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展　望
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　制御システム分野は，エネルギーから ITまでの広い範
囲を網羅している。太陽電池や計測機器などの先進的なコ

ンポーネント技術とシステム技術を融合させて，広く社会
に貢献することを目指している。各分野の成果と今後の展
開を紹介する。

　太陽電池分野では，熊本工場の量産設備を稼動させ，

フィルム型アモルファス太陽電池の量産体制を確立，出荷
を開始した。併せて，富士電機のフィルム型アモルファス

太陽電池の“軽い”“フレキシブル”という特徴を生かし

た応用製品の開発を行い，今後の市場拡大を狙っていく。

　エネルギーソリューション分野では，エネルギー供給が

多様化する中で，電力流通技術，エネルギー監視制御技術，

エネルギー管理技術を核に，電力会社向け系統・配電シス

テム，工場内エネルギー管理システム，新エネルギーなど

による分散型エネルギーシステムなど，海外を含む産官学
の研究開発成果も取り込みながら，お客さまのニーズに合
わせたソリューション &サービスを提供していく。

　計量システム分野では，電力自由化の進展などにより，

電子式電力量計の多機能化が進み，その計量データを処
理する自動検針機器などの周辺機器の導入も加速している。

今後も電気事業者と需要家間の適正な計量を担保し，国際
規格との整合や法規制，運用面の要求の変化に対応した電
力量計と自動検針システムを開発し，さらに開閉器の応用
機器やデマンドコントローラなどの電力管理用機器を拡充
し，電力量計をコアとしたシステムの普及に寄与していく。

　計測制御システム分野では，新情報制御システム

「MICREX-NX」を新設システムや既設機能を継承するマ

イグレーションシステム向けに多数納入した。MICREX-

NXは製造管理システムとフィールド機器との垂直統合，

安全・安定操業を実現する高信頼性，ノウハウ継承を可能
とする運転・保守支援機能，Web対応などを特徴とする

最新システムである。今後は，安全計装などを生かし，一
層の適用拡大を図っていく。

　計測コンポーネント分野では，設備投資増や環境規制が

強化中の中国など海外事業の拡大を図り，また，制御シス

テムを支えるコンポーネントとなるべく，重点 4機種（発

信器，超音波流量計，調節計・記録計，分析計）を強化し

ている。2007年はモジュール型調節計，直接挿入レーザ

方式ガス分析計などを市場投入し，また，中国製造拠点
（富士電機無錫儀表有限公司）を設立した。

　放射線機器・システム分野では，温室効果ガスを放出し

ない原子力発電が注目され，国内外で計画・建設が進ん

でいる。また，高齢化社会の到来により，加速器などを有
する高度医療施設の整備が進む。放射線機器・システムは，

需要が増加する中で高品質・高信頼化と低コスト化が同時
に進んでいる。このような状況に対応した開発を進め，特
に個人線量計は，新国際規格に整合した製品の開発を加速
する。放射線モニタは，長期安定化などの高信頼化と低コ

スト化を推進し，お客さまのニーズに対応していく。

　製造ソリューション分野では，製造管理システム用パッ

ケージ「MainGATEシリーズ」を整備し，製造プロセス

系（飲料，化学など）および加工組立系（自動車，電気電
子）への機能拡充と適用を推進した。FA分野では，医薬
および金属分野に精度の高い品質外観検査システムを多数
納入した。今後，次世代ユビキタス技術として，センサ付
き RFタグの開発と社会の安全・安心や設備保全のユビキ

タス化への適用を図っていく。

　行政情報ソリューション分野では，政府方針「IT新改
革戦略」に基づく効率的な電子行政の実現を目指し，その

構築が推進されている。富士電機は，統合型「総務事務シ

ステム」の提供に加え，市町村での共同利用型「文書管理
システム」の納入を果たした。今後も豊富な実績をもとに

各システムを拡充して提供していく。

　オフィス &セキュリティソリューション分野では，内
部統制・コンプライアンスに対する業務基盤として，ワー

クフロー，セキュリティパッケージのニーズが高まって

きている。富士電機では，1,300社の導入実績を持つワー

クフロー「ExchangeUSE」，情報漏えいを防ぐ「Barrier
シリーズ」，SOA（Service Oriented Architecture）で業
務全体の状態を可視化する「BizUSE」の機能強化を図り，

進歩するニーズに対応していく。
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太陽電池

エネルギーソリューション

　テント材一体型太陽電池

図１　テント材一体型太陽電池　太陽電池の用途拡大のため，富士電機のフィルム型太陽
電池のきわめて軽く曲がるという特徴を生かし，鋼板一
体型に続き，防水シート一体型やテント材一体型などの新
しい応用製品開発を進めている。これら建材一体型太陽
電池はフィルム型太陽電池と建材を一体化することによっ

て，従来工法で太陽電池付きの大面積建材の設置ができる

ため，今後の太陽電池普及に寄与することが期待されてい

る。写真に示す太陽電池はテント材の用途に開発中のもの

で，軽量でかつ巻き取りも可能である。テント素材にフィ

ルム型太陽電池を一体化した物で，外形寸法は 1,099mm
× 485mm，質量は 740 gである。今後，ノートパソコン

などに搭載可能な携帯用電源への適用も検討していく。

　北海道開発局向け雄武ダム管理用制御処理設備

図3　雄武ダム管理用制御処理設備　富士電機は，北海道開発局向けに雄武ダム管理用制御処
理設備を受注・納入した。この設備は，雄武川支流イソサ

ム川に位置する雄武ダムの管理業務を行うためのシステム

で，仕様は水管理制御方式技術指針（計画設計編）［農林
水産省］，ダム管理用制御処理設備標準仕様書（案）［財団
法人ダム水源地環境整備センター］に基づいている。

　納入装置は，ダム全体を監視する親装置システムとして

位置づけられ，放流操作装置（二重化），表示記録端末装
置，ファイルサーバなどから構成されるコンピュータ装置，

ダムゲート側に設置される機側設備を含めた管理所外設置
装置と対向する入出力処理装置，ならびに管理所内外の他
設備に向けて電源を供給する受配電設備で構成されている。

　アモルファス太陽電池の新しい設置事例

図2　鋼板一体型太陽電池の適用例　富士電機のフィルム型太陽電池は，鋼板一体型やテント

材一体型など独特な応用製品の開発が進み，景観調和や設
置場所，取付け方法などの要求に対応した，太陽電池の新
たな適用が可能となった。その代表的な事例を紹介する。

（1）　鋼板屋根への適用例
　バス停留所の屋根の曲面に合わせて，そのデザインを崩
すことなく，屋根材と一体化させた太陽電池を設置し，バ

ス停留所の夜間照明に利用している。

（2）　テントへの適用例
　ガラスを基板とした太陽電池モジュールでは実現が困難
であったテント材一体型太陽電池モジュールを用い，フ

ラッピングを防いだ太陽電池一体型テント建屋を作り，空
調機器の補助電源などに使用している。
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　構造化ニューラルネットワークを適用したダム流入量予測システム
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図5　ダム流入量（残流）予測方式と画面例　複数のダムから構成される連接水系において，最適な発
電計画と水系安全運用に必要となるダム流入量（残流）を

高精度に予測することは必要不可欠である。富士電機は，

東北電力株式会社只見・阿賀野川水系発電所群の各ダムを

対象に流入量予測手法の共同研究を実施し，構造化ニュー

ラルネットワークを適用した流入量予測プロトタイプシス

テムを開発した。現在，会津技術センター制御所にて実績
データを用い評価実証試験中である。次に特徴を示す。

（1）　非線形予測モデルによる高い予測精度
（2）　各ダムの特性に基づいた予測モデルをもとに対象水系
全 11ダムを予測

（3）　短時間先流量予測方法と翌日平均流量予測方法を実現
（4）　出水事例に基づき短時間で予測モデルの更新が可能

　NEDO「京都エコエネルギープロジェクト」における同時同量システム
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図6　既存の配電網を利用するマイクログリッド　独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）では「新エネルギー等地域集中実証研究」（2003
〜 2007年度）により，マイクログリッドによる新エネ

ルギーの導入を推進しており，「京都エコエネルギープロ

ジェクト」は，この実証研究の一つである。京丹後市内に，

風力・太陽光発電装置にバイオガス発電機や蓄電装置など

の多様な電源を組み合わせて同時同量制御を行う分散型電
源ネットワークを，各企業や自治体で分担して構築してい

る。この実証研究では 5分 3%の同時同量制御やバイオガ

ス発電設備の高効率運転などの実証試験を実施している。

富士電機は，変動抑制用蓄電装置と自然エネルギー発電や

負荷の変動をバイオガス発電機や蓄電装置で制御する同時
同量システムを担当している。

エネルギーソリューション

　東北電力株式会社佐渡営業所向け監視制御システム
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図4　監視制御システムの構成（佐渡営業所）　富士電機は，東北電力株式会社佐渡営業所に，島内の発
電および電力系統運用の効率化・高度化を目的に島内全電
気所を集中監視制御するシステムを納入した。従来，この

営業所では，運転員による発電計画作成や，データロガー

装置と 1：1テレコンによる個別運用を行っていたが，こ

れらの業務を監視制御システムとして統合更新したもので

ある。主な特徴は次のとおりである。

（1）　東北電力制御所向けに多数の納入実績がある信頼性の

高いシステム

（2）　周波数監視，偏差時間監視，周波数記録（島内が独立
系統であり，周波数管理が必要であるため）

（3）　発電計画・発電監視トレンド

（4）　運転予備力監視
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　中央合同庁舎第7号館（PFI 事業）への100kWりん酸形燃料電池の納入

　白川村「小水力発電所」

図8　中央合同庁舎7号館と地下設置の燃料電池

図9　放水口から見る白川村「小水力発電所」

　富士電機は，霞ヶ関地区都市再生プロジェクトの中央合
同庁舎第 7号館等整備事業に 100 kWりん酸形燃料電池発
電設備を納入した。この庁舎建替事業は国が実施する初の

PFI事業であるとともに，環境負荷の少ないグリーン庁舎
の規範を目指しているものである。燃料電池をはじめとす

るクリーンエネルギーの導入など，官庁施設における環境
負荷低減に向けた先導的な役割は今後さらに重要になると

考えられる。

　本事業における燃料電池設備の納入にあたっては，建屋
設計段階から，燃料電池排熱の効果的な利用および他の施
設との調整運転に配慮し，稼動率の向上を図っている。ま

た，庁舎地下への設置のため，メンテナンス性の高い配置
を考慮しつつ省スペース化を図ったものである。

　富士電機の「マイクロチューブラ水車」は，本格的に

販売してから 4年が経つ。この間に 10台以上の納入実績
を有するが，その一つである岐阜県白川村「小水力発電
所」（通称，しらみずのチカラ）の事例を紹介する。世界
遺産の合掌集落で有名な白川村には，庄川水系の豊かな水
を利用した大型水力発電所が点在する。白川村「小水力
発電所」では，その大型水力の一つである平瀬発電所の放
水路に存在する遊休落差を利用して，2005年からマイク

ロチューブラ水車により最大 150 kWの発電を行っている。

本水車は，ランナベーンを可動にしたことにより，流量変
化時も効率よく発電できるという特徴を持ち，2006年度 1
年間の総発電量は 960MWh（設備利用率 73%）という高
い実績により，白川村から好評価を得ている。

エネルギーソリューション

　気流最適化による工場環境改善

熱気を誘引しながら排気
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図7　低ライフサイクルコスト型空調システムの概要　工場などの大空間において全体空調を導入する場合，空
調負荷の大きさ，設備起因の発熱，外部（特に日射）から

の放射熱などにより，効率的に温度を制御することは難し

い。一方，近年のエネルギー価格高騰に伴い，電力需要の

削減とライフサイクルコストの低減は大きな課題となって

いる。富士電機では，外気を有効活用し場内の気流を改善
する低ライフサイクルコスト型空調システムを開発・納入
した。このシステムは場内の上層部では放射熱，上昇気流，

設備発熱などに起因する熱だまりを気流搬送ファンにて外
部へ排気し，下層部では気化式涼風機により冷やした外
気を場内に積極的に導入して作業域の空調を行う。その際，

場内の作業域において給気から排気方向へ一定の気流の流
れを作ることで空調効果を高めている。
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エネルギーソリューション

　デマンドコントローラ「FM78形シリーズ」
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計量システム

　NEDO「タイ・太陽光発電システム国際共同実証試験」

　「時間帯別電力レコーダー」

汎用
パソコン

日報画面

月報画面

FM78P形

図10　NEDO「タイ・太陽光発電システム」コンセプト

図11　「時間帯別電力レコーダー」の取付け状態

図12　デマンドコントローラのパソコン接続使用例

　独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の「太陽光発電システム等国際共同実証開発事
業」の一環として，関西電力株式会社と共同で「単独運転
防止方法・電力品質向上技術に関する実証研究」を 2004
年度から 3か年，タイ国バンコク市郊外で実施した。富士
電機は，太陽光発電が複数台連系された配電系統を統合監
視し，逆潮流による配電線の末端電圧上昇に起因する発
電効率のばらつきを解消する制御方式を開発し，検証した。

この方式を採用することによって配電線に複数連系された

太陽光発電全体の発電効率を向上させることが可能となる。

さらに，熱帯地域でのアモルファス太陽電池の発電優位性
についても併せて実証した。なお，本設備はタイ国政府に

譲渡され，順調に発電を継続している。

　低圧需要家への料金メニューのコンサルティング用測定
器として「時間帯別電力レコーダー」を開発した。電力使
用実態を基に電気料金メニューをコンサルティングするに

は，1週間程度使用量を測定する必要がある。これまでは，

測定器を宅内に取り付けるため，需要家に立会いをお願
いせざるを得ず，取付けが課題だった。開発した測定器は，

電気料金算定用に設置されている電力量計（単相 3線式 
100V 30A，120A）の端子部に無停電で取付けできるた

め，需要家の立会いが不要となる。さらに，測定データは

回収した測定器から直接汎用パソコンに取り込み，使用量
を加工・表示しており，電力使用実態が詳細に把握できる

ため，料金メニューの提案のみならず，さまざまな用途に

活用できる。

　契約電力を超えないように使用電力を監視し，空調など

の負荷を制御する現行のデマンドコントローラに対して，

計測データをパソコンに取り込み管理したいという要望を

実現すべく，USB通信機能を搭載した「FM78形シリー

ズ」を開発した。特徴は次のとおりである。

（1）　汎用パソコン（専用アプリ使用）を用いることにより，

計測データ（CSV形式）を USB通信にて回収
（2）　日報 92日分，月報 2か月分などをグラフ表示
（3）　設定操作は，三つのボタンによる簡単設定。パソコン

からの設定も可能
　また，現行機種と同サイズ〔W270×H200×D130（mm）〕
として，リプレースを容易にした。さらに，Web上で電
力の使用状況を確認できる上位機種の FM79P形を開発中
である。
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　化学プラントの計測制御システム

〈中央計器室〉 〈事務所〉
エンジニア
リング用
パソコン FOCUS

専用
キーボード

No.1
A品種系プラント B品種系プラントおよび共通

ACS-
2000

FOCUS

IPUⅡ

情報用 LAN（Ethernet）

専用
キーボード

制御用 LAN（冗長化）
（Ethernet）

FOCUS FOCUS

光 LAN

ハード
コピー用 帳票用

専用
キーボード

MPU

No.2

ACS-
2000

IPUⅡ
MPU

No.4

ACS-
2000

IPUⅡ

IPUⅡ

MPU

No.3-A

ACS-
2000

IPUⅡ

No.3-B

MPU

　医薬品プラントの計測制御システム

　食品プラントの情報・計測制御システム

図13　化学プラントの計測制御システム

SC SC

上位
システム

ターミナルバス

プラントバス

電気発信器類

監視盤

指紋認証付きマウス（電子認証用）

ES OS OS OS G/Wパソコン

CAS

タイムサーバ
システム時刻同期

OSサーバ
（二重化）

MPU

M/F

M/F M/FM/F MPU MPU MPU

I/O I/O I/O I/O
変換器盤
・

動力盤

FFI発信器類 電気発信器類 FFI発信器類

GPS，FM，
電話回線など

図14　医薬品プラントの情報・計測制御システムの例

図15　製糖プラントの情報・計測制御システム

　化学分野では，自動化，新品種対応，原料の再生利用に

よる改造および全面更新に対する設備投資が積極的に実施
されている。また，生産情報の統合および実績収集などの

機能改善の動きも活発である。

　このような状況の中で，富士電機は某化学工場プラント

の制御コンピュータシステム（既設「MICREX-PⅢ」）を

「FOCUS-ACS」に更新し，機能改善（安全面の向上，自
動化の推進）と新品種対応を併せて行った。また更新の手
法として，ソフトコンバート機能を使用することにより設
計・試験工程の短縮を実現した。

　他の化学工場では，「MICREX-NX」の特徴である

“垂直水平統合”を生かし，OPCクライアントを既設
MICREX-NXに導入し，上位システムと情報統合を図った。

　医薬品分野では，少子高齢化社会へ向けた行政の医療制
度の大幅な見直し，製薬会社同士の大型合併や新薬の開
発競争，外資系製薬会社の積極的参入など激しい変動期を

迎えている。そのような環境下においても各社は新薬・新
商品対応や製品コストの低減，設備老朽化対策，情報化対
応，規制当局に対する対応などさまざまな目的で設備投資
を行っている。

　富士電機は，某社向けに FDA（米国食品医薬品局）の

21 CFR Part11（電子記録類及び電子署名に関する連邦行
政命令）対応や最小の設備投資でシステムを永続的に使用
できるマイグレーション対応が可能な新情報制御システム

「MICREX-NX」を納入した。

　食品分野では，情報化・老朽化対策のシステム更新が行
われている。その中で製糖業界では異性化糖や加糖調製品
の出現，糖価調整法による制度改革により，大きな転換期
を迎えている。そのような状況下においても，食生活にお

いて欠かせない砂糖を安定的に供給するため，信頼性の高
い情報・計測制御システムの構築を目的とした設備投資は

継続して行われている。

　富士電機は，このようなニーズに対して，コスト低減
と安定したプラント操業を実現する新情報制御システム

「MICREX-NX」を提供している。

　写真は，北海道糖業株式会社本別製糖所へ納入した製糖
プラントの情報・計測制御システムで今期第二期更新工事
を完了し順調に稼動中である。

計測制御システム
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計測制御システム

　ガスパイプライン設備の監視制御システム

　都市ガスの遠隔監視制御システム（SCADA）

　ごみ焼却プラントの計測制御システム

図16　遠隔監視画面

図17　コントロールルーム設置イメージ図

図18　岸和田市貝 市清掃施設組合クリーンセンターの制御室

　最近の計測制御システムは，パソコンを応用したシステ

ムが主流となり，富士電機でもWindowsパソコンによる

オペレーションを提供している。石油，ガスのパイプライ

ン施設においては，遠隔地の監視も重要な要素となる。富
士電機では，石油資源開発株式会社秋田鉱業所由利原鉱
場に，ガスパイプライン設備の監視制御を行うシステムを

納入している。2007年，そのシステムの拡張工事として，

同社の秋田鉱業所および本社（東京）において，パソコン

を使用した遠隔監視システムを納入した。IP-VPN経由で

接続される各地区の施設をパソコンのブラウザを使用して，

秋田県由利原地区のパイプライン状況をグラフィック表示
し，さらに計測値のトレンド表示も可能とした。

　都市ガス業界では，大規模地震などの災害時対応のため

の防災管理システム導入が進んでいる。その中で西部ガス

株式会社向けの遠隔監視制御システム（SCADA）を 2008
年 4月稼動予定で現在試験中である。西部ガス株式会社は

福岡県，熊本県，長崎県の九州北部を都市ガス供給エリア

に持つ国内大手 4社の一つである。このシステムは都市ガ

スを供給する高圧導管から低圧導管までの全エリアを管理
するシステムである。

　地震などの災害時，FOMA回線を使用したガバナ監視
システム（別途富士電機で施工中）などから送信されてく

る地震情報により，災害状況に応じた供給停止などを行う

西部ガス株式会社の最重要システムである。メインサーバ

（PRIMARGY RX300の二重化）と通信サーバおよび 65
インチ液晶モニタ（3台×2）などで構成されている。

　ごみ焼却プラントは，生活で排出されるごみを処理する

ために必要な設備であり，各自治体が運営している。また，

環境問題対応・運営効率化などの社会的要請から大規模・

高機能な複合プラントになっており，焼却により発生した

熱は，発電や熱供給に利用されている。

　計測制御システムは，中央制御室でのプラント全体監
視・自動制御・炉の立上げ立下げ自動化を行い，連続運転
に耐えられる高信頼性が要求されるシステムである。

　富士電機では，新情報制御システム「MICREX-NX」
を核に，時代に合った最新システムで要求事項を実現し

ている。今後，普及が予想される安全計装についても，

MICREX-NXを用いて国際規格（IEC61508，61511）に

準拠したシステムを提供することが可能である。
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図19　圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」の各種

　圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」

差圧発信器 圧力発信器
ダイレクトマウントタイプ

圧力発信器

　工業プロセスの圧力，差圧を測定し，DC4〜 20mAの

出力信号に変換する圧力・差圧発信器は，時代の変遷とと

もに改良による世代交代を行いながら，プロセスオート

メーションの幅広い分野で多くの実績を残してきた。近年
の小型軽量化のシーズと高信頼化のニーズの高まりに対応
して，このたび最新技術で見直しを行って全面モデルチェ

ンジを行い，従来の「FCX-AⅡ」に代わって「FCX-AⅢ」

発信器を発売した。

　主な改良点は次のとおりである。

（1）　長期安定性の向上：ゼロ点出力変化；0.1% ⁄ 5年
　　　　　　　　　　　（従来 0.1%/1年）

（2）　小型軽量化：圧力発信器 2.9 kg（従来比 60%）
（3）　メニュー拡大：ダイレクトマウントタイプ圧力計追加

図21　ワイドレンジセンサ

　ワイドレンジセンサ

　ガス田や油田の流量・圧力モニタリング用発信器の世界
市場は年率約 18%で成長しており，富士電機も DPE（差
圧・圧力複合発信器）を 2007年に市場に投入した。

　この天然ガスや石油資源開発では，採掘から枯渇までの

間に産出量が大きく変化するため，絞り型流量計ではレン

ジの異なる差圧発信器が何台も必要となる欠点がある。こ

れを解決するため 1台で幅広い流量範囲に対応できるワイ

ドレンジセンサを開発した。このセンサは，レンジの異な

る 2個の差圧センサと 1個の静圧センサを搭載し，通常の

流量レンジを 1台でカバーするものである。主な仕様は次
のとおりである。

（1）　差圧レンジ：0〜 130 kPa（レンジ比 200：1）
（2）　静圧レンジ：3MPaまたは 18MPa
（3）　測定精度：＋－ 0.07%

計測コンポーネント

　FOUNDATIONフィールドバス仕様搭載の汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」

図20　汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」　FOUNDATIONフィールドバス（以下，FFという）仕 
様を搭載した汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」を開発した。

　FFとは，フィールドバス協会により国際的な規格と

して標準化されたデジタル通信仕様である。従来の 4〜
20mAアナログ通信に代わりフィールド機器と制御シス

テム間を双方向，マルチドロップで接続することができる。

　FCX-AⅢでは，FFの規格化された仕様に基づき，6
種類のファンクションブロック（AI，SC，IT，IS，AR，
PID）を搭載するとともに制御機器のバックアップや

フィールドでのローカル制御を可能にするリンクマスター

機能もサポートしている。これらにより，高度で柔軟性の

ある計装システムの構築が可能である。また，認証機関に

よる相互運用性および本質安全防爆の認証を取得予定であ

る。
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　設置形超音波流量計「TIME DELTA-C」

　ポータブル形超音波流量計「ポータフローC」

変換器

検出器

図23　設置形超音波流量計「TIME DELTA-C」　超音波流量計（設置形変換器：「TIME DELTA-C」）の

開発を完了し，2007年 5月に発売した。超音波流量計は

半導体分野（純水製造装置）や PA分野（水処理・食品・

薬品・電力・鉄鋼など）で使用される液体用の流量計で，

配管外面にセンサを設置するため，配管工事が不要である。

　TIME DELTA-Cは，現行品「TIME DELTA-S」の

特徴である耐気泡性能（アドバンスト ABM方式）を継承
し，さらに次の特徴が加わった。

（1）　小型軽量：従来比で，体積 1/3，質量 1/3
（2）　高速応答：デジタル信号処理（高速応答モード時，配
管口径による）で 0.2秒の高速応答を実現

（3）　操作性の向上：①対話式パソコンローダによる設定
（通信オプション要），②変換器外面からの容易な操作

　ポータフロー Xの後継機種としてポータフロー Cを開
発中であり，2008年 2月に発売予定である。PA・FA分
野や地域冷暖房分野に使用される液体用流量計で，設備の

保守・点検や一時的な流量測定に使用される。新たな特徴
は次のとおりである。

（1）　測定データをリアルタイムで画面表示し，ロガーデー

タを SDメモリカードに記録可能
（2）　配管厚さ計と流速分布測定機能を搭載し，配管厚みお

よび配管内流速分布の測定が可能
（3）　カラー LCDと少数キーを用いたメニュー選択方式に

より簡単操作が可能，一体型グラフィックプリンタも用
意

（4）　小型軽量（約 0.9 kg），防水構造
（5）　連続 12時間のバッテリー動作

計測コンポーネント

変換器

検出器

図24　ポータブル形超音波流量計「ポータフローC」

図22　プロフィバスPA発信器

　プロフィバスPA発信器（DP-V1仕様搭載）

　富士電機では，このたび DP-V1仕様を搭載したプロ

フィバス PA発信器を開発した。DP-V1仕様とは，エン

ジニアリングツールなどとの非定周期のデータ伝送を支援
するものである。エンジニアリングツールから発信器の機
能を停止させることなく発信器のパラメータの最適化と動
作状況の読取りが可能である。

　DP-V1仕様は，プロフィバスデバイスの認証機関であ

る ITM（プロフィバス協会が認定しているドイツの認証
機関）での認証試験に合格し，プロフィバス協会へ登録さ

れたものだけが表記できる。認証試験では，通信プロトコ

ルの適合試験のほかに物理層の適合試験，相互運用性試験
にも合格している。プロフィバスが浸透している欧州市場
での展開を進める。
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計測コンポーネント

　モジュール型調節計「PUM」

　海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」

　赤外線式ガス分析装置「ZSK」

図25　モジュール型調節計「PUM」

図26　海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」

図27　赤外線式ガス分析装置「ZSK」

　モジュール型調節計「PUM」は，DINレール取付けタ

イプの調節計で，1台で最大 4ループ，横連結による拡張
により，最大 64ループの制御を行うことができる。主な

特徴は次のとおりである。

（1）　入力＋－ 0.3%FS，200msの高精度・高速サンプリング

（2）　1台で，ヒータ断線入力が 8点まで可能
（3）　横連結接続により，省配線および連動運転が可能
（4）　上位通信は，高速データ通信（最大 230 kbit/s）を用

い，最大 64ループの計測量を瞬時に表示が可能
（5）　同期昇温や多ゾーン最適制御など高度な制御に対応
（6）　メンテナンス時，再配線不要（端子，本体脱着構造）

（7）　パラメータ設定などの容易な本体メンテナンスを実現
（簡単ローダ，Excel感覚操作）

　富士電機では海外市場をターゲットとした大型ペーパー

レス記録計「PHU」をフランスの代理店と共同開発した。

ペーパーレス記録計は測定データを従来の紙に代わり，取
外し可能なコンパクトフラッシュメモリに記録する記録計
であり，現場の IT化が進む海外市場，特に欧州地区で急
速に普及し始めている。この製品は，上記の状況に対応し

ており，特徴は次のとおりである。

（1）　測定した記録データは，パソコンの表計算ソフトウェ

アなどに取り込み，任意にデータ処理可能
（2）　Ethernet通信で，パソコンと接続することにより，

リアルタイムトレンド表示，および記録データファイル

の自動取得が可能
（3）　英語やフランス語などの多言語表示が可能

　赤外線式ガス分析装置「ZSK」は，赤外線式ガス分析計，

ジルコニア式酸素センサおよびガスサンプリング機器から

構成されており，各種ボイラ，ごみ焼却炉などの煙道排ガ

ス中に含まれる NOx，SO2，CO，CO2，O2の最大 5成分
のガスを同時に連続測定する。

　高感度で信頼性の高いマスフローセンサを搭載し，シン

グルビーム方式の採用で安定測定と，メンテナンス性の向
上を実現している。また，本体容量を従来比，約 1/2まで

小型化し，省設置スペース化に対応している。

　計量法に基づく型式承認を取得済であり，O2換算出力，

平均値出力など，多くの入出力接点信号を装備し，信頼性
の高い計測器として，幅広い分野での適用が可能である。
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図28　直挿ジルコニア酸素計

図29　防爆型ジルコニア酸素計

図30　検出器および計測部

放射線機器・システム

　直挿ジルコニア酸素計

　防爆型ジルコニア酸素計

　LAN伝送放射線モニタ

電離箱検出器（γ） 半導体エリアモニタ
検出器

中性子線エリア
モニタ検出器

計測装置

放射線
監視盤

接続BOX-1計測装置検出器

接続BOX-n

上位
計算機

Ethernet

Ethernet

計測装置検出器
Ethernet

光 Ethernet

光 Ethernet

計測コンポーネント

　防爆型ジルコニア酸素計は，非防爆型ジルコニア酸素計
（検出器「ZFK8」，変換器「ZKM」）を基に，防爆型に展
開したものであり，煙道に直接挿入する応答性に優れた防
爆型検出器「ZFKE」と，検出器の温度制御やセンサ信号
を処理する高機能の防爆型変換器「ZKME」とで構成され

ている。石油化学分野などの防爆エリアで使用できる燃焼
管理に最適で信頼性の高い酸素計である。特徴は次のとお

りである。

（1）　保護膜を形成した長寿命センサ

（2）　センサ交換が容易な検出器
（3）　自動校正，センサ診断，センサ復活などの機能を搭載

した高信頼性の変換器
　耐圧防爆規格は，ExdⅡB＋H2によるものである。

　富士電機は，LAN伝送方式の放射線モニタを開発した。

LAN伝送方式の放射線モニタは，計測装置を介して汎用
LANインタフェース（Ethernet）により，計算機システ

ムと組み合わせることで，高機能化と合理的なシステム構
成を同時に実現可能とした。

　従来の放射線モニタは，測定する線種（γ線，中性子線
など）ごとに専用の計測回路を構成していた。

　このモニタは，各現場に設置される各種検出器（中性子
線エリアモニタ検出器，γ線エリアモニタ検出器など）と

検出器の種類によらず共通に接続でき，かつ LAN接続可
能な計測装置を組み合わせたものである。

　また，計測装置は，計測機能のほか，表示・警報機能を

持ち，検出器近傍でアラームを発報することができる。

　酸素センサは，さまざまな燃焼管理に用いられており，

省エネルギーや CO2排出削減などの環境対策に必須のセ

ンサである。開発した直挿ジルコニア酸素計は，煙道に直
接挿入する応答性に優れた検出器「ZFK8」と，検出器の

温度制御やセンサ信号を処理する高機能の変換器「ZKM」

とで構成されており，ボイラやごみ焼却などの燃焼管理に

最適で信頼性の高い酸素計である。特徴は次のとおりであ

る。

（1）　保護膜を形成した長寿命センサ

（2）　センサ交換が容易な検出器
（3）　設置場所を選ばない小型・軽量の変換器
（4）　自動校正，センサ診断，センサ復活，圧力補正などの

機能を搭載した高信頼性の変換器

ZFK8

ZKM

ZFKE

ZKME
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製造ソリューション

　中物物品搬出モニタ

図31　中物物品搬出モニタ

　被ばく管理システム

図32　被ばく管理システムの自動読取出入装置の設置例

　飲料製造向けスケジューラ「MainGATE/Scheduling」

本社生産計画系 工場現場実行系(運転管理/監視・制御系）
作業指示展開，作業実行指示依頼データ 指図情報

依頼取込

依頼・負荷
のチェック，
負荷平準化

依頼回答
指図情報作成・出力

洗浄作業計画

タンク作業計画

作業順番最適化

ライン作業計画

図33　「MainGATE/Scheduling」の全体構成

放射線機器・システム

　富士電機では，原子力発電所における放射線管理区域か

らの物品搬出時の放射線汚染管理を目的に原子力安全・保
安院で策定されたガイドラインに対応した中物物品搬出モ

ニタを開発した。

　特徴は次のとおりである。

（1）　新規開発の小型検出器を組み合わせることで，従来の

モニタに比べ約 2倍の感度（60Coのβ線に対して）を持
つ。60Coで 0.8Bq/cm2以下での検出が可能である。

（2）　最も測定数量の多い工事用資材の足場板およびパイプ

に対しては，1回の測定で全周方向の測定が可能であり，

物品搬出作業を大幅に合理化できる。

（3）　内蔵バッテリーによる自走が可能であるため，定期点
検プラントへの移動が容易である。

　富士電機は，高速・高機能の被ばく管理システムを開発
した。このシステムは，原子力発電所の放射線管理区域で

作業する放射線業務従事者の個人被ばく線量管理，作業被
ばく線量管理，入退域管理などを行うシステムで，主に警
報付デジタル線量計（ADD），自動読取出入装置（ARG），
被ばく管理サーバで構成される。

　特徴は次のとおりである。

（1）　ADDは，警報音の外部イヤホン出力機能により騒音
下での警報音通知を可能とした。

（2）　ARGは，ADD通信を無線通信とし，入退域処理時間
10秒以下を実現した。

（3）　被ばく管理サーバは，独自のファイルパッケージを採
用し，ARG通信制御の高速化を図った。

　「MainGATE/Scheduling」は，生産システムにおける

生産立案，製造実行，品質・操業・リスクマネジメントの

PDCAサイクルを総合的に支援するバッチプラント向け

製造ソリューション「MainGATE-Process」の一環として，

生産システムの製造計画立案を支援するパッケージである。

　食品・飲料製造プラントなどのようなバッチ系プロセス

（溶解，調合）と離散系プロセス（充てん，包装）とが混
在するハイブリッド型生産システム向けに一貫した生産ス

ケジュールをシームレスに作成できる。

　このシステムにより，タンク繰り，複数タンクの交互運
転，洗浄作業の自動スケジューリングなど，食品・飲料製
造業に特有な課題を解決し，製造作業計画の最適化立案を

支援することが可能となった。
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製造ソリューション

　組立加工製造向け現場見える化ツール「MainGATE/PIM・Andon」

NC
装置

NC
装置

NC
装置

中間検査

MainGATE/PIM
設備能力管理
MainGATE/QT
品質履歴管理
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（収集PC）

製造情報の蓄積・管理
MainGATEサーバ

工程アンドン 工程アンドン
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製造現場の見える化

加工
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加工
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ワーク
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装置
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装置

ワーク ワーク ワーク ワークワーク

ライン実績
DB

　太陽電池量産工場（熊本工場）への「MainGATE」導入事例

　ユビキタス保全ソリューション

図34　「MainGATE/PIM・Andon」の導入イメージ
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図35　熊本工場生産管理システムの機能構成概要
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図36　ユビキタス保全ソリューション

　「MainGATE/PIM・Andon」は，設備稼働管理システ

ム「PIM」と連携し，組立加工製造現場の設備稼働や製造
実績を見える化するパソコンベースのアンドンシステムで

ある。

　従来のラインアンドンと比較して，特徴は次のとおりで

ある。

（1）　安価に構築できる。

（2）　設備の追加やラインの変更に伴う画面の変更が容易で

ある。

（3）　収集した製造実績データを分析などに活用できる。

（4）　表示端末を増設することで，事務所など，どこでも現
場の状況を把握できる。

（5）　単一ラインから複数ラインへとスケーラブルに拡張で

きる。

　富士電機の熊本工場生産管理システムは，①生産計画
システム（原価管理システム含む），②製造管理システム，

③品質管理システムのサブシステムから構成されている。

この中で次のサブシステムに「MainGATE」を導入した。

　製造管理システムではMainGATE/PO，EMを導入し，

製造工程に対する指示，実績の収集を可能にしている。

　品質管理システムではMainGATE/PPA，QTを導入し，

次の機能を実現している。

（1）　品質データを収集し，判定基準に従って品質判定を支
援する。製造に関する各種のデータを収集・保存し，両
データの関係から品質変化の真因の分析を支援する。

（2）　納入後の問合せに対して，保存したデータの中から品
質判定基準や製造条件の検索・解析を支援する。

　小電力無線技術とセンサ技術を組み合わせたセンサ付
きアクティブ型 RFIDは，安全・安心，セキュリティ，ト

レーサビリティ，工程管理，作業効率化，保守・予防保全
などの分野へ向けた重要な ITコンポーネントとなってい

る。

　富士電機では，長年培ってきたセンサ技術と最新の

MEMS技術を融合して，振動検知センサを組み込んだア

クティブ型 RFIDを開発した。この RFIDは，輸送品の荷
積み・荷降ろし作業から，トラック輸送中に受けた各種振
動状態を計測・診断したり，工場内の各種の機械の振動状
態を定常的に監視したりする目的に用いられる。今後さら

に，製造現場や施設などで危険かつ煩雑な設備保全作業を

回避して，人の安全を守ることを目的とした設備予防保全
用 RFタグなどの開発に向けて，機能拡充していく。
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製造ソリューション

　ユビキタス安全・安心ソリューション（学童見守り支援システム）
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営
費

安全のお知らせ

　圧力容器レーザ測寸検査装置

　持出管理パッケージ「MediaBarrier」

図37　ユビキタス安全・安心ソリューション

図38　圧力容器レーザ測寸検査装置
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図39　「MediaBarrier」の概要

　RFIDおよび無線ネットワーク技術を組み合わせたユビ

キタス技術は，近年急速に実用化が進み，製造現場や社会
システムでの安全・安心，作業効率向上，トレーサビリ

ティなどへの意識の高まりとともに，重要な技術となって

きている。

　富士電機では，比較的長距離でのデータ認識が可能な

小電力無線，アクティブ型 RFIDと自動販売機ネットワー

クを用いて，学童の通学路における安全・安心を提供す

るシステムを開発した。このシステムは，学童に持たせた

RFIDと自動販売機に設置したリーダ，Webカメラおよ

びネットワーク回線などから構成され，学童が通学路にあ

る自動販売機の横を通過するたびに，通過情報を保護者の

携帯などへ通知するシステムである。学童の通学途上での

危険を回避し，安全を守るツールとして注目されている。

　家庭用の圧力鍋・圧力釜などに関して，消費者の生命
または身体に対する危害の防止のために，「消費生活用製
品安全法」の改正（2006年 12月）により，製造者の自主
検査と履歴管理の徹底が課せられるようになった。従来は，

プレスやダイカストの部品を人手でゲージにより，0.1mm
の製作精度を確認し，品質検査していたが，個人差により

検査精度，時間のばらつきが大きかった。

　富士電機で開発した圧力容器レーザ測寸検査装置は，計
測台にワークを載せるだけで，自動的に複雑な形状をした

内径，外径のかみ合わせ部測定を約 3秒で 0.05mmの精
度で測定し，全数検査を実現した。測定結果は，個体ごと

に保存され，ワークの傾向管理，事故時の履歴情報になる。

　医療容器，自動車部品組立などへも応用が可能である。

　業務上で扱う顧客情報や機密情報を書類・電子媒体など

で所有している多くの企業などは，近年の個人情報保護法
の施行により，これらの書類・電子媒体に対する管理の充
実を迫られている。

　「MediaBarrier」は，RFIDの非接触・一括読取り機能
を利用し，書類・電子媒体などの棚卸し，持出・返却の運
用負荷軽減を図ることができる。また，持出者および対象
物品のランク付けによる持出可否チェック機能や操作履歴
管理機能により，高いセキュリティを実現できる。

　RFID機器は，周波数帯やメーカーごとに装置仕様が異
なるが，このパッケージは，リーダライタのインタフェー

スの標準化を図り，UHF帯，13.56MHz帯，2.45GHz帯
への対応を可能としている。
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　e-自治体「内部事務系システム」
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　物流センターシステム「物流エクスプレスⅡ」

　e-自治体「共同利用型文書管理システム」
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図40　物流システムイメージ図

図41　「共同利用型文書管理システム」の構成

図42　「内部事務系システム」の構成

　「物流エクスプレスⅡ」は，さまざまな物流センター向
けWMSパッケージ（物流センター管理システム）である。

パッケージのコンセプトは，①物流コスト削減，②複数物
流センター管理，③物流業務の統一化，④物流情報の活用
である。物流エクスプレスⅡの導入により，複数物流セン

ター内における管理と業務が統一され，資産の圧縮と業務
負荷の低減を達成することができる。

　企業間における激しい競争の中，物流システムの役割に

ついて，その重要性がさらに高まっている。物流エクスプ

レスⅡは，顧客要件の多様化対応や物流センター内のロー

コスト化対応，また，ビジネス拡大のための戦略的な位置
づけになっており，それらのニーズにお応えするパッケー

ジである。

　富士電機では従来から総務省の電子自治体構想にのっと

り，電子自治体ビジネスの中心的アプリケーションである

「文書管理システム」を納入してきた。2005年から，複数
の市町村がシステムを共同運営する共同アウトソーシング

事業が全国的に始まっている。これを受けて，富士電機は

先陣を切って文書管理システムの共同利用を実現する「共
同利用型文書管理システム」を開発し，2007年 3月に実
用化システムとして納入し，市町村による共同運用が開始
された。

　富士電機の開発した「共同利用型文書管理システム」は，

多くの実績に基づいた業務ノウハウにより，実業務に適合
した使いやすいシステムの構築が可能であり，行政文書の

ライフサイクル全般を支援している。

　富士電機は中核都市向けに「内部事務系システム」を一
括納入した。このシステムは庶務事務・文書管理・グルー

プウェアの各機能が有機的に連携することで，自治体の内
部事務の総合的な電子化を図り，業務の高度化・効率化を

実現している。加えて，内部事務系システムで使用して

いる決裁機能を財務会計システムに提供し共用することで，

より一層の効率化を図る予定である。システム導入に際し

ては，富士電機の豊富な納入実績を生かしてユーザーの業
務見直し（BPR）を行い，システムの運用方法を検討する

ことにより費用負担の軽減を図るとともに，短期間で安定
したシステムの構築を実現した。また，職員認証における

セキュリティ対策として，指紋認証システムを導入し強固
なセキュリティを確保した。
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　情報漏えい対策パッケージ「InfoBarrier5」
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号

　印刷物のセキュリティ対策パッケージ「PrintBarrier3」

　個人情報の検出管理パッケージ「SecretBarrier」

図43　「InfoBarrier5」の製品機能概要
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図44　「PrintBarrier3」の製品機能概要
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図45　「SecretBarrier」の製品機能概要

　「InfoBarrier5」は，Windowsクライアントの操作を制
限することで，内部からの情報漏えいを防止するセキュリ

ティパッケージである。主な機能は，操作制限，ログ取得，

暗号化，監視アラートである。また，サーバ製品を導入す

ることで，遠隔地も含めたクライアントの一元管理が可能
となる。

　2007年 5月に発売した Version5ではログ機能を強化し，

情報漏えいの脅威となる 6種類のユーザー操作ログが取得
できるようにした。また，同時に追加した監視アラート機
能では，ユーザーの違反操作をリアルタイムで検知できる。

これら機能の追加・強化により，情報漏えいの防止はもち

ろん，万が一の事態にもより万全な対策を施せるパッケー

ジへと成長した。

　「PrintBarrier3」は，プリンタやアプリケーションに依
存しない印刷管理製品である。その機能は二つに大別でき

る。

（1）　印刷セキュリティ機能：印刷物へユーザー名や印刷日
時などのヘッダ・フッタ情報，透かし背景を強制的に印
字できるほか，ユーザーの印刷状況をログで監視できる。

ユーザーの印刷セキュリティに対する意識を高め，紙に

よる情報漏えいを抑止する。

（2）　印刷コスト削減機能：印刷実行前にプレビュー画面が

強制的に表示されるため，印刷失敗を防止できる。また，

サムネイル印刷，印刷枚数制限，二重印刷禁止の機能を

持ち，無駄な印刷を排除し，コスト削減を行うと同時に

環境 ISOへの対策としても効果が期待できる。

　個人情報に関する各種法令の設置により，企業への個人
情報取扱い規定も厳しくなっている。個人情報取扱いに対
する社会要求の高まりに伴って，「SecretBarrier」を 2006
年 10月に発売した。主な機能はパソコン内に散在する個
人情報および機密情報の所在把握である。情報量にかかわ

らず，一度のスキャン実行で所在情報を収集できる。また，

サーバ製品を導入することで，遠隔地を含む各クライアン

ト端末の個人情報保持状況が把握でき，加えて結果レポー

トの出力も可能となる。

　企業内では管理者の負担を削減するだけでなく，各
ユーザーの個人情報取扱い意識向上も期待できる。また，

ISMS，Pマークの取得が各企業で進められる中，その支
援ツールとしての役割を果たすことも期待される。
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　事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」

ExchangeUSE
ワークフロー
エンジン

ユーザー
インタ
フェース

基幹
システム

システム管理者画面・Login 画面
承認画面・進捗画面・実績画面

決裁
業務

小規模～大規模ユーザー向け
パッケージ

旅
費
精
算

経
費
精
算

勤
務
管
理

総
務
申
請

人
事
申
請

総
務
購
買

W
e
b
申
請

小規模ユーザー向け
簡易パッケージ

起票
業務

管理
業務

ルート
制御

マスタ
管理

合議・条件分岐・代理・委任，
提出・承認・却下

組織情報，決裁者権限，認証情報

キャビネット

部門決裁システム

会計システム

ERP Connector

ExchangeUSE
Lite

For SAP For GLOVIA For OBIC 7

　業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」

　購買パッケージ「PurchaseUSE」

図46　「ExchangeUSE」の製品構成
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図47　「BizUSE」の機能構成
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図48　「PurchaseUSE」イメージ図

　「ExchangeUSE」 は， 導 入 実 績 1,300 社 70 万 ラ イ

センスに及ぶ実績を持つワークフローパッケージであ

る。Vista対応や日本版 SOX・内部統制が簡易に実現
できる機能を強化している。ユーザー自身で手軽に申
請・承認ワークフローを構築し，内部統制できるように

「ExchangeUSE-Lite」を製品ラインアップしている。会
社法の施行に伴い，小規模ユーザーでも内部統制が必要
であるが，小規模から大規模ユーザーまで予算にあわせて

対応できるようになっている。さらに将来の拡張として全
社で一つのワークフローとして統合利用できるように，旅
費・経費，購買から稟議申請まで業務ラインアップされて

いる製品となっている。

　「BizUSE」は，「作らない」「壊さない」「依存しない」

をコンセプトにした SOAソリューション基盤パッケージ

である。主要機能は，①業務全体の状態を統合的に監視
する統合進捗（しんちょく）管理機能，②業務手続きを制
御するビジネスプロセス定義機能，③システム間のデータ

連携を実現する EAIコネクタ，④「ExchangeUSE」と自
動連携し，人手介在処理を自動化するワークフローコネク

タなどである。「BizUSE」は，インシデント管理業務での

ワークフロー業務間をつなぐ仕組みとして利用されている

ほか，証券業界ではデータコネクタとして利用されている。

これらは人手業務が混在する業務プロセスの変更・追加を，

他業務への影響を最小限に抑え，ビジネス構造の変動に柔
軟に対応したシステム構築を実現している。

　「PurchaseUSE」は，購買業務全般（見積り取得・購入
依頼〜発注〜検収）をペーパーレス化，見える化，単価情
報の共有化，効率化するパッケージである。

　購買パッケージ PurchaseUSEは，一般購買・副資材購
買・資材購買・工事購買・保全購買などさまざまな購買形
態に適用できる仕組みを提供する。

　主な機能は次のとおりである。

（1）　承認ワークフロー（日本版 SOX法・内部統制対応）

（2）　購買情報集計（発注実績を多様な切り口で閲覧）

（3）　WebEDI（見積り・発注のWebEDI化）

（4）　在庫機能連携（GLOVIA/MES連携を標準装備）

（5）　生産管理連携（GLOVIA/SCP FA連携を標準装備）

（6）　会計連携（買掛けデータの CSV出力）


