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パワエレシステム インダストリーは，パワーエレクト
ロニクス（パワエレ）技術をコアに強いコンポーネント
を創出している。強いコンポーネントと制御技術・IoT
（Internet of Things）技術との組合せでシステム販売を
強化するとともに，海外事業の拡大を目指している。

オートメーション
オートメーションでは，工場の自動化や見える化を推進
するインバータやサーボ，計測機器，制御機器などのコン
ポーネント，ならびにそれらを組み合わせた制御システム
を展開している。これにより生産性の向上と省エネルギー
に貢献する。
計測機器分野では，蒸気流量を計測する超音波流量計を

開発した。この流量計は配管工事が不要なので，従来でき
なかった稼動中の設備への流量計の設置が可能である。
制御機器分野では，ライフライン設備などの高い信頼性

が要求される用途に，二重化対応したプログラマブルコン
トローラ（PLC）「MICREX-SX SPH5000H」を開発し
た。また，鉄鋼プラントなど向けに，高速，大容量，高信
頼化した電機高速コントローラ「XCS-3000 TypeE」を
開発した。これにより，鉄鋼プラントなどの高速で信頼性
の高い駆動制御システムを実現できる。
計測制御システムの実績を生かし，複数の加工設備の

データを集約してワンパッケージ化し，データ収集か
ら分析サービスまで提供するシステムソリューション
「OnePackEdgeシステム」を開発した。これにより，必
要な情報の取得が可能になり，解析による設備異常や不良
発生を抑制できる。
富士電機の持つ制御ノウハウを海外向けにカスタマイズ

した鉄鋼圧延プラント用制御システムパッケージは，PLC
「MICREX-SX」，インバータ「FRENIC」，データ収集・
解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS7」，
HMIシステム「TELLUS-HMI」で構成されたコンパク
トな制御システムである。今後は，インドの鉄鋼分野の
ユーザ向けに市場展開を図る。
船舶分野では，陸上で長年培ってきた集じん機技術や水

処理技術などを応用し，硫黄酸化物（SOX），粒子状物質
（PM）規制に対応する船舶用排ガス浄化システム（EGCS）
のサイクロン式 SOXスクラバを開発した。装置本体内に
渦流を生成し，高拡散で噴霧した洗浄水に排ガスを接触さ
せるサイクロン式の採用により，小型・軽量化と低圧力損
失を実現した。さらに，排ガス中に含まれる SOXと CO2
の濃度をインラインで測定するために開発したレーザ方式
ガス分析計と組み合わせて船舶用排ガス浄化システムを構
築し，サイクロン式 SOXスクラバのポンプ稼動の最適化
を図り，運航コストの低減に貢献する。
太陽光発電用パワーコンディショナ（PCS）では，中国
市場で主流となっている 50 kWクラスのストリングタイ
プの太陽光発電用 PCS「PIS-50/500」を，低圧インバー
タの技術を活用して開発した。今後は，中国以外にも日本，
韓国，東南アジアに展開していく。
工業電熱分野では，日本国内だけでなく中国，東南アジ

アを中心とした海外市場向けに，独自の誘導加熱技術およ
びパワエレ技術を用いた高効率高周波誘導炉を開発した。
今後は，顧客の生産性，安全性，保守性を高めるための付
加機能を拡充していく。

社会ソリューション
鉄道分野では，鉄道車両駆動用装置について，富士電機

製の SiCパワー半導体モジュールと走行風冷却方式を採
用して，小型・軽量化を図った製品を開発した。
新幹線では，東海旅客鉄道株式会社の次期新幹線

N700Sの確認試験車向けに，主変換装置（駆動用コン
バータ・インバータ）とともに主電動機と主変圧器を納入
し，2020 年 7月の営業運転に向けて性能評価および長期
耐久走行試験を実施している。
在来線では，山陽電気鉄道株式会社 5000 系リニューア
ル車両向けに駆動用インバータを納入し，2018 年 10 月
より営業運転中である。また，最新の電気式ドア装置を東
急電鉄株式会社および東京都交通局の新型車両に納入し，
従来の空気式ドアシステムに対して，安全性，信頼性，保
守性の高い鉄道車両を実現している。
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放射線機器では，1 台でγ線とβ線の同時測定が可能
で，無線通信機能により遠隔監視システムと連携可能な新
型電子式個人線量計「NRF54」を開発した。これにより，
放射線業務に携わる方々に，安全・安心な現場の見える化
環境を提供する。

情報ソリューション
情報ソリューションでは，富士電機グループ全体の情報

制御システム，IoTシステムを供給するとともに，自治体
や企業などの業務を合理化するツールやシステムを展開し
ている。
働き方改革のニーズに応えるため，企業内の異なるデー

タベースに蓄積されている情報資産を活用できるツール
「軽技Web」をベースに，定型業務の自動化を可能とした
「軽技Webシナリオクリエイター」を開発した。

図 2　「PXF4-U」

2　ソケットタイプ温度調節計「PXF4-U」
富士電機は，温度制御や過昇温防止用途として広く利用

されるメンテナンス性に優れたソケットタイプ温度調節計
を販売している。今回，これまで販売していた「PXR4-S」
に代わる新たなソケットタイプ温度調節計「PXF4-U」を
開発し，次世代グローバル・スタンダード温度調節計「PXF
シリーズ」のラインアップを拡充した。
PXF4-Uは，PXR4-Sと端子配列を同一とし，操作方

法も PXR4-Sと完全互換性を持たせたモードを設けること
で，既存製品からの置換え作業をストレスフリーとしてい
る。一方，PXFシリーズで好評のフルマルチ入力，高速サ
ンプリング，11セグメント LCD表示およびユーザキーな
どを採用することで，市場ニーズに合った製品となっている。

図1　「ALPHA7」

1　サーボシステム「ALPHA7」の拡充
サーボシステム「ALPHA7」は，主に工作機械，印刷機，

電子機器組立装置および半導体製造装置などの用途で使
用されている。2017 年にサーボアンプの VSタイプ（SX
バス）1.5 kW以下の出荷を開始した。このたび，さまざ
まな機械や装置に対応できるようにサーボアンプのライン
アップを拡充した。追加した主な特徴は次のとおりである。
⑴　インタフェース
™汎用インタフェースのパルス列タイプ
™高速・高精度なモーション制御を可能とする EtherCAT
通信タイプ
⑵　定格出力：2～ 5 kW

オートメーション
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図 3　蒸気用超音波流量計の検出器「FSX」

3　蒸気用超音波流量計
富士電機は，蒸気流量を配管工事不要で計測できる超音

波流量計を発売した。高温蒸気を高感度に計測する超音波
センサと，計測を阻害するノイズを低減する技術を新たに
開発した。今までにない，クランプオン型（外付け式）の
蒸気流量計測である。設備稼動中でも流量計の設置が可能
であり，さまざまな業種の工場や事業所で使用されている
蒸気流量の見える化を容易にした。主な仕様は次のとおり
である。
⑴　配管口径：50A（口径ラインアップ拡大中）
⑵　飽和蒸気温度（圧力）範囲：120～ 180 ℃〔0.1～
0.9MPa（G）〕

⑶　測定流速範囲：0～ ± 50m/s
⑷　精度：± 3%（流速 ± 10～ 30m/s）

オートメーション

図4　「TS1100Si」

4　海外向け「MONITOUCH TS1000 Smart シリーズ」
富士電機は，高まる中国アジアの需要に対応できるよ

うに，機能を凝縮したヒューマンマシンインタフェー
ス「MONITOUCH TS1000 Smartシリーズ」を開発し，
2018 年 8月に発売した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　中国・アジア市場で最も需要の高い 7 型ワイドと
10.2 型ワイドの画面サイズのラインアップ
⑵　国際規格CE，KC，UL，cULの取得
⑶　LEDバックライトによる 65,536 色 TFTカラー液晶
の採用

⑷　VNCサーバ機能による遠隔監視・操作が可能
⑸　上位互換により「TS1000シリーズ」の画面資産の流
用が可能
⑹　筐体構造の見直しによる軽量化（従来比30～ 40%）

図 5　「MICREX-SX SPF Plus」

5　海外向けモーションコントローラ「MICREX-SX SPF Plus」
富士電機は，アジア市場を中心に高まる生産高効率化に

対応するため，小型プログラマブルコントローラ（PLC）
「MICREX-SX SPF Plus」を 2018 年 4月に発売した。主
な特徴は次のとおりである。
⑴　補間制御，同期制御のような高度なモーション制御に
対応したファンクションブロックを用意した。

⑵　500kHz，最大 4軸のサーボシステムに対応した。
⑶　外付けの専用モーションコントローラを不要にした。
⑷　「MICREX-SX SPF」と共通のオプションにより，フ
レキシブルなシステム構築を可能にした。
⑸　PLCの国際言語規格 IEC 61131-3に対応し，効率的
なプログラム開発を実現した。
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図 8　チャート表示例

8　ドライブシステム用統合保守支援ツール「FLOADV8」
富士電機のプラント用インバータには，ユーザの保
守・調整用ツールとして PCローダ「FLOAD」を用意
している。今回，保守・調整機能を強化した新ローダ
「FLOADV8」を新たにリリースした。主な特徴は次のと
おりである。
⑴　任意のトリガを設定・表示可能なヒストリカルチャー
ト

⑵　インバータと USB 接続をすることにより，1msの
高速サンプリングが可能

⑶　プリンタを接続することにより，チャートデータの印
刷が可能
高性能なチャート機能の追加により，故障発生時の原因
究明と早期復旧を強力に支援する。

情報 LAN

制御 LAN

①監視画面の
パフォーマンス向上

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
XDS-3000

エンジニアリング
ステーション
XES-3000

コントロール
ステーション
XCS-3000等値化バス

E-SX バス

I/O

MICREX-
VieW/C

待機系
ロード

③最新OS環境への
柔軟な対応

②ハードウェア異常
検知とアラーム通知
機能の拡充

図 6　システム構成例

6　「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」の機能拡充
富士電機は，中小規模監視制御システム「MICREX-

VieW XX（ダブルエックス）」の機能を拡充して，顧客の
製品製造の高品質化，操業・監視の安定化および各設備の
保守性を向上した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　プラント画面に使用するメモリ容量が半減化すること
で，画面表示のばらつきを抑え，オペレータにストレス
を感じさせない監視を実現した。
⑵ 　オペレータステーションやデータベースステーショ
ンのハードウェア異常（HDD故障など）を検知し，オ
ペレータに通知する機能により，保守性が向上した。
⑶　最新OSのWindows10とOffi ce2016に対応した。
また新旧OSの混在を考慮して，顧客の設備更新プラン
に合わせた PCの置換えを可能とし，保守性が向上した。

オートメーション

図7　帳票トレンド機能の画面例

7　設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」の機能拡充
富士電機は，設備監視システム「MICREX-VieW 
PARTNER」の新バージョンを開発し，機能を拡充した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴　帳票データを画面上で自由に選択して，積上げグラフ
などで監視できる帳票トレンド機能を搭載した。異なる
日付の帳票トレンドグラフを並べて比較が可能で，表示
しているグラフデータを CSV形式で保存できる。
⑵ 　運転画面の受電系統図などの製作試験効率を向上さ
せるため，ブレーカ部品の状態からラインの充放電を判
断し，自動で画面上のラインの色を変化させる機能を搭
載した。

⑶ 　運転画面およびエンジニアリングツールを多言語に
対応できるようにし，今回は中国語に対応した。
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（a）階層メニュー選択による該当箇所の呼出し

HCI（オペレー
ション画面）

階層メニュー
より選択 HEART（仕様記述）

（b）数値表示に対応する内部計器作成箇所へリンク

HCI（オペレーション画面）

作成箇所へ
リンク

HEART（仕様記述）

図 9　HCI との連携

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

書をコントローラのソフトウェアに自動変換が可能で，仕
様書上でモニタリングも行える高効率で容易なエンジニア
リングツールである。今回，ヒューマンコミュニケーショ
ンインタフェース（HCI）との連携を行い，機能を拡充した。
⑴　HCIからの階層メニューによるリンク
オペレータに分かりやすい設備名や装置名などで階層化

したメニューにより，関連した HEART 内の作成箇所を
HCIから呼び出すことが可能となった。
⑵　HCIの数値表示から作成箇所へのリンク
変数によるHCIとHEART 間の使用箇所へのリンクに
加え，内部計器Tagをキーにした作成箇所の呼出しにより，
オペレーション時の利便性が向上した。

オートメーション

PAアクセラレータ

コンポーネント構成

自動生成
（双方向）

自動生成

MICREX-NX

対象のハードウェアコンフィグ
（a）コンポーネント構成とハードウェアコンフィグ間の自動生成（双方向）

PAアクセラレータ

A. プラント階層
B. 制御ロジック仕様

B. 制御ロジック仕様（CFC）
プラント階層と制御ロジック仕様

MICREX-NX

プラント階層と制御ロジック仕様
（b）プラント階層と制御ロジック仕様の自動生成

① ② ①
②

A. プラント階層

図 10　「PAアクセラレータ（PAA）」の画面例

10　統合エンジニアリング効率化ツール「PAアクセラレータ」と「MICREX-NX」の連携
プラントの立ち上げ工程の短縮やコスト削減に寄与する

ツールとして，情報・プロセス制御システム「MICREX-

NX」と相互に連携し，システム構成や制御ロジック仕様
などを作成可能な統合エンジニアリング効率化ツール「PA
アクセラレータ（PAA）」を実用化した。特徴を次に示す。
⑴　PAAで作成したコンポーネント構成をインポートす
ると，ハードウェアコンフィグなどを自動生成する。逆
にMICREX-NXから PAAへの反映も可能にした。
⑵　PAAで作成したプラント階層と制御ロジック仕様を
エンジニアリングステーション（ES）にインポートす
ると，ES 内で階層と制御ロジック仕様が自動生成する。
なお，制御ロジック仕様は I/Oアドレスを自動的に割
り付ける。

（写真提供：株式会社タカハタ電子）

WES 表示器
15台が
6列

在庫管理

無線 LAN

在庫管理用
ハンディ
ターミナル

仕分け用無線式表示器
（色と数字表示で 5人
までの同時作業指示）

仕分け
（DAS・DPS）

アクセス
コントローラ

（a）システム構成例 （b）運用例

DAS
機器配置
作業範囲

10m

8.5 m

図 11　システム構成と運用例

11　物流センター実行管理システムパッケージ
物流センターや各メーカーの倉庫における仕分け作業は，

大規模なものを除いていまだに紙リストと人手により行っ
ている場合が多い。富士電機は，こうした人手作業の省力
化や効率改善，ミスの低減を実現する無線式の 5 色表示
器（指示器）に対応したDAS（Digital Assort System）・
DPS（Digital Picking System）を開発し，発売した。
導入した食品メーカーでは，出荷仕分けの作業工数を約
30%削減し，大幅に改善した。主な特徴を次に示す。
⑴　PCでの管理と無線指示で作業の省力化を実現した。
⑵　可動式ラックを利用し，柔軟なスペースの活用を可能
にした。

⑶　5色表示器の対応により，5 人までの同時作業が可能
となり，効率改善に貢献した。
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SX-Net LAN
FL-net

（OPCN-2）

図 14　「f（s）NISDAS7」の概念図

14　データ収集 ･解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS7」
富士電機は，設備の運転安定化，予防保全のための
データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）
NISDAS7」に，収集対象とする制御システムの拡張と，IoT
エッジの役割を強化する機能を新たに搭載した。これにより，
導入時の柔軟性が向上し，設備保全・解析を効率化した。
⑴　電機高速コントローラ「XCS-3000 TypeE」を収集
対象機種に追加した。

⑵　固定であった収集コントローラの台数を可変とし，最
大収集台数を 13 台に拡張した。

⑶　FL-net，SX-Netの 64ビット化に対応した。
⑷　解析を容易にする独自の波形検索機能を追加した。
⑸　外部アプリケーション，外部ノードへのネットワーク
や CSV形式でのストリーム出力機能を追加した。

上位計算機

端　末 プロコン

PLC

設備機器
危険な
場所

ネットワーク

高速制御システム
パッケージ

全体システム構成 画面表示

時系列プロセス
データ表示

長さ方向データ表示

Excel 出力

図 12　全体システム構成と画面表示

12　高速制御システム向け計算機パッケージ
コイルや板状の長尺品の製造および品質データを収集し，
保存，表示，データ出力を行うパッケージを開発した。製
品の長さ方向に 1 cm～ 10mごとに収集データを編集し，
製品のキー情報を付与して保存する。機能を次に示す。
⑴　設定登録機能
収集データおよび設備情報の登録を簡易にできる機能
⑵　データ収集，長さ単位変換機能
⒜　PLC，プロセスコンピュータ（プロコン）などから
イベントおよび定周期でデータを収集
⒝　設備のセンサ位置情報を用いて補正を行い，時系列
のデータから長さ単位のデータに変換

⑶　画面表示機能
トレンド表示（時系列，長さ単位），Excel 出力機能

オートメーション
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…
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図 13　システム構成図

13　海外向け鉄鋼圧延プラント用制御システムパッケージ
富士電機は，海外向け鉄鋼圧延プラント用制御システ
ムパッケージを開発した。本パッケージは富士電機のプ
ログラマブルコントローラ「MICREX-SX」，インバータ
「FRENIC」，データ収集・解析支援パッケージソフトウェ
ア「f（s）NISDAS7」，HMIシステム「TELLUS-HMI」
で構成され，制御盤 1面に 4CPU分の制御機能を集約し
たコンパクトな制御システムである。特徴を次に示す。
⑴　富士電機の持つ制御ノウハウを海外向けにカスタマイ
ズした。

⑵　PROFINETによるオープンネットワークに対応した。
⑶　Multi-CPUを採用したコンパクトなシステムである。
今後，インドの鉄鋼分野のユーザ向けに市場展開を図っ
ていく。
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図 15　真岡発電所の中央操作室

15　大型GTCC発電設備向け監視制御システム
株式会社コベルコパワー真岡の真岡発電所では，最新鋭

のガスタービン・コンバインドサイクル（GTCC）による
国内初の本格的な内陸型火力発電所を新設している。富士
電機は，本発電所の主要機器（HRSG，蒸気タービン，ガ
スタービン，発電機）に加え，次の機能を持つ BTG 用の
監視制御システム「MICREX-NX」を納入した。
⑴　HRSG，蒸気タービンなどの監視制御機能およびシー
メンス社製ガスタービン制御装置と取り合ったユニット
協調制御機能

⑵　空気式冷却復水器の合計 36 台にわたる冷却ファンの
起動・停止および通常時における台数制御機能
⑶　ユニット起動・停止におけるステップシーケンスのタ
イムリーな監視と的確な操作機能

オートメーション

図16　排水処理設備監視制御システム

16　食品分野向け排水処理設備監視制御システム
富士電機は，飲料メーカーの排水処理設備における監
視制御システムとして「Citect SCADA」を納入してい
る。今回，ある顧客は，多種にわたる廃液を処理するため
に，排水処理の高度処理設備を導入した。これにあわせて，
IoT 化を進めた。第一弾として Citect SCADAに，重故
障発生時に電話による音声通報およびメールによって通知
する機能を追加した。これにより，夜間での監視制御室の
無人運転，および遠隔での重故障発生時の緊急対応が可能
になった。
また，タブレット端末を活用した遠隔監視制御および

Webカメラによる処理設備の遠隔監視，計測データのワ
イヤレス通信，さらには薬剤手配の業務システムとの連携
などの先進システムの導入を計画している。

更新前システム構成
グラフィック
パネル

操作
デスク

直送
モデム
通信

入出力信号
取合い

PE-LINK

大型液晶
ディスプレイHMI

XOS-3000
PC

データベース
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テレコン装置
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PE-LINK

テレメータ･
テレコン装置
ART-1000
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テレコン
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テレコン
装置 親局
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更新後システム構成

DCS制御 LAN

監視・操作
系統更新

制御系統
更新

XCS-3000

図 17　受変電設備遠方監視制御システム

17　製鉄所受変電設備の遠方監視制御システムの更新
鉄鋼業はエネルギー多消費型産業であり，その多種多様

なエネルギーを集中監視・制御し，生産工場への安定供給
を目的とするエネルギーセンターは，富士電機の得意分野
の一つである。現在，既存のエネルギーセンター計装シス
テムの老朽化更新を促進しており，このたび，日本製鉄株
式会社君津製鉄所の受変電設備遠方監視制御システムを更
新した。テレメータ・テレコン装置とパネル・デスク計装
装置を組み合わせた従来の構成のうち，HMIによる受変
電設備の集中監視・操作を目的とし，DCSと伝送で通信が
可能となるテレメータ・テレコン装置を更新した。HMIは
「MICREX-View XX」の採用に加え，グラフィックパネ
ルに代わる電力潮流監視用の大型液晶モニタを構築し，従
来の操作手順を変えることなくシステムの更新を行った。
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図 19　「NSN4」

2　中性子シンチレーションサーベイメータ「NSN4」
富士電機は，LiCAF 共晶体を中性子検出のシンチレー
ション物質として用いる中性子シンチレーションサーベイ
メータ「NSN4」を開発した。
現在，広く利用されている中性子検出器に使用されてい

るヘリウム-3ガスは，将来的な供給不足が懸念されている。
富士電機は，ヘリウム-3ガスを使わない LiCAF 検
出器タイプの中性子シンチレーションサーベイメータ
「NSN4」を世界で初めて製品化した。また，既にヘリウ
ム-3ガス検出器の代わりに，有機混合ガス検出器を使用
する軽量中性子サーベイメータ「NSN3」も発売している。
NSN3に加えて，より中性子検出感度の高い NSN4の発
売により，将来の世界的なヘリウム-3ガスの供給不足の
影響を受けないサーベイメータを提供する。

図 20　5000系リニューアル車両

3　山陽電気鉄道株式会社 5000系車両向け SiC モジュール適用VVVFインバータ
富士電機は，小型・軽量化を図った鉄道車両駆動用

VVVFインバータを，山陽電気鉄道株式会社 5000 系リ
ニューアル車両向けに納入した。同車両は，2018 年 10
月から営業運転を開始した。本製品には電力変換デバイス
として，SiC-SBD（Silicon Carbide-Schottky Barrier 
Diode） と IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）
を組み合わせた 3.3 kV/1,200A SiCハイブリッドモ
ジュールを採用した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　富士電機製の SiCハイブリッドモジュールにより低
損失化した。
⑵　走行風冷却方式によりヒートパイプを不要にした。
⑶　従来品と比較して体積で 64% 小型化し，質量で
45%軽量化した。

図 18　「NRF54」

1　海外向け個人線量計「NRF54」
富士電機は，γ線とβ線を同時に測定する新型電子式

個人線量計「NRF54」を開発した。NRF54は，「NRF5シ
リーズ」の最新機種である。主な特徴は次のとおりである。
⑴　開口窓を備えたケースを採用したことにより，透過力
の弱いβ線を，β線測定用センサで効率良く測定する
ことを可能とした。
⑵　1台でγ線とβ線の同時測定を可能とした。
⑶　線量計の国際規格 IEC 61526に準拠した。
⑷　無線通信機能を利用したリアルタイム遠隔監視システ
ムとの連携を可能とした。
これにより，放射線業務従事者の被ばく低減を図ること

が可能であり，さまざまな放射線管理施設での利用が期待
できる。

社会ソリューション
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（a）東急
2020・6020系電車

（b）都営
5500形電車

図 21　電車外観

4　東京急行電鉄株式会社・東京都交通局向けドア駆動装置
株式会社 総合車両製作所経由で東京急行電鉄株式会社

2020・6020 系，東京都交通局 5500 形向け電気式ドア駆動
装置を納入している。いずれも従来の空気式ドア駆動装置の
代替として採用し，旧型車両（東急 8500 系・都営 5300 形）
を順次置き換える予定である。両車両とも自社線内だけでな
く相互乗入車として首都圏で広く活躍している。特徴を示す。
⑴　実績のあるラック・アンド・ピニオン方式により，ド
ア開閉時の信頼性の向上

⑵　高分解能エンコーダとサーボ制御技術を組み合わせた
ドア制御シーケンスと，戸挟み検知技術による安全性の
向上

⑶　車両制御システムとの通信対応による，通信信頼性と
機器状態の監視機能の向上

社会ソリューション

（写真提供：東海旅客鉄道株式会社）

主変換装置 主電動機 主変圧器

図 22　N700S 新幹線確認試験車用主回路電機品

5　東海旅客鉄道株式会社向け次期新幹線 N700S 確認試験車用主回路電機品
東海旅客鉄道株式会社は，次期新幹線 N700Sの確認試

験車を開発し，2018 年 3 月から走行試験を開始している。
富士電機は，主回路電機品（主変換装置・主電動機・主変
圧器）を納入し，走行試験にて機器の性能を評価している。
主な特徴は次のとおりである。
⑴　主変換装置は，富士電機製の SiCパワー半導体モ
ジュールを採用し，小型・軽量化を図った。

⑵　主電動機は，極数を従来の 4 極から 6 極に変更し，
小型・軽量化を図った。

⑶　主回路電機品で構成される駆動システム全体としては，
従来品に対して 20%の軽量化を図った。

データ準備 レポート共有 上長確認
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図 23　利用イメージ

1　「軽技 Web シナリオクリエイター」
「軽技 Web」は，企業内のデータベースに蓄積されて
いる複数の情報資産を活用できるツールであり，専門知識
のない業務部門のユーザでもデータ検索・集計を簡単に行
うことができる。このたび，働き方改革のニーズに応える
ため，データ活用における定型業務の自動化を可能とする
RPA（ロボティックプロセスオートメーション）オプショ
ンである「軽技 Web シナリオクリエイター」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴　ファイル操作，メール送信，データ二次加工といった

手作業の処理をプロセスとして抽出し，パッキング（シ
ナリオ化）を行う機能を実現した。

⑵　コーディングスキルがなくても，画面操作のみでシナ
リオの作成を可能にした。

情報ソリューション
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