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変電システム
変電システム事業は，電力，産業，交通の各分野向け

に，受変電設備や大容量パワーエレクトロニクス（パワエ

レ）装置により，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。アジアではイン

フラ拡大の期待に応えるため，電力用変圧器や開閉装置の

生産拠点としてタイに富士タスコ社と富士電機マニュファ

クチャリング（タイランド）社を立ち上げた。販売，エン

ジニアリング，生産の拠点を持つ現地完結型事業を展開す

るため，エンジニアリング拠点の強化にも注力し，体制の

構築を進めている。

電力分野では，安定して信頼性の高い電力供給を支える

ために，国内の火力発電所向けに 300 kVガス絶縁開閉装
置（GIS）を納入した。

産業分野の施設電機関連では，安定操業を確保するため

の既設設備の更新を行った。老朽化した設備に対して設備
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
極的に行っている。また，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ている。

産業電源関連では，電力品質の改善への要求が高まる中，

国内の電炉メーカーに，系統電圧の変動抑制のための大容
量自励フリッカ補償装置を納入した。

交通分野では，安定輸送を確保するための既設変電所の

設備更新を行うとともに，地下鉄の新線向けに，電力供給
設備および電力管理・動力監視システムを納入した。

産業プラント
国内では，素材系産業を中心に老朽化した設備に対する

更新投資および競争力強化のための合理化投資が，過年度
に引き続き堅調である。加えて，組立・加工産業の一部で

は，サプライチェーンの見直しの一環として設備増強（国
内回帰）も数多く計画されている。一方，海外では，中国
市場の減速に伴う供給過剰や資源価格の下落を受けて設備
投資を見直す動きもあるが，基本的にはアジアを中心とし

て設備投資は拡大傾向にある。

産業プラント事業は，駆動制御技術，計測制御技術，機

電技術，環境技術ならびに情報技術をコアとして，生産設
備の安定稼動とエネルギーの有効利用を実現する製品・シ

ステムを展開している。

鉄鋼・非鉄分野では，ドライブシステムの高度化・情報
化対応を支える産業用ドライブの新制御装置を開発し，順
次製品への搭載を開始した。また，エンジニアリング効率
と品質の向上のため，既存ソフトウェアを最新システムで

動作させるためのコンバータや各種制御システムパッケー

ジを開発し，導入を進めている。

化学分野および食品分野では，末端消費財の多様化ニー

ズを受け，最終製品を製造する設備への投資が増加して

いる。分散型制御装置「MICREX-NX」「MICREX-VieW 
XX」とパソコンを組み合わせて，バッチ制御，レシピ管
理，トレーサビリティ機能など，顧客の要望に応えたソ

リューションを提供している。

ごみ処理分野では，既設制御システムの更新に加え，顧
客の事業統合を受けた設備の新設も増加している。更新で

は顧客のソフトウェアなどの既存資産を最大限に活用し，

新設では最新システムの新機能を活用して顧客設備の運用
やライフサイクルコストを最適化している。

流通システム分野では，独自のアルゴリズムにより冷凍
機の稼動を最適化する冷凍冷蔵倉庫向け省エネルギーシス

テムを開発し，発売した。このシステムにより，年間の消
費電力量を 12% 以上削減することが可能である。

近年，建設が拡大しているデータセンターでは，サーバ

の高性能化・高密度化が進み，冷却のための空調消費電力
の低減が課題になっている。そのソリューションとして，

間接外気空調ユニット「F-COOL NEO」を採用した寒冷
地向け超高効率データセンターを開発し，納入した。冬季
に降った雪氷を集めて断熱保管を行い，夏季にその融解熱
の冷熱を利用することにより，汎用空調機を用いた場合に

比べて年間の空調消費電力を 60% 低減できる。

国際条約（MARPOL条約）によって CO2 削減と環境影
響物質（NOX，SOX，PM）削減の要求がある。SOX・PM
規制に対応する船舶用排ガス浄化システム（サイクロン式
SOXスクラバ）を開発し，一般財団法人 日本海事協会と
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今治造船株式会社の共同研究（対象：新造船主機関）に供
試した。海洋環境保全への貢献と海運業界の課題である事
業コストの削減を目指す。

産業計測機器
産業計測機器事業は，計測機器・センサ，放射線機器・

システム，工業電熱を提供しており，顧客における環境対
策，省エネ，安全・安心の実現，ならびに IoT 時代のセ

ンサプラットフォームとネットワークセンサの整備に取り

組んでいる。

計測機器・センサ分野では，環境・省エネ分野に特徴あ

る製品を展開している。液体の流量計測においてコリオリ

式流量計に匹敵する精度を持つスプール形超音波流量計
「FST」を開発し，発売した。今後，口径種の拡充や防爆
認証の取得，通信機能などアプリケーションに合わせた仕

様を追加していく。また，超音波計測技術を使った省エネ

用途のガス・蒸気流量計や用途別応用製品の開発を推進し

ていく。

放射線機器・システム分野では，海外市場に向けた新型
個人線量計の製品開発を行うとともにプロセスモニタの技
術開発を推進してきた。今後は，海外市場向け線量計のシ

リーズ化やプロセスモニタの製品開発を完了させ，市場に

投入していく。また，環境線量管理を中心にサービス事業
の開発や廃炉関連向けモニタの技術開発を推進していく。

工業電熱分野では，高効率・コンパクトな新型溶解炉の

系列化を行った。今後，国内・海外への展開を加速する。

また，厨房（ちゅうぼう）機器用途を中心とする 5 kW以
下の小型 IHインバータの系列拡充を行い，新用途も含め

展開していく。

図1　24kV C-GIS と直流1,500V・7.2kV閉鎖配電盤

1　東京都交通局 新宿線 江戸川特高受電変電所電気設備の更新
江戸川特高受電変電所は，東京電力 66 kV 2 回線を受電

し，22 kV 直流き電変電所と 6.6 kV 駅電気室へ各 3回線を

送電する。富士電機が納入した主要機器は，72 kV・24 kV 
開閉装置，15MVA受電用・4.45MVA整流器用・5MVA
高圧配電用の特高変圧器，純水沸騰冷却式シリコン整流器
および直流 1,500V・7.2 kV 閉鎖配電盤である。

⑴　72 kV・24 kV 開閉装置は，ガス絶縁 C-GISの採用に

より，コンパクト化を実現している。

⑵　特高変圧器は，安全性・防災性に優れた SF6ガス絶
縁を採用している。

⑶　隣接変電所との 22 kV・6.6 kV・DC1,500V 送電系統
の相互電力融通を可能とし，電車の安全・安定輸送を実
現している。

変電システム

図2　直流電力変換装置

2　西日本旅客鉄道株式会社 摩耶駅 直流電力変換装置
西日本旅客鉄道株式会社に直流電力変換装置を納入した。

本装置は，直流 1,500Vを単相 200Vに変換するものであ

り，電車がブレーキをかけたときに発生する回生電力を駅
の照明などの電源として有効に活用することで省エネル

ギー化を実現する。西日本旅客鉄道株式会社で初の導入で

ある。本装置は，直流高速度遮断器，インバータ装置，保
護装置，簡易遠方監視制御装置および蓄電池制御盤で構成
される。主な特徴は次のとおりである。

⑴　屋外用閉鎖配電盤構造であり，保守性に優れている。

⑵　長年培った回生電力吸収装置のノウハウを生かし，信
号系や通信系に影響を及ぼさないよう制御している。

⑶　逆潮流防止機能を持つ。
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図 3　新仙台火力発電所300kV GIS

3　東北電力株式会社 新仙台火力発電所第3号系列向け300kV GIS
富士電機は，東北電力株式会社 新仙台火力発電所第 3

号系列向けに特別高圧電気設備として，300 kVガス絶縁
開閉装置（GIS）を納入した。

津波への対策のため大規模な鉄鋼製の架台を設け，その

上に GISを据え付けている。この配置に当たっては，事
前に GISを含めて強度解析を行い，十分な強度と安全性
が確保できることを確認している。富士電機の 300 kV 
GISはアルミニウムタンクを採用した軽量型であり，この

特長を耐震設計に生かしている。

新仙台火力発電所の第 3-1 号は 2015 年 12 月に営業運
転を開始しており，第 3-2 号は 2016 年 7 月に営業運転を

開始する予定である。

変電システム

図4　72kV Eco C-GIS

4　花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社向け72kV Eco C-GIS
花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社の 66 kV 特高
受電設備更新工事において，72 kV Eco C-GISを納入した。

既設のブッシング引込を，更新後はケーブルヘッド設置に

よるケーブル引込とし，停電時に既設の受電ブッシング部
からケーブルヘッドに分岐することにより短時間の切替工
事が可能になった。主な特徴は次のとおりである。

⑴　絶縁ガスは従来の SF6に代わり乾燥空気（ドライエ

ア）を使用しているため，環境面で無害である。

⑵　内部点検時や撤去時に SF6の回収作業が不要である

ため，費用削減および工期短縮が可能である。

⑶　絶縁ガスの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　整流器用変圧器

5　米国向け既設他社製整流器用変圧器の更新
米国の某社向けに他社製整流器とクローズカップルをさ

せた整流器用変圧器について，容量アップを伴う更新案件
を受注した。変圧器の容量は約 26MVAであり，直流電
流出力は 36 kAの 2 台で構成される。主な特徴は次のと

おりである。

⑴　既設の整流器と接続するに当たり，富士電機独自の同
相逆並列接続技術によるローカルヒート対策が適用でき

ないため，三次元磁界解析を実施して，2 次大電流導体
およびそのダクト部構造の最適化を図った。

⑵　既設の変圧器に対して約 10%の容量アップとなるが，

現地における配置上の制限の課題を解決するために設計
検討を実施し，最適配置および変圧器本体のコンパクト

化を図り，既設変圧器と同等の平面寸法を達成した。
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図 7　3kV 3,040kW 26極 同期電動機（工場試験）

1　住友化学株式会社向けレシプロコンプレッサ用同期電動機
富士電機は，住友化学株式会社向けレシプロコンプレッ

サ用同期電動機の更新を行った。更新した電動機は，3 kV 
3,040 kW 26 極 同期電動機と 3 kV 600 kW 14 極 誘導電動
機である。主な特徴は次のとおりである。

⑴　コンプレッサ軸に電動機回転子をオーバハングさせて

電動機側に軸受を持たない構造とすることで，コンパク

ト化を実現している。

⑵　固定子巻線を分割巻線構造とすることで，始動電流を

低減させている。

⑶　主端子箱を分割型とすることで，固定子を移動すると

きにケーブル端末処理が不要になり，メンテナンス性を

向上させている。

産業プラント

図6　製鋼用大容量自励式フリッカ補償装置

6　三興製鋼株式会社向け製鋼用大容量自励式フリッカ補償装置
2015 年 12 月にスチールプランテック株式会社経由三興

製鋼株式会社向けに製鋼用大容量自励式フリッカ補償装置
を納入した。電気炉の操業による急峻（きゅうしゅん）な

系統電圧の変動は，フリッカ障害を発生させる恐れがあ

る。本装置は，系統電圧の変動を抑制することを目的とし，

2 多重変圧器とインバータから成る 40MVAの装置および

35Mvarのコンデンサ設備で構成される。特徴を次に示す。

⑴　既設の大容量他励式フリッカ補償装置（他励容量
90MVA，フィルタ容量 78.5Mvar）を自励式フリッカ

補償装置に更新することで，少ない設備容量で高いフ

リッカ補償性能を実現した。

⑵　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，寸法制限のある既設電気室への設置を実現した。

変電システム

図8　「FRENIC-VGM」インバータ盤

2　CEマーク適合の「FRENIC-VGM」インバータ盤
海外の冷延鋼板プロセスライン向けに，CEマークに適
合した「FRENIC-VGM」インバータ盤を製作し，納入した。

CEマークに適合させるためには EN規格や IEC 規格に

準拠している必要があるが，これらの規格の接地システム

の概念は国内規格と大きく異なる。また，CEマークの要
求事項に従った盤の構造と盤内機器の使用が必要となるた

め，従来の基本仕様を大幅に見直した。

このインバータ盤について，EC 指令に基づく規格適合
性審査を富士電機で実施し，CEマーク適合の自己宣言を

行っている。

EN規格や IEC 規格に準拠したインバータ盤を製品のラ

インアップに加えることにより，電動力応用プラントの海
外における事業拡大に貢献する。
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図 9　システム構成

3　連続式溶融亜鉛めっきライン電機設備
インドネシアの某社向けに連続式溶融亜鉛めっきライン

電機設備を納入した。最新の制御システムを採用し，高性
能・高信頼性を実現するとともに，保守性や操業可視化な

どの付加機能の向上を図った。主な特徴を次に示す。

⑴　インバータには「FRENIC-VGM」を，各セクション

を統括するコントローラとインバータ制御用コントロー

ラ（DMC）には「SPH3000MG」を適用し，ギガビット

制御 LAN「SX-Net」でネットワークを構築した。

⑵　DMCは 1 台で最大 64 台のインバータを制御し，保
守ツールから Ethernet 経由で，DMCの統括監視・操
作が可能である。

⑶　SX-Net 上の「f（s）NISDAS 7」で，数千点のプラン

トデータの高速収集（1,024ワード /1ms）が可能である。

産業プラント

図10　波形検出結果画面

4　データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS 7」の新機能
富士電機では，設備の運転安定化や予防保全向けに

データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）
NISDAS 7」を販売している。今回，FL-net（OPCN-2）
のコモンメモリの値を収集する機能を追加した。FL-net 
は，PLC，ロボット・コントローラ（RC），数値制御装置

（CNC）などの制御装置（コントローラ）とパソコンの間
の通信を実現するコントローラレベルのネットワークであ

る。各通信ノードの変数名を登録することにより，簡単
に信号を登録できる。変数名は「MICREX-SXシリーズ」

の「SX-Programmer Expert」および「SX-Programmer 
Standard」の表記に対応している。また，解析機能に波
形検索機能を追加した。この機能により，設備における特
定の事象を簡単に検索でき，運転の安定化に寄与する。

図 11　千葉地区第4製鋼工場 二次精錬設備電気・計装システム

5　JFEスチール株式会社 東日本製鉄所千葉地区第4製鋼工場 二次精錬設備電気・計装システムの更新
富士電機は，JFEスチール株式会社 東日本製鉄所千葉地

区第 4製鋼工場精練プロセス制御システムにおける二次精
錬設備電気・計装システムの更新工事を受注し，顧客との

綿密な更新計画の立案・実行により無事に更新を完了した。

この更新では，「MICREX-IX」で構築された既設シス

テム全体を「MICREX-NX」へ安全・安心かつ効率的に

一括で更新するため，次に示す開発を行った。

既設システムの定義変更を行うことなく，Tリンクの

I/O 伝送を分岐して更新システム側との I/O 並列稼動が

できる仕組みを開発し，操業中の入出力状態を比較するこ

とで品質の向上を図った。また，上位プロセスコンピュー

タとの通信では，FL-net 準拠の LANデバイスを開発し，

従来の DPCS-Fと同様のシームレスな接続を実現した。
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図 13　システム構成

7　発電プラント向け監視制御システム
富士電機は，高効率化を目的とするコンバインドサイク

ル発電プラント向けに，蒸気タービン発電機およびその監
視制御を行うシステムを納入している。監視制御システム

の主な特徴は次のとおりである。

⑴　システムの基幹となるコントローラ，データベースス

テーションおよび制御ネットワークの冗長化を図ること

により，信頼性の高いシステムを構築できる。

⑵　蒸気タービン発電機が既設と連動して自動的に起動お

よび停止するシステムとすることにより，コンバインド

化に伴うオペレーション負荷の上昇を軽減できる。

⑶　上位システムとのインタフェースに OPCを採用する

ことにより，統合管理が容易なシステムを構築できる。

計測制御

計測制御

駆動制御

駆動制御

MONITOUCH

ハード
ワイヤ
リング

原料チップ受入
貯　蔵

チップ乾燥

溶　解

キャスティング

縦延伸
横延伸

熱固定

巻　取
スリット

梱　包 出　荷 倉　庫

インバータ

MICREX-SX

インバータ

（a）これまでのシステム （ｂ）「MICREX-VieW XX」
　　によるこれからのシステム

図 14　駆動制御と計測制御の一体化

8　化学プラント向け監視制御システムパッケージ
富士電機の監視制御システムの特徴の一つとして EIC
統合がある。今回，化学分野さらには医薬品・食品分野に

展開するため，それぞれの分野で必要とする機能を，共通
プラットフォームである「MICREX-VieW XX」において

駆動制御と計測制御の一体化という観点から開発した。そ

の機能は，統合ソリューションとしての電気機器フェース

プレートと計測機器フェースプレートとの管理一体化，国
際規格 S88に対応したバッチ制御パッケージ，国際規格
PART11に対応可能な電子記録・電子認証パッケージで

ある。これらの三つの機能を軸に，駆動制御と計測制御の

シームレスでコンパクトなシステムを市場に提供する。さ

らに，駆動と計測のデータ統合管理や設備の一元管理によ

り，管理コストの削減を実現する。

（リモートステーション盤：全31か所）

リモート
ステーション盤

リモート
ステーション盤 リモートステーション盤

監視用PC プリンタ

光ハウス
ケーブル

ブロードバンドネットワーク

図 12　リモートステーション盤とシステム構成

6　成田国際空港第1ターミナル向け昇降機監視システム
富士電機は成田国際空港第 2ターミナル向けに昇降機監

視システムを納入しており，長年の安定した運用で高い信
頼を得ている。このたび，同空港の第 1ターミナル向け昇
降機監視システムの更新工事を受注し，他社製の既設シス

テムについて事前の調査を綿密に行うことにより，トラブ

ルなく工事を完遂した。

ターミナルビル内に点在するエレベータ 79 台，エスカ

レータ 88 台，動く歩道 33 台について，近傍に新設したリ

モートステーション盤（31か所）にて状態信号を収集し，

LANを介して中央に設置した監視用 PCで集中監視を行
うシステムである。昇降機の通信方式がメーカー独自のも

のであったが，インタフェースを工夫することで対応した。

適用したシステムは「FOCUS-SX」である。

産業プラント
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図 15　総合設備管理サービス

9　総合設備管理サービスの機能拡充
富士電機は，設備ライフサイクルマネジメント環境を実

現するクラウド型総合設備管理システムを開発し，サービ

スの提供を開始した。

2015 年度は，先行してサービスを開始している“EMS
サービス”に，新たに設備の“稼動監視サービス”“保全
サービス”の機能を加え，一体化したクラウド型サービス

を実現した。このクラウド型サービス環境を活用し，設備
の稼動状況の把握，保全・点検の記録，エネルギーの計測
を通じて，設備の劣化や故障の予兆診断，エネルギー効
率の総合的な管理が可能となった。富士電機は，設備の導
入から運用，更新までのトータルライフサイクルマネジメ

ントを実現し，顧客の設備管理効率の最大化およびエネル

ギーコストの最小化の実現を強力にサポートする。

産業プラント

ずれ度合が大きく
なった時点で，ア
ラームを通知し，
オペレータに対処
を促す。

製
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現
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図 16　異常兆候解析・劣化診断技術の概要

10　多変量解析による異常兆候解析・劣化診断技術
本技術は，プラントの安定操業のために設備やセンサか

ら日々発生する膨大なデータを用い，多変量解析を行うこ

とによって異常兆候や設備劣化を検出するものである。一
般的にプラントでは定期点検が実施され，重要設備では毎
日点検が行われている。しかし，それにもかかわらず故障
が発生してしまう場合がある。故障発生の兆候を捉えられ

ない理由の一つは，瞬時のデータを見ていても全体が徐々
に変化するケースを検出できないからである。そこで，月
単位あるいは年単位の正常運転時の多変量データから数式
モデルを作成し，長期的な視点で高精度な予測と異常兆候
を検知する手法を開発した。実プラントの計測データに適
用した結果，故障の数時間前あるいは数日前から異常兆候
を捉えることができた。

DB

本　部

○実績データ管理・報告
○拠点間比較分析
○省エネルギーモデル検討

電力データ
温度データ

拠　点 拠　点 拠　点

図 17　要冷物流センター向け統合EMSの概要

11　要冷物流センター向け統合EMS 関連論文：富士電機技報 2015， vol.88， no.3， p.191

冷蔵・冷凍食品を取り扱う要冷物流センターでは，大空
間を所定の温度に保つために通常の物流センターに比べて

エネルギーコストが大きく，これを効率的に削減すること

が望まれている。富士電機は要冷物流センター向けの統合
EMSを開発し，エネルギー利用状況の見える化や省エネ

ルギー（省エネ）のための支援サービスの提供を開始した。

⑴　クラウドシステムの利用により，初期導入コストや管
理工数を抑制できる。

⑵　複数拠点の一括管理が可能であり，拠点間比較による

省エネノウハウの蓄積・共有を支援する。

⑶　庫内の温度情報との突合せにより，センターの運用実
態を踏まえた省エネ分析が可能である。

⑷　拠点の規模に応じて見える化の範囲を設定できる。
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図 18　温度分割のシミュレーション解析結果

12　気流制御システム“ゾーニングエアカーテン”
要冷センターや植物工場など大空間の空調設備向けに，

気流のみで室内空間の温度分割を行う気流制御システム 
“ゾーニングエアカーテン”を開発した。このシステムは，

2 台のエアカーテンを所定の間隔で設置し，それぞれの吹
出気流のバランスによってエアカーテン間に内部渦を誘起
させることを特徴としている。これにより，二つの吹出気
流による空気遮断と熱移動が少ない内部渦により，従来に

比べて 45% 向上という高い熱遮断効果を実現し，室内空
間の温度分割が可能になった。

要冷センターの冷蔵倉庫を想定した環境でゾーニングエ

アカーテンについてシミュレーション解析を行い，断熱壁
の代替として気流のみにより，室内空間を目標とする温度
差 10Kで温度分割ができることを確認した。

産業プラント

自動搬送装置
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風速データ
風向データ

パーティクルデータ

タッチパネル

ゲートウェイ

PLC ○位置情報
○速度
○加速度
○進行方向
○カセット有無

PLC

図 19　気流改善制御システムの概要

13　クリーンルーム用気流改善制御システム
クリーンルーム内でのじんあいの主な発生源は自動搬送

装置の駆動部であり，自動搬送装置近辺の清浄度を維持す

ることは製品の歩留りに大きく影響する。富士電機は，従
来のクリーン技術にセンシング技術と制御技術を組み合わ

せることで，発じんの巻上りを抑制して素早く除去する気
流改善制御システムを開発した。このシステムにより，省
エネルギーな高清浄度空間を構築できる。特徴を次に示す。

⑴　自動搬送装置の位置情報や速度を取り込み，駆動部の

近傍に設置したファンの回転数の自動制御を行い，巻上
りを抑制する。

⑵　鉛直方向の風速を常時監視し，巻上り発生の有無を学
習することでファンの回転数を最適化し，ランニングコ

ストの低減に貢献する。

図 20　中目黒換気所電気集じん機

14　都市高速道路中央環状品川線向け大気浄化装置
都市中心部では，自動車交通が集中するため環状道路が

建設され，高速道路の地下トンネル化が進んでいる。地下
トンネルでは，トンネル内空気の SPMを電気集じん機で

80% 以上除去するとともに，脱硝装置で NO2を 90% 以上
除去し，換気塔から上空高く吹き上げて拡散させる。これ

により，地下トンネル内と換気塔周辺の環境を維持して道
路利用者や地域住民に安全・安心を提供している。

富士電機は西松建設株式会社と協業し，2009 年に初め

て首都高速中央環状新宿線に電気集じん機と脱硝装置から

なる大気浄化装置を納入した。運用実績を踏まえて大気浄
化装置を統合・スリム化し，狭い地下トンネル内への設置
を可能とした。2015 年に都市高速道路中央環状品川線に

納入され，安全・安心の提供に貢献している。



富士電機技報　2016 vol.89 no.2

2015年度の技術成果と展望

産
業
イ
ン
フ
ラ

104（38）

図 21　主機関9MW用SOX スクラバ（直径2m，高さ6m）

15　船舶用排ガス浄化システム（サイクロン式SOX スクラバ）
船舶からの大気汚染を防止するため，国際条約

（MARPOL 条約）に基づき，排ガス規制が順次強化され

ている。富士電機は，SOX･PM規制に対応する船舶用排
ガス浄化システム（サイクロン式 SOXスクラバ）を開発
した。本装置は，排ガス中にアルカリ水を噴霧し，その液
滴に SOXを溶解させて低減する。主な特徴を次に示す。

⑴　容積で従来比 50%以上縮小した業界最小サイズを実
現し，一般財団法人 日本海事協会・今治造船株式会社
の共同研究（対象：新造船主機関）に供試した。

⑵　サイクロン式の採用により，装置内に渦流を生成し，

SOX 低減率を 98% 以上に向上した。

⑶　SOX 溶解のモデル実験と流体シミュレーションを行
い，圧力損失や液滴飛散率の低減を実現した。

産業プラント

図22　植物工場プラント（建設状況）

16　株式会社 北海道サラダパプリカ 植物工場プラント向け設備
株式会社 北海道サラダパプリカ 太陽光利用型植物工場

プラントは，約 2.2 haの栽培面積で国内最大規模のパプリ

カ生産拠点として北海道釧路市に建築中である。富士電機
は，同プラントに複合環境制御システムをはじめ，植物へ

の日射効率を向上するための入射光拡散型の温室被覆材，

生産効率を上げられる 2 列並走型の栽培装置などを納入す

る。これらの設備により，最適な栽培環境を確保して単位
面積当たりの収穫量で国内最大を目指す。運営面では，当
地の冷涼な気候を生かし，他産地が供給困難な高温時期の

安定出荷および周年供給で高単価取引を実現させる。

今後は，本プラントで得る栽培環境技術および栽培事業
運営に関するノウハウや大規模植物工場の EPC 実績を基
に，植物工場プラント事業の拡大を目指す。

（a）植物工場の内部 （b）熱流体シミュレーションの結果

図 23　植物工場の内部と熱流体シミュレーションの結果

17　完全人工光型植物工場の空調設備
近年，食品の安定供給が重要視される中，季節や天候に

左右されず，多段栽培も可能な完全人工光型植物工場が脚
光を浴びている。

富士電機は，熱流体解析技術を駆使し，作物の安定生産
にとって特に重要となる施設内の温度均一化を実現した完
全人工光型植物工場の空調設備を某社に納入した。主な特
徴は次のとおりである。

⑴　植物の蒸散作用と照明の発熱負荷を考慮した熱負荷計
算により，最適な機器容量を設定した。

⑵　通路幅や通風口の開口率などの物理的条件を踏まえた

熱流体シミュレーションを行い，施設内の温度分布と風
速分布を確認して適正な能力や配置を持つ空調設備とし

た。
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図 24　「MICREX-VieW XXマイグレーションシステム」

18　中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」の系列拡充
富士電機は，従来の「MICREXシリーズ」との互換性

を確保した「MICREX-VieW XXマイグレーションシス

テム」と，オールインワンステーション「XAL-3000」を

開発した。MICREX-VieW XXマイグレーションシステ

ムは，ネットワークアダプタ経由で既設のネットワークや

I/Oを接続することができ，配線工事を省力化できる。さ

らに，既設システムの画面とコントローラのアプリケー

ションを流用することにより，短期間で信頼性の高いシ

ステムに更新できる。XAL-3000は，オペレータステー

ション「XOS-3000」とデータベースステーション「XDS-

3000」を 1 台に集約したものであり，二重化構成によって

高信頼性を確保しつつ，初期導入と保守のトータルコスト

を削減できる小規模システムの構築が可能である。

産業プラント

図25　操作画面の例

19　共通設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」
富士電機は，ISOエネルギーマネジメント階層のレベ

ルⅢ（EMS）〜レベルⅠ（収集装置）をつなぐレベル

Ⅱの中核となる共通設備監視システム「MICREX-VieW 
PARTNER」を開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　垂直・水平連携の強化により，設備単独，ライン内，

工場全体および工場間におけるエネルギーマネジメント

システムをシームレスに構築できる。

⑵　システムの増改築が容易であり，監視ポイントを上
位・下位のどちらからでも簡単に設定できる。

⑶　最新の ICTによるオペレータのアクセスコントロー

ル機能で，操作性の向上とセキュリティの強化を図った。

⑷　中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」と

同じ作法で利用でき，ユーザの教育負担を軽減できる。
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図 26　クラウド型バッテリ診断サービスの概要

20　クラウド型バッテリ診断サービス
富士電機は，設備保全の分野に IoTやM2Mを活用し

た「総合クラウドサービス」を展開している。クラウド型
バッテリ診断サービスは，バッテリを必要とする設備の安
定稼動を提供するものである。単電池単位で測定が可能で

あり，制御弁式バッテリの電圧，内部抵抗，温度を継続的
に監視することによりバッテリの特性変化を捉え，異常や

経年劣化を把握できる。主な特徴は次のとおりである。

⑴　突発的な故障による損失を回避できる。

⑵　劣化兆候を捉えて修理・更新の計画を立案できる。

⑶　年 1〜 2 回の点検による予測管理から常時監視による

保全管理へ転換できる。

⑷　数値化された傾向管理によって更新時期を予測でき，

リスクとコストの低減が可能である。
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図 27　表面抵抗測定装置

21　表面抵抗測定装置による絶縁診断サービス
長期間使用されている受配電機器では，適切な更新時期

を見極めることが重要であり，そのため絶縁診断の技術が

求められている。既存の診断手法では，使用環境と付着物
の分析から高湿度での表面抵抗を推定している。この手法
の問題点として，表面抵抗の精度が保証できないこと，持
帰り分析が必要であること，および洗浄効果が反映できな

いことが挙げられる。

富士電機は，据え付けられている受配電機器の絶縁物の

表面抵抗を，任意の湿度条件にて現地で直接測定する表面
抵抗測定装置を開発した。表面抵抗の精度を保証でき，定
期点検での洗浄による表面抵抗の回復効果や絶縁物の劣化
特性（余寿命）を捕捉することが可能になった。この装置
により，新たな絶縁診断サービスを提供する。

産業プラント

図28　「NRF50」

1　新型電子式個人線量計「NRF50」
富士電機は，市場ニーズを反映した新型電子式個人線量
計「NRF50」を開発した。NRF50は，大型ドットタイプ

LCD，無線通信モジュール，緊急時用コールボタンなど，

従来品にはない特徴を持つ。また，線量計の国際規格であ

る IEC 61526 Ed3.0および ANSI N42.20に準拠するとと

もに，MIL-STD-461Fを満足する EMC（Electromagnetic 
Compatibility）性能，IP65/67の防水性能および優れた堅
牢（けんろう）性を合わせ持つ。無線通信には 900MHz
無線とWi-Fiのいずれかを選択でき，リアルタイム遠隔
監視システムにより，作業者の被ばくの低減を図ることが

できる。原子力施設での利用の他，除染作業や放射線テロ

対策としての利用が期待される。

産業計測機器

図29　車両側面測定支援モニタによる車両の測定状況

2　福島第一原子力発電所向け車両側面測定支援モニタ
富士電機は，福島第一原子力発電所向けに，退構車両の

放射性物質による表面汚染の有無を測定する車両側面測定
支援モニタを開発し，納入した。本モニタにより，全て人
手の作業で実施していた退構車両の汚染測定のうち，側面
形状が平たんな車両を対象として側面部の測定を自動化し，

正確性の向上と効率化に貢献できた。

高バックグラウンド環境下でも感度よく汚染測定が可能
な小型 PLシンチレーション検出器を開発し，この検出器
を多数，車両に合わせて最適に配置することにより，車両
側面の大面積部を高精度かつ短時間で測定することを可能
にした。
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図 30　アナログ回路圧力発信器

3　特殊用途向けアナログ回路圧力発信器
富士電機は，原子力発電所向けに耐放射線性能に優れた

アナログ回路圧力発信器を開発した。現在，石油，化学，

鉄鋼，発電所などにおける制御や監視に用いる圧力発信器
は，マイコンを搭載したデジタル回路発信器が主流である

が，集積度の高い半導体は放射線に対して弱いため，原子
力発電所においては低放射線領域での使用に限定されてい

る。アナログ回路発信器は，デジタル回路発信器では対応
できない要求に応えることができる。主な特徴を次に示す。

⑴　耐放射線性能：耐放射線に優れた電子部品の採用と回
路構造により照射量 50 kGyの耐放射線性能を達成した。

⑵　耐高温特性：冷却水漏れ事故を想定した 125℃の耐高
温特性を満足している。

⑶　地震振動：加速度 5Gに耐える構造設計である。

産業計測機器

図31　「FST」

4　高精度スプール形超音波流量計「FST」
高精度スプール形超音波流量計「FST」は，配管内部に

マルチパス（3 測線）センサを設置して各種液体を高精度
で測定することにより，省エネルギーや品質の向上に貢献
でき，適用範囲の拡大が期待できる製品である。主な特徴
は次のとおりである。

⑴　3対の超音波センサを配管に対向するように配置し，

独自のデジタル信号処理や演算処理アルゴリズムを駆使
して高精度な流量計測を実現した。

　精度：± 0.2% of rate（流速 1〜 10m/s）
⑵　電磁流量計では測定が困難な導電性が低い油類や純水
などの測定が可能である。

⑶　電磁流量計よりも高温の液体の測定が可能である。

　測定流体温度：－40〜 +150℃



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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