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御システムを納入した。国内では，既設ソフトウェア資産
を有効に活用しながら，上位システムとの連携や保守支援

軽量化に取り組み，社会・産業を中心に，さまざまな分野

を強化した産業用ドライブ装置および監視制御システムを

に展開し，貢献している。

適用し，事業を拡大している。
化学および食品分野では，消費者ニーズの多様化に伴い，

ファクトリーオートメーション
ファクトリーオートメーションにおいては，オフィスビ

消費市場向け末端製品の製造プラントにおいて新設や改造
が増加している。これらの分野では多品種少量生産や安定

ルや工場の省エネルギー（省エネ）の需要の高まりに応え

操業に加え，品質の向上や製造効率の向上が従来に増して

て，商用切替一体型インバータ「FRENIC-HVAC PD シ

求められている。富士電機は，これまで培ってきた制御技

リーズ」を製品化した。インバータの導入時にこれまで必

術に加え，プラントの異常を予見してオペレータに通知す

要であった周辺回路をインバータに取り込んだものであ

る仕組みを開発し，提供を開始した。今後，異常回避操作

り，制御盤が不要であるため大幅な省スペース化が可能で

をオペレータに通知する機能も追加する予定である。

ある。また，昇降用途などでインバータの回生エネルギー

ごみ処理分野では，既設設備システムの更新に加えて，

を電源に戻すことにより，大幅な省エネ・省スペース化

設備の老朽化に伴う建替え工事および事業統合による新設

が実現できるコンパクト形コンバータ「FRENIC-eRHR」

が増加している。更新では，顧客のアプリケーションソフ

「FRENIC-eRHC」を製品化した。

トウェアなどの既存資産を最大限に活用し，新設では，豊

モーションシステムとしては生産設備の高度化に対応す

富な納入実績に基づく制御ノウハウを適用した制御性の最

るため，サーボシステム「ALPHA7」
，サーボモータの各

適化を提供している。また，排ガスなどの環境対策に必要

シリーズおよびモーションコントローラ「SPH3000D」を

なコスト削減も求められており，応答時間を短縮したガス

製品化した。また，生産の高効率化と人件費の高騰が進む

分析計と組み合わせたソリューションを提供している。

アジア市場に適用するため，サーボシステム「ALPHA5

工業電熱分野では，電磁界解析および熱解析の技術を用

Smart Plus シリーズ」と小型コントローラ「SPF シリー

いて，誘導加熱の用途拡大を図っている。今後は，さらな

ズ」を製品化した。HMI は，視認性や外部インタフェー

る高周波領域における電源装置の拡充を行い，新しい用途

スを重要視した「TECHNOSHOT シリーズ」を製品化し

への適用を推進していく。

た。
回転機においては，グローバルに効率規制の施行が拡大
している中，中国の GB2 および米国の EISA に対応した
海外効率規制対応モータを製品化した。

環境ソリューション
環境ソリューションにおいては，排水処理における新し
い生物処理方式として，
「汚泥レス排水処理システム」を
開発した。磁力によって汚泥を分離する磁気分離装置と排

プロセスオートメーション

水処理に適したバチルス菌とを組み合わせたものであり，

プロセスオートメーションにおいては，駆動制御技術，

余剰汚泥がほとんど発生しない排水処理システムである。

計測制御技術および誘導炉・溶解炉などの工業電熱技術を

本システムでは沈殿槽と汚泥脱水機が不要となり，設備の

コアとして，生産設備の安定稼動と原単位削減を実現する

イニシャルコストと，電力費や薬品費などのランニングコ

機器・システムを展開している。

ストの両方の抑制および省スペース化に対応できる。

鉄鋼・非鉄分野では，自動車や家電の生産集積地として

植物工場分野では，設備内骨材を削減するとともに，採

期待されるインドネシアおよびトルコに，高速ドライブ制

光性と施設内の作業性を向上させる高軒高ハウス工法を開
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富士電機は，パワーエレクトロニクス（パワエレ）機器
において，電力変換技術を軸にさらなる高効率化，小型・
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発した。また，CO2 と暖房熱を単一燃料から生成して供給

「FeMIEL2.0」の拡張開発を行った。

する「CO2・熱供給システム」を開発した。このシステム
は，従来の設備に比べ，運用コストを 3 割程度削減できる。

輸送システム
輸送システムにおいては，東海旅客鉄道株式会社と共同

本工法とシステムは，株式会社北海道サラダパプリカの植
物工場に採用されている。

で東海道新幹線車両向けに SiC（炭化けい素）パワー半導
体モジュールを適用した主変換装置を開発した。試作機を

計測・制御

東海道新幹線 N700 系車両に搭載し，走行試験を継続中で

計測・制御においては，強いコンポーネントとして用途

ある。高速鉄道の駆動システムへの SiC パワー半導体モ

や適用場所を明確にしてシステムを支える計測機器・セン

ジュールの適用は世界初である。また，高周波共振回路技

サを提供していく。中国のプラスチック成型機市場向け温

術を適用して，小型・軽量の補助電源装置を開発した。車

度調節計，石油・化学プラント向けの安全規格認証（SIL）

両用ドア駆動システムについては，従来の空気式ドアに比

対応の圧力発信器や防爆認証対応の高精度スプール形超

べて信頼性とメンテナンス性を改善したラック・アンド・

音波式流量計を製品化した。また，計測機器・センサ信

ピニオン方式の電気式ドアを，東日本旅客鉄道株式会社の

号（温湿度やアナログ出力）を上位システムに接続する環

山手線量産車向けに納入し，2017 年 5 月に営業運転が開

境情報センシング用の無線センサネットワークシステム

始された。
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ファクトリーオートメーション
商用切替回路一体形空調用途向けインバータ「FRENIC-HVAC PD シリーズ」
ファン・ポンプ用途に特化した空調用途向けインバータ

図

「FRENIC-HVAC PD シリーズ」

「FRENIC-HVAC シリーズ」において，商用切替回路を
（三
内蔵し，一体化した「FRENIC-HVAC PD シリーズ」
相 200 V 0.75〜45 kW，三相 400 V 3.7〜90 kW）を開発した。
⑴

商用切替回路を内蔵したことにより，インバータの故
障時などに商用運転に切り替えることができるため，設

備の信頼性が向上する。
⑵

防水・防じん構造（IP55 対応）であり，専用の制御
盤への収容が不要なため，壁面取付けが可能である。

⑶

リニアライズ機能，温度差一定制御・圧力差一定制御，

自動省エネルギー運転など，FRENIC-HVAC の空調に
特化した省エネルギー制御機能をそのまま搭載している

（a） FRN55CAR
1L-4J

（b） FRN37CAR
1L-4J

（c） FRN22CAR
1L-4J

ため，節電やトータルコストの低減に貢献できる。

コンパクト形コンバータ「FRENIC-eRHR」
「FRENIC-eRHC」
従来機種に比べてコンパクトな電源回生コンバータ
「FRENIC-eRHR」と PWM コンバータ「FRENIC-eRHC」
の 2 シリーズを開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

インバータに電源回生コンバータを適用することによ
り，省エネルギーと制動能力を大幅に向上した。

⑵

制動抵抗器や制動ユニットの代わりに使用することで，
省スペース化と発生損失の低減を可能にした。

⑶

FRENIC-eRHC は，PWM 制御により高調波電流を
大幅に低減し，インバータとの組合せで高調波抑制対策
ガイドラインの換算係数 K i を 0 として扱うことができ
る。また，力率がほぼ 1 で運転できるため，電源変圧器
容量や機器などの小型化が可能である。
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ファクトリーオートメーション
中国・アジア市場向けサーボシステム「ALPHA5 Smart Plus シリーズ」
中国・アジアでは，加工機械や取出しロボット，包装機

図 3 「ALPHA5 Smart Plus シリーズ」
「SPF シリーズ」

などの制御において，パルス列，アナログによる汎用イン
タフェースが主流である。富士電機は，既に多くの納入実
績がある「ALPHA5 Smart シリーズ」に，制御機能の追
加および改善を行った「ALPHA5 Smart Plus シリーズ」
を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

ダイナミックブレーキ機能の搭載

⑵

単相入力機種の拡大（0.75 ⇒ 1.5 kW）

また，ALPHA5 Smart Plus シリーズと組み合わせるこ
とで，4 軸以下の小規模システムの制御に最適な小型コン
トローラ「SPF シリーズ」を開発し，I/O 点数を 360 ワー
（a） ALPHA5 Smart Plus
シリーズ （サーボアンプ）

ドから 512 ワードに拡大した。

（b） SPF シリーズ
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プログラマブル表示器「TECHNOSHOT シリーズ」
富士電機は，プログラマブル表示器「TECHNOSHOT

図 4 「TS2060i」

シリーズ」の「TS2060」
「TS2060i」を発売した。主な特
徴は次のとおりである。
5.7 型 TFT カラー液晶の採用による視認性の向上（表

⑴

示色数，輝度，視野角，コントラスト）
⑵

USB Ver. 2.0 対応による高速データ通信

⑶

画面データメモリ容量とバックアップメモリ容量の増
加による表現力やデータ保持能力の向上 *

⑷

Ethernet の標準装備による幅広い通信への対応 *

⑸

SD カード対応によるデータ活用時の利便性の向上 *

⑹

上位互換により「UG221H」
「V806」の画面資産の流
用が可能

＊ TS2060i のみ

海外高効率規制認証モータ
モータ（三相誘導電動機）は，省エネルギーなどを目的

図5

中国向け GB2 級認証取得モータ

に効率規制が各国に広がりつつあり，また各国において法
規制化が加速している。富士電機は，中国および米国・カ
ナダの効率規制に対応した高効率モータを開発し，次に示
す認証を取得した。
⑴

中国向け〔0.75 〜 375 kW（2，4，6 極機）
〕
：

，新中国版
GB18613-2012 の GB2 級（効率クラス IE3）
RoHS および CCC 認証（対象機種のみ）
⑵

米国・カナダ向け〔0.75 〜 30 kW（2，4，6 極機）
〕
：

EISA・EEAct（効率クラス IE3）
，安全規格 UL・cUL
⑶

米国向け〔0.75 〜 55 kW（2，4 極機）
〕
，
〔0.75 〜 45 kW

（6 極機）
〕
：
EISA（効率クラス IE3）
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プロセスオートメーション
棒鋼・形鋼圧延設備用電気品
インドネシアの某社向けに，棒鋼・形鋼圧延設備用電気

図6

圧延ミルライン全景

品を納入した。最新の制御システムにより，高性能かつ高
信頼性のシステム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実現した。主な特徴を次に示す。
3 レベルインバータ「FRENIC4400 VM5R」において

⑴

新たに 650 kVA の容量系列を開発し，鋼材切断用シャー
に適用した。これによって全体容量を低減し，コストダ
ウンとコンパクト化を実現した。
⑵

操業における監視機能および保守性に優れたシステム
を構築し，安定操業を可能にした。

™HMI やローダによる遠方監視と保守
™「f（s）NISDAS 7」で高速収集を行った操業データ
（任意の時点での，電流，電圧，速度など）の活用

パワエレシステム・インダストリーソリューション

古河電気工業株式会社 日光事業所向け熱間可逆圧延機駆動装置
古河電気工業株式会社 日光事業所向け熱間可逆圧延機

図 7 「FRENIC4800 CM6/VM6」

駆動装置として，大容量水冷インバータと同期電動機を納
入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

水冷方式による設置面積の削減（従来比 59 % 減）

⑵

3 レベル方式による高調波の低減（従来比 59 % 減）

⑶

新型監視制御装置による操作性と視認性の向上

⑷

大容量水冷インバータ「FRENIC4800 CM6/VM6」

™入力：3φ，3,000 V，5,200 kW
™出力：3φ，3,100 V，6,200 kVA
™過負荷耐量：150 %
⑸

1 分間

同期電動機

™出力：2,800 kW，160/320 min

-1

™過負荷耐量：225 %

1 分間

港湾向けコンテナクレーン用電気設備
富士電機は，世界の港湾で活躍しているコンテナクレー
ン用に電気設備を数多く納入している。このたび，国内の
港湾向けに制御システムを含むコンテナクレーン用電気設
備を納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

ドライブ装置にスタック型の PWM コンバータと高性

能ベクトルインバータを採用し，省スペース，高性能・
高信頼性を実現するとともに，保守性の向上を図った。
モニタリング装置は，クレーンの状態監視，荷役管理，

⑵

故障監視および故障トレースバックの各機能を持ち，故
障が発生したときにも迅速な解析と復旧が可能である。
⑶

高精度の振れ止め制御システムを採用したことにより，
経験の浅いオペレータでも熟練者と同様の安定した操業
が可能である。
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コンテナクレーン全景
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プロセスオートメーション
愛知製鋼株式会社 BT-CC 設備向け監視制御装置の更新
近年，装置の老朽化に対応する更新において，高品質を

図9

監視制御装置

確保しつつ，設備の停止期間を短く，かつ新たな付加価値
を提供することがメーカーに求められている。富士電機は，
愛知製鋼株式会社 BT-CC 設備において監視制御装置を更
新した。主な特徴は次のとおりである。
マルチウィンドウ表示や汎用 OS のような分かりやす

⑴

い操作により，効率的かつ容易なプラントの操業，ア
ラームと動作・操作履歴の統合による迅速な故障要因分
析など，より高いレベルの安全・安心な操業を実現した。
新オペレータ端末と新コントローラを既設の制御

⑵

LAN「DPCS-F」 と 新 制 御 LAN（FL-net Ver.3 準 拠 ）
の 2 回線に接続し，パラレルラン試験を行うことにより，

ごみ焼却プラント向け監視制御システムの更新
各自治体では，既存のごみ処理施設の長期運用を目的と

図 1 0 神戸市環境局事業部西クリーンセンターの中央制御室

した大規模改修を行っており，その一環として監視制御シ
ステムの更新が盛んに実施されている。
富士電機は，神戸市環境局事業部西クリーンセンターに
おいて，既設システムの「MICREX-IX」を最新の監視制
御システム「MICREX-VieW XX」に更新した。更新後は，
ネットワークアダプタを使用して既設の I/O と PLC を更
新システムに接続し，既設資産を流用することにより，品
質の確保と更新期間の短縮を図った。また，更新期間中も
プラントの一部設備は監視制御を行う必要があったため，
既設の制御ネットワーク「DPCS-F」を残して更新システ
ムと既設システムの並列稼動を行った上で切替工事を進め，
プラントの運用に影響を与えることなく更新を完了した。

都市ガス事業者向け遠隔監視遮断システム
富士電機は，地震発生時の被害を抑制するため，都市ガ

図 1 1 LTE 回線対応子局通信装置の設置例

ス事業者向けに中圧・低圧ガバナ用の遠隔監視遮断システ
ムを納入してきた。今回，これまでの実績を基に提案を行
い，某ガス事業者から低圧ガバナ用遠隔監視遮断システム
を受注した。LTE 回線を採用した子局通信装置が必要で
あることから新規に開発した。今後，2,000 台以上の需要
が見込める。主な特徴は次のとおりである。
⑴

株式会社 NTT ドコモの LTE 回線（Xi）に対応

⑵

壁掛盤〔W500×H600（mm）
〕に収納

⑶

停電時に 24 時間以上の電源バックアップ可能

⑷

通信プロトコルの変更が可能なファームウェアの採用

⑸

アナログ入力 8 点，デジタル入力 16 点，デジタル出

力 4 点まで可能
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高品質かつ短期間での設備の立上げを実現した。
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プロセスオートメーション
東レ・ダウコーニング株式会社 新工場向け監視制御システム
東レ・ダウコーニング株式会社の千葉地区に新設される

図 1 2 防爆モニタ

工場向けに，分散型制御装置「MICREX-NX」と現場設
置型防爆モニタから成る監視制御システムを納入した。
監視制御の対象となる設備は，3 基のタンクと 2 基のミ
キサで構成されており，バッチ制御が必要なプロセスであ
る。別工場向け監視制御システムにおいて他社システム
を更新して MICREX-NX を同じ年に導入しており，その
サーバを共用し，本システムとしては監視操作端末を 2 台
設置した。また，防爆エリアの現場で監視操作を行うため
に，防爆モニタを 2 台設置した。これにより，現場の機器
やタンクの前で，人間の五感を生かして音やにおいなどの
変化を把握しながら安全に監視操作を行うことが可能に
なった。

パワエレシステム・インダストリーソリューション

穀物サイロ用監視制御システム
食用および肥料用の穀物の多くを輸入に依存しているわ

図 1 3 システム構成図

が国において，穀物サイロは輸入した穀物の中間備蓄と
いう重要な役割を担っている。富士電機は，汎用 SCADA
とプログラマブルコントローラ「MICREX-SX」にて，高

52 インチ
ディスプレイ

制御室

クライアント
PC

管理サーバ
（二重化）

品質，高機能の穀物サイロ用監視制御システムを構築した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

メール

メーカー

バック
モバイル
アップ用 ルータ
NAS
VPN

情報系 Ethernet
制御系 Ethernet
グラフィック
簡易
パネル PLC
グラフィック
パネル

複数の搬送ルートをあらかじめ設定できるとともに，
穀物の銘柄や穀物サイロの状況に応じて最適な搬送ルー

中央監視室
タッチパネル
伝票用・帳票用
プリンタ

トを自動で選定できる。
⑵

直前に搬送した銘柄の管理およびエアパージ動作履歴
の管理により，穀物の混在（コンタミ）を防止する。

⑶

リモート
メンテナンス

電気室

現

バックアップ
PLC

搬入 PLC・I/O

搬出 PLC・I/O

バックアップ用
タッチパネル

サイロまでの搬送ルートや管理状況を記録するととも

場

トラック出庫用
タッチパネル

に，穀物のトレースのための履歴データを生成する。

高効率エンジニアリングツール「HEART」の新機能
「HEART」は，Excel や Visio で作成した制御機能仕

図 1 4 ナビゲーション機能と強制設定機能

様書から制御ソフトウェアを自動で生成できるエンジニア
リングツールであり，その仕様書上でモニタリングも行え
る。このたび，新たに次に示す機能を開発した。
ナビゲーション機能

⑴

XOS-3000（オペレーション画面）
障害
発生
ナビゲーション機能

プラントに障害が発生したときなどに，オペレーション
画面から故障や警報の発生原因に容易にたどり着くことが

発生原因
の呼出し
発生原因の呼出し

HEART
（仕様書）

でき，迅速な対応が可能である。
⑵

強制設定機能
プラントの異常，センサの故障，設備の部分点検などの

際に，異常を一時的に回避，あるいは二次障害を回避する
ためのものである。ユーザが設定した代替値により，操業
を継続できる。
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MICREX-VieW/C
（コントローラ支援ツール）

代替値の
強制設定

強制設定機能

2016 年度の技術成果と展望

プロセスオートメーション
プラントシミュレータ SIMIT と「MICREX-NX」の連携
富 士 電 機 は，DCS の「MICREX-NX」 と プ ラ ン ト シ

図 1 5 SIMIT のシステムイメージ

ミュレータ SIMIT との連携を可能にした，デジタルエン
MICREX-NX の実システム

ジニアリングソリューションの提供を開始した。
SIMIT は，シミュレーションによるエンジニアリング
が可能なツールであり，コントローラや入出力信号のシ

SIMIT

AS
（コントローラ）

コントローラの
シミュレーション

リモート IO
/ デバイス

入出力信号の
シミュレーション

アクチュエータ
/ センサ

入出力機器の
シミュレーション

プラント
/ マシン

制御監視対象の
シミュレーション

バーチャル
コントローラ

ミュレーション，ならびにセンサやバルブなどの入出力機
器およびプラントや機械などの制御対象全体のモデル構築
とシミュレーションが可能である。さらに，バーチャルコ
ントローラと SIMIT を組み合わせることにより，運転員

シミュレーション
フレームワーク

に対するトレーニングシステムとしても使用できる。
SIMIT と MICREX-NX は，シームレスに連携すること
が可能であり，シミュレーションによって制御プログラム
の品質の向上およびプラント運転の最適化を実現できる。

富士電機は，顧客における高品質な製品製造と操業の安

関連論文：富士電機技報 2016，vol.89，no.3，p.186

図 1 6 リモート監視・操作と OPC-UA サーバの構成

定化・効率化の課題に応えるため，プラント向け監視制御
OPC-UA クライアント

」の機
システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）

リモート監視・操作
・・・
最大 4 台
/XRS

能拡充を行い，新たなシステム構成を追加した。
リモート接続ステーションを開発し，製造現場から離

⑴

れたオフィスにおいて現場と同じ画面と操作性で遠隔監
視操作を行うことを可能とした。
⑵

情報 LAN
オペレータ
ステーション
XOS-3000

データベース
ステーション
( 二重化 )
XDS-3000

OPC-UA サーバを開発し，最新の通信技術を取り入

OPC-UA
サーバ

リモート接続
ステーション
XRS-3000

れた高いセキュリティを確保するとともに，プラント情
報への柔軟なアクセスを可能とした。

FL-net Ver.3 準拠 LAN

MICREX-VieW XX は，データ収集・表示処理の高速化，

コントロール
ステーション
XCS-3000

プラントデータの長期保存，セキュリティ強化など，進化
を続けている。

異常診断向けデータクレンジングツール
設備やプラントから得られる大量の運転データを用い

図 1 7 データクレンジングツールによる自動化

て，異常診断を行うためのデータを作成するデータクレン
ジングツールを開発した。多変量統計的プロセス管理など
の異常診断では，正確な診断結果を得るために，データに
含まれる診断に関係しない設備停止期間や欠損・異常など
のデータを専門家の知見に基づいて除去・修正すること
（データクレンジング）が必須となる。本ツールでは，社

現場の
製造装置

クレンジングツール

不要データ削除機能
欠損補完・異常値除去機能

自動化し，専門知識がなくても行えるようにした。また，

カテゴリデータ変換機能

により，従来，特に工数を要していたクレンジング結果の
確認作業を効率化した。実際のデータを用いた評価を実施

データビューワ

項目整合性確認機能

内の専門家が手作業で実施していたデータクレンジングを
100 万点以上のデータを瞬時に操作できるグラフ描画機能

運転データ

解析期間
設定機能

結果に不備がある場合はパラメータを修正して再処理

：自動化処理

解析用データ
異常診断パッケージ

し，従来の約 1/5 の工数で実施可能との結果を得た。
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「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」の機能拡充

2016 年度の技術成果と展望

環境ソリューション
植物工場の高軒高ハウス工法および「CO2・熱供給システム」
富士電機は太陽光利用型植物工場向けに，この分野の先

図 1 8 「CO2・熱供給システム」の概念図

進国であるオランダで開発された技術を応用し，かつ国内
基準に準拠した高軒高ハウス工法を開発した。軒高を上げ
るとともに設備内骨材を削減することにより，採光性と施

CO2 排出量削減

CO2

NOx 除去装置

設内の作業性を向上させた。また，収穫量の拡大に不可欠

CO2

CO2

な CO2 と暖房熱を単一燃料から生成して供給する「CO2・

熱

熱

熱供給システム」を開発した。このシステムは，暖房熱を
生成するときに発生する CO2 を利用し，これらを併せて

温水
ボイラ

CO2
貯留
タンク
購入
（高価）

温水
ボイラ

供給することにより，個別に供給する従来の設備に比べ，
運用コストを 3 割程度削減するとともに環境負荷の低減に
貢献する。
本工法とシステムは，株式会社北海道サラダパプリカの

CO2 排出量

CO2 排出量
温水ボイラ
からの
CO2 排出

CO2
植物吸収

（a）CO2・熱供給システム

温水ボイラ
からの
CO2 排出

CO2
植物吸収

購入

（b）従来（CO2 購入）

パワエレシステム・インダストリーソリューション

植物工場に採用されており，今後，さらに展開していく。

生産プロセスデータ予測システム
植物工場における課題を解決する手段の一つとして，イ

関連論文：富士電機技報 2016，vol.89，no.3，p.163
図 1 9 生産プロセスデータ予測システムの構成

チゴの収穫量を予測する技術を開発した。過去の環境デー
タと農作業データを基に機械学習を行うことにより，高い
予測精度を実現した。加えて，従来の数式による予測方法

人員調整，作業判断
栽培作業

デルの調整工数を大幅に削減した。1 日単位で高精度な収
穫量予測を行うことにより，顧客への出荷量の回答や作業

HDD
作業記録

で必要であった複雑なパラメータ設定を不要とし，予測モ

農作業データ

入力層 中間層 出力層

結果表示
前処理

後処理

量の見積りが可能となるため，販売ロスの低減や作業効率

予測モデル

農業者

の向上による収益改善が期待できる。
北海道にある植物工場“苫東ファーム”における実収穫
量を短期の予測収穫量と比較したところ，平均 15 % の予
測精度を達成した。今後，中長期の予測精度を向上させる

センサ類

複合環境制御
システム

HDD
環境データ
制御設定値の変更

駆動機器

とともに他の作物への展開を目指す。

要冷倉庫向け設計シミュレーション
要冷倉庫をはじめとする大規模な冷凍冷蔵設備を対象

図 2 0 エンジニアリングツールによる設計シミュレーション

に，ユニットクーラやエアカーテンなどの室内空調機器の
配置と選定を短時間・高精度で設計可能にするエンジニア
リングツールを開発した。このツールは，特徴として簡易
GUI による室内空調機器の直感的な配置操作機能，およ

簡易 GUI

び熱流体解析による要冷倉庫内の熱負荷と温度分布の三次
元分析機能がある。特に，熱流体解析では扉開閉などの要

自動計算

冷倉庫特有の非定常現象を予測するために，定常計算と非
定常計算を組み合わせた“疑似非定常計算”を新たに開発
して短時間・高精度の分析を実現した。これにより，室内
空調機器の配置と選定の時間を従来に対して 20 % 短縮し，
熱負荷の予測精度を 15 % 向上する設計が可能となった。
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温度分布
（熱負荷）

2016 年度の技術成果と展望

計測・制御
デジタル温度調節計マイクロコントローラ X「PXE5」
富士電機の温度調節計は，高品質で手頃な価格の「PXF

図 2 1 「PXE5」

シリーズ」など，世界で販売累計 300 万台を超える実績を
持つ。中国のプラスチック成型機械市場向けに，新たに開
発した「PXE5」を 2016 年 9 月に発売した。主な特徴は
次のとおりである。
PID オートチューニング，ファジイ制御に加えて，2

⑴

自由度 PID 制御の標準搭載
⑵

1 台でのデュアル制御（加熱用，冷却用）

⑶

奥行き 62 mm，前面表示部厚み 1.6 mm の薄型構造

⑷

前面防水仕様（NEMA4X）の標準搭載

⑸

ローダインタフェースの標準搭載

遠隔検針システムは，ビルやマンション，複合商業施設

図 2 2 システム構成

における電気やガスの検針データを収集し，クラウドで管
理することにより，検針業務の効率化や異常時の対応の迅
速化に寄与する。一般販売用スマートメータが電力会社向

統合クラウド
EMS

電力
会社

ガス
会社

水道局

けのタイプに切り替わることから，富士電機は，データ収
集合住宅

集方式および遠隔操作方式の変更に対応したスマートメー

920 MHz
マルチホップ無線

タ用遠隔検針システムを開発した。主な特徴を次に示す。
⑴

電力供給の停止と復帰および契約電力の変更を遠隔か
ら行うことが可能である。

⑵

スマート
メータ

コンセント
レータ

電気とガスの使用量を一括で収集し，管理することが

可能である。
スマートメータとガスメータのアラーム情報を通知す

⑶

，

通信部

ガスメータ

水道メータ

HEMS

ることにより，迅速な対応が可能である。

冷凍冷蔵倉庫向けゾーニングエアカーテン
冷凍冷蔵倉庫では荷量の変動が大きく，荷量が少ないと

図 2 3 可動機構付きゾーニングエアカーテン

きには無駄な空間を冷却するというエネルギーロスを生ん
でいる。富士電機は，荷量に合わせて冷却範囲を変更する
ことで省エネルギー（省エネ）を可能にするゾーニングエ
アカーテンを開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

大規模空間を気流だけで異なる二つの温度帯に分離す

る温度ゾーニングが可能である。
⑵

商品のないエリアの設定温度を上げることにより，省
エネを実現する。

⑶

天井に設置する構造としたことにより，フォークリフ
トなどとの衝突事故のリスクを大幅に低減した。

⑷

可動機構（オプション）を導入することにより，温度
ゾーニングの範囲を変更できる。
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スマートメータ用遠隔検針システム

2016 年度の技術成果と展望

計測・制御
機能安全認証圧力発信器
近年，石油・化学プラントでは，緊急遮断装置や消防設

図 2 4 機能安全認証圧力発信器

備など，緊急時に作動させる安全システムの信頼性要求が
高まっており，システムの構成機器には，機能安全規格認
証 IEC 61508 が指定されるようになっている。これに適
合するため，大幅に自己診断機能を強化した圧力発信器を
開発し，認証を取得した。併せて，世界最高クラスの応答
など，性能，機能面の改善も実現した。仕様を次に示す。
⑴

機能安全規格認証（IEC 61508）
ハードウェア：SIL2，ソフトウェア：SIL3

⑵

高速応答
むだ時間：40 ms，出力更新周期：40 ms

⑶

HART 通信

パワエレシステム・インダストリーソリューション

最新のバージョン 7 に対応

輸送システム
東海旅客鉄道株式会社 N700A 新幹線電車用電機品
東海旅客鉄道株式会社は，最新の技術開発成果を反映さ

図 2 5 N700A 新幹線電車用電機品

せた N700A 新幹線電車（3 次車）の投入を 2017 年 3 月か
ら開始した。富士電機は，N700 系や N700A 新幹線電車
用の電機品としてパワーエレクトロニクス技術とシステム
コントロール技術をベースに，駆動システム（主変圧器，
主変換装置，主電動機）を製作し，2007 年 4 月から納入
してきた。主変換装置においては，装置冷却用ブロワを使
主電動機

わない走行風冷却方式の採用により，低騒音化と高効率化
を実現してきており，N700A（3 次車）では，電気ゲート
信号化と箱素材のステンレス化により，さらなる小型・軽
量化を行うことで，環境性能の向上や省エネルギーに貢献
している。また，主要部品は，N700 系や N700A（1 次車，

主変圧器

2 次車）と共通化を図り，製品品質を維持している。

高温・防じん対応鉄道車両用補助電源装置
富士電機は，国内外で鉄道車両用補助電源装置の市場展
開を行っている。今回，高温環境に対応するとともに，防
じん性能を高めた鉄道車両用補助電源装置を開発した。
補助電源装置の入力電圧は DC750 V（第三軌条）であ
り，出力電圧と容量は三相が AC400 V 146.4 kVA，単相
が AC240 V 3.6 kVA である。主な特徴を次に示す。
⑴

高周波共振回路技術を適用し，絶縁トランスを小型化
することで装置の小型・軽量化を実現した。

⑵

機器室内への熱交換器の設置，および素子冷却にヒー
トパイプを挿入した冷却体を採用することにより，冷却
効率を向上させ外気温度 65 ℃に対応した。

⑶

点検カバーの締付け力を高めてカバー周囲のパッキン
の気密性を向上し，防じん防水規格 IP65 に対応した。
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図 2 6 高温・防じん対応鉄道車両用補助電源装置

主変換装置

＊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。

