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2020 年度の技術成果と展望
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パワエレ インダストリーは、駆動機器や計測機器、制
御機器に IoT（Internet of Things）を組み合わせてシス
テム化し、あらゆる産業分野の自動化と省エネルギー（省
エネ）に貢献している。
国外では、工場の立ち上げと現地子会社の統合により、

地産地消に加えて現地設計機能を拡大し、ものつくり一貫
体制を推進している。

ファクトリーオートメーション
駆動機器分野では、高性能・多機能形インバータ

「FRENIC-MEGA（G2）シリーズ」を開発した。業界最
高クラスの応答性を持ち、加工品質の安定化や加工速度の
向上を行うとともに、装置停止の未然防止を可能にするた
め予知保全機能を搭載している。
小容量電源分野では、三相電源の利用が多い半導体製造

装置向けに三相入出力の UPS（Uninterruptible Power 
System）を開発した。通信機能を強化して顧客の監視シ
ステムに UPSの状態を通知することで、半導体製造シス
テムの運用の高度化に貢献する。
計測機器分野では、ボイラの燃焼効率向上に貢献する

レーザガス分析計や、蒸気供給ライン上流の蒸気流量の計
測に対応するためクランプオン式蒸気用超音波流量計の口
径拡充などで省エネの推進に貢献する。
制御機器分野では、モーション制御を行うプログラマ

ブルコントローラMICREX-SXシリーズ「SPH5000M」
を開発した。同期できるサーボモータの数を倍増し、大規
模で高速なモーション制御を実現した。また、生産現場の
稼働状況を可視化し、事務所の ITシステムと連携が容易
なプログラマブル操作表示器「MONITOUCH X1シリー
ズ」を開発した。
FAシステム分野では、自動車産業で使用するタイヤ試

験機や電動車（EV）向け部品用温調試験装置を開発した。

プロセスオートメーション
駆動制御システム分野および高圧インバータ分野で

は、更新需要に対応するため、「FRENIC4000VM5R」や
「FRENIC4600FM4」と互換性があり、レトロフィット
に対応する製品を開発し、ラインアップに加えた。
計測システム分野では、バター製造プラント向けに監視
制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」
を納入した。新たに開発したプラントデータレコーダ
「XDR」により、不具合発生時のプラント状態を再現する
ことで原因解析を支援するとともに、ベテラン作業者によ
る運転データを再現することで生産を安定化するための作
業者教育などを支援する。
工業電熱分野では、高効率高周波誘導炉「F-MELT100G

シリーズ」を開発した。炉体の電気的損失の低減などに加
え、保守保全強化のためのセルフチェック機能などを拡張
することで、省エネと操業の安定化を推進する。
PCS（Power Conditioning System）分野では、

AC210Vクラスで国内市場最高レベルの効率と容量を持
つ太陽光発電用ストリング形 PCSを開発し、再生可能エ
ネルギーの利用拡大に貢献する。

情報ソリューション
情報ソリューションでは、富士電機が顧客に提供するさ

まざまなシステムに組み込む情報制御システムを供給する
とともに、IoTを活用し、自治体や企業などの業務の合理
化、生産性の向上、省エネを推進するツールやシステムを
展開している。
近年の働き方改革により脱紙・脱ハンコが進む中、企業
内の精算・支払業務に伴う紙（領収書・請求書）を廃して、
電子申請・電子保管が可能なシステムを開発した。各企業
の間接業務の合理化、およびテレワーク推進に貢献する。
工場で使用する冷水システムを最適に制御して、省エネ

を行う冷水システム向けインテリジェントコントローラを
開発した。また、倉庫管理を効率化する「FLEXLOGI（倉
庫実行管理システム）」の拡張開発を行い、画面デザイン
の改良などにより一層の使いやすさを実現した。
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社会ソリューション
社会ソリューションでは、鉄道車両電機システムや船舶

用システム、交通機器システム、放射線管理システムなど
を展開し、社会インフラの安全・安心と省エネ化に貢献し
ている。
鉄道分野では、鉄道車両向けに営業車への搭載による高

頻度測定と長時間測定を目的としてパンタグラフ測定シス
テムを開発し、東海道新幹線の走行試験にて検証を行い、
パンタグラフの各種データを収集できることを確認した。
船舶分野では、排ガス浄化システムを管理する船舶 IoT

システムを開発した。クラウドと衛星通信を活用して陸上
から運転状況監視や故障個所把握を逐次行い、安定稼働と

故障発生時の早期修復を支援する。また、排ガス洗浄装
置サイクロン方式 SOXスクラバは、ラインアップを拡張
し、20MW出力に対応した 2Lサイズのスクラバを発売
し、船舶の排ガスによる大気汚染の防止に貢献する。

フィールドサービス
フィールドサービスでは、従来型の定期点検や修理など

の保守サービスに加え、IoTやアナリティクス・AIを活
用した設備保全最適化ソリューションを展開している。
受配電設備向けに、稼働情報と保全情報の一元管理・分

析により、保守・保全業務の高度化や効率化を推進する
「まるごとスマート保安サービス」を開発した。

図1　「MSP752FEAC2T-CPN」

1　半導体製造装置向けUPS
半導体製造装置は、瞬停などによってプロセス中の

ウェーハに不具合が生じないように、作業を安全に継続・
停止できるように UPSが導入されている。今回、半導体
製造装置向けに三相入出力や防水などに対応した常時商用
型UPS（200V、7.5 kVA）を開発した。主な特徴は次の
とおりである。
⑴　半導体製造装置に多い三相機器に対応しているので、
システムの設計が容易に行うことができる。

⑵　IP22に対応した筐体（きょうたい）なので、水を使
用する工程を含め全工程に標準仕様で設置できる。

⑶　ログ機能や停電発生時の入力電源の波形記録機能など
により UPSの状態を監視して、半導体製造装置システ
ムの高度な監視と運用が可能になる。

ファクトリーオートメーション

変換器

検出器

50 A配管用に加え、
65 A、80 A、100 A
配管用を追加

図 2　クランプオン式蒸気用超音波流量計

2　クランプオン式蒸気用超音波流量計の拡充
電気の省エネルギー（省エネ）が進む一方、蒸気の省エ

ネは遅れている。理由の一つは、配管を切断して流量計を
設置する必要があり、蒸気エネルギーロスを容易に把握で
きないことにあった。富士電機は、配管工事不要で設置
できるクランプオン式蒸気用超音波流量計（50A 配管用）
を 2019 年に発売した。2020 年には、蒸気供給ラインの
上流で多く使われる 65A、80A、100A 配管用の蒸気流
量計を開発し、発売した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　配管工事が不要で、設備稼働中でも設置が可能
⑵　エネルギー損失・圧力損失がなく、省エネに最適
⑶　可動部がなくウォーターハンマーによる影響なし
今後、工場全体の蒸気の見える化にいっそう貢献する。
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（a）発光部
（b）受光部

（c）制御部

図 3　レーザガス分析計

3　燃焼制御用レーザガス分析計の改良
過熱蒸気を作るボイラの燃焼効率の向上と省エネルギー

（省エネ）化のために、高温の燃焼ガス中の一酸化炭素
（CO）濃度を測定するレーザガス分析計を開発した（2021
年 9月発売予定）。本分析計は、耐熱性を向上し、より高
温の燃焼制御に適用可能となった。また、既設の O2 計と
組み合わせると、低い酸素濃度でも不完全燃焼を起こさな
い最適燃焼制御が可能になり、省エネを実現することがで
きる。主な特徴は次のとおりである。
⑴　測定できる燃焼ガス温度の上限が、従来の 400℃か
ら 1,200℃となり、これまで高温のために設置できな
かった燃焼室などの環境でも使用できる。
⑵　測定のためのサンプリング機器が不要なため、2 秒以
下の高速応答による制御が可能である。

ファクトリーオートメーション

図4　「MONITOUCH  X1 シリーズ」

4　「MONITOUCH  X1 シリーズ」
富士電機は、生産現場のHMIとしての利用に加え、現
場のデータを可視化し、オフィスなどの ITシステムと連
携を可能にする「MONITOUCH X1シリーズ」を開発し、
2020 年 10 月に発売した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　Windows10 IoT Enterpriseを搭載しているので、
現場でWindowsアプリケーションやユーザアプリケー
ションが利用できる。
⑵　プロトコルとして OPC UAやMQTTを搭載し、IT
システムとのシームレスな連携が可能である。

⑶　従来のMONITOUCHで作成された既存画面を X1
シリーズにコンバートして使用できる。

⑷　耐環境性能（IP66 相当）に優れており、劣悪な環境
でも安定した運用が可能である。

図 5　タイヤ試験装置外観図

5　インドネシアタイヤメーカー向けタイヤ試験機の初号機の納入
富士電機として初号機である自動二輪用タイヤ試験機を

インドネシアのタイヤメーカーに納入した。本試験機の主
な特徴は次のとおりである。
⑴　コーナリング特性試験と転がり抵抗試験が可能
⑵　スリップ角（ハンドルを切ったときに生じるタイヤと
進行方向とのずれ角）± 15°と、キャンバー角（車両の
傾き）0～ 60°範囲を± 0.1°の高精度でタイヤの姿勢を
制御し、測定することが可能
⑶　各試験は自動モードで実行され、帳票出力が可能
本試験機により、タイヤの開発に必要なデータを高い精

度で入手することができる。今回の納入をきっかけに、拡
販していく。
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図 6　温調試験装置

6　電動車（EV）向け部品用温調試験装置
排ガスや CO2 排出などの規制によって、自動車の電動
化（EV）が進み、国内では 2030 年度までに約 4 割が
EVになると予測されている。こうした中、富士電機は、
モータやインバータなどの EV向け部品（供試体）用の温
調試験装置を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　供試体の試験温度を -40～ +120℃の広い範囲で制
御できる。

⑵　供試体の発熱量の変動に対し、温度精度± 1.0℃で循
環する給気の温度を制御し、供試体を設置する恒温槽内
を安定した試験環境にする。
この装置により、再現性と安定性のある試験環境を提供

し、自動車関連の性能評価試験を効率よく行うことができ
る。

ファクトリーオートメーション

図7　粗列用 3レベルインバータ制御装置

1　共英製鋼株式会社 山口事業所の圧延設備の更新
共英製鋼株式会社 山口事業所の条鋼圧延設備の電気

品（既設他社製）の老朽化に伴い、粗列＊用の圧延主機の
直流電動機 5台を、交流電動機に更新する工事を受注し、
完工した。夏季に工場が休止する 14 日間を利用して、電
動機、変圧器と駆動制御装置一式の更新工事と試験調整を、
無事故・無災害で遅延なく行った。
駆動制御装置には、最新の高精度・高機能の産業用3レ

ベル IGBTインバータ「FRENIC4400VM6」を採用した。
条鋼がかみ込んで負荷の急変によってロール回転数が低下
するインパクトドロップを抑制するため、状態量を予測す
るオブザーバ制御と回転数の低下分を予測して高めに設定
する機能を採用し、製品品質と操業安定の向上に貢献する。
また、2021年度に仕上列を更新し同設備の更新を完了した。
 ＊粗列：素材を最初に圧延する設備のこと

プロセスオートメーション

＊Q値：各値の相関関係が正常状態からどれだけずれているかを表すパラメータ
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図 8　予兆診断システムの構成図

2　プラント設備の予兆診断システム
富士電機は、プラント設備の故障率の高い部位の各種計

測データから異常の兆候を察知し、設備停止に至る前に通
知する予兆診断システムを開発した。大規模プラント設備
を中心にこのシステムを用いることで、異常発生時に伴う
危険状態の未然防止やゼロダウンタイムが見込める。この
システムの特徴と今後の予定は次のとおりである。
⑴　MSPC（多変量統計的プロセス管理）エンジンを採用
している。しきい値による単純な判断とは異なり、多数
の状態を総合的に判断することで、健全な状態からの逸
脱を監視・通知する。
⑵　現状はオンプレミスでの運用であるが、将来的にクラ
ウドサービスへの利用も可能にする。なお、診断可能な
対象を順次拡大する予定である。



富士電機技報　2021 vol.94 no.2

2020 年度の技術成果と展望

パ
ワ
エ
レ 

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

98（30）

インバータ
容量（kVA） 最大収納数

10、15、25 12ユニット/面

38、50、75 8ユニット/面

100、150 4ユニット/面

225、300 2ユニット/面

450、600、
900

1台/面
（盤タイプ）

容量別収納

図 9　レトロフィット機種「VM6」

3　産業用低圧インバータ「FRENIC4000 VM6シリーズ」によるVM5R向けレトロフィット対応
富士電機は、産業用低圧インバータ「FRENIC4000シ
リーズ」の新機種「VM6」を 2020 年度に発売した。一
方で生産終了となった旧機種「VM5R」のユーザーに対
して、今後も予備品や設備増設などの要望に対応する必
要がある。そこで、最新の VM6をベースに、VM5Rと
互換性があるレトロフィット機種を開発した。本機種は、
VM5Rと次のような点で互換性を備えている。
⑴　ハードウェアの外形寸法およびインタフェース仕様
多段積ユニットタイプ（300 kVA 以下）はユニットご
と交換可能。盤タイプ（450 kVA 以上）ではタッチパネ
ルも交換。
⑵　ソフトウェアの機能
保守用ローダは新ソフトウェアの導入が必要。

プロセスオートメーション
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都市ガス
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中・低圧ガバナ室

制御室

図 10　供給監視制御システムの全体構成

4　「MICREX-VieW PARTNER」による中小都市ガス事業者向け供給監視制御システム
富士電機は、これまで大手都市ガス事業者向けに中・低
圧ガバナ（整圧器）用の遠隔監視制御システムを納入して
きた。この実績を基に、中小規模の都市ガス事業者向けに
供給監視制御システムパッケージを開発した。監視操作に
は「MICREX-VieW PARTNER」、各子局装置との通信
には「MICREX-SX」を使っている。主な特徴は次のと
おりである。
⑴　LTE 回線を使って、供給エリアの圧力、流量や地震
計による揺れを監視する。
⑵　地震発生時は地震情報を収集し、オペレーターの操作
で地震発生エリアの都市ガスの遠隔遮断が可能である。
⑶　通信で使用量を取得するので、現場記録計が不要にな
り、料金請求用の圧力決裁帳票の作成を容易にした。
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図 11　転炉設備監視制御システム

5　製鉄所の転炉設備監視制御システムの更新
国内某製鉄所の転炉設備の既設監視制御システムは富士

電機と他社のシステムから構成され、操作 ･監視が別々
の端末から行われていた。この操作 ･監視系統を統合し、
「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」を使って一元
化したシステムに更新した。これにより顧客は、効率よく
操作 ･監視ができるようになった。
また、コロナ禍という社会情勢の中、富士電機の工場で

の立会検査をオンラインで行うため、監視制御システムを
遠方から監視できるオンライン立会検査の仕組みを組み込
み、高度化が進むリモートオペレーション・サービスを活
用した。これにより、顧客のオンライン立会検査が実現で
き、工事工程の順守と品質確保が可能になった。今後は、
他の案件にもオンライン立会検査を展開する予定である。
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コントローラ更新
（ソフトウェア資産継承）

ネットワークアダプタにて
既設入出力機器に接続
（ハードウェア資産継承）

盤筺体（きょうたい）・
入出力・外線端子など流用
（ハードウェア資産継承）

コント
ローラ

ネット
ワーク
アダプタ
入出力
機器

オペレータステーション
AOS-2000

オペレータステーション
XOS-3000

更新前：MICREX-AX 更新後：MICREX-VieW XX

外線端子台など

DCS 盤筐体

コント
ローラ

入出力
機器

外線端子台など

DCS 盤筐体

オペレータステーション更新
（ソフトウェア資産継承）

図 12　「MICREX-VieW XX」へのマイグレーション

6　「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」を活用した酸素プラント監視制御システムの更新
国内某製鉄所内の「MICREX-AX」で構成された酸素
プラント監視制御システムは 20 年以上運用され、更新時
期を迎えていた。システム拡張性確保、更新コスト抑制、
停止期間最短化の要望に応えるため次の対応を行った。
⑴　「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」の採用に
よる高い継承性と信頼性の確保とオープンネットワーク
採用によるシステム構成の拡張性の確保

⑵　既設と同等の画面・計装ライブラリによる機能継承
⑶　既設盤筐体（きょうたい）および盤内構成機器を活用
また、既存の構成機器は分割して更新できるので数期に
分けた設備投資を可能にした。加えて、入出力機器は継続
使用としたので、外線工事が不要となり生産調整が必要と
ならない 28 時間以内で、システム更新を完了した。

プロセスオートメーション

1 炉目の
ソフトウェアを作成

・・・

2炉目以降の
ソフトウェアを自動作成

データベース
ステーション

I/O

コントロール
ステーション

フィールド
機器

オペレータ
ステーション

エンジニアリング
ステーション

制御 LAN

情報 LAN

機能拡充“n号展開ツール”

図 13　監視制御システムのエンジニアリング構成概要

7　「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」のエンジニアリングの信頼性向上
「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」は、鉄鋼、

化学、ごみ処理をはじめとしたさまざまな分野のプラント
の安定・安全操業を提供する監視制御システムである。今
回、MICREX-VieW XXのエンジニアリングステーショ
ンの機能を拡充した。この機能拡充で開発した“n 号展開
ツール”では、ごみ処理施設など複数の焼却炉からなるプ
ラントにおいて、1 炉分の制御システムを作成することで
2 炉目以降、自動で展開することが可能になる。
これにより、工期の短縮だけでなく、ヒューマンエラー
を削減した信頼性の高いシステムの構築が実現する。
今後は、リモート操作でエンジニアリングステーション
にアクセスして、エンジニアリングを可能とするツールを
開発してさらなる機能拡充を図る。

エレクトリカル
ルーム

コントロール
ルーム

I/Oモジュール

GPS
タイムサーバ

エンジニアリング
ステーション監視モニタ

プラントバスターミナルバス

光ケーブル

制御ステー
ション

サーバパネル DCSパネル SIS パネル

オペレータ
ステーションプリンタ

I/Oモジュール

図 14　システム構成図

8　水素液化プラント向け監視制御システム
川崎重工業株式会社経由でオーストラリア・メルボルン

近郊にある Hydrogen Engineering Australiaの水素液
化プラントに、DCS（分散型制御システム）と SIS（安全
計装システム）からなる監視制御システムを納入した。
このシステムは、シーメンス社の SIMATIC PCS7を採

用し、監視モニタ 4 台、制御ステーション 1 台に加えて、
設備の異常時に、水素の特性を考慮して安全に停止させ
る SISで構成した。また、信頼性を高めるため、制御用
CPU、伝送ボード、電源と制御回線の二重化を採用した。
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：実行No. の自動割付の順序 ：指定範囲

【運転方案制御フロー表現の場合】

機能拡充従　来

1～500 501～999実行No.1～999

矢印の方向に自動的に
実行No. を付加した例

指定範囲で自動的に実行No.を
付加することで、ページあたり
2倍の表現が可能となった。

図 15　選択範囲の実行No.（実行順序）設定

9　高効率エンジニアリング支援ツール「HEART」の機能拡充
「HEARTシリーズ」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として実行し、
仕様書上で実行状態がオンラインモニタできるエンジニア
リングツールである。今回、次の機能を拡充した。
⑴　選択範囲の実行No.の割付けとシェイプの拡充
制御動作の複雑化に伴う仕様書の表現量増加に対応する

ため、実行No.（実行順序）の自動割付を従来のページ単
位に加え、任意の選択範囲も可能にした。さらに仕様書の
作成を容易にするシェイプ（部品）の拡充を行ったことで、
仕様書表現の自由度を高め可読性を向上させた。
⑵　ページ解析機能
仕様書から制御ソフトウェアを自動生成する際のエラー
原因の解析機能を強化し、利便性を向上させた。

プロセスオートメーション

プログラミング
支援ツール
Expert（D300win）

運転室
HMI

電気室

SX XCS

条件モニタ

条件テーブル

図 16　システム構成

10　HMI にも表示できる「HEART-EXCITE（条件モニタ）」
富士電機の「HEART-EXCITE（条件テーブル）」

は、ローダ用 PCに搭載するプログラミング支援ツール
「Expert（D300win）」のアドオンである。設備のインタ
ロックを運転方案の表現様式のままコントローラのソフト
ウェアとして実行し、実行状態をモニタできる。最初に故
障した要因を表示する機能があり、問題解決に役立ってい
る。
この条件テーブルを運転室の HMIで確認できる

「HEART-EXCITE（条件モニタ）」を開発した。異常発
生時にオペレーターは、HMI 上で条件テーブルを参照で
きるので、発生原因が見つけやすくなった。また、インタ
ロックの変更があると、HMI 上の表示がアップロードさ
れるので、変更作業が容易に行える。

（a）高電圧 IGBT
スタック

（b）電源盤（スタック
4台搭載）

（c）高電圧炉体

図 17　「F-MELT100Gシリーズ」

11　高効率高周波誘導炉「F-MELT100Gシリーズ」 関連論文 : 富士電機技報 2021， vol.94， no.1， p.10

誘導炉設備は、鋳造工場の中心的設備であり、省エネル
ギー性と安定稼働が求められる。これらの要求にグローバ
ルで応える高効率高周波誘導炉「F-MELT100Gシリー
ズ」を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　高電圧炉体と新型高電圧 IGBTスタックの組合せによ
り、ラインアップを 30 t/20MWまで拡大した。
⑵　高電圧化により配線やコイルの抵抗損を低減した。
⑶　新型高電圧 IGBTスタックの採用により、電源盤ス
ペースを従来比 60%に削減した。
⑷　誘導炉用に開発したダイレクトデジタル制御（DDC）
ユニットにセルフチェック機能や RAS（Reliability 
Availability and Serviceability）機能を組み込むこと
により、予防保全の強化やダウンタイムを短縮した。
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電帳法対応OP導入後

①領収書
　受領後、
　自署

②スマートフォンで
　領収書を撮影し、
　アップロード

⑦定期監査 ⑤経理承認

③申請書作成

⑥領収書・申請書
　データの保管

データでの回送

ペーパーレス化に対応

④上長承認

タイムスタンプ
自動付与

⑧定期監査後、
領収書（紙）
破棄

　電子データ
を保管

図 18　電帳法対応オプション導入後のフロー

1　「ExchangeUSE」旅費経費ワークフローの「電子帳簿保存法」対応
近年、テレワークや業務のデジタル化が進み、ペーパー

レス化や脱押印化が進んでいる。領収書などの国税関係書
類においても、データでの保存を認めた「電子帳簿保存
法」（電帳法）の改正が 2022 年 1月に施行される。
富士電機は、「ExchangeUSE」の旅費経費ワークフロー
において、電帳法のスキャナ保存制度の認証を取得した電
帳法対応オプションを開発した。これまでは押印済の申請
書と領収書を紙で処理していたが、データ（PDF）での
保管が可能となる。本オプションの導入により、スマート
フォンやスキャナで電子化した領収書などの電子データが
扱える。申請書の印刷や領収書貼付などの社員の工数削減、
印刷コストの削減、領収書の保管スペースや会計監査時の
工数削減につながる。

情報ソリューション

運転
実績

還り

往き

運転
指令 設備

コントローラ

最適制御テーブル
インテリジェント
コントローラ
（FiTSA∑）

補機制御
PLC

（ポンプ/
バルブ制御）

監視・
設定 PC

○運用監視
○故障監視
○設計支援

○設備特性データ
○稼働実績データ
○故障アラーム
○冷水温度

No.1
冷凍機

冷
却
塔

No.2
冷凍機

冷
却
塔

冷水
タンク
（高温）

冷水
タンク
（低温）

冷水
負荷

流量計 PP

図 19　インテリジェントコントローラを用いた冷水システム構成例

2　冷水システム向けインテリジェントコントローラ
乳業や食品の製造工場全体のエネルギー消費で大きな割

合を占める冷凍機群からなる冷水システムにおいて、エ
ネルギーの効率的な運用は重要である。富士電機の高度
な IoT・AI 技術や制御技術と中国氷山集団の冷凍設備に
おける豊富な運用ノウハウを融合し、冷水システム全体の
COP（Coeffi cient of Performance）を最大化するイン
テリジェントコントローラを開発し、2021 年度の上市予
定である。
冷凍機群の COP特性、冷却水温度、補機動力の消費電

力などの要素を考慮してエネルギー最適化ツールを使って
生成した制御テーブルを、エッジコントローラに実装する。
氷山冷熱科技有限公司のエネルギーセンターにおける評価
試験では、最大で 13.6%の電力料金の削減を確認した。

メニュー 入　荷 搬　送

図 20　物流作業の業務用スマートフォン画面

3　倉庫実行管理システムの端末向けソフトウェアのバージョンアップ
国内における物販 E C（電子商取引：Electronic 

Commerce）の市場規模は、毎年 6%以上の高い成長率
となっている。ECでは、多品種・多頻度、小口配送とな
り物流の作業現場への負担が大きく、効率化や自動化、作
業者の作業環境の改善に対する要望が増えている。富士電
機は、これらの要望に応えるソフトウェアパッケージであ
る「FLEXLOGI（倉庫実行管理システム）」を提供してい
る。このたび、さらに利便性を高めるため、次のバージョ
ンアップを行った。
⑴　端末（スマートフォン）のボタンなどの各表示エレメ
ントの見た目や位置、サイズ感を統一してユーザビリ
ティの向上を図った。

⑵　連携できる端末機器の機種を増やし、選択肢を拡大した。
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架線（25 kV、AC60 Hz）

伝送装置（受信側）

伝送装置
（送信側）

充放電
制御回路

加速度センサ
（舟体内蔵）

Wi-Fi 通信

シリアル通信
シールド付きケーブル

アンテナ

アンテナ

マイコン

高さセンサ

バッテリ
風防内

平衡リンク
舟体

碍子
（がいし）

磁場発電

図 21　パンタグラフ測定システムのイメージ図

1　パンタグラフ測定システム
富士電機は、鉄道車両向けにパンタグラフ測定システム
を開発し、そのプロト機を東海道新幹線の走行試験にて検
証を行い、パンタグラフの各種データを収集できることを
確認した。本システムは、営業車への搭載による高頻度測定
と長時間測定を目的として開発を行い、次の特徴を有する。
⑴　車両の屋根上に搭載されているパンタグラフの様々な
状態を監視する測定データを無線通信により車内に伝送
し、車両速度や車両位置情報と合わせて記録ができる。

⑵　測定データの収集方式の見直し、および低電力タイプ
の無線通信方式の採用により消費電力を抑え、バッテリ
電力による稼働時間を拡大した（従来の 39 倍）。
⑶　さらに、パンタグラフの集電電流を利用した磁場発電
を採用し、以前なかったバッテリの充電機能を備えた。

＊本開発で発明した特許については、東海旅客鉄道株式会社と共同出願した。

社会ソリューション

図22　ソウル済物浦トンネル 1工区向け電気集じん機

2　ソウル市向け電気集じん機
ソウル市中心部の幹線道路では、慢性的な渋滞を緩和す

るために地下トンネルの建設が進んでいる。国民の環境意
識の高まりと地域環境保全のため自動車の排ガス中の粉じ
んなどを除去する電気集じん機の設置が決定した。
第三者試験機関によるコンペティションにおいて、富士

電機の電気集じん機は、処理風速 9m/s、集じん率 90%
以上の条件を満足し、技術優位性と長年の納入実績が認め
られ、ソウル済物浦トンネル 1 工区に採用された。
韓国の協業企業が本プロジェクトを取りまとめ、富士電

機は機器製作を担っている。コロナ禍の中、工場での立
会いを行うことができないため、韓国監理団の協力の下、
Webによる工場性能検査を行って出荷した。現地据付試
験後の 2021 年 4月に開通した。

2.7 m

Mサイズ Lサイズ 2Lサイズ

図 23　SOX スクラバ

3　サイクロン方式 SOX スクラバのサイズ拡充
船舶では「MARPOL条約」により排ガス規制が強化さ
れている。富士電機は硫黄酸化物（SOX）排出規制に対応
する SOXスクラバと、それを搭載した船舶用排ガス浄化
システム（EGCS）を提供している。16MWクラスまで
のエンジン出力に対応する従来のM、Lサイズの製品群を
拡張し、20MWの出力に対応した“2Lサイズ”のスク
ラバを発売した。サイクロン方式の特長を生かして効率的
に排ガスを脱硫し、排ガス規制値（燃料中硫黄濃度 0.5%
相当）を達成しつつ、スクラバの塔径を従来の“Lサイ
ズ”と同等の 2.7m（競合他社比 23%減）に小型化した。
これにより、ファンネル＊を拡張せずに搭載できる。ま
た、構造の最適化により、スクラバ本体の強度を保ちつつ、
軽量化および船舶への設置が簡単にできるようになった。
 ＊ファンネル：船の煙突
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運転管理 *1 分析管理 *2 保全管理 *3

運転計画 アナリティクス・AI 保全計画

運転監視 データ分析
保守点検・異常修復

稼働情報 保全情報

AI

＊1：クラウド遠隔監視システム
＊2：AI エンジン・BI（Business Intelligence）ツール
＊3：設備管理支援システム

図 24　データ管理の概要

1　「まるごとスマート保安サービス」
保安人材が減少傾向にある中、設備を安定稼働させる

ため、IoTや AIを活用した“スマート保安”の実現が急
務となっている。富士電機は、IoTを活用したシステムソ
リューション「Promizer」として、受配電設備を対象に、
稼働情報と保全情報を一元管理・分析ができる「まるごと
スマート保安サービス」の提供を開始した。このサービス
により、設備の高効率な運用と安定稼働を実現する。主な
特徴は次のとおりである。
⑴　運転・保全管理のデータ統合による多角的な分析
⑵　一元管理による見える化やシームレスな情報・デー
タ・知見の共有
⑶　機器メーカー特有の設備診断技術と保全ノウハウ
⑷　IoTや AIデータを活用したデータ収集と分析

フィールドサービス

富士電機 IoT
プラットフォーム

監視対象に追加した分析計ガス分析計

ガス分析装置
FiTSAΣ

シングルビーム式
赤外線ガス分析計

ZPA

ダブルビーム式
赤外線ガス分析計

ZKJ

直接挿入レーザ方式
ガス分析計
ZSS

稼働データ
保全データ

図 25　システム構成

2　ガス分析装置遠隔監視サービスの対象拡大
工場の各種ボイラ・廃棄物焼却炉などは、法律によって

排ガス分析装置を設置し、適正な保守メンテナンスによっ
て安定稼働することが求められている。
富士電機は、業界初のクラウドを利用したガス分析装置
遠隔監視システムを開発し、2019 年度から遠隔監視クラ
ウドサービスを提供している。2020 年度から、監視対象
のガス分析計を、これまでのダブルビーム式赤外線ガス分
析計「ZKJ 形」に加えて、シングルビーム方式赤外線ガ
ス分析計「ZPA形」、および直接挿入形レーザ方式ガス分
析計「ZSS 形」を対象とした。
また、診断機能、帳票出力機能を持たせたことで、異常

兆候の早期発見、部品交換などの最適な保全実施時期の判
断を容易にして安定稼働を支援している。



＊ 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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