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富士電機は，電力，産業をはじめ広範囲な分野で自動化，

省力化，省エネルギー（省エネ）化，高効率化，高信頼度
化を実現するオートメーション事業に取り組み，実績を挙
げてきた。地球温暖化や少子高齢化，安全・安心などの社
会的課題や競争力向上などの経営課題の解決に貢献するこ

とを目指し，“エネルギー・環境（安全・安心）”に注力し

て技術・製品開発に取り組んでいる。事業分野をエネル

ギー，インダストリ，ソシオに区分して，オートメーショ

ン事業分野でのスマート化，セーフティ化，グリーン化の

活動を紹介する。

エネルギーオートメーション分野では，低炭素社会の実
現に向け，電力，ガス，石油などのエネルギーの供給から

利用に至る流通基盤全般を対象に高効率，高品質，高信頼
度を実現するソリューションならびにコンポーネントを提
供している。具体的には，より複雑化する電力流通設備運
用の高度化や合理化のニーズに対応した給電制御所システ

ム，次世代配電自動化システム，保護制御装置，特定小電
力無線方式自動検針システムの開発，納入を進めている。

また，放射線管理用機器・システムはグローバル安全商品
としての市場拡大を図っている。さらに，風力発電，太陽
光発電などの再生可能エネルギーの本格導入期を迎え，電
力安定化装置の納入や，離島などでの地産エネルギーを有
効に活用するためのマイクログリッド構築・実証案件に注
力している。一方，エネルギーの安全供給を図るべく，大
規模ガスパイプラインの集中監視制御システムや安全度基
準を考慮し安全コントローラを採用したタービン保護装置
の納入など，エネルギー流通制御の技術基盤の確立ととも

に安全確保に向けた技術導入・開発を積極的に進めている。

今後は，グローバル化が進む市場環境や新技術の変化に即
応した研究開発を進め，エネルギーの高度利用を実現する

製品の拡充とエンジニアリングサービスの向上を図る。

インダストリオートメーション分野では，工場火災や

医薬品・食品の異物混入などの事故による社会的，経済
的影響を受けて，安全性への要求が高まる中，国内外に

向けた安全ソリューションを提供している。今後もコン

サルティングから保守サービスまでライフサイクルにわ

たるソリューションの提供を拡大していく。また，「改正
省エネ法」，ISO 50001 への動きなどエネルギー管理の強
化の流れを踏まえ，センサやインバータなどのフィールド

機器からネットワークを用いた制御システム全体までの

ワンストップソリューションを提供してきた。特に省エネ

ソリューションと情報制御システム「MICREX-NX」や

製造管理システムパッケージ「MainGATE」を一体化し

て，より経済的な計測制御システムを拡充させていく。一
方，計測コンポーネントでは，環境志向とマッチした特徴
あるセンサが需要を拡大させている。温調計や超音波流量
計など広範囲に適用される製品の経済性をさらに高めると

ともに，海外への供給体制を強化している。さらに，各種
SCADA やプログラマブル表示器とコントローラとの組合
せによるスケーラブルな「かんたん計装システム」などの

品ぞろえを拡充して，インダストリ分野のセーフティ化と

スマート化を推進していく。

ソシオオートメーション分野では，“環境に調和した快
適な生活を送る社会”の実現に向け，センサ，ワイヤレス

ネットワーク，広域分散システムなどをコア技術に，環
境・省エネと安全・安心にかかわるソリューションを提供
している。具体的には，電気 ･ 空調 ･ 照明など施設設備全
体を対象に，中央監視システムとビルエネルギーマネジメ

ントシステムとを連携させることにより“快適性”“環境
に配慮した施設運営”を実現し，インテリジェントビルな

どへの展開 ･ 納入を図っている。行政ソリューションでは， 
電子申請や文書管理システムを統合化し，従来に比べ一層
の効率向上を実現した。さらに，食の安全・安心が注目さ

れる中，「SmileAGRI シリーズ」の「モバイル生産履歴管
理システム」の提供で，農薬使用量の適正化や散布実績の

証明，出荷前の確認作業を支援した。一方，高感度型や多
機能型の放射線サーベイメータ，放射線透過式配管診断装
置の開発・製品化や，本体容量の 50% 削減と保守性も追求
した「ばいじん測定機能付き直接挿入レーザガス分析計」

の納入など，特徴あるコンポーネント，装置で環境の安
全・安心に貢献している。今後もソシオ分野のグリーン化
をさらに発展させ，持続可能な社会の実現に貢献していく。

オートメーション

エネルギーオートメーション

インダストリオートメーション

ソシオオートメーション
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1　中部電力株式会社向け豊橋給電制御所システム

2　中国電力株式会社向け配電自動化システム

3　島根県企業局向け水力発電所集中監視制御システム

図１　豊橋給電制御所システム

図₂　新配電自動化システム
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図₃　集中監視制御システムの構成

富士電機は，中部電力株式会社向け豊橋給電制御所シス

テムを完成した。本システムは，愛知県三河地区 47 か所
の変電所の監視制御を行っている。

通信ネットワークの IP 網化に伴い，遠隔監視制御装置
（TC，HDLC-TC，ITC など）とのデータ入出力，基幹給
制，他給制システムとの連携においては，社団法人日本電
機工業会（JEMA）の産業用プロトコルである PMCN を

採用し，電力用ミドルウェアを開発し適用した。このミド

ルウェアは，IP 対応型ミドルウェアとして，今後のシス

テムへ展開を図る。ミドルウェアの機能を次に示す。

⑴　分散プロセス管理ミドルウェア

⑵　構成制御・RAS 管理ミドルウェア

⑶　システム連携ミドルウェア（PMCN）

富士電機は，中国電力株式会社に 2007 年から運転集中
化を目的とした新配電自動化システムを納入している。

従来システムでは個々の営業所で配電系統の運転を行っ

ていた。新システムでは最大 5 か所の営業所エリアの集中
運転を可能とした。主な特徴は次のとおりである。

⑴　高速分散ミドルウェアを用いた広域分散型のクライア

ントサーバシステムである。

⑵　拠点の営業所に最大 10 台，ほかの各営業所には各 1
台の操作卓を配置し，操作権の排他制御によってどの営
業所からも同じ運用を可能にした。

⑶　データベースの差分高速等価，複数系統図モデルの高
速切替えにより，瞬時での営業所切替え・運転モード切
替えを可能とし，運転状況に応じたフレキシブルな運用
を実現させた。

富士電機は，島根県企業局向けに水力発電所集中監視制
御システムを納入した。従来，東部と西部事務所の 2 か所
に分かれて運用を行っていたが，このシステムの導入によ

り，東部事務所において統合運用が可能になった。

納入システムは，クライアントサーバ方式で構成し，IP
ネットワークを使用してサーバから関連部署の端末に情報
を配信している。システム機能は水力発電所のプロコンス

ケジュール運転やシミュレーションを持った監視制御のほ

か，監視記録・帳票・報告書の生成および異常値発生時の

メール送信などの機能を充実させている。

今後このシステムには，ニューラルネットワーク技術を

適用したダム流入量予測やゲート操作支援などのダム管理
支援機能を併設する予定である。
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4　電力会社向け水力発電所用新型遠方監視制御装置
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5　大規模ガスパイプライン監視システム

図₄　水力発電所用新型遠方監視制御装置の構成図と外観
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図₅　パイプライン監視システムの構成

富士電機は，中小規模発変電所を対象にした電力会社向
け新型遠方監視制御装置を開発し納入を開始した。

新型 MPU「STD」と汎用リモート PIO「PROGRESSIO」

を採用し，実装容量は制御 100POS，数値制御 4 量，表示
440POS，計測 48 量である。主な特徴は次のとおりである。

⑴　小型化（前機種の 30% 小型化）

⑵　多様な伝送仕様（サイクリック，HDLC，IP）
⑶　メンテナンスパネルによりデータ表示・設定が容易
⑷　部品点数削減による故障率低減（前機種の 50% 以下）

⑸　RAS セーブ時間短縮（前機種の 10% 以内で対応可）

⑹　RAS 情報の充実（詳細情報データの採取も可能）

⑺　ソフトウェア変更で HDLC から IP への対応が容易

天然ガスは，クリーンエネルギーとして注目されており，

国内にも数少ないがガス田がある。ここで生産されるガス

は気体のままパイプラインで輸送することが多い。

苫小牧市にある勇払ガス田から札幌地区にガスを供給す

るパイプラインがある JFE エンジニアリング株式会社経
由で，石油資源開発株式会社に，この勇払 ･ 札幌間ガスパ

イプラインの監視制御システムを納入した。

本システムでは，天然ガスの安定供給を行うためパイプ

ラインの状態を集中監視する。パイプラインに沿って子局
（冗長化 PLC）を，勇払プラント中央監視室に監視操作用
の計算機システム（冗長化サーバ）を設置している。特徴
として，機器の二重化に加えて通信回線を IP-VPN 回線
と衛星通信で二重化しており，汎用性と信頼性の向上を

図っている。

6　風力用電力安定化装置

風力用電力安定化装置電力系統
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図₆　風力用電力安定化装置風力発電普及の課題である出力変動抑制は，連系する電
力系統の電力品質を安定に維持させる上で必須の技術であ

る。株式会社ウインパワーの西目風力発電所にて 2007 年
8 月から実運用でのフィールド実証試験を行い，商用機と

して製品化した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　単機容量 750 kVA の大容量で片方向 96% 以上の高効
率インバータを複数台一括制御し，大出力プラントへの

適応が可能である。

⑵　3 レベル PWM 方式インバータを採用し，高調波含有
率がガイドラインの 1/2 以下を達成した。

⑶　高圧同期機能を付加することにより，系統との連系時
に発生する連系変圧器の励磁突入電流による瞬時電圧低
下を抑制した。
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7　中部電力株式会社向け三河変電所１：N 形回線単位制御盤

8　大規模製造施設向け瞬時電圧低下監視システム

図₇　1：N 形回線単位制御盤
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図₈　システムの構成

中部電力株式会社 三河変電所に 1：N 形回線単位制御盤
（DAC）を製作し納入した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　275 kV 系最大規模の変電所であり，3 電圧階級，1：
N 装置 10 面，DAC66 面の大規模システムである。

⑵　三河変電所系統に接続されるフリッカ負荷対策として，

フリッカ対策付き電圧調整（90）リレーを開発し採用し

た。また，標準とフリッカ対策付きの 2 種類の 90 リレー

を実装し，フリッカ負荷の母線接続状態を判別して 90 リ

レーの選択，運用を自動切替えする制御方式を構築した。

⑶　EthernetLAN で結合された運用保守 LAN システム

に接続するため Web HI 方式を採用した。これにより，

遠方からの運転・保守支援情報の確認を可能とし，保守
の効率化を実現した。

液晶工場や半導体工場などでは，電圧の一時的な低下が

製品の品質に影響を及ぼしかねないことから電圧の安定性
に対する要求が高まっている。

富士電機は，瞬時電圧低下（瞬低）監視システムに次の

機能を付加し，大規模な製造施設においても安全に安心し

て活用いただけるシステムとして機能向上を図った。

⑴　瞬低情報を施設管理システムなどへリアルタイムに配
信する機能

⑵　従来の実効値演算方式に加え，電圧波形のひずみなど

による電圧低下の予兆を検出する機能
⑶　ある計測装置での瞬時低下や予兆検出時に，すべての

計測装置で一斉に電圧波形を記録する機能
⑷　瞬低補償装置の記録データを取り込む機能

コンセントレータ
公衆網

電柱センター装置

子機1

子機2

子機3

子機4

半径100m以内

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.（59）.9　特定小電力無線方式自動検針装置

図₉　特定小電力無線方式自動検針システム構成電力会社の自動検針は大口のお客さまから始まり，高圧
のお客さままでの導入が進んでいる。今後は需要家数とし

て膨大である低圧のお客さまが対象となる。このため通信
線工事と無線局免許が不要な特定小電力無線自動検針装置
を開発した。低圧のお客さまのメータに無線機（子機）を

接続し，半径約 100 m のエリアごとに公衆網などに接続
する通信媒体変換器（コンセントレータ）を設置する。セ

ンター装置からコンセントレータを経由し，遠隔でメータ

の検針値を収集する。システムのスリム化からコンセント

レータ設置台数を削減するため，管理できる子機台数の拡
大を図った。遮蔽（しゃへい）物による通信ができない区間
を回避するため，子機間で最大 2 段まで中継を可能にした。

目下，水道，ガスへの適用も含めて標準化を進めている。
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2　製造品質傾向分析システム

生産
設備

エネルギー監視

監視システムなど

エネルギー管理 製造情報管理

分析・評価グラフ

工場エネルギー
分析管理システム

エネルギー
情報

期間指定
自動出力

EMS

設備稼動
情報

＋生産量

エネルギー計測
フィールド機器

製造情報

DCS＋
MES

for EM

ボイラ給排水
設備

コンプ
レッサ

受配電
設備

製造ライン

＋

1　産業分野向けエネルギー管理システム

図₁₀　エネルギー管理システム構成

図₁₁　品質予測・モデル検証画面とオンライン品質傾向監視画面

富士電機は，製造管理システム「MainGATE/Process」
の中の実績分析パッケージ「PPA（Process Performance 
Analysis）」を用いたエネルギー管理システムを提供して

いる。このシステムは，①エネルギー計測（消費エネル

ギー分析），②エネルギー監視（設備の動作分析・性能分
析），③エネルギー原単位管理などの機能を実現するため

に数十種類の分析・評価グラフ（テンプレート）を用意
しており，カスタマイズが容易である。また，EUC（End 
User Computing）の思想に基づいて開発したシステムな

ので，導入後にユーザによるコンテンツの追加やメンテナ

ンスが可能で，継続的な省エネルギー活動を強力にサポー

トする。そして，システムのオール Web 化により，いつ

でもどこでもエネルギー情報や設備稼動情報などが見える

環境が実現でき，効率の良いシステム運用が可能となる。

製造品質傾向分析システム「MainGATE/SPC」は，製
造ロス低減や製品品質向上，歩留り改善などの支援を目的
としたソフトウェアパッケージ製品である。本製品は，次
に示すの二つの機能を持っている。

⑴　品質解析/予測シミュレーション機能（MSPC）
多量の製造実績情報と製品品質や製造ロスとの因果関係

を，多変量解析のモデルを用いて“簡単な操作”と“数値
（寄与プロット）”で“見える化”を実現する機能
⑵　オンライン品質傾向監視機能（オンライン SPC）

QC 管理手法を用いて製造プラントにおける品質挙動の

傾向をリアルタイムに監視し，一定期間にあらかじめ指定
した傾向が発生した時点でアラームを発報する機能ならび

に過去の品質挙動の傾向を検索・閲覧する機能

3　医薬品製造品質管理用工程分析システム

NIR（近赤外分光分析装置）
システム

医薬品製造工程分析システム

工程分析用パソコン

Ethernet

コントローラ
ネットワーク

監視制御用
コントローラ

造粒乾燥機など

Ethernet

カラーレーザ
プリンタ

現場機器
各種測定器など

記録計 操作表示器

図₁₂　医薬品製造品質管理用工程分析システム医薬品製造業界は，FDA（米国食品医薬品局）ガイダ

ンス，ICH（日米 EU 医薬品規制国際調和会議）ガイドラ

インなどよって，より進んだ製造品質管理が求められてい

る。富士電機では，以前から取り組んできた医薬製造向け

の検査装置や監視制御システム，搬送装置，クリーン化技
術などの実績を背景に，今回，医薬品製造工程内で使用す

る PAT（Process Analytical Technology：工程分析技術）

を用いた工程分析システムを開発した。これは，NIR（近
赤外分光分析装置）にて，水分量などの重要品質特性デー

タをインラインで取得し，あらかじめ設定した目標値との

差異を演算する。重要工程パラメータを監視制御用コント

ローラにてフィードバック制御を行い，製品品質を一定に

保つシステムである。今後はユーザ（製薬会社）とともに

生産ラインでの分析・制御ノウハウを蓄積していく。
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4　エネルギーセンタ計測制御システム

5　鉄鋼向け計算機制御システム

【エネルギーセンタDCS既設システム】
MICREX-PⅢ

【エネルギーセンタ更新システム】
MICREX-NX

OCS-1500

OCS

DBS

PCS PCS PCS PCS

：重畳ユニット

重畳ユニット
OSサーバ

既設光ケーブル

更新

プラントパス
：100Ｍｂｐｓ

ターミナルパス
：100Ｍｂｐｓ

EWS-500

DBS-1500

OSクライアント

動力設備 電力設備

PCS
AS

用水設備

DBS

既設データウェイ（DPCS-F）
：10Ｍｂｐｓ

OCS OCS

図₁₃　エネルギーセンタ計測制御システムの構成

制御装置　８回線
（ＤＣＳ/ＰＬＣほか）

稼動系 開発系

上位計算機

上位ＬＡＮ

端末系
ＬＡＮ

稼動系 開発系 DB
サーバ

MODEL
サーバ

A設備プロセス
計算機

B設備プロセス計算機

制御系
LAN

A設備用
端末×6

モデル推定
結果グラフィ
カル表示例

事務所用
端末×2

端末を共有し，両設備の操業情報を相互表示

B設備用
端末×6

図₁₄　計算機制御システムの構成

近年，CO2 削減などの環境問題で重要な位置付けとなっ

てきたエネルギーセンタでは，製鉄所全体のエネルギーの

省力化と安定供給のために集中管理を行っている。

富士電機では，1990 年代に納入したエネルギーセン

タ計測制御システム「MICREX-PⅢ」は，約 20 年が経
過して保守（予備品確保）が困難なために，最新機種の

「MICREX-NX」への更新を行った。この既設システム

は 20 数台のコントローラ（PCS）が接続された大規模で，

かつ長期停止が困難なシステムであるために，既設の光
ケーブルを流用する重畳ユニット（既設ネットワークとの

共存ゲートウェイ）を開発することで，既設システムに影
響を与えることなく部分更新を行うことができた。今後は

環境問題にさらに貢献できる最適なシステムの提案を行っ

ていく。

鉄鋼業界では，操業の監視，自動化および製品品質の向
上を目的として，プロセス計算機制御システムを導入して

いる。最近の経済状況から計算機制御システムの設備投資
も抑えられている。

富士電機は，オペレーションの効率を高めて，安定した

操業をサポートする鉄鋼向け計算機制御システムを納入し

た。

本システムは設備の状態をモデル推定により同定し，そ

の同定結果をグラフィカルに表示することで視認性を高め，

監視作業での判断が正確かつスピーディに行える。またオ

ペレータは，今回納入した設備の表示端末だけでなく，既
存設備の端末でも相互に必要な情報を表示できるので，監
視作業の効率化が図れた。OS には Linux を採用し，シス

テムの保守性や信頼性を高めている。

6　株式会社 ADEKA 向け化学プラント計測制御システム

ステーション1

Ethernet

監視用パソコン
（FOCUS）

監視用パソコン
（FOCUS）

MICREX-SX
Jupiter
（二重化）

MICREX-SX
Jupiter
（二重化）

ステーション2

データ照合の流れ

ダウンロードの流れ

①品種パラメータ元データを手入力
②設定データ範囲内チェック
③ダウンロード

①入力ツール起動
②整合チェック
③MICREX-SXにダウンロード
④パラメータデータの表示

TAG NO. ○○○

10　ＸＸＸＸ999
20　ＸＸＸＸ999
30　ＸＸＸＸ999
40　ＸＸＸＸ999
50　ＸＸＸＸ999
60　ＸＸＸＸ999
98　ＸＸＸＸ999
99　ＸＸＸＸ999

品種パラメータシート

パターン　021

図₁₅　化学プラント計測制御システムの Excel ファイル操作化学分野では高付加価値素材の需要の高まりとともに，

製品納入先からの品質要求が厳しくなってきている。

富士電機は，株式会社 ADEKA 鹿島工場の化学品製
造プラントの更新に，中小規模向けの計測制御システム

「FOCUS-Jupiter」を納入した。従来，パネル計装による

運用では，運転パラメータが多く複雑なため，本システム

では随時元データと照合を行いつつ安全性にも考慮した設
計を行った。従来，オペレータがパネル操作で設定・変更
していた数十種類の品種パラメータシートを，監視パソコ

ン「FOCUS」の Excel ファイル操作により設定監視でき

るようにした。コントローラ内部とのデータ照合機能を持
ち，利便性，安全性を満足させたシステムを実現した。
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7　FDA 21 CFR Part11 対応中小規模医薬品向け計測制御システム

8　中小規模制御システムプラットフォーム

上位
サーバ

Simatic Batchターミナルバス

プラントバス

発信器・操作端・動力負荷

指紋認証
マウス

カードリーダ

ES OSクライアント ゲートウェイパソコン

CAS タイムサーバ

システム時刻同期

OSサーバ
（二重化）

MPU PLC MPU MPU MPU

I/O I/O I/O I/O

動力盤

GPS，FM，
電話回線など

図₁₆　中小規模医薬品向け計測制御システムの構成

Web表示

異常情報などの
メール配信

既設システムの資産継承

「SIRIUS」
(iFIX)

「FOCUS」
(InTouch)

「Partner-IT」
(CitectSCADA)

図₁₇　中小規模制御システムプラットフォーム

医薬品分野では，FDA（米国食品医薬品局）21 CFR 
Part11 に代表される ER/ES（電磁的記録・電子署名利用）

対応や国内の「薬事法」における日本版 ER/ES 指針対応
において，製造過程における製造情報の改ざんやシステム

への不正アクセスなどを防ぐことで製品の安全を確保する

計測制御システムが要求されている。今回，バッチサーバ

を不要とする 21 CFR Part11 対応中小規模医薬品向け計
測制御システムを確立した。

本システムは，システムへのアクセス権限を権限種別・

権限エリアごとに設定し，システム内のセキュリティを確
保し，電子署名機能により，“いつ”“誰が”“どこで（操
作端末，画面）”“何を”“どのように”“操作理由”などの

電子記録を残す機能を持ち，FDA 21 CFR Part11 に対応
した計測制御システム「MICREX-NX」を提供している。

中小規模制御システムプラットフォームは，各種
SCADA をアドインして動作させることを可能とした中
小監視制御システムである。具体的には，iFIX ベースの

「SIRIUS」，CitectSCADA ベースの「Partner-IT」および

InTouch ベースの「FOCUS」などをアドインし，既設資
産の継承が容易に実現できる。

また，各種 SCADA に依存しない Web ブラウザでのプ

ラント画面により，各拠点における広域での監視・操作が

可能である。専用エディタでの編集に加え，汎用の豊富
な Web コンポーネント部品の使用により，分かりやすく

視認性の良いプラント画面とすることが可能である。また，

異常情報などのメール配信機能や，Web サイト表示も備
え，多用途にも使用できる。

9　スケーラブルな「かんたん計装システム」

POD
（MONITOUCH）
 1対 1接続

【中央監視室】

SCADA接続

　  対    接続

SCADA

PLC1 PLC

POD

・・・・

・・・・

【現場B】

POD1

【現場A】

PID調節計機能 FB PID 調節計機能 FB

無分割 FB 4分割 FB

＋

機能のカスタマイズが容易

MICREX-SX MICREX-SX

スケーラブルなシステム従来システム

n

n

m

m

図₁₈　かんたん計装の従来システムとスケーラブルなシステム「かんたん計装システム」は，HMI がプログラマブル

操作表示器（POD），PLC が「MICREX-SX」の構成で，

PID 調節計などの計器機能を簡単なエンジニアリングで構
築することができる。

従来のシステム構成は，HMI と PLC が 1 対 1 接続の

スタンドアロンシステムであった。新しく n 対 m 接続や

SCADA との接続を可能にすることで，スケーラブルで柔
軟なシステム構成が実現できる。また，PID 調節計機能を

入力処理，演算処理，積分処理，出力処理の四つのファン

クションブロック（FB）に分割したことで，計器機能の

カスタマイズが簡単にできるようになった。

小規模な計装システムへの新規適用に加え，SCADA と

の共存や，更新時期を迎えたループコントローラの置換え

にも対応が可能なスケーラブル性を併せ持たせた。
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�　高速モーション制御向けコントローラ「SPH3000」 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.（54）.

�　直感的に使えるプログラミング支援ツール「SX-Programmer Standard V3」

図₁₉　ベースボード搭載の「SPH3000」

図₂₀　本支援ツールのプログラミング画面例

「MICREX-SX シリーズ」において IEC 61131-3 準拠
のプログラミングなどの特徴を継承しながら，モーション

制御・シーケンス制御の高速化・高精度化・高機能化を実
現したコントローラ「SPH3000」を開発した。

800 MHz 動作の高性能マイコン，高速同期型メモリを

搭載し，任意プログラムのキャッシュ常駐化，実行コード

最適化などの高性能化技術により，従来の富士電機の最速
機種「SPH300」に対し，シーケンス制御の実行時間ベー

スで 3 倍速を実現した。これによりシーケンスプログラム

16 kstep と，サーボ 27 軸のモーション制御の同時制御を

2 ms 周期で実行可能である。さらに，ユーザデータメモ

リを 2 MWord 搭載しており，高速数値演算機能と合わせ

ることで高度なデータ処理も実行可能である。

「MICREX-SX」のプログラミング支援ツール「SX-

Programmer Standard V3」を開発した。本支援ツールは，

ツールバーのメニュー構成やボタン配置，キーボード入力
方法などの改善により，マニュアルなしでも直感的に操作
ができる。主な特徴は次のとおりである。

⑴　プログラム作成方法は従来のガイダンス方式に，ニー

モニック方式とシンボルのボタン入力方式を加え，ユー

ザのスキルや習熟度に応じて最適な方式が選択できる。

⑵　プログラムや回路の検索と絞込みが，回路フィルタや

クロスリファレンスなどの検索条件を細かく設定するこ

とができるので，簡単に速くできる。

⑶　操作で必要なウィンドウを併設できるので，ウィンド

ウ切換えが簡単で，デスクトップが使いやすい。

�　既設コントローラ「MICREX-FⅡ/FⅢ」の設備更新ツール

図₂₁　「MICREX-SX システム」への設備更新ツール既設設備に搭載されている「MICREX-FⅡ/FⅢシステ

ム」（FⅡ/FⅢ）から「MICREX-SX システム」（SX）へ

の置換えが簡単に実現できる設備更新ツールを開発した。

本ツールは，FⅡ/FⅢの入出力モジュールのインタフェー

スを SX のインタフェースに変換する変換アダプタと，そ

れらを固定して SX を設置する標準架台とで構成される。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　FⅡ/FⅢの各入出力モジュールに接続されている既設
の配線をそのまま活用でき，配線作業とその確認，なら

びに試運転に要する時間が大幅に短縮できる。

⑵　既設設備の取付け穴をそのまま利用して標準架台が設
置でき，既設設備への追加加工が不要で，既設の設置面
積でリプレースが可能である。
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2　農業分野向けソリューション「Smile AGRI」の「モバイル生産履歴管理システム」

施設の全設備を対象とした中央
監視システムとビルエネルギー
マネジメントシステム
（BEMS）の構成

■防災関連設備監視

■照明設備監視制御

■電気設備監視

■空調設備監視制御

■給排水設備監視

■昇降機関連設備監視

■駐車場関連設備監視

中央監視システム

電力使用量

排水量，中水処理量，
ガス使用量

電力使用量，
循環水量・温度

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報，
設定制御

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報

稼動状態，故障情報，
設定制御

ＢＥＭＳ

電力使用量

電力使用量

電力使用量

電力使用量

電力使用量

電力使用量

エネルギー使用量

■通信設備監視

監視・制御

■セキュリティ設備監視

設備毎エネルギー使用量
の見える化

　施設の全設備
監視データの収集と設定
制御

1　施設管理に寄与するビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）

記帳実績
（生産履歴）

情報管理

最新農薬データ
分析データ

記帳内容確認

フィードバック

データの提出

農薬データ・分析データの配布

安全な農作業
安心を記帳

効率的な収集
容易な管理

マスタ

最新農薬データの取得

データの収集

農薬自動チェック
現場での記帳 農薬データベース

過去の防除履歴

生産者 農業団体

自動対比

図₂₂　施設全体を管理する中央監視システムと BEMS の構成

図₂₃　「モバイル生産履歴管理システム」の概要

富士電機は，利用者への快適な時間と空間の提供，施設
を長期にわたり高い価値で維持することを目的に，施設を

構成する設備全体をモニタリングする中央監視システムと

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）の提案を

進めている。中央監視システムは，電気設備や空調設備，

給排水設備，照明設備，防災設備，昇降設備，駐車場設備，

セキュリティ設備，情報通信設備など施設全体の設備の稼
動情報とエネルギー使用量を収集し，エネルギーマネジメ

ントと機器のメンテナンスに必要なデータを BEMS と共
有する。これにより，運用コストやエネルギー消費，設備
更新などのライフサイクルマネジメントを長期にわたり支
援し，相反するテーマである“快適性”と“環境に配慮し

た施設運営”を実現する。

2003 年に施行された「農薬取締法」の改正により，農
業生産者は生産段階における“農薬使用基準の順守ならび

に生産履歴記帳”を義務付けられた。しかし，繁忙を極め

る生産現場ではその取組みを 100% 徹底しきれない実情が

あり，喫緊の課題として対策が求められている。

富士電機が提供する農業分野向けソリューション「Smile 
AGRI」では，モバイル端末の利用により，作業現場にい

ながらにして効率的に最新の農薬使用基準の確認と実績登
録を可能とする「モバイル生産履歴管理システム」を提供
している。

これにより，農薬使用基準の誤認識による事故や記帳漏
れを防止し，安全な生産プロセスの実現と消費者への安心の

提供を支援する。食の安全・安心の一翼を担う仕組みとして，

現在，国内約 500 名の農業生産者によって利用されている。

ソシオオートメーション

3　環境システム「グリーンユース」

①エネルギー計測

②計測データ集計 ③エネルギー使用量の把握

データ収集
エネルギー使用量

環境報告書

環境報告書

経済産業省

④環境報告書作成

各事業所

本社

北関東工場

郡山工場

・
・
・

統括部門責任者
環境報告書作成・承認ワークフローシステム

省エネルギー活動の見える化

エネルギー計測～省エネルギー活動
データ計測 エネルギー把握 環境報告書作成・承認

環境報告書作成・承認フローイメージ

全社環境委員 事業責任者 政　府

承認申請作成 提出

GreenUSEキャビネット

図₂₄　全社的な環境データの“見える化”「グリーンユース：GreenUSE」は各種センサの計測情
報を収集し，その後の手続きや判断の効率化を支援するシ

ステムである。富士電機の得意分野である DCS やセンサ

など，現場の環境・エネルギーの情報をワークフローとい

う共通プラットフォームに取り込み，全社の環境判断や基
準として提供する。報告書や省エネルギー対策の履歴もエ

ビデンスとして“GreenUSE キャビネット”に共有管理
する。企業の基幹システムに現場のエネルギー使用実績を

提供し，環境報告業務の効率向上を実現するものである。

例えば，電力量などのエネルギー計測値は各工場や事業
所より自動収集し、定期報告書の承認データとしてワーク

フローで流す。ガス分析計などの安全・安心にかかわるア

ラームは，リアルタイムに企業内の関連組織に情報伝達を

行い，企業としての判断を支援することができる。

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.（17）.
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4　一元的な文書管理システム

5　環境放射線サーベイ車

A省
データ

A省

各府省庁が個別に文書管理システムを導入 全府省で文書管理
システムを統合化

（一元的な文書管理システム）B省 Z省

Z省
データ

文書管理

最
適
化

電子決裁基盤

A省 B省 Z省

文書
管理

電子
決裁

文書
管理

電子
決裁

・・・

・・・

・・・B省
データ

最適化前 最適化後

国の文書管理業務システムの全体最適化
　全府省のシステムの統合化による運用コストの低減化
　業務機能のシステム化範囲拡大，操作性の向上，職員にとっての
　利便性向上

図₂₅　“一元的な文書管理システム”の概要

図₂₆　環境放射線サーベイ車

政府が推進する文書管理業務の業務・システム最適化計
画に基づき，政府全体で利用する“一元的な文書管理シス

テム”を受注し，開発した。

本システムは，これまで各府省で個別に導入していた文
書管理システムを統合・最適化することで，行政文書事務
の効率化・高度化を実現し，政府機関における電子決裁や

電子文書の保存・管理を一元的に行うシステムである。

本システムの開発は，富士電機の共同利用型文書管理シ

ステムのパッケージソフトウェアをベースに，大規模シス

テム構築技術および業務アプリケーション開発技術を結集
したものである。高いユーザビリティ，汎用性およびセ

キュリティ機能を兼ね備えている。

原子力施設周辺の環境放射線モニタリングには，地域住
民の安全・安心のために高いニーズがある。通常は固定式
モニタリングポストなどで測定するが，固定式の測定器で

は測定できない地点は移動式の環境放射線サーベイ車で実
施し，緻密（ちみつ）な観測により地域の安心を確保して

いる。富士電機は，新型の環境放射線サーベイ車を青森県
六ヶ所村の日本原燃株式会社 環境管理センターに納入し

た。主な特徴は次のとおりである。

⑴　高レンジモニタおよびβ線ガスモニタによる再処理
施設特有の測定機能の追加

⑵　操作・表示機器の集約および機器配置，測定動線の最
適化による測定作業性の向上

⑶　４WD およびエアサスペンションの導入による低振動
化と雪道走行への対応

ソシオオートメーション

6　高感度環境放射線サーベイメータ

図₂₇　γ 線サーベイメータ放射線管理区域内での作業環境の線量率測定作業の改善
に向けて，高感度環境放射線（γ線）サーベイメータを

製品化した。これは，応答時間を当社比 3 倍以上に速めて

測定時間を短縮し，軽量化して操作性を改善したものであ

る。2010 年 3 月には第 2 弾として環境線量計を投入し測
定データの電子化に対応する。主な特徴は次のとおりであ

る。

⑴　バックグラウンド（0.1 µSv/h）から 999 mSv/h まで

の広い測定範囲
⑵　カラー有機 EL 表示器により暗所における優れた視認

性を確保
⑶　測定値のメモリ保存と赤外線通信によるデータ伝送
⑷　高感度半導体センサに対応した新規開発の低消費電流
アンプの採用による使用可能時間の長時間化（12 時間）

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.（42）.
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7　多機能環境放射線サーベイメータ 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.（42）.

8　配管診断装置

図₂₈　中性子サーベイメータと汚染サーベイメータ

図₂₉　配管診断装置

医薬品業界など増加する放射線使用職場に向けて，操作
性を改善したサーベイメータ 3 機種を開発し，シリーズ化
した。各機種の特徴は次のとおりである。

⑴　中性子サーベイメータ

新開発の混合有機ガスセンサにより，測定範囲を変えず

にポリエチレンモデレータを削減した。従来の質量 7 kg
を 2 kg に軽量化し，世界トップクラスの操作性を実現した。

⑵　汚染サーベイメータ

ASIC 化した新アンプ回路と大面積の新半導体センサに

より，α線やβ線用サーベイメータを軽量化した。

⑶　ワイドレンジサーベイメータ

薄膜化した入射窓と低エネルギーの感度補正方式を開発
し，1 台で X 線からγ線の測定が可能となった。

近年，放射線透過式配管減肉検出装置の応用として，蒸
気・冷却配管などの経年劣化検出，異物検出などのニー

ズが高まっている。富士電機では，25 A の小径から 500 A
の大口径までの配管肉厚，配管内流体の密度，レベルなど

の測定，ならびに付着物，さびなどの検出を，非接触・非
破壊で行える放射線透過式配管診断装置を開発し，製造 ･
販売している。

特に小径配管 25 〜 80 A の測定には，検出部の小型化が

必要であることから，従来の NaI（よう化ナトリウム）検
出器から CsI（よう化セシウム）検出器を採用するととも

に，新たに屋外などの悪環境下でも使用可能な補正機能を

開発した。さらに放射線に対する安全性が認証され，放射
線の被ばく管理などが不要な表示付認証機器とすることで，

幅広い分野での配管診断に利用されている。

ソシオオートメーション

9　ばいじん同時測定・レーザ方式 HCl（塩化水素）計

図₃₀　ばいじん同時測定・レーザ方式 HCl 計ごみ焼却炉の排ガス測定では，HCl（塩化水素）とばい

じん測定は必須項目である。富士電機は，直接挿入レーザ

方式 HCl 計にばいじん測定機能を追加した。従来は，HCl
計，ばいじん計を煙道に個別に設置して測定していたが，

本分析計では，HCl，ばいじんの各濃度をレーザ光の吸収
や透過光を利用して一つの装置で監視測定することができ

る。直接挿入レーザ方式 HCl 計の高速応答性，省エネル

ギー性，省メンテナンス性の特徴がばいじん測定にも適用
できる。また，測定成分の複合化により設置工事，納入調
整，点検に必要な費用も削減できるために利便性も大きい。

測定範囲は次のとおりである。

⑴　HCl：最小 0 〜 100 ppm・m
　　　　　最大 0 〜 1,000 ppm・m
⑵　ばいじん：0 〜 100 mg/Nm3・m 
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�　7 成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」の仕様拡充

�　防爆分析計（ジルコニア酸素計）の TIIS 認証取得

図₃₁　７成分同時測定ガス分析計装置「ZSU-7」

図₃₂　検出器「ExdⅡBT4」と変換器「ExdⅡBT6」

7 成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」は，環境監視に

必要な NOx，SO2，CO2，CO，O2，HCl（塩化水素），ば

いじんの最大 7 成分のガス濃度を 1 台で連続測定する。赤
外線式ガス分析計，ジルコニア式酸素計，ガスサンプリン

グ機器および直接挿入レーザ方式ガス分析計から構成され

ている。各種ボイラ，ごみ焼却炉などの煙道排ガス測定用
途で使用される。今回，直接挿入レーザ方式 HCl 計のば

いじん測定機能追加によりキュービクルを小型化し，本体
容量で従来比約 50% の省スペース化を実現した。一層の

使いやすさを追求し，完全前面メンテナンスとした。

また，ばいじん測定機能の追加により設置施工費用の削
減にもつながる。本分析装置は，日本国計量法に基づく型
式承認を取得済みである。

防爆分析計（ジルコニア酸素計）は，産業用ボイラや加
熱炉の燃焼ガス中の酸素濃度を直接挿入により連続測定し，

燃焼管理・省エネルギー制御に使用する分析計である。石
油化学プロセスなどの爆発危険性のある場所で安全に使用
できるように耐圧防爆構造として設計し，日本における工
場用防爆機器の認証を TIIS（社団法人産業安全技術協会）

から取得した。爆発性雰囲気のある場所でも煙道に直接挿
入して測定することが可能である。

本酸素計は，検出器「ExdⅡBT4」と変換器「ExdⅡ
BT6」からなり，サンプリング設備が不要で設置が容易に

行える。検出器は，内部センサが簡単に着脱・交換可能で

あり，劣化時などのメンテナンスも容易である。変換器に

は，センサ診断機能やセンサ復活機能などの特徴があり，

検出器を長期間にわたり安定して使用できる。

ソシオオートメーション
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