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産業ソリューション分野においては，国内の鉄鋼・化

や一般医療機関で働く医療従事者の γ 線，中性子線の放

学・機械メーカーの設備投資計画が従来のような設備の新

射線量を測定する個人被ばく線量計を製品化した。ガス事

設や増設でなく，既存設備を生かして生産性・歩留りの向

故を未然に防止するとともに，ガス警報器では，従来機種

上や自動化・省力化の拡大，および老朽化した設備の更新

より約 20 % の薄型化・軽量化と，約 50 % の低消費電力化

など，確実に投資回収ができるものに変化してきている。

を実現した。

また，自動車の生産台数の回復や，これに伴う粗鋼生産量

ドライブソリューション向けに業界最高速度の演算周

の増加などにより，アジアを中心とした海外の設備投資は

期 0.25 ms と高精度位置決め制御を実現するコントローラ

堅調な伸びが期待できる。このような状況の中，富士電機

「MICREX-SX SPH3000 for motion」を開発した。自動車

は環境に貢献する製品づくりを進めてきた。工場や事務所

工業向けサーボプレスや鉄鋼設備向けの高速応答・高精度

で使用しているエネルギーや設備・機器の稼動状況を見え

制御が要求される分野へ応用できる。また，
「MICREX-

る化し，それらのマネジメントを行う。さらに，実際のエ

SX」の信頼性を高める出力二重化アナログモジュールの機

ネルギーの使用方法を最適化して設備・機器の運転方法も

種を拡充した。鉄鋼加熱炉や焼却炉などの故障発生時に運

改善できるようにすることで，海外も含む幅広い分野で最

転を止めずに自動復帰が必要な用途へ適用される。

適運用を推進している。
駆動制御システム分野では，省エネルギー（省エネ）

ガス分析計では，従来の方式に比べて，高速応答とメン
テナンスフリーの特徴を持つ近赤外半導体レーザを使用し

に役立つ高圧インバータの製品系列を拡大し，中国をは

た直接挿入レーザガス分析計を開発した。電力やセメント，

じめとした海外市場への展開を本格化した。一般産業向

ごみ焼却，石油化学などの分野で応用が期待できる。

けには 3 kV 3 レベル水冷 IGBT（Insulated Gate Bipolar

産業電源分野では，世界最大クラスとなるアブダビ向け

Transistor）インバータを開発している。主に鉄鋼・石油

アルミ精錬用整流設備が現地完工となり生産を開始した。

化学向けの大型電動機の高効率運転を実現する。また，直

アルミ精錬用整流装置の単器大容量化のため，三次元磁界

流電動機駆動用電源の機能を拡張し，プラントプロセスの

解析技術を積極的に利用している。鉄鋼電気炉では，国内

高効率運転に適用できる直流電源装置を開発した。鉄鋼関

最大クラスとなる製鋼用直流アーク炉設備が生産を開始し

連では，海外プロセスライン設備，国内電炉特殊鋼圧延設

た。工業電熱では大容量 IGBT 誘導炉電源（10 MW）を

備などの更新工事において，多くの納入実績をあげた。

製品化した。

計測制御システム分野では，食品向けビルエネルギー管

施設電機分野では，省エネ，温暖化対策をキーワードに

理システムにエンドユーザコンピューティング思想を組み

した市場ニーズの高まりに対応し，ドライエア C-GIS（7.2

込み，日々の操業状況に適した最適運転と設備投資を計画

〜 72 kV）と植物油変圧器を核とした環境配慮形受変電シ

できる EMS（Energy Management System）を実現した。

ステムを開発・製品化している。電力品質向上対策として，

鉄鋼プラント向けには転炉ガスの最適需給制御を可能とす

蓄電デバイスに世界で初めてリチウムイオンキャパシタを

る最適化システムを納入した。化学プラント向けではシリ

適用した瞬低対策装置を 2011 年に納入予定である。

コン精製用ガス製造工場に安全計装機能と一般計装機能を

産業ソリューション分野において，得意とする駆動制御

同じコントローラで実現する安全計装システムを納入した。

や産業電源を中心としたパワーエレクトロニクスと，電機

計測・センサ分野では，設備の見える化を実現する機器

および計測制御システムを駆使したソリューション提案に

を開発した。工場現場で数多く使用されている回転機の稼
動状況をオンラインで監視できる回転機振動監視システム
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より，顧客の要請に応えていく所存である。
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駆動制御システム
大容量 3 kV 3 レベル水冷 IGBT インバータ
富士電機は，3 kV 3 レベル水冷 IGBT インバータの開

図1

水冷IGBTインバータ

発を進めている。適用する分野は，鉄鋼および非鉄圧延主
機，石油化学分野向け大容量コンプレッサである。
主な仕様と特徴は次のとおりである。
⑴

基本仕様
出力電圧：3.1 kV
容量：6.2 MVA（最大 24.8 MVA）

⑵

冷却方式を水冷とし，大容量化と装置のコンパクト化
を図っている。

⑶

PWM コンバータにより，100 % 電源回生可能，電源
力率≒1，高調波≒0 としている。

⑷

誘導電動機と同期電動機に適用できる。

産業用直流電源装置
整流器制御および直流電源制御の機能を拡張した全デジ

図 2 「LEONIC-M700」と「LEONIC-M Compact」

タル式サイリスタ制御装置を製作し納入した。主な特徴は
次のとおりである。
⑴

従来の直流電動機制御に加え，金属の表面処理や洗浄，
加熱を目的とした低電圧・大電流の整流器制御や直流電
源を可能にした。

⑵

盤タイプ直流制御装置「LEONIC-M700」とユニット

形直流制御装置「LEONIC-M Compact」をシリーズ化
した。
⑶

高性能・高機能と使いやすさを追求した制御装置で，
上位とのインタフェースは従来のアナログ方式に加え，
T リンク，SX バス，PROFIBUS-DP などの各種伝送方
式が可能である。

海外向けプロセスラインの更新
新設が中心であった海外向けプロセスライン制御システ

図3

監視制御システムの更新例

ムの納入も，国内同様に能力増強やシステムレベルアップ
のための更新が行われるようになってきた。最近実施され
た更新の概要は次のとおりである。
⑴

ドライブシステムの交流化・デジタル化

⑵

最新 PLC の導入による保守合理化

⑶

監視制御システムとしてタッチパネルおよびロギング
システムを導入
これらの更新では，海外工事業者の施工能力を考慮した

更新範囲の設定，工程計画ならびにエンジニアリングを行
うことで円滑な工事を実現している。
稼動後長い時間を経過した制御システムは海外でも数多
く，今後もこれらの更新需要に応えていく。
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駆動制御システム
特殊圧延機用直交配電形インバータの納入
電炉メーカー各社は設備老朽化対策および新鋼種・新サ

図4

圧延機用直流配電形インバータ「F4400 VM5R」

図5

高機能エネルギー管理システムの画面例

図6

副生ガス需給制御システムの構成

イズの生産を目的として設備増強とシステムのレベルアッ
プを実施している。設備増強の一環としては，従来の圧延
設備の上流に圧延機を増設し，低温圧延を可能とする設
備増強が増えている。今回，産業用インバータ（3 レベル，
2,000 kVA）による交流化によって次を実施した。
⑴

電動機容量の増大を図り，圧延動力増大により低温特
殊圧延に対応できるようにした。

⑵

設備の増速により，圧延設備の生産性向上を図った。

⑶

PLC，HMI など全デジタル化することで設備監視シ

ステムの多様化が実現し，トラブル解析が容易となった。
また，老朽化機種更新により，ダウンタイムを低減し，
安定操業に貢献した。

計測制御システム
高機能ビルエネルギー管理システム
富士電機は，製造管理システムから生まれた実績分析
パッケージ「MainGATE/PPA」を用いて高機能ビルエネ
ルギー管理システム（BEMS）を提供している。エネル
ギー管理区分，個別設備・システムの動作検証，性能検証
など，数十種類の分析評価テンプレートを持ち，容易にシ
ステムを構築できる。また，EUC の思想に基づいて開発
したシステムのため，初期導入後，エンドユーザによるコ
ンテンツ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。
富士電機の BEMS 導入により，建物全体から個別設備
まで，エネルギー利用にかかわる全データを把握・分析す
ることができ，日々の状況変化に応じた最適な運転方法の
立案と最適な設備投資計画の立案が可能である。

鉄鋼プラントのエネルギー最適化システム
製鉄所で大量消費される多種多様なエネルギーを集中的
に監視制御し，生産工場への安定供給とエネルギーコスト
の削減を目的とするエネルギーセンターは，富士電機の得
意とする分野の一つである。
某所に，副生ガス放散を防止しガス回収ホルダの有効活

タイム
サーバ

ビジネス
コンピュータ
切替器 /
モデム

ローカル LAN

操作端末 1

操作端末 2

コンソール

用を目的とした需給制御システムを納入した。本システム
は，実績値を基に副生ガス発生量・使用量を予測するアプ

開発端末

リケーションサーバと，この予測された値によりホルダか
らの最適な払出量を計算する最適化サーバ，さらにこの最
適量を目標値としブロワ払出制御，負荷先使用量制御を行
う DCS で構成される。本システムにより，複数ある転炉
とホルダのさまざまな操業パターンに対応した副生ガス最
適化運用を可能とした。
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計測制御システム
化学プラントの安全計装システム
富士電機では，工業用ガス製造工場に分散型監視制御シ

図7

化学プラント安全計装システムの例

ステム「MICREX-NX」を納入した。
ガス製造プラントには，産業事故の防止対策として安全

レーザプリンタ

MICREX-NX

OPC
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ES：エンジニアリングステーション

計装の導入が必須である。本安全計装は，機器の故障が
ターミナルバス

あった場合，システムがプロセスに対し安全側に働くよう

ES
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機能する。

OS
サーバ

ES
（サブ）

アーカイブ
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MICREX-NX では，安全計装機能と一般計装機能を同

AS-417
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じコントローラおよびエンジニアリングツール内に混在可

AS-417
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一般計装
ロッカ

能であり，システム構成をシンプルにできるというメリッ

一般計装
ロッカ
一般設備

安全計装設備

トを持っている。本システムでは，安全計装における異常

バリア

要因と操作対象との関係をマトリックスに表示することで，

信号中継

監視操作を容易にした。

マーシャリング・
バリア盤
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一般設備

バリア

バリア
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計測・センサ
無線式回転機振動監視システムの適用拡大
労働人口の減少や産業構造変化により，工場の回転機の

図8

無線式回転機振動監視システムの構成

保守業務は，従来の人手による個別点検作業から，IT 化

診断管理
パソコン

による作業の省力化とコストダウンが求められている。富
士電機では RF タグと振動センサ技術により，回転機稼動

LAN

状態のオンライン傾向監視を行う回転機振動監視システム

ＬＡＮアダプタ

診断ソフトウェアの高機能化（新機能）
インバータによる高周波電磁
振動影響除去
ベアリング傷相当周波数表示ほか
計測データの登録はオフライン

を開発し，現在までに，鉄鋼，電機，化学などの製造分野

ＲＳ- ４８５

や電力，鉄道，道路などの社会インフラ分野から多くの引

送受信機

き合いを受け，納入を開始した。今回，振動のオンライン
監視と設置の容易さという特徴に加えて，診断ソフトウェ

無線振動
センサ

無線通信
（特定小電力無線）

アの高機能化，センサの分離（小型化）
，携帯端末などの
機能強化を行うとともに，回転機だけでなく保守業務全体
の合理化，省エネルギー，および安心・安全を目的とした

一体型センサ

携帯端末機能
（新機能）
巡視点検作業
の簡単化
分離型センサ（新機能）
回転機への取付け，
および電波環境に障害
がある場合に有効
：今回の機能強化

ソリューションにより，一層の適用拡大を目指している。

新型 LP ガス用ガス警報器
富士電機では，新型 LP ガス用ガス警報器（単体型お

図9

新型LPガス用ガス警報器（単体型）

よび S 型メータ連動型）を開発した。いずれも従来の単
体型警報器に対し，取付け面積は同一で，約 20 % の薄型
化・軽量化と，約 50 % の低消費電力化を実現した。
機能面においては，故障診断機能や警報履歴記憶機能，
警報停止ボタンによる警報停止機能など新たな機能を搭載
し，警報器の信頼性やユーザの利便性を向上させた。また，
“交換期限切れお知らせ機能”の搭載により，警報器の有
効期限を超えた長期使用を防止し，ガス使用環境の安全性
向上に寄与する。
本製品は，省エネルギーによる地球環境保護への貢献と，
ガス事故を未然に防止する安全な社会の実現に貢献する。
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計測・センサ
プラント制御向け二重化アナログ出力モジュール
PLC は高信頼性が要求されるシステムへと適用範囲を

図 1 0 二重化アナログ出力モジュールの配線例

拡大している。今回「MICREX-SX シリーズ」では，モ
ジュールとして高信頼性を保証する次の特徴を持ったプラ
ント制御向け二重化アナログ出力モジュールの機種を拡充
した。
⑴

アナログ部の機械的な故障を自己診断する機能

⑵

自己診断異常が発生したとき，瞬時に稼動/待機を切
り換えて制御を継続することが可能

⑶

自己診断異常発生時に上位プロセッサに通知する機能

⑷

システム稼動中に故障モジュールの活線交換が可能

これらにより，制御を止めずに自動復帰が求められる各

二つのモジュールの
アナログ出力を，
ワイヤードオア接続
する。

種加熱炉や焼却炉制御などにおいて，高信頼性を実現でき

アナログ出力信号

る。

新型赤外線ガス分析計
富士電機の赤外線ガス分析計には，高精度だが大型なダ

図 1 1 新型赤外線ガス分析計

ブルビーム方式と，精度面では劣るがシンプルな構造で小
型なシングルビーム方式がある。今回開発した分析計では，
シングルビーム方式の小型・シンプルな構造でダブルビー
ム方式以上の高精度を実現した。
本製品では従来比約 9 倍の高感度赤外線光学系およびド
リフトキャンセル機構の開発により，従来比最大 20 倍の
低濃度化を実現した（NO・SO2 計 0 〜 10 ppm，CO・CO2
計 0 〜 5 ppm）
。これにより，これまでの燃焼排ガス測定，
工業炉プロセス管理用途に追加して，ガス分離プロセス，
大気環境測定分野への拡販を図る。
今後は本分析計を搭載した分析装置を開発し，国内の
「計量法」に基づく型式承認を取得する予定である。

量子カスケードレーザによる直挿レーザ SO2 計
富士電機は，中赤外波長を発光する量子カスケードレー
ザを使用した SO2（二酸化硫黄）計の開発を行っている。
従来のレーザガス分析計と比べて，受光感度，熱対策な
ど製品化へのハードルは高いが，レーザを用いた SO2 計
はまだ市場にはないため，製品化すればレーザガス分析計
が持つ高速応答の特徴から電力，セメント，ごみ焼却の脱
硫のプロセス制御や石油化学の硫酸製造プロセスなど新し
いアプリケーション市場を開拓することができる。
本レーザガス分析計が持つ主な特徴を一般的なサンプリ
ング式 SO2 計と比べて記す。
⑴

1 〜 5 秒の高速応答（約 3 〜 7 分）

⑵

2.0 %FS/6 か月の長期ゼロ点安定性（2.0 %FS/週）
〔
（
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）内はサンプリング式〕

図 1 2 直挿レーザSO2計

切換信号
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計測・センサ
汎用型温度調節計の系列拡大
汎用型の温度調節計「PXR4」ソケットタイプに白色

図 1 3 汎用型温度調節計（白色ケース）

ケースを新しく追加した。ソケット端子構造の本機は，保
守やリプレース時に本体を差し替えるだけでワンタッ
チ交換ができるため，再配線作業が不要で省力化できる
という特徴を持っている。また，
「PXR シリーズ」共通
の NEMA4X 前面防水，大型表示，キーオペレーション，
PID・ファジイ・セルフチューニング制御機能，ランプ
ソーク機能，警報機能も装備している。
また，他社のソケットタイプ端子と互換性のある製品も
品ぞろえしている。保守・リプレース需要に的を絞った製
品となっており，清潔感のある白色ケースにより，食品を
はじめ多様な業界への拡販を図る。

放射線作業者用線量計
富士電機は，消防や警察，病院，研究所などで放射線を

図 1 4 放射線作業者用線量計

取り扱う作業者の放射線量を測定し，被ばく量を把握する
ことにより作業者の健康を管理する放射線作業者用線量計
「DOSE i」を開発した。測定線種は，γ 線と中性子線の 2
種類で，センサの組合せにより γ 線タイプ，γ 線 + 中性
子線タイプをラインアップしている。特徴を次に示す。
⑴

積算線量と線量率の測定が可能

⑵

耐水・耐ノイズ性能による信頼性向上

⑶

見やすい有機 EL ディスプレイ

⑷

多彩な警報機能

⑸

線量計本体でさまざまな設定が可能

⑹

ポケットに入るコンパクト・軽量ボディ

⑺

入退室管理システムへの展開が可能

（a）γ 線＋中性子線タイプ

（b）γ 線タイプ

産業電源
アブダビ向けアルミ製錬設備の完成
アブダビ・エミレーツアルミ社向けに単器容量として世

図 1 5 DC1,750 V 87.5 kA出力「Sフォーマ」

界最大級のアルミ電解用変圧整流装置「S フォーマ」を納
入・施工し，2009 年 12 月から順調に運転を開始している。
整流装置単器の仕様は，入力 220 kV，出力 DC1,750 V
87.5 kA 153 MW で，5 台（1 台予備）で DC350 kA のアル
ミ精錬ポットラインに給電する。今回，2 ポットライン分
を納入した。特徴は次のとおりである。
⑴

厳しい高調波規制をクリアするため，電圧調整用変圧
器のインピーダンスを最適化し，三次側に高調波フィル
タを設置することで，高調波の流出を抑制した。

⑵

DC350 kA の給電のためのブスバーを施工範囲の中に

含め，短絡事故時の機械耐力を整流装置と協調を取りな
がら設計した。
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施設電機
台湾プラスチック向け 161 kV 変電設備の納入
台湾プラスチックグループ麥寮石油化学プラントの負荷
の増強，ならびに大容量負荷の移設による電力系統の安定
化のため，台塑石化股份有限公司（FPCC）に，161 kV 級
50 kA 4,000 A 定格のガス絶縁開閉装置（GIS）11 ユニッ
トから成る 161 kV/33 kV 変電設備一式を納入し，2010 年
2 月から順調に運転している。麥寮地区の第四の 161 kV
級変電所となる本設備の完成により，161 kV GIS は計 76
ユニットに達した。保護リレーにはすべて多機能型デジタ
ルリレーを適用し，さらに主要リレーは二重化とすること
で信頼性を向上させている。
屋内 GIS と電力ケーブルによる配電方式を採用したこ
とにより，変電所の縮小化，周囲環境との調和，保守の省
力化などの特徴を最大限に発揮できた。
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図 1 6 161 kV 50 kA GIS

＊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。

