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変電システム
変電システム事業は，電力，産業，施設，交通分野向け

に受変電設備，大容量パワーエレクトロニクス（パワエ

レ）装置を駆使し，信頼性向上，高効率化，環境対応など

のソリューションビジネスを展開している。また，海外事
業拡大の期待に応えるため，海外向け機器の開発を推進し

ている。

電力変電分野では，安定した信頼性の高い電力供給を支
えるための事業を展開している。特徴的なものとして，輸
送に貨車積載方式を採用し，納入した 300MVA 変圧器
や，バーレーン・電水庁向けにターンキー方式で納入した

66 kV 変電所設備がある。また，IEC 規格に対応した新型
GIS（Gas Insulated Switchgear）の開発を進めている。

産業・施設電機の分野では，安定操業を確保するための

既設設備の更新工事を受注し，納入するとともに，老朽化
設備に対して設備診断などの保全サービスにより，信頼性
向上への提案を積極的に展開している。

産業電源分野では，電力品質改善システムへの要求が高
まる中，双方向電力融通と周波数の安定化を図る定格容量
20MVAの自励式周波数変換装置の初号機を納入した。

鉄道地上分野では，安定輸送を確保するための既設変電
所の更新に当たり，乾燥空気（ドライエア）を使用した

24 kVおよび 72 kVの環境配慮型 C-GISなど，環境，省
エネルギー（省エネ），省メンテナンスに配慮した機器を

積極的に提案し，納入した。

産業プラント
国内では，素材産業（鉄鋼，化学），組立・加工産業

（自動車，電気機械）ともに，更新投資や合理化投資が拡
大している。また，海外では，今後もアジア市場での設備
投資が増加し，特に ASEANでは伸長すると予測している。

産業プラント事業は，“電気 +熱”を主体とした省エネ

ソリューションを提案し，生産時のエネルギー利用の効
率化，設備の安定稼動をライフサイクルサービスで提供
している。駆動制御技術，計測制御技術，機電技術，エ

ネルギーマネジメント技術，AIR 環境技術をコアにし

て，顧客の課題解決システムとして製品化し，さらに IoT
（Internet of Things）やクラウドへの展開でトータルソ

リューションを展開していく。

鉄鋼・非鉄分野では，海外での高級鋼生産現地化プ

ロジェクトを狙い，IEC，CEマークなどの海外規格に

対応した製品を投入した。一方，国内では老朽化更新
需要の拡大を受け，更新対応製品として直流可変速制
御装置「LEONIC-Mシリーズ」，交流可変速制御装置

「FRENIC4000シリーズ」の互換機，中小規模向け監視制
御システム「MICREX-VieW XX」のマイグレーション

タイプを投入した。

化学分野では，新素材を中心に設備投資が増加傾向にあ

る。MICREX-VieW XXにおいて，バッチ制御用パッケー

ジを充実していく。

ごみ処理分野では，基幹的な設備の改良を行いながら

30 年の設備寿命を 40 年に延命化して運用することを目指
している。分散型制御装置（DCS）について，継承システ

ムにより短期間でスムーズな更新を実現してきた。セメン

ト分野においても同様に設備延命化で DCSの更新が計画
され，段階的部分更新が多い中，混在システムにおける一
元管理を実現してきた。

組立産業分野では，産業施設内のエネルギー（電気，

熱）制御やライン制御，ならびに環境最適化に貢献する施
設内エンジニアリングと，ライフサイクルにわたる総合設
備管理サービスを提供している。国内やアジア市場での組
立加工分野への設備投資増加を踏まえ，ビジネスの範囲の

拡大を図っている。富士電機 山梨製作所において，ガス

エンジンと燃料電池によるコージェネレーションシステム

と最適化EMS（Energy Management System）を導入し，

電力安定化とエネルギーコスト最小化を実現した。基盤
となる「統合クラウドサービス」を開発し，今後，EMS
サービス，保全サービス，稼動監視サービスを順次追加し，

提供していく。

AIR 環境分野では，間接外気活用の省エネルギーハイ

ブリッド空調機や，外気冷熱と雪氷を活用した省エネ・モ

ジュール型データセンターを製品化した。



富士電機技報　2015 vol.88 no.2

2014年度の技術成果と展望

産
業
イ
ン
フ
ラ

121（37）

図 2　自励式周波数変換装置

　JNC株式会社 水俣製造所向け自励式周波数変換装置

2015 年 1 月に JNC 株式会社 水俣製造所向けに自励式周
波数変換装置の初号機を納入した。本装置は，自家発系

（50Hz）と九州電力系統（60Hz）を連系し，双方向の電
力融通と周波数の安定化を目的としたものであり，3 多重
変圧器とインバータから成る定格容量 20MVAの装置で

ある。主な特徴は次のとおりである。

⑴　自励式インバータにより，有効・無効電力の制御が可
能である。

⑵　高性能デジタル制御装置により，周波数一定制御，電
力一定制御，自立運転の 3パターンの高速制御を切り替
えて行うことが可能である。

⑶　コンパクトな縦型・薄型 3レベル水冷式インバータを

採用し，装置の高さを抑えて盤の小型化を実現した。

図 1　アルミニウム精錬用変圧整流装置「S-FORMER」

　バーレーン・ALBA社向けアルミニウム製錬用変圧整流装置「S-FORMER」増設工事の完遂
富士電機は，2004 年にバーレーン・ALBA社向けでア

ルミニウム製錬用変圧整流装置「S-FORMER」を 6 台納
入しており，このたびさらに 1 台増設するフルターンキー

工事を完遂した。既設埋設物調査，土木・基礎工事，機器
据付け，4 種類の冷却水配管・直流導体工事，220 kVケー

ブル配線工事，現地試験を遂行した。主な特徴を次に示す。

⑴　限られたスペースに増設することが必須であり，計画
場所における地中埋設物の調査結果に基づき，レイアウ

ト，基礎の最適設計および施工を実施した。

⑵　既設アルミニウム製錬設備を停止させることなく，運
転中に本増設工事を遂行した。特に直流導体の接続は，

運転中の大電流による強磁界の条件下で，安全確保およ

び作業手順の確認・管理の下，溶接を達成した。

変電システム

産業計測機器
産業計測機器事業は，計測機器・センサ，コントローラ，

工業電熱，放射線機器・システムを提供しており，顧客の

環境対策や安全・安心の実現，および IoTの時代に即し

たセンサプラットフォームの整備に取り組んでいる。

計測機器・センサでは，環境・エネルギー分野で特徴あ

る製品を展開している。大気環境の測定用に微小粒子状
物質（PM2.5）の成分などをリアルタイムで分析できるエ

アロゾル複合分析計を，バイオマスプラント用には，CH4，
CO2，H2S，O2を 1 台で測定できるバイオマス向けガス分
析計を業界に先駆けて開発し，製品化した。

コントローラでは，MICREX-VieW XXを核に，計測
機器，パワエレ機器，制御ソフトウェアなどを用途別に組

み合わせたパッケージ商品を開発した。今後，燃焼制御，

クレーン制御をはじめとするさまざまな用途のパッケージ

を拡充し，展開する。

工業電熱では，高効率 IGBT電源と特殊コイルを適用し

た高効率・コンパクトな新型溶解炉を開発し，製品化した。

国内・海外に幅広く展開していく。

放射線機器・システムでは，福島の復興に貢献する製品
に注力し，焼却施設向けに高温対応排気筒ダストモニタを，

除染作業を支援するために高感度γ線可視化コンプトンカ

メラを開発し，市場に投入した。今後は，福島の復興に貢
献する製品だけでなく，テロ対策のための放射線計測機器
の開発にも注力する。
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図 4　72kVキュービクル型空気絶縁開閉装置「SDD707」

　京王電鉄株式会社 稲城変電所向け72kVキュービクル型空気絶縁開閉装置「SDD707」
稲城変電所に鉄道事業者用環境配慮型 C-GISの 72 kV

キュービクル型空気絶縁開閉装置「SDD707」を納入し

た。この C-GISは，絶縁ガスに従来の温室効果ガスであ

る SF6に代わり，乾燥空気（ドライエア）を使用している。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　対環境性に優れた絶縁ガス

乾燥空気であるため地球温暖化の抑制に貢献する。

⑵　C-GISの信頼性確保
乾燥空気は従来の SF6に比べて絶縁性能が低いため，

複合絶縁の採用，最適な形状・表面仕上げなどの工夫によ

り絶縁性能を満足している。また，低圧力ドライエア絶縁
方式であり，万が一，圧力が大気圧まで低下した場合でも，

系統電圧における絶縁性能を確保している。

図 5　回線単位型主配電盤と回生電力貯蔵装置

　横浜市交通局 横浜市高速鉄道3号線 高島町変電所の更新

電車用電力機器の更新と災害時の非常走行を主目的と

して，高島町変電所の更新工事を実施した。主要機器は，

24 kV 環境配慮型 C-GIS，純水沸騰冷却式シリコン整流器，

直流 750V 閉鎖配電盤，所内電源用モールド変圧器および

新設の回生電力貯蔵装置などである。主な特徴を次に示す。

⑴　乾燥空気を使用した環境配慮型 C-GISの採用により，

脱 SF6ガス化を実現している。

⑵　回線区分を明確化した回線単位型主配電盤の採用によ

り，保守性の向上を図っている。

⑶　回生電力貯蔵装置（ニッケル水素電池）の採用により，

列車の回生電力を有効に利用して省エネルギーを図ると

ともに，災害時（停電時）には横浜駅付近の駅間に停車
した列車を次の駅まで走行させることを可能としている。

（a）回線単位型主配電盤 （b）回生電力貯蔵装置

図 3　大崎第２発電所発電設備（７号機・８号機）

　種子島宇宙センター 大崎第2発電所発電設備（7号機・8号機）

富士電機は，国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
種子島宇宙センターにおいて，増加する電力需要への対応
と老朽化が進む既設発電設備の信頼性向上などを目的とし

た，大崎第 2 発電所発電設備新設工事（7 号機・8 号機）

ほかを受注し，2015 年 3 月に竣工（しゅんこう）を迎えた。

本設備は常用発電設備であることから，経済性と高い信
頼性が求められている。特徴として，同期発電機の鉄心材
料に高品質のけい素鋼板を使用することで発電効率の高
効率化を達成している（JEM1354の規約効率に対して 1%
以上改善）。また，排ガス利用蒸気ボイラを設置し，発電
所の空調熱源として利用するなど，省エネルギーに貢献
する。発電機制御盤においては，制御用 PLCの CPUモ

ジュールを二重化することで，高い信頼性を確保している。

変電システム

ⓒJAXA
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図 6　福知山指令所 電力管理システム

　西日本旅客鉄道株式会社 福知山指令所 電力管理システムの更新

西日本旅客鉄道株式会社 福知山支社に電力管理システ

ムを納入した。監視範囲は，山陰本線の園部から居組まで，

福知山線の広野から福知山まで，舞鶴線および播但線であ

り，福知山支社管内 22か所の変電所などを対象に監視制
御を行っている。

本システムは，中央処理装置，IPネットワーク方式遠
方監視制御装置，監視制御卓，大画面装置，システム監視
卓などで構成している。主な特徴は次のとおりである。

⑴　システムの中核である中央処理装置と遠方監視制御装
置を二重化することで，高い運転継続性を実現している。

⑵　スケジュール制御，停電申請機能，登録パターンのメ

ンテナンス機能および集計機能という各種作業統制機能
を用意しており，業務の効率化に貢献している。

変電システム

図7　輸送時の大型変圧器（千葉工場近傍）

　貨車積載方式による大型変圧器の輸送

東京電力株式会社 西毛変電所向け 275 kV 300MVA変
圧器の輸送に貨車積載方式を適用した。輸送規模は，質量
が約 160t，専用貨車取付け時の全長が 35m以上に及んだ。

千葉工場は岸壁に面しているため，大型変圧器の輸送に

際しては納入先に近い港湾部まで大型船で運び，陸送する

事例が多い。今回の納入先は内陸部の群馬県に位置し，近
隣の群馬藤岡駅に荷卸し可能なスペースを確保できた。そ

のため貨車積載による輸送方式に利があると判断し，適用
に至っている。荷卸し後は深夜にトレーラで輸送した。電
力会社向け大型変圧器の輸送に貨車積載方式を適用したの

は，千葉工場として約 10 年ぶりである。

この変圧器は，現地輸送を無事に終えた後，据付け工事
と試験を経て営業運転を行っている。

図 8　ESL66kV変電所の外観と66kVガス絶縁開閉装置

　バーレーン・電水庁向けESL66kV変電所・HYL66kV変電所の運転開始

Eskan Samaheej（ESL）66 kV 変 電 所 と Huneniyah
（HYL）66 kV 変電所は，バーレーン国内の新興住宅地へ

の電力供給用に建設され，それぞれ 2015 年 1 月と 3 月
に運転を開始した。各変電所は 66 kVガス絶縁開閉装置，

11 kV 閉鎖配電盤，制御・保護盤，所内電源設備，中性点
抵抗器，高・低圧ケーブルなどで構成されている。

本案件は，運転可能な状態で顧客へ引き渡すターンキー

プロジェクトとして契約したものであり，各国のエンジニ

アで構成する現地プロジェクト事務所が中心になって進め

た。変電所の基本設計をはじめ，各機器の仕様決定，見積
りの入手，人員・機材の手配，工程管理，据付け工事，試
験，顧客との打合せなど，多岐にわたる業務を現地で実行
したことにより顧客から高い評価を得ている。
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図 9　電機子主回路スタック

　直流電動機制御装置「LEONIC-M Compact」の系列拡大
プ ラ ン ト向け直流電動機制御装置「LEONIC-M 
Compact」において，性能向上のための開発を行い，こ

れまで 150 kWまでであった系列を拡大した。新たな電
機子主回路スタックは，定格電圧が DC440Vで，320 kW 
850Aと 450 kW 1,200Aの 2 機種である。特徴を次に示す。

⑴　従来のユニット型に替わり，モジュール型サイリスタ

を採用することにより，大幅な小型化を実現した。

⑵　電機子主回路は，可逆制御が可能なように可逆，片側
の 2 種類をラインアップした。

⑶　界磁回路は，単相混合ブリッジのほか，さまざまなバ

リエーションから選択することが可能である。

⑷　従来の LEONIC-M Compactの特徴を継承している

ため，既設装置との連携や更新が容易である。

産業プラント

図10　鉄鋼プラント制御システム向けパッケージと更新ツール

　鉄鋼プラント制御システム向けパッケージと更新ツール

鉄鋼プラント制御システムでは，高性能・高信頼性に加
えて，保守合理化，操業可視化などの付加機能も求められ

る。富士電機は，新設案件向け各種パッケージや老朽化
更新案件向け各種更新ツールを開発・適用し，最適なソ

リューションを提供している。主な特徴を次に示す。

⑴　圧延，表面処理などの設備ごとの標準パッケージ群
⑵　ドライブマスターコントローラ（DMC）におけるパッ

ケージ化した高速ドライブ制御
⑶　「f（s）NISDAS7」によるコントローラレベルでの高
速データ収集と可視化
⑷　ソフトウェアコンバータと互換ツール群（互換 I/O
シリーズ，互換伝送ボード，互換ドライブ装置）による

既存のシステム資産の有効活用

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

™高機能，高性能
™保守の合理化，操業の可視化

™高品質，リスク低減
™短納期対応　　™既存 I/O流用

（a）新設案件向け（標準パッケージ適用）

計算機 更新前

更新後

Ethernet

VPN
ルータ

旧機種言語ソフトウェア

ソフトウェア
コンバータ

MICREX-SXソフトウェア

互換ツール

制御
PLCPDA

DMC

インバータ
フィールドバス

SX-Net

リモートメンテナンスPC

（b）老朽化更新案件向け（既設資産適用）

f（ｓ）
NISDAS7

計算機用
パッケージ

DMC用
パッケージ

制御PLC用
パッケージ

N-ITM，
RFボードなど

旧

新

図 11　オペレーション画面（ユニバーサルデザイン）

　情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」の機能拡充
富士電機は，プラントの“安全操業”“安定運用”“快適

オペレーション”を実現するために情報・プロセス制御シ

ステム「MICREX-NX」を提供している。このたび，鉄
鋼ユーザからの要望に応え，次の機能拡充を行った。

⑴　視認性の向上
画面レイアウト，計器フェースプレート，オーバー

ビューについてユニバーサルデザインを適用した。

⑵　高度なセキュリティ対策
登録プログラムのみ実行を許可することにより，負荷の

増大を抑制しつつウイルス防御が可能になった。

⑶　汎用インタフェースによる柔軟な更新・増設
FL-net 準拠 LANリンクデバイスにより，各装置との

コモンメモリインタフェースが可能になった。
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図 12　南海化学株式会社 和歌山工場向け電解槽制御システム

　化学プラント向け監視制御システム

富士電機は，南海化学株式会社 和歌山工場の電解槽制
御設備において，既存の他社製監視制御システムの老朽
化に伴い，中小規模監視制御システム「MICREX-VieW 
VX」への更新を行った。

か性ソーダの製造プラント用監視制御システムとしては

初めての納入であったが，顧客との綿密な打ち合わせと現
地調査を行うことで，問題なく納入することができた。現
場での工事期間も 9 日間と短い切換期間であったが，ダイ

ソーエンジニアリング株式会社と切換計画を策定すること

で，計画どおりに更新工事を完了した。

更新に当たっては，既設のキャビネットを流用するなど

経済性を重視した上で，使用する機器について長期安定稼
動を考慮した信頼性と保守性を確保したシステムである。

産業プラント

図13　港清掃工場プラント制御用電算システム

　ごみ焼却施設向け分散制御システム

現在，ごみ焼却施設は，1990 年ごろまでに稼動を開始
した施設で更新時期を迎えている。一方で，各自治体の財
政状況は厳しい状況にあり，ライフサイクルコストを低減
する目的で，既存施設の有効利用（ストックマネジメン

ト）を図ることで，計画的かつ効率的な維持管理や更新を

進め，長寿命化・延命化を図ることが多くなっている。

こうした状況の中で，施設の中枢を担う分散制御システ

ム（DCS）も更新が相次いでいる。図は港清掃工場向けの

システムである。更新工事は，2014 年 9 月の定期点検期
間中に一括全面更新で行った。筐体（きょうたい）や外線
ケーブルなどの既設品を流用することで工事期間を大幅に

短縮し，トラブルなしで更新後の立上げを実現するととも

に，設備の安定稼動に大きく貢献した。
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図 14　「FeTOP」の主な機能

　エネルギープラント最適運用システム「FeTOP」
富士電機は，事業所の電力・熱・蒸気を供給するエネル

ギープラントを対象に，コストや環境負荷の削減を実現す

る最適運用システム「FeTOP」を開発し，販売してきた。

これまでの組立加工工場や鉄鋼プラントに加えて，最近で

は排水処理や大規模病院にも導入し，運用を開始した。

⑴　時々刻々のエネルギー需給量を高精度で予測する。

⑵　メタヒューリスティクスを用いた独自の最適化技術に

より，実操業でのさまざまな条件（需給，運用ルール，

制約，特性など）を全て考慮した自動運転が可能である。

⑶　プラントシミュレータをはじめとした運用支援環境
を備えており，故障発生時の縮退運転検証や運用教育
などに活用できる。富士電機の EMSプラットフォーム

「Energy GATE」にも搭載できる。
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図 15　排熱回収高温ヒートポンプ（フィールドテスト機）

　排熱回収高温ヒートポンプ

工場における未利用の低温排熱（60〜 80℃）を回収し，

生産現場で蒸気を再生する排熱回収高温ヒートポンプの量
産設計を開始した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　高効率
自動販売機で培ってきたヒートポンプサイクル技術を

ベースに，独自の二相加熱による蒸気生成最適方式により，

成績係数（COP）最大 3.5を実現した。

⑵　小型・低コスト

独自に開発した排熱回収高温ヒートポンプシミュレータ

を用いて熱交換機の限界設計を実施し，費用対効果を最大
化した。また，機器設置面積 1m×1m以内という自動販
売機並みのサイズを実現した。2013 年度から三重工場で，

2014 年度から飯山工場でフィールドテストを実施中である。

産業プラント

図17　「総合クラウドサービス」

　「統合クラウドサービス」
設備のライフサイクルマネジメントを総合的に支援する

「統合クラウドサービス」を開発し，2015 年度から順次提
供を開始する。本サービスは，富士電機の強みであるセン

シング技術，省エネルギー分析技術，需要予測技術，品
質傾向解析技術，設備劣化診断技術などをベースとして，

EMS（Energy Management System）サービス，稼動監
視サービス，保全サービスを統合クラウド基盤で一体化し

たサービスである。

稼動状況をクラウド環境でモニタリングし，各種情報を

総合的に管理する。これにより，設備導入から運用・更新
までのトータルライフサイクルを通してスマート化および

安全・安心の実現に貢献し，経営視点でのコスト最小化・

効果最大化など全体最適の実現を支援する。

制御機器・センサ

設備台帳 点検記録

予備品管理 保全支援

保全サービス

異常兆候解析 劣化診断

稼動監視 トレーサビリティ

稼動監視サービス
FEMS REMSBEMS MEMS

需要予測／受給計画／最適制御

EMSサービス

統合環境の実現

工場マンション ビル・商業施設 物流センター店舗データセンター

図 16　コージェネレーションシステムの外観

　山梨製作所向けスマートファクトリーシステム

山梨製作所において，電力と熱のベストミックスを行う

スマートファクトリー化計画の一環として，ガスエンジン

と燃料電池によるコージェネレーションシステム（コー

ジェネ）と最適化EMSを設置した。主な特徴を次に示す。

⑴　創エネルギー：コージェネの電力で工場内全負荷に供給
する。

⑵　省エネルギー：コージェネで発生する排熱を蒸気・冷
水に変換し，工場内設備で有効活用を図る。

⑶　エネルギー最適化：電力と熱の需要を予測して供給機器
の最適運転計画を立てることで，コスト最小化を実現する。

⑷　電力安定化：コージェネと電力会社の系統連系による

電源二重化と，1サイクル VCBの導入による電力会社
の瞬停・停電時の工場内負荷への電源補償とを実現する。
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図 18　クラウド型設備保全サービス

　クラウド型設備保全サービス

富士電機は，プラントの設備が導入から運用・更新まで

安定稼動・最適運用ができるように，ライフサイクルビジ

ネスに取り組んできた。特に設備保全サービスでは，設備
の老朽化や保全技術者の高齢化，海外拠点での設備保全の

あり方が近年問題視されており，クラウド型設備保全サー

ビスを立ち上げ，機能強化に取り組んでいる。サービスに

は，稼動監視，設備診断，異常兆候解析，設備管理支援，

保全作業支援の機能があり，設備診断機能において，今回，

クラウド環境に対応するため，次の開発を行った。

⑴　回転機の軸受部の異常振動を検出・通知する診断
⑵　蓄電池の劣化状況について傾向監視を行い，早期に異
常を発見する診断
⑶　油入変圧器の余寿命を推定する診断

（a）回転機振動診断 （b）蓄電池診断 （c）油入変圧器
　　　寿命予測

インターネットアクセスで
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図19　設定状態画面

　産業用空調制御ソフトウェアプラットフォーム

富士電機と富士古河 E&Cは，産業用省エネルギー機器
をさらに効率よく制御できるシーケンサ用のソフトウェア

プラットフォームを開発した。制御対象機器は，空調機，

ポンプ，冷凍機および冷却塔であり，主な特徴は次のとお

りである。

⑴　外気湿球温度による冷却水温度可変制御を標準搭載と

し，インバータ冷凍機の成績係数を大幅に向上させるこ

とができる。

⑵　露点演算を標準搭載とし，湿度制御精度を大幅に向上
させた。また，恒温恒湿制御においては必要最小限の冷
却で再熱・加湿するため，従来方式より効率が高い。

⑶　設定用のノートパソコンは不要であり，タッチパネル

から容易に制御設定を行うことができる。

図 20　2台タンデム構成の高速発電機

　排熱回収蒸気タービン用高速発電システム

排熱回収蒸気タービン用の高速発電システムを国内某
社に納入した。発電機の仕様は，350 kW，440V，6 極，

9,100min-1，455Hzであり，2 台タンデム構成として蒸気
タービンに接続した。本発電システムは排熱利用を目的と

したものであり，従来比で約 15%の発電効率の向上を実
現した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　減速機なしで蒸気タービンと発電機を直結しており，

減速機を使って発電機回転数を減速する従来方式に比べ

て高効率である。

⑵　ベクトル制御形インバータと電源回生PWMコンバー

タを使って周波数変換を実現した。

⑶　永久磁石形同期発電機の採用により，従来の巻線形発
電機に比べて高効率である。
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図 21　フードディフェンスシステム

　味の素ゼネラルフーヅ株式会社向けフードディフェンスシステム

富士電機は，食品業界において社会的な課題になってい

るフードディフェンスとして，異物混入防止と生産性向上
解析システムに取り組んでいる。フードディフェンスシス

テムは，監視カメラ（IPカメラ）と録画サーバ，および

ネットワークを組み合わせて，食品工場における作業員の

不正や製造機械の不具合を自動で監視するシステムである。

今回，味の素ゼネラルフーヅ株式会社に，122 台の監視
カメラ，複数台の管理・録画サーバおよびネットワーク

（有線 LANおよび無線 LAN）から成るフードディフェン

スシステムを納入した。今後，さらに機能を追加すること

により，状態監視の記録だけでなく，現場における異常の

検出精度の向上や利便性の向上などを図っていく。

IP ネットワーク

監視カメラ
（撮影部）

録画サーバ
（記録部）

固定式カメラ：122台

管理サーバ
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＋
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ディス
プレイ

ネットワーク
ビデオレコーダ

ルータ

ルータ

産業プラント

図23　「XCS-3000」

　「MICREX-VieW XX」のコントローラ「XCS-3000」
中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の

コントローラ「XCS-3000」を，市場に展開している。

⑴　マルチプロセッサ構成のアーキテクチャを採用するこ

とにより，ネットワーク処理とプログラム演算処理を並
行して実行できる。

⑵　外形寸法W145.0×D69.8×H113.1（mm）のコンパクト

な筐体（きょうたい），最速 8ns/基本命令の高速演算機
能およびプログラム 512Kステップの大容量メモリなど

により，小規模から中規模までのシステムに適用できる。

⑶　1Gbits/s Ethernetで回線二重化機能を持つ制御ネッ

トワークにより，高速・大容量のデータ通信ができる。

⑷　等値化データ 512Kワードを 70msで転送する等値化プ

ロトコルの搭載により，高信頼性システムを構築できる。

産業計測機器

（a）室内機 （b）室外機

図 22　「F-COOL NEO」

　間接外気活用省エネルギーハイブリッド空調機「F-COOL NEO」
データセンターの省エネルギー化のために，自然エネル

ギーである外気冷熱を用いた外気冷房の導入が進められて

いる。富士電機は，熱交換器を介して外気冷熱のみを取り

込む間接外気導入式の空調機を販売してきた。この空調機
は室内機と室外機を一体化しているが，今回，これに加え

て設置自由度が高い室内機と室外機を分離したタイプを開
発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　外気冷房と内蔵の冷凍機との併用運転により，年間の

消費電力を一般の空調機の約 1/3に節約できる。

⑵　間接外気利用のため，外気に含まれる水分，PM2.5な
どのじんあい，腐食性物質の影響を受けにくい。

⑶　必要なユーティリティーは電源のみであり，冷水や冷
却水は不要である。
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図 24　ネットワークアダプタ

　「MICREX-VieW XX」の ネットワークアダプタ
中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の

コントローラ「XCS-3000」に接続するネットワークアダ

プタ（NA）を，市場に展開している。コントローラとの

接続は，1 Gbits/s Ethernetに高速データ転送プロトコル

を搭載した NAバスによる。主な特徴は次のとおりである。

⑴　合計六つのスロットにさまざまな通信カードを実装す

ることで，富士電機の独自のネットワークだけでなく

オープンネットワークとの接続も可能である。

⑵　最速 10msのデータリフレッシュ性能を持つ。

⑶　二重化構成により高信頼性化を実現できる。

⑷　ネットワークアダプタ接続の共通仕様化により，シス

テムのエンジニアリング効率の向上に加えて，将来の

ネットワークの増設・拡張が容易である。

産業計測機器

図25　「MONITOUCH V9シリーズ」

　プログラマブル表示器「MONITOUCH V9シリーズ」
近年，スマートフォンやタブレットの普及が進み，誰

もが所有する時代となってきている。産業分野で要求さ

れる高い品質を維持しつつ，民生用のモバイル機器と

の親和性を高めることをコンセプトとしたプログラマ

ブル表示器「MONITOUCH V9シリーズ」を開発した。

MONITOUCH V9シリーズは高い操作性と最新のネット

ワーク技術を搭載し，次の特徴を備えている。

⑴　静電容量方式のタッチスイッチを採用し，より直感的
な操作が実現可能である。

⑵　VPN機能に対応し，VPNルータおよびネットワーク

スキルが不要で容易に遠隔監視や操作が実現可能である。

⑶　無線 LANを搭載し，モバイル機器やノート PCとの

無線による情報通信が可能である。

図 26　「ZPAF」

　バイオマス向けガス分析計「ZPAF」
富士電機は，バイオマスプラントの発生ガスを 1 台で測

定するバイオマス向けガス分析計「ZPAF」を発売した。

バイオマスプラントでは発生ガスを利用するが，有害な

H2S（硫化水素）も発生する。H2Sの測定において，これ

までの連続測定方式では高濃度（数百 ppm）には対応で

きなかった。ZPAFは，定電位電解方式のセンサを採用し

たことにより，0〜 500 ppmまたは 0〜 2,000 ppmの測定
が可能である。これまでバイオマス向けでは複数の分析計
を組み合わせていたが，ZPAFは 1 台で対応できる。主な

特徴は次のとおりである。

⑴　CH4，CO2，H2S，O2を 1 台で測定する。

⑵　H2Sセンサと O2センサを現場で交換できる。

⑶　自動校正，濃度警報，2レンジ測定の機能がある。
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図 27　電池式住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器

　電池式住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器

業界初の電池式住宅用火災（熱式）・ガス・CO 警報器
を富士電機が開発し，2015 年 5 月に大阪ガス株式会社が

発売した。メタンセンサを，独自のMEMS 技術で超小
型化し，従来の約 1/1000に低消費電力化したことにより，

内蔵電池での動作を可能にした。従来品と比べて次の特徴
があり，ユーザへの訴求力と高信頼性を兼ね備えている。

⑴　電源コードがないため取付けが容易で，設置後の美観
に優れている。

⑵　災害などの停電時においてもガスの監視が可能であり，

ユーザの安全性が向上している。

⑶　約 30%の小型・軽量化や商用電源を使用しないこと

から省資源・省エネルギーの製品である。

⑷　製品性能を担保する自己診断機能を向上している。

産業計測機器

図29　高温対応排気筒ダストモニタ

　焼却施設向け高温対応排気筒ダストモニタ

富士電機は，震災復興事業として福島県で建設が進めら

れている仮設焼却施設向けの高温対応排気筒ダストモニタ*
について，普及を図るために従来よりも低価格のものを開
発した。

従来品は，高温対応検出器を用いた複雑な冷却構造を持
ち，その後段で高温ガスを冷却してポンプなどの腐食につ

ながる酸や水を凝縮・排出する大掛かりな構造であった。

開発品では，設計時に熱解析を行うことにより，検出器周
辺の冷却構造および高温の測定ガスへの断熱構造を最適化
した。また，高温対応ポンプなどを採用することにより，

ガスを酸露点以上の高温に維持して酸や水を排出しないシ

ンプルな構造を実現した。

＊出願中特許：排気筒ダストモニタ（焼却炉向け高温対応）

図 28　ジルコニア酸素計

　HART通信機能搭載のジルコニア酸素計「ZFK8」「ZKMA」「ZKMB」
富士電機は，国際標準である HART通信の機能を搭載

したジルコニア酸素計を開発した。

ジルコニア酸素計は，さまざまな燃焼管理や燃焼制御の

現場で，設備効率の向上および省エネルギーの実現のため

に使われている。現場に点在する計器の内部パラメータの

確認や変更には，これまで設置場所で操作を行っていた。

HART通信は，アナログ出力（DC4〜 20mA）にデジタ

ル信号を重畳して通信を行うもので，この機能を搭載する

ことにより，離れた場所から集中的に操作することができ

る。また，HART通信機能以外の特徴は次のとおりである。

⑴　現場でのセンサの交換が容易な検出器
⑵　設置場所を選ばない小型・軽量の変換器
⑶　ヒータ過熱防止などの安全機能の搭載

（a）「ZFK8」 （b）「ZKMA」 （c）「ZKMB」
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図 30　「コンプトンカメラ ガンマ・アイ」

　高感度γ線可視化コンプトンカメラ「コンプトンカメラ ガンマ・アイ」
高感度γ線可視化コンプトンカメラ「コンプトンカメ

ラ ガンマ・アイ」は，福島第一原子力発電所の事故によ

る汚染地域の測定作業を円滑に行うため，特に低レベル汚
染地域の汚染状況を可視化するための製品である。

バックグランドレベルから 10 µSv/h 程度の環境を測定
対象とし，カメラの撮影範囲の総放射能量（Bq）を表示
するとともに，放射線の強さによりカメラの映像を色分け

して表示することが可能である。主な特徴は次のとおりで

ある。

⑴　測定核種：Cs-134，Cs-137
⑵　検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
⑶　測定時間：約 10 分（1MBq 相当 ･距離 3mにおいて）

⑷　検出距離：1〜 30m

（a）外　観 （b）総放射能量の表示

産業計測機器

データ要求
（保全員が点検で計測する周期）

振動データ
（低周波振動・高周波振動）

監視パソコン

無線振動センサ

無線振動センサ

無線振動センサ

図 32　「WISEROT」の構成例

　無線式回転機振動監視システム「WISEROT」の海外対応
無線式回転機振動監視システム「WISEROT」は，モー

タや機械設備の状態監視を目的とした製品であり，機械設
備の振動と温度を定期的に計測し，傾向監視を行うことで

早期に設備の異常兆候を捉えるものである。無線通信を採
用したシステムであるため，従来の有線式オンライン振動
監視や，手動による振動計測では適用が困難であった範
囲・分野へ適用が可能である。

2014 年度は，海外対応に必要となる CEマークと

R&TTE 指令に適合させるとともに，EU，マレーシア，

タイ，シンガポール，インドネシアの無線認証を取得した。

今後も，順次，無線認証の取得国を追加して，海外サービ

ス物量の拡大に取り組む。

図 31　新型溶解炉（3t，2,250kW）の炉体

　新型溶解炉

鋳造工場では，電力エネルギー消費の大半を占める誘導
溶解炉（溶解炉）での省エネルギー（省エネ）化の要求が

よりいっそう高まっている。富士電機は，独自の高効率
IGBT電源と特殊コイルを用いた炉体による省エネに特化
した新型溶解炉を開発し，従来品と比べて 3〜 5%の省エ

ネ化を実現した。炉体構成品の最適配置と IGBT電源との

組合せにより溶解時間の短縮と省エネ効果が得られ，設備
生産性の向上が期待できる。初号機でのフィールド検証を

経て，2014 年度に 2 t 溶解炉と 3 t 溶解炉を納入した。

省エネ化以外の特徴は，ブロック組立構造による簡素化
でコイルの交換時間を約 1/3に短縮したことと，冷却強化
により，溶解材料中から発生する蒸気化した亜鉛の影響を

少なくしてコイルの品質と信頼性を高めたことである。
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振動発電機

モータ

無線加速度
センサ 314.88MHz

送受信機

振動解析
ソフト

図 33　自立電源によるモータ監視システム

　無線センサの自立電源化技術

無線センサの電源用の配線やバッテリの交換を不要とす

る自立電源化技術を開発した。無線センサへの電源供給に

は，設置環境や設備の微小な振動により発電する振動発電
技術を適用した。また，無線センサの消費電力の大部分を

占める通信電力を圧縮センシング技術で削減した。

⑴　発電方式には逆磁歪（じわい）方式を採用し，振動周
波数 100Hz，加速度 0.98m/s2（0.1 G）の振動で平均発
電電力は約 330 µWである。

⑵　従来の圧縮センシングを応用した選択的圧縮センシン

グ技術を国立大学法人 東京大学と共同で開発し，通信
電力を 50% 以上削減した。

⑶　応用例として，モータ監視システム（図）に使われる

無線振動センサで電源なしの運用を可能とした。

産業計測機器

図34　全体システム構成

　EMS層と設備監視層のエンジニアリング連携技術

工場におけるエネルギー管理システム（EMS 層）と複
数の設備監視層との自動連携機能を強化した。設備監視層
は，受電・発電・空調設備の監視システムや各種エネル

ギーデータ収集システムなどである。

連携定義エンジニアリングツールにより，簡単な定義操
作で複数の設備監視システムの計測値を定周期で EMS層
に連携させることができる。EMS 層の省エネルギー最適
計算（エネルギーコスト，CO2 削減）機能と複数の設備監
視システムを連携させたことで，工場全体のエネルギー需
給バランス制御や省エネルギー制御が可能である。また，

EMS 層の OpenADR（2.0b）により，電力会社やアグリ

ゲータから受信するデマンドレスポンス要求に対して各設
備監視システムと連携して自動制御を行うことができる。
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図 35　超小型無線モジュール

　アンテナ内蔵の組込み用途向け超小型無線モジュール

富士電機は，920MHz 帯の無線モジュールにおいて，

アンテナを基板上に内蔵しながら，外形寸法が 15×20
（mm）と業界最小クラスの小型化を実現した。超小型で

あるため既存機器への組込みが容易であり，既存機器が持
つシリアル通信インタフェースに接続することで，シリア

ル通信を無線に変換できる。加えて，入出力を切換え可能
なデジタル入出力 2点とアナログ入力 1点を持ち，機器側
のデータに直接アクセスできる。また，消費電力を抑える

ための富士電機独自の非同期通信プロトコルや，通信範囲
を拡張するための中継機能を備えている。特徴を次に示す。

⑴　使用周波数帯：922.4〜 928.0MHz
⑵　通信距離：100m（内蔵アンテナ，見通しの場合）

⑶　国内認証：ARIB STD-T108 取得予定
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