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オートメーション事業は，エネルギーから IT まで広範

都市向けに，文書管理と総務事務（勤務管理，給与手当，福

囲な分野を網羅しており，先進的コンポーネント技術とシ

利厚生，旅費ほか）の統合型システムの提供が進んでいる。

ステム技術により，社会に貢献することを目指している。

オフィス & セキュリティソリューション関連では，2009

エネルギーソリューション分野の太陽電池関連では，

年 3 月期決算以降内部統制監査が始まるが，ワークフロー

フィルム型太陽電池の生産拠点である熊本工場の生産設備

システムを 1,400 社に納入した実績をベースに，顧客企業

増強を進め，2009 年初めに増産体制での生産を開始する。

の業務基盤構築を強力に支援する。また，2008 年は食の

軽い，曲がるという特徴を生かし特に欧州市場において防

安全を脅かす事件や事故が多発した。この対応のため富士

水シートなどの建材一体型太陽電池への適用が拡大してお

電機は営農支援システムで農産物の安全・安心を強力にサ

り，再生可能エネルギーのさらなる普及に寄与している。

ポートしていく。

さらにエネルギーソリューション分野では，環境問題

計測制御コンポーネント分野の計量システム関連では，

がますます深刻化する中，電力流通監視制御技術，エネル

電力自由化が進展しオール電化住宅が増加することにより，

ギー最適化技術，パワーエレクトロニクス技術を核として，

電子式電力量計の多機能化と導入が進み，さらにその計量

“環境・安全とエネルギーの調和”の実現を目指していく。

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

具体的には，電力会社向け系統・配電システム，新エネル

速している。今後も，適正な計量を担保し，国際規格との

ギーなどによる分散型エネルギーシステム，工場環境改善

整合化や法規制，運用面の要求の変化に対応した電力量計

エネルギー管理システムの開発などを，海外を含む産官学

や自動検針システムを開発し，さらに開閉器の応用機器や

の研究開発成果も取り込みながら推進していく。

電力管理用機器，省エネルギー用機器の拡充を図り，電力

インダストリーソリューション分野では，新情報制御シ

量計をコアとしたシステム製品の普及に寄与していく。

ステム「MICREX-NX」や製造管理システムパッケージ

計測コンポーネント関連では，各国の環境規制強化で

「MainGATE シリーズ」を新設および既設更新システムと

需要が拡大している排出ガス用分析計の機種拡充に注力し，

して鉄鋼などの顧客に多数納入してきた。飲料・化学など

レーザ方式ガス分析計の測定成分を拡大した製品や新型ガ

製造プロセス系および自動車・電気電子など加工組立系向

ス分析装置を市場に投入した。新型圧力・差圧発信器の性

け製造ソリューションの機能を拡充するとともに，食品・

能向上とグローバル防爆規格認証取得，モジュール型調節

医薬・金属向けに高精度の外観検査システムを納入してき

計のオープンネットワーク対応などを行い，国内外の顧客

た。今後は，機能安全や高信頼化を実現する安全ソリュー

のニーズに応えたコンポーネントの提供を図っている。

ションとユビキタスセンシングの適用拡大でさらなる安

システムコンポーネント関連では，
「MICREX-NX」を，

全・安心を提供するソリューションビジネスの展開を図る。

産業および公共システム向けに多数納入した。また，ア

ソシオソリューション分野の放射線機器・システム関連

ラーム管理の強化，マルチユーザーエンジニアリングの

では，原子力発電所の建設計画や医療・産業分野での放射

強化やモデル予測制御パッケージの追加など，MICREX-

線利用が増加しており，放射線をより安全に管理する重要

NX のバージョンアップを完了した。また，
「MICREX-

性が高まっている。このため運用面に配慮したより使いや

SX シリーズ」では，ネットワークを活用した制御シス

すい線量計，検出感度を向上させた汚染モニタや地震対策

テムの利便性を一層向上するために，CPU モジュール内

を強化したモニタリングポストなど，安全・安心を実現す

蔵 Ethernet の機能拡充と，統合支援ツールの開発を完了

る機器を開発し商品化した。今後も放射線の安全管理に寄

した。監視制御分野向けでは，6 種類の新規アナログモ

与する機器やソリューションを国内外に提供していく。

ジュールを市場投入し，
“かんたん計装”とあわせ，省配

行政情報ソリューション関連では，県レベルおよび中核

線で導入が容易な監視制御システムを提供する。
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欧州向けフィルム型アモルファス太陽電池の受注拡大
富士電機は，フィルム型アモルファス太陽電池の欧州

図

フィルム型アモルファス太陽電池モジュール

図

100 kW 燃料電池普及機「100i」の外観イメージ

市場における受注を順次拡大している。図は，幅 0.5 m×
長さ 3.4 m のフィルム型太陽電池モジュールである。本モ
ジュールはフィルム型アモルファス太陽電池のきわめて軽
い，曲がるという特徴を生かし，欧州の複数の企業で防水
シートなどの建材一体型太陽電池に適用されている。
太陽電池の需要は，今後も欧州を中心に大きな伸張が見
込まれている。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，従来工法で景観を損
ねることなく大面積の太陽電池が設置できる。また，大規
模ソーラー発電所の建設場所を確保するための森林伐採な
どの環境リスクを低減する手法として，太陽電池のさらな
る普及に寄与している。

燃料電池普及機「100i」の完成と拡販
富士電機は，りん酸形燃料電池の普及機「100 i」を開発
した。この普及機の開発で，都市ガス，下水消化ガス以外
に，従来利用できなかった水素エネルギー（かせいソーダ
工場の副生水素，製鉄所の水素精製オフガス利用など）の
利用拡大を図った。今後，都市ガスから備蓄 LP ガスに切
替えできる防災機を，グリーン庁舎や病院，学校などの災
害拠点向けに拡販する。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 発電端効率（都市ガス）は，42 % と高効率であり，中

温排熱（60 ℃）を給湯予熱などに利用すると総合効率
は，約 92% になる（純水素利用時の発電端効率：48 %）
。
（ 2） 設計寿命は，6 万時間（7.5 年相当）を実現した。
（ 3） 付帯設備を含めた機器の一体化を実現したため，設置

工事期間の大幅な短縮と機器信頼性の向上を図った。

中部電力株式会社向け低圧電力契約用遮断器「動力 S ブレーカ」
電動機の始動電流などの一時的な大電流による不要動
作を回避し，過負荷電流で動作する「動力 S ブレーカ」
を中部電力株式会社，中部精機株式会社と共同で開発し
た。装置の特徴を以下に示す。①メカ式配線用遮断器部と
電子式 OC リレー部のハイブリッド構造，②電子式 OC リ
レー部において，電流−熱変換演算による熱蓄積/放熱演
算や広範囲な電流を高精度に検出することで，定格間で動
作特性が重なり合わない動作特性曲線を実現，③ JIS 規格
および「電気用品安全法」に基づく PSE 認証（法規制は
100 A 定格以下）を取得，④長寿命電子部品の採用などで
長期信頼性を図り，加速劣化試験で 25 年の耐久性を検証。
本装置の開発により，2008 年 7 月から中部電力株式会
社の低圧電力契約メニューに全電力会社で初となる“動力
用 SB 契約”を加えることができた。

32

図

低圧電力契約用遮断器「動力 S ブレーカ」
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エネルギーソリューション
コンパクトマルチ計測ユニット「FeMIEL」
電力量だけでなく，各種環境計測も可能としたコンパク

関連論文：富士時報 2008.3 p.207-212

図

「FeMIEL」エネルギー計測パッケージ

トマルチ計測ユニット「FeMIEL」を製品化した。本製品
の特徴は次のとおりである。
（ 1） 計測値に加え CO2 排出量，料金換算値表示が可能
（ 2） 電力 1 回路計測に加えアナログ・パルス信号入力が可

能
（ 3） 1 年間分のデータを本体に記録保存（5 分周期記録時）
（ 4） ネットワーク機能搭載（Ethernet，RS-485 選択）

Ethernet/RS-485
最大 31 台

さらに，パソコンでデータを収集する以下のパッケージ
ソフトウェアを開発し，単体からシステムまでの対応を可
能とした。収集したデータは，Excel ファイルで保存され，
解析を容易としている。

遠隔にて自動収集記録，運用設定，現在値表示
記録・設定情報は Excel ファイルで保存

™単体データ収集ソフトウェア（1 対 1 接続ツール）
™エネルギー計測ソフトウェア（最大 31 台構成システム）

ガスエンジンコージェネレーション用 UPS
東京ガス株式会社と共同で開発したガスエンジンコー

図

CGS 用無停電電源装置「UPS8000G」

図

波形画面例と計測装置

ジェネレーション（CGS）用無停電電源装置「UPS8000G」
を発売した。
CGS は長時間の電力供給は行えるが抜本的な瞬時電圧
低下対策が困難である。一方，UPS は瞬時電圧低下の補
償はできるがバッテリー容量の制約から長時間の電力供給
が困難である。互いの機能を補完するため，新たに開発し
たアブソーバ機能を UPS に搭載し，CGS と組み合わせて
システム化することで，停電時でも完全無瞬断・長時間無
停電の高品質電力供給を可能とした。本 UPS は損失の小
さな常時商用給電方式（デュアルプロセッシング方式）で
あるため，希薄燃焼ガスエンジンのきわめて高い発電効率
を生かしながら省エネルギーが実現できる。

瞬時電圧低下監視システム
液晶工場や半導体工場などでは，電圧の一時的な低下が
製品の品質に影響を及ぼしかねないことから，電圧の安定
性に対する要求は非常に高い。
富士電機は，瞬時の電圧低下を常時監視して警報を出力
するとともに，監視事象の発生前後の波形データを高精度
に記録し，各種データ解析画面を装備したシステムを開発
した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 波形を高精度に記録する。

™電圧 1 波あたり電気角 3.75°のデータサンプリング
™GPS による高精度な時刻補正
（ 2） 常時瞬時電圧低下を監視し，同時に負荷計測を実施す

る。
（ 3） Web 上で瞬時電圧低下検出レベルなど各種パラメー

タを設定することができる。
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IP 変換装置と IP 対応監視制御装置
電力会社では，効率的な通信ネットワークの構築を目指

図

IP 変換装置

し，監視制御システムの伝送回線に IP 技術の適用を進め
ている。富士電機はこれに対応した監視制御装置と IP 変
換装置を開発した。特徴は次のとおりである。
〈注〉

（ 1） IP ネットワークのプロトコルに PMCN を適用し，

データの順序性・連続性・リアルタイム性・信頼性を確
保し，あわせて異メーカー間結合の煩雑さを回避した。
（ 2） IP 変換装置は下位の被制御箇所（変電所，発電所）

とアナログ回線により対向し，IP 変換を行い上位の監
視制御装置と連携する構成になっている。
（ 3） 監視制御装置は汎用サーバ上に PMCN を実装した。
〈注〉PMCN：Protocol for Mission Critical industrial Network use
（JEMA 産業用プロトコル）

構造化ニューラルネットワーク適用の電力需要予測システム
電力需要の予測は，電力の安定供給と経済運用のため

図

電力需要予測システムのシステム構成（概念図）

に重要な業務の一つである。予測業務は熟練運用者が行い，
高い予測精度のためには，多大な情報を収集・分析する必

構造化ニューラルネットワーク

要があり，労力を要する業務である。富士電機は九州電力

運用者端末

入力情報を
種別ごとに分離

株式会社中央給電指令所，中部電力株式会社中央給電指令
所に，構造化ニューラルネットワークを適用した電力需要

不要な細胞を削除

当日気温

中央給電
指令所
システム

予測システムを納入した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） ニューラルネットワーク構造を最適化する学習機能に

需要実績

前日気温

気象予報・実績

より，従来と比較して予測精度を約 3 割向上させた。

予
測
電
力

前日電力

電力需要
予測システム

前週電力

気象
システム

（ 2） ニューラルネットワークの入力情報を，種別（気温，

需要など）ごとに分離し処理している。その結果，電力

入力層

需要への影響を入力情報の種別ごとに把握できる。

不要な結合を削除

中間層

出力層

類似の細胞を融合

配電自動化システムの Web 型高速 GUI パッケージ
近年，インターネットの急速な普及に伴い，
“監視制御

図

配電自動化システム Web 型高速 GUI パッケージの仕組み

システム”の分野においても，Web 技術を用いたシステ
ム構築が進んでいる。そこで富士電機では，配電自動化シ
ステムのクライアントに適用するリアルタイム性を考慮し
た Web 型高速 GUI（Graphical User Interface）
パッケージ
を開発した。これにより，クライアントの配置や台数がフ
クライアント

レキシブルに変更可能となり，大規模災害発生時の情報共
有手段としても迅速に対応可能となる。本パッケージの特
徴は，オペレーター要求の都度，WWW サーバから全デー
タをダウンロードして画面表示する方法ではなく，頻繁
に利用するデータをクライアント配置し，オペレーターの
要求もしくは WWW サーバの状態変化通知に応じ，差分
データのみを反映する方式により高速化を実現した。富士
電機では今後この技術を適用したシステムを構築していく。
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発変電所用標準監視制御システム
中小規模発電所群の集中監視制御や変電所の運転を行う

図１

標準発電監視制御システムの画面例

“発変電所用標準監視制御システム”を開発した。その特
徴は次のとおりである。
① Windows ベースのクライアント・サーバシステムと
したことでシステム構築の柔軟性を向上させた。②運転業
務の効率化を可能とするため，発電所設備の各種自動制御
機能を組み込んだ。③運用に柔軟性を持たせるため，自動
制御ステップをユーザーが修正できる機能を組み込んだ。
④システム構成は，ユーザーのニーズに合わせて，操作卓
クライアント，サーバの冗長化など自由に構築できるよう
にした。
この標準システム 1 号機は，黒部川電力株式会社姫六総
合制御所システムに適用し稼動している。

インダストリーソリューション
鉄鋼業・製造プロセスライン向けトレースバックシステム「MainGATE/PPA」
富士電機の製造ソリューションパッケージ商品の一つ

図１

鉄鋼業・製造プロセスライン向けトレースバックシステ
ムの構成

である「MainGATE/PPA」
（実績分析パッケージ）を用
いて，鉄鋼業・製造プロセスライン向けトレースバック

表示用
クライアント

システムを開発し納入した。本システムは，富士電機の
「MICREX-SX」 お よ び「f（s）NISDAS」 と 連 携 し 高 速

スイッチ

周期（30 〜 50 ms）のデータ収集・解析，中・低速周期
（1 〜 10 s）のデータ収集，長期保存，およびデータ解析

スイッチ

を実現している。本システムにより，製造プロセスライン

GW 用 NISDAS

における製造実績情報にひも付けた品質の状態および傾向
分析などの製造管理指標（KPI：Key Performance Indicator）が Web 環境で閲覧できる。例えば LAN 接続され
たパソコンであれば，いつでもどこでも，製造プロセスラ

スイッチ
P
S

インの KPI を閲覧することができる。

C
P
U

データ収集用 PLC
「MICREX-SX」

データ
サーバ

アプリ
ケーション
サーバ

天然水製造工場向け統合製造管理システム「MainGATE-Process」
富士電機の製造ソリューションパッケージ商品である

図１

サントリー天然水株式会社奥大山ブナの森工場

「MainGATE-Process シリーズ」を中核として，サント
リー天然水株式会社奥大山ブナの森工場向け統合製造管理
システムを開発し納入した。
本システムでは，製造計画の立案・指示から，製造進捗
（しんちょく）把握，ライン設備監視，製造実績トレース，
品質分析支援までの一連の仕組みを組み込んだ。それによ
り，飲料分野向け製造情報管理インフラの標準化推進に向
け，タイムリーな製造状況の把握，製造品質の状態および
傾向の分析など必要不可欠な工場管理指標の“見える化”
を実現している。また，同時に納入した原動管理システム
と実績分析環境を統合することにより，生産情報とエネル
ギー情報を融合した，より高度なエネルギーマネジメント
が可能になった。
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ユビキタス保全ソリューション
近年，安全・安心をテーマに，いつでもどこでも双方

図

ユビキタス保全システムの構成例

向に情報交換できるユビキタス社会の到来が望まれている。
一方で，保全現場は熟練技術者の減少という課題を抱えて

ユビキタスサーバ

診断管理パソコン

いる。富士電機は，保全現場の IT 化を目的として，長年

LAN
（既設使用可）

培った無線伝送技術と振動センサ付き RF タグを組み合わ

無線ＬＡＮアクセスポイント

ＬＡＮアダプタ

せた工場内ユビキタス保全システムを試作評価した。本シ

ＲＳ-４８５

ステムは，電動機などを診断する RFID 振動診断システム

送受信機

と，双方向情報交換できる工業用ユビキタス無線 LAN シ
ステムで構成されており，次に挙げる特徴を持ち，追加配

無線センサ

線工事費も大幅に軽減できる保全システムである。

無線通信
（特定小電力無線）

①現場で保守点検記録を入力・検索できる。②現場で予

管理者用
情報端末
（ＰＤＡ）

備品情報を検索できる。③写真情報などを活用したマルチ

点検者用
情報端末
（タブレットパソコン）

振動センサ，中継用ＰＤＡ

メディア保全情報を交換できる。④現場機器の振動情報を

（a）ＲＦ
ＩＤ回転機振動診断システム （b）工業用ユビキタス無線 LAN システム

無線，LAN 経由で監視・診断できる。

構内物流管理システム
地球環境問題や資源リサイクルへの積極的な取組みの一

図１

計量システムのシステム構成

つとして，JFE スチール株式会社は，スクラップの使用
既設 LAN

計量パソコン

量拡大に取り組んでいる。今回，JFE スチール株式会社
西日本製鉄所倉敷地区において，スクラップ積載車両の

スイッチング
ハブ

計量管理パソコン

計量を行うトラック計量システムの更新と処理能力の増強，

スピーカ
Ethernet

バーコード
リーダ

制御装置

た。富士電機では，各計量所に設置した現場操作盤を中心

DIO

としたシステムを構築し，現在，順調に稼動を開始してい

レーザ
プリンタ

A3 レーザ
プリンタ

る。本新計量システムの特徴は，①従来の磁気カード方式

スピーカ

たことによる安定稼動の実現と，② PLC 採用によるシス

Ethernet

制御装置

テムの高信頼性にある。また，本システムへの切替えによ
バーコード
リーダ

り，処理能力は以前の 2 倍以上になることが見込まれてい

IC カード
リーダ

る。

鉄鋼プラント計測制御システム

このシステムは多種ネットワークに対応しているため，
富士電機の既設制御システムだけでなく，他社の電気制
御設備や機電一体で設置された付帯設備を制御する各社
PLC ともシームレスにデータ通信ができる。新システム
からの統合オペレーションが可能となり，制御設備全体の
操作性向上を行った。さらに設備の安定操業を目的として，
新システムに機器の稼動状況をリアルタイムでデータ収集
する設備稼動管理機能を組み込んでいる。収集したデータ
から，メンテナンス時期をビジュアルに表示することで予
防保全が可能となり，設備故障によるダウンタイムゼロを
目指したシステムを構築した。
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図

IC カードリーダ

車両検知
センサ

ポスト盤１

操作表示器

から，非接触 IC カードとバーコードの併用方式に変更し

鋼プラントに納入した。

制御装置

制御盤

および新計量所の増設に対応した新計量システムを構築し

富士電機の新情報制御システム「MICREX-NX」を鉄

ポスト盤 2

操作表示器

ルータ

鉄鋼プラントの計測制御システム

和算器

ひょう量器
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鉄鋼プラント計算機制御システム
鉄鋼ユーザーが 1990 年代に導入した計算機は老朽化が

図

鉄鋼プラント計算機システム構成

進み，保守部品不足や能力不足などのため新計算機への更
新の動きが活発化している。富士電機は製鉄所の計算機の

端末：FA パソコン

更新を短期間で実現した。以下に手法を紹介する。

端末 LAN

（ 1） 既設システムの通信データを，ネットワーク解析アナ

ビジネス
コンピュータ
稼動系

ライザ技術を応用して新設の計算機に取り込み，新旧シ
ステムの並列運転を実現した。

汎用 LAN はネットワーク解析アナライザ
技術応用による新旧システムの並列運転実現

計算機：SPARC Enterprise

（ 2） 最新 OS とミドルウェアに対応できる互換関数を作成

待機系

ソフトウェア資産の流用度向上による
ソフトウェア変更作業の極小化

することで，既設ソフトウェア資産の流用度を上げ，ソ

共有ディスク

フトウェア変更作業を極小化した。
（ 3） 更新中の並列運転のため専用ゲートウェイを設置し，

P リンク

既設制御機器（DPCS-F，P リンク）の変更はシステム

電気
PLC

定義のステーション番号の変更だけでできるようにした。

電気
PLC

P リンク
ゲートウェイ
P
S

FL-net
DPCS-F ゲートウェイ

C
P
U

富士電機専用 LAN はゲートウェイ設置による
並列運転実現およびシステム定義変更の簡略化

DPCS-F
計装
DCS

計装
DCS

化学プラントの計測制御システム
化学品メーカーは，電機・電子や自動車ユーザー向け高

図

化学プラントの計測制御システム

付加価値素材の需要に対して，積極的な設備投資を行って
いるが，最近では原料高・燃料高により工場の増設を延期
する状況もある。このような状況の中，富士電機はコニカ
ミノルタエムジー株式会社東京サイト日野フィルム工場の
監視制御装置を更新した。
納入した新情報制御システム「MICREX-NX」は，上
位計算機とは OPC 伝送で接続されており，シームレス
な 情 報 交 換 を 実 現 す る こ と が で き る。 さ ら に 階 層 化 オ
ペレーション表示により監視操作性を向上させた。また，
MICREX-NX の新バージョンで監視操作性能をさらに向
上させるため，アラームフィルタリング，モデル予測制御
などの機能強化を図っており，今後提供する予定である。

食品プラントの計測制御システム

──乳業プラントの計測制御システム──

乳業業界では，食の安全の観点から，品質の安定性が確

図

乳業プラントの計測制御システム

保できるシステムの導入が必要となっている。このニーズ
に対して富士電機は，分散型制御システム（DCS）と生産
実行系システム（MES）の垂直統合システムを提供して
いる。
MES では品質トレーサビリティを実現し，DCS では高
機能 PLC を採用して品質の安定性を確保している。
一方，エンジニアリングツールは，Oﬃce などの汎用
ツールを使用して仕様書を作成すると，ソフトウェアに自
動展開するプログラムの可視化ツールを提供している。本
ツールを活用することで，顧客による現場機能改善のため
のソフトウェア開発および変更が容易になり，製品の品質
安定性が十分に確保できるシステムとなっている。某社新
工場に，このシステムを納入し順調に稼動している。
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ごみ処理プラントの計測制御システム
各地の自治体では，ごみ処理施設の老朽化に伴う機能維

図

春日部市環境センターの中央制御室

図

運転操作用モニタ

図

ボイラ制御システムのオペレーションデスク

持対策として，設備運転の中枢を担う分散型制御システム
（DCS）の更新が相次いでいる。DCS の更新には，システ
ムの信頼性，操作性，汎用性の向上とともに，工事実施に
際しては，設備稼動計画への影響を極小化することが要求
される。富士電機は，1993 年に日立造船株式会社経由春
日部市環境センターに納入した「MICREX-PⅢ」を新情
報制御システム「MICREX-NX」に更新した。更新工事
は一括全面更新とし，既設の外線ケーブルおよび PLC を
流用することで切替え工程の短縮と既存資産を十分に活用
しながら品質の高いシステムを提供することができ，全休
炉時の短期間での切替え工事，スタートアップを実現した。

セメントプラントの計測制御システム
セメント業界では国内外を問わず，設備老朽化対策や運
転操作性向上のため，制御装置の更新計画が検討されてい
る。
中国烟台三菱水泥有限公司で稼動中の分散型制御システ
ム（DCS）の更新を新情報制御システム「MICREX-NX」
で行った。更新工事は系統ごとに 2 分割で行い，外線ケー
ブルを離線せず，端子台ごとに既設品を活用した。また，
P リンクインタフェース採用で，既設資産である電気制御
用 DCS「MICREX-F」を活用しながら更新工事を実施す
ることで現地工期の短縮を図っている。システム移行期
間中でも新旧システム間で従来どおりデータ通信ができる
よう，専用ゲートウェイシステムを設置しているため，運
転操作者に違和感を感じさせることなく工事が進められる。
2009 年 3 月にすべての更新が完了する予定である。

ボイラの計測制御システム
自家用火力発電設備は，事業所内生産設備への電力・蒸
気の供給を行っているため，生産設備の安定稼動のために
最も重要な設備の一つである。
富士電機は，宇部興産株式会社の 145 MW 発電設備へ
ボイラ制御システムとして 1992 年に納入した第 3 世代の
DCS「MICREX-PⅢ」を，2008 年 5 月に最新第 5 世代の
DCS「MICREX-NX」へ更新した。現在，順調に稼動し
ている。
システム更新工事中は，一部の既設 DCS が残るため，
新旧システムが混在する構成となる。ボイラの消火から点
火までの工期は 26 日間と短期であったが，宇部興産株式
会社との共同で綿密なシステムの切替え計画を策定し，計
画どおりに短期間で更新工事を完了した。
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都市ガス向け統合監視システム
西部ガス株式会社に統合監視システム（SCADA）とガ

図

西部ガス株式会社の本社コントロールルーム

バナ遠隔監視制御システムを納入した。
西部ガス株式会社は都市ガス供給エリアとして福岡県，
熊本県，長崎県の九州北部を持つ国内大手 4 社の一つであ
る。
本システムの役割は高中圧導管ネットワークの統合監視
と災害対策支援である。都市ガス供給エリアの圧力・流量
情報の一元管理と地震など災害発生時における異常情報の
即時把握，二次災害防止の地域別ブロック遮断を可能に
したシステムである。メインサーバ（PRIMARGY RX300
の二重化）を核に FA パソコン，PLC「MICREX-SX」な
どで構成されており，本社コントロールルームおよび災害
対策室には 65 インチ液晶ディスプレイとプロジェクタ用
100 インチスクリーンを設置した。

エンジニアリング支援システム「HEART シリーズ」の「MICREX-NX 版」
「HEART シ リ ー ズ 」 は， 汎 用 の OA ソ フ ト ウ ェ ア

図

従来ツールと「HEART シリーズ」の比較

（Excel や Visio）を用いたエンジニアリングツール群であ

［ワープロなど］

従
来
方
式

ループ，IBD など）を，分散型制御システム（DCS）や
コントローラ（PLC）のソフトウェアに自動変換するこ

絵情報
機能仕様設計
（機能仕様書）

から，富士電機が開発した DCS，PLC である「ICS2000」

ソフトウェア
デバッグ
製作
［ローダ］

H
E ［Visio］
A
R
T
方
式

質化に貢献してきた。
版」を

フォロー

ソフトウェア図面
単体
ソフトウェア設計 ソフトウェア
入力
（ソフトウェア図面）
デバッグ

削減

モニタ

機能仕様書
兼ソフトウェア

コメント 絵情報

完成させたことで，大規模システムも含めた情報制御シス

試験
［ローダ］

総合テスト

図面
フォロー

（機能仕様書
/ ソフトウェア図面）

総合テスト

［Excel］

応してきており，エンジニアリング業務の高効率化，高品

［ローダ］

モニタ

機能仕様設計
（機能仕様書） 機能製作
データ入力

「ACS2000」
「ACS250」そして「MICREX-SX」に適時対

このたび，HEART

［ワープロ
など］

コメント

機能仕様書

とができる。HEART シリーズを 2001 年にリリースして

シリーズの「MICREX-NX

ソフトウェア
設計

機能仕様
設計

り，作成した機能仕様書（SFC，タイムチャート，計装

機能仕様設計

変換
ドキュメンタ

データ
入力

［NX］

［ICS/ACS］

［SX］

試験

高効率
①機能仕様書からソフトウェアを自動生成
②ソフトウェア製作，単体デバッグ，
図面フォロー不要
③簡単な機能仕様書作成
（ひな型＋シンボル用意）
高品質
①機能仕様書＝ソフトウェアで仕様の食違いなし
②機能仕様書から自動変換なので人的ミスなし

テム構築の効率化，高品質化をさらに進めていく。

ソシオソリューション
地震対策モニタリングポストの納入
モニタリングポストは，原子力施設周辺の環境放射線を

図

地震対策モニタリングポスト

連続測定・監視するもので，そのデータは一般公開される
ため，社会的受容性の観点からも重要な設備である。新潟
県中越沖地震の発生以来，地震発生時にも環境放射線を
測定し，データ伝送することの必要性がさらに注目される
ようになった。富士電機は，地震対策を図ったモニタリン
グポストを中部電力株式会社浜岡原子力発電所に納入した。
特徴は次のとおりである。
（ 1） 検出器・計測部を耐震評価し，耐震性を確認・強化した。
（ 2） 電路断線に伴う停電対策として，無停電電源装置（10

時間バックアップ）を設置し発電機接続回路を追加した。
（ 3） データ伝送路の断線を検出し，衛星通信回線による

データ伝送の自動バックアップ機能を追加した。
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高感度体表面汚染モニタ
原子力発電所の放射線管理区域内から作業者が区域外に

図

高感度体表面汚染モニタ

図

高感度ランドリーモニタ

図

ワークフローシステム「ExchangeUSE」による業務処

退出するときに，体表面に放射能汚染のないことを高感度
で測定できる体表面汚染モニタを開発した。特徴は次のと
おりである。
（ 1） 従来の前後面各上中下部と，頭上部，両手甲掌，両足

裏および人の左右側面の上下部に，左右側頭部を新たに
加えて合計 17 部位の測定を可能としている。
（ 2） 検出器に大面積薄型プラスチックシンチレータを使用

しており，原子力発電所内での主要な核種である 60Co
に対しての高感度測定を可能としている。
（ 3） 検出器の配置を工夫することで，従来の開放感を維

持 し，60Co に て 1 Bq/cm2 と 検 出 感 度 を 向 上（ 従 来 比
120 %）させた。

高感度ランドリーモニタ
原子力発電所の放射線管理区域で着用した衣服などの洗
濯後の放射能汚染管理に使用する高感度ランドリーモニタ
を開発し，関西電力株式会社高浜発電所に納入した。特徴
は次のとおりである。
（ 1） プラスチックシンチレーション検出器（幅 700 mm）

は，幅 100 mm の小型検出器を 7 台並べたユニット構造
に することで，60Co にて 0.8 Bq/cm2 と検出感度を向上
（従来比 150%）させた。
（ 2） コンベヤ速度 180 mm/s で作業服を流した場合，前述

の検出感度でのランドリーモニタの検査処理能力は 340
着以上/h が可能で処理能力を向上（従来比 120%）させ
た。

事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」
「ExchangeUSE」は企業内のさまざまな申請業務の電
子化・業務効率化を実現するワークフローシステムである。

理統制

日本企業には内部統制の観点から，財務報告の信頼性・
法令遵守が求められている。ただし業務効率性の観点から，
単に内部統制への対応だけではなく，現実的に運用できる
業務処理統制を行うことが重要になってくる。これを実現
するために IT の活用が不可欠であり，特にワークフロー
システムには多様な業務運用に対応できる柔軟性と，高い

基幹系システム
総務

手当申請
証明書発行申請
福利厚生申請
採用管理
…

人事

通勤手当申請
基本情報変更
退職金
年末調整
…

給与

会計

目標管理

休暇申請
勤怠申請
工数管理
…

旅費精算
経費精算
固定資産
…

目標管理申請
キャリア管理
教育管理
社内公募
…

ユーザビリティが求められる。
ExchangeUSE は，1,400 社の導入実績があるワークフ
ローシステムである。富士電機は，旅費・経費・勤務管理
をはじめ多様な業務に対応できる製品群と実績で培ったノ
ウハウを強みに，企業の業務基盤システム構築を支援する。

40

汎用型ワークフロー
メリット
汎用性がある
自由に増やせる，変更できる

業務特化型ワークフロー
メリット
便利で使いやすい画面
複雑な機能（日当，電車代）も実現
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ソシオソリューション
営農支援システム
“食の安全・安心”への関心が高まる中，農業生産段階

図

営農指導支援システムの運用イメージ

図

システム構成

における農薬の適正使用は，
「農薬取締法」
「食品衛生法」
による規制が大幅に強化されたことと相まって一層の徹底
が求められている。これは現在，農業生産主体（JA，生
産者）を最も悩ませる問題である。
富士電機が提供する“営農支援システム”は，モバイル
端末を活用した農薬情報検索システムである。農作業現場
にいながらにして畑の状況に応じた適正な資材や，その使
用基準を検索・参照することを可能とする。これにより，
多くの食品事故の原因とされる“失効農薬の使用”
“農薬
使用基準違反”を防止し，安全な生産プロセスの実現を支
援する。本システムは，産地の食の安全・安心確保対策の
一翼を担う仕組みとして，現在，国内 25 拠点にて稼動中
である。

某市向け文書管理システム・庶務事務システム
国の「e-Japan 戦略」構想を契機に，地方自治体は電子
自治体の実現を進めている。富士電機は，地方自治体向け
ハードウェア構成

情報システム構築事業を展開している。最近は，内部業務
効率化を目的とした“文書管理システム”
“庶務事務シス

ソフトウェア構成

テム”の導入が進められており，都道府県への導入に関し

庶務事務
システム

文書管理
システム

クライアント
パソコン

電子決裁基盤

ては，富士電機はトップシェアを誇っている。
認証基盤

さらに中核都市以上への展開を図っている。そのような
中，2006 年度，某市から文書管理システム・庶務事務シ

Web/AP
サーバ

ステムの構築業務を一括受注し，2007 年 7 月に文書管理

検証 / 研修
サーバ

運用管理
サーバ

OracleApplication Server

OracleDataBase

システム，2007 年 12 月に庶務事務システムの運用を開始

DB
サーバ

した。本システムでは，共通基盤となる電子決裁基盤の構

OS（Linux）

文書管理システムと庶務事務システムを同一ハードウェアおよび同一の基盤ソフトウェア
上で構築

築や庶務事務システム新パッケージの導入を実現しており，
今後の展開に向けた事業基盤，技術基盤を強化した。

計測制御コンポーネント
電力需給用複合計器（時間帯別・通信機能付）
低圧需要家向け計器として，各種料金メニューに迅速に

図

電力需給用複合計器「FM2CS-R」

対応できる機能を充実させた電力需給用複合計器（時間帯
別・通信機能付）を開発した。
従来の計器は定格電流が 30 A と 120 A の 2 仕様であっ
た が， 今 回 開 発 し た 計 器 は， オ ー ル 電 化 設 備 を 持 つ 電
力需要家向けとして最適な定格電流 60 A 仕様としてい
る。 ホ ー ル セ ン サ 内 蔵 デ ジ タ ル 乗 算 LSI（Large Scale
Integrated Circuit）を採用して，電流トランスレス化し
たことで，半波電流の計量が可能となった。また，ハード
ウェア設計の見直しを行い，従来の 30 A 仕様品との部品
共通化なども行った。
仕様は次のとおりである。
™単相 3 線式，100 V，60 A，50/60 Hz
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計測制御コンポーネント
直接挿入レーザ方式ガス分析計の測定成分追加
2007 年 4 月に煙道排ガス中の HCl や NH3 を測定する直

図

直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」

接挿入レーザ方式ガス分析計の開発を完了し，2008 年 4
月 に は H2O を 同 時 に 測 定 で き る HCl/H2O，NH3/H2O と
O2 を，2008 年 10 月 に は CO，CO2，CO/CO2，CH4 を ラ
インアップに加えた。各追加成分計の用途と特徴は次のと
発光部

おりである。
（ 1） HCl/H2O，NH3/H2O 計は煙道排ガスを装置単独で水

受光部

分補正することができるため，メンテナンスが容易であ
る。
（ 2） O2，CO，CO2，CO/CO2 計は鉄鋼などの高温・高ダ

制御部

ストの環境下で燃焼制御用として使用でき，メンテナン
スフリーで高速応答である。
（ 3） CH4 計は 0.01 〜 50 vol% と幅広いフルスケールレンジ

に対応でき， ガス漏れ検知用途などに使用可能である。

ガス分析装置「ZSU-4」
鉄鋼，石油化学プラントの加熱炉やボイラおよびじん

図

ガス分析装置「ZSU-4」

かい焼却炉の排ガスモニタリングに適したガス分析装置
「ZSU-4」は，排ガス中に含まれる NOx，SO2，CO，CO2，
O2，N2O など最大 5 成分のガスを同時に連続測定できる。
（ 1） 搭載する赤外線分析計，サンプリング機器，端子台，

電気機器などをユニット化した。
（ 2） 高感度マスフローセンサを搭載した赤外線分析計によ

り，業界最大レンジ比 1：25 を実現した。
（ 3） 分析装置の奥行を従来比約 30% 小型化して完全前面

メンテナンスとし，使いやすさを追求した。
（ 4） 用途に応じシンプルなサンプリング系統を標準化した。
（ 5） 自動校正，自動レンジ切換，リモートホールド，上下

限警報など，豊富な機能を持つ。

圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」のグローバル防爆規格認証取得
2007 年 12 月に発売した圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」
は，世界各国の主要な防爆規格認証を取得した。石油・化
学プラントなどの爆発性雰囲気で使用する電気機器には，
本規格の認証取得が義務づけられている。この認証取得に
よって，世界各国の石油・化学市場への拡販が可能となっ
た。
取得した防爆規格認証の“国または地域”と“認証機
関”は次のとおりである。
①日本：TIIS

②中国：NEPSI

③欧州：ATEX

④豪州その他：IECEx

⑤米国：FM

⑥カナダ：CSA

なお，
“防爆規格の種類”は①〜⑥のすべてが本質安全
防爆・耐圧防爆である。
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図

圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」
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計測制御コンポーネント
モジュール型調節計のシリーズ拡充
モジュール型調節計「PUM シリーズ」として 2 種類の

図

拡張通信モジュール

を使用したシステム構成

拡張通信モジュールを開発した。各拡張通信モジュールを
現行 PUM システムに接続するだけで，PLC などの上位
サーバ

システムと通信することが可能になる。特徴は次のとおり
である。

PROFINET

（ 1） PROFIBUS 拡張通信モジュール

「MICREX-NX」やシーメンス社製 PLC と通信するた
めのモジュールである。① PROFIBUS-DP スレーブ，②

MICREX-NX
シーメンス社製 PLC

PROFINET 拡張通信モジュール

最大通信速度 12 Mbits/s，③最大接続モジュール数 32 台

PROFIBUS-DP

（ 2） PROFINET 拡張通信モジュール

Ethernet ベースのフィールドバスと接続するためのモ

ET200

ジュールである。① 100 BASE-T（100 Mbits/s）2 ポート

PROFIBUS 拡張通信モジュール

標準装備，② NRT，RT 対応，③最大接続モジュール数
32 台

新情報制御システム「MICREX-NX」の機能拡充
「MICREX-NX」 の 機 能 を 拡 充 し，2008 年 10 月 に

図

Ver.7.0 をリリースした。向上した主な機能は次のとおり

マルチユーザーエンジニアリングのシステム構成
OS クライアント 1

である。

OS クライアント 2

OS クライアント 3

（ 1） アラームメッセージの管理機能

特徴 1：メッセージの種類による統計データ管理が可能
特徴 2：プロセス状態によるフィルタ機能を実現
ES4
CFC/SFC
エンジニアリング

ES1

効果 ：重大メッセージの確認漏れ防止
（ 2） マルチユーザーエンジニアリング機能

OS サーバ

特徴 1：複数のエンジニアによる設計が可能
特徴 2：ソフトウェアの一元管理が可能
効果 ：設計やデバッグ時間の大幅な短縮

AS1

（ 3） トレンドデータのエクスポート機能

AS2

OS：オペレータステーション
ES：エンジニアリングステーション
AS：オートメーションシステム

特徴 ：CSV 形式へのエクスポートを実現
効果 ：最適なプロセスの分析やチューニング

新情報制御システム「MICREX-NX」P/PE リンクデバイス
「MICREX-NX」のコントローラであるオートメーショ

図

P/PE リンクデバイスのシステム構成

ン シ ス テ ム（AS） と， 既 設 の「MICREX シ ス テ ム 」 で
OS

使用している P または PE リンク機器を接続するインタ

ES

フェース装置（リンクデバイス）を開発した。主な特徴は
次のとおりである。
（ 1） AS の冗長化に対応

二重化 AS

（ 2） 1 台の AS に本リンクデバイス 4 台まで接続可能（P/

最大 4 回線

PE リンク 4 回線サポート）
リンク
デバイス

（ 3） Proﬁbus 接続により，従来の Ethernet 経由の接続よ

り高速化を実現

P/PE リンク

（ 4） ブロードキャスト通信，メッセージ通信が可能
（ 5） 高速伝送（最大 976 ワードを 30 ms で更新）を実現
（ 6） PE リンクの全ブロードキャストデータ（24.5 k ワー

リンク
デバイス

OS：オペレータステーション
ES：エンジニアリングステーション
AS：オートメーションシステム
PLC：プログラマブルコントローラ

PLC

PLC

ド）の一括伝送を実現
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計測制御コンポーネント
統合コントローラ「MICREX-SX」の CPU モジュール「SPH2000」の内蔵 Ethernet 機能拡充
統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」の CPU モ

図

「SPH2000」の Ethernet 機能内蔵 CPU モジュール

ジュール「SPH2000」の内蔵 Ethernet 機能は，顧客から
好評をいただいている。さらなるシステム構築の利便性向
上を目指し，次の機能拡充を行った。
（ 1） ファイル送信機能（FTP クライアント）

™PLC からパソコンへ，能動的にファイル転送が可能
™ロギングデータなどの送信に最適
（ 2） 電子メール発信機能（SMTP クライアント）

™ファイル付きメールの発信が可能
™エラー発生時の連絡に最適

電源
モジュール

（ 3） Ethernet 時計機能（SNTP クライアント）

CPU
モジュール

™サーバの基準時間取得が可能

入出力
モジュール

™正確な時間付きロギングデータの作成に最適

統合コントローラ「MICREX-SX」計装向けモジュール
プログラマブルコントローラ（PLC）計装は，多品種少

図

関連論文：富士時報 2008.2 p.153-157

計装向けモジュール製品のラインアップ

量生産に対応する中小規模システムコントローラとして応
用範囲を拡大している。これらシステムへのさらなる適合
を目指し，次の特徴を持つクラス最高水準の計装モジュー

センサ用
電源内蔵

高耐圧
チャネル間絶縁
AC1,000 V

ル（6 種類）を開発した。
（ 1）“流量・温度・圧力・レベル”などのアナログ量を

①
②
③
④
⑤

“高速・高精度・高分解能”で計測可能
（ 2） 計測用チャネル（ch）間の絶縁強化
（ 3） チャネルごとにセンサ用電源を内蔵

これらから，従来設置していた高精度調節計，変換器，
電源などが不要となり，各種流量計などと計装モジュール

高速・高精度・高分解能
（24 ビットΔΣ A-D 変換器内蔵）

とを直接接続ができるので，省配線で柔軟な高精度計装シ

AI
：８ｃｈ
AO
：４cｈ
PT
：６ｃｈ
熱電対：８ｃh
ディストリビュータ
：4ch
⑥ 流量計 F/A-D
：4ch

ステムを容易に構築できる。

ワイヤフォーミングの生産性を向上させる PLC 用ソフトウェア
ワイヤフォーミング機（曲げ加工機）にサーボ・PLC

図

ワイヤ形状表示と機械動作シミュレーション表示例

「MICREX-SX」を組み込む際，PLC ソフトウェアを作る
必要がある。曲げ加工機は，曲げツール，機構部の形状，
寸法の制約などにより曲げ部の不備やワイヤの干渉が伴う。
そのため，PLC ソフトウェアは，工程ごとに機械を動作
させ曲げ形状を確認しながら作成する。この余分な作業を
軽減するために，①機械動作シミュレーション機能，②加

（a）４面図

（b）拡大図

工データから最適なサーボ調整値の作成機能，③ PLC と
のデータ授受機能から構成したシミュレーションツールを
開発した。これらの機能により，最終曲げ形状，ワイヤの
干渉の有無，機械の動作が画面上で確認でき，PLC ソフ
トウェアの生産効率が向上したと好評を得ている。また，
一部の三次元 CAD データにも対応させた。
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（c）シミュレーション図

＊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。

