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富士電機å電力j産業ĈåÎ÷hËôÌôà分野ÝēsıŊsĠŐŜ事業Ĉ展開Íh多Åä実績Ĉ¸ÈÜÃÕgąÂ国
ä技術戦略ÞęŖsĹŔà市場j技術ä動向Ĉ踏ô¾h安全j安心Ý持続可能à社会ä実現á向ÇÜhđĶŔėsÞ環境j
安全á注力ÍÕ技術開発Ĉ進÷ÜºāgĢŇsı化hĤsľįČ化hęœsŜ化Ĉ三Úä鍵ÞÍhđĶŔėshčŜĩĢ
ıœhĦĠē分野á事業領域Ĉ区分ÍhĤsľįČ技術h組込õĠĢįŉàßäŀŒĬıľĒsŉ開発hàÿéá３R đŜ
ġĴċœŜęä実現á向ÇÕ取組õĈ進÷Üºāg
Fuji Electric has expanded its automation business in various ﬁelds, such as for power and industrial applications, and has compiled a
record of many successes. Based on our technical strategy for the Japanese market and on global market and technology trends, Fuji Electric
is advancing technical development focused on energy, the environment and safety with the goal of realizing a sustainable society that is a
safe and secure. With smarter functions, improved safety and greening seen as the critical factors for success, Fuji Electric has subdivided
its automation business activities into energy, industry and socio-automation sectors, and is advancing eﬀorts to realize safety engineering,
platform development that includes embedded systems, and{3R|
}reduce, reuse, recycle~engineering.
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⒜ä中Ýåh省đĶŔės}省đĶ~型産業ŀŖĤĢ

石油化学àß素材産業h電機j電子àß電動力応用h組立

}製鉄h石油化学àß~Â挙ÈÿĂÜÀĀhŀŖĤĢ制御

加工産業hļŔú商店舗àßä分野áÀºÜh最新ä計測

技術Â貢献ÝÃāgôÕh次世代省đĶİĹčĢSiC

制御技術j情報技術ä採用á取Ā組õh省力化j自動化h

}炭化Çº素~
hGaN}窒化ĕœďŉ~àßÞÞøá高効

高効率化j高信頼度化Ĉ実現ÏāēsıŊsĠŐŜä事業

率čŜĹsĨÂ挙ÈÿĂÜºāg家庭jļŔj地域ä効率

Ĉ展開Íh多Åä先駆的実績Ĉ挙ÈÜÃÕg現在h地球温

的đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉå⒜⒞共通Ý挙ÈÿĂ

暖化h少子高齢化h安全j安心ä実現àßä社会的課題ú

Üºāg⒞ä中Ýåh太陽光発電h風力発電hĹčēŇĢ

ęŖsĹŔ化j競争力向上àß経営的課題ä解決á貢献Ï

発電àßÂ挙ÈÿĂÜÀĀhÉĂÿä分散型電源Þä系統

ā次世代ēsıŊsĠŐŜä実現Ĉ目指ÍhđĶŔėsÞ

連携技術ä重要性ø示ËĂÜºāg⒠ä中Ýåh燃料電池h

環境j安全分野á注力Íh技術開発Ĉ進÷Üºāg

CO2 回収貯留技術àßÂ挙ÈÿĂÜºāg
⑵

計量j計測ĠĢįŉ分野ä技術戦略
社会ä安全j安心ä確保Àþé技術競争力ä高度化Ĉ図
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āÉÞĈ目的ÞÍh新規計測機器開発ä加速h計測機器利
.

国内の技術戦略

用技術ä普及Ĉ目標ÞÍÜºāg
計測機器á関ÏāĸsĲďĐċÀþéĦľıďĐċ研究

経済産業省Â策定Íh公開ÍÜºā技術戦略ŇĬŀÝ
åh重要技術ä絞込õĈ行ºh導入Ġĳœēh技術ŇĬŀh

開発ä具体的à課題Àþé代表的àŀŖġĐĘıÞÍÜ次

⑴

àÿéá技術ŖsĲŇĬŀĈ示ÍÜºāgÓä 2009 年版

ä共通的àøäÂ挙ÈÿĂÜºāg
⒜

ä中ähēsıŊsĠŐŜ技術Þ大ÃàÁÁąĀĈ持Ú

新規ĤŜĞj新原理á基ÛÅ先端的計測機器ä開発
Þ世界市場îä展開

đĶŔės分野Þ計量j計測ĠĢįŉ分野áÚºÜ述ï
⒝

āg情報技術}IT~áÚºÜå政府ä IT 戦略本部áþā

現場ŏsğ志向äĦľıďĐċ内蔵jıŕsĞļœ

⑵

įČ要件Ĉ保証Ïā技術開発

i-Japan 戦略 2015á基ÛºÜ述ïāg
⑴

⒞

đĶŔės技術戦略

不具合検査àß生産現場îä計測ĦœŎsĠŐŜ提

供

đĶŔės分野Ýåh2006 年á策定ËĂÕ新j国家
đĶŔės戦略ú 2007 年äĘsŔċsĢ 50計画Ĉ

⒟

踏ô¾Ü次ä五Úä政策目標Ĉ設定ÍÕ上ÝhÉĂÿá寄

最重要技術課題ÞÍÜh例¾æ気体流量計測Ýå高精度

与Ïā主à技術Â抽出ËĂÜºāg

計量標準整備h標準化活動Þ認証方法

化h高信頼性化h高速化hĕĢ種範囲拡大hıŕsĞļœ

⒜

総合đĶŔės効率ä向上

įČ確保àßÂ挙ÈÿĂÜºāg
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運輸部門ä燃料多様化

⑶
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新đĶŔėsä開発j導入促進
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家電j車àßá適用ËĂh大Ãà効果Ĉ¸ÈÜÃÕg最近h
応用面Áÿåh連続系Þ離散系Ĉ統合的á扱¼ĸčĿœĬ

ú{水|äþ¼á抵抗àÅ普遍的á受Ç入ĂÿĂÜ経済社

Ĳ制御hþĀ高º信頼性ú可用性h安全性Ĉ実現ÏāİČ

会全体Ĉ包摂Ïā存在ÞàāÉÞ}Digital Inclusion~
hà

ŃŜĩĿŔ制御àßä理論j方式Â注目ËĂÜºāg

ÿéáİġĨŔ技術j情報áþĀ経済社会全体Ĉ改革ÍÜ

⑸

ĢŇsıęœĬĲ技術

新Íº活力Ĉ生õ出ÏÉÞ}Digital Innovation~Ĉ目指

ēĹŇ米大統領Â掲ÈÕęœsŜjĴŎsİČsŔ政策

ÍÜºāgÉÉÝå三Úä柱Â挙ÈÿĂÜºāÂhÓä一

ä目玉ä一ÚÞÍÜĢŇsıęœĬĲÂ注目ËĂÜºāg

Úä{産業j地域活性化Àþé新産業ä育成|Ýåh組込

IT Ĉ活用ÍÕ制御装置Ý電力ä流ĂĈ供給側h需要側ä

õĦľıďĐċä高機能化j高信頼化úhęœsŜ IT á

双方Áÿ自動調整Ïā次世代ä送配電網Ý¸āg専用機器

þā低炭素化àßÂ施策ÞÍÜ挙ÈÿĂÜºāg

úĦľıďĐċĈ送配電網ä一部á組õ込ĉÝh電気Ĉ常
時監視ÍÜ電力ä需要Þ供給Â¼ôÅ釣Ā合¼þ¼áÏā

.

市場と技術動向

ēsıŊsĠŐŜ技術á関係ÏāęŖsĹŔà市場Þ技

øäÝh欧米h中国h日本àß世界中Ý注目Ĉ浴éÜºāg
国áþĀh電力čŜľŒä前提条件ø異àāÕ÷h課題ú

術áÚºÜh最近ä動向Ĉ述ïāg

導入効果á対Ïā見解åËôÌôÝ¸āg日本åĢŇsı

⑴

ęœĬĲä要素技術ä大国Þø言ąĂÜºāg今後h太陽

国際標準化
国際標準化îä対応ä重要性åôÏôÏ高ôÙÜºāg

光発電ä一般家庭îä普及àßh分散型電源ä拡大á伴ºh

đĶŔėsú工業ŀŖĤĢä計測制御分野ä標準化å IEC

配電系統äÃ÷細Áà制御Ĉ行¼Õ÷ä計測ĤŜĞh制御

ä技術委員会ä TC8 ú TC59hTC65hTC95 àßĈ中心

端末ú次世代配電系統ä制御技術ä開発Â注目ËĂÜºāg

á活発á進÷ÿĂÜºāg電子化hĶĬıŘsĘ化h工業
用無線hËÿáĠĢįŉ視点Ýä国際標準化ø活発化Í

.

需要動向

ÜÀĀhĠĢįŉ垂直統合úĢŇsıęœĬĲ対応àß

đĶŔėsj環境関連市場å中国ĈåÎ÷ċġċÝä需

ä技術á関心Â寄ÑÿĂÜºāg工業用無線Ýå HART

要拡大Â予測ËĂÜºāg日本Ýø環境j省đĶ関連市場

Communication Foundation á þ ā WirelessHARThISA

å年平均 8 % 前後Ý拡大Íh2020 年áå 15 兆円規模á達

}International Society of Automation~ á þ ā SP100 ä

ÏāÞõÿĂÜºāgĢŇsıęœĬĲ関連市場ä成長ø

規格化Â進÷ÿĂÜºāg機械j機器ä安全å ISO 12100
}機械安全~
hIEC 61508}電気系ä機能安全~Ĉ上位規格

急激Ý 2014 年áå 200 億米ĲŔ規模Þø報ÎÿĂÜºāg
ĤsľįČjĤĖŎœįČå中近東h中国účŜĲàßċ

áÍÜhËôÌôà分野j機器ä規格化Â進÷ÿĂÜÀĀh

ġċ地域Ýä拡大Â予測ËĂh10 % 前後ä高º成長Â見

日本Ýø JIS 化ËĂhÉĂÿä流Ăä中Ý安全計装àßä

込ôĂÜºāgÉäþ¼á環境j省đĶú安全j安心á関

導入å徐々á常識化ËĂÚÚ¸āg

連Ïā市場å国内外Ý今後Þø持続的à成長Â見込ôĂÜ

⑵

ÀĀhēsıŊsĠŐŜÂ担¼役割å大Ãºg

生産j環境技術
đĶŔėsŇĶġŊŜıáÚºÜh2010 年末Ĉ目標á

品質ŇĶġŊŜıä ISO 9000 ú環境ŇĶġŊŜıä ISO

富士電機が目指すオートメーション事業

14000 Þ同様à規格化Â ISO 50001 ÞÍÜ進÷ÿĂÜºāg
注 1

一方hRoHS 規制ú鉛ľœsàßh製品á対Ïā環境規制

.

お客さまの課題とニーズ

Â進ĉÝºāg
⑶

ĤŜĞĶĬıŘsĘ
人jŋķä状況úÓĂÿä周辺環境àßĈĤŜĞÂ認識

ÍhĤŜĞ同士ä自律的à情報ä流通Ĉ実現Íh状況îä

À客Ëôä中ÝøhÞĀąÇ製造業Ĉ取Ā巻Å事業環境
ä変化áþĀh課題ÞÓĂá伴¼Ĵsģå次äþ¼á変
ąÙÜÃÜºāg
⑴

ęŖsĹŔà生産環境îä対応

œċŔĨčŉà対応Ĉ可能ÞÏāŏļĖĨĢĤŜĞĶĬı

製造業å必要à市場îäĨčŉœsà供給Â求÷ÿĂh

ŘsĘ技術á関Ïā研究開発Â総務省主導Ý行ąĂÜº

有望à市場ä近Åá製造拠点Ĉ配置ÏāÞÞøáh人件費

āgÉĂÿĈ達成Ïā技術ÞÍÜh無線hĶĬıŘsĘh

àßäĜĢıä低º国j地域îä製造拠点ä統合Â進ĉÝ

MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~ĤŜĞhĤ

ºāgÉĂÿá対応ÍÜh分散拠点ä統合管理úęŖsĹ

ŜĞčŜĨľĐsĢh電池}ôÕå自己発電~
hÓĂÿä

ŔàĞŀŒčĪĐsŜŇĶġŊŜıhĤĖŎœįČh知的

信頼性Ĉ損àąÐÍÜ長期間動作ËÑā方法àßä課題解

財産保護àßä技術Â重要ÞàÙÜºāg

決á取Ā組ôĂÜºāg
⑷

制御技術
1990 年代ÁÿŖĹĢı制御úĴŎsŒŔĶĬıŘsĘ

àßÂh情報技術ä進歩Þ¸ºôÙÜh産業j社会分野ú

異àā文化Ĉ持Ú人材Â混在ÏāÉÞáþĀh作業標準
化ú作業履歴管理hàÿéá従来以上ä現場設備ä安全設
計Â求÷ÿĂāg
⑵

資産活用ä最適化
需要h景気h為替ä変動úĴsģä変化àßä市場œĢ

注 1RoHSk電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制限á
ÚºÜä EU}欧州連合~ä指令

Ęáh柔軟á対応Ïā生産体制Â求÷ÿĂÜÀĀh生産拠
点jŒčŜä構築h変更h移転Ĉ短期間j最小費用Ý実現

（3）

特 集

ºÜåh社会ä隅々á行Ã渡ÙÕİġĨŔ技術Â{空気|
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Ïā必要Â¸āgÓäÕ÷h設備äŋġŎsŔ化j汎用

á入出力処理速度h縦軸á機器á搭載ËĂā記憶容量Ý示

化j可搬化Â進ĉÝºÅg

Ïg電子技術hĦľıďĐċ技術ä進歩å急速ÝĠĢįŉ
構造ä変化ø目覚ÍºøäÂ¸ā

ŔàĠňŎŕsĠŐŜh製造工程ä精緻}Ñº×~àĠ

á富士電機äēsıŊsĠŐŜ事業ä取組õĈ示

図

ňŎŕsĠŐŜh現場機器ä省配線j無線化h設備ĈÚà

Ïg同図ä上段á示Ïþ¼áœĢĘ分散ú高機能化á伴¼

ºÖÖÇÝ動作ÏāŀŒęċŜĲŀŕč機能Ĉ持ÙÕ機器

構成機器ä物理的分散ú自律化Â進ĉÝºāg一方Ýh運

àßÂ求÷ÿĂāg

用面úđŜġĴċœŜęjĞsļĢ面ÝåĠsŉŕĢà統

⑶

投資œĢĘä低減}高稼動率h安全化~Þ製品安全

合環境Â求÷ÿĂÜºāgŀŖĤĢú生産Ĉ{þĀ見¾ā

現場設備åôÏôÏ高º稼動率Â求÷ÿĂÜÀĀh事故

化|Íh運用j操業Ĉ{þĀ快適Ý安全|á実現ÏāÉÞ

ú設備ä故障á伴¼運転停止j機会損失Ĉ最小化ÏāÉÞ

Ýh経営競争力向上á貢献ÏāĦœŎsĠŐŜÂÉĂÁÿ

Â必要Ý¸āgÓäÕ÷áh高º信頼性ú安全性Â求÷ÿ

äēsıŊsĠŐŜÝ¸āgÉĂĈ目指ÍÜh富士電機å

ĂāÞÞøáh故障Ïā前á対策Ĉ打Üāþ¼h異常兆候

ĤŜĞÁÿĠĢįŉ構築ôÝ①ĢŇsı化h②ĤsľįČ

ä早期発見ú将来予測Â期待ËĂāgËÿáh従来ä信頼

化h③ęœsŜ化Ĉ鍵ÞÍÜ技術開発j商品化Ĉ進÷Üº

性á加¾hĠĢįŉÞÍÜä可用性ä向上h耐故障性àß

āg

ø含÷ÕİČŃŜĩĿŔà設計技術Â求÷ÿĂāg
製品ä安全性確保åËôÌôà事例Ĉ持×出ÏôÝøà

ĢŇsı化åĤŜĠŜęä高性能化h最適化àßä高度
情報処理h業務j運用ä効率化j省đĶ化àßĈ意味Ïāg

Åh企業ä存続áÁÁąā最重要àœĢĘÝ¸āgÞĀą

ĤsľįČ化å冗長化áþā高信頼ĠĢįŉh高信頼度設

Çh食品j薬品àßä場合å不良品ä排除åø×ăĉäÉ

計j安全設計h国際規格á対応ÍÕ機能安全ĠĢįŉ提供

Þh異物j微生物àß混入ä検査ä高度化ú原材料Áÿ製

àßh安全j安心Ĉ確保Ïā取組õÝ¸āgęœsŜ化å

造h流通ôÝäıŕsĞļœįČ確保Â求÷ÿĂāg

環境負荷ä計測h高度監視h環境規制対応j省資源化àßh

⑷

環境対応ä取組õÝ¸āg

人材流動化Þ技能維持
ąÂ国áÀÇā団塊ä世代ú米国àßáÀÇāłļs

事業領域ÞÍÜåh電力jĕĢj石油àßäđĶŔės

ĿsŇ世代Â退職年齢Ĉ迎¾hąÂ国ä終身雇用制ø崩壊

分野h食品j化学j鉄鋼j電機j機械àßäčŜĩĢıœ

ÍÚÚ¸Āh人材ä流動化Â進ĉÝºāgôÕh景気ä波

分野h農業j物流jĞsļĢj商業j公共àßäĦĠē分

àßáþā物量ä変動áľŕĖĠĿŔá対応ÏāÕ÷h定

野á区分ÍÜºāg上記ä三Úä鍵åÉä三Úä分野Ó

期社員ú派遣社員ä比率Â増大ÍÜºāgËÿáh欧米ä

ĂÔĂá重要Ý¸āÂhÞĀąÇhđĶŔės分野áåĢ

õàÿÐhąÂ国Ýø若年労働力不足jęŖsĹŔ化Áÿ

Ňsı化ÂhčŜĩĢıœ分野áåĤsľįČ化ÂhĦĠ

外国人労働者ä雇用Â増¾Üºāg

ē分野áåęœsŜ化Â最重要Þ位置付ÇÜ技術開発Ĉ進

ÉĂÿá対応Ïāáåh短期間ä教育Ý作業á従事ÝÃ

÷Üºāg

āþ¼à役務ä単純化ú熟練者ÝàÅÞø容易á操作可能
Ý安全à設備j機器àßÂ必要Þàāg設備側á自己診断

.

ú機能安全àßäčŜįœġĐŜĢ性Ĉ持ÕÑh作業者Ĉ

⑴

補助ÏāgËÿáh作業者ä健康j意識状態Ĉ監視Í安全

オートメーション技術の取組み

ĤsľįČ技術
富士電機å電力j公共設備ú工場àßhŀŒŜıä安全

性Ĉ確保ÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg

制御ĠĢįŉúÓĂĈ制御ÏāĠĢįŉÓäøää高信頼

⑸

度化áå以前Áÿ取Ā組ĉÝÃÕgôÕhĤŜĞ技術áþ

環境社会îä対応

地球温暖化抑制úĥŖđňĬĠŐŜhÓäÕ÷ä一Úä

āŀŒŜıú機器ä異常診断àßÝø多Åä取組õĈ行Ù

解答Ý¸ā電気自動車}EVkElectric Vehicle~社会îä
対応Â求÷ÿĂÜºāgÓäÕ÷áh設備j機器ä低消費

図

オートメーションシステム構成機器と技術進歩

電力化j小型化ú運用効率ä定常的à監視j改善Â必要Ý
1T

¸āgôÕh有害物質規制}大気汚染防止法h水質汚濁防
〈注 2〉

止法hRoHShREACH àß~îä対応Ýh事業所ä排出
ÏāĕĢú排水中ä低濃度j微量ä有害物質成分ä測定Â
必要ÞàÙÜÅāgEV 社会áÀºÜåh安全Ý高効率à
駆動制御技術ÞÞøáh急速充電ĢĨŜĲäþ¼àčŜľ
Œä整備ø課題Ý¸āg
.

三つの鍵
図

制御（PC）

1G

保護リレー

1M

制御機器
（PLC）

電気制御機器
（インバータ等）

}欧州連合~ä規則

HMI 機器

制御装置
（DCS）

発信器

áēsıŊsĠŐŜĈ構成Ïā機器ä進歩Ĉh横軸

注 2REACHk化学物質ä登録h評価h認可及é制限á関Ïā EU

（4）

主制御装置
（コンピュータ）

現在

搭載記憶容量（バイト）

特 集

ÉĂÿá対応ÍÜh複数拠点間ä物流ø含÷ÕęŖsĹ

1980 年前後

1k
10−4

10−3

10−2
10−1
入出力処理時間（s）

100

101
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オートメーション事業の取組み

特 集

物理的分散化の進展

ネットワーク化・統合技術

技術
インテリジェント化，ソフト化の拡大（監視・診断機能の深堀化）

センシング

機能・構造化

エンジニアリング，サービスメンテの統合・シームレス化

コンポーネント商品

システム商品

商品群
プラント
工場

電子制御デバイス
実装機器
センサデバイス

システム
ソフト

フィールド機器

電子基板

組込みソフト（次世代）

組込みソフト

単体機器
制御計測機器

製品

システム構築

センシングの拡大
（高性能・小型化，経済性）

高度情報処理
予測・最適化・最適制御

業務・運用効率化
省エネルギー化

スマート化

インテリジェント化
冗長化

高信頼度設計化
自動診断・監視化

規格・規制対応化
（機械・機能安全）

セーフティ化
（性能・労働）

エネルギー・環境計測
環境負荷（CO2 換算）

高度監視・情報制御化

合理化・規制対応
省資源化

グリーン化

センサ技術
ソフト技術
計測制御技術
電子・通信技術

スマートエネルギー
電力・ガス監視制御
グリッド運用最適化
メータリング，品質
分散型エネルギー
エネルギー利用インフラ

セーフティインダストリ
安全・安定操業（イエローファクトリ）
生産統合管理
監視制御
省エネルギー

グリーンソシオ
グリーン IT
1 次産業情報化
農業近代化
物流最適化，ワークフロー

ÜÃÕgËÿáh情報制御ĠĢįŉäĤĖŎœįČ管理à

ĸsĲďĐċjĦľıďĐċäŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ図Āh

ßáø多Åä実績Ĉ持ÙÜºāgÉĂÿá加¾Üh機械安

開発手法j開発ŀŖĤĢä標準化Þ部品化Ĉ進÷Üºāg

全j機能安全ä規格ú規制á対応ÝÃāđŜġĴċ育成ú

⑷

3R đŜġĴċœŜę

商品提供ä取組õĈ強化ÍÜºāg国際規格á準拠ÍÕ安

制 御 Ġ Ģ į ŉ Ĉ 構 成 Ï ā Ĝ Ŝ ı Ŗ s Œh Ĝ Ŝ Ľ Ŏ s

全技法áþā開発úœĢĘċĤĢŊŜıá基ÛÅ安全ĠĢ

ĨhHMI}Human Machine Interface~機器àßäđŜġ

įŉ設計Ĉ富士電機ä提供ÏāÏïÜä商品á適用Ïā活

ĴċœŜęhàÿéáĦľıďĐċ開発ä共通ŀŒĬı

動Ĉ行ÙÜºāg

ľĒsŉ化Þ統一đŜġĴċœŜę環境áþā業務効率

⑵

化Ĉ進÷ÜºāgÉĂáþĀh設計j開発ä作業量ä削減

ŀŒĬıľĒsŉ開発
業種h組織h機種Ý固有á開発Íh結果的á開発期間ä

}Reduce~
h設計資産ä再利用}Reuse~
h部品化àßä再

長期化h属人的à開発áþā技術ä停滞h効率低下Ĉ招º

資源化}Recycle~Ĉ推進ÍÜºāgÉĂĈh富士電機Ý

ÜºÕgÉĂá対Íh技術基盤ä共通ŀŒĬıľĒsŉ化

å{3R đŜġĴċœŜę|Þ称ÍÜºāg

}横断的開発j技術基盤化~Ĉ進÷ÜºāgŀŒĬıľĒs

⑸

制御技術

ŉ化áþĀh開発ŀŖĤĢj技術ä共通化j標準化hĦľ

機器úŀŒŜıä省đĶ化hĤsľįČ化Ĉ図ā上Ýh

ıďĐċjĸsĲďĐċä標準部品化Ĉ図Āh先端技術î

最適化ú予測h診断Ĉ実現Ïā制御技術å核Þàā技術Ý

ä共通的à取組õh技術蓄積Ĉ行ÙÜºāgÉĂÿáþĀh

¸Āh富士電機å以前ÁÿĜċ技術ÞÍÜ取Ā組ĉÝÃÕg

開発期間ä短縮h技術ä高度化h品質ä向上ĈþĀºÙÓ

Óä中Ýh1 入力 1 出力系ä PID 制御技術h多変数系äŋ

¼進÷ÜºÅg

İŔ予測制御技術ĈŀŒĬıľĒsŉ化ÏāÞÞøáh制

⑶

御技術者ä人材育成á取Ā組ĉÝh適用技術äŕłŔċĬ

組込õĠĢįŉ技術
¸ÿüā電子機器áåĦľıďĐċÂ組õ込ôĂÜºāg

ŀĈ図ÙÜºāgÉäñÁh非線形最適化技術ú多変量統

ÍÁøh開発規模å増大ä一途ĈÕßĀhÓä開発ä効率

計的ŀŖĤĢ管理技術á重点的á取Ā組ĉÝºāg

化j高品質化å重要Ý¸āgÉäÕ÷h組込õĠĢįŉø

⑹

MEMSjĤŜĞ技術

（5）
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次世代オートメーションシステム構成

特 集

現

次世代システム像

在

クラウドコンピューティング

経営管理階層

計画

基準

原価

全社系情報

全社基幹
サーバ

品質

複数拠点
統合管理

全社系ネットワーク

現場系情報

拠点

拠点

全社系ネットワーク

拠点

拠点

拠点

FW

拠点

DMZ
工場・拠点管理

■ニーズの変化
見える化
セーフティ / セキュリティ
環境規制対応
国際規格対応
最適化
ディペンダブル
自動コンフィグレーション
プラグアンドプレイ

工場・拠点
管理

装置監視
I/O 制御

PLC

I/O

データ収集
装置制御

I/O

I/O

I/O

HMI 装置

ディペンダブルコントローラ

＋

＋

現場コンポーネントの
統合 ネットワーク化

■システムの変化
ソフトウェア部品化
エンジニアリング統合
情報機器と制御機器の融合
制御機器と現場機器の融合
現場機器知能化
ユビキタスセンサネットワーク

ネットワーク上に
必要機能を
分散配置
物理的配置を
意識しない
ユビキタス環境

無線化

装置

装置

装置

＋
複合化・
知能化

＋
＋

装置

ストレージ

複合化
複合化

一体化

制御系Ĉ構成ÏāĤŜĞhċĘĪŎđsĨ自体ä省電力
化h省資源化ø重要Ý¸ĀhÉĂĈ実現Ïāäáh電気回

今後の展望

路Þ機械系Â一体ÞàÙÕ MEMS İĹčĢå有効à手段
Ý¸āg富士電機å 20 年以上áąÕĀhMEMS 技術á取

経済産業省ä委託Ĉ受ÇÜh2008 年á関係学会Â中心

Ā組ĉÝÃÜÀĀh計測機器h放射線ĤŜĞhĕĢ分析

ÞàÙÜ横断的à学術á対Ïā未来像Ĉ議論Íh四Úä

ĤŜĞàßä小型化j省電力化Ý大Ãà効果Ĉ¸ÈÜÃÕg

įsŇáÚºÜh2010 〜 2040 年程度ĈĨsěĬıÞÍÜ

最近ÝåhĕĢ漏ĂĈ検知ÏāĕĢ警報器á内蔵ÍÜºā

ċĔİňĬĘjŖsĲŇĬŀ ÂôÞ÷ÿĂÕgÉä¼×h

⑶

ŊĨŜĕĢĤŜĞh設備ú建築物àßä異常ú異常兆候ä

WG1}制御 ･ 管理技術分野~ÝåhĴsģÞÍÜ安全j

検出Àþé健全性ä診断àßĈ行¼Õ÷ä振動ĤŜĞàß

安心社会ä構築h環境問題îäċŀŖsĪÂ最重要課題Þ

ä開発Ĉ行ÙÜºāg

ÍÜ挙ÈÿĂhĠsģÞÍÜ{複雑化Ïā対象j複雑化Ï

⑺

āĠĢįŉ|技術Ĉ挙ÈÜºāgÉäĠsģá対ÍÜh理

ĶĬıŘsĘ技術j無線技術
制御系ĶĬıŘsĘáÚºÜåhľČsŔĲ機器ÁÿĜ

解j解析ÍhôÕ制御Ĉ行À¼ÞÏāÕ÷áåËôÌôà

ŜıŖsŒhĜŜĽŎsĨôÝ含÷ÕđŜġĴċœŜę環

ŕłŔÝ対象jĠĢįŉä状況Ĉ観測Í{見¾ā化|Ïā

境ä垂直統合Ĉ目的áh各ĶĬıŘsĘŕłŔÝä情報透

必要Â¸āhÞ述ïÿĂÜºāgÕÖÍh見¾ā化å単á

過ä仕組õĈ実現Ïā開発Ĉ進÷Üºāg具体的áåhĜ

{測ā|ÉÞÖÇÝåàÅhİsĨĈ{整理統合|Íh
{人

ŜıŖsŒŕłŔÝä Ethernet/IPh統合đŜġĴċœŜ

á提示Ïā|
h3 要素Â重要Ý¸ĀhÓĂÔĂÂ密接á関

ęäÕ÷ä FDT/DTM}Field Device Tool/Device Type

係ÍàÂÿ発展Ïā必要Â¸āg

Manager~技術適用Ĉ進÷Üºāg
無線áÚºÜå近距離用ä特定小電力無線Þ広域用ä
ŊĬĠŎĶĬıŘsĘ無線äŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ進÷Ü

ÉĂÿø参考áh現状äĴsģÞ情報制御技術ä進歩Ĉ
踏ô¾Üh富士電機ä考¾ā近º将来ä次世代制御ĠĢį
ŉä実現例Ĉ図

á示Ïg

ºāg併ÑÜh無線ĶĬıŘsĘ適用äđŜġĴċœŜę
技術ä標準化ú干渉回避技術áþĀh通信ıŒĿŔä低減

あとがき

Ĉ図ÙÜºāg
ąÂ国ä技術戦略ÞęŖsĹŔà市場j技術ä動向Ĉ踏
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オートメーション技術の現状と展望

ô¾Üh富士電機ä目指ÏēsıŊsĠŐŜä事業Þ技術

ä実現Ĉ目指ÍÜv|
, IT戦略本部.

áÚºÜ取組õÞ展望Ĉ述ïÕg

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/090706honbun.

室効果ĕĢ排出量Ĉh1990 年ŕłŔá対Íh2050 年áå
50 % 以上削減ÏāÉÞÂ必要ÞËĂÜºāgąĂąĂä

.
pdf,}参照 2009-08-26~
⑶

横断型基幹科学技術研究団体連合ñÁ.{学会横断型ċĔİ
ňĬĘ･ŖsĲŇĬŀ報告書|
. 経済産業省,

現在ä生活ŕłŔĈ維持ÍàÂÿhÉĂĈ実現ÏāÕ÷á

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu̲kakushin/

åhËôÌôà面Ýä対策j施策Â必要ÞàāÂhēsı

.
kenkyu̲kaihatu/19fy-pj/19fypj.html,}参照 2009-08-26~

ŊsĠŐŜ技術Âh貢献ÝÃā可能性å非常á大Ãºgô
Õh社会ä安全j安心Ĉ確保Ïā上ÝøhēsıŊsĠŐ
Ŝ技術á期待ËĂāøäå非常á大Ãºg
富士電機å{đĶŔėsj環境|Ĉ事業ä軸áh安全j
安心Ý持続可能à社会ä実現á向ÇhēsıŊsĠŐŜ技
術ĈÓäþĀßÉăä一ÚÞÍÜh貢献ÍÜºÅ所存Ý¸

松村

基史

電力jđĶŔės分野ä制御đŜġĴċœŜęá
従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēsı
ŊsĠŐŜ事業本部長g電気学会会員hCIGRE 会
員h計測自動制御学会会員g

āg
参考文献

黒谷

⑴ {技術戦略ŇĬŀ2009|
. 経済産業省.

情報制御ĠĢįŉä研究開発á従事g現在h富士

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu̲kakushin/
.
kenkyu̲kaihatu/str2009.html,}参照 2009-08-26~

憲一

電機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本
部兼技術開発本部技師長g技術士}情報工学部門~
g
電気学会会員h計測自動制御学会会員g

⑵ {i-Japan戦略2015v国民主役äİġĨŔ安心j活力社会
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スマートエネルギーを実現するオートメーション
特 集

(\[VTH[PVUMVY9LHSPaPUN¸:THY[,ULYN`¹

克幸2H[Z\`\RP6VPRL

大池

大橋

一弘2Ha\OPYV6VOHZOP

福山

良和@VZOPRHa\-\R\`HTH

低炭素社会úđĶŔėsä安定供給ä実現á当ÕĀhđĶŔės利用ä高効率h高品質h高信頼度Ĉ目指ÏĢŇsı化
î期待Â向ÇÿĂÜºāg富士電機åh長年áąÕĀÉäđĶŔės課題á取Ā組õh技術開発h製品開発Ĉ通Í貢献Í
ÜÃÕg分散型đĶŔės需給ä制御Ýå太陽光発電h風力発電hĹčēŇĢ発電Ĉ組õ込ĉÖ地域需給制御ä研究開発
á参画ÍÕg分散型電源ĠĢįŉÝå電力安定化装置Ĉ開発Íh適用ÍÕg系統運用Ýå潮流制御Ý系統ä安定化Ĉ図Āh
đĶŔėsŀŒŜıÝå最適化Þ見¾ā化Ĉ進÷hđĶŔėsä高品質化á貢献ÍÜºāg
In order to realize stable supply of energy toward low carbon society,{Smart Energy|aiming more eﬃcient, quality and reliable energy
usage is eagerly expected. Fuji Electric has challenged these energy issues for many years, and has made positive contributions through
technology and product development. With regards to supply and demand control of distributed energy, Fuji Electric has involved in the
research and development project of regional supply and demand control that incorporates photovoltaic, wind power and biomass generation.
For distributed power supply systems, electric power stabilizers have been developed and used in practical applications. For power system
operation, we have realized system stabilization with power ﬂow control, and for energy plants, we have realized optimal operation and
visualization. Consequently, in energy ﬁeld, we have contributed to realization of higher quality energy.

まえがき

図

エネルギーフローの概要

再生可能エネルギー

地球温暖化問題å人為起源ä温室効果ĕĢä増加Â原因
資

源

発電所

系統・配電

原子力

中央指令所

火力

地方給電指令所

重要à環境問題Ý¸Āh低炭素社会ä実現Â急ÂĂÜºāg

水力

制御所

世界äđĶŔės需要øċġċĈ中心ÞÏā開発途上地

コンバインド

ÞËĂh自然ä生態系Àþé人類á深刻à影響Ĉ及òÏø
äÝ¸āg既á世界ä排出量å自然界ä吸収量ä 2 倍Ĉ超

ウラン
石炭
天然ガス
石油

¾hÓä予想ËĂā影響ä大ÃËú深刻ËÁÿ見Üh最ø

新エネルギー
風力
中小水車

バイオマス

太陽光

地熱

燃料電池
バイナリー発電

変電所

域Ý大幅à増加Â見込ôĂÜºāg世界全体Ýå 2030 年

電

カリーナサイクル発電

力

⑴

Ý 45 % 増}2006 年比~ä見通Íá¸āgÉäþ¼à背景

購入電力

Áÿh
{đĶŔėsÞ環境|問題áÚºÜ気候変動枠組条

工場

購入電力
太陽熱

生産設備
副生ガス

ºāg

副生油
蒸気

日本ÝåhÉä課題克服á向ÇÜhđĶŔėsä安定

自家発電力

供給h環境保全h経済性ä 3E}EnergyhEnvironmenth

石炭
ガス
油

Economy~ä同時達成Ĉ目標ÞÍÜÀĀhđĶŔės利

購入燃料

事業者︵取引︶

約}UNFCCC~Ĉ軸á各国ËôÌôà取組õÂ行ąĂÜ

ユー ティリティ設備

施 設
事務所
一般家屋

太陽光
燃料電池
省エネルギー
バリアフリー
フォーム

購入
エネルギー

ガス

用ä高効率h高品質h高信頼度Ĉ目指ÏĢŇsı化îä取
組õá期待Â寄ÑÿĂÜºāg
áđĶŔėsľŖsä概要Ĉ示Ïg富士電機å石油h

図

天然ĕĢàßá代表ËĂāđĶŔėsä資源利用Áÿ電力
ú熱àßäđĶŔės需給分野ä全般áąÕĀhĢŇsı

入Â推進ËĂÜºÕÂh近年ÝåËÿàāđĶŔės利
用j運用ä高度化áø注目Â集ôÙÜºāg
富士電機åÉä高度化ä要件Ĉh高信頼性化h高効率化h

化á向ÇÕēsıŊsĠŐŜĈ展開ÍÜºāg本稿Ýåh

環境h安全j安心ÞÞÿ¾hÓä実現á向ÇÜ設備jĜŜ

富士電機ä目指ÏđĶŔėsäĢŇsı化{ĢŇsıđĶ

ņsĶŜıÁÿĠĢįŉá至ā顧客指向型ä総合的àđĶ

Ŕės|Ĉ実現ÏāēsıŊsĠŐŜáÚºÜ紹介Ïāg

ŔėsäēsıŊsĠŐŜĈ展開ÍÜºāg表

áhđĶ

ŔėsäĢŇsı化á求÷ÿĂā要件Ĉ示ÏÞÞøáh以

エネルギーの高度利用に向けた要求と課題

下á概説Ïāg
⑴

高信頼性化h高品質化h安定化

3E ä同時達成Ĉ目標ÞÏā国äđĶŔės政策åh環

技術ä進歩áþĀh設備jĜŜņsĶŜıä信頼性å格

境整備面h制度面h技術面Ýä課題Ĉ明ÿÁáÍàÂÿ総

段á向上ÍhđĶŔėsä安定供給j利用å当然äÉÞÝ

合的à視点Ý進÷ÿĂÜºāg中Ýø化石燃料ä安定供給h

¸āÞ需要者å受Ç止÷Üºāg今後ø継続ÍÜ信頼性ä

有効利用úh省đĶŔės}省đĶ~ú新đĶŔėsä導

維持j向上Ĉ図āÉÞÂ重要Ý¸āg
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スマートエネルギーを実現するオートメーション

エネルギーのスマート化に求められる要件と技術課題
技術課題
件
設備・コンポーネント

高信頼性化
高品質化
安定化

™ センサ，計測装置による測定点の拡大
™ 余寿命診断，予防保全
™ パワーエレクトロニクス・MEMS などを用いた
半導体化

™ 発電所における蒸気条件の超臨界化，
高効率化
高性能化

コンバインドサイクル化，石炭ガス化
™ 磁性材料の低ロス化による変換効率向上
™ 電子デバイス，光，超電導
™ コンパクト化，軽量化（ガス絶縁技術）
™ 高経年期対応

システム

™ 広域分散型バックアップ
™ IP ネットワークのセキュリティ
™ 分散電源の系統連系，電力安定化
™ 障害対応の迅速化
™ 事業所内の電気・熱・蒸気などの各種エネルギーの安定供給
™ 送配電損失の低減：ロスミニ制御，高電圧化
™ 事業所内の電気・熱・蒸気などの各種エネルギーの最適運用
™ 生産プロセスにおける省エネルギー，エネルギー回収
™ 履歴管理
™ 化石エネルギー採掘の省エネルギー・採掘量最大化
™ ISO 50001
™ 安全計装
™ 見える化
™ ISO 14001
™ 分散電源の導入への対応

環境，安全・安心

™ 安全規格対応
™ CO2，NOX，SOX 対策

運用・利用の高度化

™ エネルギーマネジメント
™ スマートグリッド
™ マイクログリッド
™ スマートファクトリ
™ スマートマイニング
™ ICT（高速・大容量情報通信システム , クラウドコンピューティング）

ĠĢįŉ面Ýåh広域á分散配置ËĂÕĠĢįŉ間ä監

特 集

要

電力分野Ýåh発電事業者ä発電施設Áÿh送電h変

視制御ú IP ĶĬıŘsĘ利用áþā高信頼性化Â重要Ý

電h配電ÓÍÜ個別ä需要家}企業ú工場h一般家庭~

¸āgôÕh導入Â促進ËĂÜºā分散型電源Ýå出力変

á 至 ā ô ÝhICT}Information

and

Communication

動Â影響ÍÜh系統内ä潮流ú電圧ä変動Â増大ÏāÉÞ

Technology~Ĉ積極的á活用ÍÜh運用ä高度化Ĉ目指

Â考¾ÿĂāgÉäÕ÷h系統連系技術h電力安定化技術

ÍÕ{ĢŇsıęœĬĲ構想|Â立×上ÂÙÜºāg

àßäĢŇsı化ÂôÏôÏ重要Þàāg
工場ú事業所内ä生産ŀŒŜıîäđĶŔės供給Ýåh

分散型電源àßĈ導入ÍhĜĢı低減ú地産地消Ĉ目的
ÞÍÕ離島àß特定地域áÀÇāŇčĘŖęœĬĲ化úh

ŀŒŜıä電力 ･ 蒸気àßä消費đĶŔėsä変動á合ą

工場áÀÇāĢŇsıľĊĘıœ化ä取組õÂ進÷ÿĂÜ

Ñh購入電力úŏsįČœįČ設備ÁÿäđĶŔėsĈ安

ÃÜºāgôÕh工場廃熱ä他工場ú民生部門îä融通h

定 ･ 安全á供給ÏāÉÞø重要Ý¸ā ｡

熱ä地域流用h複数需要者間ÝäđĶŔėsä融通h共同

⑵

利用àßø進÷ÿĂÜÃÜºāg

高効率化h高性能化
đĶŔėsä高効率化ÞÍÜh省đĶŔėshœĞčĘ

ŔđĶŔėsä活用技術h高効率đĶŔės利用技術àß
Â重要Ý¸āg中Ýøh省đĶÝåh高効率機器ú省đĶ

ÉĂÿä実現äÕ÷áå次á示Ï二Úä技術ä確立Â重
要Ý¸āg
⒜

対策機器ä適用ÞÞøáh気流解析ú生産性Ĉ損àąàº

ĢŇsıđĶŔės対応技術
①

配電系統Ĉ中心ÞÍÕ次世代配電自動化ĠĢįŉ

各種ŀŒŜıä制御技術Ĉ応用ÍÕ対策Â必要Ý¸āg

技術

ôÕh高効率đĶŔės利用ÞÍÜđĶŔėsŖĢä削

②

再生可能đĶŔėsÞä協調技術}電力品質計

減á向ÇÕ設備ä導入úh限Ā¸ā化石燃料ĈÝÃāÖÇ

測j状態把握h系統解析技術h需給制御技術h蓄電

無駄àÅh効率的á採取j利用Ïā技術Â求÷ÿĂāg電

池連携技術àß~

力分野Ýåh潮流最適化áþā系統運用Â重要Þàāg
⑶

③

環境h安全j安心
CO2 削減hNOXhSOX 対策ú再生可能đĶŔėsä活用h

④

環境適合材料ä使用àßä積極的à取組õÂ重要Ý¸Āh
đĶŔėsĤĖŎœįČúŒčľĞčĘŔ全体Ýä視点Â

⑷

運用j利用ä高度化
近年h運用j利用ä高度化áþā視点áÀºÜh新Íº

取組õÂ脚光Ĉ浴éÜºāg

đĶŔės利用ä改善ú市場取引支援àßá関Ï

āđĶŔės管理技術
⑤

不可欠Ý¸āgđĶŔės機器hĠĢįŉáÀÇā安全î
ä対応áø積極的á取Ā組ĉÝºāg

熱ú蒸気àßäđĶŔėsä発生Þ消費á対Ïā
需給連携制御技術

ĶĬıŘsĘ制御型端末{ĢŇsıŊsĨ|ä利
用技術

⑥
⒝

広域多地点同時計測ĠĢįŉ化技術
情報通信技術

①

基盤技術ÞÍÜä高速j大容量ä情報通信技術

②

ĜŜĽŎsįČŜęĠĢįŉ技術
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ŜĺŘsä風力発電ĞčıáÀÇā実証試験Ýåh風力発
電定格出力比 30 % ä電力安定化装置áþĀh20 分間áÀ

富士電機の取組み

特 集

ºÜ最大出力変動幅 10 % 以下ä時間ä割合Ĉ 90 % 以上Þ
富士電機å長年áąÕĀhÉäđĶŔės利用ä課題
á取Ā組õh技術開発h製品開発Ĉ通ÍÜ貢献ÍÜÃÕg

ÏāÉÞÂÝÃÕg
⑶

系統運用ä最適化

再生可能đĶŔėsàßä分散型電源åh計画的à出

培ÙÕđŜġĴċœŜęķďĸďĈ生ÁÍhĢŇsı化á

力制御Â困難àÕ÷h 図

向ÇÕēsıŊsĠŐŜáÚºÜ紹介Ïāg

á示Ïþ¼á系統連系á際Í

Ü種々ä制約Ĉ受Çāg例¾æ現状äĠĢįŉÝå線路
.

電力分野の高度化技術

⑴

途中Ýä電圧上昇h電力ä逆潮流àßä支障Â起Ãā可
能性Â¸āg富士電機åhÉĂÿä課題á対ÍÜh放射

分散型đĶŔės需給制御
複数ä分散型電源áþāŇčĘŖęœĬĲàßäđĶŔ

状配電系統á特化ÍÜ計算速度Â速Å収束性äþº BFS

ėsĠĢįŉáÚºÜåh独立行政法人新đĶŔėsj産

}Backward-Forward Sweep~法Ĉ用ºÕ高速潮流計算手
⑷⑸

業技術総合開発機構}NEDO 技術開発機構~ä委託事業

法úh限ÿĂÕ情報}例¾æ計測設備àßä情報~Áÿ配

{新đĶŔės等地域集中実証研究|î参画Íh太陽光ú

電系統全体ä負荷量h電圧h潮流状態Ĉ推定Ïā状態推
⑹

風力àßä自然đĶŔės発電ÞhĹčēŇĢ発電hÀþ

定手法 àßä独自ä技術Ĉ開発Íh事故時復旧ĠĢįŉh

é二次電池Áÿàā分散型đĶŔėsĈ安定的á需給制御

電圧j無効電力最適制御ĠĢįŉh分散型電源連系審査支

⑵

Í運用管理ÏāĸčĿœĬĲ技術Ĉ確立ÍÕgôÕh国内

援ĠĢįŉh配電系統電圧管理ĠĢįŉàßä分散型電源

外áÀÇāhËôÌôà地域đĶŔės事業 FS}ľČs

対応äĠĢįŉ開発Þ適用検討Ĉ進÷Üºāg

ġļœįČĢĨİČ~調査áø参画ÍÜºāg開発途上国

潮流計算å状態推定ĈåÎ÷種々ä分散型電源対応ĠĢ

áÀÇā温室効果ĕĢä排出削減àßä課題解決á向ÇÕ

įŉÝ用ºÿĂh一回ä処理Ý数千回実行ËĂāÉÞø¸

取組õø行ÙÜÀĀh地域創発型ä分散型đĶŔėsĠĢ

Āh高速性Â求÷ÿĂāgBFS 法åh配電系統Â放射状

įŉáþā地域活性化Ĉ支援ÍÜºāg

Ý¸āÞº¼特性Ĉ生ÁÍh上流Áÿä逐次計算Þ下流Á

⑵

ÿä修正Ĉ交互á行¼ÉÞáþĀh高圧系統Ý一般的á広

電力安定化制御
分散型電源Ĉ安定ÍÕđĶŔės源ÞÍÜ利用ÏāÉÞ

Å利用ËĂÜºā Newton-Raphson 法Þ比較ÍÜh約 10

Ĉ狙ºÞÍÜh富士電機å十数年前Áÿ電力貯蔵技術á取

倍ä高速計算Â可能Þº¼特長Â¸āg

Ā組õh超高速ľŒčńčsŔúŕĲĬĘĢľŖs電池à

⑷

ĢŇsıŊsĨ

⑶

ßä電力貯蔵装置Ĉ用ºÕ安定化制御技術Ĉ開発ÍÜÃÕg

đĶŔėsä運用j管理ä高度化äÕ÷áåhđĶŔ

最近ÝåĖŌĺĠĨÞ蓄電池áþāĸčĿœĬĲ型ä電力

ėsä利用状況ú品質情報ĈœċŔĨčŉá{見¾ā化|

安定化装置Ĉ開発ÍÜºāg電力安定化装置åh二次電池

ÝÃāÉÞÂ重要Ý¸āg
富士電機Ýå 1970 年代þĀhPLC}Power Line Com-

àßä電力貯蔵装置hčŜĹsĨhĠĢįŉĜŜıŖsŒ
Ý構成ËĂh電力貯蔵装置ä充放電áþĀh分散型電源ä
出力変動Ĉ打×消ÏøäÝ¸āg図

áĖŌĺĠĨÞ二次

図

分散電源の導入を支援する系統運用技術

電池áþā風力発電用ĸčĿœĬĲ型電力安定化装置ä構
成Ĉ示Ïg可変時定数制御àß最適à充放電制御方式Ĉ採
用Íh富士電機 100 % 出資áþĀ設立ËĂÕ株式会社ďč

分散型電源の対応
分散型電源（ＤＧ*）連系による
系統運用問題
◆電圧問題

図

系統途中にＤＧを連系するため電圧上
昇の発生

風力発電用ハイブリッド型電力安定化装置の構成

太陽光，風力など発電計画できない
電源の連系による不安定的な運用
複数台のＤＧ連系により各地点での自
律制御における不安定的な運用

電力系統

系統安定化のため電圧調整機器の系
統上への連系

連系点
合成出力

電気二重層キャパシタ
安定化装置出力

変動電力検出

電気二重層
キャパシタ
電力安定化装置
制御部

◆周波数問題
開発範囲

風力発電機出力

二次電池
安定化装置出力

充放電
指令値
双方向
コンバータ

変動電力+
EDLC
合成出力

二次電池
電力安定化装置
制御部

◆潮流問題
ＤＧ連系により生じる逆潮流

◆保護問題

システム
コントローラ

西目風力発電所

ＤＧの出力変動により生じる周波数
変動

ＤＧ連系により保護協調，各リレー整
定値の変更が必要
充放電
指令値

双方向
コンバータ

◆ＤＧの並解列問題
ＤＧ解列時も安定した系統運用が必要
系統停電時，現状ＤＧは解列しなくて
はいけないため事故復旧などはＤＧ解
列時の負荷の想定が必要

富士電機の取組み
オンラインシステム
◆分散電源対応の事故復旧シス
テム
ＤＧによる逆潮流対応の負荷計算
ＤＧ，電圧調整機器を考慮した電圧
計算
分散電源対応の融通計算（逆潮流，
電圧管理，
ＤＧ並解列の考慮）
分 散 電 源 対 策 機 器 のシステムへ の
反映

◆配電系統情報収集システム
◆電圧・無効電力制御システム
系統上の DG および電圧調整機器の
協調をとった電圧制御

オフラインシステム
◆分散電源連系審査支援システム
系 統 連 系 規 格（JEAC9701）に準
拠し，
ＤＧの系統連系審査を支援する
システム

◆配電系統電圧管理システム
電圧調整機器の整定値の最適化

＊DG：Distributed generator

（ 10 ）

電圧調整機器の配置の最適化
低圧トランスの最適タップ整定

機

電気二重層
キャパシタ

二次電池

数秒〜数分
周期の出力
変動を平滑化

数分〜数十分
周期の出力
変動を平滑化

器

◆系統連系保護装置
◆系統安定化装置
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「FeTOP」のシステム構成例

特 集

「FeTOP」 エネルギー最適運用システムパッケージ
FeTOP

運用システム
最適運転計画機能

負荷予測機能

™構造化ニューラルネットワーク
™統計手法

シミュレータ機能

さまざまな計画案

™メタヒューリスティクス
™数理計画法

負荷
予測値

™構造化ニューラルネットワーク
™統計手法

計画案に対する
機器状態

センサ診断機能
計測修正値

プラント計測値

メタヒューリスティクス

プラント制御量

プラント計測値

LAN

エネルギープラント

電力購入

電気負荷
LAN
ガス
タービン

排ガス
ボイラ

スチーム
タービン

コンプレッサ

燃料

気象情報サービス

空気負荷

蒸気負荷

燃料

ボイラ

吸収式
冷凍機

munication~
h電話回線h光ľĊčĹàßä有線úh携帯電

蓄熱槽

熱負荷
計測器

削減ÏāÉÞåh温室効果ĕĢĈ低減Ïā上Ý特á重要Ý

注 1

話網ú近距離無線}Bluetoothh特別小電力~àßä無線

¸āg工場Ý生産j副生j購入ÏāđĶŔėsäĜĢıň

Ĉ利用ÍÕ自動検針h負荷制御h停止/解除処理àßá取

ĴŇŉĈ達成ÏāÕ÷h次á示Ï高度à自動化運転Â進ĉ

Ā組ĉÝÃÕg

Ýºāg

今後åËÿá ICT Ĉ駆使ÍhĶĬıŘsĘ安定性確保

⒜

排ĕĢĈ超低酸素Ý燃焼ËÑāŅčŒ制御

äÕ÷ä計測機能hİŇŜĲŕĢņŜĢ機能àßä開発Ĉ

⒝

受電İŇŜĲ契約料h自家発電量ú生産設備îä蒸
気安定供給Ĉ実現Ïā受電j発電ä最適制御

行ºh配電系統Þ各需要家ÞäčŜĨľĐsĢĈÚÁËß
āĶĬıŘsĘ制御型äŊsĨÞÍÜä展開Ĉ進÷ÜºÅg

⒞

副生đĶŔėsĈ有効利用ÏāÕ÷äŅčŒ優先燃

料自動制御
.

エネルギー利用の

最適化

と

見える化

⒟

石油jĕĢá代表ËĂāđĶŔės資源ä有効活用h省
đĶá向ÇÕ設備ä効率化運転ú監視制御hËÿáđĶŔ
ės供給ä安全j安心ä確保áÚºÜh富士電機å各種ŀ
ŒŜıä制御技術ú情報技術Ĉ応用Í幅広ÅĦœŎsĠŐ
ŜĈ提供ÍÜºāgÓä主à例Ĉ次á示Ïg
đĶŔės資源ä有効活用Ýåh天然ĕĢä生産能力ä
低下Ĉ防止ÏāÕ÷ä高圧二酸化炭素注入制御技術úh採
取設備ä井戸元高圧ĕĢĹŔĿ制御技術àßÂ挙ÈÿĂāg
ôÕh原油ä汲出ÍņŜŀä運転効率向上ä制御方式確立

各火力発電所ä効率特性Ĉ考慮ÍÕ最適負荷配分制

御
⒠

ĜĢıňĴŇŉĈ実現Ïā生産設備îä蒸気最適

Ŕsı制御
àÀhÉĂÿäđĶŔės低減制御å総合的á実施ËĂ
āÞ効果Â高Åh構造化ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘúŊĨ
ĻŎsœĢįČĬĘ最適化手法Ĉ適用ÍÕ予測j最適化j
ĠňŎŕsĠŐŜ技術áþÙÜ実現ÍÜºāg
ôÕh富士電機åh負荷予測h最適運転計画ÞĠňŎ
ŕsĨ機能áþĀhŏsįČœįČ設備Ĉ最適制御Â可能

ú井戸設備ÞÍÜä最適化á取Ā組ĉÝºāg有効利用ä

àĺĬĚsġĦľıFeTOPĈ開発ÍÜºāgFeTOP

側面Ýåh液化天然ĕĢ基地ä気化器ä最適ĢĚġŎsŔ

äĠĢįŉ構成Ĉ図

運転制御úh都市ĕĢä効率的à生成á向ÇÕ制御技術Â
¸āg

á示Ïg

従来åh運転員Â経験ĈÕþĀáh裕度Ĉ考慮ÍÜ運転
Ĉ行ÙÜºÕgFeTOP Ýå各ŀŖĤĢİsĨáþĀ各種

đĶŔėsä安定j安全à供給ÝåhĺčŀŒčŜ設備

đĶŔės}電力h蒸気h熱~àßä予測Ĉ行¼g最適à

}都市ĕĢ供給網h天然ĕĢh航空機燃料~ä遠隔監視制

ŏsįČœįČ設備ä運用方法ĈĠňŎŕsĨÀþé最適

御ĠĢįŉĈ多数納入ÍÜºāg

化機能áþĀ自動計算Þ制御Ĉ行¼ÉÞáþĀh実ŀŒŜ
⑺⑻

一方h比較的消費量ä多º工場設備àßäđĶŔėsĈ

ıáÀºÜ従来比約 10 % ä省đĶĈ実現ÍÜºāg
Ëÿáh産業分野Ĉ対象áhđĶŔėsä{見¾ā化|

注 1BluetoothkBluetooth SIG, Inc. ä商標ôÕå登録商標

ĈĖsŘsĲáh各種計測機器úĤŜĞÞ監視ĠĢįŉĈ
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統合ÍhđĶŔės情報ä一元管理Ĉ実現ÏāđĶŔės
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⑷

Fukuyama, Y. Hsaio- Dong Chiang,.{Fast Distribution

特 集

ŇĶġŊŜıĠĢįŉMain GateĈ提供ÍÜºāg省

, Journal of Electrical
Power Flow Using Multi-Processors|

đĶ管理á必要àđĶŔėsä運用分析h設備稼動分析h

Power & Energy Systems, 1996, vol.18, no.5, p.331-337.

品質傾向解析àßä機能Ĉ豊富á備¾Üºāg

⑸

Naka, S. et al.{Practical Equipment Models for Fast Dis-

tribution Power Flow Considering Interconnection of Dis-

.

安全への取組み

近年hŀŒŜıú設備äœĢĘä大ÃËĈ基áh安全装
置äœĢĘ軽減率ä要求ŕłŔÝ¸ā安全度水準}SILk

tributed Generators|
, Panel on{Challenges on Distribution
systems|
, IEEE PES Summer Meeting 2001.
⑹

Naka, S. et al.{A Hybrid Particle Swarm Optimization

Safety Integrity Level~Þº¼定量的à尺度Ĉ用ºÜhœ

for Distribution State Estimation|
. IEEE Tans. On Power

ĢĘÞ投資金額Ĉ決定Ïā仕組õÂ要求ËĂÜºāg富士

Systems, 2003, vol.18, no.1, p.60-68.

電機åhÉäþ¼à安全計装ĠĢįŉä適用Ĉ積極的á推
進ÍÜºāg

⑺

⑻

あとがき

項東輝ñÁ. 原動力設備ŀŒŜıä最適運用Þ適用事例. 富

士時報. 2004, vol.77, no.2, p.166-170.
福山良和, 戸高雄二. ŏsįČœįČ設備ä最適運転áþā

省đĶŔės. 計測Þ制御. 2006-10, vol.45, no.10.

地球規模ä課題Ý¸āđĶŔės問題åÓä需要ä増大
á対Íh資源ä有効活用ú環境問題àßä解決Ĉ進÷àÂ
ÿh国際協調ä中ÝđĶŔės全体ä安定供給化Þ削減Ĉ

大池

目指ÏøäÝ¸āg注目ÏïÃ動向ÞÍÜhEMS ä国際

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜĠĢįŉä技術企画h

規格}ISO 50001~ä 2010 年末á向ÇÕ制定úh電力ä
ĢŇsı化á向ÇÕ各種標準化仕様àßÂ¸āg富士電機

克幸

ĠĢįŉđŜġĴċœŜęá従事g現在h富士電
機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部
đĶŔėsĠĢįŉ統括部長g電気学会会員g

åh今後øęŔsŀä技術力Ĉ結集ÍhęŖsĹŔá進ö
市場環境ú新技術ä変化á応ÎÕ研究j開発Ĉ進÷hËÿ
àā高度化Ĉ目指ÍÕēsıŊsĠŐŜä提供á努力ĈÍ
ÜºÅ所存Ý¸āg

大橋

一弘

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜĠĢįŉä技術企画h
ĠĢįŉđŜġĴċœŜęá従事g現在h富士電
機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部
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富士電機åh従来ä高信頼度化j高品質化àßä安全技術á加¾h国際安全基準Ĉ満ÕÍÕ当社独自ä安全ĦœŎsĠŐ
Ŝä提供Ĉ目指ÍÜºāg安全ĦœŎsĠŐŜåđĶŔėsēsıŊsĠŐŜhčŜĩĢıœēsıŊsĠŐŜhĦĠē
ēsıŊsĠŐŜä三Úä分野ĈĔĹsÍhÀ客Ëôä生産設備jĠĢįŉĈŒčľĞčĘŔáąÕĀ安全á稼動Ïāþ
¼á構築j維持Ïāg安全ĦœŎsĠŐŜåĜŜĞŔįČŜęh安全制御ĦœŎsĠŐŜh安全ĜŜņsĶŜıhċľĨs
ĞsļĢàßä商品Ý構成ËĂh
{安全j安心àøäÛÅĀ|Ĉ行¼ĤsľįČčŜĩĢıœä実現Ĉ支援ÍÜºāg
Fuji Electric aims to supply proprietary safety solutions not only that provides the traditionally requested safety technology such
as higher reliability and higher quality but also that meet international safety standards. The safety solutions encompass the three ﬁelds
of energy automation, industry automation and socio-automation, and customer manufacturing facilities and systems are constructed and
maintained by them so as to operate safely throughout their lifecycle. The safety solutions consist of consulting, safety control solutions, safety
components, after-sales service and the like, and support the realization of a safety industry for{safe and secure manufacturing.|

ÜÃÜºāg

まえがき

øäÛÅĀä現場Ýåh従来h作業者á事故防止策Ĉ指
近年h機械装置úŀŒŜıÝä重大事故Â増加ÍÜÀĀh
安全j安心îä社会的関心Â世界的á高ôÙÜºāg

導ÍÜ安全Ĉ確保}労働安全~ÍÜÃÕg近年h装置自体
Â動作Ĉ停止Íh人ú設備ä被害Ĉ最小限áÏā安全技術

ôÕhËôÌôà企業活動áÀºÜ{企業ä社会的責

Þº¼新Íº手法Â構築ËĂÕgÉä安全技術åh駆動

任|Â重視ËĂh安全j安心á関Ïā要求Â厳ÍÅàāÞ

ĠĢįŉä機構部á適用ËĂā{機械安全|Þh駆動j

ÞøáhŀŒŜıú機械設備Ĉ対象ÞÏāĤsľįČčŜ

制御ĠĢįŉä中枢ĈÚÁËßā制御部á適用ËĂā{機

ĩĢıœēsıŊsĠŐŜä需要Â拡大ÍÜºāg本稿Ý

能安全|á分ÁĂāg図

åhĤsľįČčŜĩĢıœä新Íº姿Þ富士電機ä取組

œŎsĠŐŜä範囲Ĉ示Ïg

õáÚºÜ述ïāg

áh富士電機Â提供Ïā安全Ħ

日本áÀºÜåh各種ŀŒŜı設備ä多ÅÂ更新期Ĉ迎
¾þ¼ÞÍÜÀĀhËÿá高度à保全技術Ĉ持Ú現場保全
者層ä退職Â同時á進行Íh重要à時期Ĉ迎¾þ¼ÞÍÜ

セーフティインダストリの現状

ºāg古º設備Ĉ計画的á修繕Ïā保全Áÿh高度àĤs
安全技術åh国際的áå ISO/IEC 規格上Ý整備ËĂÜ

ľįČčŜĩĢıœ化îä必要性Â高ôÙÜºāgÏàą

ºāg欧州ÝåhÏïÜä商品Â ISO/IEC 規格á準Îā

×hŀŒŜıä突然äĠŌĬıĩďŜĈ機会損失ÞÍÜ定

þ¼義務付Çā EU 指令Â発令ËĂh安全á関Ïā市場

量的á推定ÍhÓĂá見合¼安全設備投資Ĉ実施ÍÕĀh

Â急速á拡大ÍÜºāg日本Ýåh国際規格á沿ÙÜ JIS

古º設備Ý¸āÉÞÁÿ発生Ïā人的災害ú製品不良Ĉ設

⑴

}JIS C 0508l2000 年発行hJIS C 0511l2008 年発行~Â
整備ËĂh中国Ýå GB 規格ÞÍÜ整合j実施ËĂhċġ

図

富士電機の安全ソリューションの範囲

ċÝø市場拡大á拍車ÂÁÁÙÜºāg機械j機能安全á

⑵

⒜

ēsıŊsĠŐŜÂ高度化ÍÜ安全Ĉ確保Ïā方法
Ĉ変¾àºÞ対応Â難ÍÅàÙÜºā}事故ä規模Â
大ÃÅh発生ä予測Â難Íº~
g

⒝

安全Ĉ確保Ïā技術Â発展ÍÜÃÜºāg

⒞

⒜ ⒝Ĉ受ÇÜh安全äęŖsĹŔ基準Â整備ËĂ

国際安全基準
機械安全
機構部

適用する国際規格

ISO 規格

機能安全

︵＋新規︶

ËĂÜºāgÓä要因åh次á示Ï 3 点Ý¸āg

高信頼化
高品質化
保守・点検自動化

安全ソリューションの範囲

ÍÜÀĀhºÐĂä安全市場áø今後ä急速à伸éÂ期待

設備安全
顧客の要望を反映

電機Ýå機械j機能安全ä日本市場å約 1,800 億円Þ推定

労働安全

︵従来︶

ĠĢįŉÖÇÝø約 1,500 億円Ĉ超¾Üºā gôÕh富士

従来の安全手法︵教育・訓練など︶

関Ïā 2008 年度ä世界市場åh欧米Â約 8,000 億円h中
国jċġċÂ約 500 億円hôÕ機能安全á関Ïā安全計装

制御部
IEC 規格

（ 13 ）
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安全で安心なものづくりを実現するセーフティインダストリオートメーション

安全ソリューションの適用分野

特 集

■系統制御・保護
■発電機制御
■タービン制御・保護
■電力品質管理

エネルギー
オートメーション

■MES
■Part11

■設備安全診断
■エネルギーモニタリング
■パイプライン監視

■自動検針

■リスクアセスメント
■安全 エンジニアリング

■ダム管理システム
■ディジタルリレー

■燃焼炉制御

■配電自動化
■ごみ処理
■環境モニタリング
ソシオ
オートメーション

インダストリ
オートメーション
■総合品質管理

■入退出管理
■物流・在庫管理
■営農支援

図

■余寿命診断

（機器選定，SIL 計算，安全設計）
■安全計装システム
■安全リレーユニット
■安全コントローラ
■安全器具
共通安全基盤
■安全センサ
■安全管理ワークフロー
■安全ネットワーク
■安全教育
■安全インバータ
■トレーサ ビリティ
■セキュリティ

■クレーン制御

■電動機振動監視

■コイル無人搬送

IT・制御・設備技術の融合で実現するセーフ

ĠŐŜäęŖsĹŔà安全規格対応ú予防保全j自己診断

ティインダストリのコンセプト

ĠĢįŉàßä信頼性向上技術ä高度化h顧客商品îä安
全対応àßĈhIT 技術j制御ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉj

グローバルな
安全規格対応

設備技術Þ融合ÍÕ形ÝĤsľįČčŜĩĢıœēsı
ŊsĠŐŜÞÍÜ提供Ïāg

™安全計装
™組立オートメーション
™安全認証コンポーネント
™安全制御

機械安全j機能安全Ĉ総合的áĜŜĞŔįČŜęÍÜh
{安全Ý安心àøäÛÅĀ|Ĉ支援Ïāàßh総合的à安

安全規格対応

全ĦœŎsĠŐŜĞŀŒčōĈ目指ÍÜºāg

IT 技術

信頼性向上技術の
高度化

設備技術

機械・機能安全の
日本市場予測
1,800 億円 (2012 年）

™予防保全分野
™監視制御システム
™自己診断システム，
コンポーネント
™品質分析支援
システム

™トレーサ ビリティ
™高度検査システム
™セキュリティ
™食品安全分野

制御システム
技術

安全の見える化

.
顧客商品への
安全対応

エンドユーザの安全確保

安全ソリューションの商品体系

富士電機Â提供Ïā安全ĦœŎsĠŐŜä商品体系Ĉ図
á示ÏgĤsľįČčŜĩĢıœēsıŊsĠŐŜĈ実
現Ïā安全ĜŜņsĶŜıĈ各種ŒčŜċĬŀÍÜºāg
具体的áåh多岐áąÕā安全規格á適合ÍÜºā安全器
具}押ÍŅĨŜĢčĬĪhĲċĢčĬĪhŒčıĔsįŜ~
h
保安機器}電磁接触器hĞsŇŔœŕs~
h安全œŕsŏ
注

ĴĬıh安全ĜŜıŖsŒPLC}SIL 3~
hMICREX-NX
備全体á対Ïā網羅的œĢĘ分析Áÿ得ÿĂÕ対策Ý防止

Safety}SIL3~

h安全圧力発信器FCX-AⅢ}SIL2~

h

Ïāàßä安全îä取組õÝ¸āg

安全čŜĹsĨh安全ĶĬıŘsĘàßÝ¸āg

一方hÉäþ¼à生産現場ä安全åh労働安全衛生部門

Ëÿáh富士電機åh安全ĜŜņsĶŜıÖÇÝàÅh

Â統括ÍÜºā場合Â多Åh新Íº安全基準ä適用h推進

顧客ä生産設備jĠĢįŉäŒčľĞčĘŔáÀºÜ必要

Â今後ä課題ÞàÙÜºāg

Þàā安全ĜŜĞŔįČŜę}œĢĘċĤĢŊŜıhŊŜ
įĳŜĢ支援h運用支援hœŀŕsĢ支援h安全技術講座

富士電機が推進するセーフティインダストリ

開催~ú安全đŜġĴċœŜę}安全機器選定hSIL 計算h

オートメーション

安全ĠĢįŉ設計~
h安全制御ĦœŎsĠŐŜàßĈ提供
ÍÜºāg安全制御ĦœŎsĠŐŜÞåhđĶŔės分野

.

セーフティインダストリへの取組み

富士電機Â取Ā組ĉÝºā安全ĦœŎsĠŐŜä適用分
野Ĉ図

á示ÏgÉä中ÝhčŜĩĢıœēsıŊsĠŐ

àßÝ培ÙÜÃÕ安全技術Ĉ基盤ÞÍhÓä上á新Íº考
¾方ä国際安全基準Ĉ融合ËÑÕ技術Ý¸āg詳細åh本
号ä{現場ä安全Ĉ守ā安全制御ĦœŎsĠŐŜ|Ĉ参照
⑶

Ŝ分野ÝåhŀŖĤĢú機械j装置äĜŜņsĶŜıú

願ºÕºg

ēsıŊsĠŐŜĠĢįŉä次世代化á取Ā組ĉÝºāg
Óä中ä重要įsŇÝ¸ā{ĤsľįČčŜĩĢıœ|ä
ĜŜĤŀıĈ 図

（ 14 ）

á示Ïg安全計装j組立ÜēsıŊs

注SILk69 Ńsġä解説 1参照
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安全ソリューションの商品体系

設備更新検討
新規建設検討
コンサルティング

用

設置，試験

メンテナンス

安全制御ソリューション・安全コンポーネント
■安全制御ソリューション
■安全コンポーネント
™安全計測機器
™安全器具
™保安機器

■リスクアセスメント
■SIL 計算
■安全機器選定
■設備安全診断
■安全技術講座

安全商品

運

特 集

生産設備・システムのライフサイクル
設計
エンジニアリング

アフターサービス
■メンテナンス請負
■SIS 運用管理ツール
■故障診断システム
■保守支援
™保守情報管理
™機器情報

™安全リレーユニット
™安全コントローラ
™安全インバータ
™安全 ネットワーク

安全コンポーネント

安全計測機器
™発信器
™水質センサ

™ガスセンサ
™環境センサ

安全器具
™スイッチ類
™人感センサ

™位置センサ

保安機器
™電磁接触器
™サーマルリレー

安

全

安全コントローラ

™リレーユ ニット

図

™AS- i

安全インバータ

™PLC

設備安全診断の概要

安全コンサルティング
リスクアセスメントを実施し，
既設設備の安全レベルを求める。

産業分野Ý{安全Ý安心àĠĢįŉ|Ĉ構築Ïāáåh

既設の安全ループ（インタロック，
ESD）の安全度を定量的に評価

今までの故障・不具合事例を
整理し，統計データをまとめる。

œĢĘċĤĢŊŜıh機械安全h機能安全hĤĖŎœįČh

使用機器故障率の入手
制御ループ（構成）の確認

リスク目標値（受入可能レベル）
を決める。

İsĨä電子記録h設備ä予防保全àß広範囲à技術Â必
要Ý¸āg富士電機åhÉĂÿä技術Ĉ総合的áđŜġĴ

リスクアセスメントを行う。

ċœŜęÍÜ安全ĜŜĞŔįČŜęú安全制御ĦœŎs

現状のリスクを求める。

ĠŐŜÞÍÜ提供ÏāÉÞÂÝÃāg次áh安全ĜŜĞŔ

安全度の評価
PFD（機能平均失敗確率）値
を計算
SIL（安全度水準）の確定

現状のリスクと安全度から判断し，リスク目標値を満たさない場合は…

įČŜęäĞsļĢä一部Ĉ紹介Ïāg
最適な安全システムを提案

.

1. 機器の見直し
2. 構成の見直し

設備安全診断

3. 点検周期の見直し
4. 点検（故障検出）方法の見直し

富士電機åh既設設備äœŀŕsĢ支援ĞsļĢä一Ú
ÞÍÜh
{設備安全診断|Ĉ用意ÍÜºāg図

áÓä概

要Ĉ示ÏgŀŒŜı設備ä更新ú大規模à改修Â難Íº状

ľĐsģÝ¸āgŀŒŜıÞ制御装置á生Îā潜在危険Þ

況áÀºÜåh既存設備ä安全性Ĉ高÷ā必要Â¸āgÓ

危険事象Ĉ明ÿÁáÏāÕ÷áåhHAZOP}Hazard and

ä一Úä手法ÞÍÜh保全側Áÿ見Õ既存設備ä安全度診

Operability Study~
jœĢĘęŒľàßäœĢĘ分析ä手

断Â有効Ý¸āg過去ä故障ú不具合実績Ĉ整理Íh統計

法Ĉ使用Íh潜在危険ä除去方法ä考慮h危険事象ä発生

İsĨÞÍÜôÞ÷hÓĂĈłsĢáÍÜœĢĘċĤĢŊ

ÍúÏËä査定h危険事象á関ÍÜ起ÉĀ¼ā被害Ĉ明

ŜıĈ実施Í現状äœĢĘĈ求÷āg次áh使用機器àß

確化ÍhŀŒŜıœĢĘä推定j査定}œĢĘċĤĢŊŜ

äĠĢįŉ構成h故障率hŀŔsľįĢı間隔àßÁÿ安

ı~Ĉ行¼g

全度Ĉ定量的á求÷āg以上ä二Úä結果Áÿ判断ÍÕœ
ĢĘÂ目標値Ĉ満ÕËàº場合åh機器j構成jŀŔsľ
įĢı間隔j点検方法}故障検出方法~ä見直Íàßh最
適à安全ĠĢįŉĈ提案Ïāg

.

安全エンジニアリング

制御ĠĢįŉä安全}機能安全~áÁÁąā国際規格Þ
ÍÜ IEC 61508 Â制定ËĂÜºāgŀŖĤĢ産業向Ç国
際規格 IEC 61511 àß産業分野ÊÞä規格úĕčĲŒč

.

リスクアセスメント

Ŝä制定Â進ĉÝºāg機能安全å危険源Ĉ取Ā除ÅäÝ

富士電機åhœĢĘċĤĢŊŜıĈ安全ĜŜĞŔįČ

åàÅh安全機器jĠĢįŉàßĈ追加ÏāÉÞáþÙÜ

ŜęäŊĴŎsÞÍÜ用意ÍÜºāg国際規格 IEC 61508

一定ŕłŔä安全Ĉ確保Ïā考¾方Ý¸āgĜĢıàßä

Ýåh安全機器jĠĢįŉàßĈŒčľĞčĘŔÝ管理

理由Ý本質安全Â実現ÝÃàº場合ä合理的à手段Ý¸āg

ÏāÉÞĈ規定ÍÜºāgÉäŒčľĞčĘŔä中Ý重

富士電機åhÉ¼ÍÕ国際安全規格á基ÛºÕ安全đŜġ

要 à 位 置 付 Ç á ¸ ā ä Â{ 潜 在 危 険 Þ œ Ģ Ę 分 析 | ä

ĴċœŜęĈ提供ÍÜºāg例¾æh安全計装ĠĢįŉ
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安全ソリューションを支えるセーフティエンジニア

įČđŜġĴċä育成á力Ĉ入ĂÜºāg図

áÓä構成

Þ役割Ĉ示ÏgœĢĘ分析hœĢĘ評価àßäĤsľįČ

特 集

セーフティエンジニアの構成

セーフティ
イノベータ
実務経験
安全製品開発
エンジニア

役

割

™リスクマネジメント
™リスク評価
™安全ソリューション規格提案
™安全システム設計開発
™安全コンポーネント設計開発
™安全ソリューション提案営業
™安全規格商品化技術

ĜŜĞŔįČŜęÂÝÃā{ĤsľįČčķłsĨ|ú安
全ĠĢįŉ設計ÂÝÃā{安全製品開発đŜġĴċ|
h安
全製品ä開発支援ú生産設備ä安全化支援Ĉ行¼{安全
øäÛÅĀđŜġĴċ|àßh
{đŜġĴċ全員ÂĤsľ
įČđŜġĴċ|Ĉ目標ÞÍÜÓä育成Ĉ進÷Üºāg

あとがき

基礎教育
安全 ものづくりエンジニア

™安全製品の開発支援
™生産設備の安全化支援

富士電機äĤsľįČčŜĩĢıœēsıŊsĠŐŜä
全体像Àþé安全ĦœŎsĠŐŜh安全ĜŜņsĶŜıä
商品体系Þ製品技術Ĉ紹介ÍÕgÉĂÁÿä安全åh機械
安全Þ機能安全ä両方Ĉ取Ā入ĂÜh総合的áŀŒŜı

SIS}Safety Instrumented System~ ä 設 計 Ý åhSIS î

ú設備ä安全Ĉ維持Ïā必要Â¸āg富士電機åh今後øh

ä安全要求仕様 SIF}Safety Instrumented Function~Ĉ

À客Ëôä{安全Ý安心àøäÛÅĀ|ä実現Ĉ支援Ïā

満ÕÍÕ上ÝhÁÚhÀäÀää SIS 機能ŔsŀÂ要求

Õ÷äĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ËĂÕ安全度水準 SIL Ĉ満足ËÑāđŜġĴċœŜę}安
全機器選定h安全ĠĢįŉ設計hSIL 計算~Â提供ÝÃāg
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設備保全の支援ソリューション

富士電機åh設備保全作業ĈĞņsıÏāŊĴŎsĈ用
意ÍÜºāg機能安全規格áåh保全管理á関Ïā次ä四

斉藤

Úä内容Â規定ËĂÜºāg

水力発電h電力系統h太陽光発電等äđŜġĴċ

⒜

機能安全ä維持Ĉ保証Ïā目的Ý運用Àþé保全ä
計画Ĉ作成Ïāg

⒝

純一郎

œŜę業務á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株
式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部産業ĠĢįŉ統
括部統括部長g電気学会会員g

設計上ä機能安全Â維持ËĂāþ¼á保全h修理Ï
āg

⒞

改修Àþé改造Â行ąĂÜºā間Ýä機能安全Â適
切Ý¸āÉÞĈ保証Ïāg

⒟

垣堺

健

計測機器h分散型制御ĠĢįŉÀþé安全計装Ġ

保全要員î安全機能水準維持äÕ÷ä訓練Ĉ行¼g

Ģįŉä開発j設計業務á従事g現在h富士電機

Éäþ¼áh安全度Â定量的á評価ËĂÜºā安全機

ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部産

器jĠĢįŉàßáÀºÜh想定ÍÕ安全度Ĉ維持h確保
ÏāÕ÷áåh正Íº設置h正Íº使用hÓÍÜ正Íº保

業ĠĢįŉ統括部副統括部長g計測自動制御学会
会員g

全管理Â必要Ý¸āgÓäÕ÷áåh使用ËĂÜºā機器
àßä故障状況Ĉ常á把握ÍhÉĂÿäİsĨĈ保存h管

小林

理ÏāÉÞÂh安全度Ĉ維持j確保Ïā上Ý重要Ý¸āg

安全計装ĠĢįŉh分散型制御ĠĢįŉä商品企

益之

画h拡販á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式
会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部産業ĠĢįŉ統括

.

セーフティエンジニアの育成

富士電機åh .

節Ý紹介ÍÕËôÌôà安全ĦœŎs

ĠŐŜĈ的確à内容ÁÚĨčŉœsá提案ÝÃāĤsľ
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部統合ĠĢįŉ第一部主席g計測自動制御学会会
員g
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富士電機åęœsŜĦĠēĈ{環境á調和ÍÕ快適à生活Ĉ送ā社会|Þ定義ÍhÓä実現á向ÇhĤŜĞhŘčōŕ
ĢĶĬıŘsĘh広域分散ĠĢįŉàßĈĜċ技術ÞÍÜh環境j省đĶŔėsÞ安全j安心áÁÁąāĦœŎsĠŐŜĈ
提供ÍÜºāg環境j省đĶŔėsÝåhđĶŔėsä使用量úŉĩä見¾ā化h省đĶŔės活動Ĉ支援ÏāęœsŜ
ŏsĢàßäĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg安全j安心Ýåh農産物ä育成履歴管理ú食品ä製造履歴管理àßä食ä
安全ä提案ú緊急医療äÕ÷ä所在管理ĠĢįŉàßäĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍhęœsŜĦĠēä実現Ĉ目指ÍÜºāg
Aiming to realize a{green society|
, which can be defined as{a society that leads a comfortable lifestyle in harmony with the
environment|
, Fuji Electric uses sensors, wireless networks, wide area distributed systems and the like as core technology to provide
environmental and energy-savings solutions as well as safety and security solutions. For the environment and energy-savings, Fuji Electricz
s
solutions enable the amounts of energy usage and waste to be visualized, and provide energy-saving solutions such as merchandise of
{GreenUSE|
. For safety and security, Fuji Electricz
s solutions provide food safety proposals such as cultivation history management for
agricultural products, production history management for food products, location management for emergency medical treatment, and so on,
aiming to realize a green society.

āäá役立Ú製品Ĉ提供ÍÜÃÕgÉäþ¼à環境á調和

まえがき

Íh快適ÝÁÚ生活á密着ÍÕĦœŎsĠŐŜÞÍÜę
政府åh新đĶŔės導入ú地球温暖化防止Ĉ狙ºÞÍ

œsŜĦĠēēsıŊsĠŐŜá取Ā組ĉÝºāg

Õ{環境j省đĶŔės|Þh国民Â安全á安心ÍÜ暮ÿ
Ñā{安全j安心|Ĉ軸á新産業ä創出Ĉ視野á入ĂÕ景

.

グリーンソシオのコンセプト
⑷

気対策Ĉ積極的á進÷ÜºāgĿŖsĲĹŜĲú携帯電話h
無線通信h地上İġĨŔ放送Â整備ËĂhÏïÜä産業Â

第 3 期科学技術基本計画á挙ÈÿĂÜºā社会j環境分
野ä 2020 年頃ä¸āïÃ姿åh富士電機Â目指Ïęœs

⑴

Éä通信基盤 Ĉ活用ÝÃāþ¼áàÙÜÃÕgÉä通信

ŜĦĠēä方向Þ一致ÍÜºāg

基盤ä上Ý{環境j省đĶŔės|ú{安全j安心|Ĉ軸

⒜

地球温暖化jđĶŔės問題ä克服îä道筋整備

ÞÍÕ社会的à課題Ĉ解決Ïā新規ļġĶĢŋİŔä検討

⒝

環境Þ調和Ïā循環型社会ä実現

Â進õÚÚ¸āg環境面Ýåh1997 年 12 月á締結ËĂÕ

⒞

世界Ĉ魅了ÏāŏļĖĨĢĶĬıŘsĘ社会ä実現

京都議定書Ĉ踏ô¾h
{地球環境|Ĉ意識ÍÕ地球温

⒟

国土Þ社会ä安全確保

⑵

暖化防止Â大ÃÅĘŖsģċĬŀËĂÜÃÜºāgąÂ国

⒠

暮ÿÍä安全確保

ä温室効果ĕĢ}2007 年 13.7 億ıŜ~ä約 9 割ÂđĶŔ

図

á示ÏęœsŜĦĠēäĜŜĤŀıĈ実現ÏāĦ

ės起源ä CO2 Ý¸āÉÞÁÿhđĶŔės発生Ĉ抑制

œŎsĠŐŜĈ市場î提供ÏāÕ÷áåhĤŜĠŜęhı

ÏāÕ÷ä法律Â整備ËĂh改正ËĂÕđĶŔėsä使

ŕsĞļœįČhĤĖŎœįČh最適化技術àß以前Áÿ

⑶

用ä合理化á関Ïā法律
}改正省đĶ法~Â 2010 年 4 月

培ÙÜÃÕ技術úķďĸďĈ¼ôÅ融合ËÑā必要Â¸āg

þĀ施行ËĂāg政府ä方針ÞÍÜh
{2020 年|ä CO2 削

ÚôĀ{ĤŜĞáþĀ対象Ĉ計ā|
{作業j業務Ĉ省力化

減目標Ĉ 2005 年łsĢÝ 15 % 削減ÏāÞÍÕÉÞø省đ

Ïā|
{đĶŔėsj物jİsĨĈ送āj配āj守ā|
{装

ĶŔės}省đĶ~対策h新đĶŔės導入á大Ãà影響

置jĠĢįŉĈ維持管理Ïā|àßä技術ĈĠsŉŕĢá

Ĉ与¾āÞ予想ËĂāg
富士電機åh
{環境á調和ÍÕ快適à生活Ĉ送ā社会|

図

グリーンソシオのコンセプト

ĈęœsŜĦĠēÞ定義ÍÜh快適Ý豊Áà社会ÛÅĀá
貢献ÏāÉÞĈ目指ÍÜºāg

グリーンソシオ： 環境に調和した快適な生活を送る社会
水産，農林，商業，食品，建設，運輸，物流，倉庫，サービス，公共

富士電機の取組み
富士電機å今ôÝøh環境対応ä自動販売機ú省đĶ対
応äēsŀŜĠŐsĚsĢäþ¼á日常生活Ĉ快適áÏā
Õ÷ä製品úhETC 用車両ĤŜĞäþ¼á高速道路ä入

■ソリューション

■コア技術
センサにより対象を計る
作業・業務を省力化する
エネルギー・物・データを送る
・配る・守る
装置・システムを維持管理する

〜

適用

環境・省エネルギー
安全・安心

快適で豊かな社会づくりに貢献する

〜

口Ý自動車ä流ĂĈ安全áÁÚ円滑áÍÜ渋滞Ĉ少àÅÏ

（ 17 ）
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結合ËÑÕĦœŎsĠŐŜĈ提供Íh社会Â要求Ïā環
境j省đĶh安全j安心ä課題Ĉ解決ÍÜºÅÉÞÝ¸āg

.

グリーンソシオを支える技術

特 集

対象分野åh水産h農林h商業h食品h建設h運輸h物流h
倉庫hĞsļĢh公共àßä社会全般Ý¸āg

ęœsŜĦĠēĈ支¾ā技術ÞÍÜ重点的á取Ā組ĉÝ
ºāĤŜĞ技術hŘčōŕĢĶĬıŘsĘ技術h広域分散
ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉä概要Ĉ紹介Ïāg

グリーンソシオの商品イメージ

.

⑴

ĤŜĞ技術

人á優ÍÅ快適Ý安全à生活環境ä実現á向ÇÜh富士

代表的àĤŜĞå発信器用圧力ĤŜĞhĕĢ警報機用ä

電機å多ÅäĦœŎsĠŐŜĈ提案ÍÜÃÕg快適Ý安全

薄膜ĕĢĤŜĞh振動ĤŜĞh環境化学物質用ä分析ĪĬ

à生活環境ä実現áåhĤŜĞĶĬıŘsĘúŏļĖĨĢ

ŀh個人被æÅ線量計用 RI ĤŜĞhĘœsŜŔsŉ内ä

ĜŜĽŎsįČŜęÝčŜįœġĐŜı化ËĂÕĠĢįŉ

気流ú赤外線式ĕĢ分析計用äľŖsĤŜĞàßÝ¸āg

áþÙÜ環境ú人j物ä変化ĈÚÁô¾h全体最適à制御

ÉĂÿĤŜĞ素子å MEMS 技術áþĀ小型軽量ÁÚ低消

áþĀ常時良好à状態áÏā仕組õĈ構築ÍàÇĂæàÿ

費電力化ÂàËĂÜºāgĤŜĞ素子Þ組õ合ąÑā回路

àºgÓäÕ÷äčķłsĠŐŜä創出á向ÇÕ技術開発

ø高密度実装技術Ĉ適用ÏāÉÞÝĤŜĞ全体Ĉ小型軽量

á注力ÍÜºāg具体的áåh主á次á示Ï 3 点Ĉ特徴Þ

化ÍÜºāgĤŜĞáĜčŜ電池駆動äŘčōŕĢĶĬı

ÍÕ関連技術ÀþéĦœŎsĠŐŜÝ¸āg

ŘsĘ機能Ĉ持ÕÑāÉÞÝh省配線化hŒčŜÝä頻繁

⒜

計測機器h放射線ĤŜĞhĕĢ分析ĤŜĞàßá
MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~ĤŜĞ

à機器組替¾îä対応h移動体Ĉ対象ÞÍÕ状態監視àß
Ĉ実現ÍÕg

⑸

技術Ĉ適用ÏāÉÞáþā小型化h省電力化

⑵

ŘčōŕĢĶĬıŘsĘ技術

⑹

ĤŜĞîäŘčōŕĢĶĬıŘsĘ機能ä付与áþ

富士電機å早ÅÁÿ RFID ĨęĈ製品化Íh物流管理à

āľČsŔĲäčŜįœġĐŜı化hÀþéĠĢįŉ

ßá応用ÍÜÃÕg電力jĕĢj水道ä自動検針úđĶŔ

ÞäĠsŉŕĢ結合áþāľČsŔĲä見¾ā化

ės連続計測äÕ÷ä無線技術ÞÍÜ低消費電力ŊĬĠŎ

⒝

⒞ { Ĥ Ŝ Ğ | á þ ā 計 測h
{ŘčōŕĢĶĬıŘs

ĶĬıŘsĘ技術Ĉ実用化ÍÕgËÿáŋsĨä振動診断

Ę|áþā収集hÀþé{広域分散ĠĢįŉŀŒĬı

äÕ÷ä低消費電力型加速度ĤŜĞä無線技術úhıŒĬ

ľĒsŉ|ä適用áþā効率的à業務ĠĢįŉä構築

ĘàßäĨčō空気圧Ĉ常時監視計測ÏāĨčō圧力ĤŜ

áÉĂÿ関連技術Ĉ活用ÍÕęœsŜĦĠēĦ

Ğ}TPMS~ä金属構造物環境Ýä無線技術àßĈ実現Í

図

Õg

œŎsĠŐŜä商品čŊsġĈ示Ïg

⑶

広域分散ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉ
広域á分散ÏāĤŜĞÝ計ÙÕľČsŔĲİsĨĈ収集

ÏāňĲŔďĐċľČsŔĲĜĶĘĨä開発Ĉ完了Íh
図

広域á分散ÏāĤŜĞä計測値ĈœċŔĨčŉá収集j制

グリーンソシオソリューションの商品イメージ

御Ïā仕組õĈ完成ÍÕgľČsŔĲĜĶĘĨåh現場ä
開閉検出
無線 タグ
温湿度センサ

センサ応用業務システム例

見¾ā化Ĉ容易á行¼Õ÷áh図

á示Ïþ¼áh次ä四

Úä部品Ý構成ËĂÜºāg

圧力
センサ

振動センサ

感振センサ

⒜

【見守】 【建屋入退】【建造物監視】【事業所入退】【育成履歴】

ĤŜĞúĜŜņsĶŜı機器ÁÿľČsŔĲİsĨ

【輸送履歴】

Ĉ収集Ïā I/O ĞsĹ
業務システムへの適用

広域分散システムのプラットフォーム
業務
テン
プレート

社会

3R エンジニアリング

食品・農業

（公共，サービス， （農林・水産， （運輸，物流，
商業，建設など）
食品など）
倉庫）
共通部品

制御
システム
プラット
フォーム

Web サービス部品

通信ライブラリ

DB アクセス部品

アクセス権管理

ミドルウェア

図

輸送

現場データの容易な活用

機能
部品群

現場の見える化
構成管理

フィールドコネクタ

フィールドコネクタを用いた広域分散システムの構成

エンジニア
リング
ツール

【インテリジェント
ビューワ】

アジェント

機器制御 故障監視 データ収集 帳票収集 履歴収集
OPCドライバ

MICREX-SX
ドライバ

Citectドライバ

中央監視・制御

開発標準

画面・帳票
インテリジェントビューワ

アジェント

高速でのデータ共有化
広域データ収集
【ブロードキャスト
サーバ】
64 拠点

ワイヤレスネットワーク

A 拠点
BS*

B 拠点
BS

センサ例
マルチ計測
ユニット

振 動/ 温 湿 度/ 圧 力/ 低 温センサ /
双方向アクティブタグ

広域の設備
上位システム
の状態監視
基幹システム
および
設定制御を実現
10 万点
アジェント

多種多様な機器と接続

大気分析装置

C 拠点
BS

I/O
サーバ

I/O
サーバ

I/O
サーバ

I/O
サーバ

機器

機器

機器

機器

現場データ取得
【I/O サーバ】
4096 局

【FeMIEL】

（ 18 ）

【MEMS 応用センサ・タグ】

【赤外線ガス【ジルコニア式
分析計】
酸素計】

機器

＊BS：ブロードキャストサーバ

機器

機器
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分散ÍÕ拠点間äľČsŔĲİsĨĈ共有化ÏāĿ
.

ŖsĲĖŌĢıĞsĹ

環境・省エネルギー向けソリューション

業務ĠĢįŉÁÿľČsŔĲİsĨĈċĘĤĢÏā
Õ÷äċġĐŜı

⒟

環境j省đĶŔės向ÇĦœŎsĠŐŜä全体像Ĉ図
á示ÏgÉäĦœŎsĠŐŜåhđĶŔės計測áþāđ

画面表示設定用äčŜįœġĐŜıļŎsŘ

ĶŔės使用量ä見¾ā化h省đĶ診断ÞÓä対策h省đ

ľČsŔĲĜĶĘĨĈ使¼ÉÞÝhĠĢįŉ全体Ý 10

ĶŋİŔáþāđĶŔėsäŉĩä見¾ā化hÓÍÜđĶ

万点h64 拠点h4,096 局規模äœċŔĨčŉà監視制御Â

Ŕės報告書ä作成Þ省đĶ活動Ĉ支援ÏāęœsŜŏs

ÝÃāg

Ģ機能Ý構成ËĂāg

ľČsŔĲİsĨĈ加工h編集h表示h設定h制御Ïā
業務ĠĢįŉåh図

⑴

ä広域分散ĠĢįŉŀŒĬıľĒs

đĶŔės使用量ä見¾ā化
á示ÏĜŜĺĘıŇŔĪ計測ŏĴĬıFeMIEL

図

ŉĈ使ÙÜ共通ä手順Ý開発ÝÃāgÉäŀŒĬıľĒs

Ĉ使¼ÉÞÝhđĶŔės使用量ä見¾ā化Â実現ÝÃāg

ŉåhľČsŔĲĜĶĘĨhWeb ĞsļĢh通信ŒčĿ

FeMIEL ä特長Ĉ次á示Ïg

Œœàßä共通部品h画面h制御h集計h監視àßá分類

⒜

電力 1 回路á加¾Ü各種äđĶŔės計測Â可能

ÍÕ機能部品群hĦsĢŀŖęŒŉä自動生成ú試験ä自

⒝

計測ÍÕ電力量å CO2 排出量ú料金îä換算Â可

動化ĭsŔĈ含öđŜġĴċœŜęĭsŔÞ過去á経験Í

能

Õ業務ÊÞä業務įŜŀŕsıÁÿ構成ËĂÜºāg画面

⒞

ŀŖęŒŉä作成Ýåh画面ä要求仕様Ĉ画面定義ŔsŔ
á 従 Ù Ü XML}Extensible Markup Language~ Ý 定 義

⒟
⑵

5 分周期記録Ý 1 年間分äİsĨĈ本体á保存可能
ĶĬıŘsĘ機能}EthernethRS-485 選択~搭載
đĶŔėsäŉĩä見¾ā化

ÏāgÉä定義Þ画面要素ÊÞäŀŖęŒŉ部品Ĉ自動生

既áđĶŔės使用量ä見¾ā化účŜĹsĨ駆動áþ

成đŜġŜÂ抽出Í組õ合ąÑÜh要求仕様ä画面ŀŖę

ā省đĶ対策Ĉ進÷ÜÃÕ顧客á対ÍÜh簡便à省đĶ対

ŒŉĈ自動生成ÏāgÉäþ¼áÍÜh顧客ä要求事項á
対Íh再利用Ĉ促進Íh新規ŀŖęŒŉä作成Ĉ抑¾高品

図

環境・省エネルギー向けソリューションの全体像

質à業務ĠĢįŉĈ提供ÏāÉÞÂÝÃāg
グリーンユース安全報告・環境報告（改正省エネ法対応）

{環境j省đĶŔės|Þ{安全j安心|Ĉ実現Ïāę

統括部門責任者

œsŜĦĠēĈh社会分野j食品農業分野j輸送分野á提
供ÍÜºāgÓäĦœŎsĠŐŜ商品ä例Ĉ表

全社集計

á示Ïg

グリーンソシオソリューションの事例

全社環境報告書作成

監督官庁

承認

提出

省エネルギー診断

省エネルギー対策

1. エネルギー計測
結果の集計
2. 環境報告書作成

1. 診断シート・
ヒアリング
2. 実施項目の測定
3. 省エネルギー効果
と投資費用
4. 省エネルギー施策
の検討

1. インバータ化
2. 高効率モータ化
3. 高効率トランス化
4. ヒートポンプ化
5. BEMS 導入
6. 連動制御 など

ęœsŜĦĠēĈ実現ÏāÕ÷{環境j省đĶŔės|
事業所
1

āg

事業責任者

承認

事業所ごとの集計

作成

Þ{安全j安心|á向ÇÕĦœŎsĠŐŜĈ以下á紹介Ï

全社環境委員
全社申請

エネルギームダの
見える化
1. 省エネルギーモデルの
作成
2. 省エネルギーモデルと
計測値の突合せ
3. ムダの数値化

エネルギー計測

収集・演算・
表示・操作

グリーンターミナル
Web サーバ・収集

2
現場設置
3
表示器＋PLC
4

Web 配信

・・・・・
複数事業所

表

グリーンソシオのソリューション商品の例
電力量計
F-MPC04P

グリーン
輸 送
食品農業
社 会
ソシオ
（公共，サービス，商業， （農林，水産， （運輸，物流，
（環境調和・
倉庫）
食品など）
建設など）
快適・生活）

環境・
省エネルギー

安全・安心

環境モニタリング
エネルギー計測
新エネルギー
省エネルギー診断と対策
店舗エネルギー管理
グリーンユース
グリーンキャビネット
環境報告
建造物遠隔監視
ガス機器遠隔監視
電動機振動診断
タイヤ空圧診断
ETC 関連
児童・高齢者見守
所在管理，異物混入検査
建屋・事業所入退
重要物持出管理
通関検査，施設監視
安全報告

無線計測
機器

マルチ計測
FeMIEL

パルス
流量など

アナログ
温度など

省エネルギー
診断と対策
新エネルギー
排水浄化処理

モーダルシフ
ト
共同配送

図

コンパクトマルチ計測ユニット「FeMIEL」

表示内容の充実
単位の
キャラクタ表示
CO2 量や
金額換算の表示

地産地消
防除指導

マルチ計測
PT，CT による
電力計測
パルス積算
各種アナログ量
接点入力（状態など）

高さ
96 mm

操作性の確保

生産履歴・
公開

トレーサビリ
ティ

トレーサビリ
ティ

輸送状態計測
コンテナ物流

育成モニタ
リング

RS-485 版

カーソルボタンによる
ローカル設定
リモートによる
設定値ダウンロード

Ethernet 版
幅 48 mm

パルス出力

内蔵メモリ装備

ローカル負荷制御

1 年間のデータ保管
（計測周期 5 分の場合）

負荷計測に連動した DO 出力
（アラーム，タイマ出力）

（ 19 ）
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策ÞÍÜ{ŉĩä見¾ā化|Þº¼省đĶ診断ĜŜĞŔ

āg

įČŜęĈ提供ÍÜºāg設備ä理想的à運転状態äđĶ

⑴

食ä安全ĦœŎsĠŐŜ

特 集

食ä安全ĦœŎsĠŐŜåh図

Ŕės使用量}省đĶŋİŔ~Þ計測ÍÕđĶŔės使用

á示Ïþ¼áh農産物

量ÞĈ比較ÏāÉÞÝhÓä差分ĈŉĩÞÍÜ提示Ïāg

ä育成履歴Áÿ食品ä製造h輸送品質ôÝä履歴情報Ĉ一

Óä手順Ĉ図

元管理ÏāÉÞÝh消費者îä安全à農作物Þ加工食品ä

á示Ïg例¾æ部品工場Ýåhŉĩä見¾

ā化Ĉ参考áÍÜ設備ä運用状態Ĉ適正化ÏāÉÞÝ 5 v

提供Ĉ支援ÍÜºāg
⒜

10 % ä省đĶ効果Â得ÿĂÕgÉä手法åh産業分野Ö
ÇÝàÅįĳŜıļŔàß民生分野Ýø活用ÝÃh生産設

農産物ä育成履歴管理
農作物育成過程ä生産情報Ĉ生産現場îŋĹčŔ端末

備ú施設ä省đĶ対策á有効Ý¸āg

Ý指示h収集ÏāĠĢįŉĈ開発ÍÕgÉĂåh防除指

⑶

省đĶ活動Þ報告書作成Ĉ支援ÏāęœsŜŏsĢ

導Þ育成状況ä実績収集Áÿàāg育成á必要à農薬ä

2010 年Áÿ施行ËĂā改正省đĶ法ÝåhđĶŔės

İsĨłsĢĈ生産者äŋĹčŔ端末á配信Íh育成物

使用量Â原油換算Ý 1,500 kl Ĉ超¾ā事業者åđĶŔės

ú病害虫防除á適Ïā農薬種類h農薬濃度h散布時期à

管理Â義務付ÇÿĂāþ¼áàāgÉäþ¼à事業者ä

ßĈ生産者áĕčĩŜĢÏāg育成者名ú農薬散布実績h

省 đ Ķ 活 動 Þ 報 告 業 務 Ĉ 支 援 Ï ā ę œ s Ŝ ŏ s Ģk

施肥実績ĈŋĹčŔ端末Áÿ収集ÏāgÉĂáþĀ失効

GreenUSEĈ提供ÍÜºāgęœsŜŏsĢåh部門ä

農薬ä使用ú農薬使用基準違反Ĉ防止Íh安全à生産ŀ

集計ú部門間ä申請j承認áŘsĘľŖs機能Ĉ活用Íh

ŖĤĢä実現Ĉ支援Ïāg

企業ä環境Þ安全ä見¾ā化Ĉ実現Ïāg具体的áåh店

⒝

食品ä製造履歴管理

舗ÊÞäđĶŔės使用量ú安全点検ä結果Ĉ店長Áÿ地
区ä管理者î報告hËÿá事業者全体ÞÍÜ環境報告書ú

図

食の安全ソリューション

安全報告書ÞÍÜôÞ÷h監督官庁îä提出Þ保管Ĉ行¼g
〈加工段階〉

〈生産段階〉

ęœsŜŏsĢáþĀhđĶŔės計測Þ事業所内Ýä集

生産者
出荷日時
農薬散布

計h全社ä集計Þ承認Àþé監督官庁îä報告ĈĠsŉŕ
Ģá統合Íh報告業務ä合理化Þ環境経営ä実践Ĉ支援Ï

〈流通段階〉

製造日
賞味期限
原材料

農薬データ
配信サービス

食品トレーサビリティ

.

荷送人

センター

製造

製品出荷

品質 / 製造 / 作業履歴
貨物追跡システム
輸送品質システム

品j物流j商業ä分野á提供ÍÜºā食ä安全ĦœŎs

（温度・湿度，開閉）

ĠŐŜÞh公共jĞsļĢ分野á向ÇÜ提供ÍÜºā緊急

原料

出荷
輸送品質

携帯
PDA
電話

医療äÕ÷ä所在管理ĦœŎsĠŐŜáÚºÜ次á紹介Ï

製造プロセス

省エネルギーモデルと計測値とによるムダの見える化

受信機

設備の理想的な運転状態を省エネルギーモデルとして作成する
理想（省エネルギーモデル）と実態（計測値）とのギャップが
改善点（ムダ）となる
比較

中継機
温湿度センサ

農家への
巡回指導

計測値

荷受人

センター

品質の見える化
原料

安全j安心向ÇĦœŎsĠŐŜÞÍÜh農林j水産j食

図

信頼

食品生産管理

モバイル営農
支援システム

安全・安心向けソリューション

納入日時
販売店

貨物追跡＋輸配送品質システム

āg
農薬
データ

〈販売段階〉 〈消費段階〉

流通センター
温湿度
配送時間

履歴情報トレーサビリティ

省エネルギーモデル

図

緊急医療のための所在管理ソリューション

〔計測値〕
−
〔省エネルギーモデル〕
＝改善点（ムダ）

緊急医療システム

省エネルギーモデルの作成
エネルギー消費の
専門家による理想的な
エネルギー消費
パターンの決定

計測値より理想的なエネルギー消費パターン決定
計測値と生産数により原単位を求め原単位が最適な期間のエネル
ギー消費パターン
待機運転時の理想的なエネルギー消費パターン
安定して稼動している期間のエネルギー消費パターンなど

通信 ネットワーク

理想的なエネルギー消費パターンをあてはめる対象期間を選定

車載
システム
医療 スタッフ

医療 スタッフ

選定した対象期間に理想的なエネルギー消費パターンをあてはめ
省エネルギーモデル を作成

電子タグ
リーダ

ロケータ

リーダ

（ 20 ）

電子タグ

省エネルギーモデル

省エネルギーモデルと計測値を突合せ差分を算出し集計すること
によりムダを数値化

ロケータ
医療設備

医療設備

ムダの数値化

医療機関

医療 スタッフ

電子タグ

所在管理
システム

電子タグ
リーダ

ロケータ
医療設備

電子タグ

医療機関

電子タグ

医療機関
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食品生産管理ĠĢįŉĈ導入Íh資材購買h生産計画h

ĦœŎsĠŐŜĈ多数提供ÍÜÃÜºāg今後åhęœs
ŜĦĠēĦœŎsĠŐŜĈ発展ËÑh環境á調和ÍÕ快適

番号h出荷番号àßÝ関係付ÇāÉÞÝh食品製造工程

à生活Ĉ送ā社会ÛÅĀá貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ä履歴管理Ĉ実現ÍÕg製品á刻印ËĂÕ製造番号Áÿ
製造ÍÕ工場ŒčŜú物流倉庫ä製造履歴hËÿáhÓ

参考文献

ä製造番号ä製品ÂºÚhßÉá出荷ËĂÕÁä流通履

⑴

歴h資材購入番号Áÿ購入資材Ĉ使用ÍÕ製品ä出荷先
ä原材料履歴Ĉ瞬時á参照ÝÃāg異物混入àßä不良
発生時hÉä履歴管理ä仕組õĈ利用ÍÜh消費者Áÿ
ä回収ú迅速à販売停止指示ÂÝÃāg
⑵

⑵

打川和男, 内藤高志. 温暖化対策ä基本Þ仕組õÂþÅąÁ

改正省đĶŔės法ä概要áÚºÜv工場j事業場部門v.

⑶

経済産業省

á示Ïg

広域á分散ÍÕ医療機関áÀºÜh医療ĢĨĬľú医療機

õ合ąÑāÉÞÝh医療ĢĨĬľä所在ú医療機器ä稼動

関東経済産業局đĶŔės対策課. 2009-02.

⑷

第3期科学技術基本計画. 官報. 2006-03.

⑸

友高正嗣, 山下悟. 環境Þ安全j安心á寄与ÏāMEMSÞ今
後ä取組õ. 富士時報. 2008, vol.81, no.5, p.358-361.

器á電子ĨęĈ装着Íh医療機関内äŖĚsĨ}部屋番号
àßäŖĚsĠŐŜ番号Ĉ電子Ĩęá送信Ïā装置~Þ組

ļġŐŜ懇談会. 2009-06.

ā本. 秀和ĠĢįŉ. 2008-09.

緊急医療äÕ÷ä所在管理ĦœŎsĠŐŜ
緊急医療äÕ÷ä所在管理ĦœŎsĠŐŜĈ図

ICTļġŐŜ懇談会報告書vĢŇsıjŏļĖĨĢĶĬı

社会実現戦略v. 総務省ICT

⑹

町田潤一ñÁ. 各種ĤŜĞÞ無線技術ä融合áþāŏļĖ
ĨĢ環境ä実現. 富士時報. 2008, vol.81, no.5, p.375-378.

状況Ĉ明示的àŖĚsĠŐŜÞÍÜ正確áÁÚœċŔĨč
ŉá把握Ïāg稼動状況Ĉ緊急車両î通知ÏāÉÞáþĀ
緊急時ä適切à医療搬送ä判断Ĉ支援Ïāg電子Ĩęåh

川尻

NTT 未来ãÙÞ研究所ä仕様Ĉ基á開発ÍÕøäÝh非

社会j環境分野ä情報制御ĠĢįŉä企画jđŜ

接触Ý読õ書ÃÝÃā双方向ċĘįČĿĨęÝ¸āg次á
示Ï三Úä特長Â¸āg
⒜

幸一

ġĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機ĠĢį
ŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部社会j環
境ĠĢįŉ統括部長g電気学会会員g

鉄道改札Ý使用ÍÜºā IC ĔsĲÞ同Î HF 帯ä
電波á 32 Ĺčı相当ä情報Ĉ乗Ñh10 m 離ĂÕÞÉ
ăÁÿĨęîä書込õÂÝÃāg

⒝

UHF 帯ä電波Ĉ使º書Ã込ĉÖ情報ÞĨęä持Ù

Üºā識別ĜsĲĈ 100 m 離ĂÕÞÉăÁÿ読õ取
Ăāg
⒞

用途á応ÎÜĤŜĞ計測値Ĉ取Ā込öÉÞøÝÃāg

あとがき

平山

博之

社会j環境分野ä情報制御ĠĢįŉä企画jđŜ
ġĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機ĠĢį
ŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部社会j環
境ĠĢįŉ統括部ĦœŎsĠŐŜ技術部長g情報
処理学会会員g

笛木

豊

社会j環境分野ä情報制御ĠĢįŉä企画jđŜ

{環境j省đĶŔės|
{安全j安心|ä課題åh製造

ġĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機ĠĢį
ŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部社会j環

業ú特定ä事業者á限ÿÐhąĂąĂä生活á密着ÍÕÞ

境ĠĢįŉ統括部ĦœŎsĠŐŜ技術部ŇĶs

Éăá多数存在Ïāg富士電機åÉĂÿä課題Ĉ解決Ïā

ġŌsg電気学会会員g
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制御システムプラットフォームによる生産性と品質の
向上
*VU[YVS:`Z[LT7SH[MVYTZMVY0TWYV]LK7YVK\J[P]P[`HUK8\HSP[`

文彦-\TPOPRV/PYVZL

廣瀬

笹谷

俊幸;VZOP`\RP:HZH`H

伸一郎:OPUPJOPYV4VYP

森

富士電機åh制御ĠĢįŉä生産性Þ品質ä向上äÕ÷áh実行系Þ支援系Ý構成ËĂā制御ĠĢįŉŀŒĬıľĒs
ŉ}PF~ä構築á取Ā組ĉÝºāg実行系ÝåĠĢįŉ規模á応ÎÜ大規模ĠĢįŉh中小規模制御ĠĢįŉÞ広域監視
ĠĢįŉä三Úä PF Ĉ提供ÍÜºāg支援系Ýåh削減}Reduce~
j再利用}Reuse~
j再資源化}Recycle~Ĉ徹底ÍÜ
推進Ïā 3R đŜġĴċœŜę PF Ĉ提供ÍÜºāgÉĂÿä制御ĠĢįŉ PF ä提供Ĉ通ÎÜhđĶŔėsj産業j社会
ä¸ÿüā分野Ý生産性Þ品質Ĉ向上ËÑÕºÞº¼À客Ëôä要求á応¾Üºāg
In order to improve the productivity and quality of control systems, Fuji Electric is constructing control system platforms}PFs~
consisting of an execution system and a support system. For the execution system, three types of PFs}for large systems, medium and small
systems, and wide area monitoring systems~are provided to match the size of the system. For the support system, a 3R engineering PF that
promotes comprehensive reduction, reuse and recycling is provided. By providing these control system PFs, Fuji Electric is responding to
customer requests for improved productivity and quality in all energy, industrial and social application ﬁelds.

⒟

まえがき

個別業務á依存Íàºg

ÉäÕ÷áåh業種ú分野ú機種áþÿÐá統合的á開
企業å経営競争力向上äÕ÷áh将来的á成長Â見込÷

発Ïā必要Â¸āg結果的á開発期間ä長期化ú属人的à

ā分野áh投資Ĉ集中ËÑÜÃÜºāg新規ļġĶĢ分野

開発áþā技術ä停滞ú効率低下ä問題Ĉ改善ÏāÉÞÂ

Ýå製品Ĉ早期á市場投入Íh市場ĠĐċĈ確保ÝÃāÁ

ÝÃāg完成ÍÜºā品質ä高º部品Ĉ使ºhÁÚ分野j

Â経営Ĉ左右Ïāg制御ĠĢįŉäŊsĔsÞÍÜåŏs

業種j機種á依存ÑÐá流通Ĉ促進Ïā仕組õÂ重要Ý¸

ğä生産現場Ý新製品Ĉ作āÕ÷ä制御ĠĢįŉîä要求

āgÓĂĈ実現Ïā手段Âh技術基盤Ĉ統一ÏāÕ÷ä実

Ĉ短納期ÁÚ高品質Ý実現Í提供ÏāÉÞÂ最重要ÞàÙ

行系äŀŒĬıľĒsŉ}PFkPlatform~Þ支援系ä PF

ÜÃÜºāg

Ý¸āg

ÉĂôÝä情報技術Þ制御技術ä進化åh工場ä生産

業 務 ľ Ŗ s Ĉ 支 援 Ï ā BPR}Business Process Re-

設備ä自動化Ĉ拡大ÍÜÃÜºāgËÿáåh制御ĠĢ

engineering~ĠĢįŉåh世代Ĉ超¾ÕđŜġĴċÕ×Â

įŉÞ設備機器ĈÚàÆĶĬıŘsĘä機能ú処理速度

利用ÝÃāgľČsŔĲÁÿĜŜĽŎsĨôÝä垂直統合

Â向上ÍÜhSCM}Supply Chain Management~ú MES

ĠĢįŉîøĠsŉŕĢá対応ÝÃÜhļġĶĢĺsı

}Manufacturing Execution System~àßä生産管理ĠĢ

ĳsáø容易á使¾āg近º将来懸念ËĂāđŜġĴċä

įŉÞĠsŉŕĢá接続ÍÜºÅÉÞÝh高º生産性Þ高

不足Ĉ解決Íh開発ä効率化Þ高信頼性Ĉ実現ÍÜºÇāg

品質Ĉ実現ÝÃā垂直統合型ä制御ĠĢįŉÂ構築ÝÃā

富士電機Ýå制御ĠĢįŉä統一Ĉ目指ÍÜ実行系ä

þ¼áàÙÜÃÕg
富士電機åhŀŖĤĢ制御ÁÿİČĢĘœsı制御ôÝ

PF Þ支援系ä PF Ý構成ËĂā制御ĠĢįŉ PF ä強化
á取Ā組ĉÝºāg

多岐áąÕā制御分野Ý多Åä実績Ĉ挙ÈÜÃÜºāg各
制御分野Ý標準化ú効率化Ĉ推進ÏāÕ÷ä技術進化Ĉ遂
⑴⑵

ÈÜÃÕg
市場ĴsģåËÿá多様化ú高度化ä要求Â増ÍÜºāg

図

生産性と品質向上のための要件と機能構成

国際標準化îä対応ø含÷h開発ĦľıďĐċŅœŎsŉ
Â増大ÍÜÃÜÀĀh開発ä効率化Þ高品質化å大Ãà課

エンジニアリングノウハウが共有できる

エンジニアリングツール

垂直統合支援ができる

統合プラットフォーム

ソフトウェア資産を有効活用できる

ソフトウェア部品化

個別業務に依存しない

ＢＰＲ* システム

題Ý¸āg
á示Ïþ¼áh課題Ĉ解決ÏāÕ÷áå次ä要件Ĉ

図

満足Ïā必要Â¸āg
⒜

đŜġĴċœŜęķďĸďÂ共有ÝÃāg

⒝

ľČsŔĲÁÿĜŜĽŎsĨôÝä垂直統合支援Â

ÝÃāg
⒞
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ĦľıďĐċ資産Ĉ有効活用ÝÃāg

＊BPR：Business Process Re-engineering
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制御システムプラットフォームの取組み
.

á示Ï実行系 PF Þ支援系 PF

Ý構成ËĂāg

特 集

制御ĠĢįŉ PF å 図

制御システムプラットフォームの実行系
大規模制御システムプラットフォーム

大規模制御ĠĢįŉ PF åh垂直水平統合Ĉ実現Ïā中

実行系 PF åh使用目的á応ÎÜ大規模制御h中小規模

大規模äŀŖĤĢ制御分野ÁÿİČĢĘœsı制御分野ô

制御Þ広域監視ä PF Ĉ提供ÍÜºāg大規模制御 PF á

ÝĈ高度ÝÁÚ高速á制御ÝÃā制御ĠĢįŉ PF Ý¸āg

åh中大規模äŀŖĤĢ制御向ÇäĠĢįŉ PF Ý¸ā

àÀhMICREX-NX åhÉä PF ĈłsĢá提供ÍÜºā

⑴

情報制御ĠĢįŉMICREX-NX àßÂ¸āg中小規

ĠĢįŉÝ¸āg

模制御 PF åhHMI}Human Machine Interface~áĺĦ
.

ĜŜĈhÓÍÜĜŜıŖsŒá PLC}Programable Logic

中小規模制御システムプラットフォーム
注 1

Controller~Ĉ採用ÍÕ中小規模向Çä制御ĠĢįŉÝ¸

従来h中小規模制御ĠĢįŉå Windows ĈłsĢÞÍ

āg広域分散ĠĢįŉåh主áh電鉄h道路h空港h電力

ÕĺĦĜŜÞ PLC Ý構成ËĂÜºāg監視系äňĲŔ

àßä広域á分散設置ËĂÕĠĢįŉĈ遠隔Ý監視ÏāÕ

ďĐċá SCADA}Supervisory Control And Data Acqui-

÷äĠĢįŉÝ¸āg

sition System~ĦľıďĐċÂ採用ËĂÜºāgĺĦĜ

支援系 PF åh前述ä実行系 PF Ĉ共通áđŜġĴœŜ

ŜÞ PLC ä高機能化Þ SCADA ĦľıďĐċáþĀh顧

ęÏāøäÝ¸Āh削減}Reduce~
j再利用}Reuse~
j再

客äĴsģá対応ÍÕĠĢįŉĈ容易á構築ÝÃÕäÝh

資源化}Recycle~Ĉ推進Ïā 3R đŜġĴċœŜę PF Ý

大Ãà開発投資Ĉ必要ÞÑÐá市場投入ÝÃÕgÍÁÍh

¸āg今後ä実行系Ĉ構成ÏāĸsĲďĐċä進化á伴Ù

分野ÊÞá独自ä制御ĠĢįŉĈ提供ÏāÉÞÞàĀh異

Üh制御ĠĢįŉÝ実行ÍÜºā機能Ĉ電子機器àßä組

àā SCADA ĦľıďĐċĈ使用ÍÜºā制御ĠĢįŉ

込õ系î実装ÍÜºÅÉÞÂ拡大ÍhĦľıďĐċ資産ä

間Ý相互á画面Ĉ流用ÏāÉÞÂÝÃÐáh各分野Â持Ú

流用Â進ĉÝºÅÉÞø視野á入ĂÜhĦľıďĐċ開発

ĦľıďĐċ資産Ĉ流通ËÑÿĂàÁÙÕg
今回開発ÍÕ図

ä究極ä効率化Ĉ目指ÍÜºāg

ä中小規模制御ĠĢįŉ PF åhÉä

注 1Windowsk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

図

制御システムプラットフォームの構成

実行系プラットフォーム

支援系プラットフォーム
（３Ｒエンジニアリング
プラットフォーム）

放射線管理

農業支援

広域分散システム
プラットフォーム

シームレス接続

中小規模制御システム
プラットフォーム

施設管理

検査・運用

食薬

化学

組立

鉄鋼

ゴミ

開発標準・資産流通管理

ボイラ

人材 / 組織

SＡ分野別テンプレート

中小

フィールドコネクタ
組込
コントローラ
フィールド機器接続ドライバ群（FB)

フィールド

センシング技術
プラットフォーム

新エネルギー

計測制御･電子
機器技術プラットフォーム

IＡ分野別 テンプレート
大規模

制御

制御システム技術
プラットフォーム

大規模システム
プラットフォーム

ソシオオートメーション
（SA）

活用

技術 プラットフォーム

業務フロー支援︵ＢＰＲ︶

共通部品・
システム・
ミドルウェア

エネルギー産業

監視・操作

設備制御
テンプレート・
ライブラリ

インダストリアルオートメーション
（IA）

ＥＡ分野別テンプレート
エネルギー計測

業種・業務
登録

監視
テンプレート・
ライブラリ

３Ｒ流通インフラ

マネジメント
テンプレート・
ライブラリ

エネルギー
オートメーション
（EA）

ネットワーク型
インテリジェント
モジュール
安全・安心・省エネルギー・安価・小型・簡単設置

放射線
機器
ビジョン
検査

電力
水道，ガス
振動

温度・湿度
土壌
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þ¼à既存ä資産Ĉ活用ÍÕºÞº¼顧客Ĵsģá対応Ý

散ĠĢįŉ PF Â¸āgÉä PF ä特徴åh大容量İsĨ

Ãāþ¼áh各社ä SCADA ĦľıďĐċĈċĲēŜÝ

ÁÚ高速İsĨœľŕĬĠŎĈ実現ÝÃāgÉä要件å次

Ãā仕組õĈ搭載Íh既存ĠĢįŉäŇčęŕsĠŐŜÂ

äÞÀĀÝ¸āg
注 5

容易áÝÃāþ¼áÍÕg

⒜

Éä PF åh各種 API}Application Program Interface~

注 6

適用 OS}Operating System~
kUNIXhLinuxhWin-

dows
注 7

注 8

注 9

Ĉ搭載Íh容易á分野ÊÞá準備ËĂÕ機能Â結合ÝÃā

⒝

開発言語対応kC 言語hVBh.nethJava

仕組õàäÝh重複開発ä削減Þ開発効率ä改善Ĉ実現Ý

⒞

広域分散á対応k64 拠点h64局/拠点

Ãā構造ÞàÙÜºāg制御ĠĢįŉ PF ä特徴å以下ä

⒟

大規模対応k100,000 Ĩę

ÞÀĀÝ¸āg
⑴

軽快à Web ĠĢįŉä実現

制御システムプラットフォームの支援系（3R

œĬĪĘŒčċŜı型ä採用ÝhWeb ĿŒďğĈ介Ë

エンジニアリング）

àº軽快à Web 対応ĠĢįŉÂ実現ÝÃāg
⑵

高価àňĲŔďĐċÂ搭載不要

制御ĠĢįŉĈ構築Ïā上Ý企画h設計h製作h試験Ĉ

ĩďŜŖsĲ配信型ĘŒčċŜıä採用áþĀh高価à

行¼đŜġĴċœŜęáåh高効率化Þ高品質化Â要求Ë

ňĲŔďĐċĈ搭載ÏāÉÞàÅh監視制御ĠĢįŉÂ実

ĂÜºāg富士電機Ýå従来đŜġĴċœŜęä全ľĐs

現ÝÃāg

ģ}企画h設計h製作h試験h運用~Ĉ一貫ÍÜ支援Ïā

⑶

ĠĢįŉáþĀ連続性Ĉ保×ÚÚh記述型äđŜġĴċœ

過去ä SCADA ĦľıďĐċ資源áľŕĖĠĿŔá

対応

Ŝę方法ä水準向上Ĉ図Āh制御ĠĢįŉä生産性Þ品質

注 2〉

〈注 3〉

〈注 4〉

iFIXhCitectSCADAhInTouch àßä SCADA Ħľı

ä向上á努力ÍÜÃÕg
今ôÝå扱¼機種á依存ÍÕĦľıďĐċ設計ĢĖŔĈ

ďĐċø搭載ÏāÉÞÂÝÃā構造ÞÏāÉÞÝhŇčę
ŕsĠŐŜÂ容易Ý¸āg

必要ÞÍÕäÝh世代Ĉ超¾Ü誰øÂ容易áĠĢįŉĈ構

⑷

築ÝÃāąÇÝåàÁÙÕg

ċĲčŜ機能áþā開発効率ä向上
分野別機能Â充実ÍhċĲčŜ機能Ĉ使ÙÜ容易á分野

富士電機Ýåh将来äĦľıďĐċđŜġĴċä不足á

ÊÞä機能Ĉ拡張ÏāÉÞÂÝÃh下位ĜŜıŖsŒ用ä

備¾h制御系}DCS 制御設計hPLC 制御設計~đŜġĴ

I/O ĲŒčĹø容易á実装ÝÃāg

ċœŜęÞ情報系}C 言語àßäĦľıďĐċ開発~đŜ
ġĴċœŜęÞĈ融合ÍÜh相互á同一環境ÝđŜġĴċ

.

œŜęÝÃhËÿáļġĶĢĺsıĳsø活用ÝÃā 3R

広域分散システムプラットフォーム

電鉄h道路h空港h電力àßä広域Ý分散設置ËĂÕ拠

đŜġĴċœŜęä構築á取Ā組ĉÝºāg
Éä 3R đŜġĴċœŜęå従来äĿŖĬĘđŜġĴċ

点ä監視Ĉ必要ÞÏā監視ĠĢįŉä実行系ÞÍÜ広域分

œŜęú記述式đŜġĴœŜęÞå異àĀhŋİŔÞÍÜ
注 2iFIXkGE ľĊĳĬĘjčŜįœġĐŜıjŀŒĬıľĒs

表現ËĂā構造的仕様äĕčĲŒčŜĈ提供ÏāĦľı

ŉĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標
注 3CitectSCADAkAEG Schneider Automation International

注 5UNIXkThe Open Group ä商標ôÕå登録商標
注 6LinuxkLinus Torvalds 氏ä商標ôÕå登録商標

社ä商標ôÕå登録商標
注 4InTouchk英国 Invensys Systems, Inc. ä商標ôÕå登録商標

注 7VBk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標
注 8.netk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

図

中小規模制御システムＰＦの実行系の構成

クライアント
SCADA：
プラント画面

標準画面：
警報履歴

標準画面：
トレンド

注 9Javak米国 Sun Microsystems, Inc. ä商標ôÕå登録商標

図

画面アドイン機能

アドイン画面
（サンプル）

モデル駆動型アーキテクチャの考え方

３Ｒエンジニアリングツールで実現

ネットワークＡＰ
Ｉを公開。
他ＡＰI での利用も可能

PIM
(Platform Independent Model)
（プラットフォームに依存しないモデル）

クライアント
ダウンロード

クライアントの
ワンクリックインストール

ネットワークＡＰ
Ｉサービス 拡張 API

自動変換
フィールドデータ処理

ローカルフィールド
データ処理
インタフェース
SXドライバ OPC クライアント
データアクセス

SCADA
OPC サーバ

OPC サーバ

公共回線

PSM
(Platform Specific Model)
（プラットフォームに依存したモデル）

PSM

PSM

PSM

自動変換

ＰＬＣローダ，PC の開発環境など
ターゲットマシン
(ＰＣ，
ＰＬＣほか )
プログラム
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PIM

Ｗｅｂサイト
リレーショナル
データベース

ドライバ
アドイン機能

ＯＰＣサーバ

⁝

iFIX
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ｉ
ｔ
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ｔ
Ｉ
ｎ
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ソース
コード
（XML）

ソース
コード
（C#）

富士時報

Vol.82 No.5 2009

ďĐċ開発手法Ý¸āg図

制御システムプラットフォームによる生産性と品質の向上

äþ¼àŋİŔ駆動型ċsĖ

注 10

ĜŜıŖsŒ系ÀþéĤŜĞ系åhÀäÀä個別äĭsŔ

⑶

įĘĪŌ}MDAkModel-Driven

ÝđŜġĴċœŜęÍ保守ÍÜºāg3R đŜġĴċœŜ

Architecture~Ĉ採用Ï

ę PF å図

次ä開発方式á基ÛºÜºāg

ĠĢįŉÂ構築ÝÃā先進的àĠĢįŉÝ¸āg

⒜

ĠĢįŉ要件定義áå理解ÍúÏº表現形式Ý PF

äĦľıďĐċ部品Ĉ自由á配置Íh接続ÏāÉÞÝh実

用ºāg
⒝

装ËĂā機種Ĉ意識ÏāÉÞàÅhPF 側Ý自動的á対象

PIM å別ä汎用ŀŖęŒňŜę言語}例¾æ IEC

機種îŖsİČŜęÍh部品同士Ĉ結合ÏāøäÝ¸āg

言 語hXMLhC# à ß ~ á 対 応 Í Õ PF 特 化 ŋ İ Ŕ

å 3R đŜġĴċœŜęä GUI äčŊsġÝ¸āg

図

}PSMkPlatform Speciﬁc Model~îÞ変換Ïāg
⒞

äþ¼áđŜġĴċå分ĀúÏÅ表示ËĂā PIM

図

独立ŋİŔ}PIMkPlatform Independent Model~Ĉ

äþ¼á共通äĭsŔä上Ý共通ä GUI Áÿ

3R đŜġĴċœŜęĭsŔ上ÝŒčĿŒœá登録ËĂÕ

PIM Þ PSM Þä変換å通常hŋİŔ変換ĭsŔà

įŜŀŕsıú部品ĈĲŒĬęċŜĲĲŖĬŀÍh部品間

ßä自動化ËĂÕĭsŔĈ使ÙÜ行ºhÉäĭsŔÂ

Ĉ結線Íh実行Ïā PC úĜŜıŖsŒîĩďŜŖsĲÏ

3R đŜġĴċœŜęĭsŔÞàāg

āÉÞÝ目的ä機能Â実現ÝÃāgËÿáh部品úįŜŀ
ŕsıä内容Ĉ修正ÍÕº場合åh対象ä部品ĈĘœĬĘ

.

3R エンジニアリングの機能

ÏāÖÇÝ部品Â生成ËĂÕ対象äŀŖęŒňŜęĭsŔ
Â起動ÍhĦľıďĐċä修正Â可能ÞàāgÉĂáþĀh

従来äđŜġĴċœŜęáÀºÜåhUNIX 系h監視系h

要件定義ÂÝÃāđŜġĴċÝ¸Ăæ容易á高度à機能Âh
簡単áh高品質Ý実現ÏāÉÞÂÝÃāg

注 10MDAkObject Management Group}OMG~ä商標ôÕå
登録商標

図

3R エンジニアリングの考え方

ＰＳＭ

PIM

各専用ツール

ローカル

変換

ソフトウェア部品
ライブラリ

ダウンロード

仕様記述（概略）

PC
PLC

該当実態ソフトウェアを
ダウンロード＆自動生成

３Ｒエンジニアリングツール

図

プログラム

DCS
専用ローダ
ＰＣ開発環境など

3R エンジニアリングの GUI のイメージ（PIM イメージ）

３ＲエンジニアリングＧＵ
Ｉ

ダウン
ロード

デスクトップに部品展開

イントラ 共通プラットホーム

テンプ
レート
情報

各部品の入出力，パラ
メータを設定（各部品）

部品 リストからドラッグアンド
ドロップし，部品間を結線

整合性チェック（シート全体）

各プログラム部品間の接続プロ
グラムおよび，データベースを
自動的に生成
テンプレート情報を選択
しダウンロードすると構
成する部品を自動的にダ
ウンロード
（シート全体で使用分を
自動サーチ）

DB

PG

エンジニアリング環境で
プログラム，
DB の接続を保証
各専用ツール（エディタ）を呼び出すことで，
プログラム，画面サンプルの内容表示，編集が
可能
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索j抽出j組õ合ąÑÜh目的仕様ä画面ŀŖęŒŉĈ自
.

特 集

広域分散システムプラットフォームの 3R エンジニア

動生成Ïā Web 系画面ä自動作成ĭsŔÝ¸āgÉĂá

リング

þĀ画面作成ä自動化Ĉ行¼ÉÞÂÝÃh一度作ÙÕøä

広域分散ĠĢįŉ PF å複数業務Ĉ実装ÏāÕ÷h開発

å何度Ýø再利用ÏāÉÞÂÝÃāþ¼áàÙÕg

環境ÞÍÜ多言語対応Â必要Ý¸āg生産性ä向上Þ高信

流用j再利用Ïāøäå提供ËĂāľŕsŉŘsĘÝh

頼度化Ĉ実現ÏāÕ÷áh従来ÁÿäĠĢįŉ開発ľŕs

分野ÊÞä業界標準的àİsĨŋİŔÂ適用ÝÃāÕ÷h

ŉŘsĘĈ原点Áÿ見直Íh新ÕàľŕsŉŘsĘä開発

ÓäčŜĨľĐsĢÂ共通化ËĂhĦľıďĐċ資産ä部

á取Ā組ĉÝºāgÉäľŕsŉŘsĘĈ使ÙÕĠĢįŉ

品化Â推進ËĂāg

äđŜġĴċœŜęä流ĂĈ図

ÉäŒčĿŒœÞľŕsŉŘsĘáþĀh実績á裏打×

á示Ïg

ÉäľŕsŉŘsĘÝåh過去äĦľıďĐċ生産物Ĉ

ËĂÕ高品質àĦľıďĐċÂ再利用ÝÃāg必要Ý¸Ă

⑷

MVC}Model View Controller~ŋİŔĈ使ÙÜ分類整理

æĔĢıŇčģĈ加¾h顧客Ĵsģá柔軟á対応ÍàÂÿh

Íh次ä 3 点ĈŒčĿŒœî登録Í再利用ÝÃā環境Ĉ提

生産性ä向上Þ高信頼度化Â実現ÝÃāg

供ÏāÉÞÝh従来Þå異àĀ個人ä力量á左右ËĂàº
.

開発方式ÞÍÜºāg
⒜

共通ĦľıďĐċ部品

⒝

įŜŀŕsı}設計書hŀŖęŒŉàß~

⒞

đŜġĴċœŜęĭsŔ}図

3R エンジニアリングのライブラリ

3R đŜġĴċœŜęåh部品úįŜŀŕsıĈŒčĿ
ŒœÞÍÜ登録流用Ĉ加速ÏāÕ÷ä PF Ý¸āg
ŒčĿŒœáå部品úįŜŀŕsıÂ収納ËĂÜºāg

äŀŖęŒŉ自動生

Óä部品úįŜŀŕsıå取扱説明書ÞÞøá格納ËĂh

成àß~
特á画面äŀŖęŒŉá関ÍÜåh従来å画面ä多様Ë

ŏsğåŒčĿŒœä中ä部品Ĉ使用目的á応ÎÜ選択Ï

ä影響ø¸Āh製作者ä経験ú力量áþĀÓä作Ā方ÂĹ

āÉÞÝh目的ÞÏā機能Ĉ実現ÝÃāgÉäŒčĿŒœ

ŒĹŒÝhÓä後ä追加j改造àßÂ複雑áàÙÜ品質ú

áåhĜŜıŖsŒ言語Þ C 言語ä部品Ĉ自由á選択Íh

ĜĢıá影響Ĉ与¾ÜºÕgÉĂĈ解消ÏāÕ÷áh図

部品ĈÚàÄ合ąÑāÉÞÝh部品間ä自動接続ø実現Í

äŀŖęŒŉ自動生成ĭsŔĈ提供ÍÜºāg画面ä要件

ÜÅĂāgËÿá構築ÍÕ実行環境áĩďŜŖsĲÏāÉ

定義Ĉ元áh画面ä仕様Ĉ画面定義ŔsŔá従º XML Ý

ÞÝh機種情報Ĉ定義ÏāÉÞàÅ実行ÝÃāg

定義ÏāgÉä定義ÞŒčĿŒœá分類整理ËĂÕ画面要
素ÊÞäŀŖęŒŉ部品ĦsĢĈ自動生成đŜġŜÂ検

.

エンジニアリング業務フロー支援 BPR ツール

đŜġĴċœŜęĈ遂行Ïā時hđŜġĴċœŜęĭs
図

ŔÖÇä提供Ýå品質j業務効率Â十分á成果å出Ñàºg

広域分散システムのエンジニアリングの流れ

制御ĠĢįŉ PF Ýåh使用ÏāđŜġĴċœŜęŏsğ
設計

製作

試験
出荷

ＸＸ画面 ○○アクセス ◆◆機能

新規開発 カスタマイズ

設計
作業

○○機能
YYY 仕様書

★★機能

ＸＸＸ画面 △△アクセス ★★機能

△△機能

開発環境

ライブラリ化

MVC化

開発フレームワーク

共通部品

エンジニアリング
ツール

テンプレート

資産化

ＸＸＸ機能
YYY 仕様書

設計資産
（設計書）

意Íh最適à業務ä実現Þ高品質à業務遂行Â実現ÝÃāg

プラットフォーム

利用・再利用

○部品 △部品 □部品

á対ÍÜh最適à業務ľŖsĈ支援Ïā BPR ĭsŔĈ用

資産化

部品化の考え方
部品の大きさ（粒度）
ＰＧ結合度合い
再利用性
汎用性・標準化

ＸＸＸ機能

ソフト資産
（プログラム）

.

3R エンジニアリングの効果

3R đŜġĴċœŜęå MDA 手法Ĉ採用ÍÕÉÞÝh
PIM Þ PSM áþĀhļġĶĢŋİŔÞ PF Ĉ明確á分離
図

3R エンジニアリングの効果

業務
画面・帳票
ロジック
データアクセス

テンプレートをベースとしたプロトタイピング設計により，設計効率を改善
ユーザ要求と設計仕様の乖離も抑止
エンジニアリングツールにてシステム構造設計をサポート
プログラム部品間，プログラム⇔DB 間の接続プログラムは，エンジニ
アリング環境で自動生成のため結合試験が不要（バグ件数の減少）

顧客ニーズ
把握・提案

図

現地試験

要求分析

プログラム自動生成

エンジニアリング
ツール

ユーザインタ
フェース設計

XML

要件定義書

画面定義ルール
プログラム

プログラム
部品ソース
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プログラム自動生成エンジン

実装パラメータ

システム
構造設計

Java
Jsp
javascript

プログラム
ソース

自動生成
プログラムソース

新規製作部品のみ実施
流用部品は動作保証済み
のため単体試験も不要
部品 ストックが増えれば更
に効率化

ソフトウェア部品
業種・業務テンプレート

プログラム
構造設計

システム試験
結合試験

単体試験
効率化

コーディング

生産性
従来

3R

システム設計

システム
設計

製作

製作

社内試験

現地試験

社内試験

50％の短縮

現地試験
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ÝÃāgËÿá PIM 上áľŕsŉŘsĘĈ構築ÏāÉÞ
áþĀhįĘķŖġsä変化ä依存度Ĉ低減Íh実行系Â

あとがき

ĴċœŜę方法ä統一ÂÝÃ部品ä品質ø均一化Â図Ăā
äÝh部品äĿŒĬĠŎċĬŀÝ再利用率Â向上Ïāg
図

á示Ïþ¼áh3R đŜġĴċœŜęĭsŔÂh構

富士電機ä新Íº制御ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉáÚº
Ü紹介ÍÕgđŜġĴċœŜęáÀÇā要件定義å常á不
変Ý¸āÂh要件定義以降åĸsĲďĐċúĦľıďĐċ

造設計ĈĞņsıÍ自動的á部品間Ĉ接続ÍÜÅĂāÉÞ

技術ä進化ÞÞøá最適àøäîÞ変化ÍÜºÅg今後øh

ÝhŀŖęŒŉ構造設計hĜsİČŜęh単体試験Â不要

技術ä進化Ĉ取Ā込ĉÝ高品質h高効率àđŜġĴċœŜ

ÞàĀh高品質設計ÞœsĲĨčŉä短縮Â図Ăāg

ę環境Ĉ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

3R đŜġĴċœŜęä効果ÞÍÜh顧客ä要求á¸Ù
Õ以下ä効果Â発揮ÝÃāg
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機能安全ú機械安全ä国際規格化Ĉ受Çh国内ä規格化ú安全ä取組õÂ活発化ÍÜºāg富士電機åhÉä国際的à
安全基準ÞhĠĢįŉ制御Ý培ÙÜÃÕ高º信頼度ú稼動率àßĈ実現Ïā基盤技術ÞĈ融合ËÑÕ安全制御ĦœŎsĠŐ
ŜĈ展開ÍÜºāg安全計装ĠĢįŉÝåhœĢĘċĤĢŊŜıá基ÛºÕœĢĘ低減対策áþĀ SIL 3 ôÝä安全度水
準Ĉ提供Ïāg鉄鋼ĜčŔ搬送ĠĢįŉÝåh要求安全度á応ÎÕ回路úĜŜņsĶŜıä多彩à選択肢Ĉ用意ÍÜºāg
電力系統Ýåh高º信頼度äİČġĨŔœŕsÂ電力ä安定供給Ĉ保ÚÕ÷á貢献ÍÜºāg
Eﬀorts to establish safety standards and address safety in Japan have become more active as a result of the international standardization
trends toward functional safety and machinery safety. Fuji Electric is developing a safety control solution that combines global standards
with basic technologies, acquired from our experience with system controls, to realize high reliability and a high availability rate. With riskreducing measures based on risk assessment, Fuji Electric can provide a safety related system having a safety integrity level of 3}SIL 3~
.
For steel coil transportation systems, a wide range of choices are available for the circuits and components according the required safety level.
For power systems, highly reliable numerical protection relays help to maintain a stable supply of electric power.

富士電機ä安全制御äĢĜsŀĈ図

まえがき

á示Ïg富士電機

Â培ÙÜÃÕ安全技術Ĉ基盤ÞÍhÓä上á新Íº考¾
近年h欧州Â発端Ý機能安全ú機械安全規格áþā新Í
º考¾ä安全度ä定量化h安全設計h安全認証h安全Ň

ä国際安全基準Ĉ融合ËÑÕ技術Ĉ生ÁÍÕ安全制御Ħ
œŎsĠŐŜÞÍÜ展開ĈÍÜºāg
ľČsŔĲĤŜĞàßä安全ĜŜņsĶŜıú制御ä

ĶsġŊŜıáþÙÜhĜŜņsĶŜıúĠĢįŉ全体ä
安全Ĉ確保Íþ¼ÞÏā動ÃÂ活発化ÍÜÃÜºāg国内

安全性Ĉ高÷āĠĢįŉhÓĂÿĈ統合管理Ïā IT áþ

ÝåhÓĂÿä国際安全規格Â既á JIS 化ËĂh化学h石

āısĨŔĤsľįČáþĀh現場全体ä安全Ĉ守āĦ

油h鉄鋼h自動車h発電àß各産業界Ýä取組õÂ進ĉÝ

œŎsĠŐŜä構築Ĉ目指Ïg

ºāg

本稿Ýåh安全ä基盤技術ä構成Ĉ示ÏÞÞøáhĢĨ

一方h富士電機ä社会čŜľŒá対Ïā安全ĠĢįŉåh

ŜĩsĲ化Â促進ËĂā安全技術Ĉ概説ÍÜh富士電機ä

高信頼度化技術ú稼動率向上技術hĤŜĠŜę技術h診断

安全îä取組õä全容Ĉ具体例Ý示Íh提供Ïā安全制御

技術Ĉ中心áhÓä当時ä先進的à考¾ä下á体系的á発

ĦœŎsĠŐŜä有効性Ĉ示Ïg

⑴

達ÍÜÃÕgÉĂåhđĶŔės分野àßäĠĢįŉä故
障h誤動作Â社会生活基盤Ĉ脅ÁÏ事態}電力供給ä停止

安全制御の取組み

àß~Ĉ未然á防ÆÕ÷Ý¸āg
.
図

富士電機の安全基盤技術

富士電機åhđĶŔės分野ä電力設備ä保護j制御Ġ

安全制御のスコープ

Ģįŉàßá安全基盤技術Ĉ適用ÍÜºāg
富士電機ä持Úh高信頼度化hĤŜĠŜęh診断j解析

統合管理サーバ

IT

技術àßä安全ä基盤技術åhÓä理論的研究ø含÷Ü独

ネットワーク・セキュリティ

自á発展ËÑÜÃÕg例¾æh図
電力系統保護

プロセスシャットダウン
ボイラプロテクション
消火設備

車両・特機

電力系統制御

電
国際安全規格
の流れ
プロセス分野

発電機制御
変電機器制御

産業機械分野

エネルギー分野

安全コンポー
ネント

基盤技術の展開

ネットワーク
センサ スイッチ リレー

（ 28 ）

源

バルブ インバータ コントローラ

á示Ïþ¼á災害àß

áþā電気事故Áÿ電力設備Ĉ高速Ý保護ÏāÕ÷á高性
トータルセーフティ

駆動制御

安全制御ソリューション

安全システム

安全計装

能àİČġĨŔœŕsÂ使ąĂÜºāgÉä安全á関Ïā
基盤技術ä特長Ĉ次á示Ïg
⒜

高速Ý検出量ä成分Ĉ分析j選択可能à高性能ĤŜ

ĠŜę
⒝

一Úä故障Ýå誤動作Íàº高信頼äĠĢįŉ構成

⒞

ĸsĲďĐċä故障率Ĉ低減j高寿命化ËÑā技術

⒟

装置外ä機器故障ôÝ診断Ïā広範囲à自動監視

⒠

一過性故障ä過剰検出Ĉ防Æ稼動率ä向上技術

⒡

操作ĕčĲú事故İsĨä解析àßä保守支援技術
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示Ïg安全制御ĦœŎsĠŐŜåh多Åä安全制御技術á

āøäÝ¸āgÉä技術Ĉ他ä分野îø応用Ĉ広Èā取組

þÙÜ実現ËĂāgŇĶsġŊŜı技術åh現場ä安全Ĉ

õĈ始÷Üºāg

実現h維持Ïā体系立ÙÕ安全管理Â特徴Ý¸āg制御技
術ÞĜŜņsĶŜı技術åh安全制御Ĉ実現Ïā安全設計

.

富士電機が目指す安全制御ソリューション

ä固有技術Ý¸āgËÿáh見¾ā化技術áå製品}ĠĢ

高信頼度化技術àßáþā安全ä基盤技術Þ国際安全基
準á沿ÙÕœĢĘċĤĢŊŜıhľĐsŔĤsľä考¾方

įŉjĜŜņsĶŜı~ä安全Ĉ定量的á表Ï指標ú算出
ä手法Â¸āg

Ĉ融合ÏāÉÞáþĀhĜŜņsĶŜıÞĠĢįŉä安全
性Þ経済性Ĉ評価ÍàÂÿh個別最適Áÿ全体最適îÞ進

安全制御ソリューションを実現する安全制御技

öÉÞÂÝÃāgÓä運用j保守Áÿ得ÿĂāİsĨĈ効

術

果的á活用ÍÜºÅÉÞø可能Ý¸āg
富士電機åhÉĂÿĈ実現Ïā技術Ĉ持ÙÜÀĀh安全
技術ä統合áþā安全制御ĦœŎsĠŐŜä構成Ĉ図

.

á

安全マネージメント技術の例

現場á安全制御Ĉ計画h導入h運用ÍÜºÅ際ä管理h
適合確認h文書化Ĉ進÷ā安全ŇĶsġŊŜıÞÍÜh機

図

能安全規格 IEC 61508 á規定ËĂā安全ŒčľĞčĘŔ

ディジタルリレーの安全に関する基盤技術

Â¸āgÉĂáåh機能安全Ĉ実現ÏāÕ÷ä要求事項
（a）高性能センシング

電力系統

ĠĢįŉĈ立案j計画Ïā概念ľĐsģÁÿhœĢĘ解析
ľĐsģhĠĢįŉĈ設計j製作Ïā実現ľĐsģh運用

電流

電気事故
主検出リレー

事故検出リレー

ディジタルリレー
電圧
保守 LAN

（e）稼動率向上
（d）自動監視範囲

図

}作業~Ĉ整理ÍÕ 16 個ä作業ľĐsģÂ定義ËĂÜÀĀh
遮断器

電力

（c）故障率低減

遮断指令
（事故消滅後、自動投入）

ľĐsģh保守j改修ľĐsģh廃却àßľĐsģàßá
至āôÝÂ¸āgÉä安全ŒčľĞčĘŔá従¼ÉÞÝh

（b）高信頼
システム構成

各作業Ýä抜Çú間違ºä防止h目標安全度Ĉ持ÙÕ安全

ヒューマン
インタフェースパソコン

制御ĠĢįŉä構築h長期áąÕā運用h維持Â可能Þà

Web ブラウザ
方式

āg富士電機åh安全ŇĶsġŊŜıäĜŜĞŔįČŜę
Ĉ通ÍÜhIT Ĉ活用ÍÕ安全度ä見¾ā化Ĉ提案Ïāg

（f）運用・保守支援

安全制御ソリューションの構成

安全制御ソリューション

マネジメント技術

安全ライフサイクル

安全開発プロセス

安全運用（運用・保守）管理

リスクマネジメント

制御技術（安全設計）
冗長化設計

IT セキュリティ

安全 アプリソフト

自己診断

安全 アーキテクチャ

■入退出管理
■ごみ処理
■環境モニタリング

フェールセーフ

稼動率向上

安全センシング

安全確認型

■焼却炉制御

■鉄鋼コイル搬送

■ボイラプロテクション

第三者認証

自己診断

安全組込みソフト
故障率低減

見える化技術

■ダム管理システム

■系統制御

安全コントローラ

安全センサ
リミットスイッチ
ライトカーテン
安全マット

■ディジタルリレー
■配電自動化

■安全計装システム

安全制御技術
コンポーネント技術（安全設計）

■余寿命診断

■設備安全診断サービス

安全エンジニアリングツール

安全器具
安全リレー
非常停止機器
安全計測機器
圧力発信器
水質センサ
環境センサ

遮断器
電磁接触器
安全 ネットワーク

安全インバータ

非対称故障

リスクアセスメント

安全度計算

安全度認定

安全監視

信頼性データ

（ 29 ）

特 集

Éäþ¼áh電力設備ä安全技術å高º信頼度Ĉ実現Ï
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Õ高度à ISO 13849-1 PLd/IEC 61508 á適合ÍÕ製品
.

安全システム技術の例

特 集

⑴

Ĉ開発ÍÜÀĀh国際的àÏïÜä駆動ĠĢįŉä安全
制御要求á対応ÍÜºÅ予定Ý¸āg

安全設計

⒞

安全設計åhĜŜņsĶŜıh制御ä安全Ĉ確保Ïā高

電磁接触器

信頼度化技術Â基本Ý¸āg危険側故障率ä低減h安全確

電磁接触器å安全停止ä最終段ĢčĬĪÞÍÜ高信頼

認型hľĐsŔĤsľh非対称故障àßä安全設計技術ú

性ä評価Ĉ受ÇÜÀĀhŏsğî故障率İsĨĈ提供Í

⑵

安全設計理論áþÙÜ実現ËĂāg

Üºāg安全ċŀœĚsĠŐŜ用äľČsĲĹĬĘ回路

⑵

áňŒsĜŜĨĘı}補助 N/C 接点~Ĉ装備ÍÜºāg

冗長化設計
冗長化設計åhĜŜņsĶŜıúĠĢįŉ系á故障Â発

ňŒsĜŜĨĘıåh主接点ä溶着時áhĜčŔÂ非

生ÍÜºÕÞÍÜøh安全制御ĠĢįŉä機能Ĉ喪失ËÑ

励磁状態Ý補助 N/C 接点Â閉路ÏāÉÞĈ防止Ïāø

àºÕ÷ä重要à設計手法Ý¸āg機能安全規格åh安全

äÝ¸āgÉä機能áþĀh従来ÝÃàÁÙÕ電磁接触

度水準SILkSafety Integrity Level}69 Ńsġä解説

器ä主接点ä溶着Ĉ検出ÏāÉÞÂÝÃhIEC 60204-1

1参照~
á見合ÙÕ冗長化設計}69 Ńsġä解説 2

}JIS B 9960-1~ä安全要求事項á適合ÍÜºāg

参照~Ĉ要求ÍÜºāgÉä考¾åhĜŜņsĶŜı内部
ä安全回路設計áø適用ËĂāgôÕhŒčľŒčŜäþ

.

¼àĠĢįŉ停止Ĉ絶対á避ÇàÇĂæàÿàº分野Ý有

⑴

安全の見える化技術の例

用Ý¸āg

œĢĘċĤĢŊŜıÞ安全管理

⑶

œĢĘċĤĢŊŜıåh必要à安全度Ĉ知ā上Ý重要à

高性能ĤŜĠŜę

手法Ý¸āgœĢĘä存在ú大ÃËÂ分ÁāÉÞÝhĜĢ

安全制御Ĉ実現Ïā場合hÓä計測対象ä性質h許容誤

ıÞ安全äĹŒŜĢÂÞĂÕ最適à安全制御ĠĢįŉÂ導

差h必要à応答性h誤検出要因ä選択j除去àßĈ検討Ï

入ÝÃāg富士電機åh安全制御ĠĢįŉ導入時äœĢĘ

āgķčģĈ内在ÍÕôôä検出量Ýå誤動作áÚàÂā

ċĤĢŊŜıä取組õĈ強化ÍÜºāg

恐ĂÂ¸āg

⑵

安全ä定量化
安全制御áÁÁąāĜŜņsĶŜıhĠĢįŉä安全性

.

安全コンポーネント技術の例

⑴

Ĉ定量的á評価Ïā尺度Â規格化ËĂhÉÉ数年間Ýh国
際安全基準á従ÙÕ安全度Ĉ取得ÍÕ製品Â出始÷Üº

自己診断技術
ĜŜņsĶŜı自身Â内部回路àßä異常Ĉ確実á検

āgĠĢįŉúĜŜņsĶŜıä安全度áåhSIL Þ PL

出ÝÃāÉÞÂh信頼性Ĉ高÷h安全性Ĉ確保Ïāg自

Performace Level}69 Ńsġä解説 1参照~
ä大Ã

己診断ä能力åh安全側故障割合}SFFk Safety Failure

Å 2 Úä指標Â¸ĀhÓä対応関係Ĉ表

Fraction~ú自己診断率}DCkDiagnostics Coverage~Þ

機åh各規格á準拠ÍÕ安全度}SILhPL~Ĉ持ÙÕĜŜ

ºÙÕ指標Ý表ËĂāg富士電機å検出ÝÃàº故障}危

ņsĶŜıĈ開発Í発売ÍÜºāgôÕhSIL 3 ôÝäĠ

険áÚàÂā故障~ĈÝÃāÖÇ少àÅÏāÕ÷áh高度

Ģįŉ構築Ĉ手掛ÇÜºāg

á示Ïg富士電

à診断技術開発á取Ā組ĉÝºāg制御系áÀÇāĜŜ
ņsĶŜıä異常監視h通信線ä異常監視àßáø自己診
断Ĉ適用ÍÜºāg
⑵

表

規格をまたがる定量化指標の種類

安全ĜŜņsĶŜı
⒜

圧力発信器

従 来 製 品}FCX-AⅢ ~ á 対 Í Ü

FMEDA}Failure

Modes Eﬀects and Diagnostic Analysis~Ĉ実施Íh内
部ä構成部品á対ÍÜ故障ŋsĲh故障率h故障áþā

SIL*
IEC 61508
（SIL1 〜 4） PFDavg*
IEC 61508
IEC 61511
（SIL1 〜 3） IEC 61511
IEC 62061
（SIL1 〜 3）

PFH（/h）*
IEC 61508
IEC 61511
IEC 62061

PL*
ISO
13849-1
2006

リスク軽減
（PR）の
目標

影響Ĉ分析ÍÕg分析結果Áÿh自己診断áþÙÜ検出
ÝÃàº危険側故障率 λ DU Ĉ求÷h機能失敗平均確率

4

10 −5 以上
10 −4 未満

10 −9 以上
10 −8 未満

−

10,000
＜ RP= ＜
100,000

3

10 −4 以上
10 −3 未満

10 −8 以上
10 −7 未満

e

1,000
＜ RP= ＜
10,000

2

10 −3 以上
10 − 2 未満

10 −7 以上
10 −6 未満

d

100
＜ RP= ＜
1,000

1

10 −2 以上
10 −1 未満

10 −6 以上
10 −5 未満

c
b

−

−

−

a

PFDavg kaverage Probability of Failure on Demand
}69 Ńsġä解説 1参照~
Ĉ算出ÍÕgPFDavg ä
妥当性åĲčĭä第三者認証機関ä TÜV SÜD Ý評価
ÍhSIL 2 äįĘĴĔŔŕņsıÂ発行ËĂÜºāg現
在hSIL 3 ä認証Ĉ持Ú次世代圧力発信器Ĉ開発中Ý¸
āg
⒝

安全čŜĹsĨ
駆動分野ä安全制御ä中核ĜŜņsĶŜıÝ¸āg富

士電機å既á欧州安全規格 EN 954-1 Cat.3 ä認定品Ĉ
⑶

提供ÍÜºāgËÿá駆動系ä停止ĔįĝœĈ細分化Í

（ 30 ）

＊：SIL，PFDavg，PFH，PL：69 ページの「解説 1」参照

10
＜ RP= ＜
100
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安全制御ソリューションの具体例
安全制御を実現する計装ソリューションの例

ŀŖĤĢ分野ä安全制御ä代表的àøäÂh安全計装Ġ

復水器水位高

⑤

łċœŜę温度高

⑥

ĢĪsŉ温度低

⑦

ĠŌľıņġĠŐŜ異常

⑧

発電周波数異常

⒝

ĢįŉÝ¸āg国際基準á基ÛºÕœĢĘÞ安全ä定量化h

特 集

.

④

œĢĘ低減施策

ÓÍÜ安全設計áþā高º安全性Ĉ実現ÍhŀŒŜıä予

富士電機å従来h汎用 PLCMICREX-SXä制御

期Ñâ事故úıŒĿŔÁÿ人j環境j設備Ĉ保護ÏāĠĢ

Ý上記äœĢĘ低減Ĉ実現ÍÜºÕg今後hĨsļŜŀ

įŉÝ¸āg主áh緊急ĠŌĬıĩďŜĠĢįŉúčŜĨ

ŖįĘĠŐŜĠĢįŉîå SIL 指定Â標準的á採用Ë

ŖĬĘĠĢįŉhĹsĳsŇĶġŊŜıĠĢįŉhĨsļ

ĂāÞ予測ËĂāg今回äœĢĘ低減ø国際基準Ý¸ā

ŜŀŖįĘĠŐŜĠĢįŉá適用ËĂāg富士電機åh化

SIL Â指定ËĂÕgSIL Ĉ持ÙÕĠĢįŉĈ実現Ïāá

学ŀŒŜıú石油ŀŒŜıh鉄鋼ŀŒŜı向ÇäčŜĨ

å安全制御部Ĉ独立ËÑhœĢĘċĤĢŊŜıá基Ûº

ŖĬĘĠĢįŉh緊急ĠŌĬıĩďŜĠĢįŉî取組õ強

ÕœĢĘ低減対策Ĉ採用Ïā必要Â¸āg図

化Ĉ図Āh設備保護Ĉ主目的ÞÍÕŅčŒŀŖįĘĠŐŜ

成例áþĀ必要àœĢĘ低減Ĉ実施ÍÕg

ĠĢįŉáø注力ÍÜºāg本項Ýåh富士電機Â 2008

⒞

年度á受注ÍÕ某ŏsğ向Ç蒸気ĨsļŜá使用ËĂā

á示Ï構

自己診断技術
ĠĢįŉhĜŜņsĶŜıä故障Ĉ早期á検出Ïā

ĨsļŜŀŖįĘĠŐŜĠĢįŉá安全計装ĠĢįŉĈ適

Õ÷á安全制御ĠĢįŉä中核Þàā技術Ý¸āg富

用ÍÕ事例Ĉ通ÍÜh富士電機ä技術Þ特長Ĉ述ïāg

士電機Â持Ú 図

⑴

Safetyå第三者認証機関ä TÜV SÜD Áÿ SIL 3 ä認

蒸気ĨsļŜĈ保護Ïā安全制御ä構成Þ技術
ĨsļŜŀŖįĘĠŐŜĠĢįŉåh稼動ÍÜºāĨs

ä安全ĜŜıŖsŒMICREX-NX

証Ĉ受ÇÀĀhCPU 部hI/O 部áh多様à自己診断機

ļŜä運転Ĉ複数äľČsŔĲĤŜĞÝ検知Íh危険à状

能Ĉ持ÙÜºāg

態äÞÃáĨsļŜä損傷事故Ĉ防止Ïā安全制御ĠĢį

⒟

安全ĠĢįŉ設計
ĨsļŜŀŖįĘĠŐŜĠĢįŉä安全計装ĠĢįŉ

ŉÝ¸āg安全設計ÍÕĨsļŜŀŖįĘĠŐŜĠĢįŉ
á示Ïg安全制御ä概要åhĨsļŜä

áå安全性}停止ËÑā~Þ可用性}誤ıœĬŀ率防

異常ĈĤŜĞÝ検出ÍhÓäİsĨĈ専用ä安全ĜŜı

止~Ĉ両立ËÑāÉÞÂ重要Ý¸āgĠĢįŉċsĖį

ŖsŒÝ演算Ïāg危険Þ判断ÍÕÞÃáhĨsļŜ駆動

ĘĪŌä選択Ĉ安全性Þ可用性ä割合Ý設計Ïāg本Ġ

ä蒸気Ĉ遮断Ïā弁Ĉ閉Îā独立ÍÕ安全制御ĠĢįŉÝ

ĢįŉÝå検出部Ĉ 2oo3 構成ÞÍh高º安全性Þ可用

¸Āh安全制御Ŕsŀå全 17 Ŕsŀ¸āgÉäĠĢįŉ

性Ĉ両立Íh出力部åh停止指令áþĀ確実áĠŌĬı

áå次äþ¼à安全制御技術Â設計á適用ËĂÜºāg

ĩďŜÏā 1oo2 構成Ĉ採用ÍÕg構成ä違ºÝ図

ä全体構成Ĉ図

⒜

œĢĘċĤĢŊŜı

á

示Ïþ¼à設計故障確率ä違ºÂ出āg

ĨsļŜŀŖĤĢäœĢĘċĤĢŊŜıä過程Ý次á

⒠

示ÏäŀŖĤĢœĢĘĈ抽出ÍÕg

安全度ä定量化

ĠĢįŉ全体äœĢĘ低減施策Ĉ選択Ïā上Ý安全度

①

ĢĪsŉ圧力高

ä定量化å重要Ý¸āg安全度åh検出部Áÿ出力部ô

②

ĠŌľı振動異常

Ýä全体Ý PFDavg 値Ĉ計算ÍÜ確定ËÑāg計算Í

③

ĨsļŜēsĹsĢĽsĲ

Õ結果Â目標 SIL 内á入ÿàº場合å追加ä対策Ĉ施
Ïg本例Ýøh初回ä計算Ý PFDavg 値Â目標 SIL á

図

入ÿÐh目標Ĉ達成ÏāÕ÷äđŜġĴċœŜę}製品

タービンプロテクションシステムの全体構成

Ĉ変¾āh構成Ĉ変¾āh試験方法Ĉ変¾ā~Ĉ実施Íh
安全計装機能 01
スチーム圧力 高

検出

MIXCREX-NX Safety

「MICREX-NX Safety」の自己診断

図
電

源

安全入力モジュール

1002D* 構成

CPU
出力回路

CPU

電磁弁
自己診断回路

自己診断回路
メインスイッチ

遮断弁（A）

検出

力

コントロール油圧
制御弁（A）

安全出力モジュール

出

安全計装機能 05
ベアリング温度 高

2003 構成

力

全 17 ループ

CPU

入

・
・
・
・

入力回路

SV1 SV2

圧力発信器

安全
コントローラ

入力回路

CPU

自己診断回路

CPU

油圧開放

高圧側
蒸気タービン

蒸気

パーシャル
ストローク
テストを採用

故障や異常が発生
しても，安全側に動作

出力信号のリードバックチェック
確実に回路が働くことの検証
1 つの出力チャンネルに 2 つの接点
確実なオフ出力の実現

熱電対 温度変換器
＊D：Diagnostics（診断）
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œĬıø¸Āh今後取Ā組õä増¾ā技術Ý¸āg

最終的á作成ÍÕ計算書Â目標 SIL Ĉ満足ÍÜºāÉ

以上äþ¼áh安全制御äđŜġĴċœŜęáå専門

ÞĈ第三者認証機関áþÙÜ確認ÍÕg

特 集

⑵

知識j経験Â必要Ý¸Āh富士電機ÝåÉäþ¼à安全

安全制御ä課題Þ解決策

đŜġĴċœŜęĈ行ÙÜºāg

安全計装ĠĢįŉĈ構築Íþ¼ÞÏā場合h次ä課題Â
⑶

¸āg
⒜

有効性Þ適用拡大
富士電機åh安全ĜŜņsĶŜıh安全ĠĢįŉ構築h

使用実績áþāĜŜņsĶŜı選択

安全計装ĠĢįŉä設計ÝåhSIL 認証ËĂÕĜŜ

自己診断技術h安全度計算技術hđŜġĴċœŜęàß広

ņsĶŜıú故障率Â必要áàāÂhÏïÜĈ SIL 認

º技術Ĉ持ÙÜºāg運用段階Ýä保守ĞsļĢh設備診

証品Ý構築ÝÃàº問題Â¸āg本例Ý使用ÍÕĤŜĞh

断ĞsļĢàßä安全運用管理ôÝĈ提供ÝÃāg上述ä

電磁弁h遮断弁åh富士電機Â使用ÍÜÃÕ実績¸ā

富士電機ä安全制御ĦœŎsĠŐŜå{ısĨŔĤsľ

製品ÖÂhSIL 認証品ÝåàÅ公的故障率İsĨÂàºg

įČ|ÞÍÜŏsğä現場ä全体/部分hÀþé新設/既設

Éäþ¼à場合ä安全度ä定量化ä課題解決áåh次ä

ĠĢįŉä安全制御Ĉ広範囲á提供ÝÃā特長Â¸āg石

þ¼à方法Â¸āg

油j化学ŀŒŜıæÁĀÝàÅh鉄鋼h食品/飲料製造h

①

故障ŋsĲ解析Ý算出

半導体製造h社会ĠĢįŉ分野îø適用拡大ĈÍÜºÅg

②

MIL 規格}Military StandardkċŊœĔ国防総

Ëÿá燃焼安全装置ä分野îø富士電機å工業用燃焼炉ä

省Â制定~àßä故障率ĸŜĲĿĬĘĈ参照
③

制御hčŜĨŖĬĘ回路î安全ĜŜıŖsŒä適用拡大Ĉ
図ÙÜºāg

製品 MTBF 値Áÿ計算

本事例Ýå③Ĉ採用ÍhMTBF 値ä信頼性Ĉ上Èā
Õ÷h統計処理}χ二乗法~ø採用ÍÜºāgÉä場合h

.

採用ÍÕ故障率ä算出根拠Ĉ明確áÍÕ技術資料Ĉ残Ï

安全制御を実現する駆動制御ソリューションの例

産業機械分野áÀºÜø安全規格ä改訂ú改正労働安

必要Â¸āg

全衛生法ä施行àßáþĀh国際安全標準ä考¾方á対

⒝

応Ïā必要ÂÝÜÃÜºāgIEC 62061 åhIEC 61508 Á

ĺsĠŌŔĢıŖsĘįĢı}PSTkPartial Stroke
Test~

ÿ派生Íh機械ä安全制御á特化ÍÕ機械類ä機能安全規

一般的áĹŔĿä安全度å低ºÞËĂāäÝhĹŔĿ
ä安全度Ĉ高÷āÉÞÂhĠĢįŉ全体ä安全度改善á

格Ý¸āgÉä規格ä適用Ĉ検証ÍÕ事例Ĉ述ïāg
⑴

搬送ĠĢįŉä全体構成Ĉ図

àāg本ĠĢįŉäĹŔĿ}遮断弁~å富士電機製Ýh
油圧駆動ä機械式Ý¸āgÉäþ¼à製品ä安全度Ĉ改
善Ïā手法á次äþ¼àøäÂ¸āg

鉄鋼ĜčŔ搬送ĠĢįŉä安全制御ä構成Þ技術
á示ÏgÉäĠĢįŉÝ

åhčŜĹsĨáþā走行ŋsĨ制御Þ油圧ņŜŀ/電磁
弁áþā昇降制御Ĉ行ÙÜºāg従来ĸsĲœŕsáþ

①

機器Ĉ変更

ā安全回路ÞÍÜ非常停止機能Ĉ持ÙÜºÕgÉä電気

②

冗長化設計

制御ĠĢįŉ}SRECSkSafety Related Electrical Control

③

ŀŔsľįĢı間隔短縮

System~áÚºÜ検証ÍÕ結果hĸsĲœŕsáþā安

④

PST

全回路áåh安全度å適用ÝÃÐhôÕhœĢĘċĤĢŊ

ĨsļŜä機構上ä問題Áÿ③Ĉ採用ÍÕÂh年 1 回

ŜıÝ抽出ÍÕœĢĘĈ低減Ïā対策ÂàºÞº¼ÉÞÂ

Â発電機停止ä限度ÝhËÿàā改善äÕ÷á④ä手法

分ÁÙÕgÉĂá対Íh1oo1 構成ÞÍÜ要求安全度 SIL 1

ø導入ÍhPFDavg 値ä改善Ĉ図ÙÕg

Ĉ達成ÏāĠĢįŉáåh次äþ¼à安全制御技術Â適用

年 1 回äŀŔsľįĢı時k2.13×10−3

①

可能Ý¸āg

−4

②

①Þ週 1 回ä PST 時k8.76×10

PST åhŀŖĤĢĈ止÷ÐáĹŔĿä機能安全Ĉ確

図

鉄鋼コイル搬送の安全制御の構成

認Ïā部分作動検査Ý¸āg駆動部ä固着防止àßäŊ
図

システム構成の違いによる故障確率の変化

コイル
コイル

故障確率

1001

1002

2002

2003

安全側故障確率

10−1

危険側故障確率
−2

10

コイル搬送車
誤トリップの
少ない構成
指令
（走行，昇降，停止）

10−3

安全性の
高い構成
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状態入力

コントローラ

指令
（駆動対象の非常停止）
安全コントローラ

状態入力
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用回線Ý結ĉÝºāg計算機ĠĢįŉåh電気事故発生時

安全ä定量化

á電力供給支障量Ĉ最小áÏā操作手順Ĉ通知Í系統運用
者Ĉ支援Ïā機能úh系統ĠĢįŉ全体Ĉ最適ÞÏā機能

常停止機能Àþé位置検出機能ä信頼性Ĉ向上ËÑā必

Ĉ持ÙÜºāg安全制御技術åh以下äþ¼á適用ÍÜº

要性Ĉ明確化Ïāg

āg

œĢĘ低減施策

⒜

高性能ĤŜĠŜę

安全制御回路部Þ通常制御部ä機能分担Ĉ明確á分離

ľČsŔĲĤŜĞåh事故ä電気量Ĉ 0.2 ms 程度Ý

ÍÜh安全制御回路部á安全ĜŜıŖsŒĈ適用ÍÜ信

ĞŜŀœŜęÏā高速性能Ĉ実現Íh不要高調波ķčģ

頼性Ĉ向上ËÑāg危険信号ä断線ú入力回路電源喪失

Ĉ除去ÍÜ特定ä周波数Ĉ選択ÏāċŔĝœģŉĈ搭載

時Ýø安全側}非常停止側~á動作ÏāľĐsŔĤsľ

ÍÕİČġĨŔľČŔĨ技術Ĉ導入ÍÜºāg

設計ÞÏāg

⒝

有効性Þ適用拡大

ľĐsŔĤsľ
事故判定ä信頼性Ĉ向上ËÑāÕ÷hCPU Ĉ二重化

検証結果áþĀh要求安全度úĜĢıá応ÎÜĜŜņs

ÍÜ異àā入力量ä組合ÑċŔĝœģŉĈ搭載hAND

ĶŜıÀþé自己診断範囲ú冗長化ä選択Ĉ定量的á明確

制御出力ÞÍÜºāg

áÏāÉÞÂÝÃÕgËÿáh最新ä安全čŜĹsĨàß

⒞

最適冗長化設計

ä適用áþĀh出力側ĜŜĨĘĨä削除ú位置決÷制御h

各装置ä構成åhœĢĘä高ËáþĀ冗長化Ĉ判断Í

揺Ăá対応Ïā制振制御àßø導入可能ÞÏāàßh富士

Üh信頼性Þ経済性Ĉ両立ËÑÜºāg経済性Ĉ優先Ý

電機ä安全制御ĠĢįŉä選択肢Â広ÂÙÜºāg

Ãā場合åh保護j制御機能Ĉ一体化Ïāg
⒟

.

ıŕsĞļœįČ
解析áþĀ原因ä究明ú運用技術向上àßä安全管理

高度な安全制御を実現する電力系統保護の例

電力分野åh古ÅÁÿ電力供給ä安全制御á取Ā組ĉÝ
ÃÕg電力系統å広範囲àĶĬıŘsĘÝ¸Āh供給Þ需

ÂÝÃāþ¼áÏāÕ÷h事故ú装置故障前後ä詳細à
記録İsĨĈ残ÍÜºāg

⑷

要äĹŒŜĢÂ崩ĂāÞ大規模停電ÞàāœĢĘÂ¸āg

⑵

信頼度向上技術

電気的à事故時á必要最小区間Ĉ高速判定ÍÜ系統Áÿ切

İČġĨŔœŕsåh高圧h大電流Áÿ直接ĤŜĠŜę

Ā離Ï高度à安全制御Â必要Ý¸āg区間ä切Ā離Íá失

Ïā現場Ý安全á運用管理ÏāÕ÷h独自á故障発生率h

敗ÍÕ場合Ýø上位区間ÝĹĬĘċĬŀÏāàßh系統全

誤不動作率àßä信頼性İsĨä蓄積h評価ÍÜºāg
⑸

電気協同研究äİsĨáþĂæh全国 6,940 台ä稼動Ý

体ä安定維持Ĉ短時間Ý最適制御ÍÜºāg
⑴

故障発生率 3.51×10−6 件/hh誤不動作率 4.75×10−5 件/h

電力系統Ĉ保護Ïā安全制御ä構成Þ技術
電力系統Ĉ保護Ïā富士電機ä安全制御ä構成Ĉ図

á

Ý¸āg現在ä富士電機Â納入ÍÜºā 600 台以上ä稼動

示Ïg主à構成装置åhİČġĨŔœŕshįŕĜŜh計

実績Ýåh故障発生率 1.47×10−6 件/hh誤不動作率 1.98

算機ĠĢįŉÝ¸āgİČġĨŔœŕsåh複合機能Ĉ持

×10−5 件/h Ý¸āg各種条件Ĉ整理h換算ÍÜ機能安全

ÚčŜįœġĐŜı端末Ý¸Ā電力設備ä保護Àþé系統

規格áÜ検証ÍÜõāÞh故障率 1.47×10−6 件/hh機能

Áÿä切Ā離Í機能h系統全体ä安全維持äÕ÷á計算機

失敗平均確率 7.55×10−4 件/h ÞàĀhĸsĲďĐċ故障

ĠĢįŉî異常Ĉ伝達ÏāľČsŔĲĤŜĞä機能Ĉ併Ñ

許容}HFT~ø 1oo1 äŔsŀ構成Ý自動監視機能ä検出

持ÙÜºāg伝送ĶĬıŘsĘåhįŕĜŜáþĀ発電所

率Â 9 割Ĉ超¾āÕ÷h表

ú変電所àßĈ大災害時ä伝送渋滞äœĢĘ回避äÕ÷専

ä SIL 3 á相当Ïāg

ä PFDavg 値}低頻度動作~

SIL 3 Ĉ実現Ïā要素ÞÍÜ以下ä安全技術Â¸āg
図

⒜

電力系統を保護する安全制御の構成

部品故障率ä低減
特á摩耗寿命ä延命h初期故障ä除去策ÞÍÜh部品

ＤＲＹ：ディジタルリレー
ＴＣ：テレコン

点数ä削減h高温đsġŜęh温度上昇抑制設計ĈÍÜ

変電所

ºāg

変電所
TC

⒝

DRY

TC

DRY

電気事故

ŜİŜĞ端子台úľČŔĨáþā外部Àþé内部ķčģ

送電線遮断

送電線遮断

ä低減Ĉ実施ÍÜºāg

伝送 ネットワーク

⒞
事故検出

発電出力

障ŊĔĴģŉÂ判明ÍÜºāøäåhCPU œĢĨsı
TC

TC

Ｇ
発電所

受信処理

TC

受信処理

Ｇ

稼動率向上対策

故障ŋsĲ解析áþĀh一過性äŊŋœ不良àßä故

制御指令

発電所

共通原因故障}EMC~対策

ķčģ発生源ä解析ĈøÞá外部ķčģ侵入Ĉ防ÆĜ

áþā再起動áÜ運転Ĉ継続ÍÜºāg

給電所

計算機システム

⑶

有効性Þ適用拡大
Éäþ¼à故障率ä低減h自己診断機能ú保守支援ä充

（ 33 ）
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実áþĀhŏsğä定期点検周期Ĉ 6 年á延長ÏāĴsģ

ĤsľįČčŜĩĢıœēsıŊsĠŐŜ. 富士時報. 2009,

á応¾ÜÀĀh保守業務ä省力化áø貢献ÍÜºāg

vol.82, no.5, p.13-16.

特 集

富士電機åh電力系統äĤŜĞ機能Áÿ伝送設備Àþé

⑵

ĴŎċŔ. 日刊工業新聞社. 2001-01.

計算機áþā大規模à保護制御技術ôÝäısĨŔà安全
制御技術Ĉ持ÙÜºāgÓä応用åh省đĶŔės計測h

⑶

⑷

Å電力系統ä安全áø影響Ĉ及òÏgÉĂĈ踏ô¾h安全

過負荷保護技術調査専門委員会. 過負荷保護技術. 電気学会

技術報告. 第1069号.

ĢŇsıęœĬĲàßä複雑化Ïā分散電源ä電気đĶŔ
ėsåhÓä調整ú制御Ĉ間違¾æęœĬĲ内ÖÇÝåà

酒井利明ñÁ. 汎用čŜĹsĨÞĞsŅĠĢįŉä最新技
術. 富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.133-139.

電力品質ä監視j解析h自然đĶŔės安定化制御àß
ısĨŔàđĶŔėsĦœŎsĠŐŜá及ĉÝºāg今後h

関口隆, 佐藤吉信. 機械安全}電気装置~/機能安全. 実用Ň

⑸

第二世代İČġĨŔœŕs専門委員会. 第二世代İČġĨ
Ŕœŕs . 電気協同研究. vol.50, no.1.

制御技術ä適用Ĉ拡大ÍÜºÅg

あとがき

小塙 明比古
đŜġĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機Ġ

現場ä安全Ĉ構築Ïā安全制御ĦœŎsĠŐŜáÀÇā
富士電機ä取組õÞ具体例áÚºÜ紹介ÍÕg

Ģįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部đŜ
ġĴċœŜęĤŜĨs長g電気学会会員h電気設
備学会会員g

現在h安全å現場ä安全管理活動áþĀ確立ËĂÜºā
部分Â多ºg今後Éä活動á加¾Üh本稿Ý述ïÕ安全Ĉ
造Ā出Ï技術ä取込õáþÙÜh安全性Þ生産性ä高信頼

長谷川 正美

度化Ĉ図āgôÕh1980 年代á稼動ÍÕ設備àßåh熟

機能安全h安全計装分野ä開発j設計業務á従事g

練ÍÕ保全技術者áþĀ安全運転Ĉ確保ÍÜºāäÂ現状
Ý¸āgÉĂÿ設備äœŀŕsĢÝøhÕÞ¾部分的Ý

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐ
Ŝ事業本部đŜġĴċœŜęĤŜĨs制御j安全
ĠĢįŉ第一部主査g計測自動制御学会会員g

¸ÙÜø安全制御Ĉ導入ÏāÉÞÝh経験ä少àº保全技
術者Ýø安全操業Ĉ確保ÝÃā効果Â¸āg
今後h種々ä分野î適用ÝÃā安全Ĉ付加ÍÕĦœŎs
ĠŐŜĈ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

金森

重晴

電力流通分野ä開発j設計業務á従事g現在h富
士電機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業
本部đŜġĴċœŜęĤŜĨs制御j安全ĠĢį
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近年hēsıŊsĠŐŜĠĢįŉá対ÍÜh品質ú安全性á対Ïā要求ÂôÏôÏ厳ÍÅàÙÜÃÜºāg富士電機å
高度àŋİœŜę技術ú制御技術Ĉ用ºāÉÞáþĀhÉĂÿä課題解決á向ÇÜ積極的á取Ā組ĉÝºāg製造ŀŖĤ
Ģä異常診断ú製品品質ä推定Â可能à多変量統計的ŀŖĤĢ管理j品質ĠňŎŕsĠŐŜĺĬĚsġä開発h富士電機
独自ä外乱ēĿğsĹ機能ä開発hÀþéŋİŔ予測制御ä汎用 PLC îä実装Ĉ行ÙÜºāgÉĂÿäŋİœŜę技術Þ
製品Ýh製造úŀŖĤĢēsıŊsĠŐŜä高度化á貢献ÍÜºāg
Requests for quality and safety in automation systems have recently intensified more than ever. Using advanced modeling and
control technologies, these are actively worked to overcome the challenges in Fuji Electric. A multivariate statistical process control and
quality simulation package which is able to diagnose anomalies in a manufacturing process and estimate product quality, and a proprietary
disturbance observer are being developed and installed in general-purpose PLCs used for model-based predictive control. These modeling
technologies and products will contribute to the realization of more advanced manufacturing and process automation.

まえがき

多変量統計的プロセス管理（MSPC）の取組み

ēsıŊsĠŐŜĈ高度化Ïā制御技術å産業応用分野

.

MSPC を適用した品質管理

áÞßôÿÐh民生用ä自動車ú家電品áôÝøÓä応用

製造業áÀºÜåhþĀ高ºŕłŔä品質管理Â求÷ÿ

Â広ÂÙÜºāg高度化制御技術ÞÍÜh2 自由度 PID 制

ĂÜºā中Ýh一般的áå製造ËĂÕ部品ú製品Ĉ検査Íh

御h非干渉 PID 制御hH ∞制御hľĊġč制御hĴŎs

要求品質Ĉ満ÕËàº製品Ĉ検出ÍÜºāgÍÁÍh製造

ŒŔĶĬıŘsĘ}ĴŎsŖ~制御hĔēĢ技術àß多種

ËĂÕ結果ä良否Ĉ判定ÏāÖÇÝåh製造工程äßä工

⑴

多様à技術Â挙ÈÿĂāg富士電機áÀºÜøĴŎsŖ制

程Â不良発生ä原因áàÙÕäÁÂ分ÁÿàºäÝ製品ä

御Ĉ用ºÕ電力予測jĩŉ流入量予測hľĊġč制御Ĉ用

歩留ĀÂ改善ÝÃàºg

ºÕ浄水場薬品注入制御hľĊġčĘŕsŜàß多Åä製

ÓÉÝh製造ŀŖĤĢáÀºÜ異常Ĉ早期á検出Íh製

品á高度化制御技術úŋİœŜę技術Ĉ用ºÜÃÕg特á

造現場áľČsĲĹĬĘÍÜ不具合ä発生原因Ĉ取Ā除É

近年Ýåh製品á対Íh品質ú安全性á対Ïā要求ÂôÏ

¼ÞÏā取組õúh製品品質ä変化Ĉ早期á発見Í品質Ĉ

ôÏ厳ÍÅàÙÜÃÜºāgÉäþ¼à課題á対Íh複数

向上ËÑþ¼ÞÏā取組õÂ行ąĂþ¼ÞÍÜºāgÉĂ

ä入力変数間ä相関Ĉ考慮ÍÕ品質管理Â実現ÝÃā多変

áå大ÃÅ分ÇÜh次ä二ÚäċŀŖsĪÂ¸āg

量統計的ŀŖĤĢ管理}MSPCkMultivariate Statistical

⒜

製造ŀŖĤĢä異常診断

⒝

製造ŀŖĤĢ情報Ĉ用ºÕ製品品質推定

⑵

Process Control~技術úh非干渉系Ý制約条件Ĉ加味Í
Õ多変数制御Â可能Ý¸Āh制御安定性á優ĂÕŋİŔ予
⑶⑷

測制御}MPCkModel Predictive Control~Â実ŀŒŜı

.

製造プロセスの異常診断

á用ºÿĂÜºāg富士電機áÀºÜøÉĂÿäŋİœ

製 造 ŀ Ŗ Ĥ Ģ ä 異 常 診 断 á åh 統 計 的 ŀ Ŗ Ĥ Ģ 管 理

ŜęĈłsĢÞÍÕ MSPC 技術ú MPC 技術áÚºÜ積

}SPCkStatistical Process Control~手法Ĉ用ºāg診断

極的á取Ā組ĉÝºāgMSPC Ýå薄膜太陽電池ä高効

á際ÍÜåhĤŜĞÝ計測ÍÕ各ŀŖĤĢ変数á対ÍÜ正

率化Ĉ図āÕ÷ä品質ĠňŎŕsĠŐŜ技術á適用ÍÜ効

常範囲Ĉ規定Ïā上下限値Ĉ設定ÍhŀŖĤĢ値ÂÉĂĈ

果Ĉ上ÈÜºāgôÕhMPC áÚºÜå水処理j鉄鋼j

超¾Õ場合áċŒsŉĈ発ÍÜ異常Ĉ通知Ïāg

化学àßäŀŖĤĢ制御分野á適用Ĉ進÷āÕ÷h外乱ē

従来ä SPC áÀºÜåh監視対象äŀŖĤĢ量ĈÓĂ

ĿğsĹ機能Ĉ開発Í組õ込ĉÖgËÿáh中小規模ä

ÔĂ一変数ÊÞá上限値Þ下限値ä範囲内á¸āÁ否Á

ŀŒŜıú機器ä制御áø MPC Ĉ適用ÏāÕ÷áhPLC

Ý異常診断Ĉ行¼h一変量統計的ŀŖĤĢ管理}USPCk

}Programmable Logic Controller~îä実装Ĉ行ÙÕg
本稿ÝåhēsıŊsĠŐŜĈ高度化ÏāŋİœŜęÞ
⑸

Univariate SPC~Â利用ËĂÜÃÕgÍÁÍh例¾æ二Ú
ä変数Â相関Ĉ持ÙÜºÕ場合áhÓĂÔĂä値Â上限値

⑹

制御技術ÞÍÜhMSPC Àþé MPC ä取組õáÚºÜ述

Þ下限値ä範囲内á入ÙÜºÕÞÍÜøh二Úä変数Â相

ïāg

関関係Áÿ外ĂÜºāþ¼à異常ø¸Ā¼āgÉäþ¼à
場合áåhUSPC Ýå異常Â発見ÝÃÐh図

á示Ïþ¼
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USPC と MSPC の比較

.

プロセス量2

特 集

上下限の範囲内は
正常と診断する。

正常
異常

上限

製造プロセス情報を用いた製品品質推定

製造ŀŖĤĢ情報Ĉ用ºÕ製品品質推定Þåh重回帰分
析á代表ËĂā多変量解析Þ呼æĂā手法Ĉ用ºÜh製造
ŀŖĤĢä運転状態ú製造条件ä設定値àßĈ元áŀŖĤ

プロセス量 1 とプロセス量 2
の関係が正常な範囲から外れ
ているが，上下限内のため，
異常と判断できない。

Ģä状態Þ製品品質ä相関関係ĈŋİœŜęÍhÉĂáþ
ĀŀŖĤĢä状態Áÿ最終製品ä品質Ĉ推定ÏāøäÝ¸
āg

下限
下限

上限

⑴

プロセス量 1
（a）USPC による異常診断

重回帰ŋİŔáþā品質推定
重回帰ŋİŔå出力変数}目的変数~Ĉ入力変数}説明

変数~ä線形和Ý近似ÏāøäÝ¸Āh製造品質推定äõ
データの分布をモデル化し，
そのモデルの範囲内は正常
と診断する。

àÿÐ非常á多Åä産業分野áÀºÜh各種ä予測ú診断
á適用ËĂÜÀĀhŋİŔ式Ĉ直感的á理解ÍúÏºÞº

プロセス量2

¼特長Â¸āg
プロセス量 1 とプロセス量 2
の関係が正常な範囲から外れ
ているため，異常と診断できる。

一方Ýh重回帰ŋİŔÝåh説明変数間á相関Â¸ā多
重共線性Ĉ持ÙÕİsĨä場合áåh数値的á不安定áà
Ā安定ÍÕŋİŔÂ得ÿĂáÅºgÉäþ¼à場合á適切
àŋİŔĈ作成ÏāÕ÷áåh入力変数ä中Áÿ相関ä¸

プロセス量 1
（b）MSPC による異常診断

ā変数Ĉ除去Ïā必要Â¸āg従来å相関分析àßä事前
分析Ĉ行ºhÓä上Ý重回帰ŋİŔá用ºā変数Ĉ絞Ā込
öÞº¼手順Â一般的Ý¸ÙÕg特á入力変数Â多º場合
áåh入力変数同士Â相関Ĉ持Ú傾向Â強ÅàāÂh除去

à多変量ä相関関係Ĉ考慮ÍÕ異常診断Ĉ行¼手法Â必要

ÏïÃ互ºá相関ä¸ā入力変数ä組õ合ąÑø多ÅàĀh

Ý¸āgÉäÕ÷ä手法ÞÍÜh多変量統計的ŀŖĤĢ管

ÉĂĈ手動Ý行¼äå非常á大Ãà労力ÂÁÁÙÜºÕg

理}MSPC~Â用ºÿĂāg

⑵

部分的最小二乗法}PLS~ŋİŔáþā品質推定

MSPC ä 一 手 法 Ý ¸ ā 主 成 分 分 析}PCAkPrinciple

PLS}Partial Least Squares~ åh1983 年 á Herman

Component Analysis~å多数ä変数Ĉ変数間ä相関á基

Wold Þ Svante Wold áþĀ経済学ä分野Ý開発ËĂÕŋ

ÛºÜh情報量Ĉ直交Ïā主成分á集約ÏāÉÞÝh少à

İœŜęä方法Ý¸āg入力変数同士á相関Â¸ā場合á

º変数Ý表現Ïā手法Ý¸āgPCA Ĉ異常診断á適用Ï

øhÓĂÿĈ潜在変数Þ呼æĂā中間変数á集約ÍÕ上Ý

2

ā際áåhQ 統計量Þ T 統計量ä二Úä指標Ĉ用ºāg
Q 統計量å以下äþ¼á算出ËĂāg
2

N

2

4＝ [−[ ＝Σ
}[ n−[ n ~ xxxxxxxxxx⑴
n=1

出力変数Ĉ表現ÏāÕ÷h多重共線性Â¸ā場合Ýøh安
定ÍÕŋİŔÂ得ÿĂāÉÞÂ特長Ý¸āg
ôÕhPLS ŋİŔÝå入力変数Â多º場合Ýøh重回
帰ŋİŔáþ¼á事前分析Ý入力変数Ĉ絞Ā込ö必要Âà

ÉÉÝå [ˆ 入力変数 x ä PCA ŋİŔ上ä推定値Ý¸āg

ÅhÓäôô全変数Ĉ用ºÜ簡単áŋİŔĈ作āÉÞÂÝ

Q 統計量åŋİŔ作成İsĨÂ持ÙÜºÕ変数間ä相

ÃāgÉäÕ÷hŋİŔ作成ä手間Ĉ大幅á軽減ÝÃāg

関Áÿä逸脱Ĉ評価Ïā指標Ý¸ĀhÉä指標Ĉ監視Ïā

PLS ŋİŔåh次á示Ïþ¼á入力変数Áÿ潜在変数

ÉÞáþĀ{異常|ä検出Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg
ôÕhQ 統計量ä各要素å Q 統計量îä各入力変数ä
寄与度Ĉ表Íh検出ËĂÕ異常Âßä変数áþÙÜøÕÿ
⑵

ËĂÕäÁĈ寄与ŀŖĬıÁÿ知āÉÞÂÝÃāg
次á T 2 統計量å主成分ĢĜċ tm Ĉ用ºÜh以下ä式Ý

Ĉ介ÍÜ出力変数Ĉ回帰式ÞÍÜ表ÏÉÞÂÝÃāg
−1
t ＝}W TPC~
W Tx xxxxxxxxxxxxxxx⑶
−1
ŷ ＝QC t ＝QC}WTPC~
WTxxxxxxxxxxxx⑷

ÉÉÝhx å入力変数ht å潜在変数hŷ å出力変数推定
値Ý¸ĀhºÐĂø 1 ĞŜŀŔ分ä縦łĘıŔhW å重

算出ËĂāg
M

Wm2
2
7 ＝Σσt 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx⑵
m =1
m

ÉÉÝ σtm å m 番目ä主成分ĢĜċä標準偏差Ĉ表Ïg
2

õ行列Ý¸āgPChQC å入力変数Þ出力変数á関Ïā係
数行列Ý¸āgłĘıŔ t ä次元å潜在変数ä数á対応Ï
āg式⑷å入力変数 x Áÿ出力変数Ĉ直接表ÍÕ式ÞàÙ

T 統計量å元ä変数Ĉ圧縮ÍÜ得ÿĂā主成分空間内

ÜÀĀh重回帰ŋİŔÞ同等Ý¸āgÚôĀ PLS ŋİŔ

áÀºÜh平均Áÿ各ĞŜŀŔôÝä距離á対応ÍÜÀĀh

å重回帰ŋİŔä形式á変換Íh重回帰係数Ĉ得āÉÞÂ

ŋİŔ}相関~ä範囲内Ýä平均Áÿä乖離}ÁºĀ~度

ÝÃāÉÞáàāgÉĂáþĀh多Åä入力変数Â¸Ù

Ĉ表ÏgÉĂáþĀh変数間ä相関å保ÕĂÜºāÂ平均

Ü直接重回帰ŋİŔĈ構築ÏāäÂ困難à場合ÝøhPLS

Áÿä乖離}振幅~Â大ÃºÉÞáþĀh
{異常|Ĉ検出

ŋİŔĈºÙÕĉ構築ÍÕ上ÝÉĂÁÿ上述äþ¼áÍÜ

ÝÃāg

重回帰係数Ĉ得āÉÞÂÝÃāg
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PLS ŋİŔĈ適用ÍÕ品質ĠňŎŕsĠŐŜ
入力}ŀŖĤĢ~変数 x ä変化á対ÍÜ出力}品質~変

.

太陽電池製膜工程の品質シミュレーション事例

ÉÉÝå図

á示Ï富士電機ä薄膜太陽電池ä製膜工程

ĠŐŜÏā機能Ĉ開発ÍÕg従来ä重回帰ŋİŔÝå入力

áÀºÜh製造条件ĺŒŊsĨÞ製品品質ä関係Ĉ PLS

変数同士á互ºá相関Â¸ā場合áh入力変数間ä相関Ĉ

áþĀŋİŔ化Íh品質ĠňŎŕsĠŐŜáþĀ製品品質

考慮ÍàºÝ設定ÏāÞh現実áå¸Ā得àºþ¼à入力

Ĉ高÷āÕ÷áh製造条件ĺŒŊsĨĈºÁá変¾āÁĈ

変数ä組õ合ąÑáàÙÜÍô¼ÉÞáàāg

求÷Õ事例áÚºÜ述ïāg

ÓÉÝh相関ä¸ā入力変数Ĉ集約ÍÕ変数Ý¸ā潜在

製膜工程áÀÇā製造条件ÞÍÜh温度h圧力h製膜

変数 t ĈŏsğÂ設定ÍhÉĂá対Ïā PLS ŋİŔÁÿ

時間h製膜速度h膜厚hĲsŀ量àßh約 10 種類äĺŒ

入力変数ä推定値 [ˆ Þ出力変数ä推定値 ŷ Ĉ算出ÏāÉÞ

ŊsĨÂ¸ĀhÉä工程全体Ý 100 ĺŒŊsĨ程度áàāg

Ýh入力変数同士ä相関Ĉ保ÙÕôôĠňŎŕsĠŐŜ

ÉĂÿäĺŒŊsĨå互ºá相関Ĉ持ÙÜÀĀh製造条件

注

Ĉ行¾āþ¼áÍÕg 図

á Windows 上Ý動作ÏāĺĬ

ĚsġÞÍÜ開発ÍÕ品質ĠňŎŕsĠŐŜä画面例Ĉ示

ä変更å相関Ĉ保×ÚÚ行¼必要Â¸āg製品品質åĤŔ
ä変換効率Ý評価Ïāg
Éä約 100 種類ä条件ĺŒŊsĨä¼×h品質á与¾ā

Ïg製造条件Ĉ変更ÍÕ場合á品質Âßäþ¼á変化Ïā
äÁĈh製造ŀŖĤĢä物理的知見Þ照ÿÍ合ąÑàÂÿh

影響Â強º 30 種類áÚºÜĺŒŊsĨ間ä相関Ĉ考慮Í

ŏsğ自身Â自由á容易áĠňŎŕsĠŐŜÝÃāþ¼á

ÚÚ少ÍÐÚ条件値Ĉ変¾Ü製造実験Ĉ行ÙÕg115 ĞŜ
ŀŔäİsĨĈ用ºÜh30 種類ä条件ĺŒŊsĨäÓĂ

àÙÕg

ÔĂĈ入力変数ÞÍh効率値Ĉ出力変数ÞÏā PLS ŋİ
注Windowsk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

ŔĈ作成ÍÕg
å主要à二Úä潜在変数á対Ïā効率値ä分布Ĉ表

図

ÏøäÝ¸āg図中ä平面}品質特性平面~Â PLS ŋİ
ŔĈ表ÍÜÀĀhÉĂáþĀ点Ý表ËĂÕ実İsĨä分布
図

Â近似ËĂÜºāg

品質シミュレーション機能の画面例

ÉÉÝå効率Â高ºñ¼Â望ôÍÅhÉä平面ä最ø勾
配äÃÚº方向}最大勾配方向~îĺŒŊsĨĈ変化ËÑ
āÉÞáþĀh効率Ĉ高÷ÿĂā可能性Â¸āgÉĂÂ潜
在変数空間áÀºÜ変化ËÑāïÃ{推奨方向|Þàāg
Éä場合h推奨方向å二Úä潜在変数}t1ht2~ä変化
方向ÞÍÜ表ËĂāÂhËÿá潜在変数ä空間}ÉÉÝå
t1−t2 平面~上Ý{正常|Þ判断ËĂā範囲ÞÍÜhT 2 統
計量Â 32}標準偏差ä 3 倍á相当~ä円内á限āÉÞá
þĀ現実的á妥当à範囲内Ý条件Ĉ定÷āÉÞÂÝÃāg
ôÕhÉĂĈ元ä条件ĺŒŊsĨä変化方向á変換ÏāÉ
ÞÂÝÃāgÉäÞÃ元ä条件ĺŒŊsĨ間ä相関Â保Õ
ĂÕôôä変化àäÝh現実的á無理äàº変化方向Þà
潜在変数
変更画面

潜在変数に対応した
製造条件

品質シミュレーション
結果

āg
図

図

品質シミュレーションの例

薄膜太陽電池の製造工程

品質特性平面
8.5

ホール形成装置

最大勾配方向

電極形成装置

効率

8

CVD

7.5

Ｔ 2 統計量 ＝32
レーザパターニング装置

ステッピングロール
製膜装置（平面図）
CVD装置による製膜工程の条件を
対象に品質シミュレーションを適用

7
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5

0

5
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0
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ĿŖĬĘ線図上ä計算á基ÛÃh外乱ēĿğsĹ導入前

最良ä製造条件Ĉ求÷ā際áhPLS ŋİŔĈ用ºàº

特 集

場合åh例¾æ 30 個äĺŒŊsĨĈ 3 水準ÐÚ変化ËÑ

Þ導入後äh未知外乱 d áþā予測誤差ä抑制効果Ĉ比

āÞÍÜø 330 通Āä実験Â必要ÞàĀh現実的áå実施

較ÏāÞh

Â不可能Ý¸āg試行錯誤Ýh¸āºå経験的á実験点Ĉ
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∥
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n
n
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ºā場合Ýåh品質特性平面上Ĉ探索ÍÜ最適条件Ĉ求÷

Þàāg

āÕ÷h効率的á実験点Ĉ決÷āÉÞÂÝÃāg
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áh制御性能ä面Áÿåh外乱ēĿğsĹĈ応用ÍÜ外乱

関数形ÞÍÜ求÷āÉÞÂÝÃāg

抑制性能Ĉ大幅á強化ÍÜºāgôÕhĠĢįŉä面Áÿ
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外乱オブザーバ

MPC å将来áąÕā予測Ĉ行ºàÂÿh制約条件ú目

Â成Ā立Úg

標軌道îä収束Â考慮ÝÃāÕ÷hPID àßá比ïÜ非常

eik第 i 番目ä単位łĘıŔ

á高º精度ä制御Â可能Ý¸āgÍÁÍh一方Ý計測値á

U}s~
k第 i 番目要素äõÁÿàāĢįĬŀ関数
i

含ôĂàº未知ä外乱ú非線形性àßá起因ÏāŋİŔ化

P}0~
kŀŒŜıäĢįĬŀ応答ä収束値Ĉ各操作
n

誤差Â生ÎÕ場合h予測Â外ĂhÓä結果制御性能Â低下

端á対ÍÜ集÷Õ行列

Ïāg特áĢįĬŀ応答ŋİŔá基ÛÅ MPC åhŒŜŀ

ÉäÕ÷本手法åĢįĬŀ応答á基ÛÅ MPC á適用Ï

⑺

状ä外乱発生時áÀÇā大幅à性能低下Â指摘ËĂÜºāg

āÉÞÂÝÃāg

ŒŜŀ外乱á特á弱º理由å MPC ä予測誤差修正方法á

図

áŀŖĤĢ制御分野áÀÇāłŜĪŇsĘ問題Ý¸
⑿

起因ÍÜÀĀh本質的à課題Ý¸āg

ā Wood-Berry ŋİŔáŒŜŀ外乱Ĉ加¾Õ場合ä MPC

Éä課題á対処ÏāÕ÷h従来大ÃÅ分ÇÜ三Úäċŀ
ŖsĪÂÞÿĂÜÃÕgÏàą×ŋİŔ自体Ĉ非線形ŋİ

図

外乱オブザーバ付き MPC

⑺⑻

Ŕú状態空間ŋİŔá変更Ïā方法}A 案~
h外乱応答特
⑻

性ĈŋİŔá含÷ā方法}B 案~
hŖĹĢı制御ä考¾方
⑻

2 次計画法

MV

Ĉ取Ā入Ăā方法}C 案~Ý¸āgÉĂÿäċŀŖsĪä
長短Ĉ表

差Þ未知外乱á同時á対処ÏāÉÞå難ÍÁÙÕĀh計算
負荷Â増大ÍÕĀÏāàßäİŊœĬıÂ¸āg

CV

u（1）

＋

修正操作 q

＋

最適化

á示ÏgºÐĂä方法áÀºÜøhŋİŔ化誤

外乱 d

将来 MVu（m）

予測誤差 e

オブザーバ
ゲイン

予測 CV

y n（ p）

予測

富士電機Ýå MPC ä外乱特性Ĉ向上ËÑāÕ÷áh電
⑼

á開発ÍÕ外乱ēĿğs

予測誤差（e ）
外乱

手法比較
A案

B案

C案

評価内容

モデル化
誤差

△

×

○

モデル化誤差に対応可能かどうか

未知外乱

×

△

△

未知外乱に対応可能かどうか

計算時間

△

○

×

計算時間が速いかどうか

（ 38 ）

y （1）
n
予測 CV（直近）

（a）ブロック線図

Ĺ付Ã MPC äĿŖĬĘ線図Þ動作説明Ĉ示Ïg
表

外乱オブザーバ
機構

−
＋

モデル

動機制御àßÝø実績ä¸ā外乱ēĿğsĹäċčİċĈ
取Ā入ĂÕ方法Ĉ考案ÍÕg図

y

プラント

実際の応答（y ）
目標値

過去の
操作

未来の予測

過去の
実績

将来の操作（u ）
時間
現在

将来の操作を修正（u +q ）

（b）動作説明

過去に予測した通り
の応答になるように，
現在値と予測値との
誤差から外乱補償量
を推定し，適宜操作
量を修正する。
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áþā定常状態維持特性Ĉ比較ÍÕĠňŎŕsĠŐŜ結果

àºgÍÕÂÙÜh表

Ĉ示Ïg外乱ēĿğsĹĈ適用ÏāÉÞáþĀh外乱áþ

Ŕ化誤差h未知外乱h計算速度ä 3 点Ý優位性Â¸āg

ä三Úä手法Þä比較Ýøhŋİ

⑽⑾

čŜ調整方法ø検討Ĉ完了ÍÜºāg

¸āg
àÀh操作端áÀÇāěčŜä変動å入力外乱Þ等価Þ

本技術ä適用áþĀh長期連続運転àßä高º安定性Â

õàÑāg例¾æh操作量Þ同Î外乱Â加ąāÞěčŜÂ

求÷ÿĂāŀŒŜıá対ÍÜ外乱á強º MPC 機能Â提供

2 倍áàÙÕÉÞÞ同ÎÝ¸āg本手法å入力外乱Áÿ予

ÝÃāg

測誤差îä感度Ĉ低減ÏāÕ÷hÉä種ä操作端ěčŜá
.

対ÏāŋİŔ化誤差Ĉ吸収ÏāÉÞøÝÃāgôÕh本手
法åēĿğsĹä計算äõÝ実現ÝÃāÕ÷計算負荷å少

汎用 PLC を用いた MPC システム

MPC åhÉĂôÝ石油化学ŀŒŜıú鉄鋼ŀŖĤĢà
ßh取Ā扱¼制御変数Â 100 個Ĉ超¾āþ¼à比較的大規

図

模àŀŖĤĢá対ÍÜ数多Åä適用Â図ÿĂh効果Ĉ挙È

外乱オブザーバの適用シミュレーション

ÜÃÕg一方h制御変数Â小規模àŀŖĤĢú機器ä場
合ÝøhMPC áþĀÉĂÿä変数Ĉ同時á制御ÏāÉÞ
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力規模Â¸ôĀ大ÃÅàº制御対象á対ÍhŏsğÂ容易

step

á MPC Ĉ活用ÝÃāþ¼áh汎用 PLC Ĉ用ºÕ MPC Ġ

CV

適用後

ĢįŉĈ実現ÍÕg
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図
多変数の制御量に対し，
外乱の影響を 1/4 に
抑えることが可能
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á É ä Ġ Ģ į ŉ 構 成 Ĉ 示 Ïg 本 Ġ Ģ į ŉ Ý åh

MPC 実行đŜġŜĈ PLC áhôÕ MPC äĪŎsĴŜę
ú内部ŋİŔä同定機能àßä支援ĭsŔĈ PC á置ÅĠ

100

Ģįŉ構成ÞÍÜºāg次á開発ÍÕĠĢįŉä特長Ĉ述

step

ïāg

図

「MICREX-SX」を用いた MPC システム構成

MPC システム
ＭＰＣ支援用ＧＵ
Ｉ
MPC
支援部

設定
PC

調整
モデル同定
性能監視

設定値
調整値
モデル
テスト信号

プラント
状態量

MICREX-SX

MPC
実行部

MPC アプリケーション設計

中小規模プラントを対象
操作量 ：１〜４
制御量 ：１〜６

SX-Programmer（D300Win）

操作量
（MV ）

制御量
（PV ）

MPC

多変数干渉系プラント
運用制約のあるプラント

（ 39 ）
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PLC Ý高信頼性Ĉ実現

MPC ŋġŎsŔåhMPC 実行đŜġŜĈ富士電機製

.

適用事例

MPC Ĉ FPD}Flat Panel Display~製造ä基本単位Þ

ÍÜ構築ÍÕøäÝ¸āgÓäÕ÷ PLC Â持Ú機器ÞÍ

àāĕŒĢ基板ä熱処理ŀŖĤĢá適用ÍÕ事例ĈÉÉÝ

Üä信頼性ø享受ÝÃāg高º信頼性Â必要à制御対象á

å紹介Ïāg製造工程áÀºÜĕŒĢ基板áåċĴsŔà

åh二重化ĠĢįŉ上á MPC ŋġŎsŔĈ実装ÏāÉÞ

ßä熱処理Â必要áàāgĘŒĬĘ防止úh表示ŉŒĈ防

úh耐環境対策型 CPU Ĉ用ºāÉÞø可能Ý¸āg

ÆÕ÷áh昇温時ø処理対象面全体Ĉ均一温度á制御Íà

àÀh通常å同一äłsĢŅsĲ上Ý MPC ŋġŎsŔ

ÇĂæàÿàº}同期昇温~
gÉäŀŖĤĢá対ÍÜh従

ÞñÁä制御ĦľıĈ実行ËÑāŋġŎsŔÂ動作Ïā構

来åĕŒĢ基板Ĉ多数ä領域á分割ÍhÀäÀää領域á

成}ŇŔĪ CPU 構成~ÞÍÜºāgMPC ŋġŎsŔ単

対ÍÜh温度úĻsĨîä制御量àßĈ入出力ÞÏā PID

独ÝäĠĢįŉ構築ø可能Ý¸Āh例¾æ既設設備îäċ

制御Ĉ用ºÜ多点á対Ïā同期昇温Ĉ行ÙÜºÕgÉĂ

ĲēŜĠĢįŉÞÍÜ導入ÝÃāg

á対ÍhMPC Ĉ用ºÜ同期昇温Ĉ行¼方法Ýh最ø温度

⑵

制約付Ãä MPC Ĉ高速Ý実現

ä高º領域Þ最ø温度ä低º領域Þä温度差}最大温度

MPC 制御則åhPC 用ĦľıÝ実用化ËĂÜºāøä

差~Â小ËÅàāÁáÚºÜh検証Ĉ行ÙÕg図

å PID

Þ同等ä機能Ĉ実装ÍÜÀĀh例¾æh制御量h操作量ä

Þ MPC Ĉ用ºÕ場合ä最大温度差Ĉ比較ÍÕ結果Ý¸

制約ø直接組õ込ĉÝºāgôÕh前述ÍÕþ¼á MPC

ĀhMPC Ĉ用ºāÉÞáþĀh昇温過程Ýä最大温度差

実行đŜġŜĈ単独ä CPU Ý演算ÏāÕ÷hñÁäċŀ

Ĉ PID 制御ä 11.4 ℃Áÿ 3.8 ℃á著ÍÅ低減ËÑāÉÞÂ

œĚsĠŐŜä実行á影響Ĉ与¾āÉÞÂàºg4 入力

ÝÃÕg

}操作量~
h6 出力}制御量~規模ä MPC Ý最短 5 秒ä制
御周期Ý実行可能Ý¸āg
⑶

あとがき

利便性h保守性ä向上

MPC ĈĠĢįŉá組õ込ö際áåhMPC ä動作条件h

ēsıŊsĠŐŜä高度化á役立Ú制御技術ÞÍÜ

移行条件h移行ä際ä安定化処理ú制御量äľČŔĨœŜ

MSPC Þ MPC Ĉ取Ā上ÈhMSPC Ýå薄膜太陽電池ä高

ęàßä入出力処理h異常処理ÞºÙÕ MPC 周辺ä機能

効率化Ĉ図āÕ÷ä品質ĠňŎŕsĠŐŜ技術áÚºÜ述

Ĉ組õ込ö必要Â¸āg従来åhÉĂÿäđŜġĴċœŜ

ïÕgôÕhMPC Ýå富士電機独自ä外乱ēĿğsĹ機

ęĈ PC 上ä MPC ĭsŔÞ PLC àßä制御ĠĢįŉä

能àÿéá MPC 機能ä PLC îä実装ÞÓä適用例áÚ

ÀäÀäÝ行¼必要Â¸ÙÕg本ĠĢįŉÝå MPC 実行

ºÜ紹介ÍÕg

đŜġŜĈ MICREX-SX ä設計支援ĭsŔD300Win

MSPC áÚºÜå開発ÍÕđŜġŜĈ各種ĺĬĚsġ

äľĊŜĘĠŐŜjĿŖĬĘ}FB~ÞÍÜ提供ÍÜº

á組õ込õh産業分野Ĉ中心á適用Ĉ広ÈÜºÅ予定Ý¸

āgŏsğåhPLC äŀŒŜı制御用äŀŖęŒŉÞ同

āgôÕhMPC áÚºÜåh大規模à石油化学h鉄鋼à

ÎĭsŔ上Ý同一äĦľıďĐċÞÍÜh前述ä周辺処

ßäđĶŔėsŀŒŜıä制御ĠĢįŉäõàÿÐh中小

理Ĉ含ö MPC ċŀœĚsĠŐŜĈ一元的á構築j管理Ý

制御ĠĢįŉîø積極的á活用ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ÃāgMPC á精通ÍÕŏsğáÞÙÜåhôËá PID 感
覚Ý MPC Ĉ活用ÏāÉÞÂÝÃāgMPC ŋġŎsŔå
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制御. 2004, vol.43, no.9, p.654-664.
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勝野

徹

電力jđĶŔės分野ä解析j制御ċŔĝœģŉ
開発業務á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式
会社技術開発本部制御技術ĤŜĨs環境j安全制
御開発部長g電気学会会員h日本ĠňŎŕsĠŐ
Ŝ学会会員g

Tange, Y. et al. A Multi-variable Disturbance Observer
for Model Predictive Control. Proc. 17 th Mediterranean

松本

宏治

Conference on Control & Automation. Thessaloniki. Greece.

産業ŀŒŜı制御ĠĢįŉä企画j設計業務á従

2009, p.856-861.

事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社ĲŒčĿ

⑿

R. K. Wood, M. W. Berry. Terminal Composition Con-

事業本部産業j社会ĦœŎsĠŐŜ統括部共通技
術部課長補佐g計測自動制御学会会員g

trol of a Binary Distillation Column. Chemical Engineering
Science. 1973, vol.28, p.1707-1717.

松井

哲郎

各種産業ĠĢįŉîä最適化h予測h診断技術ä
研究開発á従事g現在h富士電機ċĲĹŜĢıį
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富士電機å放射線ä利用ÞŋĴĨœŜęá取Ā組ĉÝºāgŋĴĨœŜę分野Ýåh新設j増設ËĂā原子力発電所ú
増加Ïā放射線利用職場á対応ÍÕ個人線量管理ĠĢįŉúhĞsłčŊsĨàßĈ開発Íh提供ÍÜºāg個人線量管
理ĠĢįŉÝåh半導体式ä個人線量計Ý検出ÍÕ線量Ĉ無線ÝœċŔĨčŉáŋĴĨœŜęÝÃā線量ä状態監視ĠĢ
įŉú入退室時ä体表面ŋĴĨĈ提供ÍÜºāgËÿáh放射線取扱º施設周辺ä環境放射線ĈĞsłčŊsĨÝ測定Íh
İsĨĈ自治体Þ共有Í公開ÏāÉÞÝh住民ä安全j安心Ĉ実現ÏāĠĢįŉÀþéĞsłčŊsĨĈ提供ÍÜºāg
Fuji Electric is working to develop methods for utilizing and monitoring radioactivity. In the monitoring ﬁeld, Fuji Electric is developing
and providing personal dose monitoring systems, survey meters and the like for use at newly constructed nuclear power plants and at an
increasing number of worksites that use radiation. As personal dose monitoring systems, Fuji Electric provides a dose monitoring system
capable of wireless real-time monitoring of doses detected with a semiconductor-based personal dosimeter, and a body surface monitor for use
when entering or exiting a radiation controlled area. Additionally, using a survey meter to measure the environmental radiation surrounding
a radiation handling facility, and then sharing that data with local governments and disclosing it to the public, Fuji Electric also provides
systems and survey meters for realizing safety and security for the local population.

まえがき
原子力発電åh年間Ĉ通ÍÜ安定ÍÕ電力Â得ÿĂh燃

放射線・原子力利用における安全の課題
電力供給áÁÁąā世界ä原子炉ä基数å 2009 年 4 月

料Â再利用可能Ý¸āgCO2 発生量ø少àºÉÞÁÿ低炭

現在h稼動中Â 432 基h建設中Â 52 基h計画中Â 66 基

素社会äđĶŔės供給源ÞÍÜ再評価ËĂh原子力発電

Þ増加傾向á¸āg国際原子力機関}IAEA~ä 2008 年 9

⑴

所ä新設j増設ä建設計画Â立案ËĂÜºāgôÕh放射

月ä報告書Ýø原子力発電所ä設備容量åh2007 年á対

線ä利用áÀºÜåhÂĉ治療àßä高度医療分野ú工業h

ÍÜ 2030 年áå約 30 v 100% 増加Íh特á東ċġċh東欧h

農業分野Ý高đĶŔės線ÞÍÜ利用ËĂā分野Â拡大Í

中東j南ċġċÝä新設ä伸éÂ大ÃºÞ予測ÍÜºāg

⑵

Üºāg
富士電機åh原子力ä商用発電Â始ôÙÕ 1970 年代Á

内閣府ä原子力委員会ä ｢ 地球温暖化対策á貢献Ïā原
子力ä革新的à技術開発äŖsĲŇĬŀ ｣ }2008 年 7 月~

ÿ放射線ŋĴĨœŜęä分野Ý放射線j原子力ä安全áÁ

Ýåh主á次ä 5 点ä原子力発電áÁÁąā技術Ĉ挙ÈÜ

ÁąÙÜÃÕgÓä間h国内初ä警報付個人線量計ä開発h

ºāg

計算機Ĉ利用ÍÕ国内初ä被æÅ管理ĠĢįŉä開発Þ個

⒜

耐震安全確保

人被æÅ線量管理ä自動化h国内初ä表面汚染ŋĴĨáþ

⒝

原子炉ä高経年化ä対応

ā表面汚染測定ä自動化úhŋĴĨœŜęņĢıàßáþ

⒞

原子力発電所ä稼動率向上á向ÇÕ新検査制度改善

ā環境放射線ŋĴĨœŜęä効率化àßh放射線j原子力

⒟

原子力ä国際協力ä推進

利用ä安全áÁÁąā機器jĠĢįŉä開発Þ提供Ĉ続Ç

⒠

燃料ĞčĘŔú高速増殖炉推進

ÜÃÕg放射線応用機器分野Ýø放射線ä物質透過能力Ĉ

放射線防護}放射線安全~Ýåh広島j長崎Ýä被æÅ

利用ÍÕ厚Ë計úŕłŔ計àßĈ開発Íh鉄鋼h紙ĺŔŀ

生存者ä実証的à疫学İsĨä検討Ĉ元áÍÕ国際放射線

産業ä工場ŒčŜä自動化Ý使ąĂÜºāg放射線透過撮

防護委員会}ICRP~ä勧告Ĉ受ÇhIAEA àßÂ中心á

像検査Â非破壊検査ÞÍÜ最近利用ËĂ始÷h貨物検査á

àĀ具体的安全基準ĈôÞ÷Ü安全体制ä規範Ĉ国際的á

þā輸配送ä安全h飲食品ú医薬品ä異物検査áþā食j

提供Ïāg現在hICRP ä基本勧告ä改訂}2007 年~Ĉ受

薬ä安全h保守点検時ä配管検査àßáþā施設ä安全à

ÇÕ各基準ä見直ÍÂ進ĉÝºāg

⑶⑷

ßhēsıŊsĠŐŜ事業ÞÍÜ推進Ïā安全Þ安心äĠ
ĢįŉÝä利用ø始ôÙÜºāg

日本Ýø放射線障害防止法àßÝ ICRP ä勧告áË
ÁäòÙÜ安全基準ä法令整備ĈÍÜºāg放射性物質ä

本稿Ýåh放射線j原子力ä安全à利用h特á大Ãà比

輸送àßä国際間áÁÁąā安全基準åhIAEA 基準Ĉ採

重Ĉ占÷ā放射線取扱º施設Ĉ中心á放射線管理用機器j

用Íh国際的整合性Ĉ担保ÍÜºāg放射線障害á関Ïā

ĠĢįŉáÚºÜh最近ä富士電機ä状況Ĉ述ïāg

技術基準åh放射線障害防止ä技術的基準á関Ïā法律á
基ÛÃ文部科学省ä放射線審議会á諮問ËĂh審議ËĂāg
ÍÕÂÙÜh放射線ŋĴĨœŜęÝåhÉĂÿ安全基準
Â確認ÝÃā機器jĠĢįŉ開発Ĉ主á進÷āÉÞÞàāg
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富士電機åh上記情勢Þ国ä政策方針Ĉ背景á次á示Ï

ÞÝh個人線量管理Â運営ËĂāg
入退域ěsıÝ一度á出入ĀÏā人Â 100 人以上áàā

項目àßä開発Ĉ進÷āg
速報性}異常時ä警報発報~Â¸Āh被æÅ線量ä
管理äŕłŔĈËÿá上Èā機器jĠĢįŉä開発
⒝

中性子ú高đĶŔės線利用àß新放射線利用分野

}医療h工業àß~á対応ÍÕ検出器開発
⒞

ÉÞÂ¸āÕ÷h入退域時ä処理Â長引ÅÞ大混雑áàāg
一方Ý法律áþā検査Ý¸āäÝ測定値å正確ËÂ要求Ë
Ăāg検出器ä精度向上áþĀ検査精度Ĉ維持ÍÚÚh処
理時間Ĉ短縮ÍÕ線量管理ĠĢįŉĈ提供ÍÜºāg
瞬停àßä事故時Ýø測定İsĨĈ保持ÏāÕ÷áh

海外ä原子力施設àßá向Çh海外規格á対応ÍÕ

İsĨä消滅防止ú伝送ä二重化àß最新ä安全対策Ĉ施

機器jĠĢįŉä開発
⒟

ICRP ä勧告á¸ā航空j宇宙ú鉱石Ýä被æÅà
ß自然起源ä低被æÅ管理á向ÇÕ検出技術開発

⒠

放射線防護ä観点ÁÿĘœċŒŜĢŕłŔĈ判定Ï

ÍÜºāg人Þä接点Ý¸Ā使ºúÏËÂĠĢįŉá求÷
ÿĂāÕ÷hđŜĲŏsğĜŜĽŎsįČŜę機能ø提供
ÍÜºāg

āÕ÷ä検出器úŋĴĨä開発
⒡

燃料ĞčĘŔú高速増殖炉àß新ŀŖĤĢá対応Í

.

Õ検出器ÀþéĠĢįŉä提供
⒢

個人線量計

個人線量計åh放射線業務従事者ä外部被æÅ線量äŋ

放射線Ĉ用ºÕ検査装置h配管減肉検出装置ä開発

ĴĨœŜę機器ÞÍÜh胸ņĚĬıá携帯Ïāg被æÅ線

以降Ýåh上記⒜v⒞項ä放射線防護}放射線安全~á

量ÂœċŔĨčŉá表示ËĂāäÝºÚÝø確認ÝÃāg

ÁÁąā機器jĠĢįŉĈ紹介Ïāg

管理値以上ä被æÅ時áå警報Ĉ発ÍÜ退避Ĉ促ÏÕ÷h
計画外ä被æÅÁÿä安全Â確保ËĂāg
個人線量計åγ線hβ線h高速中性子h熱中性子用ä 4

最新の個人線量管理システム

種類äĤŜĞáþĀ放射線Ĉ測定ÏāgĤŜĞåhĠœĜ
放射線j原子力Ĉ利用Ïā放射線障害防止法適用事業所

Ŝ}Si~ďĐsĸ上áċŋŔľĊĢ Si Ĉ成膜ÍÜ pn 接合

åh該当放射線業務Ĉ実施Ïā区域Ĉ放射線管理区域ÞÍh

Ĉ形成Íh空乏層Ý放射線Ĉ検出Ïā構造áàÙÜºāg

入退域Ïā放射線業務従事者ä線量ä管理Ĉ義務付ÇÿĂ

γ線å空乏層内Ý発生ÍÕ電子Ý検出Íhβ線å入射窓Ĉ

ÜºāgôÕh放射線業務従事者ä被æÅ量ÞÓä履歴åh

薄ÅÍÜ直接検出Ïāg高速中性子å図

財団法人放射線影響協会内ä放射線業務従事者中央登録Ĥ

上部äņœđĪŕŜÝ発生ÍÕ反跳陽子Ý検出Íh熱中性

ŜĨÝ一元的á管理ËĂÜºāg

子åĤŜĞ上部äŅŖŜ膜Ý発生ÍÕα線Ý検出Ïāg

図

核燃料ä再処理施設ú加速器施設Ýå中性子線量ä計測

á個人線量管理ĠĢįŉä例Ĉ示Ïg

管理区域入口äěsıÝ入域Ïā人åh入域許可ä有無

äþ¼áĤŜĞ

Â重要Ýh新Õá中性子個人線量計Ĉ開発ÍÕg

Þ許可者本人Ý¸āÁä確認Â実施ËĂh貸与ÍÕ線量計

IEC 規 格}IEC 61526~ Ý åh100 keV Á ÿ 4.5 MeV ä

Þ入域者Þä対応ĈÞÙÕä×入域Â許可ËĂāg退域時

đĶŔės範囲ä中性子線á対Íh線量計äđĶŔės依

åh個人線量計Ý測定ÍÕ管理区域内ä被æÅ線量Â管理

存性Â従来ä−50 v＋150 % Ĉ ＋
−50 % á改善ÏāÉÞÂ

用計算機á読õ込ôĂh入域者個人ä被æÅ履歴á記録Ë

求÷ÿĂāg中性子線å高đĶŔės成分Ĉ高速中性子線

Ăāg

ĤŜĞÝh低đĶŔės成分Ĉ熱中性子ĤŜĞÝ測定Íh

退域時áh従事者ú持×出Í物品ä表面á放射性物質á

合算ÍÜ測定ÍÜºāg各ĤŜĞäđĶŔėsŕĢņŜĢ

þā汚染ÂàºÉÞĈ体表面ŋĴĨàßÝ確認Íh区域外

á基ÛÃh中性子吸収ľČŔĨÞ以下á示Ï新Íº演算処

îä放射能汚染拡大Â防止ËĂāg体表面ŋĴĨä測定

理方法Ĉ開発ÍÜhđĶŔės依存性Ĉ IEC 規格á対応

İsĨø同様á管理用計算機á送ÿĂh記録ËĂāg一方h

ÍÕg

管理用計算機å放射線管理区域Áÿ送ÿĂā入退域時ä測

H}10~
＝Hfast＋Hslow＝aCfast＋bCslow xxxxxxx⑴
p

定İsĨú作業環境ä測定İsĨÁÿh法律á基ÛÅ報告
書ú放射線管理区域ä管理á用ºā資料Ĉ自動作成ÏāÉ
図
図

高速中性子センサの構造

個人線量管理システム
高速中性子
۔
弾性散乱
線量計の貸出し

ポリエチレン

アルミ電極
アモルファス
シリコン

放射線管理区域

空乏層
入域

作業

キャリア
シリコン

キャリア
反跳陽子

退域
ゲート

アルミ電極
体表面モニタ
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xxxxxxxxxxxxxx⑵

Éä結果h図

á示Ïþ¼áh100 keV v 4.5 MeV ä中

性子đĶŔės範囲ÝđĶŔės依存性}相対ŕĢņŜ
⑸⑹

特 集

Cslow＝Cslow1−dCslow2

xxxxxxxxxxxxx⑶

Éä中性子ĤŜĞĈ用ºÜ製品化ÍÕ個人線量計ä外観

dE
φ
}E ~
E~
p
8 h}10h

a=

1MeV

dE
φ
}E~
8 R fast}E ~

Ģ~Ĉ IEC 規格ä満足Ïā−49 v＋41 % ÞÍÕg

…………………………⑷

Ĉ図

áh中性子計測性能Ĉ表

á示ÏgôÕh低消費電

流化Ĉ図Āh電池寿命Ĉ 3,000 時間}従来比 2 倍~Þ長寿
命化ÍÕg

1Mev

1Mev

dE
E~
φ
}E~
p
8 h}10h

b=

thermal
1Mev

.

dE
φ
}E~
8 R slow}E ~

個人線量の無線モニタリングシステム

従来ä個人線量管理ĠĢįŉåh従事者ä被æÅ情報Ĉ

………………………⑸

管理区域Áÿä退域時á確認j記録ÏāøäÝh退域時点

thermal

äõä被æÅ管理áàÙÜºÕg近年h作業時ä被æÅ管

Hk中性子線量

理ŕłŔĈ向上ËÑāÕ÷áh作業中øœċŔĨčŉÝ被

Ek中性子đĶŔės

æÅ情報Ĉ連続監視Ïā要求Â出ÜÃÕgÉäÕ÷h無線

k個人線量当量
H}10~
p

ŋĴĨœŜęĠĢįŉĈ開発Íh個人被æÅä状態監視á

φ
}E~
k中性子ľŔđŜĢ

þā被æÅ低減Þ作業管理ä円滑à運用Ĉ可能áÍÕg
無線ŋĴĨœŜęĠĢįŉå図

R
}E~
kđĶŔėsŕĢņŜĢ
h}10hE~
kICRP 74 äľŔđŜĢä個人線量換算
p

á示Ïþ¼áh個人線

量計h個人線量計á接続Ïā無線ċĨĬĪŊŜı}無線子
機~
h複数ä無線親機h監視装置Áÿ構成ËĂāg

係数
C1kİČĢĘœňĶsĨ 1 äĔďŜı数

被æÅ情報Ĉh短時間}1 分程度~ä周期Ý不特定数ä

C2kİČĢĘœňĶsĨ 2 äĔďŜı数

無線子機ä全数Áÿ効率的á収集Ïāáåh無線親機ä要

ck高速中性子ĤŜĞäŕĢņŜĢ補正係数

求Ý複数ä無線子機Â同時á応答Íh電波ä衝突áþā受

dk熱中性子ĤŜĞäŕĢņŜĢ補正数

信不能ä発生Ĉ抑制Ïā必要Â¸āgÉäÕ÷h複数ä

添¾字ä fast å高速中性子ĤŜĞhslow å熱}thermal~
中性子ĤŜĞÝ¸āÉÞĈ示Ïg

ĪŌĶŔ}通信周波数~Þ複数ä受信ĨčňŜę}ĢŖĬ
ı~Ĉ無線親機側á設定ÍÕg無線子機å設定ËĂāÏï
Üä周波数ÞĢŖĬıä組合ÑÁÿ任意ä設定Ĉ選択ÍÜ

図

通信ÏāÉÞÝ他ä無線子機Þä衝突Ĉ減ÿÏ方式áÍÜ

中性子に対するエネルギー依存性

⑺

相対レスポンス（252Cf 基準）

ºāgôÕh作業域Ý設備àßá遮ÿĂ電波Â届Áàº場
2.0
IEC 61526：±50%（100 keV〜4.5 MeV）

表

1.5

1.0

0.5

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

個人線量計の中性子計測性能
測定線種

中性子

エネルギー範囲

0.025 eV 〜 15 MeV

エネルギー依存性

±50%（100 keV 〜 4.5 MeV）

方向特性

±30％（上下左右 60°
，241 Am-Be）

指示誤差

±15％（0.5 mSv 以上）

線量率特性

±20％（0.5 mSv/h 以上）

スペクトル平均中性子エネルギー（MeV）

図
図

個人線量の無線モニタリングシステム

個人線量計の外観
監視装置

無線親機

無線親機

無線親機

無線
アタッチメント
＋
作業領域
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所ĈàÅÏÕ÷áh無線親機å複数台Ý作業域ĈĔĹsÏ

āg富士電機åÉĂôÝ測定対象ä形状ú α線jβ線à

ā配置ÞÍÜºāg

ßä放射線種á応ÎÜhËôÌôà形状äŀŒĢĪĬĘĠ
ŜĪŕsĠŐŜ検出器Ĉ開発ÍhÓĂÿĈ組合ÑĴsģá

務環境Ĉ想定ÍÕ構成áþāŒŜĴŜę試験ä通信成功率

適合ÍÕ表面汚染ŋĴĨĈ提供ÍÜÃÕg今回h人体表面

åh100 % 近º結果Ý¸ÙÕg

ä測定部位Ĉ拡大ÍhÁÚ高感度Ý自動測定Ïā新型体表

⑻

現在h無線規格å日本規格}無線周波数 429.5 MHz~ô

面ŋĴĨ}ņsĨŔŋĴĨ~Ĉ開発ÍÕg

Õå米国規格FCC}Federal Communications Commission~PART15k無線周波数 915 MHzá対応可能Ý¸āg

国内Ýå 図
方h海外Ýå図

.

体表面モニタ

体表面ŋĴĨå放射線管理区域境界á設置ËĂh区域外

á示Ïþ¼á体ä 15 部位以上Ĉ一回Ý測

定Íh退域処理時間Â短縮ÝÃāĨčŀÂ主流Ý¸āg一
Ý示Ïþ¼áh体ä前面j背面ä 2 回á

分ÇÜä測定ÞàāÂh設備費Ĉ安価áÝÃāĨčŀÂ主
流áàÙÜºāg測定状態Ĉ図

îä放射能汚染Ĉ防ÆÕ÷á厳格à出入管理用á使用ËĂ

á示Ïg

ŋĴĨä正面áå 310×200}mm~ä有感部ĈøÚŀ
ŒĢĪĬĘĠŜĪŕsĠŐŜ検出器Ĉ 8 個上下á配置Í

図

体表面モニタ（全身同時測定型）

Õg検出器Áÿä計数信号å信号処理部á入力ËĂhÓĂ
ÔĂ上下á隣Ā合ÙÕ検出器ä計数信号Ĉ合算処理ÏāÉ
ÞáþĀh各検出器間ä境目ä不感部分ĈàÅÍÕg検出
器間ä境目ä検出効率å約 25 % ÞÍh垂直分布性能Ĉ飛
躍的á向上ËÑÕg正面検出器ä検出感度å 表

äÞÀĀ

2

Ýh基準値}4 Bq/cm ~Ĉ十分á達成Ïā性能Ĉ実現ÍÕg
表

ä検出感度å⑹式h⑺式áþāg

Y=

M1
Wsεs

xxxxxxxxxxxxxxxx⑹

0.05 B +3

M1 =

B
B
+
t
T
εa

xxxxxxxx⑺＊ 1
⑼⑽

＊ 1kJIShIEC 規格準拠
図

Y k検出感度}Bq/cm2~

体表面モニタ（前面，背面の２回測定型）

M1 k最小検出表面放出率}s−1~
Ws k線源面積}cm2~
} W s ＝100~
εs k線源効率}εs＝0.5~
B kBG 計数率}s−1~
t kBG 測定時間}s~
} t ＝200~
T k測定時間}s~
} T＝10~
εak機器効率
算出条件
⒜

線源v検出器保護膜距離k5 cm

⒝

BG 線量率k0.25 μSv/h}60Co 照射~

⒞

使用線源k10×10}cm~β線用面線源}60Coh36Clh
90

図

測定中の体表面モニタ（前面，背面の２回測定型）

.

Sr~

半導体式ハンドフットモニタ

容易á測定ÍÕº場所á移設可能Ýh手Þ足ä汚染äõ
Ĉ測定Ïā簡易化ÍÕ半導体式ĸŜĲľĬıŋĴĨĈ開発
ÍÕg従来äĸŜĲľĬıŋĴĨä GM 計数管方式þĀ
長寿命ÁÚŊŜįĳŜĢľœsÝhôÕŀŒĢĪĬĘĠŜ

表

正面検出器の検出感度
60

対象核種

Co

2

検出感度（Bq/cm ）

約 0.7

36

Cl

約 0.5

90

Sr

約 0.4

（ 45 ）
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半導体式ハンドフットモニタ

図

開発品と従来品における中性子に対するエネルギーの依
存性の比較

特 集

相対レスポンス

2.0

NSN3（開発品）
NSN2（従来品）

1.5

1.0

0.5

0.0
10−8 10−7 10−6 10−5 10−4 10−3 10−2 10−1

1

10

102

スペクトル平均中性子エネルギー（MeV）

Ăāg
ÉäÕ÷操作性Ĉ向上ËÑÕ最新ä環境放射線測定器
}ĞsłčŊsĨ~Ĉ開発ÍÕäÝ紹介Ïāg
表

半導体式ハンドフットモニタの効率と感度

.

検出器

機器効率

検出感度

手用検出器

31%

0.14 Bq/cm2

17%

2

足用検出器

0.19 Bq/cm

中性子サーベイメータ

原子力施設ú加速器àßÝ使用ËĂā中性子Ğsłč
ŊsĨåh測定äÕ÷高速中性子Ĉ減速ËÑā減速材Â
必要Ýh質量Â 7 v 10 kg Þ重ÁÙÕgÉäÕ÷h測定ú
運搬Ýä作業者ä負担Â大ÃÅh軽量化Â求÷ÿĂÜÃÕg

ĪŕsĠŐŜ検出器方式þĀ軽量}従来比 1/2 ä質量~Á

従来品åh減速材}ņœđĪŕŜ~Ý覆ąĂÕ中性子検出

Ú小型化ÍÕgôÕh外部出力端子Áÿ管理用計算機Þ接

器}3He ĕĢ内封~Áÿ得ÿĂā計数Ĉh線量á換算ÍÜ

続可能Ý¸āg外形Ĉ図

ºÕg開発品åh新ÍºĕĢä検出器Áÿä弾性散乱反応

áhJIS 規格á準拠ÍÕ機器効
⑼

率Þ検出感度Ĉ表
表

á示Ïg

Àþé}nhp~反応áþā波高情報Ĉ中性子đĶŔės

ä検出感度ä算出å前出ä式⑹áþāgÕÖÍh線

源面積 Ws å手用Â 150 cm2h足用Â 300 cm2 Ý¸āg

情報á変換ÍÜhG 関数áþĀĺŔĢÊÞá線量ä重õ付
ÇĈ行ºh線量á換算Ïāþ¼áÍÕg

算出条件
⒜

線源v検出器保護格子距離k密着

⒝

BG 線量率k0.1 μSv/h

H＝ 8 h
G
}E~
φ
}E~
dE＝ 8 P
}L~
}L~
dL

xxxxx⑻

h
G
}E~= 8 R
}EhL~
}L~
dL

xxxxxxxxxx⑼

P
}L~
＝8 R
}EhL~
φ
}E~
dE

xxxxxxxxxx⑽

36

使用線源k10×10}cm~β線用面線源} Cl~

⒞

環境放射線測定器（サーベイメータ）の高度化

Hk中性子線量

技術

Ek中性子đĶŔės
h}E~
k線量換算定数

原子力発電所àßä放射線取扱º施設Ýåh施設内Àþ

φ}E~
k中性子ľŔđŜĢ

é周辺ä環境放射線量ä管理Â法令Ý義務付ÇÿĂh放射

LkĺŔĢ波高

能汚染àßÁÿä安全Ĉ環境放射線ŋĴĨœŜęÝ確認Í

P}L~
k中性子波高分布

ÜºāgôÕh原子力発電所周辺ä値Ĉ地方自治体Þ共有

G}L~
kG 関数

Íh地元á公開ÏāÉÞÝ施設周辺ä住民ä安全j安心Ĉ

R}EhL~
k中性子ĤŜĞäŕĢņŜĢ

醸成ÍÜºāg
富士電機åh測定器ú伝送ä 2 重化áþā測定İsĨä

G 関数ä重õ付ÇĈ工夫ÏāÉÞÝh約 4 kg ¸āņœ

信頼性向上hİsĨ処理àßä自動化Ĉ進÷ā機器úĠĢ

đĪŕŜĈàÅÍÜøhņœđĪŕŜáþā中性子減速効

įŉä提供Þ開発Ĉ実施ÍÜºāg

果Þ同等ä効果Ĉ得Õg

⑾

ôÕh日常使用Ïā簡便à放射線測定器ÞÍÜ持×運é

ÉĂáþĀh図 0 á示Ï従来品Þ同等ä性能Ýh質量Â

可能àņsĨĿŔ放射線ŋĴĨÂh原子力施設ú放射線治

2 kg Ý従来比約 1/4 ä中性子ĞsłčŊsĨ} 図 1 ~Ĉ

療àßÝ高đĶŔės線利用Â増加ÍÜºā医療施設àß

製品化ÍÕg

⑿⒀

Ý必要ÞËĂh広Å使用ËĂÜºāgēsıŊsĠŐŜ事
業ÞÍÜ進÷ā安全j安心äĠĢįŉÝä放射線利用ú放

.

ワイドエネルギーレンジサーベイメータ

射線利用施設Ýä環境放射線ŋĴĨœŜęä簡便àĠĢį

X 線装置àßÁÿä低đĶŔėsä放射線Ĉ測定ÏāÕ

ŉ構成時ä検出}測定~器ÞÍÜh需要Â増¾āÞ予想Ë

÷専用測定器Â使用ËĂÜºÕÂh医療ä分野Ýå低đĶ

（ 46 ）

Vol.82 No.5 2009

富士時報

安全・安心に貢献する放射線管理用機器・システム

中性子サーベイメータ外観

図

ワイドエネルギーレンジサーベイメータ外観

図

検出効率と G 関数

図

半導体汚染サーベイメータ外観

特 集

図

100

100

10

10

1

1

0.1
0.001

0.1

0.01

0.1

1

G 関数（pSv/count）

検出効率（%）

1,000

0.01
10

エネルギー（MeV）

ŔėsÁÿ高đĶŔėsôÝ 1 台Ý測定可能à測定器ä要

āÕ÷áh原子力発電所úh放射線Ĉ取Ā扱¼施設Ý使用

求Â高ôÙÜÃÕg

Ïā放射線測定器áåh計測値îä高º信頼性Þ計測器Þ

NaI}Tl~ĠŜĪŕsĠŐŜ検出器ä入射窓Ĉ薄膜化Í

ÍÜäıŕsĞļœįČÂ要求ËĂāg
富士電機å計量法hJIS Z 4511 àßá規定ËĂā校正体

Ü低đĶŔės}8 keV~Ĉ検出可能ÞÍÕgôÕh8 keV
v 1.5MeV ôÝä広範囲äđĶŔėsĈ均一á測定Ïā

系Ĉ展開ÍÜºāg

Õ÷áh検出器ä 8 keV Áÿ 1.5 MeV ôÝäđĶŔės
ŕĢņŜĢá応ÎÕ G 関数Ĉ式⑻þĀ計算ÍÜ設定ÍÕg
図 2 á計算ÍÕ G 関数Þ各đĶŔėsÝä検出効率Ĉ示Ïg

開発ÍÕh8 keV ä低đĶŔės X 線Áÿ 1.5 MeV ä
γ 線ôÝ測定可能à測定器ä外観Ĉ図 3 á示Ïg

.

放射線測定器校正装置

富士電機åËôÌôà用途á応ÎÕ放射線測定器ä校正
á対応ÏāÕ÷h37Cs 4.44 TBq áþā 400 mSv/h ä高線
量照射Â可能àγ線校正装置ĈåÎ÷h下記á示Ïþ¼á
核種j照射強度ä異àā 4 式ä校正装置Ĉ備¾Õ専用ä放

.

半導体式汚染サーベイメータ

放射性物質ä汚染ĞsłčŊsĨÝåŀŒĢĪĬĘĠŜ
ĪŕsĨÂ主流Ý¸āg真空管Ý¸ā光電子増倍管Ĉ使用
ÏāäÝ小型j軽量化Â困難Ý¸ÙÕg現在hSi 半導体
ĤŜĞĈ使用Íh 図 4 á示ÍÕ外観ä小型j軽量化ÍÕ
汚染ĞsłčŊsĨä開発ĈÍÜºāg前項Ý紹介ÍÕ半
導体式ĸŜĲľĬıŋĴĨä検出技術Ĉ応用Íhα線Þβ
線Ĉ同時á測定ÝÃā製品Ý¸āg

射線機器校正施設Ĉ継続的á維持管理ÍÜºā}表
⒜

~
g

γ線校正装置}高線量校正用~

主要校正機器kđœċŋĴĨhĞsłčŊsĨ
⒝

γ線校正装置}中線量校正用~

主要校正機器k個人線量計h環境線量計
⒞

β線校正装置

主要校正機器k個人線量計
⒟

中性子校正装置

主要校正機器k中性子đœċŋĴĨh個人線量計

放射線機器校正施設

中性子ĞsłčŊsĨ
ÉĂÿä校正装置åh照射線量基準測定器j実用標準器

施設ä安全Ĉ管理j監視Ïā法令äŋĴĨœŜęá用º

Ĉ用ºÜh国家標準ÁÿäıŕsĞļœįČĈ確立ËÑh

（ 47 ）
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各校正装置の測定範囲
線

源

特 集

核

種

137

Cs

ガンマ線
校正装置
（高線量）

60

ガンマ線
校正装置
（中線量）

ベータ線
校正装置

度

4.44 TBq

20 〜 400

370 GBq

1 〜 20

37 GBq

0.2 〜 2.5

3.7 GBq

0.02 〜 0.25

370 MBq

0.001 〜 0.025

37 GBq

0.55 〜 14

370 MBq

0.02 〜 0.12

0.0001 0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

Co

137

370 GBq

69

37 GBq

6.9

Cs

90

Sr

中性子
校正装置

強

mSv/h

測定範囲
（mSv/h）

校正装置

252

Cf

3.7 GBq

0.7

370 MBq

0.07

74 MBq

100
nf 21

200 MBq
nth 0.35

自然放射線（BG）レベル

−

放射線測定器}実用測定器~ä測定精度Ĉ確保ÍÜºāg
ôÕh校正用制御計算機Â組õ込ôĂh操作ä自動化á

and light nuclei, Uppsala, Sweden, 2006-6, p.12-16.
⑺

松本栄治ñÁ.{個人被æÅŋĴĨœŜęĠĢįŉä開発 .

2008年電子情報通信学会総合大会.

þā校正業務ä省力化Þ効率化Ĉ実現ÍÜºāg
⑻

Ito et al. DEVELOPMENT OF LARGE AREA PLASTIC
SCINTILATION DETECTOR FOR RADIOACTIVE

あとがき

CONTAMINATION MONITOR, IRPA12, 2008-6.

人ú地域環境Ýä放射線管理用機器jĠĢįŉáÚºÜh

⑼

JIS Z 4388k2006.

⑽

IEC 61098k2003.

今後åh放射線ä安全管理áÁÁąā国内ä実績Ĉ踏ô

⑾

特願2008-164588.}海外同時出願中~

¾h世界各地ä原子力発電所àßÝ働Å人úÓä周辺住民

⑿

日本保健物理学会. 第43回研究発表会.

ä安全Àþé広Âā放射線利用áÁÁąā人ä安全á積極

⒀

日本放射線安全管理学会. 第6回JRSMĠŜņġďŉ.

最近ä成果Ĉ述ïÕg

的á寄与Íh原子力利用ä信頼向上á貢献ÍÕºg
透過検査ú物質検査àß放射線特性Ĉ用ºÕ新ÕàĦ
œŎsĠŐŜä提供á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

藤本

敏明

最後áh電力会社ĈåÎ÷h放射線j原子力利用施設ä

放射線機器jĠĢįŉäđŜġĴċœŜę業務á

放射線安全管理関係者ÁÿäÊ助言ÞÊ指導á感謝Ïāg

従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēsı
ŊsĠŐŜ事業本部đĶŔėsĠĢįŉ統括部副
統括部長g日本応用物理学会会員g
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日本j欧州j中国àßä各国Ýå大気汚染Ĉ防止ÏāÕ÷h法律áþā排ĕĢ規制Â実施ËĂÜºāg煙道ä排ĕĢĈ
採取Í前処理ÏāĞŜŀœŜę式ĕĢ分析計Áÿàā現状ä連続排ĕĢ計測ĠĢįŉÝåh長期安定測定Ĉ実現ÏāÕ÷
áhĞŜŀœŜę配管ä詰ôĀú汚Ăä除去h分析計ä定期的à校正hĞŜŀœŜę導管加熱áþā消費電力ä大ÃËà
ßä課題Â¸ÙÕg富士電機ä7成分同時測定ĕĢ分析装置ÝåhHCl測定áÉĂÿä課題Ĉ解決ÝÃā直接挿入ŕsğ方
式Ĉ適用ÍÕgËÿáñÁä測定成分áÚºÜø直接挿入ŕsğ方式Ĉ適用ÝÃāþ¼研究開発Ĉ進÷Üºāg
Flue gas regulations have been enacted into law in order to prevent air pollution in countries such as Japan, Europe and China. With
a conventional-type continuous ﬂue gas measuring system consisting of a sampling-type gas analyzer that samples ﬂue gas and performs
pre-processing, the realization of long-term stable measurements has encountered such problems as requiring the removal of blockage or
contamination in the sampling pipe, periodic calibration of the analyzer, increased power consumption of heating tube, and so on. Fuji Electricz
s
simultaneous seven-component measuring gas analyzer uses cross stack laser method for HCl measurement and is capable of overcoming the
above problems. Fuji Electric is also advancing research and development so that the cross stack laser method can be used for measuring
other components.

まえがき

ĤŜĠŜęhİsĨ処理h伝送àßh重要àēsıŊs
ĠŐŜ技術Ĉ駆使ÍÜºāgÉÉÝåh富士電機ä排ĕĢ

火力発電hŅčŒú鉄鋼生産hĤŊŜı生産àßä各
種工業炉Áÿ排出ËĂā燃焼排ĕĢå固定発生源Þ言ą

Ĉ監視Ïā環境計測ĠĢįŉÞÓä実施例hÀþé今後ä
展望áÚºÜ述ïāg

Ăh大気汚染ä大Ãà原因ä一ÚÞàÙÜºāg近年h中
国hčŜĲhŖĠċàßÝå活発à生産活動áþĀ急速á

排ガスに関する各国の法規制

GDPÂ上昇ÍÜºāg排ĕĢh排水áþā地球規模ä環
境汚染Â深刻化ÍÜÀĀh
京都議定書Ĉ中心ÞÍÕ環

各国ä大気汚染防止á関Ïā法規制áÚºÜh表

á示

境保全îä取組õÂ各国Ý必須ä状況ÞàÙÜºāg排ĕ

Ïg日本áÀºÜåh1960年代Áÿä産業ä発展áþĀh

Ģ規制åh日本h欧米Ýå各業界áÏÝá展開ËĂ実績Â

煙突Áÿ排出ËĂÕ排ĕĢá含ôĂā亜硫酸ĕĢh窒素酸

出Üºāg一方h中国Ýåh先進国ä排出基準Ĉ基本á法

化物Ĉ原因ÞÍÕ光化学ĢŋĬęáþā健康被害Â発生Í

制化Þ実施Â国家ŀŖġĐĘıÞÍÜ進÷ÿĂÜºāÂh

Õg政府åÉĂĈ受ÇÜ大気汚染防止法
}1968年~Ĉ

ôÖ大規模à事業所á限ÿĂÜºāgčŜĲhŖĠċÝåh

制定Íhæº煙ä排出規制Ĉ実施ÍÕgÓä後h脱硫h脱

法制化Â進行ÍÜºā状態Ý本格的à実施åÉĂÁÿÝ¸

硝設備h集塵}Íû¼Îĉ~器àßä公害防止設備áþĀ

āg

排ĕĢĈ洗浄除去Ïā技術ÞÞøá規制物質Ĉ連続自動測
⑴

排ĕĢ中ä規制物質測定áåh公定法}国際機関h国家

定Ïā技術Â発達ÍÜÃÕg

øÍÅåÓĂá準Ðā公定試験機関h研究所áÀºÜ指定

欧州Ýåh1950年代Áÿ大気汚染防止á関Ïā法規制Â

ËĂÕ分析方法~Ý¸ā手分析á加¾Üh排出物質ä総量

本格化Íh排ĕĢ排出量ä大Ãº事業体Áÿ順次排ĕĢ監

計測äÕ÷á連続自動分析計Ĉ組õ込ĉÖ環境計測ĠĢ

視ĠĢįŉä設置Â進õh日本h欧州ÝåÓä設置åñò

įŉä設置Â義務付ÇÿĂÜºāg排ĕĢ用ä環境計測Ġ

完了ÍÜºāg今後åh地方条例強化àßáþĀ低濃度監

Ģįŉåh連続排ĕĢ監視ĠĢįŉ}CEMSkContinuous

視ú水銀àß新Õà規制物質á対ÍÜ自動連続測定器ä追

Emission Monitoring System~Þ呼æĂh各国Ý承認Ë

加h設置Â見込ôĂāg

ĂÕ分析計Ĉ搭載ÍÜÀĀh規制物質ä濃度h温度h圧力h

中国Ýåh1997年ä大気汚染物ä総合排出基準h2002年

流量ä測定h帳票管理h監督官庁îäİsĨ伝送àß機能

排ĕĢ連続分析計ä技術要求規格Â欧米ä規格Ĉ基準ÞÍ

Ĉ持Úg世界的à環境保全îä取組õÁÿCEMS市場å拡

Ü制定ËĂh大都市近郊ä大規模à石炭火力発電所Áÿ排

大ÍÜºāg特á中国äCEMS市場å年間10 %以上ä拡大

出規制Â始ôÙÕg日本h欧米á比ïāÞôÖ規制å緩º

Â見込ôĂh日本h欧米h中国国内ä分析計ŊsĔsÂÉ

Âh今後h2万機以上¸ā中規模以下äŅčŒh加熱炉î

ä分野á参入ÍÜºāg

ä排出規制ä拡大åh規制物質ä追加ÞÞøá加速ÍÜº

富士電機äēsıŊsĠŐŜ事業åh
{đĶŔėsh環

ÅÉÞÂ推測ËĂāg

境j安全|Ĉ技術ä中心á据¾h社会á貢献ÏāÉÞĈ目
指ÍÜºāg排ĕĢĈ監視Ïā環境計測ĠĢįŉä開発åh
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各国の大気汚染防止に関する法規制
項

目

特 集

法規制
関連法令

日

環境基準
要素

試料ガス
採種方法

欧

州（EU)

中

国

1968年
1964年
1993年

大気汚染防止法
電気事業法
環境基本法

1996年
2000年
2001年

大気質枠組指令
廃棄物焼却指令
大規模焼却施設指令

1997年
1997年

大気汚染物の総合排出基準
業種別排出基準施行

1996年改正

計量法
JIS

2004年
2002年

欧州基準 EN14181
EN14956

2002年

中国環境保護関連標準
（HJ/T 76-2001）
固定汚染源排出ガスの連続
監視システムの技術要求と測
定方法

測定器の
認証

認証機関

本

JQA（日本品質機構）

TÜV（ドイツ）
MCERTS（イギリス） など

〈測定成分〉
SO2

〈測定成分〉
SO2

〈レンジ〉
0 50 ppm〜

NOX

0 50 ppm〜

CO
CO2
O2

0 50 ppm〜
0 20%〜
0 25%

〈レンジ〉
0 50 ppm〜

〈測定方式〉
赤外線式，
紫外線式
NOx
0 50 ppm〜 赤外線式，
化学発光式
CO
0 50 ppm〜 赤外線式
赤外線式
CO2
0 20%〜
磁気式，
0 25%
O2
ジルコニア式
光透過式，
ばいじん
0 100
静電容量式
mg/Nm3〜
イオン電極式，
0 50
塩化水素HCl
3
赤外線式
mg/Nm 〜
™業種により測定成分，濃度の違いあり
直接採取方式，直接挿入式

ばいじん

環境省
〈測定方式〉
赤外線式，
紫外線式
赤外線式，
化学発光式
赤外線式
赤外線式
磁気式，
ジルコニア式
光透過式，
静電容量式
赤外線式

0 100
mg/Nm3〜
0 50
塩化水素HCl
mg/Nm3〜
™業種により測定成分，濃度の違いあり
直接採取方式，直接挿入式

図

〈測定成分〉 〈レンジ〉
〈測定方式〉
SO2
0 500 ppm〜 赤外線式，
紫外線式
NOX
0 500 ppm〜 赤外線式，
化学発光式
磁気式，
O2
0 25%
ジルコニア式，
ガルバニ式
光透過式，
ばいじん
0 1,000
静電容量式
mg/Nm3
赤外線式
塩化水素HCl 0 1,000
mg/Nm3
™業種により測定成分，濃度の違いあり
直接採取方式，希釈方式，直接挿入式

連続排ガス監視システムの例

現状の連続排ガス監視システム
DCS
現地実測データ 例
ダスト量：
403 mg/m3
NOx ：
1,371 mg/m3
（669ｐｐｍ）
SO2 ：
1,030 mg/m3
（360ｐｐｍ）
HCl：250ｐｐｍ
O2 ：7.54％
流速：10.9 m/s
温度：130 ℃
総排出量：
12.3 万 m3/h

á 窒 素 酸 化 物}NOx~
h 二 酸 化 硫 黄}SO2~
h酸素

図

}O2~
h塩化水素}HCl~Ĉ測定Ïā連続排ĕĢ監視ĠĢį
ŉä例Ĉ示Ïg煙突áåh排ĕĢĈ測定ÏāĕĢ採取器h
ĩĢı計h圧力計h温度計h流量計}Ľıs管＋差圧計~
Â設置ËĂÜºāg排ĕĢåhĕĢ採取器ä1次ľČŔĨ
ÝĩĢıĈ除去後hĞŜŀœŜę機器ÝĩĢıh水分Ĉ除
塩化水素測定åh測定方式Â異àāÕ÷独立ÍÕ専用ä分

現場盤

ダスト計
温度計
圧力計

変換器，
DC 電源，
ブレーカ

監督官庁
市・環境局へ
データ送信
（定周期）

ガス採取器

煙突
排ガス

去ÍÜ分析計á導入ËĂ各測定成分Ĉ連続的á測定Ïāg

微差圧発信器
ピトー管

サンプ
リング
機器

ガス
分析計
NOx
SO2
O2

サンプ
リング
機器

析計Ý測定Ïāg各測定値åhĜŜĽŎsĨôÕåhDCS
}Distributed Control System~á送ÿĂh温度h圧力補正

無停電
電源

ÞİsĨä収納h帳票化Ĉ行º監督官庁á測定値Þ機器ä

パネル
コンピュータ

公衆無線

AI DIO

ガス
分析計
HCl

状態Ĉ定期的á伝送ÍÜºāg供給電源áåh無停電電源

モデム

空調のある部屋

Ĉ使用ÏāÉÞø¸āg連続排ĕĢ監視ĠĢįŉåh空調
ËĂÕ分析室ú分析ĸďĢ内á収納ËĂÜºāg連続排ĕ
Ģ監視ĠĢįŉĈ長期間安定運転ËÑāÕ÷á必要à課題

ø取扱ºä難ÍËáÚàÂÙÜºāg

åh次äÞÀĀÝ¸āg

⑶

⑴

ĞŜŀœŜę機器ä安定性

分析計ä定期的à校正
分析計åh精度Ĉ維持ÏāÕ÷á測定成分ÊÞáıŕs

ĞŜŀœŜę式ä分析計ÝåhŀŒŜıá合致ÍÕ試料

ĞļœįČä¸ā標準ĕĢÝ定期的à校正Â必要áàāg

ĕĢä前処理Â必須Ý¸ĀhĞŜŀœŜę機器ä安定性å

校正周期å1週間Áÿ1Á月á一度Ý¸āg電磁弁Ĉ組õ合

重要Ý¸āg特á石炭Ĉ主燃料ÞÏā中国ä燃焼排ĕĢÝ

ąÑÕĠsĚŜĢáþĀ自動校正ø可能Ý¸āÂh配管

åh配管äÚôĀú汚Ăä原因Þàā硫酸ňĢıhĩĢı

ä異常úŅŜłÂ空áàÙÕ時ä対応á不安Â¸Ā人的

ä除去á注意Â必要áàāg

ĪĐĬĘå欠ÁÑàºgôÕh定期的à標準ĕĢä準備å

⑵

大ÃàĜĢıÝ¸āg

分析計ä取扱º
測定値異常äıŒĿŔĈ解決Ïāáå専門知識Ĉ必要Þ

ÏāÕ÷hıŒĿŔ解決ĢĖŔĈ持ÙÕ連続排ĕĢ監視Ġ

⑷

電力消費
試料ĕĢĈ分析装置ôÝ導入ÏāĕĢ採取器ú配管åh

ĢįŉŊsĔsäĞsļĢŇŜä確保h育成Â必要áàāg

結露áþā測定成分ä溶解損失ä削減úh金属部分ä腐食

分析計Ýå測定成分áþĀ測定方式}表

防止äÕ÷á100 ℃以上á加熱ËĂÜºāgĞŜŀœŜę
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ÜĞŜŀœŜę機器Ĉ完全á不要áÏāÉÞåÝÃÜºà

体ä50 %以上áàāgčēŜ電極式ä塩化水素}HCl~計

ºÂh塩化水素測定áå直接挿入ŕsğ方式分析計Ĉ採用

Ĉ含öNOxhSO2hCOhO2ä連続排ĕĢ監視ĠĢįŉåh

ÍÕg直接挿入ŕsğ方式áþā課題解決ä効果å大Ãºg

加熱導管Â各分析計á必要ÞàāÕ÷á消費電力ä合計åh
4,000 VAĈ超¾āgôÕh設置周囲温度条件Ĉ超¾ā環境

.

á設置Ïā場合åh空調ËĂÕ分析用ĸďĢôÕå室内á

⑴

設置ËĂāÉÞÂ多Åh連続排ĕĢ監視ĠĢįŉÞÍÜä
消費電力å大ÃÅàāg

測定方式

ŕsğ式
ŕsğ式ĕĢ分析計ä測定原理Ĉ図

以上ä課題ĈôÞ÷āÞh硫酸ňĢıúĩĢıá強º影

áh設置概略図Ĉ

á示Ïg測定ĕĢáþā赤外ä吸収強度Þ濃度ä関係

図

åh従来ä赤外線ĕĢ分析計Þ同Îþ¼á式⑴äŒŜł

響Ĉ受ÇàºÝh分析計ä取扱ºÂ簡単ÝÍÁø維持ĜĢ

ŔıjłsŔä法則Ý表ÑāÂh濃度ä検出方法å異àāg

ıä少àÅ安定ÍÜ連続測定ÝÃā計測ĠĢįŉÂ望ôĂ

光源Ý¸ā赤外半導体ŕsğä発振波長Ĉ一定周期Ý変

Üºāg

調Íh測定ĕĢ成分ä吸収ĢŃĘıŔ付近ĈĢĖŌŜÏāg
Éä時hĕĢ濃度á応ÎÜ試料ĕĢĈ透過ÍÕŕsğ光å
吸収ËĂh受光部îä透過光量Â減衰ÏāgÉä透過光量

富士電機の提案する環境計測システム

Ĉ受光部äľĒıĩčēsĲÝ検出Íh変調信号ä2倍周
⑶⑷

排ĕĢĈ監視Ïā環境計測ĠĢįŉä核Ý¸ā図

ä7

波数Ĉ同期検波áþĀ検出ÏāÉÞÝĕĢ濃度Ĉ測定Ïāg

成分同時測定ĕĢ分析装置ZSU-7áÚºÜ記述Ïāg

赤外線吸収ä強ËÞ濃度ä関係åŒŜłŔıjłsŔä
法則á従ºh式⑴Ý表Ñāg

.

環境計測システム

I＝I0e−kCL xxxxxxxxxxxxxxxxxx⑴

ZSU-7åh前述ä課題Ĉ解決ÏāÕ÷áhĞŜŀœŜę
式áþĀNOxhSO2hCOhCO2ä4成分Ĉ赤外線式ÝhO2

I k透過赤外光ä強Ë

ĈġŔĜĴċ式Ý測定ÏāgôÕhHClåĞŜŀœŜę機

I0k発光赤外光ä強Ë

器ä不要à直接挿入ŕsğ方式ÝhĩĢıå静電誘導式Ý

k k吸収係数

⑵

測定Ïā一体型分析装置Ý¸āgÏïÜä測定成分áÚº

Ck測定成分濃度
L k測定ĤŔä長Ë

図

7 成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」の外観

⑵

赤外線式

図

赤外線式ĕĢ分析計åh実績ä¸ā非分散型赤外線式ä

ダスト計
変換器

インタ
フェース部

図

赤外線
ガス分析計

á赤外線ĕĢ分析計ä構成図Ĉ示Ïg

レーザ式ガス分析計の設置概略図

レーザ式
ガス分析計

前処理部

発光部

校正ガス

エアパージ

ジルコニア
酸素計

正面

0.5〜10 m
煙道

エアパージ

受光部

制御部

レーザ光

裏面

電源

図

レーザ式ガス分析計の測定原理
発振波長

図

赤外線式ガス分析計の構成図

吸収特性
モータ

分配セル
（兼干渉フィルタ）

基準セル

マスフローセンサ

トリマー

受光信号

検出器

P

2 周期

P−ΔP

1 周期

干渉補償検出器

回転
セクタ

波長変調幅

レーザの駆動

波長∝ 電流

赤外線光源
（単光源）

試料ガス
入口

試料セル

試料ガス
出口
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ĞŜŀœŜę式ä塩化水素計äĕĢ採取器åhŕsğ式

複光束式Ĉ採用ÍÜºāg赤外線光源Áÿ発ÑÿĂÕ光å
分配ĤŔÝ2分ËĂh赤外線吸収äàº不活性ĕĢĈ封入

分析計Þñò同位置á設置ËĂÜºāg

Ăāg赤外線Â入射ÏāÞh試料ĤŔÝåĕĢ濃度á応Î

分ÁāgÉä期間ä手分析値åh平均0.5 ppmHClÝŕs

Õ赤外線Â吸収ËĂāg

ğ式分析計Þä相関Â得ÿĂÕgĥŖ点変動åh半月間ä

検出器áå基準ĤŔh試料ĤŔĈ透過ÍÜÃÕ赤外線Ĉ

変動Â0.5 %ľŔĢĚsŔ以下Þ安定性ø良ºg

受光ÏāÕ÷ä二Úä検出槽Â¸āg検出槽áå測定成分

消費電力åhĞŜŀœŜę式塩化水素計Ĉ組õ合ąÑÕ

Þ同ÎĕĢÂ封入ËĂÜÀĀh吸収ä差áþĀ二Úä槽

排ĕĢ連続監視ĠĢįŉá比ïÜ2,000 VA以上ä削減Â可

áåh光量á比例ÍÕ圧力差Â生Îāg検出槽ä圧力差

能ÞàÙÕg

Ǽ PÞ相関Â¸āŇĢľŖsĤŜĞä抵抗変化Ǽ RÁÿ測
.

定ĕĢ濃度Cå式⑵Ý表Ñāg
-kCL

ࠈǼ R∝Ǽ P∝I0−I＝I}1−e
0

直接挿入レーザ方式ガス分析計の特長

直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計ä特長Ĉ表

~
≒kCL xxxxxx⑵

á示Ïg

直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計åhĞŜŀœŜę機器Â
àÅĺsġĕĢä管理äõÝ良ºh6Á月¸ÕĀ＋
−2 %ľŔ

.

実施例

ĢĚsŔä長期安定性áþĀ分析計ä保守h校正頻度Â少

ŕsğ式ĕĢ分析計Þ赤外線ĕĢ分析計Ĉ組õ合ąÑÕ

àºg加熱式äĞŜŀœŜę導管Â不要àÕ÷ĞŜŀœŜ

連続自動測定ĠĢįŉáÚºÜh東京都内某所ä一般廃棄

ę式ä分析計á比ïÜ40 %以上省電力Ý¸āgĞŜŀœŜ

物焼却施設Ý半年間ľČsŔĲįĢıĈ行ÙÕ事例Ĉ紹介

ę式čēŜ電極式ä塩化水素計Þ比較ÏāÞh保守á関Ï

Ïāg

āŒčľĞčĘŔĜĢıĈ半分以下á低減ÝÃāg

áĞŜŀœŜę式ä塩化水素計Þŕsğ式ĕĢ分析

図

計ä測定値ä相関Ĉ示Ïg
図

将来に向けた取組み
直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計åhÏïÜä規制物質á

サンプリング式塩化水素計とレーザ式分析計の相関

対ÍÜ測定Â可能ÞàĂæh前述ä一連ä課題Ĉ一挙á解
2

7

1.8

6

1.6
1.4

5

サンプリング

1.2

4

1
3

0.8

レーザ

0.6

2

0.4
1

0.2
0
12:00

サンプリング式分析計（ppm）

レーザガス分析計（ppm）
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出力ıŕŜĲĈ見āÞ連動ÍÜ相関関係Â¸āäÂþÅ

ÍÜºā基準ĤŔÞ試料ĕĢÂ流Ăā試料ĤŔ内á照射Ë

0
16:00

20:00
時

0:00

4:00

8:00

決ÝÃāÞ確信ĈÍÜºāg現状ä直接挿入ŕsğ方式ĕ
Ģ分析計åh光源ÞÍÜ使用ÝÃā半導体ŕsğå近赤
外波長帯}700〜2,000 nm~ä範囲ÖÇÂ製造可能àäÝh
検出成分Þ計測感度hÓÍÜ同時á検出可能à成分数Â限
定ËĂÜºāg大気環境Ĉ監視Ïā上ÝNOhNO2hSO2åh
吸収波長Â中赤外波長帯}4,000〜8,000 nm~á¸āÕ÷困
難Ýh任意ä複数成分Ĉ同時計測ÂÝÃàºÞº¼課題Â
¸āg

刻

富士電機åh浜松ńıĴĘĢ株式会社Þä共同研究Ĉ通

表

直接挿入レーザ方式ガス分析計の特長
項

目

試料ガス探取方法
前処理
サンプリング機器

赤外線ガス分析計
イオン電極式

直接挿入レーザ方式
ガス分析計

直接挿入レーザ方式
ガス分析計の特長

サンプリング式

直接挿入式

シンプルな測定系

パージガス以外不要

ライフサイクルコストの低減
消費電力低減

必

須

測定ガス

NO，NO2，SO2，HCl，
NH3，CO，CO2，CH4…

HCl，NH3，CO，CO2，O2，
CH4，H2O
（ NO，NO2，SO2 ）※1

NH3，HClなど水溶性，吸着性のあるガスが損失なく測定できる

応答速度

２〜４分（導管含まず）

１〜５秒

プラント制御に適用できる
各測定成分の応答ずれなし

耐ダスト

最大0.5 g/Nm3

最大30 g/Nm3･m

燃焼管理，脱硝設備管理に前処理なしで適用できる

保守性

年間で12 〜 24回

年間で１〜２回

ライフサイクルコストの低減
保守部品少ない

校

年間で53回（毎週）

年間で１〜２回

ライフサイクルコストの低減

測定成分，濃度により対策

少ない

正

他ガスの干渉
安定性

１週間で±2％フルスケール

※1：開発取組み中のガス
※2：フルスケール：測定範囲（レンジ）
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ほとんどない
※2

6か月で±2％フルスケール

ゼロ点の安定性良い
ライフサイクルコストの低減
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量子カスケードレーザ光源の外観
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Îh中赤外波長帯}波長4,000〜8,000 nm~Ý発光可能à量

中村

子ĔĢĚsĲŕsğĈ用ºhNOhNO2hSO2検出á向ÇÜ

水質計ä設計開発ÀþéĕĢ分析計ä開発á従事g

ä開発á取Ā組ĉÝºāg開発ÍÕ波長7,300 nmÝ発光Íh

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐ

SO2Ĉ検出可能à量子ĔĢĚsĲŕsğ光源ä外観Ĉ図

ĶsġŌsg大気環境学会会員g

裕介

Ŝ事業本部計測機器ĤŜĨs電子j環境機器部Ň

á示ÏgSO2検出åhÏÝá従来äĞŜŀœŜę式ĕĢ分
析計Þ同等ä感度Ĉ確認ÍÜÀĀh実用段階áàÙÜÃÜ
ºāg

金井

秀夫

油膜ĤŜĞh水質安全ŋĴĨàßä水質系ä設計

あとがき

開発Ĉ経ÜĕĢ分析計ä開発á従事g現在h富士
電機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本
部計測機器ĤŜĨs電子j環境機器部主任g計測

本稿Ý紹介ÍÕÞÀĀh直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計

自動制御学会会員g

åh省電力Ý¸āÖÇÝàÅh従来äĞŜŀœŜę式ĕĢ
分析計áåàº高速応答性ú保守部品Â少àº良好à保守

平山

紀友

性Ĉ生ÁÍÜh適用範囲Â拡大ÍÜºÅÞ考¾ÿĂāg環

工業用計測機器h光応用機器ä研究開発á従事g

境保全ä意識Â世界中Ý高ôā中h測定成分ä追加Þ多成

現在h富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会

分化å必須Ý¸Āh今後開発áôº進Íh富士電機äēs

社生産技術ĤŜĨs機器技術研究所ęŔsŀŇ
ĶsġŌsgISA 学会会員g

ıŊsĠŐŜ技術Ĉ活用ÍÕ環境技術Ý社会á貢献ÍÜº
Å所存Ý¸āg

（ 53 ）

特 集

森正樹. 試料吸引方式分析計äJIS化ä経緯ÞÓä内容. 計
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オートメーションを支えるインテリジェントフィールド
機器
0U[LSSPNLU[-PLSK+L]PJLZMVY+L]LSVWTLU[VM(\[VTH[PVU:`Z[LTZ

光記4P[Z\UVYP-\R\a\TP

福住

小高

秀之/PKL`\RP6KHRH

中川

昌文4HZHM\TP5HRHNH^H

富士電機å{現場ä見¾ā化|áþĀh現場情報Ĉ経営ŕłŔä計画j管理処理á反映ËÑÜh経営課題解決äÕ÷ä
ēsıŊsĠŐŜĠĢįŉĈ提供ÍÜºāg
{現場ä見¾ā化|
äÕ÷äĖsĜŜņsĶŜıÝ¸āčŜįœġĐŜıľČs
ŔĲ機器åhĶĬıŘsĘ技術h計測j制御技術h電子化技術h組込õĦľıďĐċ技術hĤsľįČ技術Àþé小型化j
省電力化技術àßÁÿ構成ËĂÜºāgĢŇsıđĶŔėsúĤsľįČčŜĩĢıœhęœsŜĦĠēàßä分野Ýh
čŜįœġĐŜıľČsŔĲ機器Ĉ用ºÕēsıŊsĠŐŜĠĢįŉĈ実現ÍÜºāg
Fuji Electric provides the solution for management problems on planning and control of automation systems with On-site visualization
of ﬁeld information. Intelligent ﬁeld devices with Key function such as On-site visualization are consisted of technologies of every kind. These
technologies are network, measurement and control, electronic and embedded software, safety and down-sizing and power-saving. Fuji Electric
realizes Automation systems with intelligent ﬁeld devices in the ﬁelds of smart energy, safety industries and green-socio.

まえがき

Avilability, Serviceability~情報Ĉ持×hĶĬıŘsĘá
þĀ上位ä装置Þ連携ÏāÉÞÝĠĢįŉä制御性能j操

ēsıŊsĠŐŜĠĢįŉĈ構成ÏāĤŜĞhċĘĪŎ

作性j保守性向上Ĉ図ÙÜÃÕg計測j制御機能ä点Ýåh

đsĨhI/O 機器àßľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı

ēsıĪŎsĴŜęúľĊġč制御機能Ĉ実装Ïāàßä

化Â進ĉÝºāg目的å機器単体ÖÇÝàÅĠĢįŉ全体

進化Ĉ図ÙÜÃÕgËÿàā技術革新áþā CPU ä性能

ä信頼性h安全性h保守性Ĉ向上ÏāÉÞh複雑化j多様

向上úŊŋœä大容量化hĶĬıŘsĘä高速j高機能化

化ÏāĠĢįŉá容易à方法Ý柔軟á対応ÏāÉÞÀþé

åhľČsŔĲ機器äºÙÓ¼ä高性能化j高機能化Ĉ実

ĠĢįŉä総保有ĜĢı}TCO~Ĉ低減ÏāÉÞÝ¸āg

現ÍÜčŜįœġĐŜı化Ĉ加速ÍÜºāg

ľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化åhĶĬıŘsĘ

例¾æh従来上位ĜŜıŖsŒÂ実行ÍÜÃÕ制御機能

技術h計測j制御技術h電子化技術h組込õĦľıďĐċ

ĈľČsŔĲ機器á取Ā込õhĶĬıŘsĘĈ介ÍÜ機器

技術hĤsľįČ技術hÀþé小型化j省電力化技術á

間Ý協調制御Ïā構成ÞÏāÉÞÝhĠĢįŉä簡素化Þ

þĀ実現ËĂāøäÝ¸ĀhÉĂÿä技術革新ÞÞøá

Þøá障害発生時ä影響ä局所化h試験j調整ä効率化Ĉ

進展ÍÜÃÕg富士電機ÝåhÉĂÿ幅広º技術áþĀh

図ÙÜºāgôÕhþĀ高度à自己診断機能ú動作履歴情

ľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化Ĉ図āÉÞÝ{現場

報ÀþéıŕŜĲ情報Ĉ蓄積ÍhœċŔĨčŉá解析Ïā

ä見¾ā化|Ĉ実現Íh現場ä情報Ĉ経営ŕłŔä計画j

異常予知機能áþĀh信頼性j保守性ä向上Ĉ図ÙÜºāg

管理処理á反映Íh経営課題Ĉ解決ÏāēsıŊsĠŐŜ

富士電機ÝåhēsıŊsĠŐŜĠĢįŉĈ構成Ïāh

ĠĢįŉá取Ā組ĉÝºāg本稿ÝåhčŜįœġĐŜı

計測機器účŜĹsĨàßä各種機器áÀºÜÉäþ¼à

ľČsŔĲ機器ä技術的取組õÞÞøá商品事例Ĉ紹介Ï

čŜįœġĐŜı化Ĉ進÷Üºāg

āg
.

技術動向と富士電機の取組み

インテリジェント化技術

ľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化Àþé実現技術ä
動向Ĉ図

.

フィールド機器の進化

ľČsŔĲ機器ÞÍÜ代表的à計測機器ä変遷Ĉ見āÞh

⑴

á示Ïg

ĶĬıŘsĘ技術
ĶĬıŘsĘ技術åēsıŊsĠŐŜĠĢįŉáÀºÜ

初期äċĳŖę式現場型計測j操作表示機器Áÿ始ôĀh

最ø重要à技術ä一ÚÝ¸ĀhĶĬıŘsĘ技術ä変化á

İġĨŔ技術hĶĬıŘsĘ技術ä進展áþĀ現場Ýä計

þĀĠĢįŉä構成方法ø大ÃÅ変ąÙÜÃÜºāgÏà

測値Ĉ電流信号}DC4 v 20 mA~ôÕåİġĨŔ値á変

ą×hľČsŔĲ機器Þ上位äĜŜıŖsŒú監視装置Ĉ

換Íh監視操作室ä DCS}Distributed Control System~

接続ÏāľČsŔĲŕłŔäĶĬıŘsĘáÀºÜh一般

àß上位ĠĢįŉá取Ā込öÉÞáþā集中監視j制御

的àĞčĘœĬĘ通信機能á加¾ÜhľČsŔĲ機器Áÿ

方式á進化ÍÜÃÕgôÕh計測値j操作値以外á機器

äčłŜıúċŒsŉ情報ä自動発報Ĉ可能ÞÏāčłŜ

ä動作設定äÕ÷äĺŒŊsĨ情報ú RAS}Reliability,

ı通信機能úhĶĬıŘsĘ上ä機器間ä同期Àþé協調

（ 54 ）
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フィールド機器のインテリジェント化技術動向

各種機器åŀŒĬıľĒsŉĈ基á V ŋİŔÞ呼æĂā
設計手法á基ÛÃ開発Ïā取組õĈ行ÙÜºāg

初期

ネットワーク
技術

２００５〜

高機能化
自己診断
制御データ
オン- オフ信号 （予防保全） 調整レス，
（事後保全） プラグアンドプレイ
圧力 / 流量
（4〜20 mA）
機器・設備診断

知能化・複合化
制御ファンクション
の取込み
セーフティ対応
機器・設備診断
（予知保全）
解析機能の取込み

（予知保全）
自己診断（詳細）
トレンドデータ蓄積
動作トレースデータ
制御データ授受
機器パラメータ通知
RAS 情報通知

イベント・
アラーム発報
透過通信機能
無線化

分散化 / 自律化
機器プロファイルに
よる通信
機器間同期化
ネットワーク統合
（シームレス接続）

開発手法の高度化
プラットフォーム化
HW 設計標準
組込みソフト
設計標準

高信頼化
技術

ファジイ制御
PID オート
チューニング

制御技術

ディペンダブル
設計
セーフティ対応
国際規格準拠
機能安全

インテリジェント
アラーム
PID 最適調整
モデル予測制御

⑶

ĤŜĠŜę技術

従来äĤŜĠŜęä対象åh速度j流量j温度àß制御
量Â主Ý¸ÙÕÂh新Õá機器úĠĢįŉä安全性h保全
性ä向上ú省đĶŔės}省đĶ~àßäĴsģÂ強Å
àÙÜÃÜÀĀhēsıŊsĠŐŜĠĢįŉáÀÇāĤŜ
ĠŜęä対象ø変ąÙÜÃÜºāg
富士電機ÝåÉĂÿäĴsģîä対応ÞÍÜh振動Ĥ
ŜĞĈ用ºÕ回転機ä余寿命診断úh環境ĤŜĞ}温度h
湿度h照度hĕĢàß~Ĉ用ºÕ省đĶú安全ä実現Ĉ
図ÙÜºāgÉäþ¼àĴsģåºÙÓ¼強ÅàÙÜÀĀ
ľČsŔĲ機器ä機能ä一ÚÞÍÜ付加ÍÜºÅÉÞÂ有
効Ý¸āg
⑷

小型化h省電力化技術
ľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化á伴ºhŊŋœ容

センシング
技術

小型化・
省電力
技術

制御対象

予知保全
振動・加速度センサ

微細加工技術
単機能 MEMS

環境負荷計測

量ú電源容量àßÂ増大Ïā傾向á¸Āh小型化h省電力
化å必須ä課題Ý¸āg

高集積 MEMS
MEMS/ 半導体
一体化技術
MEMS/MEMS
結合化技術

革新的 MEMS
界面制御技術
エネルギー
ハーベスティング
（Power MEMS）

富士電機Ýåh小型化h省電力化îä対応ä核Þàā技
術ÞÍÜ MEMS ä適用Ĉ進÷Üºāg従来ä MEMS 技
術á加¾ÜhCMOS 技術Ĉ融合ÍhËÿàā小型化ä実

システム化
技術

機器単体支援

ネットワーク経由支援
（個別対応）

機器・ネットワーク非依存
機器の一括管理
FDT/DTM

現Ĉ目指ÏÞÞøáhđĶŔėsĸsłĢįČŜę技術Ĉ
使ÙÕ自己給電方式äĤŜĞä研究Ĉ行ÙÜh省đĶàÿ
éá電源ŕĢh配線ŕĢáþā小型化ä実現á取Ā組ĉÝ
ºāg
⑸

制御Ĉ可能ÞÏā同期通信機能Ĉ持Úþ¼áàÙÜÃÜº
āg

ĠĢįŉ化技術
機器単独ÖÇÝàÅ他ä機器ÀþéĜŜıŖsŒú情

報系ĞsĹàßÞ組õ合ąÑÜĠĢįŉ化ÏāÉÞÝh

ôÕh省配線化ú配線ä難Íº場所ú移動体áø機器Ĉ

ľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化ä効果Â生ôĂāg

設置ÍÕºÞº¼強º要求á応¾āÕ÷hľČsŔĲ機器

重要àĠĢįŉ化技術ä一ÚÞÍÜhIEC Ý標準化Â進÷

ä無線化対応ø進ĉÝºāg富士電機ÝåÉĂÿä通信機

ÿĂÜºā FDT /DTM}Field Device Tool/Device Type

能Àþé無線ĶĬıŘsĘ対応ÝhľČsŔĲ機器äčŜ

Manager~技術Â¸āgFDT/DTM Ýåh機器ÊÞá異

įœġĐŜı化Ĉ実現ÍÜºāg

àā実装機能ÀþéİsĨ配列àßĈ定義ÍhÓĂÿä情

⑶

ËÿáhĶĬıŘsĘÂľČsŔĲj制御j情報ŕłŔ

報Ĉ他ä機器j装置ÂŀœŜĨäĲŒčĹĦľıäþ¼à

á階層化ËĂÜºāĠĢįŉá透過通信機能Ĉ適用ÏāÞh

形Ý認識ÏāÉÞáþĀh相互áċĘĤĢÏāÉÞĈ可

階層ĈôÕÂÙÕ通信Â容易á行¾āg富士電機Ýåh透

能ÞÍÜºāgÉäÉÞáþĀhFDT/DTM ÝåĶĬı

過通信機能Ĉ用ºh上位ä情報系ĞsĹÁÿ下位äĜŜı

ŘsĘä違ºú機器ä違ºĈ意識ÍàºÝĠĢįŉ化Ïā

ŖsŒhËÿá下位á接続ËĂāľČsŔĲ機器ĈhĶĬ

ÉÞÂÝÃāg

ıŘsĘä違ºĈ意識ÏāÉÞàÅċĘĤĢÝÃāĠsŉ

富士電機åh自社ä機器ÖÇÝàÅĠĢįŉá接続ËĂ

ŕĢàĠĢįŉä実現á向Ç取組õĈ進÷Üºāg

Õ全ÜÏïÜäľČsŔĲ機器Ĉ統一的á管理ÍÜºÅÉ

⑵

ÞĈ狙ºÞÍhľČsŔĲ機器àÿéáĜŜıŖsŒîä

高信頼化jĤsľįČ技術
機器ÀþéĠĢįŉä信頼性h安全性Ĉ高÷āÉÞÂ

適用Ĉ進÷Üºāg

ºÙÓ¼重要ÞàÙÜÃÜºāg一方hľČsŔĲ機器ä
čŜįœġĐŜı化Â進öá伴ºh内部ä組込õĦľı

インテリジェントフィールド機器の事例

ďĐċå増大Íh処理実行ä仕組õø複雑áàÙÜÃÜº
āg
ÉäÕ÷h富士電機Ýå従来取Ā組ĉÝÃÕ高信頼化方

図

áēsıŊsĠŐŜĠĢįŉä構成例Ĉ示ÏgčŜ

įœġĐŜıľČsŔĲ機器å同図ä最下層ÞÓä上ä監

式Àþé設計手法á加¾国際標準規格}IEC 61508 àß~

視j制御ä階層á位置Ïāg各機器áþÙÜ収集ËĂÕ

Ý規定ËĂÜºā安全ä考¾方ú設計手法ä適用Ĉ進÷Ü

{現場ä見¾ā化|情報åhľČsŔĲĜĶĘĨÞ接続Ï

ºāgôÕhĸsĲďĐċhĦľıďĐċÞøáh機器á

āÉÞÝhþĀ広域à見¾ā化Ĉ実現ÏāÉÞÂÝÃāg

⑷

依存Íàº共通部分ĈŀŒĬıľĒsŉÞÍÜ標準化Íh
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特 集

フィールド機器
インテリ
ジェント化

１９７５〜

富士時報

図

Vol.82 No.5 2009

オートメーションを支えるインテリジェントフィールド機器

オートメーションシステム構成例

︵経営︶管理

特 集

エネルギー分野

産業分野

社会・環境分野

【スマートエネルギー】

【セーフティインダストリ】

【グリーンソシオ】

電力・ガス監視制御

安全 / 安定操業

グリーン IT

グリッド運用最適化

生産統合管理

一次産業 IT 化，農業 IT 化

メータリング / 品質

省エネルギー

物流最適化

分散型エネルギー

計画・実行

監視

情報系サーバ

情報系サーバ

上位〜下位統合支援

監視・制御

フィールド
ネットワーク機器

コントローラ

階層間コンフィギュレーション
（ＦＤＴ/ＤＴＭ）

情報処理機能

透過通信

シームレス接続

エンジニアリング

ネットワーク統合
セーフティ

LD

インテリジェント化
フィールド

高度自己診断
異常予知
セーフティ

FVR-E9S

センサ系：無線

リモート監視
モジュール

LD：リンキングデバイス

自律分散制御

インテリジェントフィールド機器

図

ネットワーク，無線化
プラグアンドプレイ

省電力，小型化

計測機器の FDT/DTM システム構成

例áhľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化áÚºÜ紹
エンジニアリング
コンフィグレーション
パラメータ設定
スタートアップ

機器管理
機器診断
校正
保守・保全

介ÏāgFCX ĠœsģåhēsŀŜĶĬıŘsĘ規格Ý
監視
運転
アラームレポート
監視

¸ ā HARThFoundation FieldbushProﬁbus à ß á 対
応ÍÜºāgôÕhčŜįœġĐŜı化îä取組õÞÍ
⑴⑵

Ü国際標準化}IEC~Â進÷ÿĂÜºāİĹčĢ管理č
ŜĨľĐsĢhFDT/DTM 機能Ĉ実装ÍÜºāgFDT/
DTM å通信仕様úŊsĔsä違ºá左右ËĂàºēsŀ
ŜàİĹčĢ管理Ĉ実現Ïā規格Ý¸ĀhHMI}Human
Ethernet

Machine Interface~ĈÚÁËßā FDT Þ機器固有äĲŒ
čĹÝ¸ā DTM ÁÿàāgFCX Ġœsģ用ä DTM åh
各İĹčĢäĺŒŊsĨ設定jŕŜġ設定àßäĜŜľČ
予定

ęŕsĠŐŜ機能äñÁáh予防保全Ĉ目的ÞÍÕ自己診
断機能h設備保全äÕ÷ä調整履歴h故障解析用ä温度履
歴h誤操作防止用ä書込õŖĬĘ機能h入出力äœĴċŒ
čģ補正àßä機能Ĉ実装ÍÜºāgĺĦĜŜàßä上位

流量計

ĠĢįŉä FDT Áÿåh測定値äıŕŜĲ表示ú運転監
フィールド機器

分析計

視hċŒsŉŕņsıàßä機能ø提供ËĂhľČsŔĲ
機器ä稼動状況ĈœċŔĨčŉÝ確認ÏāÞÞøáh設備
管理ÞÍÜ機器診断j定期校正j保守j予防保全Ĉ行¼É
ÞÂÝÃāg
開発ÍÕ FDT/DTM åh昨年開催ËĂÕ FDT ęŔs

.

計測機器の FDT/DTM 対応

FCX Ġœsģ圧力j差圧発信器ä FDT/DTM 対応Ĉ

（ 56 ）
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サーバ

特 集

リモート監視
システム

Web
ブラウザ

Web
ブラウザ

ローカル
監視システム

情報収集
サーバ

Web
サーバ

インターネット

コントローラ

外付型
モジュール

内蔵型
モジュール

情報系ネットワーク

導入後

制御系ネットワーク

各種フィールド機器

ĠĢįŉ構成例Ĉ示Ïg
.

各種フィールド機器

リモート監視モジュールの機能
データ収集
異常通知
Web サーバ

図

メール発信

C 言語オブジェクト組込み形式

リモート監視モジュール

支援ツール

ľČsŔĲá配置ËĂā既設ä装置h機器ä各種İsĨ

ダウンロード

Ĉ上位á上ÈāÕ÷áåh中間層ÞÍÜ情報収集ĞsĹú

コントローラ
プログラム

Web ĞsĹĈ増設ÍÕĀhôÕ機器側á収集機能äĦľ
ıďĐċĈ追加改造ÏāàßÂ必要áàāgÓä解決äÕ

Ｃ言語
FB

Ｃ言語
タスク

メッセージ
処理

プログラム管理

÷áľČsŔĲ機器á容易á実装ÝÃhčŜįœġĐŜı

SX プラットフォーム

機能Ĉ実現ÝÃāœŋsı監視ŋġŎsŔĈ開発ÍÕ}図

汎用 OS

~
g

PLC 基本
システム

汎用マイコン

本ŋġŎsŔáåh対象機器ä各種İsĨĈ収集Ïā機
能hċŒsŉä自動発報機能h収集ÍÕİsĨĈ階層型á
Ĩę名ÝċĘĤĢ可能à時系列İsĨłsĢ}ıŕŜĲh
ċŒsŉhRAS àß~ÞÍÜ作成Ïā機能àßäčŜį

.

コントローラの高度化

œġĐŜı機能Â標準装備ËĂÜÀĀh利用者å定義設定

ľČsŔĲ機器äčŜįœġĐŜı化åhĜŜıŖsŒ

äõÝ容易à方法Ýh接続ÍÕº機種îä対応Â可能áà

ä機能áø変化ĈøÕÿÍÜºāgÏàą×h従来äĜŜ

āg

ıŖsŒä主à役割Ý¸ÙÕ制御機能ä一部åľČsŔĲ

ôÕh業界標準ä通信ŀŖıĜŔÝ¸ā SOAP}Simple

機器á実装ËĂhĜŜıŖsŒåþĀ上位äĺĦĜŜú

Object Access Protocol~
hİsĨ形式å XML}Extensible

ĞsĹä機能Ý¸ÙÕİsĨ処理ú情報連携機能Ĉ持Úþ

Markup Language~àßäēsŀŜà技術Ĉ適用ÍÜº

¼áàÙÜÃÜºāg

āgĤĖŎœįČáÚºÜø十分à配慮Ĉ行ÙÜÀĀ ID

事例ÞÍÜhĜŜıŖsŒ ｢MICREX-SX Ġœsģ ｣ Ý

ÞĺĢŘsĲáþā認証機能áþā機器個別äċĘĤĢ権

取Ā組ĉÝºāİsĨ処理Ĉ主ÞÍÕ PC 系機能統合Þ

制御機能Ĉ実装Íh
čŜĨsĶĬı回線上å VPN}Virtual

ĶĬıŘsĘĈ介ÍÕ情報連携機能áÚºÜ紹介Ïāg

Private Network~Ĉ利用ÍÕ暗号化áþĀĤĖŎœįČ

⑴

C 言語ēĿġĐĘıä組込õ

Ĉ確保ÍÜºāgŋġŎsŔåh富士電機ä組込õĸsĲ

生産状況ä監視hıŕsĞļœįČİsĨä蓄積ú省đ

/ľĊsŉďĐċä共通ŀŒĬıľĒsŉĈ採用Íhœċ

Ķ監視制御ĠĢįŉàßä高度情報処理ä領域ÝåhC 言

ŔĨčŉ OS ä機能Ĉ活用ÍàÂÿh小型化j高信頼化Ĉ

語àßä高級言語Ý記述ÏāÉÞÂ有利àÕ÷hĜŜı

実現ÍÜºāg蓄積ËĂÕİsĨåh上位系Áÿä通信Ĝ

ŖsŒáĺĦĜŜĈ併用ÏāÉÞÂ多ÅàÙÜºāg新Ĝ

ŇŜĲáþā読出Í機能äñÁá e-Mail áþā通知機能

ŜıŖsŒSPH3000ÝåhÉĂÿ併用機ä機能Ĉ容易

Ĉ持ÙÜºāgËÿáåhŋġŎsŔáå Web ĞsĹ機

á統合ÝÃāþ¼áhC 言語ēĿġĐĘıä組込õĈ進÷

能Â実装ËĂÜÀĀhWeb ĿŒďğ搭載ĺĦĜŜĈ接続

ÜºāgÉĂáþĀh情報ú管理系機能ĈhĺĦĜŜÝå

ÏāÖÇÝ収集ÍÕİsĨä表示ú設定変更Â可能ÞàĀh

àÅľČsŔĲá適ÍÕ高信頼à監視j制御用ĜŜıŖs

現場Ýä監視ú保守作業Ĉ容易áÍÜºāg

ŒÝ行¼ÉÞÂÝÃāþ¼áàāg
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á示Ï C 言語ēĿġĐĘıä組込õåh従来äĸs

図

ĲďĐċjĦľıďĐċäŀŒĬıľĒsŉáhC 言語

あとがき

特 集

FB}Function Block~ôÕåĨĢĘĈ追加Ïā形式ÞÍ
ÜºāgÉĂáþĀh開発期間短縮h品質ä向上Ĉ図ÙÜ
ºāg
⑵

ĞņsıĭsŔÞ情報透過áþāĠsŉŕĢ化

MICREX-SX

富士電機äēsıŊsĠŐŜĠĢįŉäĜŜĤŀıåh
{現場ä見¾ā化|Ĉ図Ā現場情報Ĉ経営ŕłŔä計画j
管理処理á反映ËÑh経営課題Ĉ解決ÏāÉÞÝ¸āg

Ġ œ s ģ Ý åh Ĝ Ŝ ı Ŗ s Œ ŕ ł Ŕ

Ïàą×h現場情報Ĉ活用ÏāÉÞÝh全体最適ä視点

ä Ethernet ú FL-nethI/O ŕ ł Ŕ ä DeviceNET ú

Ýä生産性向上Ĉ図āÞÞøá信頼性j安全性Àþé保守

OPCN-1 àß多種äĶĬıŘsĘĈĞņsıÍÜºāg

性j保全性Ĉ高÷hËÿá省đĶŔėsä環境対応ä課題

ôÕh各種ľČsŔĲ機器ä接続ÀþéđŜġĴċœŜ

Ĉ解決ÏāÉÞÝ¸āgčŜįœġĐŜıľČsŔĲ機器

ęáø対応ÍÜºāgÉĂÿäĞņsıĭsŔå従来個別

åhÉĂÿä課題解決äÕ÷ä{現場ä見¾ā化|Ĉ実現

ä対応Ý¸ÙÕÂh現在ĭsŔä統合Ĉ図ÙÜºāgôÕh

ÏāøäÝ¸ĀhēsıŊsĠŐŜĠĢįŉáÀºÜøþ

ĶĬıŘsĘä情報透過技術Ĉ用ºÕĠsŉŕĢ化Ĉ進÷

ĀºÙÓ¼重要性Ĉ増ÏÞ考¾ÿĂāg富士電機åhÀ客

Üºāg今後 FDT/DTM ä適用Ĉ進÷ÜhĶĬıŘsĘ

ËôäĴsģä把握ÞÞøáhËÿàā技術開発ú商品開

úľČsŔĲ機器ä種類Ĉ問ąàºĠĢįŉ構築äĖsĜ

発îä取組õĈ進÷ÜºÅ所存Ý¸āg

ŜņsĶŜıÞÍÜ強化ÍÜºÅ計画Ý¸āg
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łİĬĲ SQL ĘŒčċŜıhOPC ĞsĹĈ搭載ÍhMES
}Manufacturing Execution System~àßä上位情報系Þ
ä連携Ĉ実現ÍÕgôÕhFOMA čŜĨľĐsĢàßä

小高

秀之

ĜŜıŖsŒä開発設計á従事g現在h富士電機
ĠĢįŉģ株式会社技術開発本部制御技術ĤŜ
Ĩs制御ĠĢįŉ開発部主席g電気学会会員g

標準ĦľıďĐċĈ用意Íh広域ĶĬıŘsĘîä対応Ĉ
可能ÞÍÜºāg
⑵

多様à製品展開Ĉ支¾āĜċ技術
状態遷移表型実行機構 ｢eSC ŇıœĬĘĢđŜġŜ ｣ Ĉ

搭載ÍÕg部品化ËĂÕĦľıďĐċä再利用h通信ĲŒ
čĹä選択ú新規追加hĺĬĚsġĦľıä選択àßđŜ
ġĴċœŜę性Þ信頼性Ĉ向上Íh柔軟áĔĢĨŉ対応Ý
ÃāĦľıďĐċĈ実装ÍÜºāg

（ 58 ）

中川

昌文

計測機器äđŜġĴċœŜę業務Àþé販促業務
á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēs
ıŊsĠŐŜ事業本部計測機器ĤŜĨs営業技術
部長g計測自動制御学会会員g
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富士電機åh監視ú計測j自動検針àßä用途Ýh多ÅäŘčōŕĢĶĬıŘsĘä応用ĠĢįŉĈ提供ÍÜºāgŀ
ŖĤĢ制御用途Ýøh無線規格 ISA100.11a Ĉ適用ÍÕ製品Ĉ試作ÍÜºāg近距離無線通信ä国際規格}IEEE802.15~áh
富士電機Ý実績ä¸āŊĬĠŎĶĬıŘsĘá適ÍÕċĘĤĢ方法Ĉ提案ÍÜºāgŊĬĠŎĶĬıŘsĘä設置調整Ĉ
簡単化ÏāĭsŔàßĈ共通ŀŒĬıľĒsŉÞÍÜ整備ÍÜºāg特徴¸ā技術ÞÍÜåh低消費電力ŊĬĠŎĶĬı
ŘsĘú多数Ĩę読取Ā技術àßÂ¸Āh電力量計ä無線遠隔検針úĨę型ŋsĨ振動診断àßä製品Ý実用化ÍÜºāg
Fuji Electric provides automation systems that utilize various wireless network technologies for such applications as monitoring,
measurement and automatic meter reading. A prototype product that uses the ISA 100.11a wireless standard is also being fabricated for
process control applications. An access method using a mesh network, with which Fuji Electric has a history of successful applications,
is proposed for the IEEE 802.15 international standard for short-range wireless communication. Tools for facilitating the installation and
adjustment of mesh networks are prepared as part of a shared platform. Low energy consumption mesh networks and multiple tags reading
technology are examples of Fuji Electricz
s distinctive technology, and are being used in such practical applications as the wireless remote
reading of a wattmeter and reading tags for a motor vibration diagnosis.

まえがき

標準化への取組み

工場úŀŒŜıá配置ËĂÕ設備ä状態Ĉ管理ÏāÕ÷

図

á無線技術ä動向Þ富士電機製品Ĉ示Ïg移動通信

áåhŘčōŕĢĶĬıŘsĘ技術Â欠ÁÏÉÞäÝÃà

äİġĨŔ化h広帯域化Þ並行ÍÜ無線 LAN ä普及Â進

º技術áàĀÚÚ¸āgÉäþ¼à現場áÀÇāŘčōŕ

õhºôú無線利用áþāčŜĨsĶĬıĞsļĢåºÚ

ĢĶĬıŘsĘä技術áåh表

ÝøßÉÝø質ä高ºĞsļĢÂ受ÇÿĂāgÉäþ¼à

á示Ïþ¼à要件Â求÷

人Â行¼通信Þå別áhŏļĖĨĢĤŜĞĶĬıŘsĘÞ

ÿĂāg
制御j監視用途Ýå即時性ú高品質Â求÷ÿĂā一方Ýh

呼æĂā¸ÿüā場所ä¸ÿüā対象äİsĨĈ管理Ïā

計測j検針j保全用途Ýå広域Ý多数ä端末Â求÷ÿĂāg

Õ÷ä無線技術ø盛ĉá研究ËĂh例¾æ UHF 帯ä標準

現在h実用化ËĂÜºāäåh計測j検針j保全用ä無線

化ÂàËĂÜºāgēsıŊsĠŐŜĠĢįŉÝ必要ÞË

ú即時性Ĉ必要ÞÍàº監視用ä無線Ý¸āÂh今後å即

Ăā技術åÉäþ¼à無線技術Ý¸Āh富士電機áÀºÜ

時性Â高Å高品質通信Â要求ËĂā制御用途á使¾ā無線

øh物品á RFID ĨęúĤŜĞ付ĨęĈ取Ā付ÇÜ管理Ï

技術Ĉ開発ÍÜºÅ必要Â¸āg

āĠĢįŉúhŊsĨj計測器Ĉ遠隔Áÿ読õ取āĠĢį

⑵

本稿Ýåh富士電機ä無線技術ä標準化îä取組õúh

ŉàßä製品Ĉ提供ÍÜÃÕg

開発j設計j据付Ç調整j保守ä効率化äÕ÷á無線技術

ēsıŊsĠŐŜĠĢįŉÝºăºăà機器Àþéİs

Ĉ共通ŀŒĬıľĒsŉ化Ïā取組õĈ紹介ÏāgËÿáh

ĨĈ扱¼場合åhēsŀŜà機器áþÙÜĠĢįŉĈ構成

特徴ä¸ā技術ÞÍÜŊĬĠŎĶĬıŘsĘ技術Þ多数Ĩ

Íh最適àĠĢįŉĈ顧客á提供Ïā必要Â¸āgÉäÕ

ę読取Ā技術ä概要Ĉ紹介Ïāg最後á富士電機ä無線技

÷áå標準化ËĂÕčŜĨľĐsĢĈ持Ú無線機ä開発Â

術ä応用例ä一部Ĉ紹介Ïāg

必要Ý¸āg次áh富士電機ä標準化活動Ĉ紹介Ïāg
.

表

オートメーションの各種用途で求められる通信条件

工業用無線通信規格（ISA100.11a）への取組み

工 業 用 無 線 通 信 ä 規 格 化 Â ISA}The International
Society of Automation~ á þ Ù Ü 行 ą Ă Ü º āgISA

用途分類

制

御

トポロジー

データ量
端末数
通信品質

計測・検診・保全
メッシュ

数〜数十 m

数十〜数百 m

数 Mbits/s

通信頻度

視

スター，メッシュ

通信距離
通信速度

監

数 M〜100 Mbits/s
即時性必要

小

小〜大

1 Mbits/s 以下
1 回 / 分〜時間，月
小

数〜数百台

数百〜数万台

高

中

⑶

100.11a å 2009 年 4 月 á Ĳ Œ ľ ı Â 承 認 Ë ĂhANSI ä
承認Ĉ経Ü正式œœsĢËĂā見通ÍÝ¸āg並行ÍÜ
認証ä準備úŖĝŀŖęŒŉĈ推進ÏāÕ÷ä機関 WCI
}ISA100 Wireless Compliance Institute~Â設立ËĂÕg
富士電機Ýå ISA 100 委員会Þ WCI á参加ÏāÞÞø
áhº×早Å ISA 100.11a Ĉ組õ込ĉÖ発信器Ĉ試作ÍÕg
ÓÍÜ 2008 年 10 月á米国įĖĞĢ州ĻŎsĢıŜÝ開催
ËĂÕ ISA Expo áÀºÜh図

á示Ïþ¼áh他社製品
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無線技術の動向と富士電機製品

特 集

通信距離による分類

1985（年）

1995

2000

2005

2010

2015
WiMAX

無線 LAN
通信距離 数百 m

無線 LAN
2 Mbits/s
IEEE80211

50 Mbits/s
IEEE80211a/g

500 Mbits/s
IEEE80211n

特定小電力無線
無線 PAN
Bluetooth：〜 Mbits/s
〜100 kbits/s
IEEE80215.4

無線技術の動向
小電力無線（PAN）
通信距離 数百 m

UWB 〜 Mbits/s
IEEE80215.4a
IEEE80215.4gSUN
▲Wireless HART

▲Zigbee PRO ▲ISA100.11a ▲IEC FA
アクティブタグ
通信距離 10 m 以下

▲新特小（アクティブタグ）
▲UHF タグ
▲C1Gen2
▲EPCIS
▲EPCglobal

タグ

パッシブタグ
通信距離 1 m 以下

ISO/IEC 18000 シリーズ
スキー場リフト乗客管理

無線 LAN

自動販売機売上管理
EcoPASION（電力計測システム）

富士電機製品

電力量計遠隔検針 *

ガス自動検針

小電力無線（PAN）

放射線エリアモニタ
TPMS（タイヤ空気圧センサ）*
入室管理システム
モータ振動診断 *

アクティブタグ
FAMDAS

パッシブタグ

スキー場リフト乗客管理

＊ 適用事例で紹介

図

ISA100 Expo 2008 での相互接続デモンストレーション

図

無線技術プラットフォーム

電磁界解析
電波伝搬シミュレーション
設計支援
プラットフォーム

トラフィックシミュレーション
標準ハードウェア
標準ファームウェア部品
エンジニアリングツール

運用支援
プラットフォーム

メンテナンスツール

他社製

á À º Ü Ŋ s Ĩ 検 針 ø 含 ö SUN}Smart Utility Networks~Ĉ対象áÍÕ規格化Â進÷ÿĂÜÀĀh富士電機
富士電機製

å実績ä¸āŊĬĠŎĶĬıŘsĘá適ÍÕċĘĤĢ方法
⑹

Ĉh1EEE 802.15.g î提案ÍÜºāg
Þä間Ý ISA 100.11a ä通信規格áþā相互接続İŋŜĢ

無線技術プラットフォーム

ıŕsĠŐŜĈ行ÙÕg
富士電機Ýåh無線製品ä開発納期ä短縮ú現場調査ä
.

IEEE 802.15.4gSUN への取組み

精度向上hıŒĿŔä早期解決Ĉ目的ÞÍÜh無線技術Ĉ

IEEE 802.15 å 近 距 離 無 線 通 信 PAN}Personal Area

共通ŀŒĬıľĒsŉ化ÍÜ整備ÍÜºāg

⑷

無線技術ŀŒĬıľĒsŉå図

Network~ä国際規格Ý¸ĀhIEEE 802.15.4 åÓä中Ý
ø比較的伝送ŕsıä低ºøäĈ対象ÞÍÜºāg主áİ

äþ¼à構成ÞàÙÜ

ºāg

⑸

ġĨŔ家電機器àßá使ąĂā ZigBee Ýå下層á本規格
Ĉ採用ÍÜºāg
従来å民生用目的Â主Ý¸ÙÕÂh現在 1EEE 802.15.g

（ 60 ）

.

設計支援プラットフォーム

開発期間Ĉ短縮Íh信頼性Ĉ向上ÏāÕ÷áh各種ä設
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図

エンジニアリング・メンテナンスツール

受信駆動型無線アクセス方式

PDA

受信側 A

IDA

受信側 B

IDA

強度測定頻度

IDB

IDB

連続受信状態
で ID を受信し
同期を補捉
送信側

相手無線機の
電波強度分布

データ

時間

電界強度
メッシュネットワークの構成

.

低消費電力メッシュネットワーク

富士電機Ýåh無線機Â中継ÍàÂÿİsĨĈ転送Ïā
ŊĬĠŎĶĬıŘsĘĈhÉĂôÝá自動販売機ä売上管
⑺

⑻

理ĠĢįŉú電力計測ĠĢįŉàßá適用Íh配線Ĉ行¼
ÉÞàÅ設備äİsĨĈ収集ÏāĠĢįŉĈ提供ÍÜÃÕg
特長åhİsĨä転送ŔsıĈ転送時点á決定ÏāŔs
įČŜę方式ÞÍÕÉÞáþĀhİsĨĈ転送ÝÃàº無
線機Â¸ÙÜø別äŔsıĈ使ÙÜ目的ä無線機ôÝ転送
ÝÃāÉÞÝ¸āg
Éäþ¼àŊĬĠŎĶĬıŘsĘĈ構成Ïā無線機åh

計ĭsŔĈ整備ÍÕgċŜįĳ設計äÕ÷ä電磁界解析úh
電波伝搬ĠňŎŕsĠŐŜhĶĬıŘsĘäıŒľČĬĘ

従来åŒčŜ電源Ý常時動作ÍÜºÕÂh配線不要ÞÏā

ĠňŎŕsĠŐŜàßäĭsŔÂ¸āg

Õ÷á電池ÖÇÝ動作ÝÃā受信駆動型äċĘĤĢ方式Ĉ

⑼

ÉĂÿäĭsŔĈ有効活用ÏāÉÞÝh試作ÍÜ測定Ï

開発ÍÕg

āÉÞàÍá目標性能Â得ÿĂÜºāÉÞÂ確認可能Ý¸
Āh開発工程Ĉ短縮ÏāÉÞÂÝÃāg

受信駆動型無線ċĘĤĢ方式Ĉ図

á示Ïg本ċĘĤĢ

方式Ýåh連続受信áþÙÜ間欠送信ËĂā ID}無線機

ôÕh標準ĸsĲďĐċjľĊsŉďĐċ部品ĈŀŒĬ

ÊÞáŏĴsĘà識別符号~Ĉ受信ÏāÞhÓĂá続Å短

ıľĒsŉ化ÍÜ用途á応ÎÜĔĢĨŇčģÏāÉÞÝh

º受信状態Ĉ÷ÂÇÜİsĨĈ送信ÏāgİsĨ送信後å

開発期間ä短縮Ĉ図ÙÜºāg

休止状態á遷移Ïāg受信駆動型無線ċĘĤĢ方式áþ
āÞ連続受信ä途中ÝİsĨĈ送信Í動作Ĉ終了ÏāÕ

.

運用支援プラットフォーム

÷h従来ä送信駆動型Â一定時間送信状態Ý¸ÙÕäá対

ŘčōŕĢĶĬıŘsĘåh空間Ĉ通信路ÞÏāÕ÷周

ÍÜ連続動作時間Â短ÅàĀhİsĨ転送á伴¼消費電流

囲環境ä影響Ĉ受ÇúÏÅh障害物ä遮蔽}Íùîº~ú

Ĉ半減ÏāÉÞÂÝÃÕgËÿáhŊĬĠŎĶĬıŘsĘ

反射波áþā干渉áþÙÜ通信ÝÃàºÉÞÂ¸āg

ä特徴Ý¸ā送信相手Â多数存在ÏāÉÞúhID Ĉ受信

設置前á周囲環境ä影響Ĉ調査ÍÕĀhıŒĿŔ発生時

ÏĂæ普段通信ÝÃàº相手áøİsĨĈ転送ÝÃā独自

áĠĢįŉä状態Ĉ調査ÍÜ問題点Ĉ解消ÏāÕ÷áhđ

äŔsįČŜę方式Þ組õ合ąÑÜh消費電力Ĉ従来方式

ŜġĴċœŜęjŊŜįĳŜĢĭsŔĈ開発ÍÕg

ä 1/5 〜 1/10 áÝÃāÉÞĈĠňŎŕsĠŐŜáþÙÜ

⑽

図

áĭsŔ画面例Ĉ示Ïgķčģ計測h通信相手ä電

確認ÍÜºāg

波強度測定ĭsŔÞhŊĬĠŎĶĬıŘsĘäĶĬıŘs
Ę構造Ĉ分析ÏāÕ÷äĭsŔÞÂ¸Āh測定用無線機á
PDA}Personal Digital Assistants~Ĉ接続ÍÜ結果Ĉ表

.

多数タグの読取り技術

一般的à RFID Ĩęå送信機能ÖÇ持ÙÜÀĀh一定間

示ÏāÉÞÂÝÃh周囲環境ä状態úĠĢįŉä問題点Ĉh

隔ÝİsĨĈ送信Ïāg多数äĨęĈ一台ä受信機Ý受信

測定用無線機Þ PDA ÖÇĈ用ºÜÓä場Ý判断ÝÃāþ

Íþ¼ÞÏāÞh電波Â衝突ÍÜ受信ÝÃàºĨęÂ発生

¼áÍÜºāg

Ïāg
例¾æ信号ä送信間隔á対ÍÜ電波Ĉ出ÍÜºā時間Â

特徴のある無線技術

1/1000 äÞÃh100 個äĨęä信号å 10 回á 1 回å衝突
ÍÜđŒsÞàāg

富士電機ä特徴ä¸ā無線技術ÞÍÜhŊĬĠŎĶĬı

今回h受信機á複数ĪŌĶŔä信号Ĉ同時á処理Ïā機

ŘsĘ技術Þ多数Ĩę読取Ā技術Ĉ紹介ÏāgÉĂÿå無

能Ĉ持ÕÑhĨęÂ信号Ĉ送信ÏāÊÞáĪŌĶŔĈ変¾

線技術ŀŒĬıľĒsŉ開発ä一環Ý考案ÍÕøäÝ¸āg

āÞđŒs率Â大幅á改善ÏāÉÞĈ確認ÍÕg

（ 61 ）

特 集

短い受信状態

間欠動作周期
測定用
無線機
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図

多数タグ読取り

特 集

受信器

モータ振動診断システムの構成

信号

診断解析 PC

タグ 1
ＤＢ

HUB

（無線振動センサ
Ethernet
最大登録数 2,000 台）

衝突すると，
エラーになる

タグ 2

タグ 2

Ethernet

送受信機

ＬＡＮアダプタ
RS485（ディジーチェーン接続
：最長 300 m）

タグ 3
タグ 3

タグ 1

時間
（LAN アダプタ 1 台に
対して最大 30 台）

表

無線振動センサ
（加速度センサ）

複数チャネルを使ったときの受信率改善
使用チャネル数

エラー率（％）

1 ch

18.54

2 ch

0.901

3 ch

0.02

無線振動センサ
（加速度センサ）

（送受信器 1 台に
対して最大 20 台）

図

図

特定小電力無線

TPMS 構成

電力量計の無線遠隔検針システム
表示器

公衆網

コンセントレータ
電柱

センター装置

子機 2
子機 1

受信アンテナ

圧力センサ

圧力センサ

子機 4

説明ÍÕ電池駆動äŊĬĠŎĶĬıŘsĘĈ適用Ïāg

子機 3
半径 100 m 以内

.

保全診断への適用例

富士電機ÝåhĤŜĞÞ無線Ĉ組õ合ąÑÕĠĢįŉĈ
åĪŌĶŔ数Ĉ増úÍÕÞÃäđŒs率ä変化Ý¸

多数製品化ÍÜºāgĨę型ŋsĨ振動診断ĠĢįŉåh

āg例¾æ 100 個ä製品áÚÇÕĨęä信号Ĉ受信ÏāÞ

設備Ý使用ËĂÜºāŋsĨá無線付Ãä加速度ĤŜĞĈ

Ãh従来å 1 回ä読取Āá対ÍÜ 18 回ä読落ÍÂ¸ÙÕ

取Ā付ÇhŋsĨä振動状態Ĉ解析ÏāÉÞÝ異常Ĉ早期

øäÂh本方式Ĉ採用Í使用ĪŌĶŔĈ 3 ÞÍÕ場合h50

á発見ÏāÕ÷äĠĢįŉÝ¸āgĨęá垂直j水平方向

回ä読取Āá対ÍÜ 1 個ä読落Íá改善ÝÃÕg倉庫ä物

ä加速度ĤŜĞĈ内蔵ÍÜÀĀh監視用äĺĦĜŜÁÿä

品管理äþ¼á多数äĨęĈ読ö必要Â¸ā用途Ýh読取

起動ÝhŋsĨ振動äİsĨĈĞŜŀœŜęÍÜ収集Ïāg

Ā性能ä向上Â図Ăāg

収集ÍÕİsĨĈ解析ĦľıďĐċÝ FFT 処理ÏāÉÞ

表

áþÙÜ異常振動Ĉ診断ÏāÉÞÂÝÃāg

ワイヤレスネットワークの適用事例

図

áŋsĨ振動診断ĠĢįŉä構成Ĉ示Ïg電源接続

Â困難à場所îø取付Ç可能àþ¼áĜčŜ電池Ý動作Íh
.

自動検針への適用例
図

電池寿命å週 1 回ä測定Ý約 2 年間Ý¸āg

å電力量計ä無線遠隔検針ĠĢįŉä構成図Ý¸āg

一般需要家äŊsĨá無線子機Ĉ接続Íh半径約 100 m
äđœċÊÞá公衆網á接続ËĂÕĜŜĤŜıŕsĨÞ呼
æĂā無線機Ĉ設置ÏāhĜŜĤŜıŕsĨĈ経由ÍÜ遠
隔äĤŜĨs装置ÁÿŊsĨä検針値Ĉ収集Ïāg

.

監視システムへの適用例

監視ĠĢįŉÞÍÜåhĤŜĞÞ無線Ĉ組õ合ąÑÕĠ
ĢįŉĈ製品化ÍÜºāg
放射線ĤŜĞÞ無線Ĉ組õ合ąÑÜh放射線取扱º施設

ĜŜĤŜıŕsĨå通信ä遮蔽Â少àÅàāþ¼áh電

ä放射線管理区域Áÿä入退場時á作業者ä放射線被æÅ

柱àß比較的高º位置á設置ÏāgÓĂÝø直接通信ÝÃ

量àßĈ無線Ý読õ取ā放射線管理ĠĢįŉúh放射線管

àº無線子機Þ通信ÏāÕ÷áh最大 2 段ôÝ中継ÝÃā

理区域内特定đœċä放射線量ĈœċŔĨčŉÝ測定Í作

þ¼áÍÜºāg

業者ä安全á貢献ÏāđœċŋĴĨœŜęĠĢįŉàßÂ

電力量計Þå異àĀhĕĢŊsĨú水道ŊsĨÝå電源
Ĉ確保ÏāÉÞÂÝÃàºgÉäþ¼à用途áåh .

（ 62 ）

Ý

¸āg
ÉÉÝåhĨčō圧力ĤŜĞ}TPMSkTire Pressure
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オートメーションを支えるワイヤレスネットワーク

Monitoring System~áÚºÜ紹介ÏāgÉĂå自動車ä

Specifications for Low Rate Wireless Personal Area Net-

Ĩčō内部á取Ā付ÇÕ圧力ĤŜĞÝ空気圧Ĉ監視ÏāĨ

works}WPANs~
. 2006.

運転席付近á設置ÍÕ表示器Ý警報Ĉ発Ïāg目的åhĨ
čō空気圧ä低下áþāĺŜĘàßä事故防止ú燃費ä低

⑸

特 集

čō空気圧監視ĠĢįŉÝ¸Āh空気圧低下Ĉ検出ÏāÞ

Zigbee Alliance HP.
.
http://www.zigbee.org/, }参照 2009-07-02~

⑹

IEEE802.15.4g提案ĲĖŎŊŜı.

減防止Ý¸āg特á高速道路àßÝåhĺŜĘÂ重大事故

https://mentor.ieee.org/802.15/dcn/09/15 - 09 - 0285 - 00 -

á直結ÏāÕ÷h空気圧ä監視å重要à点検項目Þàāg

004gmac - and - phy - proposal - for - 802 - 15 - 4g - for - smart -

TPMS ä構成例Ĉ図

utility-networks,}参照 2009-07-02~
.

á示Ïg圧力ĤŜĞåĨčō内á

設置ËĂāÕ÷無線通信Â必須Þàāg金属構造物Â多º
環境下Ý通信ä品質Â低下ÏāÕ÷h300 MHz 帯ä電波
ä回Ā込õĈ利用ÍhċŜįĳä効率向上áþĀ通信品質

⑺

杉野一彦. 無線Ĉ利用ÍÕ自動販売機ĠĢįŉ. 富士時報.

2000, vol.73, no.6, p.326-329.
⑻

安東伸彦ñÁ. ľŕĖĠĿŔ無線ĶĬıŘsĘáþā総

Ĉ上ÈÜºāgôÕh電池駆動Ý長寿命ÞÏāÕ÷áh低

合đĜ監視Ģįŉ
{EcoEASIEST|
. 富士時報. 2000, vol.73,

消費電力äĤŜĞ採用úĦľıďĐċ処理áþĀh電池寿

no.6, p.337-341.

命Ĉ 4 年ÞÏāÉÞÂÝÃÕg

⑼

富士電機å横浜ĝŉ株式会社向Çá TPMS Ĉ提供ÍÜ
ºāg現在å主á業務用äıŒĬĘàßÝ採用Â始ôÙÜ
ºāÂh今後h個人ä乗用車îä普及Â想定ËĂhþĀ

đįČ大会. 2007. 講演番号B-21-22.
⑽

小南大智ñÁ. 受信端末始動型間欠動作İsĨ転送方式ä
性能評価. 電子情報通信学会. IN研究会IN2008-155. p.139-144.

ºÙÓ¼ä小型化h長時間駆動h低価格化Â求÷ÿĂāg
⑾

あとがき

畠内孝明ñÁ. ŊĬĠŎĶĬıŘsĘä周辺無線機数Þ通
信ŇsġŜá関Ïā検討. 2007年電子情報通信学会通信ĦĞ

畠内孝明ñÁ. ŊĬĠŎĶĬıŘsĘäÕ÷äņsœŜę
áþā低消費電力型ċĘĤĢ方式ä提案. 電気学会論文誌C.
2008, vol.128, no.12, p.1761-1766.

富士電機ä無線技術îä取組õh特徴ä¸ā技術ÞÓä
適用事例Ĉ紹介ÍÕg
従来åh即時性Ĉ求÷ÿĂàº検針ú保全á適用ÍÜÃ
Õ無線技術Ĉh今後å即時性ú高º通信品質Â求÷ÿĂā
監視j制御ä分野îä適用Ĉ目指ÍÜ高度化ÍÜºÅ所存
Ý¸āgôÕhđĶŔėsĸsłĢıú MEMS Řčōŕ

畠内

孝明

無線機h無線ĠĢįŉä研究開発業務á従事g現
在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社技術開発本部制
御技術ĤŜĨs主査g電気学会会員h電子情報通
信学会会員g

ĢĤŜĞàßä新Íº技術Ĉ開拓ÍàÂÿh特徴ä¸ā技
術Ĉ核áÀ客ËôäĴsģĈ満足ÏāŘčōŕĢĶĬı
ŘsĘ製品Ĉ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

小林

芳邦

電力会社向Ç自動検針機器ä開発á従事g現在h

参考文献
⑴

新誠一. 計測制御äÕ÷ä無線通信技術ä現状Þ展望. 計測

富士電機ĠĢįŉģ株式会社技術開発本部制御技
術ĤŜĨs制御ĠĢįŉ部主任g電気学会会員g

Þ制御. 2009-07-27, vol.48, no.7, p.537-541.
⑵

戸辺義人. 無線ĤŜĞĶĬıŘsĘä技術動向. 電子情報通

信学会論文誌B. 2007, vol.J90-B, no.8, p.711-719.
⑶

The ISA100 Standards Overview & Status.

http://www.isa.org/Content/Microsites1134/SP100,̲
Wireless̲Systems̲for̲Automation/Home1034/ISA100̲

町田

潤一

各種ĜŜņsĶŜı設計業務á従事g現在h富士
電機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本
部東京工場ľĊčŜįĬĘ機器部g電気学会会員g

.
Overview̲Oct̲2008.pdf,}参照 2009-07-02~
⑷

IEEE802. 15. 4-2006 Part 15. 4. Wireless MAC and PHY
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富士電機Ýå 20 年以上áąÕĀhĠĢįŉĈ差別化Ïā MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~技術Ĉ応用ÍÕ
ĤŜĞàßä製品化Ĉ推進ÍÜÃÕgMEMS 応用製品áå圧力ĤŜĞhľŖsĤŜĞàßÂ¸ĀhŀŒģŇđĬĪŜęú
陽極接合技術Ĉ応用ÍÜ三次元加工Ĉ行ÙÜºāg最新ä事例ÞÍÜh超低消費電力Ĉ実現Ïā薄膜ĕĢĤŜĞÞh設備
ú建築物àßä診断応用Ĉ視野á振動ĤŜĞĈ開発ÍÜºāgËÿá国家ŀŖġĐĘıÝ¸ā BEANS á参画Íh抗体à
ßĈ表面修飾ÍÕĤŜĞä研究úđĶŔėsĸsłĢįČŜę技術àßĈ大学Þ共同Ý研究ÍÜºāg
For over 20 years, Fuji Electric has advanced the commercialization of sensors and other products that utilize MEMS}Micro Electro
Mechanical Systems~technology to realize superior systems. Products utilizing MEMS technology include pressure sensors, ﬂow sensors and
the like, and plasma etching and anodic bonding technology are used to perform three-dimensional processing. Recent development examples
include a thin-film gas sensor that realizes ultra-low power consumption and a vibration sensor that is being considered for diagnostic
applications to equipment and buildings. Additionally, Fuji Electric is participating in the planning of the Japanese national project known as
BEANS}Bio Electromechanical Autonomous Nano Systems~
, and is collaborating with some universities to research sensors such as surfacemodiﬁed antibodies, and energy harvesting technology.

関ú異業種企業Þä共同研究áþĀh互ºä強º技術Ý相

まえがき

互補完Ĉ行ÙÜºāg富士電機øĺsıĳsÞä相互補
MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~技術å近

完áþÙÜhđĶŔėsh環境h安全j安心ä分野îä

年急速á発展ÍÜÃÜÀĀh研究機関úËôÌôà分野ä

MEMS 技術ä応用ÞÍÜh環境監視用İĹčĢhđĶŔ

企業Âh製品äĖsİĹčĢÞÍÜ研究開発Ĉ推進ÍÜ

ėsĸsłĢįČŜę用İĹčĢh医療機器用İĹčĢà

Üºāg各種 MEMS 関連分野á対Ïā MEMS ä国内市

ßä開発á取Ā組ĉÝºāgËÿá MEMS ĤŜĞÞ無線

⑴

場規模予想Ĉ図

á示Ïg自動車関連分野Àþé情報通信

機器関連分野áÀÇā MEMS ĤŜĞúċĘĪŎđsĨä

技術ÞĈ組õ合ąÑÜhēsıŊsĠŐŜĠĢįŉäčŜ
įœġĐŜı化Ĉ推進ÍÜºÅg

市場Â拡大ÏāÞ予測ËĂÜºāgôÕh医療福祉関連分

以下á富士電機ä MEMS 技術Þh現在ä MEMS 応用

野ú精密機器関連分野àßÝhĹčē MEMS ú光jRF-

製品事例Þ最新ä事例ÞĈ紹介ÏāgôÕčŜįœġĐŜ

MEMS àßä異分野ä技術Þ融合ÍÕİĹčĢä開発Â

ıĠĢįŉä事例ÞÍÜ無線áþā設備監視ĠĢįŉĈ紹

盛ĉáàÙÜÃÜºāg

介Íh今後ä取組õä方向áÚºÜø言及Ïāg

MEMS 技術áÚºÜh経済産業省þĀ 図

á示Ïþ¼

⑵

à技術戦略ŇĬŀÂ提案ËĂÜºāg今後ä MEMS 技術

富士電機の MEMS 技術と現在の MEMS 応用

åh環境h安全hđĶŔės分野îä応用Â期待ËĂh環

製品

境監視İĹčĢhđĶŔėsĸsłĢįČŜęh医療機器
îä応用äÕ÷ä研究Â進öÞ思ąĂāg

富士電機å 20 年以上áąÕÙÜĠĢįŉĈ差別化Ïā

MEMS 技術ø複雑化ÍÜÃÜÀĀh各企業Þø研究機
図

MEMS 技術の動向

⑴

図

各種 MEMS 関連分野の市場規模予想（国内）
（〜 2000）
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2015

情報通信機器

研究開発の取組み

0.5
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MEMS 技術Ĉ応用ÍÕĤŜĞÞċĘĪŎđsĨä製品化

度化ÝĠĢįŉä差別化Ĉ可能ÞÍÜºāg
ôÕh1 ĪĬŀ上á複数個äĤŜĞĈ加工j形成ÏāÉ

発信器用圧力ĤŜĞh各種ĠĢįŉä計測İsĨä記録á

ÞÝh1 ĪĬŀÝ 6 v 130 kPa ôÝä範囲Â測定ÝÃā広

使用Ïā記録計用čŜĘġĐĬıŁĬĲh放射線管理Ġ

ŕŜġĨčŀä圧力ĤŜĞĈ実現ÍÕg本ĤŜĞáÀºÜ

Ģįŉá使用Ïā個人被æÅ線量計用 RI}Radio Isotope~

å前述äŀŒģŇđĬĪŜę技術á加¾Ü陽極接合技術Ĉ

ĤŜĞàßä製品Ý¸āgºÐĂä製品øĠĢįŉĈ支¾

適用Íh信頼性ä高º構造Ĉ実現ÍÜºāg

āĜŜņsĶŜıä差別化äÕ÷á開発Íh特徴¸āİĹ
čĢÞàÙÜºāg 図

á圧力ĤŜĞÂĤŜĞŋġŎsŔ

.

ÞÍÜ発信器á組õ込ôĂhĠĢįŉäčŜįœġĐŜı
機能ÞÍÜ使ąĂÜºāÉÞĈ示Ïg
富士電機ä MEMS 製造技術áÚºÜ 表

フローセンサ

工業用赤外線式ĕĢ分析計á使用ÏāĕŒĢ基板Ĉ素材
ÞÍÕĻsĨ式ľŖsĤŜĞÝ¸āg素材ÞÍÜ熱伝導率

á示Ïg三次

ä低ºĕŒĢĈ採用ÍhMEMS 技術áþÙÜ微細à配線

元加工áåŀŒģŇđĬĪŜęú陽極接合技術àßĈ駆使

Ĉ形成ÏāÉÞÝ高感度化Ĉ実現ÍÜºāg例¾æ分析ĕ
Ģ CO Ĉ 2 ppm 濃度ôÝä計測Ĉ可能ÞÏāàßh分析

ÍÜºāg
⑶

ÉĂÿä MEMS 技術Ĉ応用ÍÜºā製品Ĉ 図

á示Íh

計ä高性能化á貢献ÍÜºāgôÕ本ĤŜĞĈ応用ÍÜh
ĘœsŜŔsŉ内ä気流}向ÃÞ流速~Ĉ計測ÍÜ環境監

以下á概要Ĉ紹介Ïāg

視áø利用ÍÜºāg
.

広レンジタイプ圧力センサ

発信器用圧力ĤŜĞä構造図Ĉ図

á示Ïg両面á作用

.

シリコンインターポーザ

Ïā圧力ä差áþĀĠœĜŜ}Si~ĩčċľŒŉ部Â変位

ĠœĜŜ基板上á配線h抵抗jĜŜİŜĞàßä受動素

ÍhÓä変位Ĉ静電容量ä変化þĀ検出ÏāÉÞÝ圧力

子Ĉ作ĀÉĉÖčŜĨsņsğÝ¸āg通常äŀœŜı基

}差圧~Ĉ計測ÏāgÉÉÝ Si ĩčċľŒŉ部ä厚ËĈ変

板á比ïÜ約 1/4 ôÝĞčģÂ小型化ÝÃāÕ÷h電子機

¾Üh各種ä圧力ä測定ŕŜġá適合ÝÃāþ¼à製品設

器úĤŜĞ素子基板äŇğsŅsĲÞÍÜ利用ËĂÜºāg

計Ĉ行ÙÜºāg

最大ä特徴å多ÅäĤŜĞÝ用ºāĠœĜŜĈ基板材料Þ

圧力ĤŜĞåh富士電機ä MEMS 加工技術áÀÇāĜ

ÍÜºāÉÞÝ¸āg熱応力ä低減áþāĤŜĞ素子ä温

ċ技術ÞÍÜh三次元形状Ĉ高精度Ý加工ÏāĹŔĘŇč

度特性改善úh基板配線長ä短縮áþā電子回路äķčģ

ĘŖŇĠŜ技術Ý形成ÍÜºāg例¾æĩčċľŒŉ部åh

低減àßä効果Ý搭載ÏāĤŜĞ素子ä性能Ĉ十分á発揮

ŀŒģŇđĬĪŜęáþĀĠœĜŜ基板Ĉ両面加工ÏāÉ

ÝÃāgķčģ低減Ýå S/N 比 30 % 向上Ĉ実現ÍÜºāg

ÞáþÙÜ厚Ë精度 ＋
− 1 μm Ĉ実現ÍÜºāgÉä精度Â

ÉäĠœĜŜčŜĨsņsğĈ適用ÏāÉÞáþÙÜhĜ

圧力ĤŜĞä検出感度Ĉ向上ËÑh発信器ä小型化Þ高精

ŜņsĶŜıä小型化ú特性向上ÞºÙÕ差別化Â可能Þ
àāÕ÷hĠĢįŉĈ支¾ā重要à技術ÞÍÜ応用Ĉ進÷

図

システムを支える MEMS 製品
図
ＭＥＭＳ部品

モジュール

コンポーネント

富士電機のＭＥＭＳ応用製品

システム

＜圧力センサ＞

広レンジタイプ
圧力センサ

表

フローセンサ

シリコン
インターポーザ

分析用 チップ

富士電機の MEMS 製造技術
技術分類

詳

細

フォトリソ
技術

レジスト塗布（スピンオン，スプレー，ドライフィルム）
露光（片面，両面同時，裏面アライメント）

熱処理技術

熱酸化膜形成，不純物拡散

成膜技術

PVD（蒸着，スパッタ）
CVD（TEOS）

エッチング
技術

ドライエッチング（ICP，RIE，プラズマ）
ウェットエッチング（シリコン，金属）

機械加工
技術

切断（ダイシング，スライシング）

接合技術

ウェーハ接合（陽極接合，拡散接合）
ベアチップ実装（ワイヤボンディング，フリップチップ）

評価技術

電気特性評価，膜厚評価，形状評価

図

圧力センサ構造図
PH
アルミ電極

セラミックス

C2

静電 ギャップ

C1

Ｓ
ｉダイアフラム
絶縁体

ダイアフラム平面図

PL
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Üºāg

Ģ漏ĂĈ検知ÏāĕĢ警報器á使用ËĂāŊĨŜĕĢĤŜ
Ğä開発á取Ā組ĉÝºāg本ĤŜĞä特長å MEMS 技

特 集

.

分析用チップ

術áþā小型化j超低消費電力化Ý¸āg微細加工技術ä

化学jĹčē分野Ýä環境化学物質ä分析用途ÞÍÜh

適用áþĀ図

á示Ïþ¼áĠœĜŜ基板上á SiO2/Si3N4

ĠœĜŜ加工áþā薬液流路Ĉ形成ÍÕ分析用ĪĬŀĈ研

ĩčċľŒŉĈ形成ÍhÓäĩčċľŒŉ上á薄膜形成技

究用á開発ÍÕg

術áþĀh図

á示Ï薄膜ĻsĨh酸化ÏÐ膜h触媒層Ĉ

Éä MEMS ĪĬŀÝåh測定対象Þàā試料åh標準

形成ÍÕgÉäþ¼à微細à三次元構造ÞÏāÉÞÝhĤ

物質Ĉ含÷ 4 種類h分析用ä試薬å 2 種類Ĉ同時á反応Ë

ŜĞ部ä熱容量Ĉ低減ÍÁÚ熱絶縁性ä良º構造ÞÍÜº

ÑāÉÞÂÝÃāg素材åĠœĜŜÞĕŒĢĈ使用ÍhĠ

āg薄膜ĻsĨáþā局所j短時間加熱Ĉ行¼ÉÞÝ応答

œĜŜä表裏両面ÓĂÔĂáh送液h混合h反応場äÕ÷

性Â良Å}400 ℃h数十 ms~
h従来製品ä数千分ä一Þº

ä流路ĈđĬĪŜęáþĀ形成ÍÜºāg流路寸法åh幅

¼超低消費電力化Ĉ実現ÍÜºāg

⑷

本ĤŜĞä測定原理å従来äĕĢĤŜĞÞ基本的áå変

200× 深Ë 200}μm~
hÀþé幅 400× 深Ë 100}μm~Ý
¸āg図

áĪĬŀ外観Ĉ示Ïg対象物質ä特定j定量åh

ąÿàºÂhMEMS 技術}微細加工技術h薄膜形成技術~

ĪĬŀ内Ý蛍光反応àßáþĀ測定Ïā方法äñÁhĪĬ

Ĉ適用ÏāÉÞáþĀ高性能高品質à超小型äĤŜĞĈ大

ŀÞ接続ÍÕ質量分析装置áþĀ行¼ÉÞøÝÃāg

量á生産ÏāÉÞÂÝÃāg

MEMS áþāĪĬŀĈ分析ä反応場ÞÍÜ利用ÏāÉ

従来hĕĢ警報器å AC 電源Ĉ必要ÞÍÜºÕÂhĕĢ

ÞáþÙÜh各試料h試薬ä量úh反応温度Ĉ同条件áÓ

ĤŜĞä超低消費電力化áþÙÜh電源配線ä不要à電池

ă¾āÉÞÂ容易ÞàĀh分析精度Â向上ÝÃāg分析用

駆動Â実現ÏāgËÿáĕĢ警報器ÖÇÝàÅhËôÌô

ĪĬŀä利点ÞÍÜh反応速度ä高速化úÉĂôÝå不可

à場所Ý使¾ā持運é可能àĕĢ検知器îä応用ø可能Ý

能Ý¸ÙÕ微量ä分析Â行¾āàßhËôÌôà用途ä広

¸āgôÕh無線技術Þ組õ合ąÑĂæh将来的áåŏļ

ÂĀÂ¸āg今後ä富士電機ä MEMS 製品áÀºÜh重

ĖĨĢĤŜĞĶĬıŘsĘä構築Â実現ÝÃÜhËÿàā

要à役割Ĉ果ÕÏİĹčĢÞ位置付ÇÜºāg

安全j安心à社会j環境ä実現á貢献ÝÃāg

.

インテリジェント化への貢献

富士電機åh電力h産業h水処理àßhËôÌôà分野

図

MEMS メタンガスセンサ

áÀºÜĠĢįŉ製品Ĉ提供ÍÜºāgMEMS ĤŜĞåh
酸化すず薄膜

ÓĂÿäĠĢįŉä至āÞÉăÝ使ąĂÜÀĀh時々刻々

センサ電極

ä状態変化Ĉ正確á把握ÏāÞº¼重要à役割Ĉ持ÙÜº
āg制御ĠĢįŉáÀÇāľČsĲĹĬĘ制御àßÝåh

Si 基板

Óä制御ä精度åĤŜĞä精度áþĀ決定付ÇÿĂhĠĢ

触媒層

薄膜ヒータ
（空洞部）

įŉäĺľĒsŇŜĢáÓäôô影響Ĉ与¾āgĠĢįŉ
ä正常à運転ä維持äÕ÷áhMEMS ĤŜĞáå高º信
頼性Þ長期ä安定性Â求÷ÿĂāg富士電機Ýå従来Áÿ
ÉĂÿä要求á応¾hĠĢįŉäčŜįœġĐŜı化Ĉ支
¾ÜÃÕg後述Ïāþ¼áh最近ÝåËÿá無線技術Þ
MEMS ĤŜĞÞĈ組õ合ąÑÕčŜįœġĐŜı化áø
取Ā組ĉÝºāg

最新の MEMS センサの事例
.

図

薄膜ガスセンサ

宿泊施設ú民家àßä建屋内ä安全j安心äÕ÷áhĕ
図

センサ断面の SEM 写真

SiO2 絶縁層

分析用ＭＥＭＳチップ外観
試料入口

試薬入口

酸化すず膜

混合場

反応場

薄膜ヒータ

SiO2/Si3N4 ダイアフラム

表面
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加速度センサ

図

無線による設備監視システムの例

RS-485

軸受，ファン温度
20

特定小
電力無線 受信機

m

特 集

アクティブタグ
（温湿度・振動センサなど）
ＬＡＮ
（Ethernet*）

ＬＡＮ
アダプタ

ブスバー温度，装置内温度

筐体（きょうたい）温度
＊Ethernet：富士ゼロックス株式会社
の登録商標

.

振動センサ

設備ú建築物àßä異常ú異常兆候ä検出h健全性ä診
断àßĈ行¼Õ÷á振動ä測定ĴsģÂ¸ĀhMEMS 技

図

自己組織化微粒子への表面装飾を利用した多機能センサ

術Ĉ応用ÍÕ振動ĤŜĞä開発á取Ā組ĉÝºāg市販ä
振動ĤŜĞå多Å¸Āh適用ċŀœĚsĠŐŜáþĀhĤ

信号処理

CPU

無線

電源

ŜĞä要求仕様}周波数範囲h測定範囲h感度h大ÃËà
ß~Â異àāg適用ċŀœĚsĠŐŜÊÞä目的á応Î

感応素子

Si 基板

Õ振動ĤŜĞĈ開発適用ÏāÉÞÝhþĀ価値ä¸āĦ
微粒子

œŎsĠŐŜ提供Â可能ÞàāÞ考¾āgMEMS ä三次
元加工技術Ĉ用ºÕ加速度ĤŜĞä例Ĉ 図

á示ÏgĤŜ
A センサ

Ğá MEMS 技術Ĉ適用ÏāÉÞÝ小型ÁÚ高性能Ĉ実現

B センサ

C センサ

基板

ÏāÉÞÂÝÃāg

インテリジェントシステムの実施例
今後の取組み
MEMS 技術áþĀĤŜĞ素子å小型軽量ÁÚ低消費電
力化Â実現ÝÃāgÉĂÞ組õ合ąÑā回路áø高密度実

富 士 電 機 åhMEMS 技 術 ä 継 続 的 à 高 度 化 ä Õ ÷

装技術Ĉ適用ÏāÉÞÝhĤŜĞ全体Â小型軽量化ÝÃāg

áh 国 家 ŀ Ŗ ġ Đ Ę ı Ý ¸ ā BEANS}Bio Electro-

Éä特長Ĉh無線技術Þä組合ÑÝËÿá生ÁÍh従来困

mechanical Autonomous Nano SystemskĳķjĹčēÞ

難Ý¸ÙÕ部位äĤŜĠŜęø容易áÝÃāþ¼áàÙÜ

電気機械ä融合áþĀ自律分散Ý機能ÏāİĹčĢjĠĢ

ÃÕgôÕh電源ŒčŜáÚºÜø配線不要化ä必要Â¸

įŉ~á参画Íh 図 1 á示Ï三次元加工ËĂÕİĹčĢ

āÕ÷電池駆動Þä組合ÑÂ多Åh低消費電力Â重要Þà

表面áËôÌôà抗体ú官能基ĈĳķŕłŔÝ表面修飾

āg配線不要化h低消費電力化Â進展ÏāÉÞáþĀh広

Íh¸ÿüā物質ä検出Ĉ可能ÞÏāĤŜĞ開発Ĉ行ÙÜ

範囲á二次元的h三次元的àĤŜĞ配置Â可能ÞàāÉÞ

ºāgËÿáå東京大学h九州工業大学h首都大学東京à

ÝhþĀ高度àčŜįœġĐŜı化Â期待ËĂāg

ßÞ次世代ä MEMS İĹčĢä共同研究Ĉ推進ÍÜÀĀh

⑸

図 0 áh無線áþā設備診断ĠĢįŉä例Ĉ示Ïg上記

CMOSjMEMS 一体化技術úđĶŔėsĸsłĢįČŜ

äþ¼áh無線技術ÞĤŜĞ技術Ĉ融合ËÑāÉÞáþĀ

ę技術àßä先端技術開発á取Ā組ĉÝºāgÉĂÿä技

配線ä不要àĤŜĞĠĢįŉÂ構築ÝÃāg

術å今後ä富士電機Ĉ支¾āĜċ技術áàāÞ期待ÍÜ

今後h特áĤŜĠŜęĶĬıŘsĘîä対応ø重要課題

ºāgôÕhMEMS ĤŜĞÞ無線技術Þä組合ÑáþĀh

ÞàāgĶĬıŘsĘä高速j大容量化áþĀhĤŜĞ機

ŏļĖĨĢĤŜĞĶĬıŘsĘĈ構築ÍÜhĠĢįŉä新

能Ĉ持ÙÕ端末ÂËôÌôà場面ÝĶĬıŘsĘá接続Ë

ÍºčŜįœġĐŜı化ä姿Ĉ目指Ïg

Ăh自動車ú産業分野á限ÿÐh居住環境h医療h福祉h
家電àß広º分野Ýh種々ä情報ä伝達j収集Â高度化Í

あとがき

ĠĢįŉäčŜįœġĐŜı化Â進展ÍÜºÅÉÞÂ期待
ËĂāgÓä中ÝĤŜĞåh新Õà情報化社会äĖsĺs
ĭä一ÚáàāÞ考¾ÿĂāg

富士電機å MEMS 技術Ĉ活用ÍÜhĠĢįŉäĖsÞ
àāĤŜĞúİĹčĢĈ開発提供ÏāÉÞÝhĠĢįŉ
äčŜįœġĐŜı化Ĉ支¾ā役割Ĉ担ÙÜºÅg富士
電機áÞÙÜ MEMS 技術åĜċ技術Ý¸Āh今後øĺs
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ıĳsÞä共同開発áþĀ MEMS 技術ä高度化Ĉ推進Íh

特 集

ĠĢįŉäčŜįœġĐŜı化áþÙÜh社会ä安全j安

相馬

心á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

MEMShĜŜņsĶŜıä企画j設計j製造業務

伸一

á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社技術
開発本部ĤŜĞ技術ĤŜĨs長g精密工学会会員g
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解説 1 SIL，PFDavg，PFH，PL
■ SIL（Safety Integrity Level：安全度水準）

■ PFH（Probability of dangerous Failure per Hour：時間当

SIL ÞåhIEC 61508 áÀºÜĜŜņsĶŜıúĠĢį

たりの危険側故障発生確率）

ŉä安全度}ÓĂÿÂ持ÚœĢĘ低減度合º~Ĉ表Ï尺度

PFH ÞåhĜŜņsĶŜıúĠĢįŉÂ単位時間当Õ

ÝhSIL 1 Áÿ SIL 4 ôÝ 4 段階á定÷ÿĂÜºāgSIL

Āá危険側故障Ĉ引起Ï平均確率Ý¸āg安全ĠĢįŉî

Â高ºñßh安全度Â高ºgÓĂÔĂä SIL áå目標Þ

ä作動要求Â時間当ÕĀú１日当ÕĀá何回Þº¼高頻度

ÏïÃ PFDavg ôÕå PHF Â示ËĂÜºāgSIL 2 ä場

作動要求ŋsĲäĠĢįŉá適用ËĂāg

合h安全機能Â喪失Ïā故障Â発生Ïā確率åh100 v
1,000 回ä作動要求¸ÕĀ１回以下ÝàÇĂæàÿàºg

■ PL（Performance Level：パフォーマンスレベル）

PL åhISO 13849-1 ä中Ý規定ËĂÜÀĀh安全機能Ĉ
■ PFDavg（average Probability of Failure on Demand：

実行Ïā安全関連部}機械ä安全機能Ĉ実行Ïā部分~Â

作業要求時の機能失敗平均確率）

持Ú能力Ĉ特定ÏāÕ÷ä分類Ý¸āg時間当ÕĀä危険

PFD Þåh安全機能Ĉ作動ËÑþ¼Þº¼要求á対Í

側故障発生ä確率ÞÍÜ表現ÏāgPL åha Áÿ e ôÝ

ÜĜŜņsĶŜıúĠĢįŉÂ機能Ĉ実行ÝÃàº}危険

ä５段階Ýhe Â一番高º信頼性Ĉ表ÏgSIL Þ対応ËÑ

側á故障ÍÜºā~確率Ý¸āgPFD åhĜŜņsĶŜ

āÉÞÂÝÃāg

ıÂ持Ú故障率ĈłsĢá算出ËĂh使用時間ä経過ÞÞ
øá値Â大ÃÅàĀh定期検査áþÙÜ値åœĤĬıËĂh
ÉĂĈ繰Ā返Ïg
ŀŖĤĢ産業àßÝ使用ËĂā低頻度作動要求ŋsĲÝ
åh¸ā時間ôÝä平均値ÞÍÜhPFDavg Â適用ËĂāg

解説 2 冗長化設計
冗長化設計Þåh一ÚäĜŜņsĶŜıÂ機能Ĉ失ÙÕ
ÞÃÝøh他ä一ÚÂ同Î機能Ĉ確保Ïā目的ÝĜŜņs

全体数Â 3 個Ýh必要à正常àĜŜņsĶŜı数Â 1 個~
Ýå次式ä計算áþĀ HFT å 2 Þàāg

ĶŜıúĠĢįŉĈ二重化ÏāÉÞÝ全体ä信頼度Ĉ上È

HFT＝N−M ＝ 3 − 1 ＝ 2

āÉÞÝ¸āg
冗長化設計áþāĜŜņsĶŜıúĠĢįŉá対Ïā故

MooN Þ HFT ä関係å図á示ÏÞÀĀÝ¸āg

障îä強ËåhHFT}Hardware Fault Tolerancekĸs
ĲďĐċ故障許容~Þº¼指標Ý表ÑāgHFT åĸsĲ

図

M ooN と HFT の関係

ďĐċá一Ú以上ä危険側故障Â生ÎÕ場合ÝøhĜŜ
ņsĶŜıôÕåĞĿĠĢįŉá要求ËĂā安全機能Ĉ継
続ÍÜ行¼能力ä指標Ý¸āgHFT Â n Þåhn＋1 ä故
障ÝhĠĢįŉä安全機能Â失ąĂāÉÞĈ意味Ïāg
HFT å式⑴Ý計算ÝÃāg

M ooN

HFT

1oo1

0

1oo2

1

ÉÉÝhN åĜŜņsĶŜıä全体数hM å必要à正

1oo3

2

常àĜŜņsĶŜı必要数Ý¸Āh安全状態ä実現áåh

2oo2

0

HFT＝N−M xxxxxxxxxxxxxxxxx⑴

N 個ä¼× M 個äĜŜņsĶŜıÂ正常á働ÁàÇĂæ
àÿàºÉÞĈ意味Ïāg

1 台故障したら
機能喪失

1oo1

1 台故障しても
機能継続可能

1oo2

2 台故障しても
機能継続可能

1oo3

1 台故障したら
機能喪失

2oo2

Éäþ¼à構成Ĉ MooN}N 個ä¼× M 個kM out of
N~Þ表記Ïāg例¾æh1oo3 ä構成}ĜŜņsĶŜıä
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主要事業内容

電機システム部門
富士電機システムズ株式会社
富士電機機器制御株式会社
ドライブ分野［駆動制御，駆動システム，電源，車輌・特機］
，オートメーション分野［センサ，計測機器，コントローラ，
製造ソリューション，エネルギーソリューション，ソシオソリューション］
，産業プラント分野［産業電源，施設電機，電
鉄用変電，クリーンルーム］
，発電プラント分野［火力，原子力，水力］
，工事分野［電気設備工事，空調，給排水工事］
，
器具分野［電磁開閉器，マニュアル・モータ・スタータ，操作表示機器，配線用遮断器，漏電遮断器，高圧真空遮断器，
低圧・高圧ヒューズ，ガス警報器，エネルギー管理機器］

電子デバイス部門
富士電機デバイステクノロジー株式会社
半導体デバイス［パワー MOSFET， 電源制御 IC， IGBT モジュール， IGBT-IPM， 整流ダイオード， 圧力センサ］
，
ディスク媒体［アルミ媒体，ガラス媒体，アルミ基板］
，画像デバイス［感光体，画像周辺機器］

リテイルシステム部門
富士電機リテイルシステムズ株式会社
自動販売機［各種自動販売機］
，フードサービス機器［各種ディスペンサー，自動給茶機，冷蔵ショーケース］
，通貨機器［硬
貨識別装置（コインメカニズム）
，紙幣識別装置（ビルバリデータ）
，両替機，つり銭自動支払機，遊技場向け通貨関連機器，
非接触 IC カードシステム］
，コールドチェーン機器［店舗用各種ショーケース，店舗関連機器，店舗設計施工・保守］

＊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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エネルギーと環境・安全に貢献する オートメーション技術 3

つの 鍵

スマート化
セーフティ化
グリーン化

放射線管理用機器・システム

広域分散システム
ダム管理システム

電力系統監視制御システム

小水力発電
施設管理システム

3R エンジニアリング

リモート監視システム
風力発電
ハイブリッド型電力安定化装置

直挿レーザ式ガス分析計
所在管理システム

MEMSセンサ
ワイヤレスネットワーク

入退出管理・侵入監視システム
スマートメータ
環境計測システム

緊急医療

太陽電池

中小規模制御システム

燃料電池

インテリジェントフィールド機器

安全制御ソリューション
設備保全支援ソリューション
環境・省エネソリューション

制御システムプラットフォーム

オートメーション事業本部
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