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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

  1　まえがき
  
   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
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

納入し，  1975  年に富士電機で最初の   DCS  （  Distributed 
Control System  ）  を  発売  して現在に至り  ，60 年  以上の歴
史がある。この間，“お客さま  の課題は何か ?  　  それを富
士電機はどのように解決できる  か ?”を常に考えて，お客
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

テムで実現してきた。 具体的な   課題  に  は，操業の安定化や

高度化，エネルギー効率の向上，環境保全といったことが

  挙げられる。 
   本稿では，  鉄鋼，化学，食品，医薬品の各業界および燃

焼プロセスにおいて，  富士電機が提供してきたソリュー

ションについて述べる  。 
  

  2　  鉄鋼業界における計装・計算機システムソ
リューション

  
   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

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。 

   2 . 1 　取り巻く環境 

   鉄鋼業は  ，  他  の  産業の原材料や建設用の資材として広く

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
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

が今後も国際競争力を維持・強化し，  さらなる  飛躍を目指
していくためには，国内需要を確実に取り込み，  かつ  海外
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。 

  
  2 . 2 　業界が抱える課題と富士電機のソリューション

  ⑴　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 

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

OG 設備では，転炉の精錬反応において発生する転炉ガス

（LDG：  Linz-Donawitz co  nverter Gas  ）  を，未燃状態で

ガスホルダに回収する。  LDG  は，CO を主成分とした高温
かつ  粉じんが多い  可燃性ガスであ  り，製鉄所内の各設備  の
燃料として活用される  。OG 設備では，  大気  の  流入による

爆発，  LDG  吹出しによるエネルギー回収率の低下，およ

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
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 
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
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図1　OG設備の概要
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  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

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

制御を  組み合わせた制御方式である。  これにより  ，外乱を

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

可能となり，プロセスゲインや炉圧  ，  炉内発生ガスの変化
  を最小限に抑制することができる。 
⑵　  エネルギーの運用効率向上

   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

と  ，  都市ガス  ・酸素・電力など  の  購入エネルギーと  ，  副生
ガス・蒸気・電力など  の  副生エネルギー  になる  。  これらの

  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

管理  に  おいて最も  重要な課題  と  なっている  。 
   富士電機は，  この課題を解決するために，  需給予測（未

来の見える化）  と  最適化（省エネ運転の実現）のソリュー

ションパッケージ「鉄鋼 EMS パッケージ」（  図2  ）を提供
している

⑴

。 
   需給予測では，DCS からの実績データ  および   MES

（  Manufacturing Execution System  ）からの稼動計画，  な
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
う。  これにより  ，オペレータは  数分先から数日先までの  エ
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

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

（工場，エネルギー  ごと  のデータ）に対して  ，  最新のメ

タヒューリスティクス最適化技術である PSO（  Particle 
Swarm Optimization  ）手法を使用し，エネルギーコスト

を最小化している。この PSO 手法  で  は，収集した実績情
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
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
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

かったが， この手法により  最適解を求める  ことができ，  需
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
とができる。 
⑶　  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，

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

は，  品質情報の  きめの細かい  管理，収集した情報の  正確  な
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

められる  。  この課題を解決するために，富士電機は，  品質
情報管理システム  や  操業解析システム  を提供している。 

  ⒜　品質情報管理システム

  鉄鋼のプロセスラインの品質情報管理システムにおい

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

ジを提供している。このパッケージでは，製品コイルの

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

収集し，適切な分解能で管理する。このパッケージによ

り，コイルの製造時の状況が正確に記録され，操業を安
定化するとともに製品の品質を確保することができる。

  ⒝　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

り，品質に影響を与える操業因子を識別できる。富士電
機は，生産の安定化に寄与する操業解析システムとして，

次のシステムを提供している。

①　  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
き確率で表す確率推論のアルゴリズムを使ったベイジ

アンネットワークを応用したものである。過去の操業
実績データをこのシステムで解析することにより，品
質に影響を与える製造工程の重要な要因を識別できる。

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

出できない異常を多変量解析手法を用いて検出し，品
質に最も影響を与える要因を見つけて品質向上に結び

付ける。

  ⒞　計算機更新の効率化
計算機システムは，既設のハードウェアの生産中止に

より，操業の安定化を図るための増強や改造が困難にな

ることから，他の制御装置に比べて短い周期で更新する

必要がある。

富士電機は，既設システムを新しいハードウェアへ更
新する際に，新たな機能の搭載を容易にする仮想化技術
を利用した更新技術を提供している。  また，このシステ

ムは動作試験を容易にする次の機能も実装しており，計
算機更新の効率化に寄与している。

○   新旧計算機の同時並列稼動機能
○   新旧計算機の出力結果の比較機能
  更新システムにより，更新コストと期間が従来に比べ

・・・・・

EMS：Energy Management System

○データ収集
○データベース

○エネルギーモデル
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図2　鉄鋼EMSパッケージ
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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

ステムに更新することができる。

  

  3　  化学・食品・医薬品業界における計装システム
ソリューション

  
  3 . 1 　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
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
傾向，消費者のニーズの多様化など，取り巻く環境は厳し

い状況にあり，いっそうの競争力強化が必要であ  る。  さら

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
化している。 

   また，安全・安定操業が求められている中，国内の工場
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。 

  
  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
決する富士電機のソリューションについて述べる。 
  ⑴　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

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。

その中で，品種の追加や変更に対し  ，  容易に対応できる生
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
システムを  提供している。このシステムは，富士電機の

DCS である「  MICREX-NX  」  に搭載することができる。

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
更に対して，迅速かつ的確に対応することができる。図3

に MICREX-NX の銘柄管理機能の例を示す。 
   さらに  ，汎用の OA ソフトウェア（Excel，Visio  

〈  注   1 〉

 ）を

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

「HEART」を  開発した。これにより，仕様書とソフトウェ

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

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
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
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。 

   近年，欧州が発端となって  ，  機能安全や機械安全規格に

  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
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

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

システムを提供  している  。  安全計装  システムは，プラント

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。

  MICREX-NX の  安全計装  システムは，安全度  水準の SIL3
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
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
立上げが可能となり，安定操業にも貢献する。 
⑶　  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

予防  活動が行われている。しかし，  問題の兆候となる事象
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，

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。 
   富士電機は，  MainGATE   MSPC の多変量解析手法によ

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

ことができる。  現場で発生するさまざまな事象の相関  関係
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
与  し，生産のダウンタイムを極小化  する。 
⑷　  製品製造記録の確保

   製品製造においては，製造過程の記録（トレーサビリ

ティ）を確保し，それを活用し改善を行っていくことが重
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 
Part11  

〈  注   2〉

  をはじめとした，ER・ES
〈注 3〉

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
容易となる  。 

  

トランス
ファー

トランス
ファー

混合機

スタート

冷　却

完　了

仕込み 昇　温 加　圧

受　入

反応炉
準備

分離機へ

分離
準備機

投与
マスタ

反応炉 分離機マスタプラント 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

制御点 レシピ
ファンクション

図3　「MICREX-NX」の銘柄管理機能例

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

〈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

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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  4　  燃焼プロセスにおける計装システムソリュー
ション

  
   清掃工場，ボイラ設備およびセメント工場の燃焼  プロセ

スにおける計装システム  ソリューションについて述べる。 
  

  4 . 1 　取り巻く環境

  ⒜　清掃工場
  清掃工場は，公共性の非常に高い設備であり，一般廃

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

る。また，環境問題対策や余熱エネルギーの活用などの

社会的要請が高まっている。

  ⒝　ボイラ設備
  東日本大震災以降，電力供給・確保の重要性が再認識

され，公共性の高い事業用火力発電所のボイラから工場
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

至るまで，安全かつ安定した運転の要求がいっそう高
まっている。

  ⒞　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

能な社会としている。セメント業界においても，この目標
に向かい，循環型の社会を目指し，地球温暖化対策や廃
棄物・副産物の有効利用などの取組みが求められている。

  
  4 . 2 　業界が抱える課題と富士電機のソリューション

  ⑴　安全・安定操業
   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。 
  ⒜　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
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

て生産する必要がある。

     富士電機では，これらを解決するために，安全・安定操
業を実現する「MICREX-VieW XX」を提供している。そ

の特徴を次に示す。 
○   高速・高信頼化システム

○   操作性が格段に向上した最新のモニタ機能
○    計測，駆動，発電および EMS（Energy Management 

System），ならびに FA（Factory Automation）から

PA（Process Automation）まで，分野を横断したコ

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）

○   高効率エンジニアリング機能
○   グローバル対応
○   顧客の既設資産の継承

   MICREX-VieW XX や制御パッケージ  を使用し  ，  各燃
焼プロセスで  ソリューションを展開している。 

  ⒜　清掃工場
  MICREX-VieW XX は，電気・計測・計算機統合シ

ステムを実現する。これにより，特高受変電設備から焼
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

て異常を早期に発見し，迅速な原因の除去および回復操
作を行うことで，安全・安定操業を実現できる。

  図4に，MICREX-VieW XX を使用した清掃工場の

システム構成例を示す。

  ⒝　ボイラ設備
   MICREX-VieW XX  は，高速制御装置であるタービ

ンガバナ制御装置と計測・制御システムであるボイラ制
御装置を同一のコンポーネントで実現する。これにより，

ボイラ制御とタービン制御の連携がより強まり，高度な

ボイラ  ・タービン協調制御が実現できる。その結果，ボ

イラは，タービンの負荷に応じてより速やかに，かつ効
果的に安定した蒸気を送ることができる。 
  ⒞　セメント工場

  富士電機は，セメント工場生産設備に対して，次に示
す制御パッケージを提供している。これを活用すること

により，品質の良いセメント製品を，さまざまな品種で

安定して生産することができる。

①   　セメント製品の品種に応じた原料（石灰石，副原
料）の比率制御

  ② 　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

  ③ 　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
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，CO  2  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
するために，濃度に合わせて消石灰を吹き込んでいる。

富士電機は，この濃度を検出する装置としてレーザ方
式ガス分析計を提供している。従来の赤外線式分析計
は，排ガスを採取してから計測するまでに 2〜3 分必要
であったため，制御においてハンチングしないようにむ

だ時間制御やサンプル PI 制御で対処していた。これに

対し，レーザ方式ガス分析計は 1〜5 秒の高速で計測で

きるため，リアルタイム制御が可能になり，排ガスの

HCl 濃度をさらに下げることができる。

  ⒝　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

ス CO 制御，およびジルコニア O 2 分析計を使用し

た排ガス O 2 制御により排ガス熱損失を低減するこ

とができ，ボイラで消費する燃料を削減し，CO 2 の
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発生量を削減する。

②   　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
やモデル予測による効率の高いボイラの自動選択
（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
転することができ，CO 2 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。

  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

どに設置する高温・高ダスト用排ガス分析計を提供して

いる。 
  

  5　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

安全  ・安定  操業，コスト低減，環境対策に貢献していく所

存である。 
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