を提供

①

⑴

している。

ベイジアン解析システム

ベイジアン解析システムは，複雑な因果関係を条件付

需 給 予 測 で は，DCS か ら の 実 績 デ ー タ お よ び MES

き確率で表す確率推論のアルゴリズムを使ったベイジ

（Manufacturing Execution System）からの稼動計画，な

アンネットワークを応用したものである。過去の操業

らびに生産計画データを基に，エネルギー変動の予測を行

実績データをこのシステムで解析することにより，品

う。これにより，オペレータは数分先から数日先までのエ

質に影響を与える製造工程の重要な要因を識別できる。

ネルギーの需要と供給を考慮して，省エネ運転を行うこと

② 「MainGATE MSPC」
MainGATE MSPC は，単なる上下限値設定では検

が可能である。
ま た， 最 適 化 で は， 需 給 予 測 か ら 求 め た 予 測 デ ー タ

出できない異常を多変量解析手法を用いて検出し，品

（工場，エネルギー ごと のデータ）に対して， 最新のメ

質に最も影響を与える要因を見つけて品質向上に結び

タヒューリスティクス最適化技術である PSO（Particle

付ける。

Swarm Optimization）手法を使用し，エネルギーコスト

⒞

計算機更新の効率化

を最小化している。この PSO 手法 で は，収集した実績情

計算機システムは，既設のハードウェアの生産中止に

報から，運用設備の最適な運転パターンを自動的に抽出す

より，操業の安定化を図るための増強や改造が困難にな

ることができる。想定外の運転をした場合や運転方法に変

ることから，他の制御装置に比べて短い周期で更新する

更が生じた場合などに対して，従来の手法では対応できな

必要がある。

かったが，この手法により最適解を求めることができ，需

富士電機は，既設システムを新しいハードウェアへ更

要と供給をバランスさせて無駄なエネルギーを削減するこ

新する際に，新たな機能の搭載を容易にする仮想化技術

とができる。

を利用した更新技術を提供している。また，このシステ

⑶

ムは動作試験を容易にする次の機能も実装しており，計

高品質製品の安定生産

製鉄所全体の課題は，操業の安定化，製品の品質確保，

算機更新の効率化に寄与している。

エネルギー効率の向上などである。計算機制御システムに

新旧計算機の同時並列稼動機能

は，品質情報のきめの細かい管理，収集した情報の正確な

新旧計算機の出力結果の比較機能

解析，およびシステム更新時のダウンタイムの最小化が求

更新システムにより，更新コストと期間が従来に比べ

鉄鋼 EMS パッケージ

FEMS

需給予測

ホルダ設備
最適運用

酸素設備
最適運用

発電設備
最適運用

全体
最適運用

オンライン予測

オンライン制御

オンライン制御

オンライン制御

オンライン計画

シミュレータ

シミュレータ

シミュレータ

シミュレータ

シミュレータ

統合 EMS プラットフォーム

データ収集
データベース

EMS：Energy Management System

図

鉄鋼 EMS パッケージ
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エネルギーモデル
エンジニアリング環境

BEMS

（工場向け （ビル EMS）
・・・・・
EMS）

システム管理（セキュリティ）
ESB（Enterprise Service Bus：他社連携バス）
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て半減し，品質を確保しながら，かつ拡張性に富んだシ

ことができる。

ステムに更新することができる。

⑵

安全・安定操業
従来，製品の安定供給を実現する安全・安定操業は，経

化学・食品・医薬品業界における計装システム

験やスキルを持ったオペレータに頼っていた。今後の熟練

ソリューション

オペレータの減少に対応するためには，安全の確保や操業
の安定を機械やシステムで強化していくことが課題である。

3.1

近年，欧州が発端となって，機能安全や機械安全規格に

取り巻く環境

化学，食品，医薬品などの業界は，われわれの生活に欠
かせない製品を製造しているにもかかわらず，最近の原材

基づいた新しい安全を確保する手法（安全設計，安全認証，
安全マネジメント）で，コンポーネントや設備全体の安全

料費の高騰，国内の少子高齢化や人口減による需要の低迷

を確保しようとする動きが活発化し，国内でも注目されつ

傾向，消費者のニーズの多様化など，取り巻く環境は厳し

つある。
富士電機は，製造現場の安全を確保するため，安全計装

に，欧米における化学企業の再編により国際的に競争も激

システムを提供している。安全計装システムは，プラント

化している。

の予期せぬ事故やトラブルから人や環境，設備を保護する。

また，安全・安定操業が求められている中，国内の工場

まで対応している。
安全計装システムを導入することにより安全に関わる異

3.2

業界が抱える課題と富士電機のソリューション

化学，食品，医薬品の業界に共通する課題と，これを解

常が発生した際，設備に被害を与えることなくシャットダ
ウンすることができる。これにより，設備のスムーズな再

決する富士電機のソリューションについて述べる。

立上げが可能となり，安定操業にも貢献する。

⑴

⑶

多品種少量生産への対応
需要の低迷，ユーザニーズの多様化，および原料のコス

予防保全
製造現場において，さまざまな問題に対する改善または

ト高への対策の一つとして，多品種少量生産を行っている。

予防活動が行われている。しかし，問題の兆候となる事象

その中で，品種の追加や変更に対し，容易に対応できる生

が表面化しない場合があり，これが突発的な故障や事故を
引き起こすことがある。これらの表面化しない事象を予測，

産システムを構築することが課題となる。
富士電機は，この課題を解決するために， 多品種少量
生産用のバッチ制御として，ISA S88 に準拠した銘柄管理

または推定し，故障や事故を予防することにより生産のダ
ウンタイムを極小化することが課題である。

システムを 提供している。このシステムは，富士電機の

富士電機は，MainGATE MSPC の多変量解析手法によ

DCS である「MICREX-NX」 に搭載することができる。

り，単なる上下限設定では見つけられない異常を検出する

これにより，製品の銘柄追加や製品改良に伴うレシピの変

ことができる。現場で発生するさまざまな事象の相関関係

更に対して，迅速かつ的確に対応することができる。図

から問題の兆候を把握し，予防保全および事故の防止に寄

に

MICREX-NX

与し，生産のダウンタイムを極小化する。

の銘柄管理機能の例を示す。
〈 注 1〉

さ ら に， 汎 用 の OA ソ フ ト ウ ェ ア（Excel，Visio ） を

⑷

製品製造記録の確保

使ってソフトウェアを作成できるエンジニアリングツール

製品製造においては，製造過程の記録（トレーサビリ

「HEART」を開発した。これにより，仕様書とソフトウェ

ティ）を確保し，それを活用し改善を行っていくことが重

アの一元管理やソフトウェアの内製化もでき，製品の改良
に伴うランニングコストの低下と新製品投入を迅速に行う

要な課題である。
富士電機は，MICREX-NX により，工場における製造
過程のトレーサビリティを確保するために，FDA21 CFR
〈 注 2〉

〈注 3〉

Part11 をはじめとした，ER・ES に対応している。これ
により，必要なデータの電子的な記録ができ，保存管理が
プラント

レシピ
プロシージャー

備

ユニットレシピ
プロシージャー

器

レシピ
プロシージャー

制御点

レシピ
ファンクション

設

機

マスタ

反応炉

投与
マスタ

反応炉
準備

トランス
ファー

受

分離機

入

混合機

分離
準備機

トランス
ファー

分離機へ

スタート

仕込み
冷

却

完

了

容易となる。

〈注 1〉Excel, Visio：米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標
昇

温

加

圧

〈注 2〉FDA 21 CFR Part11：アメリカ食品医薬品局（FDA）が制
定した規則。医薬品や食品の販売許可申請の際に使用する電
子記録と電子署名について，順守するべき要件を規定している。
〈注 3〉ER・ES：医薬品などの承認または許可などに係る申請など

図

「MICREX-NX」の銘柄管理機能例

における電子記録および電子署名の利用についての規則
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では，オペレータの高齢化や減少という問題が起きている。

MICREX-NX の安全計装システムは，安全度水準の SIL3

特集

い状況にあり，いっそうの競争力強化が必要である。さら
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MICREX-VieW XX や制御パッケージ を使用し， 各燃

燃焼プロセスにおける計装システムソリュー

焼プロセスでソリューションを展開している。
⒜

ション

清掃工場
MICREX-VieW XX は，電気・計測・計算機統合シ

清掃工場，ボイラ設備およびセメント工場の燃焼プロセ

ステムを実現する。これにより，特高受変電設備から焼

スにおける計装システムソリューションについて述べる。

却炉，管理用計算機までの清掃工場全設備の稼動状態を
的確に把握できる。その結果，工場全体の各設備につい

4.1

⒜

取り巻く環境

て異常を早期に発見し，迅速な原因の除去および回復操

清掃工場

作を行うことで，安全・安定操業を実現できる。

清掃工場は，公共性の非常に高い設備であり，一般廃

に，MICREX-VieW XX を使用した清掃工場の

図

棄物を安定かつ効率的に処理できることが求められてい

システム構成例を示す。

る。また，環境問題対策や余熱エネルギーの活用などの

⒝

特集

ボイラ設備

⒝

ボイラ設備
MICREX-VieW XX は，高速制御装置であるタービ

社会的要請が高まっている。

ンガバナ制御装置と計測・制御システムであるボイラ制

東日本大震災以降，電力供給・確保の重要性が再認識

御装置を同一のコンポーネントで実現する。これにより，

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

され，公共性の高い事業用火力発電所のボイラから工場

ボイラ制御とタービン制御の連携がより強まり，高度な

内に熱源や電力を供給するための熱供給式火力ボイラに

ボイラ・タービン協調制御が実現できる。その結果，ボ

至るまで，安全かつ安定した運転の要求がいっそう高

イラは，タービンの負荷に応じてより速やかに，かつ効

まっている。
セメント工場

⒞

果的に安定した蒸気を送ることができる。
セメント工場

⒞

環境省の環境基本計画では，目指すべき社会を持続可

富士電機は，セメント工場生産設備に対して，次に示

能な社会としている。セメント業界においても，この目標

す制御パッケージを提供している。これを活用すること

に向かい，循環型の社会を目指し，地球温暖化対策や廃

により，品質の良いセメント製品を，さまざまな品種で

棄物・副産物の有効利用などの取組みが求められている。

安定して生産することができる。
セメント製品の品種に応じた原料（石灰石，副原

①
4.2

業界が抱える課題と富士電機のソリューション

⑴

料）の比率制御
②

安全・安定操業

蛍光 X 線分析計からの分析データに基づく原料
調合補正制御

工場や設備を安全・安定でかつ効率的・効果的に運用す
るための課題は，次のとおりである。
⒜

の稼動状態を的確に把握する必要がある。
ボイラ設備
タービンなどの負荷に応じて，高温・高圧蒸気を速や
かにかつ効果的に供給する必要がある。
セメント工場

⒞

品質の良いセメント製品を各品種に対応して，安定し

セメント製品の品種に応じたクリンカ，石こう，

混合材の比率・切出し制御

清掃工場
廃棄物を安定かつ効率的に処理するために，設備全体

⒝

③
⑵

環境対策と環境負荷軽減対策

社会的要請としての環境を保全するため，排ガス規制を
順守する必要がある。また，CO2 削減など，環境へのいっ
そうの負荷を軽減するための施策を実施することが課題で
ある。
⒜

清掃工場
ごみ焼却の排ガスに含まれている有害な HCl を中和

て生産する必要がある。

するために，濃度に合わせて消石灰を吹き込んでいる。

富士電機では，これらを解決するために，安全・安定操

富士電機は，この濃度を検出する装置としてレーザ方

業を実現する「MICREX-VieW XX」を提供している。そ

式ガス分析計を提供している。従来の赤外線式分析計

の特徴を次に示す。

は，排ガスを採取してから計測するまでに 2〜3 分必要

高速・高信頼化システム

であったため，制御においてハンチングしないようにむ

操作性が格段に向上した最新のモニタ機能

だ時間制御やサンプル PI 制御で対処していた。これに

計測，駆動，発電および EMS（Energy Management

対し，レーザ方式ガス分析計は 1〜5 秒の高速で計測で

System）
，ならびに FA（Factory Automation）から

きるため，リアルタイム制御が可能になり，排ガスの

PA（Process Automation）まで，分野を横断したコ

HCl 濃度をさらに下げることができる。

ンポーネントの統合（高速制御から計測・制御まで

⒝

を同一のコンポーネントで実現）

ボイラ設備

①

高速応答のレーザ方式 CO 分析計を使用した排ガ

高効率エンジニアリング機能

ス CO 制御，およびジルコニア O2 分析計を使用し

グローバル対応

た排ガス O2 制御により排ガス熱損失を低減するこ

顧客の既設資産の継承

とができ，ボイラで消費する燃料を削減し，CO2 の
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No.1中央監視盤 ビデオプロジェクタ盤 No.2中央監視盤
ITV ITV ITV

ITV ITV ITV
108インチ

ITV ITV

ハード
コピー

ITV ITV

集合表示灯

アラーム
メッセージ

計装分電盤

計装分電盤

PFZ1

PFZ2

管理作業用
コンピュータ

集合表示灯
PLCローダ

記録計

記録計 記録計

PLP1 PLP2

映像信号

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

エンジニアリング
ステーション
XES-3000

帳票

遠隔監視システム

EWS

１号リモート
ステーション

2号コントロール
ステーション
XCS-3000

2号リモート
ステーション

FL-net
PLC

PLC
PLC

PLC
IPU2

IPU2

MC
PCS1

図

×２面

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

MC
RS1

MC
×２面

PCS1

×２面

IPU2
IPU2
IPU2
MC
RS1

×２面

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

PCS3-1 ×２面 PCS3-1 ×２面

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

IPU2

制御盤

IPU2

IPU2

制御盤

IPU2

IPU2

制御盤

制御盤

IPU2

PCS3-2 ×２面 PCS3-2 ×２面

清掃工場のシステムの構成例

発生量を削減する。
②

存である。

事業所から発生する副生ガスや副生油を燃料とし
て使えるボイラにおいては，副生燃料発生量の予測

参考文献

やモデル予測による効率の高いボイラの自動選択

⑴

（複数缶ある場合）
，ならびに副生燃料を最適にかつ
自動で増減させる制御により，最小限のコストで運

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.177181.

転することができ，CO2 削減に貢献する。
セメント工場

⒞

セメント工場では，廃棄物を熱エネルギー源として，
また，下水汚泥をセメント原料として積極的に利用する
ことで，環境負荷の低減に貢献している。

庄林

直樹

食品，化学，石油，空港設備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計測制御システム事業
部産業計測システム技術部課長。

しかし，廃棄物を燃料として使用する場合，廃棄物の
成分の変動が大きく，排ガスなどの環境モニタリングが
必要になる。これに対し，富士電機は，排ガス煙突部な

小出

どに設置する高温・高ダスト用排ガス分析計を提供して

鉄鋼分野の計測制御システムのエンジニアリング

哲也

いる。

ラ事業本部計測制御システム事業部産業計測シス

業務に従事。現在，富士電機株式会社産業インフ
テム技術部課長。

あとがき
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について述べた。
富士電機は，これからもソフトウェアから重電機器まで
をワンストップで供給できる総合力を生かし，お客さまの

稲村

康男

エネルギー，原子力，清掃工場，窯業分野の計測
制御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計測
制御システム事業部産業計測システム技術部課長。

安全・安定操業，コスト低減，環境対策に貢献していく所
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FL-net

FL-net

FL-net

共通コントロール 共通コントロール
ステーション
ステーション
XCS-3000

共通コントロール 共通コントロール
ステーション
ステーション
XCS-3000

特集

１号コントロール
ステーション
XCS-3000

PLP3

DBS1 DBS2

POC1 POC2 POC3 POC4 POC5

特集

産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

高速コントローラ・大容量ネットワークによる駆動制御
システムソリューション
Drive Control System Solution Utilizing High-Speed Controller and Large-Capacity Network
小田

孝一 ODA Koichi

常盤

欣史 TOKIWA Yoshifumi

大坪

宏輔 OTSUBO Kosuke

近年，プラント制御分野では，製品の高品質化と操業の安定化・高効率化のために，駆動制御システムに対して，制御応
答の高速化や膨大な情報の高速処理が求められている。富士電機は，システムコンポーネントの高機能化とネットワークの
高速・大容量化により，これらの要求に応えている。適用例として，プレス機械，鉄鋼プロセスライン，条鋼圧延ラインに
おけるソリューションがある。鉄鋼プロセスラインでは，保守の合理化のために，インバータの遠隔監視・操作ができるイ

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

Recently, in the ﬁeld of plant control, higher-speed control response and high-speed processing of massive data are demanded of drive
control systems for improving product quality and stabilization and achieving eﬃcient operation. Fuji Electric meets these demands by
enhancing the functionality of system components and increasing the speed and capacity of networks. Applications include solutions for press
machines, steel processing lines and metal rolling mill. In steel processing lines, the maintenance tools are integrated by making use of the
inverter transparent connecting function which allows remote monitoring and operating inverters in order to streamline its maintenance.

まえがき
金属加工や印刷などの機械制御分野ならびに鉄・非鉄製

クの高速・大容量化が進んでいる。

2.1

システムの構成要素

富 士 電 機 は， 高 速 フ ィ ー ル ド バ ス を 2 系 統 搭 載 し た

造や製紙などのプラント制御分野では，製品の高品質化と
操業の安定化・高効率化が求められている。このため，制

「SPH3000MM」 と， 高 速・ 大 容 量 の 制 御 ネ ッ ト ワ ー ク

御応答の高速化や膨大な情報の高速処理が必要となる。ま

「SX-Net」を搭載した「SPH3000MG」を開発し，機械制

た，エンジニアリングの容易性を確保しながら，これらの

御システムからプラント制御システムまでさまざまな規模

課題に向けて柔軟にシステムを構築できることも重要であ

や要求に応えるシステムを提供している（図 ）。

る。

⑴

高速フィールドバス「E-SX バス」

例えば，機械制御分野の多軸モーション制御では，高精

「E-SX バス 」 は， 従来の「SX バス 」 の性能を大幅に

度な同期が必要であるため，複数のアクチュエータ同士を

向上させた高速・大容量のフィールドバスである。E-SX

数 µs の精度で同期させて制御することが要求される。ま

バスと SX バスの機能・性能比較を表

た，プラント制御分野ではプラント全体の入出力点数が数

ス内のデータ出力タイミングを同期できることから，高精

万点に上り，高速かつ大容量の処理を行うために複数のコ

度なモーション制御が可能となる。

ントローラをネットワークで接続する必要がある。そのた

⑵

に示す。E-SX バ

高速・大容量制御ネットワーク「SX-Net」
〈注 1〉

SX-Net は，ギガビット Ethernet をベースとする高速・

め，ネットワークには大容量のデータの高速通信性能が要
求される。
本稿では，駆動制御システムを，金属加工や印刷などの
アクチュエータを高精度に制御する“機械制御システム”

システム規模（処理データ）
（点）

特集

ンバータ透過接続機能を用いて保守ツールを統合している。

と，鉄鋼や製紙などの大容量のデータを高速に処理する
“プラント制御システム”に分類し，各制御システムへの
要求と課題に対して高速コントローラと大容量ネットワー
クの特長を生かしたソリューションについて述べる。

駆動制御システムの動向

80,000

プラント制御システム
鉄鋼プロセスライン，
鉄鋼圧延ライン
など

機械制御システム
10,000

サーボプレス，自動車試験機
など

SPH3000MM
1,000

コントローラやインバータなどの駆動制御装置を主な構

SPH3000MG

100
10
1
高速性（制御周期）
（ms）

0.25

成要素とする駆動制御システムでは，
“製造品質の向上”
“生産効率の向上”
“操業の安定化”
“保守の合理化”
“操業

図

「SPH3000MM」と「SPH3000MG」の適用範囲

の可視化”といった要求が年々高度化しており，その実現
のためにシステムコンポーネントの高機能化とネットワー
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表

「E-SX バス」と「SX バス」の機能・性能比較
f(s)NISDAS 7＊2

項

目

E-SXバス

入出力点数

SXバス

比

65,536点

8,192点

8倍

100 Mbits/s

25 Mbits/s

4倍

タクト周期

250 µs 〜

500 µs 〜

2倍

タクト精度

1 µs以下

100 µs

100倍超

バス内同期

あり
（±1 µs以下）

なし

―

伝送速度

表

Ethernet＊1
（243ワード/12 ms）
SX-Net
（1Kワード/
1 ms）
・・・

コント
ローラ1
SPH
3000MG
＊1
＊2

「SX-Net」の主な仕様
項

目

仕

接続台数

コモンメモリ，メッセージ通信

Ethernet ：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
f(s)NISDAS 7を搭載したシステム

図

「f(s)NISDAS 7」の適用例

128Kワード
（64ワード×2,048ブロック）

リフレッシュ周期

8Kワード/1 ms（16局時）

統合コントローラ
CPU
インタフェース，
シーケンス制御
など

SPH3000MM
CPU 1

CPU 0
専用
モーション
コントローラ

インタフェース，
シーケンス制御
など

モーション
制御

CPU
モーション
制御

µs で同期することが可能であ る。 コントローラ間の同期
制御によって，プラント制御の高精度化を実現する。表
フィールド
バス

に主な仕様を示す。
高速・高精度コントローラ「SPH3000MM」

フィールド
バス

フィー
駆動装置
駆動装置
ルド機器
（サーボ … （サーボ
（リモート
など）
など）
I/O など）

SPH3000MM は二つの CPU を搭載し，それぞれの CPU
に E-SX バスを実装した高速・高精度 の コントローラで

（a）従来のシステム

ある。二つの CPU で並列処理を行うことで演算の高速化

E-SX
バス 0

E-SX
バス 1

フィー
駆動装置
駆動装置
ルド機器
（サーボ … （サーボ
（リモート
など）
など）
I/O など）
（b）SPH3000MM を使用した
システム

を実現し，シンプルで拡張性のある制御システムを構成で
きる。二つの CPU は±3 µs の精度で同期して運転できる

図

従来システムと「SPH3000MM」システム

ので，多軸モーション制御などの各アクチュエータを高精
度に同期する制御に適している。
⑷

高 速・ 大 容 量 ネ ッ ト ワ ー ク 対 応 コ ン ト ロ ー ラ

2.2

機械制御システム

機械制御システムにおいては，複数のセンサやアクチュ

「SPH3000MG」
バスを実装した高

エータを使ってシーケンス制御やモーション制御を行って

速・大容量ネットワーク対応のコントローラである。従来

いる。特に，生産性や品質の向上のために，高速・高精度

のシステムでは，ネットワークで接続された複数のコント

のモーション制御が要求される。

SPH3000MG

は，SX-Net

と

E-SX

ローラを同期させることは不可能であったが，SX-Net に

図

に，従来システムと SPH3000MM を使用したシス

よって接続された SPH3000MG のシステムでは，コント

テムの比較を示す。従来は，モーション制御は専用のコン

ローラ間の同期が可能である。SPH3000MG は演算処理を

トローラで行い，設備全体の制御は統括コントローラで

高速化（最小命令実行時間：5 ns）しており，コントロー

行っていた。これに対し SPH3000MM を使用すると，一

ラ間の同期制御と高速処理によるプラント制御の高精度化

方の CPU でモーション制御を行い，他方の CPU でシー
ケンス制御や他システムとの通信制御を行うことができる

を実現する。
⑸

データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）

ので，1 台で構成できる。また，両方の CPU でモーショ

NISDAS 7」

ン制御を行えば，制御周期 250 µs で 8 軸を制御すること

「f（s）NISDAS 7」は， コントローラやインバータの

ができる。このように，SPH3000MM を使用 することに

内部データを高速で収集することが可能なデータ収集・解

より拡張性のある機械制御システムを構成できる。

析支援パッケージソフトウェアである。最速で 1 K ワード
/ms の高速収集を実現 し， 大規模かつ複雑なシステム の
“操業の可視化”に貢献 する。 図

に，f（s）NISDAS 7

を搭載したシステムの適用例を示す。

2.3

プラント制御システム

プラント制御システムは，複数のコントローラや操作・
監視装置を制御ネットワークで接続し，数十から数百台の
インバータやセンサなどをフィールドバスで各コントロー
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データ領域サイズ

上位ネットワーク

上位ネットワーク

500 µs

大容量の制御ネットワークであり，コントローラ間を±80

⑶

収集データを活用することに
より迅速な調整支援とトラブ
ルシューティングを実現する

プラント用
インバータ

特集

1 Gbits/s

伝送方式
最小スキャン周期

コント
ローラ n
SPH
3000MM

様

126台

伝送速度

コモン
メモリ

f(s)NISDAS 7 画面

較

高速コントローラ・大容量ネットワークによる駆動制御システムソリューション

ラに接続する。プラント制御システムでは，生産の効率化
MICREX-SX
SPH3000MM

や操業の可視化に伴いプラントデータが大容量化している

E-SXバス0

ことから，制御ネットワークはこれまで以上に高速かつ大

E-SXバス1

容量であることが要求される。また，製造品質を向上する

高速I/O

高速I/O

ためには分散して配置したコントローラを同期して制御す

高速I/O

高速I/O

高速I/O

高速I/O

ることが望ましい。

高速I/O

高速I/O

工場電源
CNV：Converter
PG：Palse Generator
RE：Rotary Encoder

回生 回生
CNV CNV

直流母線

これに対し て SPH3000MG と SX-Net を使用すると，
高速・大容量のコントローラ間通信が可能となるだけでな
く，これまで困難であったコントローラ間の同期制御が実
現できる。さらに，SX-Net

VG

VG

PM

PM

RE

はコモンメモリ方式を採用し

RE RE

VG

VG

PM

PM

VG

VG

PM

PM

RE RE

VG

VG

PM

PM

RE RE

VG

VG

IM
RE

クッションモータ

IM
PG

PG

メインモータ

ていることから，各コントローラはネットワーク上のメモ
リを容易に参照できる。このように，SPH3000MG と SX-

図

自動車鋼板用大型プレス機械の機械制御システムの構成

表

サーボモータの仕様

Net を使用することにより制御ネットワークの高速・大容

特集

量化と，コントローラ間同期によるプラント制御システム
の高精度化が実現できる。
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項

適用事例
SPH3000MM の適用事例として，プレス機械の機械制

目

仕

様

形

式

屋内全閉水冷式永久磁石形同期電動機

定

格

110 kW, 1,600 min−1

過負荷耐量

300 %, 10 s以上

慣性モーメント

0.19 kgm2

御システムについて述べる。また，SPH3000MG の適用事
例として，鉄鋼プロセスラインおよび条鋼圧延ラインのプ
ラント制御システムについて述べる。

3.1

プレス機械の機械制御システム

自動車鋼板用の大型プレス機械は，ボディーやドアと
いった自動車の各種パネルを成形する機械であり，パネル
成形性の向上と省エネルギーが求められている。機械式プ
レス における パネルの成形は， フライホイールとメイン
モータで駆動されるスライドの下降エネルギーによって行
われる。従来，そのエネルギーの大部分はクッション装置
を構成するエアクッションとロッキングシリンダで吸収さ
れ，熱として放出していた。また，エアクッションのため，
パネル成形性に影響を与えるクッション荷重を高速かつ自
図

在に制御することが困難であった。

大容量低慣性サーボモータ

富士電機は，これらの課題を解決するためにクッション
の制御に適した大容量サーボシステムを開発し，パネル成

速かつ自在に制御することが必要である。そのためには，

システム構成

⑴

に， 自 動 車 鋼 板 用 大 型 プ レ ス 機 械 の 機 械 制 御 シ

図

ステムの構成を示す。全体を統括するコントローラには
SPH3000MM を，インバータには

パネル成形性の向上

⑵

パネル成形性を向上させるためにはクッション荷重を高

形性の向上とプレス工程の消費電力の削減を実現した。

E-SX

バスに接続が可

クッションを動かす 8 台のサーボモータを高精度に同期さ
せ，瞬時に正確なトルクを出力することが求められる。
SPH3000MM と 8 台の FRENIC-VG を E-SX バスに接

能な高性能ベクトル制御形インバータ「FRENIC-VG」を，

続することで，8 台のサーボモータのトルクを制御周期

クッションを動かすモータには新しく開発した大容量低慣

500 µs，±3 µs 以下の同期精度で高速かつ自在に制御する

性サーボモータを採用した。サーボモータの仕様を表
外観を図

に，

に示す。

ことが可能となった。また，温度などの影響によって発生
するトルクの誤差やエンコーダの偏心によって発生するト

本システムは，高価で複雑な専用のモーションコント

ルクの脈動は，FRENIC-VG に搭載した各種トルク補正機

ローラを使用せず，SPH3000MM と汎用インバータで高

能（オプション）により低減し，トルク制御精度を大幅に

速・高精度の同期制御を実現しており，次の特徴を持つ。

高めている。

⒜

ネットワークの種類を選ばず上位コントローラや他

社製コントローラとの接続が容易である。
⒝

システムの変更や I/O の増設が容易である。
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⑶

プレス工程の消費電力の削減

メ イ ン モ ー タ を 駆 動 す る FRENIC-VG と ク ッ シ ョ ン
モータを駆動する FRENIC-VG は共に直流配電方式とし，

高速コントローラ・大容量ネットワークによる駆動制御システムソリューション

両者の直流母線を共通にして電源回生コンバータと接続し

続した。1 台の DMC は最大 で 64 台のインバータを制御

た。これにより，クッションモータが回収するエネルギー

することができ，これによりインバータを制御するコント

〈注 2〉

を力行運転しているメインモータへ直接供給することや工

ローラの台数を削減した。
また，インバータの保守ツールを搭載した PC と DMC

場の電源へ回生することが可能となり，プレス工程の消費

を Ethernet で接続することにより，
コントローラとフィー

電力の大幅な削減を実現した。

ルドバスを経由して DMC 制御下にあるインバータの遠隔
3.2

鉄鋼プロセスラインのプラント制御システム

監視・操作を行うことができる。このインバータ透過接続

鉄や非鉄材料の加熱，酸洗，めっき，塗布などの処理を

機能により，インバータの保守用回線や専用端末が不要と

行うプロセスラインは，数百台のモータ，インバータ，バ

なり，制御パラメータの設定，故障時のトレースバック，

ルブおよびセンサで構成される。この制御システムの入出

制御データのリアルタイムトレースを遠隔の PC に統合で

力点数は 40,000 点を超える。このような大規模なプロセ

きる。

スラインでは，保守の合理化と操業の可視化が重要であり，

⑵

操業の可視化
各セクションを統括するコントローラと DMC を接続す

の課題を解決するために新しいプロセスライン制御システ

る SX-Net 上に，f（s）NISDAS 7 を搭載したシステムを

ムを構築した。

接続した。これにより，プラント内の膨大なデータを 1 台
のシステムで高速収集することができ，プラントの状態を
詳細に可視化することが可能となった。

バ ー タ を 制 御 す る コ ン ト ロ ー ラ（DMC：Drive Master
Controller）には SPH3000MG を適用し，コントローラ間

3.3

条鋼圧延ラインのプラント制御システム

を接続するネットワークには SX-Net を適用した。DMC

条鋼圧延ラインは， 建材や橋梁（きょうりょう）など

はプロセスライン用に開発した標準パッケージで，次の特

に使用する鉄鋼製品の生産設備であり，生産性の向上や

徴を持つ。

製品品質の向上のために， 高速制御性能を必要とするプ
バスと

に接続できる。

ラントである。その制御システムは，多数のセンサやアク

⒜

E-SX

⒝

最大 64 台のインバータを制御できる。

チュエータ と，こ れらを制御する制御装置，操作器具お

⒞

プロセスラインに必要な速度主幹制御，張力制御，

よび監視システムで構成されている。条鋼圧延ライン制

SX-Net

ダイヤ演算などを標準で装備する。
⑴

に示す。 このラインにおいて

御システムの構成例を図

SPH3000MG の高速制御性能を 生か した 例として， 分割

保守の合理化
本システムでは，DMC とインバータを E-SX バスで接

シャの切断制御がある。
分割シャは，圧延機の出側に設けられ圧延材の分割切断

計算機室

を行う設備である。その切断精度は，製品の歩留りに影響
し，20 m/s を超える仕上げ圧延速度においても数十 mm
計算機
PDCS ＊1

Ethernet

の切断精度が要求される。

SX-Net
計装

ユーティ
リティ

センター

デリ
バリー

エン
トリー

に従来システムと SPH3000MG を使用したシステ

図

ムの比較を示す。従来 は，要求される 切断精度を実現す
るために，フィールドバスによる速度設定と I/O による

電機室

DMC

インバータ
保守ツール

DMC

E-SX バス

E-SX バス

DMC

HMI ＊2

E-SX バス

HMI

MONITOUCH

＊1

ES

＊2

f(s)NISDAS 7＊4

f(s)NISDAS
Ethernet
SX-Net

インバータ盤

インバータ盤

運転室

MONITOUCH

MONITOUCH
HMI
操作デスク

ヤード
＊1
＊2

インバータ盤

圧延機主幹用
コントローラ

油機用
コントローラ

MONITOUCH

操作デスク

E-SXバス

HMI

HMI
操作デスク

イン
バータ

溶接機
テンションメータ

テンションメータ

テンションメータ

溶接点検出器

溶接点検出器

溶接点検出器

パルス生成機

パルス生成機

パルス生成機

M
〜

E-SXバス

イン 高速I/O 高速I/O
バータ

イン
バータ
PL
G

M
〜

PL
G

M
〜

PDCS : Process Data Collection System
HMI : Human Machine Interface

新しいプロセスライン制御システムの構成例

〈注 2〉力行： モータの動力を機械に伝えて加速すること

PL
G

センサ

イン
バータ
PL
G

高速I/O

M
〜

＊3

圧延材
水平圧延機

図

分割シャ用
コントローラ

＊1
＊2

図

垂直圧延機

圧延方向
分割シャ

水平圧延機

HMI : Human Machine Interface
ES : Engineering Station

センサ

＊3
＊4

PLG : Pulse Generator
f(s)NISDAS 7を搭載したシステム

条鋼圧延ライン制御システムの構成例
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に，新しいプロセスライン制御システムの構成 例

図

を 示 す。 各 セ ク シ ョ ン を 統 括 す る コ ン ト ロ ー ラ と イ ン

特集

その要求はますます高度化している。富士電機は，これら

高速コントローラ・大容量ネットワークによる駆動制御システムソリューション

る駆動制御システムソリューションについて述べた。機械
上位ネットワーク
分割シャ用
コントローラ

上位ネットワーク
分割シャ用
コントローラ

設備や各種プラントシステムで要求される高品質な製品製
造，ならびに操業の安定化・効率化に貢献できるものと考
えている。今後も，製造現場の課題解決に向けて，コント

従来コントローラ
フィールドバス
（速度設定）

I/O
（切断指令）

SPH3000MG
E-SX バス
（速度設定＋切断指令）

ローラ・ネットワークの適用拡大を図っていく所存である。

小田
インバータ
（a）従来のシステム

インバータ
（b）SPH3000MG を
使用したシステム

孝一

鉄鋼 ･ 一般産業プラントのエンジニアリングおよ
び企画に従事。現在，富士電機株式会社産業イン
フラ事業本部機電システム事業部駆動システム技
術部課長。

図

従来システムと「SPH3000MG」システム

切断指令を別々にインバータに出力していた。これに対

特集

し SPH3000MG と， 高速フィールドバス伝送機能を備え

常盤

欣史

産業プラント用電動力応用システムの企画 ･ 設計
およびエンジニアリング業務に従事。現在，富士

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

た E-SX バス 対応インバータを採用することにより，イ

電機株式会社産業インフラ事業本部システム技術

ンバータに対する指令を E-SX バスに集約した。

部。

また，E-SX

バス対応の高速 I/O を採用することにより，

センサによる圧延材の検出からインバータへの指令出力ま
でのスループットを高速化することも同時に実現した。

大坪

宏輔

鉄鋼 ･ 一般産業プラントのエンジニアリングおよ
び企画に従事。現在，富士電機株式会社産業イン

あとがき

フラ事業本部機電システム事業部駆動システム技
術部。

本稿では，高速コントローラ・大容量ネットワークによ
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安全・安心に貢献する放射線管理ソリューション
Radiation Management Solutions Contributing to Safety and Security
中島

定雄 NAKASHIMA Sadao

剛 ISHIKURA Takeshi

石倉

松下

智行 MATSUSHITA Tomoyuki

富士電機は，商用の原子力発電が始まった 1970 年代から，放射線取扱施設における人，物，施設および周辺環境の放射
線管理ソリューションを開発し提供することで，放射線（能）に対する安全・安心に貢献してきた。2011 年 3 月の東日本
大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故以来，放射線測定機器のニーズが大幅に高まっており，震災復
旧・復興に向けた放射線管理ソリューションとして放射線測定機器を開発し，提供している。また，海外の放射線取扱施設

現してきた。主に，原子力関連施設，大学および病院を対

まえがき

象として，個人の外部・内部被ばく線量を測定・評価する
富士電機は 1970 年代からの長きにわたり，人，物，施

ための機器，放射線管理区域内で使用する物品や衣服の汚

設および環境の放射線に対する安全・安心を得るための放

染測定を行う機器，ならびに原子力施設の内部およびその

射線管理ソリューションについて取り組んできた。国内の

周辺環境の放射線（能）レベルを監視するシステムを提

既存市場に加えて，震災復旧・復興および海外市場向けの

供してきた。さらに，2011 年 3 月 の東 日本大震災 以降は，

放射線管理ソリューションに力を入れている。

富士電機が培ってきた放射線管理技術を地域住民の安全・

本稿 では， 安全・安心に貢献する 放射線管理ソリュー

安心のためのソリューションとして展開している。

ションについて述べる。

震災復旧・復興を支援する放射線管理ソリュー
富士電機の放射線管理ソリューション
放射線管理ソリューションは，図

に示すように，大別

ション
東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所（福

すると，人，物，施設および環境に関するものに分類でき

島第一原発）の事故を受けて，全ての原子力発電所が運転

る。富士電機は，電離箱，シンチレーション検出器，半導

を停止することとなった。原子力施設者は，再稼動に向け

体検出器などのセンサからデータ監視・処理までのさまざ

て耐震性の強化工事や緊急時モニタリング設備の整備など，

まな技術を融合して，各種放射線管理ソリューションを実

安全性の強化を進めている。国や地方自治体は，福島地区
住民の個人被ばく線量の測定を行うとともに，福島県と近
県における環境放射線の広域サーベイを行っている。また，
事故の教訓から環境モニタリングと緊急時モニタリングの

人
個人被ばく線量の測定・管理
人の体表面汚染の測定・管理
人の内部被ばく線量の測定・管理
管理区域入退域管理
物
物品の表面汚染検査
衣服の表面汚染検査
食品の放射能汚染検査
廃棄物の放射能汚染検査
クリアランス検認
技術

共通技術
放射線管理データ
管理技術
放射線量測定技術
放射線計測器の
校正技術

体制強化，および放射線測定設備の整備を進めている。さ
らに，放射性物質で汚染された地域の除染活動や廃棄物の
施

設

施設内の空間線量率の監視
施設内の空気中放射性物質
濃度の監視
排気・排水中の放射性物質
濃度の監視

環境放射線監視
環境放射能監視
テレメータ技術
環

図

境

処理を進めている。農業や漁業，食品流通の関係業者は，
放射能汚染に対する消費者の不安を解消するため，食品中
の放射能測定を実施している。
このような，多種・多様な放射線管理ソリューションに
対する高いニーズに応えるため，富士電機では製品や技術
の開発と提供を行い，震災復旧・復興での放射線および放
射能に対する安全・安心に貢献している。

安全・安心に貢献する放射線管理ソリューションの概要
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Since the 1970s, when commercial nuclear power generation established, Fuji Electric has been contributing to safety and security for
radiation (radioactivity) by developing and providing radiation management solutions for humans and objects in radiation handling facilities
and the facilities themselves together with the surrounding environment. Ever since the accident at the Tokyo Electric Power Company’
s
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station in the wake of the Great East Japan Earthquake in March 2011, needs for radiation measuring
instruments have greatly increased. Fuji Electric has thus been continuously developing and oﬀering radiation measuring instruments as well
as radiation management solutions for recovery and reconstruction from the earthquake disaster. In addition, radiation management solutions
conforming to the national legislation of each country and international standards have been rolled out for overseas radiation handling facilities.

特集

向けに，その国の法令や国際規格に適合した放射線管理ソリューションも展開している。

安全・安心に貢献する放射線管理ソリューション

3.1

中性子，
γ線用

人の放射線に対する安全・安心

富士電機は，耐久性と高機能を兼ね備えた個人被ばく線
量計を提供している。これは，人の外部被ばく線量をリア
ルタイムで表示し，遮蔽壁損傷などでの予期せぬ被ばく時
には警報を発して退避を促し，被ばく線量の低減を図るこ
γ線用

とを目的としたものである。
これまでの個人線量計は，線量が管理された環境におけ
る計画された作業などで，被ばくがないことや計画した線
量値以下であることを確認するために使用され，作業ごと
に充電する 2 次電池式であった。
これに対して， 災害時 など に使用するため に 1 次電池

図

「DOSE i」

図

「DOSE e」

図

「ペガサス」

（乾電池）式の線量計「DOSE i」を開発するとともに，被

特集

災地の方のための高感度で 1 年間の線量トレンドを測定で
きる高機能積算線量計「DOSE e」を開発した。また，発

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

電所周辺の線量の測定需要に対して，軽量小型で安価な簡
易サーベイメータ「ペガサス」を開発した。
⑴

DOSE i

DOSE i は，災害時の救助や避難などにおいて，人を被
ばくから守るため の 軽量小型の線量計 である（図 ）
。一
次電池を採用していつでも使用できるようにし，放射線の
知識や設備がなくても使えるように単機能化した。また，
樹脂ケースを採用して軽量化した。
必要に応じて確認できるように線量率を表示する機能を
追加するとともに，高輝度で広視野角の有機 EL ディスプ
レイを採用し，視認性を向上させた。また，騒音環境下で
も被ばく線量警報が認識できるようにバイブレータ警報機
能もオプションで持たせている。装置内部に記憶している
時系列の積算線量データを，赤外線アダプタで読み出すこ
とで，計測開始から何時間後に被ばくしたかや，そのとき
の線量率を確認することができる。
⑵

DOSE e
被災地の人々を被ばくから守るために，高機能積算線量

計 DOSE e を開発した（図 ）
。DOSE e は，ホットスポッ
トの測定機能や高い線量の場の推定を行うために 1 年間の
線量トレンド測定機能を持ち，被ばく線量の正確な測定と

防じん・防滴（IP54）性を持たせている。測定したデータ

管理が可能である。新たに高感度半導体センサを開発し，

はメモリに保存しており，USB で接続するだけでパソコ

従来の線量計では測定できなかったバックグラウンドレベ

ンに送ることができる。線量率を数値とバーグラフで同時

ルの線量率が測定でき，住居周辺のホットスポットなどを

に表示し，ボタン操作で最大線量率と積算線量が確認でき

探し出すことができる。高感度でありながら携帯電話と同

る。

程度の大きさに抑えることで日中携行でき，自宅などでの
充電中にも連続して測定し，1 年間の毎日の日線量（1 日
当たりの積算線量）や最大線量率（1 日のうちの最大の線
量率）の記録と確認ができる。
⑶

ペガサス

3.2

人の放射能に対する安全・安心

放射能を含んだじんあいの付着などによる人体表面汚染
がないことを確認し，人体表面汚染による被ばくを防止す
ることを目的として，体表面汚染モニタを提供している。

ペガサス は， 放射線量を簡便に測れるように， 軽量小

これまでは，放射能は放射線取扱施設の特定の区域（管

型で安価な簡易サーベイメータ である（ 図 ）
。 半導体

理区域）でのみ使用および管理されており，体表面汚染モ

センサを用い ることで コンパクト で軽量にし，片手で操

ニタは管理区域の出口に設置して使われていた。また，震

作できるようにした。また， 単 3 電池で 72 時間使用で

災地域の避難住民や野外の除染作業者の放射能汚染を管理

き，バックグラウンドレベルの 0.01µSv/h から高線量率

するため，電源のない野外でサーベイメータを使って手作

の 99.9 mSv/h まで測定できる。 野外で測定 でき るように，

業で体表面の汚染を測っていた。
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図
簡易型体表面モニタ

表

簡易型体表面モニタの主な仕様

蓄電池を搭載した可搬型モニタリングポスト を開発した

目

仕

検出器

シリコン半導体検出器

測定線種
エネルギー範囲

電

源

質

定精度が低下してしまうので，半導体検出器に自動的に切

150 keV以上

り替えて 測定 する。また，ワイドレンジ NaI 検出器 を用

AC100 Vまたは鉛蓄電池

外形寸法

W885×H2,200×D750（mm）
〔折り畳み時：W563×H311×D479（mm）
〕

量

高くなると，NaI 検出器では数え落とし現象が生じて，測

β線（γ線）

4Bq/cm2（Cs-137, 測定時間約5秒）

検出感度（測定時間）

線量率が低い場合は，NaI 検出器で測定する。線量率が

様

本体：108 kg

いて低い線量率をパルスモードで測定し，高線量率を電流
モードで測定するタイプも用意している。
線量率だけでなく，感雨雪計による天候の状態や衛星利
用測位システム（GPS）による位置情報による詳細な解析，
ならびに MCA（Multi Channel Analyzer）によるγ線の
エネルギースペクトルからγ線源の核種の推定を可能とし

そこで，持運びができ，設置や測定が簡単で，かつ体表
面の測定を自動で行える簡易型体表面汚染モニタを開発し

ている。
リアルタイム線量率計

⑵

。軽量で薄型の大面積半導体検出器を開発
た（図 ，表 ）

可搬型モニタリングポストを簡略化したリアルタイム線

し，体の前面，背面の 2 回測定する方式にすることで，構

量率計を，福島県内に約 2,200 か所設置している。リアル

造を簡略化して軽量・小型化した。モニタ本体の質量は，

タイム線量率計は，可搬型モニタリングポストと同様に，

約 700 kg から 108 kg に低減できた。

太陽電池と鉛蓄電池を搭載しており，外部電源のない場所
〈注 1〉

原子力災害時などには，短時間で運搬と組立てを行い，
運用を開始できるようにする必要がある。そこで，本体を
3 分割して専用ケースに収めて運搬できるようにした。こ

でも 使用できる。また，FOMA 回線 を使って データを伝
送できる。図

に示すように シンプル な外観であり，約

2

1m の場所に設置できる省スペース構造である。検出器の

れにより，約 30 分で組み立てて測定が開始できる。
簡単に運用できるように，測定対象者が装置に乗るだけ
で測定を開始し，測定結果を表示する。設定された汚染レ
ベルを超えると警報音とランプで汚染を知らせる。定期的
にバックグラウンド放射線による計数率を自動で測定し，
バックグラウンド放射線の変動による影響を少なくして正
確な汚染測定を行う。
⑴

3.3

⑴

環境の放射線に対する安全・安心

可搬型モニタリングポスト
放射線取扱施設周辺や生活環境におけるγ線線量率の測

定および監視を行い，管理するため，可搬型モニタリング
ポストを提供している。測定した放射線量を，その場で表
示するとともに，携帯電話回線などでリアルタイムに伝送
し，管理センターで放射線量の監視および管理ができる。

図

リアルタイム線量率計

震災以降，外部電源がない公園などで放射線量の連続測
定および監視が必要となった。富士電機は，太陽電池と鉛

〈注 1〉FOMA：株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標
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項

。
（図 ）

特集

図

可搬型モニタリングポスト
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高さは，子供のいる空間を測定対象とする場合には 50 cm
に，その他の場合には 100 cm に調整できる。
3.4

物の放射線に対する安全・安心
⑵，⑶

⑴

食品放射能測定システム
食品の放射能濃度が基準値以下であることをスクリーニ

ング検査で確認するために，食品放射能測定システムを提
供している。食品放射能測定システムでは，食品の全量検
査に対応できるよう に，ベルトコンベヤ 式 を採用して検
査を高速化した（図 ）
。本システムは，厚生労働省の「食
品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠している。
専門的な放射線測定技術は不要であり，前処理を行わずに

図

食品放射能測定システム

袋のまま連続で測定できる。

特集
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放射能濃度は，検出器の計数値から 検出効率 を用いて

削り取り厚さを決める必要がある。現状は，測定サンプル

算出 する。検出効率は， 食品の 大きさ と密度 により変化

を土壌採取現場から検査所まで運搬したのちゲルマニウム

するため，これまでは測定物と同じ標準線源を用いて校

検出器により測定しているが，迅速な測定が求められてい

正を行っていたが，今回は放射線シミュレーションコード

る。そこで，車両に搭載して採取現場で放射能濃度分布を

〈注 2〉

MCNP 計算などを用いて代替している。

測定するために，深さ方向土壌放射能濃度分布モニタを開

C
-nb
t
…………………………………………… ⑴
Q=
S $M

発した（図 ）
。

Q：放射能濃度（Bq/kg）
C：検出器の計数値（Count）
t：測定時間（s）
nb：バックグラウンド計数率（s−1）
S：検出効率（s−1/Bq）
（食品の大きさおよび密度に
対して補正した値）
M：食品の質量（kg）
低い放射能濃度を測定するためには，測定下限値を低く
することが必要となる。測定下限値はバックグラウンド計
数率および検出効率から式⑵で算出する。検出器の容積を
大きくして検出効率 S を高くし， 厚い遮蔽体で 遮蔽を強
化してバックグラウンド計数率を低くすることで，測定下

図

深さ方向土壌放射能濃度分布モニタ

限値を低くしている。

測定下限値 =

3
3
3 3
1
1
$
+
$ +4nE $
+
2
ts
ts t s
ts t E
S$M

CsI（Tl）検出器の計数率と各土壌層の
放射能の関係

…⑵

模式図
土壌層

nb：バックグラウンド計数率（s ）

Y3
Y4

E1,3
E1,5

Y5

C 10

SANDⅡコード＊を適用
（中性子スペクトル解析用の汎用コード）

tb：バックグラウンド測定時間（s）

計算手順：⑴

M：食品の質量（kg）

5

(k)

(k)

k回目の計算計数率：C i =∑(E ijY j )
j=1

(k)

⑵

⑵

E1,1CsI(Tl)
C 1[cps]

Y2

合計
Y [Bq]

…

…

ts：試料測定時間（s）

…

S：検出効率（s /Bq）

…

…

−1

Y1 [Bq]

……

−1

…

⎛C 1 ⎞ ⎛ E 1,1 E 1,2 … E 1,2 ⎞ ⎛ Y1 ⎞ C i：実測計数率
⎜ ⎟ ⎜
⎟ ⎜ ⎟ E i,j：検出効率
⎜C 2 ⎟ ⎜ E 2,1 E 2,2 … E 2,2 ⎟ ⎜Y2 ⎟
(MCNP
⎜ ⎟ =⎜
⎟⎜ ⎟
計算値）
⎜ ⎟ ⎜
⎟⎜ ⎟
⎜C ⎟ ⎜⎝ E 10,1 E 10,2 … E 10,2⎟ ⎜Y ⎟ Yj ：第 j 層の
⎝ 10⎠
⎠ ⎝ 5⎠
放射能

深さ方向土壌放射能濃度分布モニタ

⑶

福島県などの土壌除染に対して，表土を削り取ることで

(k)
重み関数導入：Wij =

(k)

比率計算：r i

⑷

Y =∑(Y j)

壌の深さ方向における放射能濃度の分布を測定し，最適な

⑸

(k)

反復計算：Yj

(k)

(k)

∑(
W ij lnr i )
i=1

補正係数：Dij =

10

(k)

∑
Wij
i=1

(k+1)

土壌サンプル全体の
放射能を

Ci
= (k)
Ci
10

線量を低減する。効果的な除染を実施するには，事前に土

E ijYj
(k)
Ci

(k)

(k)

= Yj expD ij

とおいて，サンプル
全体に対する各土壌
層の放射能比 Yj を
Y
求める。

(k)

この計算を，|exp D ij -1| があらかじめ設定した
値 V c より小さくなるまで行う。

〈注 2〉MCNP（Monte Carlo for N-Particle transport）
：確率変数の

＊W. McElroy, S. Berg, T. Crocket, and G. Hawkins, A computer
automated iterative method for neutron ﬂux spectra
determination by foil activation , AFWL-TR-67-41, (1967).

数学的理論を応用することで，多数の放射線と物質の基本現
象の推移を決定し，放射線の輸送を計算するシミュレーショ
ン計算ソフトウェアである。
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図

Csl（Tl）検出器のアンフォールディング計算
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外形寸法 は 約 W500×D600×H670（mm） とし，3 分割
構造 で質量 100 kg 以下 に軽量化した。 土壌サンプル の 周
囲に，深さ分布測定用の複数の小型 CsI（Tl）検出器をス
パイラル状に配置し，サンプル上部に NaI 検出器を配置
している。CsI（Tl）および NaI 検出器のデータは，図 0
に示すアンフォールディング計算などで処理する。土壌の
放射能濃度は，深さ方向に 1 cm 単位の分解能で，5 〜 10
分程度で測定できる。

海外向け放射線管理ソリューション
富士電機は，これまで韓国・中国を中心として海外規格

図

高線量率対応の電離箱検出器

準拠の個人被ばく管理システムを提供してきた。ここでは，
要求されている。そこで，海外向けとしてプリアンプなど
の線量率レンジを広げることなどで 1 Gy/h 以上を測定で
4.1

人の放射線に対する安全・安心

きるようにしている（図 2 ）
。

海外（米国，韓国，フランスなど）では，人の表面汚染
の測定には，ガスフロータイプの検出器が主流である。ガ

あとがき

スフロータイプは，常に新しい検出ガスを流し込んで測定
するもので，国内でも 20 年ほど前までは使用されていた。
ガス封じ切りタイプに比べて簡単な構造で安定した計測が

震災復旧・復興を支援する放射線管理ソリューション，
および海外向け放射線管理ソリューションについて述べた。

できるが，運用にはガスボンベおよび配管が必要となる。

今 後 は， 復 旧・ 復 興 を さ ら に 進 め る た め に 必 要 な ソ

ガス配管などのインフラが整備されている海外の放射線

リューションを提供するとともに，海外向けを含め，安

施設向けに，ガスフロータイプの検出器を使用し，全身の

全・安心に貢献する放射線管理ソリューションの開発を進

表面汚染の有無を判定する C2 ポータルモニタを開発した

めていく所存である。

。 既存の海外製品では，検出器を被検者の半身部
（図 1 ）

最後に，東京電力株式会社殿をはじめ，放射線・原子力

位に対応して配列し，全身を 2 回に分けて測定する方式が

利用施設の放射線安全管理関係者各位からのご助言とご指

主流で，検出器数の削減と装置構造の簡素化を図って低コ

導に謝意を表する。

スト化を実現している。これに対して C2 ポータルモニタ
は，全身部位に対応して検出器を配列し，全身を 1 回で測
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離箱検出器が基準となり 10 倍以上高い線量率の 1 Gy/h が

て述べる。
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新たに開発した海外向け放射線管理ソリューションについ

安全・安心に貢献する放射線管理ソリューション

石倉

剛

放射線汚染モニタの開発 ･ 設計に従事。現在，富

機株式会社産業インフラ事業本部東京事業所機器

士電機株式会社産業インフラ事業本部東京事業所

生産センター装置設計部課長。日本保健物理学会
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放射線モニタの開発 ･ 設計に従事。現在，富士電

会員。
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産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

特集

プ ラ ン ト の 安 定 操 業・ 効 率 化 を 支 援 す る サ ー ビ ス ソ
リューション
Service Solutions to Support Stable Operation and Improved Efficiency of Plants
福島

宗次 FUKUSHIMA Soji

北谷

保治 KITATANI Yasuharu

占部

昇 URABE Noboru

プラントの安定操業・効率化を目指す上で，設備保全が必要不可欠である。特に，設置してから長い期間を経た高経年設
備における事故の未然防止が最重要課題である。富士電機は，発電設備，受変電設備，生産設備，ユーティリティ設備など
を対象としたライフサイクルサービスを提供している。保全計画立案において中心となる技術は，高圧遮断器，変圧器，回
転機などの診断技術と延命・更新技術である。さらに，提供するサービスの品質と現場における保守技術力の強化をはじめ，

まえがき

ライフサイクルサービス

社会環境や経営環境の変化，技術革新，海外生産拠点の

ライフサイクルサービスとは，設備のライフサイクルに

拡大などにより，生産設備を取り巻く環境は大きく変わっ

おける納入以降の保全，延命，更新，廃棄にわたり，体系

てきている。しかし，プラントの安定操業・効率化を目指

的なサービスを提供し，プラントの安定操業・効率化を

す上で，設備保全への現場における取組みは必要不可欠で

支援する活動である。そして，ライフサイクルサービス

ある。特に近年は，設置してから長い期間を経た高経年設

によって得られるフィールド情報は，設計部門へフィード

備における事故の未然防止が最重要課題である。図 1 に示

バックされ，故障率が低い，操作ミスが起きにくい，劣

すように，国内の設備保全費はおおむね 6 兆円で推移し，

化防止がしやすいなど，より良い製品の開発・提供につな

⑴

維持・更新投資額は 3 〜 5 兆円で推移している。このよう

がっている。

な背景において，富士電機では高経年設備が抱える各種課

図

にライフサイクルサービスの概要を示す。設備の故

題を解決し，プラントの安定操業・効率化を支援するライ

障率は，運用期間にわたり一定でなく，初期故障期，偶発

フサイクルサービスをサービスソリューションとして展開

故障期，摩耗故障期により異なる。グラフの縦軸に故障率

している。本稿では，その展開に必要不可欠である各設備

をとり，横軸に期間（時間）をとって故障率を推移させる

の診断技術，および求められるサービスの品質について述

と浴槽のような形状（バスタブ曲線）になる。そのため，

べる。
点検，故障修復
故障期による分類

初期
故障期

延

偶発故障期

命

更

新

摩耗故障期
更新領域

設備保全費
14.0

12.4

12.0

（兆円）

6.6
5.7

6.2

8.8

9.4
保全計画

6.3

6.0

5.0

4.0

2.7

2.8

3.1

2.0
0.0

2008

2009

2010

2011

初期ト
ラブル

2012

（年度）

ライフサイクルサービス

6.0

出典：日本プラントメンテナンス協会 ２０１2 年度メンテナンス実態調査

図

部品交換・
部分更新

11.6
8.9

6.7

総保全費
バスタブ曲線
（故障率曲線）

10.0
8.0

維持・更新投資額

国内のプラント保全費の推移

図
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全面更新
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延命保全計画
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For stable operation and improved eﬃciency of plants, facility maintenance is essential. In particular, prevention of accidents in aged
facilities that have long been operated is the highest-priority issue. Fuji Electric provides life cycle services intended for facilities including
power generation, electric distribution, production and utility facilities. The main technology in basic maintenance planning contains a diagnostic technique, life prolongation and update of facilities, such as high-voltage circuit breakers, transformers and rotating machines. In addition,
Fuji Electric is working on service solutions with strengthening the service quality and ﬁeld maintenance technology and establishing global
call centers and logistics centers.

特集

グローバルコールセンターやロジスティクスセンターを設置し，サービスソリューションに取り組んでいる。

プラントの安定操業・効率化を支援するサービスソリューション

この故障率の推移を考慮した保全活動を実施する必要があ

る。そして，長期運用による経年劣化により故障率が大き

る。次に，ライフサイクルサービスに必要となる機能を示

くなる摩耗故障期の保全活動において核となるのが，設備

す。

の診断技術である。設備の劣化度は，設置環境および運用

⑴

状態によって大きく左右される。そのため，設備診断によ

保全計画および診断技術
保全計画は，設備に応じた点検，有寿命品の交換，オー

り設備の状態を把握し，対策を行う状態基準保全（CBM：

バホールなどを一定周期で実施する時間基準保全（TBM：

Condition Based Maintenance） ま た は 予 知 保 全（PM：

Time Based Maintenance）に基づいて，導入時に立案す

Predictive Maintenance） を 実 現 す る 保 全 計 画 が 必 要 に

表

診断技術の一覧
適用設備
名

称

目

特集

共

的

適用設備

ユー
受変電 生産 ティリ 発電
設備 設備 ティ 設備
設備

名

称

通
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環境診断・劣化診断
サービス

●

●

●

●

赤外線サーモグラ
フィによる電気設備
活線診断サービス

電気設備の過熱状況を非接
触で安全に測定する

●

●

●

●

配電盤制御配線余寿
命診断サービス

IV線の余寿命を伸び破断試
験で診断する（対象電線は
古河電線製）

●

●

●

●

高圧回転機オンライ
ン部分放電診断サー
ビス「ROPAS」
無線式回転機振動監
視システム
「Wiserot」

無線センサで電動機の軸受
と機械の振動を安全に傾向
監視を行う

●

工作機械の刃具状態
診断「ProHealth」

工作機械の刃具状態を切削
時の電力変動から診断する

●

バッテリ短時間放電
診断装置「BSC」

UPS（無停電電源装置）
や直流電源装置に接続され
ているバッテリの健全性を
セルごとに短時間放電を行
い診断する

（●） （●）

●

●

●

バッテリ

受変電設備
●

受変電開閉器劣化
診断サービス「CBMEC」

動作特性試験と接触抵抗測
定を実施して製作時に比較
して劣化を評価する

●

油入変圧器の高精度
余寿命診断サービス

油入変圧器の余寿命を高精
度に予測する

●

（●） （●）

●

情報処理制御装置の
設備診断サービス

油入変圧器の油中ガ
ス分析・絶縁油特性
試験

油入変圧器の内部異常の兆
候および異常の種類を診断
する

●

（●） （●）

●

負荷時タップ切換装
置トルク診断サービ
ス

選択駆動装置部の異常の兆
候を診断する

●

光学式モールド変圧
器劣化診断サービス
「MOLMOS」

高圧コイルのモールド材を
光反射率で劣化度を評価す
る（対象は富士電機製）

●

（●） （●）

●

モルメックモールド
変圧器予防保全用部
分放電診断装置

劣化を部分放電の有無を診
断する

●

（●） （●）

●

ディジタル保護継電
器の劣化診断

保護継電器の劣化度合いを
評価する

●

（●） （●）

●

高圧ケーブル診断
サービス

電力ケーブルの劣化状況を
検査する

●

（●） （●）

●

補助継電器劣化診断
補助継電器の接点接触抵抗
サービス「AR-MEC」 値を測定する

●

（●） （●）

（●） （●）

●

●

●

●

●

点検，修理，予備品確保，
更新などの予防保全提案を
行う

●

●

●

●

電源ユニットの劣化
診断

電源ユニットの劣化度合い
を評価する

●

●

●

●

プリント基板のサン
プル診断サービス

プリント基板，電源ユニッ
トの劣化度合いを評価する

●

●

●

放射線透過式 配管診
断装置

配管の肉厚検査を行う
流体のレベルや密度を測定
する

●

●

●

●

●

●

DCS，PLC

●

プラント機器

●

●

●

可変速&回転機
コンデンサやファンの余寿
命を診断する（対象は富士
電機製）

高圧電動機の信頼性
評価

稼動実績データから簡易的
に回転機の信頼性を評価す
る

（●） （●）

●

高圧回転機絶縁診断

回転機の絶縁性能を外部電
源を用いて診断する

（●） （●）

高圧回転機余寿命診
断サービス

残存破壊電圧の推定から余
寿命を予測する（適用機種
限定：F/F, F/S）

（●） （●）
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●

真空領域の漏込空気
検知
「リークバスター」

●

火力発電設備の復水器廻り
など，プラントの真空系統
における空気の漏込箇所を
特定し，同時に漏込空気量
を測定する
ユーティリティ

プラント制御性診断
サービス

エネルギープラント
最適運用システム
「FeTOP」

汎用インバータ有寿
命部品余寿命診断シ
ステム

26（26）

ユー
受変電 生産 ティリ 発電
設備 設備 ティ 設備
設備

高圧回転機余寿命診断を安
価に行う
固定子コイルの部分放電を
診断する

絶縁物の沿面抵抗低下から
生じる部分放電を電荷量と
して定量的に測定する

富士電機技報

的

可変速&回転機

制御装置や電気機器の劣化
進行を加速させる要因を把
握する

高圧配電盤部分放
電診断サービス
「COPAS」

目

プラントのパフォーマンス
の向上とコストダウンを図
る

●

エネルギーユーティリティ
プラントの最適運用により
省エネルギー，コスト削減，
CO2削減を図る

●

●

加工組立ラインの解
析支援システム

生産ラインの不良要因を特
定し，早期の解決と安定化
を図る

●

●

データ収集・解析支
援パッケージソフト
ウェア
「f(S)NISDAS 7」

パソコン上で起動し，PLC
やインバータのデータを収
集・解析する

●

●

（注）
（●）
：高電圧機器がある場合に適用する。

●

プラントの安定操業・効率化を支援するサービスソリューション

なってくる。富士電機では，発電設備，受変電設備，生産

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

設備，ユーティリティ設備などに対する各種診断技術を開

策定する。

発している。表 1 に診断技術の一覧を示す。

図

に保全計画の策定概要を示す。設備運用に伴い，設

設備診断により異常判定があった場合，交換または補修

置環境，運転（負荷）状態，保全実施の実態から劣化状態

にて対応することを標準とする。しかし，補修費を考慮す

が異なってくる。そのため，導入当初に策定した保全計画

ると全面更新までの延命策として，部分リプレースが適切

に対して，点検・交換周期の見直しを実施する。また，高

である場合がある。そのため，機能拡充による生産性向上

経年の機器に対しては，いつまで使用可能か判断するため

〈注 1〉

を図るためにも，レトロフィット機器 が必要となる。

の評価・判断が求められるため，設備診断も実施する。な

サービス品質

⑵

お，設備診断により更新時期の延長が可能と判断した場合

ライフサイクルサービスを提供する上で基本となるのが
サービス品質である。そのため，サービス技術員の個々の
経験や勘に依存せず，正確性・迅速性・安心感を組織的に
高めて維持することが必要となる。これらから，富士電機

環境診断結果報告書

ンフラである 24 時間 365 日体制のグローバルコールセン
ター，およびロジスティクスセンターを運用している。

予防交換の
周期

保全実績の
フォロー

保全計画

製品情報
改善情報

立案である。運用形態，重要度，設置環境，保全方針など
を考慮しながら，設備単位に決められた普通・細密点検の

保全対象機器リスト

顧客の保全方針や考え方
設備の運用形態や重要性
耐用年数

フィールド
稼動状況

ライフサイクルサービスの基本となるのが，保全計画の

点検整備の
周期

点検整備の
周期補正

保全計画書
（点検整備の時期）
（機器更新の推奨時期）
（予防交換の時期）など

保全費用
見積書

周期，有寿命部品の交換時期，オーバホールの時期および
更新時期を保全計画書にまとめる。また，年度ごとの保全
表

図

保全計画の策定概要

星取表の例（66 kV 特高受変電設備）

No.

対

象

台
数

稼動年数
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
◎
☆

◎
☆

更
新

１

C-GIS

３

２

主変圧器

１

○

○

○

○

○
☆

○

○
☆

○

○

○

○

○
☆

○

○

更
新

３

配電盤

9

○

○

○

○

○

○

○
☆

○

○

○

○

更
新

○

○

○

４

VCB

11

○

◎

○

◎
☆

○

◎

○

更
新

○

５

保護継電器

14

○

○

○

○

○

○

更
新

○

○

○

○

○

○

更
新

○

６

進相コンデンサ

３

○

○

○

○

○

○

更
新

○

○

○

○

○

○

更
新

○

７

高圧CVケーブル

11

△

△

△

△

△

△

△

△

△

□

□

□

□

□

更
新

８

直流電源装置

１

○

○

○
☆

○

○

○

更
新

○

○

○
☆

○

○

○

更
新

○

９

中央監視装置

１

○ ○
☆ ☆

○ ○
☆ ☆

○ ○
☆ ☆

○
☆

○ ○
☆ ☆

更 ○
新 ☆

○ ○
☆ ☆

○ ○
☆ ☆

○ ○
☆ ☆

○ 更
☆ 新

○
☆

○ ○
☆ ☆

○ ○
☆ ☆

○ ○
☆ ☆

10

M-UPS

2

11

総合試験

１

12

設備診断

１

西暦年（20□□年）

○

○
☆

○
☆
□

□

○
☆
□

□

○

○
☆

更
新
□

○
☆

□

□

□

○
☆
□

□
10

11 12

13 14

15

16 17

18 19

□

更
新
□

20 21

22

23 24

25 26

27 28

29

○
☆

○
☆

○
☆

□

□

◎

□

□

□

□
30 31

32 33

34 35

36 37 38 39

○：普通点検 ◎：細密点検 △：チェック □：詳細チェック ☆：部品交換
①装置の寿命を30年とする。
②VCBその他機器の点検・部品交換の周期に関しては，配電盤の点検に合わせ2年をベースとする。
③監視以外の機器の更新推奨時期は，点検周期の1年前倒しとする。

〈注 1〉レトロフィット機器：生産終了品と機能および取付け互換性
を持たせた機器
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産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

保全履歴情報
（点検整備）
（障害履歴）
（予防交換）

劣化診断結果報告書

特集

では，サービス技術員への教育はもとより，サービスイ

機種別予防交換部品
リスト
（部品名）
（交換周期）

プラントの安定操業・効率化を支援するサービスソリューション

は，補修部品の確保計画を含めた稼動延長計画を策定する。
ライフサイクルプランとして，保全種別と時期を明確にす
るものが星取表であり，66 kV 特高受変電設備の例を表
に示す。
なお，情報・計測装置は，設定されている標準保守期間
が短い。導入時に延命期間を含めたライフサイクルを設定
し，保守用部品などを確保する。ただし，電機品と異な
り，保守用部品の提供・保管期間および補修対応期間など
に限りがあるため，ライフサイクルの延長が困難である。
そのため，近年では標準保守期間が 5 年の機器に対策を
施し，長期保守 10 年が可能となる製品が提供されている。
このように要求運用期間に対応する情報・計測装置の選定

トルクセンサ

電動操作機構

を保全計画立案時に提案するのもライフサイクルサービス
図

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

診断技術

負荷時タップ切換装置のトルク診断装置

⑵

油入変圧器の余寿命診断

油入変圧器の寿命を決める主な要因に，巻線絶縁紙の劣
全ての機器は，経年劣化による機能低下が起こり，設備

⑵

⑶

化がある。学会などの保守管理に関する専門委員会の報告

停止や事故など障害の発生頻度が高まる。このため，保守

にあるように，油入変圧器の劣化診断には，巻線絶縁紙の

点検を実施して機器の健全性を確認しながら使用し，適正

主要構成物質であるセルロースの平均重合度から評価する

な時期に更新している。更新時期の決定には，機器の劣化

方法が一般に用いられている。フルフラール法は，代表的

を物理的側面から判断できる診断技術が必要である。富士

な重合度推定法の一つであり，巻線絶縁紙の劣化によって

電機は産業・社会・インフラ分野に適用できる電機設備の

生成した油中のフルフラールの生成量を測定して，平均重

診断技術開発に取り組んでおり，代表的な三つの機器の診

合度を推定する。しかし，推定した平均重合度にはかなり

断技術について述べる。

幅があり，余寿命に換算すると十数年以上の誤差が発生す
る場合がある。これは油入変圧器の運転状態や設計諸元な

4.1

高圧遮断器の診断技術

どの違いによって，実際のフルフラールの生成量が異なる

高圧遮断器の経年劣化による障害には，通電部のクリッ

ためである。平均重合度を高精度に推定するためには，生

プの締付け緩み，ならびに接点グリースの劣化による接触

成に影響する複数の要因を総合的に考慮して入出力関係を

抵抗の増加からの過熱・溶着がある。また，操作部のリン

非線形モデルに表現する統計的手法が必要である。

ク機構におけるグリースの劣化による投入・引外しの動作
固渋がある。これらの障害の診断は，機器の構造を熟知し

そこで，構造化ニューラルネットワークとアンサンブル
手法を適用した新手法を開発した。図

に，余寿命診断に

たサービス技術員が実施する動作特性試験や主回路抵抗測
定によって行われ，特に高経年機器の劣化診断に適用され
50

ている。寿命と判断された機器が生産終了品の場合，適用
する遮断器に合わせるために配電盤の改造が必要となる。
推定した平均重合度から求めた余寿命（年）

特集

の一つである。

これに対して，遮断器単体の更新を容易にするため，取付
けに互換性を持たせたレトロフィット機器を提供している。

4.2

⑴

変圧器の診断技術

負荷時タップ切換装置のトルク診断
負荷時タップ切換装置を持つ油入変圧器において，タッ

プ選択駆動装置部は，変圧器本体タンクに内蔵されている。
そのため，点検は変圧器を開放して行う必要があり，長期
間の機器停止と多額の費用が必要である。また，使わない
かもしれない交換部材の準備が必要である。トルク診断で

40

30

20

10

新手法
0

フルフラール法

は，負荷時タップ切換装置のトルクを変圧器の外部から測
定し，タップ選択駆動装置部の保全時期を明確にできる。

-10
0

このため，開放点検による保全を適正な時期に行うことが
可能となる。図

28（28）

２0

３0

４0

に負荷時タップ切換装置のトルク診断装
図

置を示す。
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余寿命診断おける新手法とフルフラール法の比較

50

プラントの安定操業・効率化を支援するサービスソリューション

クランプ式
高周波 ZCT

部分放電

ノイズ

回転機

駆動電源

アンプ

フィルタ

フレームセンサ

オシロスコープ

ROPAS

図

高圧回転機オンライン診断装置の構成

劣化の診断レポートを作成する。これにより，時系列的な
図

モールド変圧器の診断の様子

絶縁劣化状態が把握でき，適正な保全計画の立案が可能と

特集

なった。
おける新手法とフルフラール法の比較を示す。横軸は実測

⑵

無線式回転機振動監視システム「Wiserot」

無線式回転機振動監視システムは，回転機の回転構造材

均重合度から求めた余寿命を表している。 フルフラール

料の劣化などによる振動変化の傾向を把握し，故障の前兆

法では寿命予測に平均 15 年程度の誤差があるが，開発し

を見極めるためのものである。図

にシステムの構成を示

た新手法では予測の誤差が 3 年程度に向上している。 な

す。このシステムは，特定小電力無線を適用した無線振動

お，2013 年 9 月末現在，新手法による高精度 余寿命診断

センサを使用しているため，既存設備へのシステム構築が

は 1,072 台であり，内 28 % は他社品である。
モールド変圧器の劣化診断

⑶

モールド変圧器は，熱による経年劣化でモールド樹脂が

容易で，保全員による巡回振動計測作業の省力化，異常振
動の早期発見による操業ロスの低減，および製造品質の確
保に貢献する。特徴を次に示す。
悪環境・危険箇所に設置された機器を，設置場所か

⒜

蒸発して軽く脆（もろ）くなり，外部短絡などでコイルに

ら離れた場所で測定することが可能である。

強力な電磁力が発生すると樹脂にクラックが発生する恐れ
がある。富士電機では，光反射率計測器を用いて樹脂の熱

⒝

による経年劣化に対する非破壊の診断技術を開発した。具

⒞

既存設備への後施工・追加が容易である。
固定取付けであるため，取付けむらによる測定誤差
が発生しない。

体的には，発光部と受光部を持つプローブを高圧側樹脂に
当て，可視光を中心に五つの波長の光反射率を測定する。

機械的振動〔低周波振動（10〜数百 Hz の振動）
〕の判定

測定箇所は，樹脂上端部，上部，下部，下端部であり，五

基準として JIS B0906：1998（ISO 10816-1：1995） があ

つの波長の反射率から質量減少値を推定し，劣化度合いを

る。また， 軸受振動〔 高周波振動（1 k〜10 kHz の振動 ）
〕

評価する。図

にモールド変圧器の診断の様子を示す。

〈注 2〉

の判定基準として，長い経験と実績から得られた Q 値 が
ある。Q 値は，グリース切れに代表される摩耗などの分散

4.3

回転機の診断技術

回転機劣化の主な原因は，電気的絶縁材料と回転構造材

損傷，ならびにきずなどの衝撃波による局部損傷の二つの
異常を，同時に判定できる。本システムは，これらの判定

料の劣化である。電気的絶縁材料の劣化診断に対しては高
圧回転機オンライン診断装置を，回転構造材料の劣化診断

＊1

Ethernet

に対しては無線式回転機振動監視システムを開発した。
⑴

DB

高圧回転機オンライン診断装置

Ethernet
診断解析
ソフトウェア

高圧回転機の電気的絶縁材料の劣化を診断するために，
以前から回転機を停止させた上で試験電源を用いる絶縁診

送受信器

携帯端末

RS-485

特定小電力無線
（約 20m）

断を行ってきた。しかし，診断実施には 1 台当たり 4 時間
直接電源供給
振動センサ
（分離型）

程度かかるため，操業継続の観点から運転したままで診断
を実施したいというニーズが高かった。そこで，中小容量
機を対象に設備を停止することなく診断できるオンライン

センサ
無線振動センサ
（一体型）

絶縁診断装置を開発し，運用を開始した。
図

LAN アダプタ

＊2

Wi-Fi 接続
（データ同期）

に高圧回転機オンライン診断装置の構成を示す。ク

センサ
無線振動センサ
（分離型）

＊1 Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
＊2 Wi-Fi：Wi-Fi Allianceの商標または登録商標

ランプ式高周波 ZCT とフレームセンサで，運転中の部分
放電を測定する。オシロスコープに取り込まれた波形を，

図

無線式回転機振動監視システム「Wiserot」の構成

診断用プログラム「ROPAS」を用いて部分放電信号の抽
出処理，グラフ処理，FFT 解析 を行う ことにより， 絶縁

〈注 2〉Q 値：高周波振動の独自判定基準値
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した 平均重合度から求めた余寿命 を，縦軸は推定した平

プラントの安定操業・効率化を支援するサービスソリューション

基準を採用している。なお，異常判定値は，使用条件を考

作業時には“ヒヤリ・ハット防止運動による悪さ加減の顕

慮して設備ごとに個別に設定できる。

在化”
“KY 活動による作業ごとの集中力強化”
“現地安全
パトロールによる現場品質の管理強化”などさまざまな手
法を活用して，安定した作業につなげている。

求められるサービス品質

⑵

顧客満足度の向上

ライフサイクルサービスの提供には，サービスエンジニ

顧客満足度は，提供しているサービスの妥当性をサービ

にライフ

ス技術員個々の尺度で評価するのではなく，顧客から定量

アリングとサービスインフラが必要となる。図
サイクルサービスの施策概要を示す。

的評価を受けて集計したものである。顧客からの定量的評

装置・設備故障が発生するとプラント全体に大きな影響

価は，はがきアンケートと作業報告書における“お客さま

を及ぼす。このため，故障発生時の迅速な対応だけでなく，

のご意見・ご要望”欄の収集に基づいている。これらの定

故障を未然に防ぐことを求められている。これを受けてプ

量的評価をカテゴリ別に分析し，各拠点にフィードバック

ラントの安定操業・効率化を実現するライフサイクルサー

している。この情報を地域の営業とサービス部門が共有

ビスを提供するためには，単体製品の知識のみならず，プ

し，さらなる顧客満足の向上につなげている。

特集

ラントの働きやシステム制御内容などの理解，および設備

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

の劣化診断技術の向上が必須となる。そのため，富士電機

5.2

現場における保守技術力の強化

では高度な訓練により個々の知識と能力を高めたサービス

現場における保守技術力を強化するために，座学だけで

技術員を養成して，求められるサービスレベルと品質を提

なく実習・訓練など体系的なサービス技術員教育を実施し，

供している。

常に技術レベルの高い作業を提供している。
⑴

5.1

階層別教育
プラントは，電機，電源，計測，情報の各設備が複合し，

サービス品質の強化

適切なライフサイクルサービスを提供し，プラントの安

多種多様な装置で構成されている。そのため，各分野の技

定操業・効率化を通じて顧客満足を得るためには，サービ

術力向上と他分野の技術習得 を目的に 単体装置の専門技

ス技術員の確実で安定した作業品質が求められる。

術，保全手法，安全などを技術レベルにより階層化して年

サービス品質の向上

⑴

間 130 講座以上を開催し，専門知識や幅広いスキルの習得

納入したプラント制御システムの製品情報と作業報告書

を推進している。また，納入から保全までの技術訓練のた

が一体となった“設備カルテ”を運用し，最適なサービス

めに，社内のさまざまな技術員を対象として，現場と同等

の提供とサービス品質の向上を図っている。設備カルテと

の高圧受配電設備から回転機設備などに至る設備を再現し

は，納入履歴，保全履歴，改善履歴などを統合することに

たフィールド技術研修所で，実践的な教育を行っている。

より，計測・制御システムの 状態 や 作業内容を見える化

一方，電気主任技術者や電気工事施工管理技士をはじめ

する情報群である。この情報群を用いた分析により，段取

とした国家資格を取得するための座学・実技講座も開催し

り不足，作業のばらつきなどによる事故につながる課題を

ている。現在，サービス部門での推奨公的資格は 36 種類

抽出し，PDCA を回して 作業品質を 改善している。また，

あり，その延べ取得者数は 3,126 名である。

サービスを提供するインフラ

サービスエンジニアリング

安定操業

ロジスティクス
センター

顧客設備

図

富士電機コールセンター

ライフサイクルサービスの施策概要
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⑵

資格制度
サービスの提供に必要な技術力や改良エンジニアリング
運用管理レベル

能力を客観的に評価するため，サービス技術員の社内資格
制度を設けている。資格は，プラント構成装置の保全知識
だけでなく，ライフサイクルビジネスを意識した保全提案，
診断，更新・延命化に至るまでの科目があり，現場の環境

エネルギー管理サービス

リアルタイム監視
リモート診断
ビッグデータ解析
故障兆候予測
改良保全

PDCAサイクル
保全業務レベル

して初級・中級・上級の階層に分けて評価しており，現
在，社内認定資格者は延べ 4,068 名である。
計測・制御システムの情報セキュリティ

最適化
運用支援

設備保全クラウドサービス
設備機器管理
保全コンサル

を含めた広い範囲の知識を評価している。また，習熟度と

⑶

総合運用管理サービス

予知保全

設備診断，故障予測

O&M

状態基準保全

設備カルテ化

時間基準保全

俗人的

設備保全

事後保全

近年，計測・制御システムのウイルス感染による機会損
失の懸念が増している。これに対して，納入時および保守

サービスの変遷と今後のサービス領域

時などにウイルスを現場に持ち込まないように標準作業と

今後のサービス展開

サービスインフラの強化
工場設備

ライフサイクルサービスを提供するために“顧客とのコ
ンタクト窓口 ”となる グローバルコールセンター と， 修
理・改善に必要となる保守部品のロジスティクスセンター
を運用している。
燃料電池
設備

グローバルコールセンター

⑴

コージェネ
レーション
設備

受変電設備

生産設備・
ユーティリティ
設備

24 時間 365 日，国内外の顧客 からの 各種 の 依頼に対応
するグローバルコールセンターを運用している。グローバ
ルコールセンターには，電話・電子メール・ホームページ
による受付はもとより，遠隔監視システムも活用したマル
チコンタクトチャネル機能がある。また，震災などをはじ
めとした災害時の事業継続計画に基づいて受付機能を継続
するために，複数拠点によるミラー化運用を実施している。
⑵

クラウド型システム

サービス内容
保全実績履歴管理
データ蓄積
予防保全・診断・故障兆候予測
保全計画立案
設備管理
運用支援

ロジスティクスセンター
ロジスティクスセンターは，24 時間 365 日， いつでも

図

設備保全クラウドサービスの構成

どこへでも保守部品を出庫できる。倉庫内の徹底した温度
管理，ならびに入出庫実績・修理実績などの確実なトレー

が可能になる。 これにより， 設備機器管理 などの設備保

サビリティにより，保守部品の品質を維持している。定期

全サービスだけでなく運転とメンテナンスを含めた O&M

交換部品においては，出荷前実装検査を全数実施すること

（Operation & Maintenance）サービスに向かう。また，

で，品質を確保している。また，長期保守契約においては，

エネルギー管理サービス，および総合運用管理サービスも

免震・低定温倉庫の利用，特殊梱包（こんぽう）での保管

高度化させるとともに，顧客の要求に応えて，稼動率向上

なども可能である。

や省エネルギー，保全費低減などを実現する最適化運用支
援へ向かうことがサービスの方向と確信している。

今後のサービス展開

図 1 に，現在計画中の設備保全クラウドサービスの構

成を示す。工場設備をクラウド型システムと接続し，次に
従来の保全方式は，事後保全，時間基準保全，状態基準

示すサービスを提供する。

保全，予知保全，改良保全に体系付けられている。保全業

⒜

保全実績履歴管理

務レベルは，俗人的サービスから，設備カルテを利用した

⒝

データ蓄積

サービス，設備診断・故障予測を取り入れ，PDCA を回

⒞

予防保全・診断・故障兆候予測

すサービスへと高度化してきた。さらに，富士電機では設

⒟

保全計画立案

備保全の最適化を目指したサービスを提供してきた。

⒠

設備管理

⒡

運用支援

図 0 に今後のサービス展開を示す。 近年， 安価なセン

サと通信・情報インフラが普及し，現場の運用データ，設
備機器データ，診断データなどを大容量データとして扱え

あとがき

るようになった。 今後は， リアルタイム でのリモート 監
視，ビッグデータ解析，故障兆候予測など診断精度の向上

プ ラ ン ト の 安 定 操 業・ 効 率 化 を 支 援 す る サ ー ビ ス ソ
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5.3

図

特集

検出ツールの活用などを徹底している。

プラントの安定操業・効率化を支援するサービスソリューション

リューションについて述べた。高齢化社会を迎えて，人材
の確保・育成は社会全体の課題であり，設備保全の高度熟

福島

練技術者の補完を目的として，生産性向上を実現する保全

アフターサービスの技術管理業務，サービス事業

のさらなる効率化が必要となる。そのため，クラウド型シ
ステムによるサービスの高付加価値化，診断技術を含めた

宗次

の企画業務に従事。現在，富士電機株式会社営業
本部サービス統括部サービス戦略部長。

保全技術の開発を継続し，ライフサイクルにわたる安定操
業・効率化に貢献していく所存である。

北谷

保治
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プラント制御におけるデータ分析技術
Data Analysis Technology in Plant Control
松井

哲郎 MATSUI Tetsuro

村上

賢哉 MURAKAMI Kenya

鈴木

聡 SUZUKI Satoshi

工場の機器からプラントまで安全かつ最適に制御するために，さまざまな制御技術が開発されている。富士電機は，プラ
ントで計測された大量のデータを分析し，有効に活用するための技術開発を行っている。多変量統計的プロセス管理による
異常診断技術を用いて，製造プロセスの異常を診断を的確に把握し，稼動率を向上させる。また，部分的最小二乗法による
品質推定技術により，製造中の情報から製品品質を推定することで品質や歩留りを向上させる。さらに，パターンマイニン

まえがき
工場の機器からプラントまで安全かつ最適に制御してい
くために，さまざまな技術が開発されてきている。大きく

プラント制御技術の動向
2.1

プラント制御におけるデータ分析技術への要求

プラントで製造する製品の品質を確保するために，品質

分けると，計測データを収集・分析して将来のプラントの

に影響を与えるプロセス変数に対して上下限値を設定し異

挙動を予測する予測技術や，異常をいち早く発見する異常

常の有無を判断している。しかし，複数のプロセス値に相

診断技術，エネルギー供給プラントのエネルギー効率を最

関関係があることから，一つの変数だけの監視では適切な

適にする最適化技術，プラントを安定して動かすための制

診断が難しい。また，正常なプロセスであっても，プロセ

御技術がある。

ス値が大きく変動しているような場合には適切な上下限値

富士電機が取り組んできた技術開発には次のようなもの
がある。予測や異常診断のコア技術としての独自のニュー

の設定が難しいという問題もあり，複数の変数間の相関を
考慮しながら診断する技術が求められている。

ラルネットワーク技術，数理計画法，非線形な大規模最適

また，製品の歩留りや品質を向上させるためには，出来

化問題に適した PSO（Particle Swarm Optimization）な

上がった製品の品質を評価し，品質に問題がある場合には，

どのメタヒューリスティクス最適化技術，PID 制御技術や

装置の調整を行うなどの対策が必要となる。ただし，この

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

方法では製品が完成した後に評価するため，不良ロットが

る制御性能劣化を監視する制御性能監視技術などの制御技

発生してしまうことになる。そこで，製品ができる前に製

⑴

術である。
これらの技術を発展させることによって，多くの分野で

品品質を推定し，対策を講じることで不良品の発生を防止
する技術が求められている。

プラントの自動制御が行われるようになってきている。し

さらに，プラントの起動・停止や異常発生時などの非

かし，プラントの起動・停止や異常などの非定常状態への

定常時には人手による対応が必要となる。しかし，プラ

対応では，まだ経験豊富なオペレータの判断に頼る場合も

ントの異常を経験する機会が減っていることや経験豊富

多い。プラントのさらなる自動化を実現するために，プラ

なオペレータの減少などによって，対応に時間がかかって

ントで計測された大量のデータを分析し，操業改善，製造

いる。また，操業はある程度はマニュアルに沿って行われ

品質向上，非定常状態への対応などに活用するデータ分析

ているものの，手動操作の場合はオペレータによって操作

技術に注目が集まっている。

が異なることもあり，さまざまな場面に応じた最適な操

本稿では，プラント制御技術の動向を概観し，富士電機
のデータ分析技術について述べる。

作を実現する技術が求められている。さらに，異常発生時
にはアラームが洪水のように発生し，オペレータは DCS
（Distributed Control System）の履歴監視画面上に表示さ
れるアラームの全てを，個々に判断することができなくな
り，異常を特定することが困難になる。このような問題に
対して，最近では，プラントにおける計測トレンドデータ
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For safe and optimized control of factory equipment and plants, various control technologies has been developed. Fuji Electric is developing technologies for analyzing massive data measured in plants and making eﬀective use of them. Fault diagnosis technology by means
of multivariate statistical process control can be used for recognizing faults in manufacturing processes accurately to improve the operation
rate. In addition, quality estimation technology based on the partial least squares method using manufacturing process information leads to
improved quality and yield. Furthermore, log analysis technology by pattern mining can be used for analyzing past data and making tacit
knowledge into explicit knowledge, thereby assisting operators.

特集

グによるログ解析技術により，過去のデータを分析して暗黙知を形式知化することでオペレータを支援する。

プラント制御におけるデータ分析技術

やアラームデータ，動作ログデータ，手動による操作のロ

術に，また，⒞についてはパターンマイニングによるログ

グデータを分析してプラントの操業支援に活用することが

解析技術に，それぞれ取り組んでいる（図 1）
。

⑵

望まれている。
3.2
.

多変量統計的プロセス管理による異常診断技術

統計的プロセス管理とは，統計手法を活用して生産プロ

関連技術の動向

プラントのデータ分析技術に関連した学会の動向として

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

は，独立行政法人日本学術振興会の プロセスシステム工

が発生してしまうことを未然に防ぎ，生産性を向上させる

学第 143 委員会 で，大学，ユーザ企業，ベンダー企業で

ための技術である。

構成された“アラームマネージメント（2008〜2010 年）
”

以前から幅広く適用されている一変量統計的プロセス

や“ソフトセンサー（2010〜2012 年）
”のワークショップ

管理（USPC：Univariate Statistical Process Control）は，

があり，ユーザ企業における課題や最新の技術動向につ

品質に大きな影響を与えるプロセス変数に対してそれぞれ

いて調査結果をまとめている。電気学会では，電子・情

の上下限値，すなわち管理限界を設定することで異常を診

報・システム部門に“ ビッグデータ活用技術調査専門委

断する技術である。しかし，変数の上下限値を管理する方

特集
産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

員会（2012〜2014 年）
”や“データに基づく適応型スマー

法は，対象の生産プロセスが正常時は安定的に稼動してい

トシステム調査専門委員会（2012〜2014 年）
”が設置され，

ることを前提としているため，正常であってもプロセス値

データを分析・活用する技術についての調査研究が活発に

が大きく変動しているような場合は適切な管理が難しい。

行われている。また，計測自動制御学会では，2013 年に

これに対して，MSPC は変数間の相関関係を考慮するこ

学会誌『計測と制御』において“データ駆動制御−新機軸

とで，複雑に影響し合う大量の変数を効果的に監視するた

⑶

と新地平”の特集が組まれるなど，ここ数年でデータ分析

。
めの技術である（図 ）
〈注 1〉

次に，MSPC の一手法である主成分分析（PCA ）につ

技術に関するさまざまな取組みが活発化している。

いて述べる。PCA を異常診断に適用する際には， 次の手

データ分析技術に関する富士電機の取組み
3.1

順で行う。

データ分析技術の活用のアプローチ

⒜

収集データの中から正常なデータを抽出する。

⒝

正常データを用いて PCA を実行し正常データの特

プラントを安定的に稼動させ，製造品質の向上，歩留り

徴をモデル化する。

の向上などを通じて生産性を上げていくことが重要である。

⒞

計測データの正常モデルからの乖離（かいり）度合

このために富士電機では大きく分けて次の三つのアプロー
チで技術開発を行っている。
⒜

上下限の範囲内は
正常と診断する。

製造プロセスの異常診断を的確に行うことで稼動率

を向上させる。
プロセス値2

⒝

製造中の情報から製品品質を推定することで品質や
歩留りを向上させる。

⒞

過去のデータを分析し，暗黙知を形式知化すること
で，プラントの運用に関してオペレータを支援する。

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
判断できない。
下限
下限

⒜ に つ い て は 多 変 量 統 計 的 プ ロ セ ス 管 理（MSPC：

上限

プロセス値 1

Multivariate Statistical Process Control）による異常診断

（a）USPC

技術に，⒝については部分的最小二乗法による品質推定技

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。
プロセス値2

オペレータ
異常診断結果
兆候予測結果
異常原因分析結果

多変量統計的プロセス
管理による異常診断技術

頻出アラーム
重要アラーム
類似アラーム

製品品質
推定値
部分的最小二乗法
による品質推定技術

計測データなど

パターンマイニングに
よるログ解析技術

製造パラメータ
計測データなど
製造プラント

プロセス値 1
（b）MSPC

アラーム履歴
制御ログなど
最終製品

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。

図

USPC と MSPC による異常診断の比較

〈注 1〉PCA：Principal Component Analysis の略である。多数の変
数を変数間の相関に基づいて情報量を直交する主成分に集約

図

データ分析技術の活用のアプローチ
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することにより，大量のデータから特徴を取り出す手法である。

プラント制御におけるデータ分析技術
〈注 2〉

〈注 3〉

いを評価するための Q 統計量 と T 2 統計量 の二つの

推定する。
PLS モデルによる品質推定値は，式⑶で得られる。

指標についてしきい値を設定する。
測定データを用いて Q 統計量と T 2 統計量を計算し，し

‒1
W T x ………………………………… ⑶
ŷ= Q（W T P ）

きい値を超えている場合に異常と判定する。 なお，Q 統

ŷ：品質推定値

計量は式⑴で，T 2 統計量は式⑵で算出する。

x ：入力変数
W ：重み行列

N

2
2
4＝ [−[ ＝Σ
}[ n−[ n ~ ………………………… ⑴

P，Q：入力変数と出力変数に関する係数行列

n=1

Q ：Q 統計量

PLS による品質推定の適用事例を . 節に示す。

x̂：入力変数 x の PCA モデル上の近似値
N ：変数の数

3.4

パターンマイニングによるログ解析技術

パターンマイニングとは，データベース中に高頻度で存
在する“ある制約を満たす事象や動作，操作，アラームな

に異常が発生していることを検出できる。

どのイベントのパターン”を抽出することをいう。近年，

Wm2
7 ＝Σσt 2
m =1
m

…………………………………………… ⑵

の操作，および自動制御による動作などのイベント発生時
に，オペレータにメッセージを通知するとともに，イベン

T 2 ：T 2 統計量

トログをログデータとして蓄積している。ログデータは多

t ：主成分スコア
σtm ：m 番目の主成分スコアの標準偏差
M ：主成分の数

くの場合，発生時刻，イベント種別（アラーム・操作・制
御動作）
，メッセージの内容などが含まれ，時系列に並ん
だテキストデータとして蓄積されている。

T 2 統計量は，元の変数を圧縮して得られる主成分空間

このログデータに対してパターンマイニングを適用する

内において，平均から各サンプルまでの距離に対応してお

ことで，さまざまな場面に応じた特徴的なパターンを抽出

り，モデルの平均からの乖離度を表す。これにより，変数

できる。これを活用することにより，最適な操作の実現に

間の相関が保たれている場合でも，値そのものが大きいこ

向けて，次に示すさまざまな改善に結びつけることが可能

とによる異常を検出できる。PCA による異常診断の適用

である。

事例を . 節に示す。

⑴

3.3

ターンや，操作の必要が ない 通知のみのアラーム発生パ

不要アラームの削減

特定のアラームのみが連続して発生する連鎖アラームパ
部分的最小二乗法による品質推定技術

品質推定技術とは，多変量解析手法を用いて，製造プロ

ターンを抽出することにより，アラームの集約化などで不

セスの運転状態や製造条件の設定値などを基にプロセスの

要なアラームを削減することが可能となる。

状態と製品品質の相関関係をモデリングし，これにより製

⑵

造の途中の状態から製品品質を推定する技術である。途中

定型操作の自動化

アラームの発生に対する操作の組合せパターンを抽出す

の状態で最終製品の品質が推定できれば，パラメータや装

ることにより，定型操作として自動化が可能となる。

置の調整など，不良品が発生する前に対策を講じることも

⑶

可能となるため，品質の安定と歩留りの向上に寄与する技

運転ノウハウの形式知化

熟練者の操作パターンを抽出することにより，運転ノウ
ハウの形式知化，あるいは自動化が可能となる。また，交

術である。
〈注 4〉

部分的最小二乗法（PLS）では入力変数が多い場合でも，
重回帰分析モデルのように事前分析で入力変数を絞り込む

代勤務など複数のオペレータグループで運転している場合
に，例えば同一アラームに対する各グループの運転パター

必要がなく，そのまま全変数を用いて簡単にモデルを作る
ことができる。このため，モデル作成の手間を大幅に軽減
できる。PLS は， 特に入力変数が多いプロセスや多重共
線性があるプロセスを対象とする場合に非常に有用である。
PLS を品質推定に適用するには，次の手順で行う。

〈注 2〉Q 統計量：変数間の相関が正常な状態から外れている度合い
をいう。
〈注 3〉T 2 統計量：変数間の相関は保たれているが，振幅が正常な状
態から外れている度合いをいう。
〈注 4〉PLS：Partial Least Squares の略である。経済学の分野で開

⒜

生産条件，各種プロセス値，品質値を収集する。

⒝

収集した値を用いて PLS を実行し，生産条件およ

発されたモデリング手法の一種である。入力変数同士に相関

びプロセス値との品質の関係から PLS モデルを作成

がある場合にも，それらを潜在変数と呼ばれる中間変数に集

する。

約した上で出力変数を表現するため，多重共線性がある場合

⒞

生産条件を変化させた場合のシミュレーションを行
い，品質を改善する条件を見つける。

⒟

診断時には，生産条件とプロセス値から品質を逐次

でも，適切なモデルを得ることができる。なお，多重共線性
とは入力変数の間に強い相関関係が存在する場合，一般的な
重回帰分析では適切なモデルができないことをいう。
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多くの監視制御システムでは，アラーム発生やオペレータ

M

2

特集

Q 統計量は，モデル作成データが持っていた変数間の
相関からの逸脱を評価する指標であり，変数間の相関関係

プラント制御におけるデータ分析技術

ログデータ
データ選択
制御システムログデータ

分析結果
前処理

＊

トランザクション 1

操作 1，アラーム 2，動作 1

・
・
・

トランザクション 2

アラーム 2，操作 2，操作 3

・
・
・

トランザクション 3

動作 2，アラーム 2，動作 1，

・
・
・

トランザクション 4

アラーム 1

・
・
・

トランザクション 5

動作 1，アラーム 2

・
・
・

頻出パターン
データ変換
系列パターン分析

統計解析
（ISA アラームマネ
ジメント指標など）

各トランザクションの中
で頻繁に表れるパターン
の抽出

フィルタリング

：

パターン抽出

改善提案など

意味付け，改善方法検討

アラーム抑制，アラーム
集約，発生基準見直しな
ど

改善提案など
＊トランザクション：例えば 1 日のログデータの集まりを示す。

制御システムのログ解析フロー

ウハウなどを共有することが可能となる。

140

⑷

120

異常要因分析
振動（µm）

することにより，異常の発生要因や発生プロセスを分析す
ることが可能となる。

振動2
振動4

B

に，パターンマイニングによる制御システムのログ

B

A

80
60
40
20

解析フローを示す。ログ解析の主な項目は次のとおりであ

0

る。

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/111/112/1

⒜

データ選択：全データから対象範囲を選択

⒝

前処理：データ欠損への対応

⒞

データ変換：データの記号化・集約化

⒟

系列パターン分析：パターンマイニング実行

⒠

フィルタリング：分析結果のフィルタリング

⒡

パターン抽出：分析パターンの抽出

（月/日）

図

タービンシャフトの振動データ

800

160
2

140

統計量
統計量

700
600

120

適用事例

100

A

B

500

80

400

60

300

火力発電プラントの性能維持のためには，タービンシャ

40

200

フトの異常の発見が特に重要である。PCA を適用してター

20

100

4.1

PCA による異常診断

⑷

0

ビンシャフトの異常診断を行った事例について述べる。

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/111/112/1

統計量

図

振動1
振動3

100

着目する異常発生を含むイベント発生のパターンを抽出

統計量

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

ンを抽出することにより，グループによって異なる運転ノ

2

特集

図

0

（月/日）

従来の上下限値管理では，振動が 120 µm を超えると異
常と判断しているが，それ以下の値では異常が発見できな
い可能性がある。図

は振動データの一例である。B 部分

図

振動データの PCA による分析結果

はセンサに異常があり，測定データが異常になっている期
間である。この期間のほとんどのデータが異常判断のしき
い値である 120 µm 以下であるため，従来の上下限チェッ

4.2

PLS による品質推定

クでは判別が困難である。これに対して，正常データ（図

薄膜 太陽電池の製膜工程において，PLS による品質推

の A 部分）で PCA モデルを構築し，PCA の Q 統計量

定を行った事例について述べる。多くの製造条件を変化さ

と T 2 統計量を評価した結果を図

に示す。B 部分の Q 統

計量と T 2 統計量が他の部分に比べて大幅に大きくなって
おり，異常振動を発見することができた。

⑸

せた実験結果から，製造条件のパラメータと製品品質を表
す変換効率の関係を PLS によりモデル化した。
太陽電池は 10 層程度の層からなる。製膜工程（ 図 ）
では，各層の製造において，温度，圧力，製膜時間，製膜
速度，膜厚，ドープ量などの約 10 種類の製造条件のパラ
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電極形成装置

ホール形成装置

あとがき
プラント制御におけるデータ分析技術として，多変量統
計的プロセス管理技術による異常診断，部分的最小二乗法

CVD

による品質推定技術，およびパターンマイニングによるロ
グ解析技術について述べた。なお，パターンマイニングに

レーザパターニング装置

ステッピングロール
製膜装置（平面図）

よるログ解析技術は，鋭意実用化に向けた技術開発を進め
ているところである。

CVD装置による製膜工程の条件を
対象に品質シミュレーションを適用

今後は，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，安全でより効率的な社会の実現に

図

薄膜太陽電池の製膜工程

貢献していく所存である。

⑴

黒谷憲一ほか. 計測制御技術の現状と展望. 富士時報. 2011,

最大勾配方向

vol.84, no.4, p.228-233.
加納学ほか. プロセスケモメトリクスによる統計的プロセ

⑵
効率

ス管理. システム/制御/情報. 2004, vol.48, no.5, p.165-170.

8

デ ー タ 駆 動 制 御 − 新 機 軸 と 新 地 平. 計 測 と 制 御. 2013,

⑶

vol.52, no.10.
7.5

⑷

飯坂達也ほか.“多変量統計的プロセス管理技術を用いた

火力発電プラントの異常検知”
. 平成22年電気学会B部門大会.
7
10

2010, no.353.
5

潜在変数 t 2

0

5
−5

0
−10 −5

潜在変数 t 1

⑸

村上賢哉ほか.“多変量解析モデルに基づく応答局面法に

よる太陽電池の効率改善”
. 電気学会論文誌C. 2011, vol.131,
no.8.

図

品質推定の例

松井
メータがあり，全体で 100 種類程度になる。これらのパラ
メータは互いに相関を持っており，ある製造条件を変更す

哲郎

各種産業システムへの最適化技術，予測 ･ 診断技
術の研究開発に従事。現在，富士電機株式会社技
術開発本部製品技術研究所制御技術開発センター

る際には相関がある他の条件についても連動して変更する

需要家ソリューション開発部マネージャー。電気

必要がある。

学会会員。

この約 100 種類のパラメータのうち，品質への影響が強
い 30 種類のパラメータを少しずつ変化させて製造実験を

村上

行った。得られた 115 サンプルのデータを用い て PLS モ

各種産業システムにおける制御 ･ 予測 ･ データ解

デルを構築した。図

は主要な二つの変数と変換効率の関

係を表すものである。図中の点が実測データ，図中の平面

賢哉

析技術の研究開発に従事。現在，富士電機株式会
社技術開発本部製品技術研究所制御技術開発セン
ター需要家ソリューション開発部主任。

が PLS モデル による品質特性平面 を表しており，実デー
タの分布を近似できていることが分かる。この図では，効
率が高いほうが望ましく，平面の最も勾配のきつい方向
（最大勾配方向）へ製造パラメータを変化させることによ
り，効率を高められる可能性があることを示している。

鈴木

聡

情報・制御システムの研究開発に従事。現在，富
士電機株式会社技術開発本部製品技術研究所制御
技術開発センター需要家ソリューション開発部主
任。計測自動制御学会 会員，情報処理学会会員，
人工知能学会会員。
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産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

安定と安全を支える情報・プロセス制御システム
「MICREX-NX」
Information and Process Control System to Support Stabilization and Safety, “MICREX-NX”
篠

淳一郎 SHINO Junichiro

鈴木

健浩 SUZUKI Takehiro

小野

健一 ONO Kenichi

生産現場を支えてきた制御システムは，上位システムとの情報統合，安全システムとの統合，セキュリティの強化などが
進んでいる。このような中，更新時期を迎える設備も多く，既設資産の継承と技術革新，国際規格化への対応が求められて
いる。富士電機は，数多くの納入実績がある情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」において，新たなバージョン
V8.0 を市場に投入した。ワイド画面や Windows 7 への対応，視認性・操作性が向上した画面デザイン，国際規格に適合で

特集

きるアラーム管理・セキュリティ対応機器・安全計装システムなどでプラント操業の安定と安全を支えるシステムである。

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

In control systems supporting production sites, information integration with a host system, integration with a safety-related system,
strengthening of security, and the like are progressing. In such a situation, on the other hand, there is much equipment which is approaching
an updating time, and it is required for succession of established property, technical innovation, and correspondence to an international standard. Fuji Electric has marketed the latest version V8.0 of information and process control system“MICREX-NX”with many delivery track
records onto the market. It is a system which supports the stability and safety of plant operation with Adoption of wide screen and Windows
7, The screen design which increase visibility and operability, alarm management, security devices and safety instrumented system which are
able to meet the international standards, and so forth.

（ES）で構成される。各機器は，産業用スイッチングハブ

まえがき

（SCALANCE）を介してオープンネットワークや専用ネッ
生産現場を支えてきた制御システムは，生産実行システ

トワークで接続 す る。OS および ES には専用の産業用パ

ムや経営システムとの情報統合を進め，さらに設備機器の

ソコンを使用し，ワイド画面や Windows 7 に対応すると

〈注 1〉

統一的管理，安全システムとの統合が進んでいる。また，

ともに視認性や操作性が向上した画面デザインを提供する。

セキュリティ強化の取組みも進んでいる。このような中，

MICREX-NX は，鉄鋼， 化学， 水処理などのプラント

更新時期を迎える生産設備では，既設資産を継承しつつ将

の拡張や処理能力の増強に合わせて，システム構成を順次

来の創造的な技術革新に対応できるシステムが求められて

拡張できる高いスケーラビリティを持ち，生産から経営ま

いる。

での情報システムとの統合や安全システムとの統合が可能

富士電機は，納入後に長い期間を経た生産設備の安全性
を高めつつ，お客さまの安定した操業を実現するために，

である。また，既設資産を継承できるマイグレーション製
品も用意している。

2013 年 10 月にプラント操業の安定と安全を支える情報・

このように MICREX-NX は，プラントの成長に合わせ

プロセス制御システム「MICREX-NX」の新たなバージョ

られるスケーラビリティ，統一されたエンジニアリング環

は 2004 年の発

境，先進的な監視制御機能，設備管理機能による保全作業

売以来，鉄鋼，化学，医薬品，水処理分野を中心に 250 シ

の効率化，高度なセキュリティ，国際基準の安全性などの

ン V8.0

を市場 に 投入した。MICREX-NX

ステムを超える納入実績を重ねてきている。
本稿では， 情報・ プロセス制御システム「MICREX-

特徴があり，システム設計から運用，保守，更新に至るま
でのライフサイクルの各フェーズで提供する。

NX」の主な特徴について述べる。

｢MICREX-NX｣ の特徴
「MICREX-NX｣ の概要
3.1

MICREX-NX は，富士電機の制御システム群において

⑴

拡張性の高いシステムアーキテクチャ

豊富な CPU 群

中大規模プロセス制御用であり，エンジニアリング，ア

MICREX-NX の中核となる AS には，処理能力に応じ

ラームマネジメント，安全システム，制御システムセキュ

た 4 種類の CPU がシリーズ化されている。入出力ループ

リティ，バッチシステム，電子記録など多くの国際標準規

数やアプリケーションソフトウェアの規模に合わせて選択

格に準拠したソリューションに対応できるシステムである。

できる。

図

に MICREX-NX によるシステムの構成を示す。
標 準 シ ス テ ム は，HMI（Human Machine Interface）

であるオペレータステーション（OS）
，制御コントロー

⑵

多様なシステム構成
MICREX-NX は， プ ラ ン ト 規 模 に 合 わ せ た コ ス ト パ

フォーマンスの高いシステム構築が行えるよう，3 パター

ラ で あ る オ ー ト メ ー シ ョ ン シ ス テ ム（AS）
，プロセス
入 出 力 モ ジ ュ ー ル（ET200M）
，エンジニアリング装置
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〈注 1〉Windows 7：米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

安定と安全を支える情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」

OS クライアント

経営システム
生産実行システム

インターネット・イントラネット
Web サーバ

OPC サーバ
エンジニアリング

OS サーバ

マイグレーションサーバ

バッチサーバ

アーカイブ
サーバ

メンテナンス
サーバ

プラントバス
AS シングル

富士電機既存システム
MICREX-PⅢ
MICREX-IX

AS 冗長化

P/PE リンク
T リンク

MICREX-AX

Link
Device

ET 200M
IPU Ⅱ
PROFIBUS-DP

PROFIBUS-PA

DP/PA

安全計装システム

PROFINET

Link

フィールド機器

（a）グローバルシステム構成（標準構成）

冗長化
＊

プラントバス

ET 200M

AS 冗長化

ET 200M

ET 200M

＊VLAN 機能により二重化

（c）シングルステーション構成

（b）フラットシステム構成

図

「MICREX-NX」によるシステムの構成

ンのシステム構成を用意している（図 ）
。
グローバルシステム構成

⒜

同期ケーブル

稼動

待機

稼動

待機

稼動

待機

OS の冗長化

中大規模システム向けの標準構成である。1 システム
で最大 12 台のサーバおよびサーバ 1 台当たり最大 32 台

ネットワークの
冗長化

のクライアントが接続できる。全ての構成において冗長
稼動

化が可能である。また，豊富なオプション装置の接続で，

待機
同期
ケーブル

データの長期保存，Web サーバ経由の監視，上位計算

AS の冗長化

機との連携など非常に拡張性の高いシステム構成がとれ
る。
⒝

I/O モジュールの
冗長化

フラットシステム構成
中大規模システム向けのコストパフォーマンスの高い

通信異常
箇所

信号

構成である。グローバルシステム構成のプラントバスと

信号

（a）正常時

（b）異常通信時

ターミナルバスを情報技術により重畳させてフラット化
している。ネットワーク回線や SCALANCE の共用が

図

完全二重化による系切替えの概念

でき，機器，通信ケーブルおよび配線工事費などのコス
ト削減の効果が得られる。
シングルステーション構成

⒞

経路でデータ授受を行い，稼動している AS の切替えを抑
制するよう処理が行われる。図

に，完全二重化による系

中規模システム向けの構成である。1 台の OS で，エ

切替えの概念を示す。 すなわち，MICREX-NX は，多重

ンジニアリング，データ処理，監視操作機能を備えてい

故障に強く，可用性（Availability）が非常に高いシステ

る。コンパクトな構成でありながら，HMI，AS を冗長

ムといえる。

化できる。
⑶

完全冗長化構成
MICREX-NX

は，HMI，AS，ネットワーク，I/O の全

3.

⑴

多種多様なネットワーク接続

既設資産の継承

てにおいて冗長化が可能で，これを完全冗長化と呼んでい

大規模プラントである鉄鋼プラントのエネルギーセン

る。特に，AS の冗長化における系切替え機能は，富士電

ターなどでは，段階更新が必要となる場合がある。この

機の既存のシステムや他社システムと比較して優れている。

よ う な 制 御 シ ス テ ム の 増 設 や 更 新 は， ユ ー ザ に と っ て

多くの制御コントローラでは，その通信経路上の一部に異

負 担 が 非 常に 大 き い。 富 士 電 機で は，富 士 電 機 製 DCS

常が発生 すると，直ちに 制御コントローラの系が切り替

（Distributed Control System：分散制御システム）の部分

わる仕様 となっている。 これに対して，MICREX-NX は，

更新や増設などの際に，既設資産を有効活用しながら最新

複数箇所の通信経路に異常が発生した場合，稼動系 AS を

の MICREX-NX へ移行できるソリューションを用意して

継続運用させるために待機系 AS を活用して，正常な通信

いる。
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プラントバス
AS シングル

AS 冗長化

AS シングル
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また，既存の制御ネットワークである DPCS-F をはじ
め，FL-net 準拠 LAN，PIO 用ネットワークとして使用
プラント

されている T リンク，P/PE リンクは，専用のマイグレー
ションコンポーネント（ゲートウェイやリンクデバイス）
で MICREX-NX に接続する。これにより，OS から既設

レシピ
プロシージャー

設

備

ユニットレシピ
プロシージャー

機

器

レシピ
プロシージャー

マスタ

反応炉

投与
マスタ

反応炉
準備

トランス
ファー

コントローラへのアクセス，新旧コントローラ間での情
制御点

報の授受や AS と既存 PIO 間の入出力が可能である。こ

レシピ
ファンクション

入

混合機

分離
準備機

トランス
ファー

分離機へ

スタート

れらにより，ユーザの既設資産を最大限に有効活用しつつ，

仕込み

長期的な安定運用を実現する｡
オープンネットワーク対応

⑵

受

分離機

制御システムにおける I/O ネットワーク，フィールド

冷

却

完

了

昇

温

加

圧

ネットワーク，情報ネットワークなどは，オープン化が進
〈注 2〉

んで久しい。MICREX-NX は，PROFIBUS -DP をはじめ，

特集

〈注 3〉

〈注 4〉

図

バッチシステムのビジュアル化

〈注 5〉

PROFINET，MODBUS，FOUNDATION Fieldbus，As-i

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

などのオープンネットワークに対応している。これにより，

署名，電子記録，監査証跡）を実現する。

ユーザの要求やネットワーク機能に合わせたフィールド機

⑶

器の選定・採用ができ，より柔軟なシステム構成が可能と

アラームマネジメント
プラントの安全を確保する最初の手段として，稼動状況，

アラーム発生情報を適切に把握し，管理することが重要で

なる。
上位系との通信に使用される OPC については，従来の
OPC-DA，A&E，HDA などの他に，高い通信セキュリ
ティを備えた

OPC-UA

にも対応している。

ある。従来のアラーム処理・通知は，単に“重”
“中”
“軽”
の 3 クラスに分類する設計が多かった。この結果，アラー
ムの洪水の中で重要な状態の見落としや，どのような設備
でどのような危険状態が発生しているかの管理が行えない

.

豊富な情報・プロセス制御パッケージ

制御システムの各種ツールやアプリケーションパッケー

ことがあり，プラントに潜むリスクが増大していた。
MICREX-NX では，従来のアラームの 3 クラスに加え，

ジでも国際標準規格化が進み，ユーザの指定条件にもなっ

クラスごとに優先度を細かく 16 段階で定義できるように

て い る。 エ ン ジ ニ ア リ ン グ ツ ー ル は IEC61131-3， バ ッ

。これにより，例えばプラントでトラブルが
した（図 ）

チシステムは ISA S88.01，アラームマネジメントは ISA

発生し，同時に複数の機器から重故障が発生した場合でも，

18.2 および IEC62682（審議中）
，機能安全は IEC61508 な

その中でさらに重要なアラームが優先的に HMI に通知さ

どがある。MICREX-NX は，これらの国際標準規格に適

れるようになる。アラームの表示画面では，蓄積された情

合するツールやパッケージを提供している。

報から必要なアラームを検索できる豊富なフィルタリング

⑴

機能を使うことができる。前述のクラス，優先度条件はも

エンジニアリングツール
に準拠した 5 言語

とより，設備単位の検索も可能である。また，エクスポー

（LD，FBD，SFC，ST/SCL，IL）をフルサポートし，過

ト機能により，アラームの詳細情報を CSV 形式で保存し

国際プログラム言語規格

IEC61131-3

去のプログラム資産を効果的に活用できる。

て管理することができ，アラームの傾向などの把握や解析

連 続 制 御 向 け エ ン ジ ニ ア リ ン グ に は， 専 用 エ デ ィ タ

が容易になる。さらに，保守点検などで頻発する不要なア

CFC（Continuous Function Chart）がある。CFC により

ラームを一時的に抑制する機能により，真のアラームを見

多種多様な FB（Function Block）をドラッグ & ドロップ

落とすことがなくなる。

でレイアウトと端子間配線を行い，動作条件パラメータな

ト稼動におけるリスクの軽減が可能となる。

どを容易に設計できる。
⑵

MICREX-NX が持つアラーム管理機能により，プラン

バッチシステム
MICREX-NX のバッチシステムは，ISA S88.01 に準拠

。これによ
した階層構造をビジュアル化している（図 ）
り，設計内容をシステムに反映し，把握しやすく，レシピ
の組替えなどの作業が容易となる。シーケンス制御向け専
用エディタ SFC（Sequential Function Chart）と連携す
ることで監視画面から工程進捗を随時監視することができ
る。また，ルートコントロールパッケージと連携するこ
とで， 複雑な配管 や移送 条件 下 でも最適な自動移送を実

〈注 2〉PROFIBUS：PROFIBUS User Organization の商標または登
録商標
〈注 3〉PROFINET：PROFIBUS User Organization の商標または登
録商標
〈注 4〉MODBUS：フランス Schneider Automation, Inc. の商標また
は登録商標
〈注 5〉FOUNDATION Fieldbus：フィールドバス協会の商標または
登録商標

〈注 6〉

現できる。さらに，FDA 21 CFR Part11 にも対応してお

〈注 6〉FDA 21 CFR Part11：アメリカ食品医薬品局（FDA）が制

り，SIMATIC Logon，Version Cross Manager，Version

定した規則。医薬品や食品の販売許可申請の際に使用する電

Trail などのパッケージによってトレーサビリティ（電子

子記録と電子署名について，順守するべき要件を規定している。
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重要な制御ノウハウの漏えい・改ざんを防ぐことができる。
また，別途ソフトウェアパッケージを導入することで，版
数を含めた変更履歴や，そのときにアクセスしたユーザ管
理・チェックが可能となる。
（a）アラームエンジニアリング

⑵

VPN（Virtual Private Network）接続

プラント設備の巨大化あるいは分散化（地方拠点，海外
拠点）が進み，同時に IT の発達により，容易に制御シス
テムの広域ネットワーク化，遠隔監視，リモートメンテナ
ンスが行えるようになってきた。そのため，ネットワーク
メイン画面

上の盗聴やシステムへの侵入，改ざんを未然に防ぐ対策を
制御システムに取り入れなければならない。
MICREX-NX は， セ キ ュ リ テ ィ 対 策 専 用 製 品
SCALANCE S（VPN やファイヤウォール構築モジュー

データフィルタリング
ウィンドウ
（b）アラーム画面

プロトコル（IPsec）で保護する。最大 128 の VPN のルー
トが確立でき，多拠点構築が可能である。ファイヤウォー
ルを有効にすることで，外部からの不正なアクセスに強固

図

アラームエンジニアリングとアラーム画面

に対抗することができる。
ウィルス対策

⑶
アセットマネジメント

⑷

年々加速度的に増加し，深刻化しているウィルスの脅威

制御システムを長期に安定して運用するためには，保

に対して，MICREX-NX は，2 種類の手段で防御する。一

守・保全を中心とした設備管理（アセットマネジメント）

つは，従来のウィルススキャン型ソフトウェアである。こ

が重要である。制御システムを構成する設備保全コストを

れは，システムへの負荷が高いことやウィルスパターンの

抑制しつつ，効果を高めるアセットマネジメントの取込み

適宜更新が必要なことなど，運用面で課題がある。もう一

が始まっている。

つは，ホワイトリスティングと呼ばれるものである。これ

MICREX-NX の ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト は， 専 用 の メ

は，ウィルスに感染する前のクリーンな状態のときにソフ

ンテナンスステーションによって，OS，AS，ET200M，

トウェアやアプリケーションを“ホワイトリスト”として

SCALANCE およびフィールド機器の各コンポーネントに

登録し，登録外のソフトウェアやアプリケーションの動作

ついて，状態監視，診断，統合管理が行える。例えば，シ

を全て抑止することで未知・既知問わずあらゆるウィルス

ステムによって判定された診断ステータス，コンポーネン

による悪影響を阻止する。ウィルススキャン型ソフトウェ

トに関する識別情報・診断メッセージ，メンテナンス処置

アに比べ，頻繁なパターン定義の更新が不要で，かつ新種

の種類と現在の状態などをビジュアル化して表示する。こ

のウィルスによる被害も抑えられる。さらに，常時スキャ

れらの機能により，予防保全を効果的に実施でき，作業時

ンが不要なためシステムへの負荷が最小限に抑えられる。

間の削減や診断漏れの防止を可能にし，制御システムの稼

⑷

動率向上と長期的な安定操業および安定運用に貢献する。

第三者認証機器

制御システムのセキュリティの第三者認証である
Achilles（アキレス）認証は，コントローラなどのコン

3.4

制御システムのセキュリティ

ポーネント について，通信セキュリティの堅牢（けんろ

制御システムのセキュリティは，可用性・完全性・機

う）性が一定の高い水準を満たしている製品を認定してい

密性の観点から進める必要がある。セキュリティ規格 IEC

る。MICREX-NX で は，Achilles 認 証 の Level 2 を 取 得

62443 シリーズが整備されつつある中で，日本国内も積極

しているコンポーネントを用いた高いセキュリティを持つ

的な取組みが始まっている。MICREX-NX では，次のよ

制御システムを構築することが可能である。

うなセキュリティのための方策を備えている。
⑴

オペレーション・エンジニアリングの保護

3.5

制御と安全の統合化

HMI は，ログオン ID ごとに，パスワードを含めた細か

MICREX-NX は プ ロ セ ス 制 御 シ ス テ ム と し て だ け で

いアクセス権限（監視可能設備範囲，操作・設定範囲な

な く， 安 全 計 装 シ ス テ ム（SIS： Safety Instrumented

ど）を個別に設定でき，ユーザの要求に応じた柔軟なシス
テム運用が可能である。
制御システムのユーザアプリケーションは，CFC で製
作したソフトウェアロジックをさらに FB 化し，生成され
た FB をパスワードで保護することで，意図せぬ変更や，

System） と し て も 機 能 す る。 富 士 電 機 で は， こ れ を
「MICREX-NX Safety」として市場に投入している。統合
型 SIS である MICREX-NX Safety の主な特徴を示す。
⑴

AS 1 台で安全計装とプロセス制御が可能
通 常，SIS と DCS は 分 離 構 成 を と る。MICREX-NX
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ル）により，盗聴・侵入・ 改ざん のリスクを低減する。
SCALANCE S は，拠点間通信時のデータを強力な暗号化
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Safety は，分離構成だけでなく，1 台の AS で SIS と DCS
CPU 二重化
離して設置可能

を同時に実現でき，どの構成でも安全度水準の SIL 3 まで
対応できる。
AS に安全制御機能を実現するための専用システムを適
用することで，AS に DCS とは異なる保護メカニズムが

同一ステーション
内で冗長化

拡張され，SIS として機能する。ただし，この AS は冗長
化対応が可能な機種に限る。SIS と DCS のソフトウェア

2oo2

は論理的に切り離され，互いに独立性を維持したまま実行
する。この技術は，世界で初めて実現した仕組みで，ドイ
ツの認証機関である TÜV SÜD によって認証されている。
⑵

ステーション間で
冗長化

2oo2

ES 1 台で DCS と SIS のエンジニアリングが可能

1oo2

MICREX-NX Safety のエンジニアリングは，DCS と同
じハードウェアとエンジニアリングツールをそのまま使

特集

用する。すなわち，1 台の ES で DCS と SIS の設計が可

1oo1

能である。なお，SIS の設計担当者以外による SIS アプリ

I/O 二重化

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

2oo3

ケーションソフトウェアの変更を防止するために，DCS
とは違うパスワードロック機能を持っている。さらに，

図

SIS 冗長化構成

SIS 専用のエンジニアリングツールである Safety Matrix
では，表形式の画面に，入力信号，論理条件，出力信号に

なる。

関する情報を入力するだけで，安全な SIS アプリケーショ

⑷

。
ンソフトウェアを自動で生成できる（図 ）
⑶

安全機能ループの構築

MICREX-NX Safety の安全 I/O モジュールは二重化あ
るいは入出力部の安全度による冗長化（1oo2，2oo2，2oo3

HMI 1 台で監視が可能

SIS の動作状況の監視は一般的に，DCS の HMI で行わ

。
など） を 自由な位置で組み合わせて構築できる（図 ）

れる。しかし，通常の監視画面内に，非常時に動作する

これにより，同時に発生する複数の故障に対応することや，

SIS の動作状況を単純に表示しただけでは，緊急対応が十

共通原因故障を低減することができる。

分に取れないことが予想される。しかし，それを回避する
ために，動作状況が分かりやすい専用画面を都度設計する

あとがき

ことは，非常に負担となる。
MICREX-NX は，HMI 上に Safety Matrix と同じデザ

多くの技術とソリューションでプラント操業の安定と安

インの画面を表示する機能を持っている。色数の多いマト

全を支える情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」

リックス画面上で，オペレータは，いま動作した安全機能

の特徴的機能について述べた。

について，どのセンサが働き，どのようなロジックで判断

国内では，既設プラントの増設・改良が進み，監視制御

され，どこに出力されたのかが，即座に判断できるように

システムの役割がますます大きくなっていく。特に，積極
的な安全システムの採用，システムのセキュリティ確保，
アラームマネジメントなどの国際標準規格に準拠した取組

Safety Matrix

CFC 上に生成された FB

みが広がると予想される。
MICREX-NX がこれからもユーザの課題を解決する情
報・プロセス制御システムであり続けられるために，さら

自動生成

にシステム開発を進めていく所存である。

自動生成
対象機器
異常
要因

動作条件

HMI 上に表示されている
安全モニタリング画面

篠

淳一郎

情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」の
企画・開発に従事。現在，富士電機株式会社産業
インフラ事業本部計測制御システム事業部産業機

図

Safety Matrix による SIS アプリケーションソフトウェ
アの自動生成
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特集

産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

顧客資産の継承と進化を実現する中小規模監視制御シス
テム「MICREX-VieW XX」
Small- and Medium-Scale Monitoring and Control System to Realize Inheritance and Evolution of
Customer Assets, “MICREX-VieW XX”
西脇

敏之 NISHIWAKI Toshiyuki

藤田

史彦 FUJITA Fumihiko

永塚

一人 NAGATSUKA Kazuhito

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」は，顧客設備の更新において，既存設備の画面やプログラムの資産
を継承するとともに，既設ネットワークとの接続を実現する。画面やプログラムは，垂直水平統合エンジニアリング環境に
より効率的に作成できる。また，豊富な通信インタフェースを内蔵した小型・高性能・高信頼性コントローラ，高速・大容
量二重化 I/O バスなどにより，共通部分のない二重化システムを構築できる。多重故障モードにおいても継続運転が可能

特集

であり，高信頼性を実現している。

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

The“MICREX-VieW XX”small- and medium-scale monitoring and control system allows users to continue using the screen and program assets of existing facilities and realizes a connection with existing networks in updating of customer facilities. Screens and programs can
be eﬃciently created by the vertically and horizontally integrated engineering environment. In addition, the compact, high-performance and
high-reliability controller with abundant built-in communication interfaces and high-speed, high-capacity dual I/O bus allows users to build a
dual system with no common portion. Continuous operation is possible even in a multiple-fault mode and high reliability is realized.

まえがき

ムのコストとリードタイムを最小化するシステムテンプ
レートなどからなる。

国内 で は，失われた 20 年の影響で，産業・社会インフ

これらの層と，エンジニアリング環境とを組み合わせた

ラに対する設備投資が抑制されて設備の老朽化が進んだこ

制御システムプラットフォーム上に，アプリケーションを

とにより，機器やシステムの更新の必要性が高まっている。

実装して制御技術をパッケージ化している。これらのパッ

計測制御分野では，操業を継続しながら設備の部分的な更

ケージは個別に，富士電機のさまざまな分野の制御システ

新を行うことや，既設・新規システムを混在させながら，

ムへ適用できる。

長期間，連続で稼動することが求められる。
また，海外では，中国，東南アジアに代表される新興国

「MICREX-VieW XX」の位置付け

を中心に，設備投資が堅調に推移しており，生産設備の安
定稼動，生産効率の向上，操業の容易化が求められている。
富士電機は，産業・社会インフラにおけるこれらの要求

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。監視制御システムは，小規模システムによる

に応えるため，制御システムアーキテクチャを共通化した
中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブ
ルエックス）
」を開発した。本稿では，その特徴と主な機
能について述べる。
工場全体

制御システムプラットフォーム

システムプラットフォームを開発した。これは，制御シス
テム層，ソフトウェアライブラリ層およびエンジニアリン

SPH117H VXシステム

ライン・セル

グ環境から構成されている。

適用範囲

性能・機能

富士電機の監視制御システムに横断的に適用可能な制御

制 御 シ ス テ ム 層 は， 過 去 の 資 産 活 用 を 可 能 と す る
マ イ グ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム を 整 備 し た HCI（Human

XCS-3000

SPH117H

国際標準規格対応
機能安全
セキュリティ
S88 BATCH
Part11

SPH2000 コンパクト

Communication Interface）
，データベース，コントローラ，
I/O 機器などによって構成され，富士電機の得意とする計

ソフトウェアプラットフォーム（FA, PA ライブラリ）

測制御分野から電機制御分野まで適用できる十分な機能と

IEC61131-3 準拠のエンジニアリング環境

性能を備えている。

規

ソフトウェアライブラリ層は，センサとアクチュエータ
の機能・性能を最大限に引き出すソフトウェア群，システ
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図

模

富士電機の監視制御システムのポジションマップ

顧客資産の継承と進化を実現する中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」

ライン制御やセル制御から大規模システムによる工場全
体までをカバーする。
「MICREX-NX」は，工場全体に適

リモート監視・操作
情報 LAN Ethernet＊

〈注 1〉

用し，機能安全，FDA 21 CFR Part11 などの国際標準規
格 への準拠 が必要とされる鉄鋼 エネルギーセンター，化

XDS-3000
（冗長化）

マルチ
モニタ

XOS-3000

学，医薬品，水処理 など向けの大中規模監視制御システ
二重化制御 LAN
FL-net V3 準拠 LAN
(100 Mbits/s)

ムを構築する。MICREX-VieW シリーズは適用範囲別に，
「MICREX-VieW VX シ ス テ ム 」
「MICREX-VieW XX」
「MICREX-VieW

FOCUS」
「MICREX-VieW

ACS2000
（冗長化）

コンパクト」

Jupiter
（冗長化）

XCS-3000
（冗長化）

⑴

をラインアップしている。
MICREX-VieW シリーズのエンジニアリング環境は，

ネットワーク
アダプタ

国際標準規格 IEC61131-3 に準拠している。ファクトリー

T リンク

オートメーション（FA）分野やプロセスオートメーショ

Ethernet

ン（PA）分野において，小規模から大規模までのあらゆ
る監視制御システムのエンジニアリングに適応する。また，

共通化し，エンジニアリングツール，アプリケーション，

IPU I

画面などを統一し，互換性，拡張性，柔軟性の向上を図っ

IPU II

SX-I/O

SX-I/O

＊Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

ている。
MICREX-VieW XX は，ライン 制御や セル制御を中心

図

「MICREX-VieW XX」のシステム構成例

に，電機制御分野である鉄鋼圧延，プロセスライン，また，
計測制御分野であるごみ処理，セメント，発電など，幅広

⒝

IPU Ⅰを接続する T リンク：最大 4 回線

い用途の中小規模監視制御システムを構築する。

⒞

IPU Ⅱを接続する Ethernet ：最大 2 回線

〈注 2〉

さ ら に， 既 存 制 御 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る PE リ ン ク や
DPCS-F に接続することもできる。

「MICREX-VieW XX」
MICREX-VieW XX は，計測制御や電機制御などのさ

4.1

高信頼性システム

MICREX-VieW XX で は， 稼動率 の高い高信頼性シス

まざまな分野において“顧客資産の継承と進化”を実現す

テムを実現するために，図

るため，次の機能を持っている。

に示すように，データベース

⒜

データを欠損しない完全二重化データベース

や 電源，ベースボード，コントローラ部分，制御ネット

⒝

豊富な通信インタフェースを内蔵した小型・高性

ワーク，E-SX バス，集合型 I/O 機器，ネットワークアダ
プタと搭載ネットワークカード および ネットワーク回線

能・高信頼性コントローラ
⒞

高速・大容量二重化 I/O バス

⒟

画面資産やプログラム資産を継承する機能

⒠

既設システムとの接続や将来の拡張が容易なネット

オペレータステーション

データベースステーション

データベース二重化

ワーク接続
画面やプログラムの作成を効率化する垂直水平統合

コント
ローラ

コントローラ二重化
（電源，ベースボード含む）

等値化バス

に示す。

I/O ネットワーク
二重化

I/O
ネットワーク
二重化

二重化制御ネットワークである FL-net V3 準拠 LAN を
使用して，既設を含めてオペレータステーション を 最大

NA バス
NA バス

E-SX バス
E-SX バス

16 台， 冗長化した データベースステーション を 1 セット，
コントローラを二重化構成で最大 30 セット接続すること
ができる。 また，次の I/O ネットワーク に I/O 機器を接

…

ネットワーク
アダプタ二重化

SX バス I/O

集合型
集合型
電源
電源

集合型
集合型
電源
電源

SX バス I/O

I/O
I/O
I/O
I/O

MICREX-VieW XX のシステム構成例を図

待機系

電源

稼動系

操作性の良いパソコンベースの HCI

コント
ローラ

⒢

電源

エンジニアリング機能

I/O
I/O
I/O
I/O

⒡

制御ネットワーク二重化
FL-net V3
準拠 LAN

NA

NA

続することができる。
…

IPU II
I/O
I/O
I/O
I/O

I/O
I/O
I/O
I/O

IPU II

集合型
集合型
電源
電源

通信機器
二重化

集合型
集合型
電源
電源

電源
二重化

⒜ 「E-SX バス」
：1 回線
〈注 1〉FDA 21 CFR Part11：アメリカ食品医薬品局（FDA）が制

電源
二重化

定した規則。医薬品や食品の販売許可申請の際に使用する電

通信機器
二重化

I/O 機器
二重化

子記録と電子署名について，順守するべき要件を規定している。
〈注 2〉Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

図

高信頼性システムの構成
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SX バス
（25 Mbits/s)
E-SX バス
（100 Mbits/s)
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を全て二重化している。さらに，IPU Ⅱを使用すれば I/O

⒞

既設ネットワークへの接続

機器も二重化できる。この二重化システムでは共通部分が

ネットワークアダプタにより，既設の I/O ネットワー

ないので，多重故障モードに対してシステムの継続運転が

クの接続を可能とし，耐用年数の長いネットワークケー

可能である。

ブルや I/O 機器の資産継承も実現している。

MICREX-VieW XX の冗長化方式は， 稼 動 系と待機系

このような工夫により，システムの上位から下位に至

のコントローラ を 等値化バスにより接続 し，アプリケー

るまで設備の部分更新が可能である。ユーザは，新しい

ションデータの同期化と故障の相互監視を 行う ウォ - ム

ハードウェアを用いて，アプリケーションの資産継承を

スタンバイ方式である。稼動系に故障が発生した場合には，

することができる。さらに，既設システムと同じエンジ

400 ms 以下で稼動系と待機系を切り替え，システムを継

ニアリングツールや監視画面を継続して使用することで，

続して運転する。システム状態を稼動系がまとめて上位系

従来と同じ操作性を維持したまま，操業を継続すること

HCI にブロードキャスト通信 で通知するので，システム

もできる。

管理者はシステムアラームとして認識する。
従来は等値化バスの通信性能が遅かったため， アプリ

4.3

FA 分野との連続性

特集
産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

ケーションプログラムが使用するデータ領域に比べて等値

FA 制御分野では，
「MICREX-SX シリーズ 」 が，機械

化できるデータ量が小さく，等値化するデータの選別作業

制御から高度なモーション制御まで幅広く採用されている

が必要になり，シングルシステムのアプリケーションプロ

（54 ページ“機械制御から高度なモーション制御まで実現

グラムを作成する場合に比べて生産性が悪かった。そこで，

”参照）
。
する統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」

稼動系と待機系の間の等値化バスのデータ転送性能を拡大

MICREX-VieW XX は，MICREX-SX シリーズのコント

して，アプリケーションプログラムが使用する全てのデー

ローラと高い親和性を持っており，次の特徴がある。

タ領域（最大 2,368 K ワード）を等値化できるようにした。

支援ツールは国際標準規格 IEC61131-3 で採用のプ

⒜

これにより，等値化データを選別する作業が不要となった

ログラミング言語に準拠しており，ファンクションブ

ため，二重化を意識しないでアプリケーションプログラム

ロックなどのライブラリが共通に利用できる。

が作成できるので，エンジニアリング工数の削減と品質向

プラントにおける制御は上位のプロセス制御と下位

⒝

上につながった。

のシーケンス制御が連携して動作することが多く，統
合エンジニアリングステーションを使用して，上位か

4.2
図

既設の制御システムの更新への適用

ら下位のアプリケーションプログラムを同一の支援

に既設の制御システムを更新する例を示す。既設の

ツールで支援できる。

制御システムを順次更新する場合に資産の継承ができるよ
うに次のような工夫をしている。
⒜

通信インタフェース機器を共通で使用できる。プロセ
ス制御やシーケンス制御で必要となる各種の機器にお

顧客資産の継承

いて，予備品などを共通化できるため，コストメリッ

画面や制御アプリケーションの新システムへの変換が

トがある。

可能である。
⒝

E-SX バスを介して「MICREX-SX」の I/O 機器や

⒞

支援ツールの継続使用
旧支援ツールと新コントローラの接続が可能となるよ

うにハードウェアインタフェースを共通化している。

4.4

⑴

各コンポーネントの特徴

小型・高性能・高信頼性コントローラ
に「XCS-3000」 の 外 観 を， 図

図

に「MICREX-

VieW XX」の標準的なシステム構成を示す。XCS-3000
既存システム

新システム

は，図

に示すシステム構成で，コントローラおよび制御

ネットワークの二重化，データ等値化を 1 台でこなすコン
旧オペレータ
ステーション
旧データベース
ステーション

新オペレータ
ステーション
新データベース
ステーション

旧
コントローラ

新
コントローラ

新 I/O 機器

旧 I/O 機器
画面アプリケーション コントローラ
アプリケーション
継承
継承

図

既設システムの更新例
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I/O 継承

図

「XCS-3000」
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やバックボーンバス，通信インタフェース，I/O の二重化
データベース
ステーション

XDS-3000
二重化制御
LAN

オペレータ
ステーション

を行うことができる。

XOS-3000
HUB
HUB

ネットワークアダプタ（NA）

⑶

支援ツール

HUB

ネットワークアダプタは，図

HUB

に示すように，1 Gbits/s

Ethernet に高速なデータ転送を可能としたブロック転送

XCS-3000

稼動系

待機系

プロトコルを搭載した NA バスにより，コントローラと

XES-3000

接続する。NA 本体は合計六つのスロットを備えており，

等値化
E-SX バス

E-SX バス

ネットワーク
アダプタ（NA）

さまざまな通信カードを実装することにより，既存の IPU

NA バス

Ⅰ，IPU Ⅱ，DPCS-F，PE リンクなどの富士 電機の独自

NA バス

のネットワーク，あるいはオープンネットワークと接続で
きる。

E-SX バス集合型
インタフェース機器

等値化

NA バスのデータリフレッシュ性能は，制御ネットワー
クにおいて最速 10 ms，I/O ネットワークにおいても最速

IPU I

10 ms である。また，NA 本体も二重化されており高信頼

IPU II

「MICREX-VieW XX」の標準的なシステム構成

これらにより，コントローラのアプリケーションはさま
ざまなネットワークに対して共通な仕様で使用することが

トローラである。高密度実装 や 自然空冷技術 を活用する

でき，既存のネットワークへの接続に加え，将来の増設な

ことで， 外形寸法 W145.0×D69.8×H113.1（mm） の コン

どネットワークの拡張が容易である。

パクトな筐体（きょうたい）に，1 Gbits/s Ethernet ベー

⑷

ソフトウェアツール

スの二重化制御ネットワーク，等値化バス，ネットワーク

MICREX-VieW XX は，操作性を追求したオペレータ

アダプタ接続バスを装備し ている。さらに，100 Mbits/s

，高信頼かつオープンなデー
ステーション「XOS-3000」

Ethernet ベ ー ス の

バ ス や 汎 用 Ethernet イ ン タ

タベースステーション「XDS-3000」
，および統合エンジ

フェース，USB インタフェース を備えている。また， ア

ニアリングステーション「XES-3000」を備えている。コ

プリケーションプログラムやデータを格納する最大 2 G バ

ントローラ の 支援に は，IEC61131-3 に 準拠 した 支援ツー

イトの SD メモリカードのスロットも内蔵している。

（Expert）を使用し，アプリケー
ル「SX-Programmer」

E-SX

マルチプロセッサ構成のアーキテクチャを採用して

⒜

ションプログラムの作成，システム定義パラメータの設定，

おり，ネットワーク処理とアプリケーションプログラ

故障診断，モニタ操作などを 行う ことができる（49 ペー

ムの演算処理を並行して実行できる。次の機能により，

ジ“中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の

中小規模システムへの適用範囲の拡大を図ることがで

最新オペレーション機能とエンジニアリング機能”参照）
。

きる。
高速演算機能：最速 8 ns / 基本命令

あとがき

大容量メモリ：プログラム 512 K ステップ
データ：2,368 K ワード

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」を適

I/O：最大 4,096 ワード

用することにより，高速・高精度，高信頼性のシステムを

1 Gbits/s Ethernet を 使 い 回 線 二 重 化 機 能 を 備 え

構築することができ，さらにはお客さま資産の継承も可能

た高速大容量データ通信が可能な制御ネットワーク

である。各種プラントシステムで要求される高品質な製品

を持っている。また，等値化データ 512 K ワードを

製造，ならびに操業の安定化・効率化の実現に貢献できる。

⒝

70 ms 以下で転送できる等値化プロトコルの搭載によ
り，スループットを向上し，制御周期を高速にした高

製造現場の課題解決に向けて，今後も制御システムの機
能拡大を図っていく所存である。

信頼性システムを構築することができる。
⑵

入出力機器

参考文献

XCS-3000 は， 物 理 層 に 100 Mbits/s の Ethernet 技 術

福住光記ほか. エネルギー・環境分野向け中小規模監視制

⑴

を適用した E-SX バスで，二重化プロトコルを搭載した

御システムプラットフォーム「MICREX-VieW」. 富士時報.

E-SX バス集合型インタフェース機器と接続する。図
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に

示すように，大容量・高速二重化 I/O バス構成を可能 に
して高信頼化を実現し，SX バス接続の豊富な入出力機器

西脇

や通信機器を E-SX バス経由で利用できる。また，I/O 部
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使用することで，PA 用 I/O 機器である IPU Ⅱに接続で
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性を確保している。
図
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SX バス
I/O，通信機器

顧客資産の継承と進化を実現する中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」

藤田

史彦

監視制御システムにおける開発・設計業務に従事。
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現在，富士電機株式会社技術開発本部製品技術研
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産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の最
新オペレーション機能とエンジニアリング機能
Latest Operation and Engineering Functions of Small- and Medium-Scale Monitoring and Control
System, “MICREX-VieW XX”
佐藤

好邦 SATO Yoshikuni

北村

純郎 KITAMURA Sumio

日向

一人 HINATA Kazuhito

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」は，次の最新機能を備えている。オペレータステーション「XOS3000」は，マルチウィンドウプラットフォーム「MPF」により高い操作性を実現する。データベースステーション「XDS3000」は，RDB（Relational DataBase）を用いたデータの分析と，データ欠損のない二重化構成が可能である。統合エンジ
ニアリングステーション「XES-3000」は，TAG や変数の統合データベースと，実機を必要としないシミュレーション機

まえがき
中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダ
ブルエックス）
」は，操作性を追求したオペレータステー
，高信頼かつオープンなデータベー
ション「XOS-3000」
， および 統合エンジニアリ
スステーション「XDS-3000」
ングステーション「XES-3000」を備えている。本稿では，
これら装置の機能と特徴，ならびに昨今の動向を踏まえた
制御システムセキュリティについて述べる。
図

マルチウィンドウ表示の例

オペレーション機能
2.1

オペレータステーション「XOS-3000」のマルチ
ウィンドウによる高操作性

MICREX-VieW XX でオペレータに優しくかつ高い操
作性を実現するために マルチウィンドウプラットフォー
ム「MPF」を開発した。MPF には，個々の監視画面ウィ
ンドウを同時に表示するマルチウィンドウ表示や，複数の

現在のビュー範囲

ディスプレイを使用したマルチディスプレイ表示など多く
全体イメージ

の画面機能がある。オペレータが最も注視したい画面を大
きく，付帯情報となる画面を小さいサイズで複数配置する
。さらに，
など，目的に応じた配置が容易に行える（図 ）

ズーム操作パネル

表示したウィンドウの配置を保存したり，復元したりする
ことも可能である。
MICREX-VieW XX で は， 通 常 1,920×1,080 の 解 像 度
を持つ 27 インチのディスプレイを使用する。オペレータ

図

パン・ズームパネル

とディスプレイとの距離や室内の明るさなどが異なるこ
とによって変化する“見やすさ”を確保するために，画面

用している。オペレータは“パン・ズームパネル”
（図 ）

を自在に拡大・縮小表示したいというニーズがある。これ

を用いて，画面の任意の箇所を見やすい大きさに，自由に

に対応するため，MPF は，WPF（Windows Presentation

拡大や縮小を行うことができる。

Foundation）を基盤技術 としたベクトル形式の描画を採
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The small- and medium-scale monitoring and control system“MICREX-VieW XX”is equipped with the latest functions as follows. The
“XOS-3000”operator station achieves high operability with a multi-window platform MPF. The“XDS-3000”database station is capable of
data analysis using relational database (RDB) and dual conﬁguration with no data missing. The“XES-3000”engineering station allows higheﬃciency, high-quality engineering by the integrated TAG and variable database and simulation feature that eliminates the need for the actual
equipment.

特集

能により，高効率・高品質エンジニアリングが可能である。

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の最新オペレーション機能とエンジニアリング機能

TrendTest.dll

★

図

アイコン表示の例

（a）入替前

図

（b）入替後

アドインのオンライン更新

2 . 2 「XOS-3000」の視認性・操作性

オペレータステーション XOS-3000 は視認性や操作性
を確保するため，グラフィックやウィンドウの配置，キー

2.4

ボードやマウスの操作，配色などを考慮して操作画面の設

データベースステーション「XDS-3000」の高信
頼性

MICREX-VieW XX を構成する各ステーションは，情

計を行っている。

特集
産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

監視操作画面で使用する基本的な色は，カラーユニバー

報システムとして一般的なクライアント・サーバ方式とは

サルデザインに基づき決定している。画面で使用する色を

異なり，それぞれが独立してコントローラと通信してプラ

アクセントカラーとベースカラーに分類し，それぞれに色

ントのデータを取得する堅固な方式としている。

覚の相違によって誤認識が生じないように配慮した色を標

中でもデータベースステーション XDS-3000 は，プラ

準色として採用している。また，画面で使用する色数は黒

ントのトレンドデータ，記録データ，アラームなどの時系

と白の他に原則 6 色程度に抑え，文字と背景色のコントラ

列（ヒストリカル）データを収集し，一元管理を行い，分

ストを十分に確保することで，見やすく，長時間の使用に

析する重要なステーションである。ヒストリカルデータは

よる疲労を軽減する画面である。

プラントの稼動における大切な記録情報であり，システム

識別しやすい画面を構成するために，文字あるいは色の

に生じる何らかの故障により欠損が発生してはならない。

みで意味を表現することを避け，可視性の高いアイコン表

XDS-3000 は，稼動と待機の 2 台のステーションからな

示を用いている（図 ）
。

る二重化システムを構成する。これにより，安心と高い信
頼性に基づく連続稼動を実現している。
XDS-3000 の稼動側ステーションで収集したヒストリ

2 . 3 「XOS-3000」の高メンテナンス性

MICREX-VieW

XX では，顧客のニーズに合わせ，必

カルデータは，RDB（Relational Database）に格納され，

要な機能を組み合わせてシステムを構築できるように，

RDB のミラー機能を用いて待機側ステーションに常時等

MPF でアプリケーションソフトウェアを“アドイン”と

値化される。たとえ待機側ステーションが一時的に停止し

。
して高い独立性を持って動作させることができる（図 ）

ても，停止中のヒストリカルデータは待機側ステーション

また，画面機能の追加やアップデートなどのメンテナン
スが必要なときに，24 時間の連続運転を行うプラントへ

の起動後に自動的に等値化され，ヒストリカルデータの欠
損が発生しない機構となっている。

の影響を最小化する必要がある。MPF では，システムの

XDS-3000 は RDB の 特 長 を 生 か し， ユ ー ザ が 求 め る

動作中にアドインを追加，更新，削除できるようにしてい

さまざまな条件による検索や表示機能を提供している。

る（図 ）
。

RDB は オ ー プ ン な SQL（Structured Query Language）
を用いてアクセスが可能であり，データの時刻や，プラン
トの設備，情報発生元などさまざまなキーから分析が可能

アドインの動的
ロード・アンロード
業務
アドイン

システム
アドイン

アドイン

オフィス系ソフトウェア
のマネジメント
オフィス系
ソフトウェア

である。また，XDS-3000 は，

章で述べる安全性が保障

された環境の中で，ユーザによるデータの利活用を促進す
ることができる。

アプリケーション
マネージャアドイン

エンジニアリング機能

アドインマネージャ

3.1
MPF メインプログラム
Windows
オペレーティングシステム
OS への
アクセス

メインプログラム
からの通知

アドイン間の通信

統合エンジニアリングステーション「XES-3000」

統 合 エ ン ジ ニ ア リ ン グ ス テ ー シ ョ ン XES-3000 は，

MPF

MICREX-VieW XX を プラントに合わせて最適にエンジ
ニアリングするための装置である。 .
統合エンジニアリング環境を提供する。

図

「MPF」の構造
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節 で述べる統合

TAG データベースを中心に，各種ツールを組み合わせた

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の最新オペレーション機能とエンジニアリング機能

制御機能仕様書の記述方法 として， 計装フロー，IBD
3.2

⑴

（Interlock Block Diagram）
，SFC（Sequential Function

垂直・水平統合エンジニアリング

Chart）
，タイムチャートなどを用意しており， 目的とす

統合データベース
本システムのエンジニアリングにおいて，HCI（Human

る制御に適した表現で作成することができる。描画につい

Communication Interface） で あ る XOS-3000 や コ ン ト

ては，Excel や Visio の優れた編集機能に加え，HEART

〈注 1〉

TAG や変数は，アプリケーショ

が用意している機能シンボル群から の ドラッグ & ドロッ

ンソフトウェアそれぞれのプロジェクトで重複定義するこ

プや，ツールバーからのクリックなど，HEART 独自の編

となく，システム内のデータベースで統合されている。こ

集機能も合わせて使用できる。この ため， 単に Excel や

の統合されたデータベースにより，垂直方向（HCI とコ

Visio で仕様書を作成するよりも簡単に効率良く編集でき

ントローラ間）および水平方向（コントローラの各ステー

る。また，制御内容が分かりにくい箇所などは，吹出しコ

ション間）をまたがる TAG や変数であっても，システム

メントや画像などで補足できるため，通常作成する仕様書

ローラ「XCS-3000」 の

内であればどこでもアクセスすることが可能である。これ

上での情報と変わらない記載が可能である。さらに，汎用

により， 従来の煩わしい HCI とコントローラの連携作業

ソフトウェアであるメリットを生かして，作成した Excel
や Visio のファイルをメールで確認することで，顧客との
打合せ回数の低減にも貢献する。

⑵

入力に加え て，変数リストからのドラッグ & ドロップ や，

統合クロスリファレンス
クロスリファレンスについてもシステム全体で統合して

クロスリファレンスなどのユーティリティ機能の高速化，

いる。TAG や変数の追加，変更，削除の際に確認が必要

ユーザが作成した制御機能の部品化など，現在も進化を続

な影響範囲の調査，ならびに試験中や操業中に異常があっ

けている。

た場合の追跡調査を，HCI と コントローラに わたって 迅

⑵

モニタ機能

HEART により生成した制御ソフトウェアをコントロー

速に行える（図 ）
。

ラにダウンロードした後は，作成した制御機能仕様書上で
3.3

仕様書記述による制御ソフトウェアの自動生成

エンジニアリングツール「HEART」は，汎用 OA ソフ
〈注 2〉

〈注 3〉

コントローラの実行状態（ビットのオン−オフやアナログ
の数値）を監視することができる。さらに，コントローラ

トウェアの Excel や Visio で作成した制御機能仕様書から

のメモリに対して値の書込みもできるため，デバッグや操

制御ソフトウェアを自動で生成することができる。仕様決

業中の異常の調査などでも有効に活用できる。

めから，設計，試験，現地調整，保守までの全般にわたっ
⑴

てエンジニアリングの支援が可能であり，次の特徴がある。
⑴

HEART を用いる場合は，試験や現地調整中の修正や変
更を仕様書自体 で 行う。そのため，従来のようにソフト
ウェアの修正・変更に合わせた仕様書のフォローは不要と

仕様書の編集
使い慣れた OA ソフトウェアで編集が行えることから，

なり，フォロー漏れによる仕様書とソフトウェアの不一致

導入時の使用者の負担軽減や，顧客のエンジニアリングに

といった問題が起きることはない。

おける利用しやすさなどの特徴を備えている。

⑶

エンジニアリングの継承
HEART による制御機能仕様書は，各種 コントローラ

の 制 御 ソ フ ト ウ ェ ア へ の 変 換 が 可 能 で あ る。 既 存 コ ン
TAG 変更
発生

「ACS-250」
「MICREX-SX」
ト ロ ー ラ の「ACS-2000」

システム内横断の
統合クロスリファレンス

影響範囲は？

「MICREX-Jupiter」
「MICREX-NX」と各種コントローラ
画面

をサポートしている。
今 回，MICREX-VieW XX の コ ン ト ロ ー ラ XCS-3000

どのコントローラ？
HCI？
どの画面？ どの回路？

のサポートも加え， 高効率・高品質なエンジニアリング
を継承している。HEART は，既存機種からのマイグレー
。
ションにおいても有効に活用できる（図 ）

原因は？
回路
不具合
発生

回路

該当箇所にジャンプし
迅速に特定

3.4

シミュレーション機能

MICREX-VieW XX では，
「VieW システム シミュレー
。ユーザが 作成 したプログラ
タ」を 用意している（図 ）

図

統合クロスリファレンス

ムの動作検証や，XOS-3000 の監視・操作とコントローラ
との連係動作など，監視制御システムの動作検証 を， 実

〈注 1〉TAG：計測対象を管理するために定義する固有の記号

際のコントローラや I/O モジュールなどの実機をそろえ

〈注 2〉Excel：米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

なくても，パソコンだけで簡単に実施できる。また，設計

〈注 3〉Visio：米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

の初期段階では，プログラムの変更に伴うコントローラへ
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また，編集の際の変数情報の入力は，従来のプロパティ

数削減を実現している。

特集

やコントローラの各ステーション間送受信処理から開放さ
れ，容易かつ高効率・高品質なエンジニアリングによる工

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の最新オペレーション機能とエンジニアリング機能

がこのシミュレータのみで容易に実施できる。なお，1 台
HEART

仕様書表現

のパソコンで，同時に 8 台までのコントローラ のシミュ

旧機種

レーションが可能である。
⑵

実機とシミュレータの容易な切替

XOS-3000 の 接続先をシミュレータの制御 LAN か ら 実
際の制御 LAN に変更するだけで，パソコン上のシミュ
レータから実機に切り替えることができる。これにより，

変換

顧客のシステムの開発効率が向上するメリットがある。
MICREX-VieW XX のエンジニアリングにおいて，画
面とコントローラのエンジニアリングを国内と海外など
別々の場所で行う場合や，組織で分担する場合でも，必要
新機種

に応じて実機とシミュレータを使い分けてシステムの動作
検証ができる。小規模なシステムであれば 1 台のパソコン

特集

図

で全システムのシミュレーションを行うことができる。

「HEART」によるエンジニアリングの継承

⑶

大規模システムのモデル化
〈注 4〉

View システムシミュレータ

実システム

タメモリの共有機能を利用してデータ連携を行うことで，

コントローラモデル
コントローラ
エンジニア
リング

監視・操作

制御 LAN
モデル

負荷 を 分散 する。例えば，HCI と は 別のパソコンでコン
トローラのシミュレーションを行うことも簡単に実施でき

実システム
模擬環境

能
証可
で検
等価
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大 規 模 シ ス テ ム の モ デ ル 化 で は， 複 数 の パ ソ コ ン を
Ethernet に 接続して，制御 LAN の モデル における デー

る。これにより，大規模システムにおいてもレスポンスを
含めて再現性の高いシミュレーションを行うことができる。
制御 LAN

制御システムセキュリティ

実システム環境

コントローラ

コントローラ

コントローラ

4.1

国内外の動向

2010 年のイランの核燃料施設を狙った標的型攻撃ウイ
図

シミュレーション機能

ルス Stuxnet（スタックスネット）の登場を契機に制御シ
ステムへのサイバー攻撃が増加し，制御システムのセキュ

のダウンロードを頻繁に実施するので，シミュレータを利

リティ対策が喫緊の課題となっている。こうした中，海外

用すると転送時間も短縮でき動作検証が効率化できる。シ

では国際標準規格 IEC62443 に基づくセキュリティの第三

ミュレータの動作環境は表 1 のとおりである。

者認証が開始され，認証取得がプラントにおける調達要件

⑴

となる事例が出始めている。

複数コントローラ構成のモデル化
このシミュレータは，制御 LAN に接続された複数のコ

国内においても，経済産業省 の 主導 の下， 重要インフ

ントローラ からなる構成 を， 同時に モデル化して動作さ

ラの安全確保 と 国際競争力向上を目的に， 国際標準規格

せることができる。複数のコントローラを接続し，XOS-

IEC62443 に準じた制御システムのセキュリティ評価・認

3000 とプラントのデータを通信する制御 LAN のデータメ

証機関の設立に向けて，2012 年 4 月に制御システムセキュ

モリもモデル化している。コントローラ間でのデータ連携

リティセンター（CSSC）が発足した。

や複数コントローラを対象とした監視操作画面の動作検証
4.2
表
機

能

対応機種

セキュリティ評価・認証

制御システムセキュリティの要件を満たすために国際標

シミュレータの動作環境
仕

様

SPH300系，SPH2000系，SPH3000系，
XCS-3000

準規格の整備が進み，統一された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，IEC62443 の国内審議団体である IEC/TC65/WG10

CPU

8台/1Conﬁguration

に参加し，また CSSC に組合企業として参画するなどして，

P/PE

8台/1Conﬁguration

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

制御LAN
I/O
システム
メモリ対応
接続HCI

FL-net，SX-Net
I/O拡張対応，E-SXバスI/Oに対応
フリーランカウンタ，故障要因ビット，
アプリケーション異常検出

セキュリティ評価・認証スキーム作りを推進している。
こ う し た 状 況 を 踏 ま 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，

XOS-3000，POD

〈注 4〉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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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が保障されたシステムを
実現している。
今後，国際標準規格に基づくセキュリティ認証制度が開
始された際には速やかに認証を取得し，安全性が保証され

佐藤

好邦

監視制御システムの開発 ･ 設計に従事。現在，富
士電機株式会社技術開発本部製品技術研究所制御
技術開発センターソリューション技術開発部主査。
電気学会会員。

たシステムとして MICREX-VieW XX をユーザに提供す
る計画である。

北村

あとがき

純郎

計測プラント制御システムのシステム設計および
開発企画業務に従事。現在，富士電機株式会社産

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の

業インフラ事業本部システム技術部主査。

最新オペレーション機能およびエンジニアリング機能の概
要や特徴，セキュリティについて述べた。

日向

特集

操作性の向上やエンジニアリングの効率向上は，メー

一人

制御システムセキュリティ技術の開発に従事。現

まのニーズを的確に捉え，お客さまに満足していただける

在，富士電機株式会社技術開発本部製品技術研究

高品質なシステムを提供していく所存である。

所制御技術開発センターソリューション技術開発
部主任。情報処理学会会員。
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カーとして継続して追求すべき課題である。今後もお客さ

特集

産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

機械制御から高度なモーション制御まで実現する統合コ
ントローラ「MICREX-SX シリーズ」
Integrated Controller Realizing Machine Control and Advanced Motion Control, “MICREX-SX
Series”
石井

靖 ISHII Yasushi

統 合 コ ン ト ロ ー ラ「MICREX-SX シ リ ー ズ 」 は， 小 規 模 シ ス テ ム か ら 大 規 模 シ ス テ ム ま で 一 貫 し て 国 際 標 準 規 格
IEC61131-3 に準拠したエンジニアリングが可能である。これによりソフトウェアの部品化が進み，制御システムの開発効
率が飛躍的に向上することが期待できる。また，富士電機の駆動製品とネットワークで接続することにより，機械制御から
多軸・高速・高精度なモーション制御まで実現できる。主な適用例には，サーボアンプやベクトルインバータと組み合わせ

特集

たモーション制御と，鉄鋼プロセスラインの制御がある。

まえがき
IEC61131-3 準拠のエンジニアリング環境

富士電機は，1970 年代から FA 分野や機械制御 分野 向
売してきた。本稿では，監視制御をはじめ，印刷機械や包
装機械などの一般産業の機械制御を実現し，さらにモー
ション制御 も 実現する統合コントローラ「MICREX-SX
模プラント制御分野向けの「SPH3000MM」
「SPH3000MG」
について述べる。

X
-S
EX

SPH3000
SPH2000

SPM
SPE

マイグレー
ション

ズ）

リー

｢MICREX-SX シリーズ｣ の全体像

-F シ
REX

MIC

品（

旧製

図

SPH3000MG

SPH3000MM

CR

MI

｢MICREX-SX シリーズ｣ の概要
2.1

ズ

ー

リ

シ

SPH117H

機器単体

シリーズ」について述べる。特に，鉄鋼，製紙などの大規

ライン・セル
適用範囲

けに PLC（Programmable Logic Controller） を開発，販

性能・機能
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The“MICREX-SX”Series of integrated controller line allows engineering consistently conforming to the international standard IEC
61131-3 from small- to large-scale systems. This is expected to accelerate componentization of software and dramatically improve the eﬃciency of control system development. Various types of control ranging from machine control to multi-axis, high-speed and high-precision motion
control can be realized by connecting with Fuji Electric’
s drive products via a network. As main examples, motion control in combination
with a servo ampliﬁer and vector inverter and steel process line control are described.

規

模

に MICREX-SX シリーズの全体像を示す。制御用

コントローラは，CPU とネットワークの高性能・高機能化，

図

「MICREX-SX シリーズ」の全体像

プログラミング支援ツールの進化，IT との融合などによ
り劇的に進化を続けている。MICREX-SX シリーズ の主

ツールなども用意している。

な特徴は，高速制御，オープン性（各国安全規格対応，プ
ログラミング言語，各種オープンネットワーク対応）など
である。MICREX-SX

シリーズ は，制御内容，規模，要

求性能に対応して，小規模システム向けの低価格品から大
規模システム向けの高性能品までラインアップしている。

2.2

⑴

｢MICREX-SX シリーズ｣ の特徴

アプリケーションソフトウェアの開発効率の向上
制御システムを構築するときの大きな課題として，アプ

リケーションソフトウェアの開発工数の増加が挙げられる。

MICREX-SX シリーズのエ ンジニアリング環境は，小

この課題に対して MICREX-SX シリーズでは， 国際標準

規模 システム から大規模 システム まで 一貫して グロー

規格 IEC61131-3 準拠のプログラミングツールによるファ

バ ル な エ ン ジ ニ ア リ ン グ 環 境（IEC61131-3 準 拠 ツ ー ル

ンクションブロックやブロックエンジニアリングを駆使し，

Expert） で統合されており，国際標準プログラミングに

ソフトウェアの階層化および部品化を行うことで，開発効

よるアプリケーションソフトウェアの作成が可能である。

率を向上させている。その結果，ソフトウェアの開発工数

また，旧 製品で構築された 顧客資産のスムーズな移行

が大幅に削減でき，従来のコントローラに比較して半減す

（マイグレーション）を補助するため，ハードウェアのリ

る場合もある。このようなソフトウェア作成のエンジニア

ニューアルツールやアプリケーションソフトウェアの変換

リング環境は，シリーズを通して一貫して利用することが
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リニューアルツール

シーケンス制御・モーション制御・計測制御
支援ツール
（IEC61131-3 準拠ツール Expert)

MICREX-SX

POD

SX バス

インバータ

図

サーボ

高速バス直結システム

⑵

図

特集

できる。

リニューアルツールの例

高速バス直結システム
に高速バス直結システムの例を示す。MICREX-SX

した富士電機のオリジナルプロトコルネットワークである。

シリーズ は，サーボアンプやインバータ，HMI（Human

SPH3000MM は，MICREX-SX シリーズの これまでの

Machine Interface） をシンプルにシステムを構成できる

特徴 を継承しつつ 次 の機能を持ち， 高速・高精度なモー

ので，モーション制御システムや計測制御システムを容易

ション制御と大規模システムを実現する高速・高精度コン

に実現することができる。

トローラである。

一般的なモーション制御システムや計測制御システムで

E-SX バスによる応答性能 25 µs の高速入出力

⑴

は，専用の CPU モジュールと支援ツールがそれぞれ必要

E-SX バスは，SPH3000MM の主用途であるドライブソ

であるが，MICREX-SX ではシーケンス制御とモーショ

リューションに必要な高速・高精度な同期通信機能や，大

ン制御，および計測制御を，一つの CPU モジュールと一

容量入出力データ転送機能，メッセージ通信機能，ループ

つの支援ツールで実行することができる。これは，CPU

バック機能を実現した複合型モーション制御バスである。

モジュールの高速性能のためであり，また，シーケンス制
御，モーション制御，計測制御を

IEC61131-3

局間 100 m で総延長 1 km，接続局数最大 238 局，

⒜

プログラミ

入出力サイズ最大 4,096 ワード（MICREX-SX シリー

ング環境で作成することで実現できる。
⑶

ズの従来機種比 8 倍）で，小規模から大規模まで多様
なシステムに適用が可能である。

Ethernet 接続
〈注 1〉

近年，増大する監視制御点数に対応するため，Ethernet

⒝

による通信を用いるようになってきている。MICREX-SX

32 台の入出力機器を接続した状態で，± 1 µs 以下の
高精度同期制御が可能である。

シリーズでは CPU モジュールに Ethernet を標準で装備

⒞

入出力データ容量は，アプリケーションの実行時間

し，加えて FTP などの標準的なプロトコルも用意してい

を考慮し，最速の制御周期 0.25 ms の場合で 67 ワード，

る。また，多岐にわたるアプリケーションに対応するた

1 ms で 512 ワードである。最大 4,096 ワードを 3 ms

め，多様な I/O モジュールや通信モジュール，ソフトウェ

で更新処理を行うことができ，システム規模が大きく

ア部品をそろえている。さらに，旧製品からのマイグレー

ても高速制御を実現することができる。

ションに対応するため，ハードウェアのリニューアルツー

SPH3000MM は，E-SX バスを 2 系統搭載しており，各

ルやアプリケーションソフトウェアの変換ツールを充実さ

系統の E-SX バスに 32 台の入出力機器が接続された場合

せており，旧製品のユーザに対しても違和感なく使用でき

でも，各系統間の出力タイミングを ± 3 µs 以下で同期でき

る環境を整えている。図

にリニューアルツールの例を示

る。最速の 0.25 ms の制御周期の場合には，最大 8 軸（4

す。このツールを使用することにより，既設設備の配線を

軸×2 系統）までの多軸モーション制御が可能である。

そのまま流用しつつ旧製品を MICREX-SX シリーズに置

⑵

き換えることができ，置き換え作業の工数を大幅に削減す
ることができる。

最速 9 ns/ 命令の高速演算機能

演算エンジンは，高圧縮コンパイラ技術との組合せで，
最速 9 ns/ 命令の実行性能を持ち，さらに制御周期の誤差
を ± 1 µs 以下に抑え，従来機種に比べてぶれの小さい制御

2.3

｢SPH3000MM｣ の特徴

高精度の制御性能を必要とする機械制御分野には，
「ESX バス 」 を 2 系統搭載 した SPH3000MM を用いる。ESX バスは，物理層に 100 Mbits/s の Ethernet 技術を適用

ができる。
⑶

2 個の演算エンジンのアプリケーションプログラム間

の同期実行
SPH3000MM の CPU モジュールには 2 個の演算エンジ
ンによるアーキテクチャを採用した。2 系統間の演算エン

〈注 1〉Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

ジンは内部同期バスに接続されており，演算エンジン間は
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図
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高速・高精度なモーション制御が可能である。
FL-net
SX

SX-Net と E-SX バス経由によるコントローラ間の

⑶

SX

SX

ユーザアプリケーションの同期実行による入出力応答高
速化

SX バス

SX バス

SPH3000MG は，SX-Net と E-SX バスをモジュールの

SX バス

前面に搭載し，既存の基幹バスである「SX バス」を背面
に持っている。この一体化したモジュール構造を最大限生
（a）従

かし，SX-Net と E-SX バスおよび演算周期を同期させて

来

いる。
SX-Net の デ ー タ 更 新 周 期 は，E-SX バ ス 制 御 周 期

SPH3000MM

の 整 数 倍 の 設 定 が 可 能 で あ り，SX-Net に 接 続 さ れ た

E-SX バス

SPH3000MG は，マスタ局から通知される同期フレームに
基づいて E-SX バスの制御タイマを補正する。これにより，

特集

SX-Net と E-SX バス，さらにはアプリケーションの演算

（b） SPH3000MM

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

周期も同期させることができ，異なるコントローラで制御
図

された複数の機器の出力タイミングを ± 80 µs の精度で同

システム構成の比較

期できる。また，制御タイミングと制御データをシステム
± 1 µs 以下の精度で実行周期が同期している。これらの特

全体で同期して処理しなければならない大規模な高精度ア

徴により，従来機種では性能上の理由によりシステム構成

プリケーションを，分散配置されたコントローラで容易に

を分けざるを得なかったシステムが，SPH3000MM でシ

構築できる。

ンプルなシステムとすることができる（図

）
。

適用事例
2.4

｢SPH3000MG｣ の特徴

高速・大容量の制御通信を必要とするプラント制御分野
には，
「SX-Net」を搭載した

SPH3000MG

を用いる。SX-

3.1

⑴

｢SPH3000MM｣ によるモーション制御への適用

サーボアンプとの組合せ

Net は，ギガビット Ethernet を採用したコモンメモリ型

高速・高精度な同期モーション制御が要求される用途と

の富士電機オリジナルプロトコルネットワークである（14

して，ピロー包装機や精紡機， 多色印刷機，フライング

ページ“高速コントローラ・大容量ネットワークによる

。
シャーカッター，フィルムラインなどがある（図 ）

駆動制御システムソリューション”参照）
。SPH3000MG

SPH3000MM によるモーション制御システムでは，1 系

は， 既存の MICREX-SX シリーズの持つ特徴を継承しつ

統当たり 4 軸で 0.25 ms，合計 8 軸の同期システム を構築

つ，次の機能に対応した高性能・大容量コントローラであ

でき，汎用コントローラとして高速・高精度のモーション

る。

制御が実現できる。0.25 ms の制御周期の中に 0.12 ms の
高速・大容量制御ネットワーク SX-Net の搭載

⑴

アプリケーションソフトウェアの実行時間を確保しており，

は，設定された周期に応じて順次通信処理を行

同期制御や補間制御などの高精度位置決め制御が可能であ

う時間確定型ネットワークとなっている。参加局は自局に

る。これらの制御をファンクションブロックとして部品化

与えられた送信タイミングにおいて，自局データを全局向

することにより，再利用によってアプリケーションソフト

けにブロードキャスト送信を行う。これにより，システム

ウェアの開発工数削減や品質向上が可能である。

SX-Net

上のデータをコモンメモリで共有でき，各

多色印刷機では，従来の主軸による同期制御に代わり，

局では，アプリケーションネットワークを意識しない制御

主軸を不要としたセクショナル同期制御を実現している。

設計ができる。データの更新周期は，局数やコモンメモリ

従来， 主軸を仮想した軸に対して， 給紙，多色印刷，排

全体が

SX-Net

のデータ容量により 0.5 〜 30 ms の範囲で選択可能であり，

紙などの工程を制御する従軸が高精度で同期することで，

ブロードキャストで送受信されるコモンメモリのデータは，

印刷 むら のない高精細なカラー印刷を高速に処理 してい

最大 128 K ワードのデータ領域が利用可能である。

た。300 m/min の印刷速度において 0.015 mm 以下の 印刷

また，SX-Net 上のマスタ局は参加局に対して，送信タ

精度 を実現するには，3 µs 以下の同期精度が必要 となる。

イミングを補正するための同期フレームを送信し，他局は

SPH3000MM では 仮想主軸および給紙・排紙部で 1 系 統，

マスタ局からの同期フレーム情報とその受信タイミングを

多色印刷部でもう 1 系統を使用するなど 顧客設備の機能

基にマスタ局との周期のずれを補正して，各局は正確な同

ごとに柔軟に分割し，高速・高精度同期アプリケーション

期を実現する。

ソフトウェアを容易に構築できる。

高速・高精度モーション制御バス E-SX バスの搭載

⑵
.

節で述べたとおり，E-SX バスの搭載により，入出

力リフレッシュ性能が 512 ワード /ms（32 局時）という
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これらの機械に適用する「E-SX バス」対応モーション
制御システムの構成例を図

に示す。SPH3000MM と富

士電機のサーボアンプ「ALPHA5 シリーズ」
（E-SX バス

機械制御から高度なモーション制御まで実現する統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」

トルク
制御 1

（a）精紡機

（b）フィルムライン

サーボ7
排紙

サーボ2
給紙

インバータ
巻取
サーボ8 サーボ9
加工1
加工2

インバータ
VG1

インバータ
VG1

サーボシステム
FALDIC ALPHA5
（c）印刷機

図

モーション制御の用途例

SPH3000MM

SX バス

E-SX バス
ALPHA5
シリーズ

MONITOUCH
リモート I/O

図

「E-SX バス」対応モーション制御システムの構成例

対応版開発中）
，POD「MONITOUCH」
（HMI）により機

伸線機の例

プロセスラインにおけるミル圧下制御システムの例を示す。
いずれも，SPH3000MM でテンション制御や振れ止め

械の制御を実現可能である。

制御といった高度かつ高速制御を実現する。クレーンシス

ベクトルインバータとの組合せ

⑵

図

〈注 2〉

ベクトルインバータと制御システムを組み合わせる例と

テムなどでは数 10 台にも及ぶベクトルインバータで構成

して，クレーンシステムやフィルムライン，伸線機，鉄鋼

されるが，その際，SPH3000MM の持つ高速実行 処理と

プロセスラインなどがある。図

に伸線機を，図

に鉄鋼

E-SX バスの性能によって，図

⒝に示すように 1 台のコ

ントローラでシステムの要求を満たすことが可能である。
〈注 2〉ベクトルインバータ：インバータの出力電流をベクトル演算

圧延ロールを通過する材料の状態は刻一刻と変化するた

によって負荷に見合った電流とし，モータの高低速トルク，高

め，所定の厚さに制御するには材料・設備の状態をさまざ

精度速度制御などを可能にするインバータをいう。

まな検出器によって計測しながら最適に制御する必要があ
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インバータ
巻出

サーボ4 サーボ5 サーボ6
印刷2
印刷3
印刷4

特集

サーボ3
印刷1

サーボ1
給紙

トルク
制御 2

速度
制御

機械制御から高度なモーション制御まで実現する統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」

計算機室

シリンダ

ロール 厚み計

材料

PDCS

電機室

M

M

M

INV

インバータ
INV

E-SX バス

SPH3000MM
ライン制御

PC
POD

図

センター

デリバリー

計装

ユーティリティ

PDA

HMI

E-SXバス
溶接機
テンションメータ
溶接点検出器

E-SX バス

SPH3000MM
ライン制御

エントリー

コントロール
パネル

INV

SX-Net

操作デスク

ヤード

INV

運転室

モータ

MICREX-SX
高速 I/O

情報LAN

SPH
3000
MG

インバータ

M

HMI

テンションメータ
溶接点検出器

シャー
テンションメータ
溶接点検出器

鉄鋼プロセスラインへの適用例

特集

＊

Ethernet

⒞

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

＊ Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

制御データの高速・大容量収集

SPH3000MG は，MICREX-SX シ リ ー ズ の 従 来 機 種 の
図

ミル圧下制御システムの例

資産を活用することが可能である。既存の多様な入出力モ
ジュールなどを活用することによりフレキシブルなシステ

る。そのためには，検出器からの情報を正確に反映するこ

ムが構築できる。

とが重要である。制御装置の要件は次のとおりである。
検出器（磁気センサ，アブソリュートエンコーダ な

⑴

あとがき

ど）からの高速かつ確実な入力
「MICREX-SX シリーズ」を適用することにより，機

⑵

高速演算・高速周期

⑶

アクチュエータへの指令の高速同期出力

械制御に関するさまざまなアプリケーションを実現できる。

従来は，処理速度を確保するために専用制御装置を用い

特に，
「E-SX バス」を搭載した「SPH3000MM」と「SX-

て制御機能を絞 り 込 んでいた。SPH3000MM システムで

Net」を搭載した「SPH3000MG」の適用によって高速・高

は，演算の高速性に加えて

バスによる高速・高精

精度，あるいは大規模なモーション制御システムを構築で

度同期機能と検出器・アクチュエータとの高速入出力によ

きるようになった。本稿で述べた内容が，各種プラントシ

り，高速性を保ちながら制御機能の絞り込みの制約の少な

ステムや機械設備で要求される高品質な製品製造，ならび

E-SX

⑴

い高度な制御を実現している。

に安定操業・効率化に貢献できるものと考えている。

3.2

適用拡大を図っていく所存である。

今後も，製造現場の課題解決に向けて，コントローラの
｢SPH3000MG｣ による鉄鋼プロセスラインへの適
用

適用例として，鉄鋼プロセスラインの制御システムを示
。数百台の電動機を駆動するドライブ装置，多
す（図 ）
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PLC の設計開発，事業企画などに従事。現在，富
士電機株式会社産業インフラ事業本部計測制御事
業部産業機器技術部主席。
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省エネルギーに貢献する直接挿入レーザ方式ガス分析計
「ZSS」
Cross Stack Laser Gas Analyzer Contributing to Energy Conservation, “ZSS”
小西

英之 KONISHI Hideyuki

金井

秀夫 KANAI Hideo

小川

敬晴 OGAWA Takaharu

富士電機は，プロセスの総合的な省エネルギー（省エネ）に貢献するガス分析計を開発してきた。直接挿入レーザ方式
ガス分析計は，煙道に直接設置して測定することから高速応答が可能であり，省エネを目的とした制御に適している。従来，
1 成分に限定されていた装置当たりの測定成分を 2 成分とする技術を開発し，世界で初めて直接挿入レーザ方式の 2 成分
（O2＋CO）ガス分析計「ZSS」を製品化した。O2 測定用パージガスに計装エアを使用でき，測定ガス中の耐環境性能（耐

測定できる直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」を開発

まえがき

。
した（図 ）
地球温暖化の抑制および持続可能社会の実現に向けて再
生可能エネルギーの普及が進みつつあるが，安定供給性や

プロセス用ガス分析計の市場

コストにはまだ課題が多く残されている。一方，シェール
ガスやシェールオイルなどの開発が進んでおり，これらの

富士電機は，約 60 年前に日本で初めて赤外線ガス分析

化石燃料の生産量の増加が予想されている。これらの背景

計の製造を開始し，鉄鋼や熱処理のプロセスにおける炉内

から，当面の間，一次エネルギー源の主力は化石燃料が担

雰囲気の監視用途を中心に適用が進み，プロセス製品の品

うものと思われる。

質向上に貢献してきた。

社会全体で CO2 排出量を削減するためには，化石燃料

また，大気汚染が社会問題となる中，工場や事業所など

を効率良く活用することが，省エネルギー（省エネ）の観

から排出される有害ガス監視用の分析計を提供し，日本の

点からも取り組むべき課題である。この“活用”について

環境問題の改善の一端を担ってきた。環境計測分野では，

は，単に燃料消費量を削減するだけではなく，
“再利用”

深刻な大気汚染が問題となっている中国や，今後同様の環

を行うことも考慮に入れるべきである。さらに，化石燃料

境問題が懸念されるインドや中東地域において，さらなる

の燃焼過程において生成される有害物質とその処理エネル

需要が見込まれる。

ギーを含めて，総合的に低減するという視点も必要である。
富士電機では，以前からこの視点に立ち，プロセスの総
合的な省エネに貢献するガス分析計を開発してきた。

一方，有害ガスの排出を監視する仕組みが確立している
日本や欧米などの地域では，有害ガスの後処理により排出
される有害ガスを除去することから，有害ガスの発生自体

今回，お客さまの導入メリットをさらに高めるために，

や，後処理に必要な資源およびエネルギーを低減させるこ

酸素（O2）と一酸化炭素（CO）の 2 成分を 1 台で同時に

と，すなわち総合的な省エネへと変化している。富士電機
が 2007 年に日本企業として初めて発売した直接挿入レー
ザ方式ガス分析計は，煙道に直接設置して測定することか

発光部

計装エア

0.5〜10 m

計装エア

ら高速応答を特徴としている。このため，省エネを目的と

受光部

した制御アプリケーションへの適用に最適であり，今後の

煙道

レーザ光

制御部

市場拡大が期待される。

測定原理と製品の特徴
3.1
電源

図

「ZSS」

測定原理

ZSS の測定原理を図

に示す。ガスには，ガスごとに異

なる 波長の光を吸収する性質がある。ZSS が濃度測定に
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Fuji Electric has been developing gas analyzers that contribute to overall energy conservation of processes. Cross stack laser gas
analyzers are capable of high-speed response because they are directly installed in ﬂues for measurement and are suited for control aimed
at energy conservation. Fuji Electric has developed a technology that allows a device to measure two components, though this was conventionally limited to one component, and commercialized the world’
s ﬁrst cross stack laser gas analyzer for two-components (O2 + CO):“ZSS”
.
Instrumentation air is available as the purge gas for O2 measurement, and the analyzer features improved environmental resistance, or resistance to inhibitory substances in the measured gas. Application to the converter and combustion control processes of steel plants is expected.

特集

阻害物質対策）も向上している。鉄鋼プラントの転炉プロセスや燃焼プロセスへの適用が期待できる。

省エネルギーに貢献する直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」

5

：O2

6

：CO

7

4
3
2

8

1

1,720 nm

1,740 nm

1,760 nm

波長

吸収線

吸収強度

吸収強度に比例した
2f 信号が得られる

振幅の大きさ∝濃度
変調信号の２倍の
周波数信号 2f

レーザは駆動電流に
よって波長が変わる

図

2 成分計構造図（O2 濃度計＋ CO 濃度計）

レーザの駆動電流∝受光光量
変調信号 1f

受光信号

特集

①熱による機器の
破損防止

レーザの駆動電流∝波長

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

ZSS
発光部

装置駆動

図

ZSS
受光部

煙道

計装エア

計装エア

「ZSS」の測定原理
配管

使用する吸収線は，数十〜数百本ある中の 1 本のみであり，

②ダストの
堆積防止

選択した吸収線 の近辺 の波長 が変調可能な レーザ素子を
使用する。例えば，O2 濃度 計 の場合は，0.760〜0.765 µm

燃焼管理酸素濃度
（約 3〜5vol%）
400〜1,200℃

計装エア内の
酸素濃度
（約 20.6vol%）
常温付近

①, ②：パージガスの役割

付近のレーザ素子を，CO 濃度計の場合は，測定レンジに
応じて 1.580〜1.583 µm または，2.330〜2.335 µm のレーザ

図

燃焼プロセスにおける「ZSS」の設置環境

素子を使用する。
レーザ素子は，測定に使用する吸収線の前後の波長を掃
引するように電流範囲を設定して，変調（例えば 10 kHz）

⑵

計装エアの使用

図

に，燃焼プロセスにおける ZSS の設置環境を示す。

した信号（1f）で駆動する。この変調したレーザ光を測定

ごみ焼却場などの燃焼プロセスで使用するレーザ方式ガス

対象ガスに照射し，透過した光をフォトダイオードで受光

分析計は，炉内の熱（700〜1,200 ℃）による機器の破損や

する。測定ガスが存在する場合は，受光した信号の中に変

配管内のダストの堆積によって測定できなくなることを防

調した信号（1f）の 2 倍の周波数（20 kHz）の信号（2f）

ぐために，配管に常時パージガスを流す必要がある。この

が含まれる。この 2f の振幅の大きさが濃度に比例するこ

パージガスに計装エアを使用した場合， パージガス中の

とを利用して濃度測定を行っている。

O2 濃度が煙道内の O2 濃度と干渉し，正しく測定すること
ができない。計装エア内の O2 濃度は 20.6 vol% あり， 制

3.2

製品の特徴

ZSS は，鉄鋼プロセスや燃焼プロセス への適用に 最適
な特徴を備えている。
⑴

装置 1 台による 2 成分測定

御対象となる炉内の O2 濃度は 3〜5 vol% のため，SN 比が
十分に得られない。
こ のため， レーザ方式ガス分析計の O2 濃度計で は，
パージガスに窒素を使用することが一般的である。しかし，

ZSS は，従来製品とほぼ同じ外観であるが，O2 用と CO

鉄鋼分野を除いて窒素ガス設備を保有している施設は少な

用の二つのレーザ素子を内蔵している。それぞれのレーザ

い。また，窒素ガスを使用するレーザ方式ガス分析計を導

素子から照射された光は同軸上で結合する独自の光学系を

入した場合，通常，窒素ガスには年間数百万円の費用がか

持っている。

かる。

また， 受光部には，O2 と CO の 両方の 波長に感度を 持

富士電機はこの問題を克服するため， 煙道内とパージ

つ受光素子を用いて装置の簡素化を図っており，光軸の調

ガスのガス温度差に着目し，常温付近の O2 には吸収がほ

整が容易な構造である（図 ）
。

とんどなく，高温の O2 に吸収が大きい波長（吸収線）を

従来，O2 と CO を測定するには 2 台の装置が必要であ

測定に使用すれば，パージガス中の O2 濃度の影響を無視

り，煙道の 2 か所に設置フランジを取り付け，個々に光軸

することができると考えた。しかし，温度が高くなると分

の調整を行う必要があった。これに対し，ZSS は 1 装置 2

子が持つ運動エネルギーが増加するため，吸収強度は小さ

レーザ構造のため，設置フランジの取付けや光軸などの調

くなるのが一般的であり，実際に多くの吸収線は高温にな

整は 1 台分で済む。このため，製造コストだけでなく設置

るほど，吸収が小さくなった。数多くの吸収線を調査して，

コストが低減することやその後のメンテナンスが容易であ

760 nm 付近に目的のガス温度特性を持つ吸収線を発見し，

ることにより，ユーザにとって大きなメリットが得られる。

O2 ガス測定が可能な吸収強度を持つことを確認した。こ
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れにより，パージガスに計装エアを使用しても，エア内の
O2 の影響を受けずに，炉内の O2 濃度を正確に測定するこ
とができるようになった。
⑶

耐環境性能の向上（耐阻害物質対策）
O2 濃度計 や CO 濃度計 を用いる ごみ 焼却場などの燃焼

プロセスや転炉出口の可燃ガス回収プロセスでは，レーザ
方式ガス分析計を使用する際の問題点の一つに，多量のダ
ストや水滴などの阻害物質の影響がある。
阻害物質が多いとレーザ光が遮られて受光量が低下し，

表

「ZSS」の導入による可燃性ガス回収増効果

従来式の
応答時間

30秒

1分

1分30秒

2分

3分

可燃ガス
回収増

2.7%

6.1%

9.4%

12.7%

19.4%

年間経済
効果

1,368
万円

3,091
万円

4,746
万円

6,436
万円

9,832
万円

転炉の規模
転炉容量：250 t/チャージ（15分/チャージ）
年間粗鋼生産量：140万t（1転炉当たり）
回収熱量：200,000 kcal/t（C重油原価：1.81円/1,000 kcalで試算）

その結果，SN 比が低下して測定ができなくなる場合があ

このプロセスに以前から使用している磁気式 O2 濃度計

る。また，これらの施設では阻害物質の変動量も大きく，

には，ガスサンプリング装置が必要である。装置全体の応

受光光量が不足する場合や，逆に出力が飽和する場合があ

答時間は採取場所との距離やガスサンプリング装置の構造

り，常時測定が困難である。

に依存するため， 通常 30 秒〜3 分程度 を要する。この応
とになる。可燃性ガスの回収効率を向上するためには高速

動しても欠測することがない装置を開発した。さらに，従

応答である ZSS の適用が有効である。

来機と比べて 1 回の データ サンプリング時間を 10 分の 1
に短縮している。これにより，データサンプリング時間内

表

に，ZSS の導入による可燃性ガス回収の経済効果の

試算例を示す。転炉可燃性ガス回収に使用する磁気式 O2

の光量変動による 受光波形の ひずみ を軽減させ，同時に

濃度計の応答時間を 30 秒〜3 分として，磁気式 O2 濃度計

データサンプリング数を増やすことで阻害物質による影響

から ZSS に交換したときに得られる 可燃ガスの回収 効率
の向上による経済効果は年間で 1,300 万円以上となり，少

を大幅に低減させている。

なく見積もっても設備の導入コストを半年で回収できる。
また，O2 が低濃度の場合でも，CO が高濃度でなければ

適用事例

回収したガスを再利用することはできない。CO 濃度を直
ZSS の 適用 事 例 について述べる。 いずれもフィールド

接測定することにより，回収する可燃性ガスの質を高める
ことが可能である。

テストによって，その効果を実証している。

このように，ZSS の 採用 によって， 以前から 行ってい
⑴⑵

4.1

転炉プロセスにおける可燃性ガス回収効率の向上

鉄鋼プラントの転炉プロセスでは，図

に示すように高

炉で生成された溶銑（ようせん） から不純物を酸化・除

る O2 濃度の監視による安全性の確保に加えて，再利用可
能な可燃性ガスの回収効率の向上による省エネが 可能と
なった。

去するため，大量の O2 を溶銑に吹き込んでいる。そして，
吹き込んだ O2 が 反応すると，CO2 と CO が大量に発生す
る。CO は可燃性ガスであり，燃料資源としてガスホルダ
に回収し，他工程の燃焼過程に再利用することで，鉄鋼プ
ロセス全体の省エネ および CO2 の削減に貢献する。また，

⑶⑷

4.2

燃焼プロセスにおける燃焼効率の最適化

燃焼制御は，産業用ボイラやごみ焼却場，工業炉などさ
まざまなプロセスで必要とされる。
図

に，燃焼プロセスにおける空気比と燃焼効率の関係

ガスホルダに貯蔵するガス中に O2 が残存していると爆発

を示す。空気比とは，理論空気量に対する実際の空気量の

の危険性があるため， 監視する必要がある。 そこで，O2

比率をいう。適正な空気比では燃料は完全に燃焼するため，

の濃度測定を行い，濃度が高い状態では排気し，十分に低

最大の燃焼効率が得られ，窒素酸化物（NOX）や硫黄酸化

くなった状態で可燃性ガスを回収するようにバルブを制御

物（SOX）の発生量も十分に抑制することができる。この

している。

ため，図

に示すように，O2 濃度の測定を行いフィード

バックすることで，最適な燃焼制御が可能となる。
ただし，現実の燃焼炉では炉内の空気比は，炉の構造や
放射部
CO回収
排気
バルブ

温度によって均一ではないため，測定箇所で O2 濃度を適
正に制御した場合でも部分的に不完全燃焼が生じてしま

ガス
ホルダ

う。図

から不完全燃焼が発生すると熱損失の増加が急激

に増大することが分かる。また，CO や黒煙も発生するた
め，環境保全の観点からもこれらの発生は避ける必要があ
る。これらのことから，燃焼炉では通常 O2 濃度が最適空

吹錬
転炉

IDF

気比よりも過剰の状態で運転している。一方で，不完全燃
焼時ほどの程度ではないが，空気過剰でも熱損失が発生す

図

転炉プロセス模式図

るため，燃焼効率の向上のためにはできるだけ O2 濃度を
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答時間分だけ，可燃性ガスの回収の機会を損失しているこ

特集

富士電機では，受光量の大きさに応じて受光ゲインを自
動で最適化する機能を組み込み，阻害物質の量が大きく変

省エネルギーに貢献する直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」

最適燃焼ゾーン

＊

あとがき
熱効率

損失
熱効率

本稿では，省エネルギーに貢献する直接挿入レーザ方式
ガス分析計「ZSS」について述べた。2 成分（O2＋CO）測
定の実現により，プロセス制御用途への適用が可能になっ

過剰空気による
損失
不完全燃焼による
熱損失
1

た。防爆認証の取得により，さらに適用範囲を拡大する計
画である。また，この 2 成分計の構造は，他の成分の組み
合わせにも応用可能であり，市場のニーズに応じて展開し

空気比

1.05〜1.45

ていく。
今後も，プロセスの総合的な省エネルギーに貢献するガ

黒煙発生
空気不足領域

公害少

特集

低過剰空気
燃焼領域

NOX，SOX発生

ス分析計を開発していく所存である。

空気過剰空気燃焼領域
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燃焼プロセス模式図（焼却炉の例）

低く抑える必要がある。
O2 だけではなく CO を同時に測定し，燃焼制御を行う
ことにより，最適な空気比に制御することができる。燃焼
炉の直後で排出ガスを ZSS によって測定することで，CO
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を高速に検出することが可能となる。これにより，過剰空
気率を可能な限り低く抑えつつ，CO の発生を抑えること

小川

ができる。
このように，ZSS の導入により，燃焼効率の最適化を
実現することが可能となり，さらなる省エネに貢献できる。
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MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリン
グシステム
Structure Health Monitoring System Using MEMS-Applied Vibration Sensor
坂上

智 SAKAUE Satoru

村上

敬三 MURAKAMI Keizo

北川

慎治 KITAGAWA Shinji

近年，加速度センサなどのセンサ技術を利用して，地震や常時微動の応答波形から建物の構造性能を診断する構造ヘルス
モニタリング（SHM：Structure Health Monitoring）への取組みが盛んになってきている。富士電機では MEMS（Micro
Electro Mechanical Systems）を応用した感振センサと，これを用いた一時診断モニタリングシステムを製品化した。サー
ボ式加速度計の代わりに MEMS 応用感振センサを用いることで，低価格なシステムの構築が可能である。現在，SHM シ

まえがき

およびその要素技術について述べる。

わが国では，高度成長期に急速に増加した橋梁（きょう

構造ヘルスモニタリングシステム

りょう）やトンネル，高速道路に代表される社会インフラ
の多くが建設後 40〜50 年を経過し，老朽化が目立ってき

2.1

概要

SHM システムとは，利用者に安全・安心のための情報

ている。また，わが国は地震が多く，建物には耐震性が要
求される。これら社会インフラや建物の性能の維持，長寿

を提供するために，構造物に加速度センサなどを設置して，

命化には適切なタイミングで点検とメンテナンスを行う必

地震や常時微動の応答波形から構造の健全性を評価するシ

要がある。さらに，災害発生時には建物の健全性を瞬時に

ステムである。このシステムは， データ取得，地震発生

判断する一次診断を行い，避難の必要性の有無を利用者に

時一次診断，解析（状態の推定）
，診断，診断結果の提供，

知らせることが求められる。

。
SHM 情報の蓄積管理の機能から構成される（図 1）

⑴

従来，構造物の点検は，基本的に技術者による目視点検

富士電機は，慶應義塾大学を中心とする構造ヘルスモニ

が主体であり，構造物の種類や数が多いので，全ての作業

タリングコンソーシアム に参加し，SHM システムを開発

〈注 1〉

を人力で行うにはコスト面で困難であった。近年では，早

してきた。開発の範囲は，データ取得から一次診断までを

期に異常を発見し，処置を行って，建物の長寿命化を図る

行うシステム，解析（状態の推定）
， および SHM 情報の

予防保全の実施が求められている。

蓄積・管理を行うシステムである。

このような中，加速度センサなどのセンサ技術を利用し

富士電機の SHM システムの特徴を次に示す。

て，地震や常時微動（ 人が感じることのない 常時発生し
ている微細な揺れ） に対する 応答波形から構造性能を診
断する構造ヘルスモニタリング（SHM：Structure Health

データ取得

Monitoring） の適用が始まってきている。SHM は，こ れ
までは大学や研究機関を中心に研究・開発が行われてき

SHM情報の蓄積・管理

地震発生時一次診断

診断結果の提供

解析（状態の推定）

た。社会資本ストックの増加，大震災やインフラ事故を背
景に，MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）を応
用した低価格な加速度センサや診断技術の進歩に伴い，今
後は，SHM の技術を適用し，構造物の健全性を評価する
診

SHM システムが急速に発展していくと予測されている。

断

富士電機は，加速度を計測する MEMS 応用感振センサ
と，これを用いた 一次診断モニタリング システムを 2012

図

SHM システムの機能構成

年に製品化するとともに，さらなる SHM システムの研
究・開発を進めている。本稿では，建物の SHM システム

〈注 1〉URL: http://www.mita.sd.keio.ac.jp/consortium/index.html
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Recently, studies have come to be increasingly energetically conducted on structure health monitoring (SHM), which involves diagnosis
of the structure performance of buildings based on response waveforms to earthquakes and microtremors. Fuji Electric has commercialized
a vibration sensor that applies micro-electro-mechanical systems (MEMS) and a primary diagnosis monitoring system that makes use of the
sensor. Use of the MEMS-applied vibration sensor instead of a servo acceleration meter allows building of low-cost systems. At present, for
the purpose of practical application of the SHM system, Fuji Electric is conducting research and development for estimating an index (feature
quantity) that represents the soundness of buildings.

特集

ステムの実用化に向け，建物の健全性を表す指標（特徴量）を推定するための解析技術の研究開発を行っている。

MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム

⒜

低価格センサにより多点計測が可能である。

⒝

地震発生後，即座に建物の健全性の診断結果を提供

ユーザ建物 n
ユーザ建物 2

することが可能である。
⒞

ユーザ建物 1

ビル管理システムなど
インフォメー
ションモニタ
SHM
センサ
サーバ
（傾斜，
（ローカル
風速など）
設置）
感振
記録器

加速度以外のアナログデータを収集し，診断に用い
ることが可能である。

⑴

一次診断モニタリングシステム
戸田建設 株式会社 と共同で一次診断モニタリングシス

テムを開発し，商品化した。図

各建物の
SHM システム

ルータ

感振センサ PoE HUB

に，一次診断モニタリン

グシステム の 構成例を示す。このシステムは，感振セン

インターネット

サ，感振記録器，インフォメーションモニタおよびこれら
を接続する LAN から構成される。SHM における解析には，

ローカル震度・地震
情報
安全情報（一次診断）
上記に加えて
詳細診断結果
診断履歴情報

時刻が同期したデータが必要である。センサ間で高精度な
時刻同期を行うため，感振記録器は，感振センサに高精度

特集

な時刻を配信するとともに，簡易診断サーバとして，感振
センサで計測される加速度データを収集し，リアルタイム

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

外部データ
ベース
（気象デー
SHM
タなど）
サーバ

上記に加えて
解析結果・解析支援
診断結果・診断支援

エンドユーザ（地域住
民）
居住者
テナント
ユーザ（管理者）
管理会社
オーナー
ユーザ（建築会社など）
設計・診断部門
研究開発部門

に建物震度，変位の計算を行う。これらの計算結果を基に，
安全・安心のための建物震度，推定される建物健全性に関
する情報をインフォメーションモニタに表示する。
⑵

図

クラウド型 SHM システムの構成例

富士電機の SHM システム
慶應義塾大学が開発した SHM システムを基に，感振セ

ンサや感振記録器を用い て，さらに 適用範囲を拡大する
ことが可能な SHM システムを開発中である。このシステ
ムは， 感振センサからの加速度（デジタルデータ） 以外
に，傾斜，風向風速，温度などのアナログデータを，時刻
に同期させて収集することにより，構造物の多方面からの
診断・評価が可能である。これらのデータは，感振記録器
に収集し，ローカルに設置される SHM サーバで高度な診
断・評価が可能 である。また，図

に示すように，SHM

サーバをデータセンターなどに設置したクラウド型のサー
ビスにすることで，より安価に多くの利用者に安全・安心
のための情報や効果的なメンテナンス情報を提供すること
ができる。
＊戸田建設株式会社と共同開発

図

インフォメーションモニタの画面例

診断対象の建築物
感振センサ

インフォメーションモニタ

2.2

⑴

機能・サービス

一次診断サービス

建物内で計測したデータを用いて診断を行い，地震発生
エレ
ベータ

直後にインフォメーションモニタや放送などにより，建物
の健全性を判断するための建物診断情報を提供する。図
に，インフォメーションモニタの画面例を示す。
解析（状態の推定）
・蓄積管理サービス

⑵

計測されたデータからのノイズ除去，メタ情報の付加を
行い，対象構造物の健全性を表す指標（特徴量）を推定す
る。また， 構造物の維持・管理のために，計測値， 解析
（状態の推定）結果，診断結果などを適切に管理し，利用
者に可視化して提供する。
PoE HUB

感振記録器
UPS
（簡易診断サーバ）

2.3
図

一次診断モニタリングシステムの構成例
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適用例

コンソーシアムの取組みとして，これまでに都内のマン

MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム

ションに SHM システムを設置し，試験運用を行ってきた。

であることが検証できた。

建物内に 3 台の感振センサ と，感振センサで計測した
データを一時記録する感振記録器を設置し，常時微動 や

構造ヘルスモニタリングシステムの要素技術

地震時に計測したデータを慶應義塾大学に設置している
SHM サーバにインターネットで送信している。このデー

3.1

タ と 解析結果は，Web 画面 で 提供される。 加速度データ
の表示例を図
図

感振センサ

に，仕様を表 1 に示す。感振セ

感振センサの外観を図

に，パワースペクトル解析結果の表示例を

ンサには，SHM システムに必要な常時微動計測ができる

試験運用を行ったマンションには，高価格な従来のサー

持つ静電容量式の MEMS 3 軸加速度センサおよび周辺回

に示す。

ボ式加速度計を用いた SHM システムを同時に設置してい

ように，独自に開発した低周波数・低加速度領域の感度を
路を搭載している。
感振センサの接続例を図

る。試験運用の結果，感振センサのデータは，サーボ式加
速度計のデータと同等であることを確認した。これにより，

に示す。感振センサは，PoE

〈注 2〉

HuB を介して PC に接続され，最大 24 台が接続可能であ

低価格な感振センサを用いた SHM システムの構築が可能

特集

9

60

113
90
単位：mm

図

図

感振センサ

表

感振センサの仕様

加速度データの表示例

項

目

仕

検出方向（軸数）

±2,000 Gal＊

測定範囲
分解能

X, Y軸：0.02 Gal，Z軸：0.07 Gal

周波数範囲

0.1〜50 Hz

サンプリング周波数

200 Hz（100 Hzにも設定可）

時刻同期
電

様

3成分（X, Y, Z 3軸）

1 ms以内

源

PoE供給：48 V，4 W

＊：Galは加速度の単位で1 Gal = 0.01 m/s²

PC

最大 24 台
接続可能

GPS
アンテナ
PoE HUB

NTPサーバ

図

感振センサ

感振センサの接続例

〈注 2〉PoE HUB：Ethernet の通信ケーブルを利用して電力供給可

図

パワースペクトル解析結果の表示例

能なハブ
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MEMS 3 軸加速度センサ
9

MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム

る。感振センサからは X，Y，Z 軸の加速度データが時刻
設備アンカーなどの
損傷可能性ライン

には時刻 が 同期したデータが必要であるため，NTP プロ
トコルなどを用いて，感振センサ 間の同期誤差を±1 ms

21

21

16

16

数

以内としている。感振センサは，あらかじめ IP アドレス

建築構造躯体の
損傷可能性ライン

数

データとともに送信される。SHM システムにおける解析

で起動して通信を開始するので，設置時にはその他の設定

11

階

階

を設定しておけば，LAN ケーブルを接続するだけで自動

11

6

6

作業は不要である。
1
0

3.2

解析技術

200

400

1
600（Gal） 1/1000

（a）最大加速度分布

1/100（rad）

（b）最大層間変形角分布

SHM システムにおいて，対象構造物の健全性を診断・
評価するために診断の目的に応じた指標を推定する必要が

図

一次診断における最大加速度と最大層間変形角の推定例

ある。一次診断および解析（状態の推定）において，セン

特集

サ計測値から診断指標の値を推定するため，さまざまな解

から優先して被害調査を行うなどの意思決定に有用な情報

に，SHM システムで用いられ

となる。なお，これらのしきい値については，対象建物ご

析技術が必要となる。表

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

る診断指標の例と計測に用いる代表的なセンサを示す。

とに構造設計情報などを考慮して設定する。

⑴

⑵

一次診断を実現する解析技術
一次診断では，地震発生直後に建物の健全性を評価する

状態の推定のための解析技術
計測した加速度データを用いて，固有振動数，モードな
⑵,⑶,⑷

ため，健全性指標として全ての階の最大加速度および最大

どの振動特性を求め，その変化から建物の状態を推定する。

層間変形角を推定する。ここで，最大層間変形角は加速度

建物の状態を推定するためには，測定対象に最も適合した

データを 2 回積分することによって求める。このとき，積

物理モデルまたは数学モデルを構築する。一般に，入出力

分処理を安定させるため，さまざまなデータの前処理と周

データから対象システム（この場合，対象建物）を表現す

波数領域での積分処理を行う。また，対象建物のモード

るモデルの次数やパラメータなどを正しく決めることをシ

（固有振動数で振動するときの振幅形状）情報を用いてセ

ステム同定と い う。SHM システムでは，例えば 1 階の加

⑸

ンサ非設置階の加速度応答を推定することにより，全階の

速度を入力とし，上層階の加速度を出力としてシステム同

に推定結果の例を示す。この

定を行い，モデル構造の決定およびモデルのパラメータを

ような解析を行うことにより，全階に感振センサを設置す

推定する。次に，これらの推定結果から対象建物の振動特

ることなく数台の感振センサだけで診断が可能になる。

性を推定する。

健全性指標を推定する。図

健全性指標である最大加速度がしきい値を超えると，什
器（じゅうき）や備品などが動くことによる室内の被害，

診断においては，例えば推定した固有振動数の変化（低
下）により建物の健全性を評価することができる。

および設備配管類やアンカーなどに被害の可能性が考えら

なお，前述したシステム同定では，設定するモデル次数

れる。また，最大層間変形角がしきい値を超えると，構造

や同定に用いるデータの質により同定精度が変動する。そ

躯体（くたい）の健全性が損なわれる可能性が考えられる。

こで，モデル次数や同定に用いるデータ処理パラメータな

これらの情報は，最大加速度や最大層間変形角の大きい階

どを決定変数とし，同定精度を評価関数とした最適化アル
ゴリズムを適用することにより，これらのパラメータを自

⑴

表

SHM システムで用いられる診断指標と代表的センサ

診断対象

診断指標の例

計測に用いる代表的なセンサ

全体レベル

１次モード振動数の低下

全体で1 〜数個の加速度センサ

各次モード振動数の低下

複数の層に加速度センサ

モード形状の局部的な
傾斜の増大

複数の層に加速度センサ

層剛性の低下

複数の層に加速度センサ
（各層の質量，層間変位計）

最大層間変形角の
しきい値超過

複数の層に加速度センサ
（各層の質量，層間変位計）

挟み込みの振動数

３個の加速度センサ

層＊レベル

前述した最適化アルゴリズムと組み合わせることで，より
実用的な状態推定を可能としている。

あとがき
本稿では，MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルス
モニタリングシステムについて述べた。
富士電機は，地震発生直後に健全性を診断し，その後の
意思決定に活用できる情報を提供する一次診断モニタリン

複数の層に加速度センサ

その他

複数の層に加速度センサ

ねじれモード

対象層に２個以上の
加速度センサ

門家が診断するために必要な解析結果などの情報を適切に

AEセンサ，ひずみゲージほか

提供するシステムを構築していく。今後は，システムに蓄

その他

グシステムを商品化してきた。さらに，SHM システムの
実用化に向けた研究開発を行っている。まずは，構造の専

積した実測データに基づく健全性指標を確立し，診断の自

＊層：建物の階層
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調整できるよう対話型のインターフェースとするとともに，

最大変形，累積変形，
累積エネルギー

部材レベル

富士電機技報

動で決定する。また，ユーザがこれらの同定パラメータを

2014 vol.87 no.1

MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム

動化を目指すとともに，橋梁やトンネルなど社会インフラ
へ適用範囲を広げ，社会の安全・安心に貢献していく所存
である。

研究室. 2012年3月.
足立修一. システム同定の基礎. 東京電機大学出版局, 2009,

⑸

256p.

SHM システムの構築に当たり，慶應義塾大学理工学部
三田教授に助言およびご指導をいただいた。また，戸田建
設株式会社殿をはじめ，コンソーシアムのメンバー企業に
も多くのご指導をいただいた。ここに謝意を表する。

坂上

智

計測機器の設計 ･ 開発に従事。現在，富士電機株
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クランプ式無線電力センサ「FeMIEL-SC」
「FeMIELWL」によるエネルギーの見える化
Visualization of Energy by “FeMIEL-SC” and “FeMIEL-WL” Clamp-on Wireless Power Sensors
東輝 XIANG Donghui

項

太田

英樹 OTA Hideki

中野

年康 NAKANO Toshiyasu

EMS の基本機能として，電力をはじめとするエネルギーの計測による見える化が必要である。計測機器の低価格化や選
択肢の多様化が進んでいるが，計測箇所が離れている場合，設置・配線工事費が増大し，電力計測システムの導入を阻む要
因となっている。そこで，CT をクランプ式にし，無線通信を使用することで工事費の低減を図るクランプ式無線電力セン
「FeMIEL-WL」を開発し，発売した。汎用無線 LAN と周波数帯が異なる 920 MHz 特定小電力無線の
サ「FeMIEL-SC」

特集

採用と，通信エラーによる欠測を回避する連送機能により，フィールドテストでシステムの安定性を実証した。

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

As a basic function of EMS, visualization of energy including electric power by measurement is necessary. While measuring equipment
prices are falling and options are becoming increasingly diversiﬁed, the installation and wiring costs increase when points of measurement are
distant, and this is a factor hindering the introduction of power measurement systems. To address this issue, Fuji Electric has developed and
released clamp-on wireless power sensors“FeMIEL-SC”and“FeMIEL-WL”that help to reduce work cost by using wireless communication.
Stabilization of the system, which has adopted 920 MHz-band speciﬁed low-power radio waves with a frequency band diﬀerent from that of
general-purpose wireless LAN and the successive transmission function to avoid missed measurement due to communication errors, has been
demonstrated by ﬁeld testing.

⑴, ⑵,⑶

運用を実現している。

まえがき

EMS には基本機能として，電力をはじめとするエネル
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（ 省エネ
法 ） の改正やエネルギーマネジメントに関する国際規格

ギーの計測による見える化が必要である。富士電機の一般
需要家向けの主な電力計測機器を表 1 に示す。

（ISO50001）などの制定に加え，東日本大震災の影響によ

1 回路電力計測，多回路電力計測，電力以外のアナログ

る エネルギー 供給 の逼迫（ひっぱく）やエネルギーコス

計測など，計測点数，計測場所など顧客のニーズに応じて，

トの上昇が起きている。このことから，日本では，エネル

電力計測機器をラインアップしている。

ギー消費の低減や，電力需要のピーク時における系統電力
の使用の低減などの要求が厳しくなってきている。

一方，電力計測システムの構築に当たって，計測機器の
低価格化が進んでいるとはいえ，計測箇所が離れている場

富士電機は，長年の計測・制御・情報の技術を生かし，

合，設置・配線工事費が大きな割合を占め，システムの導

エネルギーに関するさまざまな課題を解決するエネルギー

入を阻む大きな要因となっている。また，現場の操業を続

⑴

マネジメントシステム（EMS）を開発し，提供してきた。
EMS は，エネルギーに関する情報をはじめ，対象とす

ける必要がある場合には，停電することができずに設置工
事ができないことにしばしば直面する。

る地域，施設，設備のさまざまな情報を収集し，エネル

このような課題を解決するために，クランプ式無線電力

ギーの見える化，分析，予測，最適計画，最適制御などの

「FeMIEL-WL」 を 開 発 し， 発 売
セ ン サ「FeMIEL-SC」

機能により，省エネルギー（省エネ）やエネルギーの最適

した。本稿では，FeMIEL-SC と FeMIEL-WL による電

⑷

表

一般需要家向けの主な電力計測機器

製品名

外

観

特

徴

FeMIEL

Power SATELITE II

F-MPC04E

F-MPC04P

FeMIEL-SC・FeMIEL-WL

マルチ計測

マルチ計測（GPS同時計測）

電力1点計測

電力8点計測

クランプ式無線電力計測

＊1

計測対象

電力諸量 ，アナログ量，
パルス積算

電力諸量，アナログ量，
パルス積算

電力諸量

電力諸量

電力，電力量，電流

計測数

電力1,
アナログ1（DO付き）
，
パルス1点

電力7点（単相時）
もしくは
アナログ＋パルス計8点

電力1点

電力8点

子局：電力1点
受信機：電力31点

通信機能

RS-485，Ethernet

RS-485，RS-232C，
Ethernet

RS-485

RS-485

920 MHz特定小電力無線
IEEE802.15.4g準用

CFカード

SDカード

−

内蔵メモリ

メモリ

＊2

内蔵メモリ

＊1 電力諸量：電力量，電圧，電流，有効電力，無効電力，力率
＊2 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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クライアント PC
（Web クライ
アント）

初期充電

＊

Ethernet
（100BASE-TX/
10BASE-T）

測定電力
回路

（最大 31 台）
CH2

充電

計測
通信

スリープ

計測
通信

スリープ

（負荷電流が
定格 10% 時）
1分

2

200 ms

1分
間
200 ms

200 ms

1

CT

2

FeMIEL-SC

FeMIEL-SC

CH1

CT

2

計測・通信部
IO
AD1
I/V 変換
AD2
無線通信
DC/DC 無線
VCC

I/V 変換

1

単相計測時

SW

1

R
S
T

充電

計測
通信

時
1

無線通信
（920 MHz）

測定電力
三相３線
単相３線
単相２線

最大 15 分

FeMIEL-WL
（最大 16 台）

CH1

内部電源電圧

上位 PC
（Web サーバ）
（データ収集）

負荷

FeMIEL-WL

整流回路

特集

2

＊Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

子局「FeMIEL-SC」の動作原理

表

子局「FeMIEL-SC」の仕様

クランプ式無線電力計測システムの構成

力計測システムの構成，機能概要およびエネルギー見える
化への適用例について述べる。

クランプ式無線電力センサ
2.1

電力計測システムの構成および機能概要

図 1 にクランプ式無線電力センサによる電力計測システ

項

目

仕

様

寸

法

W55×H91×D32（mm）

質

量

75 g

電流計測

クランプCT（１次定格電流）
5 A，50 A，100 A，250 A，400 A

計測精度

電流計測のみ ±1.0 % F.S.（CT誤差含まず）

通信間隔

1分

ムの構成を示す。 本システムは， 電力を計測するクラン

無線通信方式

920 MHz，20 mW，国内電波法認証取得済
IEEE802.15.4g準用

プ式無線電力センサ FeMIEL-SC（子局）と計測したデー

送信データ

電流 I 1(A)，電流 I 2(A)，I 1＋I 2の合計の積算値

タを受信する無線受信機 FeMIEL-WL（受信機）
，ならび

動作温度，湿度

に電力設備全体の電力の見える化を行う上位 PC にインス

使用雰囲気

トールする見える化ツール「MIEL-Bande」で構成する。

設置方式

0〜50 ℃，30〜90 %RH
腐食性ガスがないこと
ねじ止め，タイラップ止め

クランプ式無線電力センサによる電力計測システムは次
の特徴を持つ。

表

受信機「FeMIEL-WL」の仕様

CT がクランプ式なので停電することなく簡単に取

⒜

り付けることができる。
⒝

無線通信の採用により，通信配線が不要であるため，
線材コスト・配線工事費の削減ができるとともに，操

項

目

仕

寸

法

W176×H113×D58.2（mm）(突起物含まず)

質

量

750g
920 MHz，20 mW，国内電波法認証取得済
IEEE802.15.4g準用

無線通信方式

業を継続したままでの工事が可能である。
⒞

計測電流から電源を取得する自己給電方式により，

Ethernet＊通信

電源配線工事が不要であり，電池を用いていないので
交換・メンテナンスが不要である。

汎用10BASE-T/100BASE-TX
HTTP，FTP(PCとの通信インタフェース)
電流 I 1(A)，電流 I 2(A)，電力 P (kW)，
電力量 P t(kWh)，設定電圧 V (V)，設定力率φ

送信データ
子局接続台数

2.2

⑴

子局「FeMIEL-SC」

子局

最大31台

動作温度，湿度

機器仕様

FeMIEL-SC

は， 電流 計測 チャネルを 二つ 持ち，

クランプ式 CT を計測対象の電力線に接続して使用する。

様

0 〜 50 ℃，30 〜 90%RH

使用雰囲気

腐食性ガスがないこと

設置方式

DINレール，ねじ止め

＊Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

電流を 1 分周期で計測し，受信機に無線で送信する。図
に示すように，クランプ式 CT からの電流を，計測と電源

受信機 FeMIEL-WL は，1 台につき最大 31 台の子局の

のコンデンサへの充電に切り替えながら間欠的に計測する。

計測値を収集する。子局から受信した電流計測値とあらか

これにより低消費電力と電池なしによる駆動を実現してお

じめ受信機に設定した電圧と力率の値を使用して，電力量

り，負荷電流遮断後 3 分間の継続動作を可能としている。
子局の仕様を表
⑵

に示す。

受信機「FeMIEL-WL」

と 瞬時電力を求めている。 受信機は，31 台の子局データ
を内部の不揮発性メモリに 1 週間分蓄積できる。受信機の
仕様を表

に示す。
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図

図

クランプ式無線電力センサ「FeMIEL-SC」
「FeMIEL-WL」によるエネルギーの見える化

FeMIEL-SC

最新計測値（A） A
送信

計測値送信
×

計測値受理未受信
A
計測値は保持

1分後
通信障害で
データ
A〜H
送信エラー
継続

最新計測値（B）と
前回計測値（A）
A B
送信
受信エラー
計測値受理未受信 A B
計測値は保持

7分後

A B C D E F G H

受信エラー
−（受理完了未送信）

グラフ表示
（グループごとのランキング）

計測値送信
データA, B
A B 受理
×
（受理完了）

計測値送信

最新計測値（H）と
過去計測値（A〜G）送信

A B C D E F G H
受理完了

−−−−−−−−
通信成功

グラフ表示（エネルギー使用量）

FeMIEL-WL

データA〜H受理

計測値受理受信で
計測値をクリア
最新計測値（I）送信

I

特集

監視支援表示
（使用状況評価）

図

通信手順

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

図

2.3

見える化ツール「MIEL-Bande」の画面例

のエネルギー使用量の他に生産量を入力し，階層構造に分

無線通信

類したグループ単位や計測点ごとに，エネルギー使用量や

⑴無線通信の仕様
子局と受信機間 の通信に は，920 MHz の 特定小電力 無
線を採用した。920 MHz の無線は汎用の無線 LAN と周波
数帯域が異なるため，干渉による通信エラーが発生しない
という 利点がある。 通信速度は 100 kbits/s である。なお，

コスト，原単位をグラフで表示することが可能である。さ
らに，通信障害時の解析を可能とする全通信ログ記録機能
（メーカー支援用）も備えている。
MIEL-Bande は，有線タイプの従来製品であるコンパ

無線出力は 20 mW であり，通信距離は見通しが良い環境

クトマルチ計測端末「FeMIEL」とも連携でき，無線と有

で 100 m である。

線が混在した電力計測システムを構築できる。この電力計

⑵

測システムは受信機が HTTP や FTP の汎用通信プロトコ

通信障害対策機能
無線通信は通信経路の障害物や障害電波により通信品質

ルを採用しているため， エネルギーコントローラである

が悪くなり，計測値が欠損する恐れがある。通常はリトラ

「Green Terminal」 や上位 の EMS ，他社システムとの連

イによる再送が考えられるが，子局は，消費電力を抑える

⑴

携が容易である。

ため 1 分周期の間欠動作であり，通信手順の増加で消費電
力が増えるという課題があった。そこで，図

に示すよう

適用事例

に子局は計測値送信後，受信機からの受信完了の信号を受
信できない場合，最新の計測値と合わせて，再度その計測
値を送信する。この再送を最大 8 分間繰り返す 8 連送機能

3.1

リネン工場でのフィールドテスト

電力計測システムをリネン工場で，図

に示すように子

を付加し，さらに，子局で電流の積算値を管理することで，

局 7 台，受信機 1 台の構成で設置し，フィールドテストを

最小限の通信手順で通信エラーによる欠測を回避している。

実施した。複数の建屋をまたぐ設置となり，容易に通信配
線を敷設することができないことから無線通信が適してい

2.4

見える化ツール「MIEL-Bande」

る。

見 え る 化 ツ ー ル MIEL-Bande は， 電 力 計 測 シ ス テ ム

子局と受信機との間の最大距離は 60 m 程度である。建

の上位 PC にインストールするものであり， 受信機から

屋およびフロア間の通信であり，障害物も多いことから無

Web を経由して 収集したデータを 画面に 表示 する。主な

線通信の環境としては厳しい状況であったが，無線電波強

機能 を 表

に，グラフ表示例を図

に示す。電力量 など

度としては -80 dBm 以上あれば，問題なく通信できる こ
とが確認できた。これは見通しが良好な環境で 150 m 離

表

見える化ツール「MIEL-Bande」の機能
機

能

グラフ表示

項

目

エネルギー使用量，各計測値，
エネルギーコスト，原単位，ランキング
（過去のデータとの比較表示が可能）

帳票出力

日報，週報，月報，年報

監視支援

エネルギー使用状況評価，
上下限値設定によるエネルギー使用量の監視，
eメールによる管理者通知
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れた距離に相当するレベルである。今回の計測では， .
節で述べた通信障害対策機能の効果もあり，全計測箇所が

欠測なく記録できることを確認した。
図

に計測結果の例を示す。年間データからは，年度末

の 3 月と夏の 8 月の電力使用量が多いことが分かる。月間
データからは休日は平日に比べて電力使用量が少ないこと，
日間データからは昼休み時間中の電力の使用量が減ること
が分かる。

クランプ式無線電力センサ「FeMIEL-SC」
「FeMIEL-WL」によるエネルギーの見える化

1.8

：FeMIEL-WL
：FeMIEL-SC

⑦インバータコンプレッサ
1.6

⑥乾燥機
⑤排気ファン

電力量（kWh)

1.4

受信機設置状況
⑥子局設置状況
A工場
20m

④C 工場

1.2

③脱水機

1.0

②FLA
①連続洗濯機

0.8
0.6
0.4

時

図

13:30

13:25

13:20

13:15

13:10

13:05

13:00

12:55

12:50

12:45

⑥乾燥機
（3F）
-66.03 dBm
⑤排気ファン
（1F）
-78.86 dBm
④C工場
（1F）
②FLA
（1F）
-71.63dBm
-86.61 dBm
B工場

12:40

0

刻

リネン工場での平日昼休みのデータ

コンテナ

特集

②子局設置
状況

0.2
④子局設置状況

12:35

①連続洗濯機
（1F）
-74.02 dBm

受信機
（2F）

12:30

③脱水機
（1F）
-80.80 dBm

C工場

低減につなげることが可能である。

＊

-85.56 dBm

今後は，さらに熱（ガス）や生産量との連携によるデー
タ管理と，具体的な省エネの施策を実施していく予定であ

子局内部
⑦子局設置状況

子局内部

る。

＊：dBm 値は受信機を基準とした各地点の無線電波強度を示す。

3.2
図

リネン工場での子局と受信機の設置状況

食品工場での導入例

電力計測システムを食品工場の排水処理室にあるポンプ
の電力計測管理用に導入した。図

にその構成を示す。排

水処理室と電力管理を行う事務所が駐車場や道路によって
年間データ
⑦インバータ
コンプレッサ
⑥乾燥機
⑤排気ファン
④C 工場
③脱水機
②FLA
①連続洗濯機

隔てられているため無線通信が必須であった。しかし，通

FeMIEL-SC

無線経路
月間データ

排水処理室

排水処理盤
CT

FeMIEL-WL
事務所

4.5 m

エンジニア
リング室

2.75 m

2.5 m

三相
200 V

LAN
AC
100 V

30 m
日間データ

図

食品工場排水処理室の電力計測システムの構成

70
60

モータ変更

： 1

： 2

運用見直し

リネン工場での計測結果の例

50
電流（A）

図

設置

本工場では，就業時間外は基本的に設備の電源を落とし
ており，必要設備以外は停止するなど省エネに配慮してい
ることが分かる。さらに，昼休みや休日，終業時間直後の

40
30
20

設備停止が推進できることも分かった。
図

10

に平日昼休みの時間帯の電力負荷状況を示す。連続

洗濯機と脱水機が稼動中のため，電力消費が発生している

0
6/5

が，インバータコンプレッサも昼休みの前半に稼動して電

6/7

6/9 6/11 6/13 6/15 6/17 6/19 6/21 6/23 6/25 6/27

（月／日）

力負荷の大きな割合を占めている。設備の運用を見直すこ
とにより，不要な電力消費が避けられ，消費エネルギーの

図

食品工場排水処理室の電力計測結果の例
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⑦インバータ
コンプレッサ
＊
-85.56 dBm

クランプ式無線電力センサ「FeMIEL-SC」
「FeMIEL-WL」によるエネルギーの見える化

行する運搬用の大型トラックにより，無線通信に障害が生
じる可能性があった。
電力計測結果の例を図

の現状と展望. 富士電機技報. 2013, vol.86, no.3, p.160-165.
⑵

マネジメントソリューション. 富士時報. 2011, vol.84, no.4,

に示す。システム設置後，一過

p.234-238.

性の通信エラーが発生する中で，欠測なく正常に計測・記
録できることを確認した。評価期間中に，ポンプモータを

東谷直紀ほか. 省エネルギー活動を支援するエネルギー

⑶

川村雄ほか. 総合EMSプラットフォームによる最適運用計

高効率タイプのものに切り替えて実施し，その効果も把握

画機能構築フレームワーク. 富士電機技報. 2013, vol.86, no.3,

できた。

p.197-201.
⑷

あとがき
「FeMIELクランプ式無線電力センサ「FeMIEL-SC」
WL」と，それを用いた電力計測システムについて述べた。
設置の容易性から導入コストの大幅な削減が期待でき，ま

高野功ほか.“クランプ式無線電力センサ”
. 2013年電気設
備学会全国大会予稿集. B-24. p.107-108.

項

東輝

製造管理 ･ エネルギー管理システムの企画 ･ 開
発 ･ 技術取りまとめに従事。現在，富士電機株式

特集

会社産業インフラ事業本部機電システム事業部ス

た，フィールドテストで電力計測システムの安定性も実証

マートファクトリー技術部担当課長。工学博士。

できたことで，お客さまから良い評価を得ている。

計測自動制御学会会員，電気学会会員。

産業・社会に貢献する計測・制御ソリューション

現在，クランプ式無線電力センサに電圧計測要素を取り
込んだ高精度型電力計測機器およびメッシュ無線対応の無
線中継局を開発しており，ラインアップの拡充，無線通信
距離の延長および通信品質の向上に取り組んでいる。
今後も，エネルギー見える化システムをはじめ，ニーズ

太田

英樹

電力 ･ エネルギー計測機器およびシステムの開発
に従事。現在，富士電機株式会社産業インフラ事
業本部東京事業所機器生産センター電力システム
プロジェクト部課長。電気学会会員。

に合わせてさまざまな EMS を提供し，お客さまの省エネ
ルギー活動やエネルギーの最適運用に貢献していく所存で

中野

ある。

年康

電力 ･ エネルギー計測機器およびシステムの開発
に従事。現在，富士電機株式会社産業インフラ事

参考文献
⑴

業本部東京事業所機器生産センター電力システム

白川正広ほか. エネルギーマネジメントシステム（EMS）
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プロジェクト部課長補佐。

普通
論文

データセンター向け間接外気活用省エネルギーハイブ
リッド空調機「F-COOL NEO」
Indirect External Air Cooling Type Energy-Saving Hybrid Air Conditioner for Data Centers,
“F-COOL NEO”
大賀

俊輔 OGA Shunsuke

高松

武史 TAKAMATU Takeshi

高橋

正樹 TAKAHASHI Masaki

サーバの高性能・高密度化により発熱量が飛躍的に増加しているデータセンターの空調機を省エネルギー化するため，自
然エネルギーである外気の冷熱を用いたシステムの導入が進められている。富士電機は，外気に含まれるじんあいや腐食性
物質などの影響を受けにくい間接方式の外気冷房（間接外気冷房）と，蒸気圧縮式の冷凍冷房を組み合わせたハイブリッド
空調機「F-COOL NEO」を開発した。F-COOL NEO は，外気温度と冷房負荷に応じて，両者の運転割合を自動で制御す
る。評価の結果，年間を通じた消費電力量が一般の空調機と比較して約 1/3 となる高い効率を達成できることを確認した。

まえがき

表

「F-COOL NEO」の仕様
仕
項

近年，データセンターに使用されるサーバは，高性能・

FCA-25

高密度化により発熱量が飛躍的に増加している。サーバの
発熱は空調機により冷却する方式が一般的であり，年間を
通じた冷却負荷が発生する。空調機を省エネルギー（省エ
ネ）化するため，自然エネルギーである外気の冷熱を用い
た外気冷房の導入が進められている。外気冷房には冷熱源

FCA-40

間接外気冷房（不凍液）＋
圧縮冷凍冷房（R410A）

冷房方式
定格冷房能力

25 kW

40 kW

定格給気風量

7,450 m3/h
（制御範囲：2,500〜
10,000）

8,500 m3/h
（制御範囲：2,500〜
12,000）

である外気を直接取り込む直接方式と，熱交換器を介して

設定給気温度

外気の冷熱のみを取り込む間接方式に分けられる。富士電

給気温度精度

機は，外気に含まれる水分やじんあい，腐食性物質の影響

様

目

外形寸法

を受けにくい間接方式の外気冷房（間接外気冷房）と，蒸

18 〜 35 ℃
±1 K
W1,200×D2,000×
H2,500（mm）

W1,200×D2,000×
H2,700（mm）

気圧縮式の冷凍冷房とを組み合わせたハイブリッド空調機
「F-COOL NEO」を開発した。
排気

外気ユニット

F-COOL NEO は，季節や昼夜で変化する外気温度と冷

内気ユニット
顕熱交換器
蒸発器

房負荷に応じて，外気冷房と冷凍冷房の運転割合を最も省
エネとなるように年間を通じて自動制御することで，年間

還気

外気

の消費電力量が一般の空調機と比較して，約 1/3 となる高

ファン
給気

い効率を達成できる。
⑴

顕熱交換器

特徴と構成

凝縮器

ファン
ポンプ

F-COOL NEO の仕様を 表 1 に示す。定格冷房能力は

圧縮機

膨張弁

25 kW と 40 kW の 2 機種がある。
起動時や設定変更時を除いて，設定に対して±1 K の精
度で 18〜35 ℃の範囲の給気（吹出し）が可能である。ま

図

「F-COOL NEO」の構成

3

た，給気風量は 25 kW 機で 2,500〜10,000 m /h，40 kW 機
で 2,500〜12,000 m3/h に設定できる。なお，温度制御幅が

F-COOL NEO の構成を図 1 に示す。F-COOL NEO は

従来の±2 K よりも高精度で制御できる分，上限値を定め

室内・室外機一体型であり，間接外気冷房機と冷凍冷房機

てこれを超えないようにする場合，温度を高めに設定でき

を内蔵する。サーバ側空気（内気）と冷熱源である室外の

るので省エネが図れる。

空気（外気）は装置内部で隔離され，空気の通流はない。
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To improve the energy eﬃciency of air conditioners in data centers, in which heat generation is dramatically increasing due to improved
performance and higher-density of servers, systems that make use of outside air cold, which is natural energy, are being adopted. Fuji
Electric has developed a hybrid air conditioner“F-COOL NEO”combining indirect external air cooling, which is less susceptible to the eﬀect
of dust and corrosive substances contained in external air, and vapor compression refrigeration cooling. F-COOL NEO automatically controls
the operation ratio of the two types of cooling according to external air temperature and a cooling load. As a result of evaluation, it has been
veriﬁed that high eﬃciency can be attained of the amount of power consumption throughout the year approximately 1/3 that of general air
conditioners.

データセンター向け間接外気活用省エネルギーハイブリッド空調機「F-COOL NEO」

間接外気冷房機は，内気ユニットと外気ユニットにそれ

⑶

ぞれ顕熱交換器を設け，ブライン冷媒（不凍液）をポンプ
で循環して外気冷熱を輸送する。

冷凍冷房機単独運転モード
外気温度が還気温度以上となり，間接外気による冷房能

力が得られない条件では，冷凍冷房機単独で運転する。

冷凍冷房機は，外気温度が高く外気冷房では能力が不足

冷房負荷と外気温度に応じて，前述⑴⑵⑶の運転モード

する場合に運転して給気温度を維持する。この冷凍冷房機

のいずれかを自動で選択するが，モード移行時に機器の制

は，内気ユニットに蒸発器を，外気ユニットに凝縮器，圧

御が不連続となり給気温度が変動しないように，各運転

縮機および膨張弁を設けたものである。また，冷媒には

モード内には制御方法の異なる複数のサブモードを設けた。

R410A を使用している。

省エネルギー性の評価

⑵

省エネルギーを実現するための運転制御
4.1

間接外気冷房は圧縮機を使わず，ポンプとファンの動力
で冷房するため高効率である。ただし，冷房能力は外気温

試験装置

F-COOL

NEO の特性評価は，図

に示す試験装置で実

施した。
内気側は，サーバ室内に設置したサーバラック内の模

度に依存するため，外気温度が高くなると能力は低下する。

擬負荷（ヒータ）により発熱量を制御し，サーバ室の還

が，圧縮機を運転することで効率が低下する。そこで，効

気を F-COOL NEO とエアハンドリングユニットへ送る。

率の低下を極力抑えた省エネ運転とするため，運転条件に

F-COOL NEO の前後には温湿度計と圧力計をそれぞれ設

応じて複数の運転モードを備え，その中から適切なモード

けている。また，F-COOL NEO の上流にファンと流量計

を選択して切り替え，外気冷房を最大限利用するように自

を設け，機外静圧を一定に保って還気流量を制御する。
外気側は，エアハンドリングユニットとヒータで模擬

動制御を行う。
に，間接外気冷房と冷凍冷房の能力分担の模式図を

的に年間を通した外気状態を作り出し，これを F-COOL

示す。横軸は，還気温度が外気温度と同じときに外気冷房

NEO へ送る。内気側と同様に F-COOL NEO の前後には

能力が 0 となるよう規格化された外気温度である。つまり，

温湿度計と圧力計をそれぞれ設けている。また，F-COOL

還気と外気の温度差が小さくなるほど外気冷房の能力限界

NEO の上流に流量計を設け，外気用エアハンドリングユ

は低下する。そこで外気温度によらず冷房能力を維持する

ニットの流量を調整することで機外静圧を一定に保ち，模

ために大きく分けて次の三つのモードで運転を行う。

擬外気流量を制御する。

図

⑴

消費電力は F-COOL NEO の電源端子に電力計を接続

間接外気冷房機単独運転モード

間接外気冷房機の能力が冷房負荷に対して十分な場合は，
⑵

して測定し，冷房能力は内気側入出口の空気温湿度と流量
から算出する。

間接外気冷房機単独で運転する。
間接外気冷房・冷凍冷房機併用運転モード

間接外気冷房機の能力が冷房負荷より下回る場合は，不
足分を冷凍冷房機が補う。ただし，F-COOL

4.2

NEO の冷凍

外気冷房特性

外気冷房単独の冷房能力を，還気温度，給気風量および
に示

冷房機は最低能力以下の冷房能力制御機構を持たないため，

外気風量のいずれも一定の条件で測定した結果を図

冷房負荷が過剰にならないように間接外気冷房機の能力を

す。同等の評価装置における顕熱交換器単体の測定結果を

調整する。

併せて示す。
還気温度が一定の条件では，外気温度に応じて冷房能力
は直線的に変化し，外気温度の上昇で冷房能力は低下する。

間接外気冷房機
単独運転

間接外気冷房・
冷凍冷房機併用運転

冷凍冷房機
単独運転

そのため，外気温度が高く外気冷房能力が低いときに定格
冷房能力を維持するには冷凍冷房機で能力を補助する必要

間接外気冷房の能力限界
外気

必要冷房能力

冷房能力

普通論文

間接外気冷房機で能力が不足する場合は冷凍冷房機で補う

F

最低冷凍能力
TH

TH

P

P

ヒータ
冷凍冷房

P

P

TH

TH

模擬外気

0

エアハンドリング
ユニット

0
規格化された外気温度
（外気温度−還気温度）

間接外気冷房と冷凍冷房の能力分担の模式図
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ホットエリア

F

間接外気冷房

図

サーバ室

還気

排気

P

図

：圧力計

TH

試験装置

コールドエリア

給気

模擬負荷
エアハンドリング
ユニット
（ヒータ）

F-COOL NEO

：温湿度計

F

：流量計

データセンター向け間接外気活用省エネルギーハイブリッド空調機「F-COOL NEO」

程度である。中間温度帯では併用運転となり，消費電力も
50

間接外気冷房機単独運転と冷凍冷房機単独運転の中間で，

空調機（外気冷房単独）
顕熱交換器単体

外気冷房の効果が得られている。また，消費電力と COP
の計算結果は，実測とほぼ一致した。

40

冷房能力（kW）

模擬データセンターでの連続運転評価
30

5.1

評価装置

評価装置としてモジュール型の模擬データセンターと
20

F-COOL NEO を組み合わせて設置し，半屋外環境で連
。発熱源を模擬データセンター内
続運転を行った（図 ）
部に設けた模擬負荷（ヒータ）により制御し，全熱量を

10

F-COOL NEO で冷房している。

条件：
還気温度：37 ℃
風量：7,450 m3/h

5.2

0
0

10

20
外気温度（℃）

30

40

運転モード切換評価

間接外気冷房機単独運転と間接外気冷房・冷凍冷房機併

外気冷房特性

に示すとおり冷房能力の分担が不連

続となるため，機器の制御方法を変更するサブモードを設
けることで円滑に能力分担を変化させている。図

がある。

に，定

格負荷における間接外気冷房機単独運転から併用運転への
移行推移を示す。外気温度が上昇し，併用運転モードへの

4.3

外気温度依存性

移行条件が成立すると圧縮機が起動し，同時にポンプ回転

模擬外気を用い，外気温度を変化させて特性を測定した。
定格冷房能力の 25 kW で運転して装置全体の消費電力を

数で冷房能力を制御する。給気温度は移行後の約 15 分間
わずかに乱れるが，精度は 1 K 以内を維持している。

測定し，式⑴により成績係数（COP）を算出した。
COP =

図

冷房能力

………………………………… ⑴

装置消費電力

冷房能力：内気側入出口エンタルピー差から算出
装置消費電力：装置消費電力は 15 分平均値
図

に，定格負荷における併用運転から間接外気冷房機

単独運転への移行推移を示す。外気温度が下降し，間接外気
冷房機単独運転モードへの移行条件が成立すると，ポンプ
回転数を制御し，次いで圧縮機を停止し，同時に外気ファ
ンの回転数で冷房能力を制御する。給気温度は移行後の約
10 分間わずかに乱れるが，精度は 1 K 以内を維持している。

に消費電力と COP の計算結果と実測結果を示す。

移行時の消費電力変化と 1 分ごとの計算値を図 ，図

19 ℃以下では間接外気冷房機による単独運転となり，消

に示す。実測と計算はほぼ一致し，時系列変化においても

費電力は 37 ℃以上の冷凍冷房機による単独運転時の 1/5

計算方法は有効と考えられる。

30

30
条件：冷房負荷：25 kW
給気：27 ℃
（乾球）, 21 ℃
（湿球）
風量：7,450 m3/h

間接外気冷房・ 冷凍冷房機
冷凍冷房機併用運転 単独運転

モジュール型
模擬データセンター

20

20
COP（計算）

COP

消費電力（kW）

間接外気冷房機
単独運転

COP（実測）

10

10
消費電力（計算）
消費電力
（実測）

0

0
0

図

10

20
30
外気温度（℃）

40

消費電力と COP の計算結果と実測結果（FCA-25）

F-COOL NEO

図

評価装置
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用運転の切換は，図
図

データセンター向け間接外気活用省エネルギーハイブリッド空調機「F-COOL NEO」

間接外気冷房機
単独運転

30
還気温度

40
還気温度

温度（℃）

温度（℃）

40

50

間接外気冷房・冷凍冷房機
併用運転

30
給気温度
20

外気温度

20

30
給気温度

20
10

ポンプ回転数
100

10
外気ファン回転数
消費電力（実測）

圧縮機回転数

0

30

60

消費電力（kW）

回転数（%）

10

0

10

消費電力（計算）

外気温度

消費電力（kW）

50

消費電力（計算）
0
90

0
8:00

消費電力（実測）

14:00

20:00
時刻

0
8:00

2:00

図

夏季 1 日の定格負荷運転時の消費電力

表

消費電力と COP

時間（分）

運転モード切換（間接外気冷房機単独運転→併用運転）

普通論文

日運転
（2009 年夏季，
東京）

50
間接外気冷房・冷凍
冷房機併用運転

温度（℃）

40

年間運転
（2009 年，東京）

間接外気冷房機単独運転

熱負荷（GJ）

消費電力

COP

実

測

2.20

117（kWh/日）

5.2

計

算

2.16

126（kWh/日）

4.8

788

21,009
（kWh/年）

10.4

計

算

還気温度
30
給気温度

40

20
外気温度

30

30
外気温度
（2009年，東京）

10
外気ファン回転数
消費電力（計算）

ポンプ回転数
0

圧縮機回転数
0

30

60

温度（℃）

100

消費電力（kW）

回転数（%）

10

10

積算消費電力
（計算）

0

消費電力（実測）
0
90

10
消費電力（計算）

-10
-20
1/1

時間（分）

図

20

20

4/2

7/2
（月／日）

10/1

0
12/31

消費電力（kW）
積算消費電力（×1,000 kWh）

図

運転モード切換（併用運転→間接外気冷房機単独運転）
図10

2009 年の定格負荷運転時の消費電力

この値は，一般の電算用パッケージ空調機の年間 COP

年間効率評価

が 3〜4 で あ る こ と に 比 較 し て か な り 大 き い。F-COOL
6.1

NEO を用いれば，年間を通じた消費電力量が，約 1/3 に

消費電力測定

模擬データセンターにおける夏季 1 日の定格負荷運転時
の推移を図

抑えられることを確認した。

に示す。1 日の外気温度の変化で消費電力は

変動するが，給気温度は一定に保っている。また，時間ご

モジュール型データセンターへの適用

との外気温度から推算した消費電力は実測と傾向が一致し
た。表

に消費電力の実測値と推算値の比較を示す。1 日

の消費電力量の実測値は推算値とほぼ一致した。

データセンターの構築においては，初期投資の抑制，早
期稼動，省エネおよび拡張性の面でモジュールの考え方が
キーポイントとなる。富士電機は，建屋，空調，電源など

6.2

を標準化して段階的な構築による投資負担の軽減と短工

年間効率推定

気象庁東京観測所における 2009 年 1 時間ごとの気象

期（3 か月）を実現するために，
“ビルトイン・ブロック

データを用いた年間消費電力の計算結果を図 0 に示す。

方式”のモジュール型データセンターを開発し，商品化し

に示す。東

ている。このモジュールは，サーバブロック，UPS ブロッ

また，年間 COP を式⑵で計算した結果を表
京地区の年間 COP は 10.4 であった。
年間 COP =
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ク，受電ブロックおよび自家発電ブロックから構成してい
る。サーバブロックと UPS ブロックを図

………………………… ⑵

に示す。サー

バブロックは，富士電機がコンビニエンスストアの建築に
使用しているプレハブ型建材「エコロパネル」を採用し

データセンター向け間接外気活用省エネルギーハイブリッド空調機「F-COOL NEO」

たサーバラック収納建屋，バスダクトによるサーバラック

段階的に増設することで，投資の最適化を図ることができ

への配電設備，ならびにサーバ負荷を冷却する F-COOL

る。基本モジュールを 4 組配置したデータセンターの鳥瞰

NEO で構成する。この基本ブロックは，サーバラックを

（ちょうかん）図を図 2 に示す。

80 台収容でき，高断熱，高耐震性（980 Gal）を備えている。
F-COOL NEO は建屋外周面に配置して，サーバラックへ

あとがき

の冷却給気を建屋内壁面より吹き出させ，サーバラックで
温められた空気を天井裏から F-COOL NEO へ還気する。

自然エネルギーを活用する間接外気冷房機と蒸気圧縮

UPS ブロックは効率 97% の富士電機製 UPS「UPS7000HX」

式の冷凍冷房機とを組み合わせたハイブリッド空調機

を採用して電源設備の高効率化を図っている。また，基本

「F-COOL NEO」について述べた。本空調機は，データ

モジュールの監視・操作はデータセンターエネルギーマネ

センターだけでなく，年間を通じて清浄な空気での冷房空

ジメントシステム「F-DMS」により行い，運用の省力化，

調が必要な精密加工分野や食品・薬品分野に適した空調機

遠隔化を図っている。これらのモジュールを需要に応じて

である。
今後は，冷房負荷の変動に対する最適運転制御などによ
り，さらなる省エネルギー化に取り組んでいきたい。

サーバブロック
エコロパネル建屋

参考文献

サーバラック

⑴

富士電機株式会社.“データセンター向け間接外気導入型省
エネ空調機”. 電気評論. vol.98, no.3, 69（2003）.

⑵

高橋正樹ほか.“データセンター向けハイブリッド空調機
の制御”. 2013年度日本冷凍空調学会 年次大会E322-1. p.559-

UPS ブロック
UPS7000HX

562.

大賀
図11

モジュール型データセンター
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燃料電池発電装置，空調システムの開発に従事。
現在，富士電機株式会社産業インフラ事業本部機
電システム事業部 AIR 環境技術部主席。エネル
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データセンターサイトの鳥瞰図
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自動車用タンク圧センサ「EPL11E-GM」
―― 燃料漏れ検出用圧力センサ ――
Fuel Tank Pressure Sensor for Vehicles “EPL11E-GM”
--Pressure Sensor for Fuel Leak Detection
茂 * SHINODA Shigeru

篠田

自動車の安全性を高める動き，環境負荷 を 低減 する 動

表

「EPL11E-GM」の基本仕様

きがある中，自動車 には 電子制御による自己故障診断シ
ステム（OBD：On Board Diagnostics） を搭載し，燃料
タンクシステムの燃料漏れを検出することが義務付けら

項

目

外形寸法
絶対最大電圧＊1

れている。これを受けて，富士電機は 2007 年にタンク圧

絶対最大圧力

センサ（燃料漏れ検出用圧力センサ）を製品化した。

保存温度

自動車の電子制御化が進み，エンジン制御系のみなら
ず，パワートレイン系，ボディ制御系，情報通信制御系
などの ECU（Electronic Control Unit） も使用されるよ

様

16 V
50 kPa
−40〜＋130 ℃

使用温度
使用圧力

仕

15.6×11.5×6.6（mm）

−30〜＋120 ℃
＊2

出力範囲

うになり，これらの制御システムから発生するノイズに

±6.666 kPa
0.5〜4.5 V

新製品紹介

インタフェース

Pull Up≧300 kΩ
Pull Down≧100 kΩ

厳しくなっている。富士電機はこのような市場ニーズに

ダイアグ領域＊3

<0.2 V, 4.8 V<

応えるため，従来製品の外形寸法を維持しつつ，パッケー

シンク電流

ジ内にノイズ除去用のチップコンデンサを搭載して EMC

ソース電流

を向上させた自動車用タンク圧センサ「EPL11E-GM」を

圧力誤差

開発した。

温度誤差

<1.5倍

EMC耐性

ISO11452-2（100 V/m, CW, 10 k〜2 GHz）
ISO11452-4（100 m, CW, 1 M〜400 MHz）
ISO7637（Level Ⅳ）

関して EMC（Electromagnetic Compatibility）の要求が

本稿では，EPL11E-GM の相対圧用途とゲージ圧用途
について述べる。

特

1 mA
0.1 mA
<3.0 %F.S.

＊１：<1 min
＊２：相対圧，フルスケール圧力は任意に変更可能
＊３：VCC配線の断線，VOUT配線の断線を検知，GND配線の断線を検
知

徴

EPL11E-GM の外観を図

に，基本仕様を表

に示す。

富士電機のタンク圧センサは，ワンチップ技術のメリッ

る中，従来のセンシング部，信号処理部をワンチップに

トを最大限に生かして“小型・高信頼性”をコンセプト

した技術を踏襲しつつ，外付けのチップコンデンサを搭

としてきた。EPL11E-GM では，EMC の強化が求められ

載することで，小型でありながら EMC を向上させてい
る。

製品構成
〈注〉

タンク圧センサは原理的にはピエゾ抵抗式圧力センサ
である。 センサ部，増幅回路部，特性調整回路部および
EMC 保護素子を 1 チップに収めた構造である。
セ ン サ 部 に は MEMS（Micro Electro Mechanical
Systems）技術によってダイアフラムを形成し，ダイアフ
ラム上にピエゾ抵抗を配置している。ダイアフラムが圧
力によって変形し，抵抗値が変動する。この抵抗値の変
動を電気信号に変換して圧力を検出する。
図
図

に EPL11E-GM の 圧力検出ユニット を示す。ダイ

アフラム上に IC の形成と同時に拡散配線からなるピエゾ

「EPL11E-GM」

抵抗を形成し，四つのピエゾ抵抗でホイートストンブリッ

*

富士電機株式会社電子デバイス事業本部事業統括部自動車電装技
〈注〉ピエゾ抵抗：機械的応力によって抵抗値が変化する抵抗

術部
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自動車用タンク圧センサ「EPL11E-GM」――燃料漏れ検出用圧力センサ――

増幅回路・調整回路

周波数：10 k〜2 GHz
電界強度：100 V/m
変調：なし
準拠規格：ISO11452-2

ダイアフラム（ピエゾ抵抗）

ガラス台座

センサ出力電圧変動量（mV）

Si チップ

圧力媒体導入孔

EMC 保護素子
（a）外観

図

（b）チップ断面図

圧力検出ユニット

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0.01

ジを構成している。ダイアフラムは，富士電機独自の三

0.1

1

10
100
周波数（MHz）

1,000 10,000

（a）水平方向

次元エッチング技術により高精度 に， かつ丸み を持たせ
加工技術による高感度特性を確保している。
本製品のチップは，ダイアフラムのセンサ部より出力
される電圧信号を増幅する増幅回路と，センサ特性を
補正する調整回路で形成している。自動車のエンジン
制御系から発生するサージ電流やアセンブリ工程内での
静電気，さらには外部からの電磁波などからセンサ内の

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0.01

CMOS（Complementary Metal-oxide-semiconductor) 回

0.1

1

路を保護するための保護素子を備えている。

10
100
周波数（MHz）
（b）垂直方向

1,000 10,000

また，相対的な圧力または大気圧力に対するゲージ圧
力を測定するために， 圧力検出ユニット のガラス台座お

図

放射イミュニティ試験（アンテナ照射試験）結果

よびパッケージ裏面に圧力媒体導入孔を形成した。パッ
ケージからの熱応力および接合層からの内部応力などを
緩和させるために，ガラス台座を静電接合プロセスによっ
周波数：1 M〜400 MHz
注入電流：100 mA
変調：なし
準拠規格：ISO11452-4

て形成し，信頼性の高い気密性を確保した。
EPL11E-GM の 感 度 は 200 〜 300 mV/kPa で あ り， 富

センサ出力電圧変動量（mV）

士電機製の主力製品の 低圧用センサ の 10 〜 40 mV/kPa
に対して約 10 倍の高感度仕様である。EPL11E-GM 用の
チップ設計においては，増幅回路の増幅度アップと高精
度化，ならびに高感度化と耐圧力性を備えるようにダイ
アフラムの最適化設計を行った。
さらに，EPL11E-GM は 低圧用センサ で使用している
富士電機の標準パッケージと同じ外形寸法とし，相対圧
用に圧力媒体導入孔を設けたパッケージを用いることに

図

EPL11E-GM の特徴として，電磁ノイズに対する高い

20
10
0
-10
-20
-30
50

100

150 200 250
周波数（MHz）

300

350

400

バルクカレントインジェクション（BCI）試験結果

発売時期

耐性が挙げられる。ISO11452 に準拠した次の 2 種類のノ
イズ試験を行い，図 ，図

30

-40
0

より小型化を実現した。

耐電磁ノイズ性

40

2014 年 6 月

に示すように良好な結果が得

られた。
⒜

放射イミュニティ試験（アンテナ照射試験）

⒝

バルクカレントインジェクション（BCI）試験

お問い合わせ先

出力変動は± 20 mV 以下で出力レンジ 4,000 mV の 0.5 %
と低く，十分な耐ノイズ性があることを確認した。

富士電機株式会社電子デバイス事業本部
事業統括部自動車電装技術部圧力センサ課
電話（0263）25-2777
（2014 年 2 月 20 日 Web 公開）

2014-S01-2
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センサ出力電圧変動量（mV）

て加工し ており， 過大圧力への耐性 および 高精度の薄膜

新製品
紹介

「V シリーズ」IPM
―― 中容量・小型パッケージ「P636 パッケージ」――
“V Series” IPM
--Medium Capacity and Compact Package “P636 Package”
啓 * MINAGAWA Kei

皆川

寺島

健史 * TERASHIMA Kenshi

近年，IPM（Intelligent Power Module）の主な用途で

ベルの最適化を図った。過電流保護レベルは，P622 パッ

ある汎用インバータ，サーボ制御装置などのモータ駆動

ケージが定格電流の 1.5 倍であるのに対して，P636 パッ

装置だけでなく，エアコン，太陽光発電用 PCS（Power
Conditioner）などの市場においても，装置の小型化が強
く求められている。そのため，IPM に対しては，さらな
る小型化と出力電流の拡大の要求が高まっている。
これらの市場要求に応えるため，富士電機は現行の「V
シリーズ」IPM のラインアップに追加して，新たに中容
量（600 V/50〜100 A，1,200 V/25〜50 A）の小型パッケー
ジの製品化を計画している。

（a）外

特

徴

観

90
18.5

80

P636 パッケージの外観 と外形図を図
プを 表

に，ラインアッ

に示す。P636 パッケージは， 外形寸法 W90×

D55×H18.5（mm）の小型パッケージ であるにもかかわ
25.55

55

らず定格電流が 600 V/100 A，1,200 V/50 A までの中容量
をラインアップした業界初の IPM である。装置の小型化
と装置設計の自由度向上に貢献する製品である。
⑴

小型化

シリーズ IPM「P630 パッケージ」に対して 54 %，既存の
中容量 IPM である Econo-IPM「P622 パッケージ」に対
して 26 % 低減している。
⑵

（b）外形図

過電流保護レベルの最適化
装置の最大負荷電流 を 拡大するために， 過電流保護レ

表

図

「P636 パッケージ」

「P636 パッケージ」のラインアップ
定格電流
電

圧

インバー
タ部

型

ブレー
キ部

式

搭載機能

6 in1

7 in 1

IGBT
駆動回路

制御電源
低下保護

チップ過熱
保護

過電流
保護

アラーム出力
(上下アーム)

50 A

30 A

6MBP50VFN060-50

7MBP50VFN060-50

○

○

○

○

○

75 A

50 A

6MBP75VFN060-50

7MBP75VFN060-50

○

○

○

○

○

100 A

50 A

6MBP100VFN060-50

7MBP100VFN060-50

○

○

○

○

○

25 A

15 A

6MBP25VFN120-50

7MBP25VFN120-50

○

○

○

○

○

35 A

25 A

6MBP35VFN120-50

7MBP35VFN120-50

○

○

○

○

○

50 A

25 A

6MBP50VFN120-50

7MBP50VFN120-50

○

○

○

○

○

600 V

1,200 V

*

25.5

P636 パッケージのフットプリントサイズは，現行の V
16
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本稿では，中容量・小型パッケージ「P636 パッケージ」
の特徴とその技術的背景について述べる。

富士電機株式会社電子デバイス事業本部事業統括部産業モジュー
ル技術部
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「V シリーズ」IPM ―― 中容量・小型パッケージ「P636 パッケージ」――

ケージは定格電流の 2.0 倍にアップしている。

用 に 最 適 設 計 を 行 っ た 第 6 世 代 IGBT（Insulated Gate

ブレーキ用素子の搭載

⑶

Bipolar Transistor） の 適用 により， 前 世代 IGBT 適用の

素子定格は，600 V/50〜100 A および 1,200 V/25〜50 A

P622 パッケージと比較して約 10 % 損失を低減している。

の中容量帯をカバーしている。 小型パッケージに もかか

に示すように，IGBT と FWD の定常損失は全発生

図

わらず，ブレーキ用素子を搭載して おり， 装置設計にお

損失の約 60% を占めている。
“IGBT の定常損失とターン

いて，外付けブレーキ用素子が不要となる。

オフ損失”および“FWD の定常損失とターンオン損失・
リカバリー損失 ” は，それぞれ トレードオフの関係にあ
る。そこで，発生損失の中で最も支配的な IGBT と FWD

背景となる技術

の定常損失を低減させるために，IGBT の Vce（sat）と FWD
⑴

の VF のトレードオフ曲線上の適用ポイントを見直した。

高放熱絶縁基板の適用による低熱抵抗化
パッケージ を 小型化 する上で，放熱性を改善して パ

また，発生損失は，放射ノイズともトレードオフの関

ワーチップの熱集中・熱干渉 による チップの温度上昇を

係にある。P636 パッケージでは発生損失を低減しつつ，

抑制する必要がある。そこで，P636 パッケージの絶縁基

放射ノイズを抑制するために，前述の トレードオフ関係

板には，既存の P622 パッケージで使用しているアルミナ

の最適ポイントの見直しにより，スイッチング時の電圧

（Al2O3）絶縁基板に替わり，放熱性の高い窒化アルミニウ

に示すように従来より

も放射ノイズを抑制している。

ム（AlN）絶縁基板を新たに採用した。
に，100 A/600 V の 同 一 定 格 素 子 に お け る P622

表

の立上がり dv/dt を低減 し，図
⑶

出力電流の増加

パッケージと P636 パッケージの熱抵抗の 比較を示す。

P636 パ ッ ケ ー ジ は，P622 パ ッ ケ ー ジ よ り も 熱 抵 抗

P636 パッケージは，P622 パッケージよりも 熱抵抗 が 約

（IGBT 部） が 17 % 低減 し，発生損失 は 10 % 低減したこ
とで，同一のΔTj c（チップ−ケース間温度）となる出力
電流値は，30% 増加させることができる。 たとえば 表

-

発生損失と放射ノイズの低減
パ ワーチップの 温度上昇 を抑制するために は， 熱抵抗

に示すように， 同一のΔTj c となる出力電流値は，P622

を 低減す るだけでなく， 発生損失 も 低減す る必要がある。

パッケージが 30 A（実効値） であるのに対して，P636

に，600 V/100 A に お け る P622 パ ッ ケ ー ジ と P636

図

-

パッケージは 39 A（実効値）と増加させることができる。

パッケージの PWM インバータ動作時の発生損失 につい
て シミュレーション で 比較 した 結果を示す。 キャリア周
90

表

ノイズレベル（dBµV/m）

波数 5 kHz の 運転条件 の 場合，P636 パッケージは IPM

600 V/100 A の同一定格素子における熱抵抗の比較

項

目

熱抵抗 max.（℃/W）
低減率（%）

j=125 ℃，

「P622パッケージ」
インバータ部

「P636パッケージ」
インバータ部

IGBT

FWD

IGBT

FWD
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図

放射ノイズ比較（相対比較試験結果）

表

600 V/100 A における適用電流と温度上昇の比較

トータル発生損失（W）

30
リカバリー損失
（FWD）

25

定常損失（FWD）
20
15

ターンオン損失
（IGBT）

10

ターンオフ損失
（IGBT）

0

製

Econo-IPM
P622 パッケージ

IGBT
FWD
出力
電流 トータル 熱抵抗
トータル 熱抵抗
ΔT j-c
ΔT j-c
（実効値） 損失
max.
max.
損失
（℃）
（℃）
（A）
（W） （℃ /W）
（W） （℃ /W）

品

Econo-IPM
「P622パッ
ケージ」

定常損失（IGBT）

5

図

T j=125 ℃，E d=300 V，V cc=15 V，f c=5 kHz，f o=150 Hz，
cosφ=0.8，λ=1.0

V シリーズ IPM
P636 パッケージ

Vシリーズ
IPM「P636
パッケージ」

600 V/100 A におけるトータル発生損失のシュミレー
ション比較

2014-S02-2

30

21.9

0.36

7.9

3.7

0.665

2.5

30

19.5

0.30

5.8

3.7

0.52

1.9

39

26.0

0.30

7.8

5.0

0.52

2.6

30%増加

2.1 ℃低減
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20 % 低くなった。
⑵

「V シリーズ」IPM ―― 中容量・小型パッケージ「P636 パッケージ」――

発売時期
600 V 系：2014 年 8 月

お問い合わせ先

1,200 V 系：2014 年 12 月

富士電機株式会社
営業本部半導体営業統括部営業第一部
電話（03）5435-7152

新製品紹介
（2014 年 3 月 11 日 Web 公開）
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略語（本号で使った主な略語）
CBM

Condition Based Maintenance

CFC

Continuous Function Chart

状態監視保全

CMOS

Complementary Metal-oxide-semiconductor

DCS

Distributed Control System

DMC

Drive Master Controller

ECU

Electronic Control Unit

EMC

Electromagnetic Compatibility

電磁両立性

EMS

Energy Management System

エネルギーマネジメントシステム

FA

Factory Automation

FB

Function Block

FBD

Function Block Diagram

FWD

Free Wheeling Diode

HAD

Historical Data Access

HCI

Human Communication Interface

HMI

Human Machine Interface

IBD

Interlock Block Diagram

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

IL

Instruction List

分散制御システム
電子制御装置

絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ

IPM

Intelligent Power Module

LD

Ladder Diagram

ラダー図

LDG

Linz-Donawitz converter Gas

転炉ガス

Multi Channel Analyzer

MCNP

Monte Carlo for N-Particle transport

MEMS

Micro Electro Mechanical Systems

微小電気機械システム

MES

Manufacturing Execution System

製造実行システム

MSPC

Multivariate Statistical Process Control

多変量統計的プロセス管理

NCP0

New Control of P0

O&M

Operation & Maintenance

OBD

On Board Diagnostics

自己故障診断システム

OG

Oxygen Converter Gas Recovery System

転炉排ガス処理

OPC

OLE for Process Control

PA

Process Automation

PCA

Principal Component Analysis

主成分分析

PCS

Power Conditioner

パワーコンディショナ

PDCS

Process Data Collection System

PHV

Plug-in Hybrid Vehicle

PLC

Programmable Logic Controller

PLG

Pulse Generator

PLS

Partial Least Squares

部分的最小二乗法

PM

Predictive Maintenance

予知保全

PoE

Power over Ethernet

PSO

Particle Swarm Optimization

RDB

Relational Database

SCM

Supply Chain Management

SFC

Sequential Function Chart

SHM

Structure Health Monitoring

構造ヘルスモニタリング

SIL

Safety Integrity Level

安全度水準

SIS

Safety Instrumented System

安全計装システム

SQL

Structured Query Language

ST

Structured Text

TBM

Time Based Maintenance

時間基準保全

USPC

Univariate Statistical Process Control

一変量統計的プロセス管理

VPN

Virtual Private Network

WPF

Windows Presentation Foundation
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商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
CC-Link 協会の商標または登録商標

CC-Link
EtherCAT

ドイツ Beckhoﬀ Automation GmbH 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

EtherNet/IP

ODVA（Open DeviceNet Vendor Association, Inc.）の商標または登録商標

Excel

米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

FOMA

株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標

FOUNDATION Fieldbus

フィールドバス協会の商標または登録商標

HART

米国 HART Communication Foundation の商標または登録商標

MECHATROLINK

MECHATROLINK 協会の商標または登録商標

MODBUS

フランス Schneider Automation, Inc. の商標または登録商標

PROFIBUS

PROFIBUS User Organization の商標または登録商標

PROFINET

PROFIBUS User Organization の商標または登録商標

Visio

米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

Wi-Fi

Wi-Fi Alliance の商標または登録商標

Windows7

米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

WirelessHART

米国 HART Communication Foundation 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。
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進化を続ける富士電機の計測機器

発信器
（FCX-AⅢシリーズ）

超音波流量計
（本体形式：FLR/FSV）
（検出器：FSS）

ポータブル形超音波流量計
（本体形式：FSC）
（検出器：FSS）

レーザ方式ガス分析計
（形式：ZSS）

電磁流量計
（形式：FMA/FMB）

排ガス分析装置（7成分計）
（形式：ZSU-7）

温度調節計
（形式：PXR,PXG,PXH,PUM）

赤外線ガス分析計
（形式：ZPA/B/G）

記録計
マイクロジェット記録計
（PHA/C/E）
ペーパーレス記録計
（PHW/R）

主要事業内容
発電・社会インフラ

パワエレ機器

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，

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

スマートコミュニティの実現に貢献します。

用製品を提供します。

発電プラント

ドライブ

火力・地熱・水力発電設備，原子力関連機器，太陽光発電システム

インバータ・サーボ，モータ，EV 用システム，輸送システム

社会システム

パワーサプライ

エネルギーマネジメントシステム，電力量計

無停電電源装置（UPS）
，パワーコンディショナ（PCS）

社会情報

器具

情報システム

受配電・制御機器

産業インフラ

電子デバイス

産業分野のさまざまなお客様に，生産ライン・インフラ設備に関わる，

産業機器・自動車・情報機器および新エネルギー分野に欠かせな

省エネルギー化 ， ライフサイクルサービス

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。

を提供します。

変電

半導体

受変電設備，産業電源設備

パワー半導体，感光体，太陽電池

機電システム

ディスク媒体

産業用ドライブシステム，加熱・誘導炉設備，工場エネルギーマ
ネジメントシステム，データセンタ，クリーンルーム設備

ディスク媒体

食品流通

計測制御システム
プラント制御システム，計測システム，放射線管理システム

冷熱技術をコアに，メカトロ技術や IT を融合し，お客様に最適な製

設備工事

品とソリューションを提供します。

電気・空調設備工事

自販機
飲料・食品自動販売機

店舗流通
流通システム，ショーケース，通貨機器
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中小規模監視制御システム
ダブルエックス

特 長
HCI* の操作性刷新
高性能・高信頼性
小型・大容量コントローラ

高速制御 LAN
高効率エンジニアリング
既設システム資産の継承

中小規模監視制御システム「

」は、富士電

機の豊富な監視制御システムの納入実績を背景とした高信頼性技術
と、FA分野で培った耐環境性技術とを融合し、コントロールシステム

新ＨＣＩプラント画面（イメージ）

から現場までをシームレスにつなぐ新たな監視制御システムです。
「

」は、HCI、コントローラ、電源、ネット

ワークなどを必要に応じて二重化でき、御客様の規模に応じて高信頼
なシステムを構築することが可能です。
富士電機の既設システムと高い互換性があり、ハードウェア・ソフト
ウェアの資産を最大限に活用し、設備の更新（マイグレーション）を
行うことが可能です。
また、
計測、
駆動、
発電、
エネルギーマネジメントシステム（EMS）など、
PAからFAまで多岐に渡る業種・分野においてコンポーネントを統合
し、共通なシステムプラットフォームとして適用できます。

ユーザによる自由な画面配置や拡大／縮小

*HCI：Human Communication Interface

システムの基本構成例

リモート監視・操作

IOS-2500
AOS-2000

IDS-2500
ADS-2000

Ethernet
XDS-3000（冗長化）
OPC-UA対応

XOS-3000

マルチモニタ

XAL-3000
オールインワン

DPCS-F

FL-net Ver.3
（100Mbps）
Jupiter（冗長化）

ACS-2000（冗長化）

XCS-3000
（冗長化）
ネットワークアダプタ

ACS-2000
（冗長化）

ICS-2500
（冗長化）

Ethernet
PEリンク

T リンク
E-SX バス

SX バス

SX-I/O

IPU-Ⅰ

IPU-Ⅱ

E-SX (I/O)

MICREX-SX

MICREX-F

21E1-J-0040a
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