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計測制御とシミュレーション
特 集

香川

利春}ÁÂąeÞÍåā~

東京工業大学 精密工学研究所 教授

昨今å 2011 年 3 月 11 日ä東日本大震災á端Ĉ発ÍÕ自

技術ä重要性ÂôÏôÏ増加ÍhÉä技術áþÙÜäõ解

然災害ÞÍÜä津波問題h誘起ËĂÕ原発問題hàÿéá

明可能à事項Â増¾ÜÃÜºāgÍÕÂÙÜh社会的要求

環境問題h医療問題àß人間ä安全j安心á関ąā諸問題

ø高ôĀh従来Ýå解明Â行ąĂÜºàº分野áÀºÜø

ÂĘŖsģċĬŀËĂÜºāg工学Â人間生活ä安全j安

次々á複雑àĠĢįŉä挙動Â明ÿÁáËĂÜºāg

心áôÏôÏ関ąā現在h筆者Â関与ÏāŀŖĤĢáÀÇ
ā計測制御ÞĠňŎŕsĠŐŜĈ考¾直ÍÜõÕºg

昭和 40 年代ÝåİġĨŔ計算機å未発達äÕ÷høÙ
çÿ物理現象äĤŜĠŜęàÿéá現象äĠňŎŕsĠŐ

計測Þå様々à工学的手法áþĀ現実ä状態ä認識Ĉ行

ŜåċĳŖę回路hċĳŖęĜŜĽŎsĨáþÙÜ行ąĂ

¼Õ÷ä動作Ý¸Āh現在Ýå情報Ĉ入力Ïā部分åĤŜ

ÕgđĶŔėsj環境áÁÁąāľČsŔĲáå多Åä計

ĞÞ呼æĂÜºāgĤŜĠŜęåĤŜĞĈ用ºÜhþĀ広

測Þ制御Ĉ行¼ïÃ要素Â存在ÍhÉĂÿĈÃ÷細Áá計

範囲à計測ä検討àßĈ行¼意味á用ºÿĂāg計測機器

測Þ制御Ĉ行¼ÉÞáþĀ省đĶŔėsÞ安全àŀŒŜı

å例¾æŀŖĤĢ関連áÀºÜ温度h圧力h流量hŕłŔ

ä運転Â実現ËĂāg近年h無線技術Ĉ用ºÕ多Åä機器

àßĈ知āÕ÷ä機器Ý¸ĀhŀŒŜıä動作状況Ĉ把握

ä開発Â行ąĂhľČsŔĲä物理現象ĈÃ÷細Áá伝送

Ïā上Ý大変重要à要素Ý¸āg計測分野ä体系化å真島

Ïā事áþÙÜhÉĂÿä物理現象ĈŋİŔ化ÍÕ新Õà

正一先生h磯部孝先生ä計測論áþÙÜ行ąĂÕÞ認識Ï

制御ÂhPC}ĺĦĜŜ~łsĢäĠĢįŉÁÿ組込õĠ

āÂh¸ôĀáø分野Â広ÅÁÚ深ºÕ÷hÓĂÔĂä工

Ģįŉàßá進展ÍÜºÅÞ考¾ÿĂāg

学分野á任ËĂÜºā形Ý¸āg
制御åŀŖĤĢàßä各状態量Ĉ望ôÍº値áÏāÕ÷

ľČsŔĲ機器ä進展áÚºÜåŊŋœh処理速度á関
ÍÜ言Ĉ待ÕàºÂh組込õĦľıďĐċø大Ãà変化Ĉ

ä操作端Ĉ駆動Ïā動作Ĉ示Ïg制御áÚºÜåđġŀı

ÍÜºāgôÕh従来ä大型計算機hŘsĘĢĢįsĠŐ

ä遺跡á水利設備ú水時計h蒸気Ĉ用ºÕ駆動装置àßá

Ŝä領域Ý¸ÙÕĦľıďĐċÂhPC ä領域á変化ÍÜ

原型ÂõÿĂāgčėœĢ産業革命時代äġĐsŉĢj

ºāgÍÁÍàÂÿhŋİŔä考察Ĉ十分á行ąàº場合

ŘĬıáþāh遠心力Ĉ用ºÕ蒸気圧力ä制御装置å有名

áå不都合à境界条件Ý解Â得ÿĂàº場合ø多Å散見Ï

Ý¸āgÍÁÍàÂÿh制御ä実用機器Â完成ÍÕäåÉ

āg特á安全j安心Ĉ課題ÞÏā複雑大規模àĠĢįŉÝ

ä 7h80 年ä間Ý¸ĀhŀŖĤĢ関連Ýå 1950 年頃Áÿ

åŋİœŜęä妥当性Þ計算精度ä問題Â注意Ĉ要Ïāg

米国ä石油精製装置ä温度h圧力àßä制御á空気式 PID

省đĶŔėsÞ安全j安心Ĉ満ÕÏŀŖĤĢä運転áå

制御機器Â用ºÿĂÕg同時期áhķsĹsıjďčĳs

計測制御技術ÞĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ有効á活用Íhô

äĞčĹĶįČĬĘĢàßÂ紹介ËĂÜ制御理論ä発展Â

ÕľČsŔĲä実際ä物理現象ĈÍÙÁĀ把握ÍÕ上Ýh

期待ËĂÕgÍÁÍàÂÿh現在Ýå制御理論å現実äº

適切à計測制御ĠĢįŉĈ構築ÍÜºÅ事Â重要Ý¸āg

ąüā泥臭º制御Ĉ対象áÍÜºàºäÝåàºÁÞ感Î

ÉĂÁÿøđĶŔėsj環境ä領域Ý計測制御äđŜġĴ

ÿĂāg

ċœŜęÂ進展ÍÜºÅÞ考¾āg

一方h近年ä複雑化ËĂÕ状況下ÝåĠňŎŕsĠŐŜ
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憲一 2LUPJOP2\YV[HUP

黒谷

戸髙

雄二 @\QP;VKHRH

安全j安心Ý持続可能à社会Ĉ実現ÏāÕ÷áh計測制御技術å必要不可欠Ý¸āg富士電機åh電力j産業j水処理j
民生ĈåÎ÷hËôÌôà分野Ý計測制御技術Ĉ展開Íh多Åä実績Ĉ挙ÈÜÃÕgąÂ国ä新成長戦略úđĶŔės基本
計画àÿéáęŖsĹŔà市場j技術ä動向Ĉ踏ô¾hđĶŔėsj環境分野á注力ÍÕ技術開発Ĉ進÷ÜºāgĢŇsı
化hĤsľįČ化hęœsŜ化Ĉ技術ä鍵ÞÍhđĶŔėsä供給j流通j需要ĞčĲôÝä最適à運転j運用Þ省đĶŔ
ėsj省資源化j環境負荷ä低減Þ安全j安心ä確保Ĉ実現ÏāĦœŎsĠŐŜä取組õĈ進÷Üºāg
In order to realize a safe and reliable sustainable society, measurement and control technologies are essential. Fuji Electric has developed
measurement and control technologies in many ﬁelds including power, industrial, water treatment, and commercial ﬁelds and achieved good
results. In accordance with Japanz
s New Growth Strategy and Basic Energy Plan, as well as global market and technological developments,
we are moving forward with technological development focused on energy and environment. The key for these technologies is to create them
smarter, safer, and greener. We are pushing forward with approaches for solutions that achieve the optimal service and operation of energy
supply, distribution, and up to the demand side, realize energy conservation, resource conservation, and decrease the environmental burden,
and that ensure safety and peace-of-mind.
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⒝

ŒčľjčķłsĠŐŜáþā健康大国戦略

⒞

ċġċ経済戦略

2011 年 3 月á発生ÍÕ東日本大震災áþĀ被災ËĂô

⒟

観光立国j地域活性化戦略

ÍÕ皆Ëôáåh心þĀÀ見舞º申Í上ÈôÏÞÞøáh

⒠

科学j技術j情報通信立国戦略

一日ø早º復興Ĉ心þĀÀ祈Ā申Í上ÈôÏg

⒡

雇用j人材戦略

⒢

金融戦略

富士電機åh電力j交通j水処理àßä社会基盤h鉄

ôÕhÉĂÿĈ強力á推進ÏāÕ÷áh経済成長á特

鋼j化学j自動車j電気電子àßä産業用設備hļŔj店
舗j自動販売機j車載機器àßä民生分野áÀºÜh省力

á貢献度Â高º 21 ä国家戦略ŀŖġĐĘıÂ選定ËĂÕg

化j自動化j高効率化j高信頼度化Ĉ実現Ïā計測制御ä

Éä¼×h計測制御技術Â貢献ÝÃāøäÞÍÜh次äŀ

⑴

技術Ĉ展開Íh多Åä先駆的実績Ĉ挙ÈÜÃÕg現在h地

ŖġĐĘıÂ注目ËĂāg

球温暖化h少子高齢化h安全j安心ä実現àßä社会的課

⑴

Ŕėsj急拡大

題úęŖsĹŔ化h競争力向上àß経営的課題ä解決á貢
献Ïā計測制御技術ä実現Ĉ目指ÍhđĶŔėsj環境分

｢固定価格買取制度｣ ä導入àßáþā再生可能đĶ

⑵

｢環境未来都市｣ 構想

野á注力Í技術開発Ĉ進÷ÜºāgËÿáåh東日本大震
災Ĉ契機áh持続可能à社会ä実現á向ÇÕ新Õà取組õ
Ĉ始÷þ¼ÞÍÜºāg

.

エネルギー基本計画と省エネルギー技術戦略 2011

2010 年 6 月áhđĶŔės基本計画ä全面的à見直Í
⑶

本特集Ýåh省đĶŔės}省đĶ~Àþé社会ä安

Â行ąĂÕgÕÖÍh東日本大震災ÞÓĂáþĀ引Ã起É

全j安心Ĉ実現Ïā計測制御技術ÞhÓĂĈ適用ÍÕĦ

ËĂÕ福島第一原子力発電所ä事故Ĉ受ÇhËÿàā見直

œŎsĠŐŜĈ紹介Ïāg本稿áÀºÜåh計測制御技術

ÍÂ必要ÞàÙÜºāgđĶŔės政策ä基本Ý¸ā 3E

á関ąā日本ä戦略ÀþéęŖsĹŔà技術動向Þ製造業

}đĶŔėsĤĖŎœįČh温暖化対策h効率的à供給~

Ĉ中心ÞÍÕ課題hàÿéáÓĂá対Ïā富士電機ä取組

á加¾hđĶŔėsĈ基軸ÞÍÕ経済成長ä実現ÞhđĶ

õĈ述ïāg

Ŕės産業構造改革Â新Õá追加ËĂÕgôÕh2030 年
á向Çh自主đĶŔės比率àÿéáĥŖjđňĬĠŐŜ
注 1

グローバル市場における計測制御技術の動向と

電源 比率ä向上h産業部門áÀÇā世界最高äđĶŔės

課題

利用効率ä維持j強化àßä目標Â掲ÈÿĂÕg
2011 年 3 月áå資源đĶŔės庁þĀhđĶŔės基

.

日本の新成長戦略

本計画ä重要à要素Ý¸ā省đĶá大ÃÅ貢献Ïā重要分

2010 年 6 月áh次ä 7 項目Áÿàā ｢新成長戦略v元

野Ĉ特定ÍÕ ｢省đĶŔės技術戦略 2011｣ Â策定ËĂ

⑵

気à日本復活äĠĳœēv｣ Â閣議決定ËĂÕg
⒜

ęœsŜjčķłsĠŐŜáþā環境jđĶŔės
大国戦略
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注 1ĥŖjđňĬĠŐŜ電源k原子力Àþé太陽光h風力h地熱h
水力hĹčēŇĢàßä再生可能đĶŔės由来ä電源
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⑷

ÕgÉĂôÝä戦略Ĉ全面的á見直ÍhËôÌôà技術ä

年 6 月á ISO 50001 ÞÍÜ発効ÍÕg

ĠĢįŉ化áþĀ大Ãà省đĶ効果Ĉ発揮Ïāøäh製品

⑵

ĤŜĞ技術

ıä製造j普及á寄与Ïā技術h全Å新Íº切Ā口Áÿ省

線量計j地震計jĕĢ検知器àßÂ注目ËĂÜºāgôÕh

đĶä進展Ĉ追求Ïāøäàßh従来áàº視点Áÿ新Õ

地球温暖化j環境対応ä観点Áÿh電力äĢŇsıŊs

à省đĶä可能性Ĉ提示ÍÜºāg

Ĩú工場j焼却炉ä排ĕĢ分析計ø注目ËĂÜºāg一

á示Ïþ¼áh重要技術ÞÍÜh産業部門h

方h設置úŊŜįĳŜĢĈ容易áÏāÕ÷áhĤŜĞä無

家庭j業務部門h運輸部門áÀÇā技術äñÁh部門Ĉ横

線化ú電池ôÕå自己給電áþā長期間駆動úŊŜįĳŜ

ôÕh図

断Ïā技術ÞÍÜh高効率čŜĹsĨàßäĺŘsđŕ

Ģľœs化Â求÷ÿĂÜºāgÉĂÿĈ実現ÏāÕ÷áh

ĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~技術h地域内äđĶŔės利

MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~
}287 Ń s

用最適化Ĉ図ā次世代đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ
}EMS~àßä熱j電力ä次世代ĶĬıŘsĘ技術Â挙È
ÿĂÜÀĀh計測制御技術ä貢献Â期待ËĂāg

ġ ｢解説 1｣ 参照~技術Â活用ËĂh小型化j省電力化Â
図ÿĂÜºāg
⑶

制御技術
1990 年代ÁÿäŋİŔ予測制御úĴŎsŒŔĶĬı

.

ŘsĘh最適化技術àßÂh情報技術ä進歩Þ相ôÙÜh

計測制御技術の動向

ęŖsĹŔà市場áÀÇāh計測制御技術á関ąā最近

産業j社会分野ú家電製品j車àßá適用ËĂh制御性

ä動向Ĉ述ïāg

能ä向上ú省đĶàßá大Ãà効果Ĉ挙ÈÜÃÕg一方h

⑴

œsŇŜĠŐĬĘá端Ĉ発ÍÕ需要低迷áþĀh生産ĠĢ

国際標準化
đĶŔėsú工業ŀŖĤĢä計測制御分野ä標準化

įŉáÀºÜåh低ĜĢıÝ生産量ä変動á対応ÝÃāÉ

åhIEC}国際電気標準会議~ä TC8 ú TC59hTC65h

ÞÂ望ôĂÜºāgÓä実現手段ä一ÚÞÍÜhPID 制

TC95 àßĈ中心á活発á進÷ÿĂÜºāg電子化úĶĬ

御器äĺŒŊsĨĈÃ×ĉÞ調整ÍÜ用ºāÉÞhàÿé

ı Ř s Ę 化h 工 業 用 無 線h Ë ÿ á å Ġ Ģ į ŉ 視 点 Ý ä

áÓäÕ÷ä制御性能監視ú閉ŔsŀÝäŋİŔ化jĺŒ

国際標準化ø活発化ÍÜºāgĢŇsıęœĬĲ対応á

ŊsĨ調整ä方式Â¸ÿÕ÷Ü注目ËĂÜºāg

ÚºÜåh米国ä NIST}国立標準技術研究所~Ĉ中心

⑷

ĢŇsıęœĬĲjĢŇsıĜňŎĴįČ技術

情報通信技術Ĉ活用ÍÕ次世代ä送配電網ÞÍÜĢŇs

á IEC Þ連携Íh活発á進÷ÿĂÜºāg工業用無線Ý
åhHART Communication Foundation áþā Wireless-

ıęœĬĲÂĢĨsıÍÕg電力äõàÿÐh熱hĕĢh

HARThISA}International Society of Automation~áþ

水àß社会čŜľŒ全体äĢŇsı化áþā環境調和型ä

ā SP100 ä規格化Â進÷ÿĂÜºāgĕĢŊsĨä遠隔

都市空間ÛÅĀ}ĢŇsıĜňŎĴįČjĢŇsıĠįČ~

検針用äŖsĔŔ通信áåhIEEE 802.15.4 g áþā多段

á向ÁÙÜhĜŜĤŀıÂ拡張ËĂÜºāg国内Ýå北九

中継無線方式Â日本Áÿ提案ËĂÜºāg機械j機器ä安

州市ú横浜市àßÝ実証実験Â行ąĂÜºāg中国účŜ

全åhISO 12100}機械安全~
hIEC 61508}電気系ä機能

Ĳh中東àßä海外Ýåh桁違ºä投資Ý新Íº都市開発

安全~Ĉ上位規格áÍÜhËôÌôà分野j機器ä規格化

ä一環ÞÍÜŀŖġĐĘıÂ進行ÍÜºāg

Â進÷ÿĂÜÀĀh安全計装ĠĢįŉàßä導入Â国内Ý

今後ä太陽光発電ú風力発電àßä分散型電源ä飛躍
的à導入拡大á備¾Üh配電系統äÃ÷細Áà制御Ĉ行

ø進ĉÝÃÜºāg
EMS áÚºÜh品質ŇĶġŊŜıä ISO 9000 ú環境Ň

¼Õ÷ä計測ĤŜĞhàÿéá制御端末ú次世代配電系

ĶġŊŜıä ISO 14000 Þ同様à規格化Â進÷ÿĂh2011

統ä制御技術ä開発ÞÞøáh地域ŕłŔäđĶŔės
Ň Ķ ġ Ŋ Ŝ ı Ġ Ģ į ŉ Ý ¸ ā CEMS}Cluster Energy
Management System~ä開発Â行ąĂÜºāg
⑸

産業

™エクセルギー損失最小化技術
™省エネ促進システム化技術
™省エネプロダクト加速化技術

実現á向ÇÕ取組õÂ進ĉÝºāgÉĂÿĈ実現Ïāá
åhđĶŔėsä需給全体Ĉ統合ôÕå連携ÍÕ管理ú運

部門横断

™ZEB・ZEH
™省エネ型情報

™次世代型ヒートポンプシステム
™パワーエレクトロニクス
™熱・電力の次世代ネットワーク

機器・システム

™快適・省エネ
ヒューマンファクター
™定置用燃料電池

家庭・業務

đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS~
太陽光発電àßä再生可能đĶŔėsä導入ú省đĶä

転Â必要ÞËĂhEMS ÂÓä役割Ĉ担¼ÉÞáàāg従
来äļŔú工場ä EMS Ý¸ā BEMS}Building & EMS~
h
FEMS}Factory EMS~á加¾h地域ŕłŔä CEMSh

™次世代自動車
™ITS
™インテリジェント
物流システム

店舗流通向Çä REMS}Retail EMS~
h家庭向Çä HEMS
}Home EMS~àßh用途向Çá開発Â進÷ÿĂÜºāg

運輸

（出典：経済産業省. 省エネルギー技術戦略 2011 概要）

.

事業環境変化と課題

富士電機ä顧客hÞĀąÇ製造業Ĉ取Ā巻Å最近ä事業
図

省エネルギー技術戦略 2011 における重要技術

環境ä変化ÞÓĂá伴¼主à課題úĴsģĈ述ïāg
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特 集

大地震ú事故Ĉ踏ô¾Õ安全j安心ä観点Áÿh放射線

使用段階áÀÇā省đĶ効果Â極÷Ü高º省đĶŀŖĩĘ
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特 集

地球温暖化

少子高齢化

安全・安心

グローバル化

持続可能な環境社会

競争力向上

フレキシブルな生産体制
顧客課題

高い信頼性と安全性の確保

グローバルな事業環境
標準化・プラットフォーム化

デバイスの省エネルギー化・小型化・ネットワーク化
技術動向
機器の自律分散化・インテリジェント化・ソフトウェア化

小型化・省電力化
無線化

見える化・高度情報処理
（予測・運用最適化・連携制御）

業務・運用効率化

スマート化

高信頼度設計
自己診断

耐故障性・高可用性・耐震性
（ディペンダブル化）

規格・規制対応
（機械・機能安全）

セーフティ化

エネルギー・環境計測
エネルギーマネジメント

省エネルギー化・省資源化

環境負荷低減
ゼロエミッション

グリーン化

◆センサ・計測技術

図

エンジニアリングとサービス（メンテナンス）のシームレス統合化

◆制御技術

◆情報技術

◆電子通信技術

◆パワーエレクトロニクス技術

富士電機の目指す計測制御技術

⑴

持続可能à環境社会îä対応
従来進÷ÜÃÕ地球温暖化抑制äÕ÷ä省đĶá加¾h

運転支援技術Â期待ËĂāgËÿáh従来ä信頼性á加¾h
ĠĢįŉÞÍÜä可用性ä向上h耐故障性h耐震性àßø

ąÂ国ÝåhþĀºÙÓ¼ä節電Â必要ÞàÙÕg具体

含÷Õ設計技術Â求÷ÿĂāgôÕh新任ä作業者Â短期

的áå 2011 年夏期ä東京j東北電力管内全域áÀºÜÓ

間ä教育Ý作業á従事ÝÃāþ¼à役務ä単純化úh熟練

ĂÔĂä需要家Â最大使用電力Ĉ 2010 年á対Íh15 % 削

者ÝàÅÞø容易á操作Â可能Ý安全à設備j機器àßÂ

減ÏāÉÞÂ求÷ÿĂÕg従来進÷ÜÃÕh設備j機器ä

必要ÞàāgÉĂÿĈ実現Ïā上Ýh設備側á自己診断ú

小型化j省電力化ú運用効率ä定常的à監視j改善ÞÞø

機能安全àßäčŜįœġĐŜĢ性Ĉ持ÕÑ作業者Ĉ補助

áhĽsĘĠľıú新đĶŔėsĈ含÷Õ自家発電設備ä

ÍhËÿá作業者ä健康j意識状態Ĉ監視Í安全性Ĉ確保

効率的à運用ø必要ÞàÙÕgôÕhÉĂÿå一時的à対

ÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg

策ÝàÅh東北地方ä新Õà復興ø視野á入ĂÜh持続可

⑶

能à社会Ĉ実現ÏāÕ÷ä取組õÞÏā必要Â¸āg電気
自動車ú

PHV}Plug-in

ľŕĖĠĿŔà生産体制îä対応
製造業å需要ä減退àÿéá原材料ú電力ä供給不足Á

Hybrid Vehicle~ä普及ø有効à

ÿh生産ä縮小ú移転Ĉ余儀àÅËĂÜºāg生産設備ú

手段ä一ÚÝ¸Āh車載側Ýä安全Ý高効率à駆動制御技

運用制御å最大ä生産量Ĉ前提á設計ËĂÜºāÉÞÂ多

術ÞÞøáh急速充電ĢĨŜĲäþ¼àčŜľŒä整備ø

Åh限ÿĂÕ生産量ÝåđĶŔės効率ä低下ú制御系ä

進÷ÜºÅ必要Â¸āg環境面Ýå有害物質規制}大気汚

安定性h制御精度Ĉ保Üàº場合Â¸āg先行Ã不透明à

注 2

注 3

染h水質汚染hRoHShREACH àß~îä対応Ýh事業

状況áÀºÜåhľŕĖĠĿŔà生産体制á対応ÍÕh安

所Â排出ÏāĕĢú排水ä低濃度j微量成分ä測定Â必要

定ÝŊŜįĳŜĢá手間äÁÁÿàº計測制御ĠĢįŉÂ

ÞàÙÜÅāg

求÷ÿĂāgËÿáåh生産拠点úŒčŜä構築h変更h

⑵

移転Ĉ短期間á最小費用Ý実現Ïā必要Â¸āgÓäÕ÷h

高º信頼性Þ安全性ä確保

現場設備åôÏôÏ複雑化j高度化ÍÜºāg一方hą

設備äŋġŎsŔ化ú汎用化h可搬化Â進ĉÝºÅgÉĂ

Â国ĈåÎ÷先進国Ýåh現場作業á従事Ïā熟練者Â高

ÿá対応ÍÜh現場機器ä省配線化ú無線化h設備ĈÚà

齢化ÍÜ次々Þ退職ÍÜÀĀh非常時ä対応Â危惧ËĂā

ºÖÖÇÝ動作ÏāŀŒęċŜĲŀŕč機能Ĉ持ÙÕ機器

状況á¸āgÓäÕ÷h設備ä高º信頼性ú安全性Â求÷

àßÂ求÷ÿĂāg

ÿĂāÞÞøáh故障Ïā前á対策Ĉ打Üāþ¼h異常ä

⑷

兆候Ĉ早期á発見ÏāÉÞú設備機器ä寿命予測àßä

ęŖsĹŔà事業環境îä対応
製造業åh必要à市場îäĨčŉœsÁÚÓä市場á合

ąÑÕ製品ä供給Ĉ求÷ÿĂh有望à市場ä近Åá製造拠
注 2RoHS 指令k電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制
限áÚºÜä EU}欧州連合~ä指令
注 3REACHk化学物質ä登録h評価h認可Àþé制限á関Ïā
EU}欧州連合~ä規則
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点äõàÿÐh開発拠点ú営業拠点ä配置Â進ĉÝºāg
Óä一方Ýh人件費àßäĜĢıä低º国ú地域îä製造
拠点ä統合øôÏôÏ進ĉÝºāgÉĂÿá対応ÍÜh分
散拠点ä統合管理úęŖsĹŔàĞŀŒčĪĐsŜŇĶġ
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āgđĶŔėsä供給Áÿ流通h需要ĞčĲôÝä最適Ý

ŊŜıhĤĖŎœįČh知的財産保護àßä技術Â重要Þ

安全à運転j運用Þ省đĶj省資源化j環境負荷ä低減á
注力ÍÕĦœŎsĠŐŜ実現äÕ÷ä商品開発ĈhİĹč

化ú作業履歴管理hàÿéá従来以上ä現場設備ä安全設

ĢhŋġŎsŔÁÿĜŜņsĶŜı商品hĠĢįŉ商品h

計Â求÷ÿĂāg

ĦœŎsĠŐŜ商品ä各階層Ý進÷ÜºāgôÕh
{世界
ä富士電機|Ĉ目指Ï取組õĈÉĂôÝ以上á積極的á推
進ÍÜºāg世界}ęŖsĹŔ~ä各地域äĴsģá合致

富士電機の計測制御技術への取組み

ÍÕ{ęŖsĔŔ|開発Ĉ進÷āÕ÷h中国j米国j欧州
á開発拠点Ĉ設ÇÜ現地開発ä強化Ĉ行ÙÜºāg

章Ý述ïÕ課題á対ÍhŀŖĤĢú生産Ĉ{見¾ā化|

次á具体的à取組õäºÅÚÁĈ述ïāg

Íh運用ú操業Ĉ{þĀ快適Ý省đĶÁÚ安全|á実現Ï
āÉÞÝh経営競争力向上á貢献ÏāĦœŎsĠŐŜÂÉ
.

ĂÁÿä計測制御技術á求÷ÿĂÜºāgİĹčĢú構成

センサ技術

機器ä物理的分散ú自律化Â進ö一方ÝhĠĢįŉä標準

制御系Ĉ構成ÏāĤŜĞhċĘĪŎđsĨ自体ä省電力

化úđŜġĴċœŜęjĞsļĢ面ÝäĠsŉŕĢà統合

化h省資源化Ĉ実現Ïā¼¾ÝhMEMS İĹčĢå有効

環境Â求÷ÿĂÜºāgÉĂÿĈ踏ô¾Üh富士電機å

à手段Ý¸āg富士電機å長年áąÕĀhMEMS 技術á

á示Ïþ¼áh①ĢŇsı化h②ĤsľįČ化h③ę

取Ā組õhÉĂĈ使ÙÕ計測機器h放射線線量計hĕĢ分

図

析計àßĈ開発j製品化ÍÜÃÕg最近ÝåhœċŔĨč

œsŜ化Ĉ鍵ÞÍÜ技術開発ú商品化Ĉ進÷Üºāg
ĢŇsı化å機器ä小型化j省電力化hŀŒŜıä最適

ŉä制御á使¾ā高速j高感度ä多成分ĕĢ分析計hĕĢ

運転àßä高度情報処理h業務j運用ä効率化àßĈ意味

警報器á内蔵Ïā電池駆動äŊĨŜĕĢĤŜĞh建築物ä

ÏāgĤsľįČ化å高信頼度設計h耐故障性h国際規格

異常ú異常兆候ä検出h健全性ä診断àßĈ行¼Õ÷ä高

á対応ÍÕ機能安全ĠĢįŉ提供àßh安全j安心Ĉ確保

性能à振動ĤŜĞh車á搭載ËĂh種々ä制御á利用ËĂ

Ïā取組õÝ¸āgęœsŜ化åđĶŔėsj環境負荷ä

ā圧力ĤŜĞàßä開発á取Ā組õh小型化j省電力化á

計測h省đĶ化j省資源化àßh環境対応ä取組õÝ¸āg

大Ãà効果Ĉ挙ÈÜºāg

ĤŜĞj計測技術h制御技術ÖÇÝàÅh情報技術h電子

放射線計測ä分野áÀºÜåh原子力発電所Ýä事例Ĉ

通信技術hĺŘđŕ技術àßäĜċ技術Ĉ基áÉĂÿä実

踏ô¾hËÿàā安全確保Ĉ目指ÍÜ震度 7 Ýø性能Ĉ維

現Ĉ図ÙÜºÅg

持Ïā耐震型体表面汚染ŋĴĨĈ開発ÍÕg本装置åh原

図

子力発電所ä放射線管理区域境界á設置ËĂh区域外î退

á示Ïþ¼áh事業領域ÞÍÜh地熱発電ú燃料電

池àßäđĶŔės供給ĞčĲ}創đĶŔės~
h鉄鋼j

出Ïā作業者ä体表面îä放射性物質ä汚染Ĉ測定Ïāø

電機j機械j食品j化学àßä産業分野ú店舗流通hčŜ

äÝ¸āgËÿáh環境放射線ŋĴĨœŜę設備áÚºÜh

ĨsĶĬıİsĨĤŜĨs}IDC~àßä需要ĞčĲ}省

震災発生時áø監視j測定Ĉ継続ÝÃāþ¼á種々ä震災

đĶ~
hàÿéáÉĂÿĈÚàÆ流通ĞčĲá区分ÍÜº

対策Ĉ講ÎÜºāgôÕh近年h発電ŀŒŜıàßä安定

流通サイド（つなぐ）

供給サイド（創エネルギー）
火力・地熱発電プラント
水力発電プラント
太陽光発電システム
燃料電池
放射線管理システム

系統・配電制御システム
エネルギー最適制御システム
同時同量制御システム
スマートメータリングシステム

需要サイド（省エネルギー）
パワー半導体
インバータ
電源装置
ＥＭＳ

計測機器
グリーン IDC
自動販売機

公共プラント
工場
センサデバイス

制御機器
電力

実装機器
フィールド機器
電子基板
パワーデバイス
デバイス

図

組込みソフト

モジュール

パワー
エレクトロニクス
機器
コンポーネント商品

24

店舗
システム構築
システム商品

ソリューション商品

エネルギー・環境の事業領域と商品階層
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àÙÜºāgôÕh異àā文化Ĉ持Ú人材Â混在ÏāÉÞ
áþĀh異文化îä相互理解Àþé尊重Ĉ前提á作業標準
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稼動ä観点Áÿh配管ä肉厚管理Â必要ÞËĂÜÀĀh新

àÿéá E-SX ĹĢĈ搭載ÍÕ新型高速 CPU ŋġŎsŔ

型ä放射線透過型配管厚Ë測定装置Ĉ開発ÍÕg3 ļsŉ

｢SPH3000MM｣ Ĉ開発ÍÕg

特 集

演算方式Ĉ適用ÍÜ測定性能Ĉ向上ËÑh保温材ä上Áÿh
.

肉厚äŀŖľĊčŔ測定Ĉ可能ÞÍÕøäÝ¸āg

無線通信技術

無線技術ÝåhŀŖĤĢēsıŊsĠŐŜ用ä無線規格
.

制御技術

ISA 100.11 a á準拠ÍÕ無線ĠĢįŉĈ容易á開発j構

機器úŀŒŜıä省đĶ化hĤsľįČ化Ĉ図ā¼¾Ýh

築ÏāÕ÷äŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ行ÙÕgISA 100.11a

最適化ú予測j診断Ĉ実現Ïā制御技術å核Þàā技術Ý

åh工業環境Ý必須Ý¸ā高信頼性j実時間性Ĉ兼ã備¾

¸āg富士電機åÉĂĈĜċ技術ÞÍÜ長年取Ā組ĉÝÃ

Õ無線ĶĬıŘsĘä規格Ý¸āgÉä規格á準拠ÍÕ無

ÕgÓä中Ýh1 入力 1 出力系ä PID 制御技術h多変数

線ĶĬıŘsĘĠĢįŉĈ工場úŀŒŜıàßä有線Ýä

系äŋİŔ予測制御技術h予測j診断用äĴŎsŒŔĶĬ

ĶĬıŘsĘ構築Â困難à場所îä設置h工事ú試験時ä

ıŘsĘ技術h多変量統計的ŀŖĤĢ管理技術hàÿéá

一時的à設置àßÂ可能áàĀhĠĢįŉ構築ä自由度Ĉ

電力網àßä大規模複雑à問題Ĉ最適化Ïā非線形最適化

高÷āÉÞÂÝÃāg

技術àßá重点的á取Ā組ĉÝºāgŋİŔ予測制御Ýå

ĢŇsıĜňŎĴįČĈ実現Ïā重要à要素ä一ÚáĢ

PLC}Programmable Logic Controller~á実装ÍÜ長期

ŇsıŊsĨœŜę技術Â¸āg富士電機å電力量計àÿ

間ä安定的à運用á適用ÝÃāþ¼áÏāÞÞøáhēĿ

éá遠隔検針ĠĢįŉÝ培ÙÕ技術Ĉ基áh電気事業者

ğsĹĈ応用ÍÕ外乱抑制方式áþĀhËÿàā制御性能

úĕĢ事業者Þ各需要家間ä双方向通信Â可能àĢŇs

⑸

ä向上Ĉ実現ÍÕgôÕh多Åä制御系Ý制御対象ä特性

ıŊsĨœŜęä技術開発Ĉ行ÙÜºāgĢŇsıŊsĨ

ä変化áþā制御性能劣化ú調整不足Â¸āÞºąĂhÉ

œŜęäÕ÷ä無線通信技術ÞÍÜh電池Ý長期間動作Ï

Ăÿá対処ÏāÕ÷áh制御性能監視機能Ĉ開発ÍÕg

ā超低消費電力ä多段中継無線方式Ĉ開発ÍÕg本方式å
IEEE 802.15.4 g ÞÍÜh国際規格化Â進÷ÿĂÜºāø

.

監視制御システム

äÝ¸āg

富士電機å大中規模向Çä分散型監視制御ĠĢįŉ
｢MICREX-NX｣ Ĉh鉄鋼h水処理h化学àßäŀŒŜı
á多数納入ÍÜºāgMICREX-NX åh安全計装機能Þ

.

EMS プラットフォーム

富士電機ÝåÉĂôÝh電力h鉄鋼h水処理h店舗流通

一般計装機能Ĉ同ÎĜŜıŖsŒÀþéđŜġĴċœŜę

àßä各分野áÀºÜh各用途向Çä EMS Ĉ開発ÍÜÃ

ĭsŔá混在可能Ý¸āgÉĂĈ用ºÜĕĢ製造ŀŒŜı

ÕgÉĂÿä各分野ä EMS Ĉ統合化ÍhCEMShFEMSh

ä安全計装ĠĢįŉĈ構築Í納入ÍÕg

BEMShREMS Ĉ共通ä仕組õáþÙÜ効率的áĠĢį

中小規模向Çá低ĜĢı化Ĉ図āÕ÷h監視制御ĠĢį

ŉ構築ÏāÉÞÂÝÃāŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg電

ŉä共通ŀŒĬıľĒsŉÞàā ｢MICREX-VieW｣ Ĉ

力h熱hĕĢàßäËôÌôàđĶŔėsŋİŔĈ扱¼É

åh既設ä富士電機製監視制

ÞÂÝÃh見¾ā化hđĶŔės管理h省đĶ連携制御Â

御ĠĢįŉÞä互換性Ĉ重視Íh既設ĠĢįŉä各種資産

可能Ý¸āgWeb 画面å複数ä言語ĈĞņsıÍhĞs

開発ÍÕgMICREX-VieW

Ĉ継承ÏāĠĢįŉÝ¸āgôÕhĠĢįŉĈ構成Ïāē

Ĺ 1 台ä小規模ĠĢįŉÁÿ数十台áø及ì大規模ĠĢį

ŃŕsĨĢįsĠŐŜhİsĨłsĢh制御 LANhĜŜ

ŉôÝĈ同ÎđŜġĴċœŜęĭsŔÝ容易á構築ÏāÉ

ıŖsŒhI/O ŏĴĬıàß各機器単位Ý二重化Â可能Ý

ÞÂÝÃāþ¼áàÙÕg

¸āgÉĂáþĀh高信頼性ĠĢįŉĈ新設案件äõàÿ
Ðh更新案件áÚºÜø段階的á柔軟à構成Ý構築Ïā

今後の展望

ÉÞÂÝÃāgËÿáh小規模向Çáåh汎用 PLC Þŀ
ŖęŒŇĿŔ表示器Ĉ組õ合ąÑÕĠĢįŉ ｢MICREX-

今後hôÏôÏ再生可能đĶŔėsä導入Þ省đĶä重

VieW ĜŜĺĘı｣ Ĉ開発ÍÕgÉĂÿåhOA Ħľı

要性Â増ÏÉÞå論ĈôÕàºÂhÓĂĈ効果的ÁÚ安全

注 4

ďĐċä Visio Ý作成ÍÕ計装ľŖs図úŖġĬĘ図àß
ä制御機能仕様書ÁÿŀŖęŒŉĈ自動Ý生成ÝÃāàßh

á実現ÏāÕ÷áh計測制御技術ä果ÕÏ役割å大Ãºg
現状ä計測制御ĠĢįŉåđŜġĴċœŜęä統合Â進
ĉÝºāÂhđŜġĴċœŜę作業ú運転j保守作業áÁ

容易àđŜġĴċœŜęÂ統合環境Ý実現ÝÃāg
鉄鋼圧延制御ú金属加工h印刷h包装àß機械制御分野

Áā負担åôÖôÖ大ÃºÞºąÌāĈ得àºg次世代ä

Ýåh高速h高精度ä多軸同期制御ĠĢįŉÂ求÷ÿĂÜ

ĠĢįŉáå次äþ¼à機能ä実現Ĉ目指Íh開発Ĉ進÷

ºāgÉäþ¼àĲŒčĿĦœŎsĠŐŜĈ汎用 PLC Ý

ÜºÅg

実現ÏāÕ÷áh高速h高精度同期制御Þ大容量入出力
制御Ĉ可能áÍÕ独自ĶĬıŘsĘÝ¸ā

｢E-SX

⒜

対象物úĠĢįŉä状況Ĉ測āÖÇÝàÅhİsĨ

Ĉ整理統合ÍhÓĂĈ難Íº操作ĈÏāÉÞàÅh分

ĹĢ｣h

ÁĀúÏÅ提示}次世代ä見¾ā化/分Áā化~
注 4Visiok米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商
標ôÕå登録商標
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ĠĢįŉĈ稼動ËÑÕôôÝ機器j機能ä追加j変
更Àþé自動設定Â可能}ŀŒęċŜĲŀŕč~
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計測制御技術の現状と展望

無線Ý自己給電ÏāĤŜĞj計測機器

邸 . 2010-06-18. http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenr

⒟

再調整不要}ŊŜįĳŜĢľœs~à制御方式

.
yaku/,}参照 2011-05-27~

⒠

組込õ用ø含÷ÕĦľıďĐċ資産ä知的財産保護

⑶ {đĶŔės基本計画|
. 経済産業省 . 2010-06. http://www.
meti.go.jp/committee/summary/0004657/energy.pdf,} 参 照

あとがき

.
2011-05-27~
⑷ {省đĶŔės技術戦略 2011|
. 資源đĶŔės庁 . 2011.

ąÂ国äđĶŔėsj環境á関Ïā成長戦略j技術戦略
ÞęŖsĹŔà市場j技術ä動向Ĉ踏ô¾Üh富士電機ä
目指Ï計測制御技術áÚºÜ取組õÞ展望Ĉ述ïÕg
地球温暖化ä抑制á向ÇÜh全世界Ý CO2 換算Ýä温
室効果ĕĢ排出量Ĉh1990 年ŕłŔá対Íh2050 年áå

http://www.meti.go.jp/press/20110328004/20110328004.
.
html,}参照 2011-05-27~
⑸ 丹下吉雄ñÁ . 多変数外乱ēĿğsĹáþāŋİŔ予測制
御ä外乱抑制 . 計測自動制御学会論文集 . 2010, vol.48, no.8,
p.448-455.

50 %以上削減ÏāÉÞÂ必要ÞËĂÜºāg福島第一原
子力発電所ä事故Ĉ受Çh各国ä原子力îä取組õø変ą
ĀÚÚ¸ĀhÉĂôÝä延長Ýå立×行ÁàÅàāgąĂ

黒谷

ąĂä現在ä生活様式Óäøää見直Íø含÷hÉĂÿĈ

情報制御ĠĢįŉä研究開発á従事g現在h富士

実現ÏāÕ÷áåhËôÌôà面Ýä新Õà対策j施策Â

電機株式会社技術開発本部技師長g技術士}情報

必要Þàāg
đĶŔėsj環境Ĉ事業ä軸áh安全j安心Ý持続可能

憲一

工学部門~
g計測自動制御学会会員jľĐŖsh電
気学会会員h日本機械学会会員h日本ĠňŎŕs
ĠŐŜ学会会員g

à社会ä実現á向Çh計測制御技術ĈÓäþĀßÉăä一
ÚÞÍÜ貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

戸髙

雄二

主áh鉄鋼圧延設備h鉄鋼ŀŖĤĢŒčŜ等鉄鋼

参考文献
⑴

松村基史 , 黒谷憲一 . ēsıŊsĠŐŜ技術ä現状Þ展望 .
}7~
.
富士時報 . 2009, vol.82, no.5, p.
}2~

ŀŒŜıäĠĢįŉ設計業務á従事g現在h富士
電機株式会社産業ĠĢįŉ事業本部産業ŀŒŜı
事業部長g日本ŀŒŜıjĻŎsŇŜľĊĘĨs
学会会員g

⑵ {新成長戦略v ｢元気à日本｣ 復活äĠĳœēv|
. 首相官
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省エネルギー活動を支援するエネルギーマネジメントソ
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日本企業Ĉ取Ā巻ÅđĶŔės環境åhđĶŔės消費ä低減àßä要求ÂºÙÓ¼厳ÍËĈ増ÍÜºāg日常的j継続
的àđĶŔės管理Â可能à環境整備Â必要áàÙÜÃÜºāg富士電機åh現状äđĶŔės管理ä仕組õá内在ÏāË
ôÌôà課題Ĉ解決ÏāÕ÷áh供給側Þ需要側ä双方Ĉ考慮ÍÕđĶŔėsŇĶġŊŜıĦœŎsĠŐŜá取Ā組ĉÝº
āg製造実績分析ĺĬĚsġMainGATE/PPAá基ÛÅ{đĶŔės分析įŜŀŕsı|Þ{省đĶĳļ機能|åh運
用ä仕組õĈ改善Ïāg
{省đĶ運用ľŕsŉŘsĘ|åh顧客ä省đĶŔės業務ŀŖĤĢä改善á貢献Ïāg
The energy environment that surrounds Japanese businesses is becoming increasingly severe with demands for reductions in energy
consumption. Environmental improvements that make day-to-day and continuous energy management possible have become necessary. In
order to resolve the many issues that reside in the current state of energy management systems, Fuji Electric is working on energy management solutions that take into consideration both the supply side and the demand side. Energy analysis templates and the energy conservation
navigation function based on the MainGATE/PPA process performance analysis package improve operation systems. The energy conservation operation framework contributes to improvements in the customer energy conservation work process.

Ĉ占÷āg

まえがき

最近ä{đĶŔės管理|ä取組õÝåhđĶŔės供
đĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律
}省đĶ法~

給j消費İsĨä収集Àþé収集İsĨĈ用ºÕ省đĶ分

ä改正ú 2011 年 6 月á発効ËĂÕđĶŔėsŇĶġŊŜ

析äÕ÷äh情報čŜľŒä整備á関心Â集ôÙÜºāg

ıá関Ïā国際規格}ISO 50001~àßä規制j規格強化

ÍÁÍh必要àđĶŔėsİsĨä収集ÂÝÃÜºà

á加¾h東日本大震災ä影響áþā国äđĶŔės政策ä

ÁÙÕĀhđĶŔėsİsĨĈ収集ÍÕøääh計測値Â

見直Íàßáþā中期的à需給逼迫}èÙçÅ~ä懸念Á

集÷ÜÃÕËôÌôà情報äôôÞàÙÜºÕĀÍÜh実

ÿh日本企業Ĉ取Ā巻ÅđĶŔės環境åhđĶŔės消

際ä省đĶ管理h省đĶ分析á十分á活用ËĂàºĚsĢ

費ä低減ÀþéĽsĘĠľıîä要求Â厳ÍËĈ増ÍÜº

ÂþÅ見ÿĂāg

āg

Éäþ¼à状況Ĉ改善ÍÜºÅÕ÷áåh主á次ä三Ú

企業äđĶŔės消費ä低減ÀþéĽsĘĠľıîä取
組õáåh個別j局所的à対策áåøåú限界Â見¾ÜÀ

ä課題á対ÏāĦœŎsĠŐŜÂ必要Ý¸āg
⑴

部門Ĉ越¾ÕđĶŔės管理ä一体化}課題 1~

Āh企業ä経営課題Þ位置付ÇÕh全社ŕłŔÝä日常

đĶŔės管理業務åh一般的áđĶŔės供給側á携

的j継続的àđĶŔės管理j改善環境ä整備Â必要Þº

ąā施設原動部門Â担当Ý¸ā場合Â多ÅhđĶŔės需

¾āg

要側ä製造部門h業務部門àßÞ一体ÞàÙÕđĶŔės

本稿ÝåhËôÌôà省đĶŔės}省đĶ~活動j手

管理á至ÙÜºàºgđĶŔės需要側ÂđĶŔės供給

法áÀºÜhđĶŔės管理Àþé省đĶ分析á焦点Ĉ当

側Ĉ意識ÍÕ運用h逆áđĶŔės供給側Â負荷変動Ĉ意

Üh現状ä課題Ĉ整理ÏāgÉĂÿä課題Ĉ解決ÏāÕ÷

識ÍÕ最適供給àßÞºÙÕ需給一体ä双方向äđĶŔ

äh富士電機Â提供ÏāđĶŔėsŇĶġŊŜıĦœŎs

ės管理h省đĶ活動Â求÷ÿĂāgđĶŔėsİsĨä

ĠŐŜäľŕsŉŘsĘÀþé新規á開発ÍÕŀĬĠŎ型

õä管理Ýåh課題ä解決å難ÍÅhđĶŔės負荷側ä

情報発信ä{省đĶĳļ機能|Ĉ紹介Ïāg

設備稼動状態ú製造条件Þ合ąÑÜ管理ÏāÉÞáþĀh
省đĶ活動ä改善á向ÇÕ効果的àđĶŔės管理Â可能

省エネルギー活動における課題

áàāg
部門間ä情報共有ú全体最適化Â行ąĂÜºàº段階Ý

省đĶ活動äĖsŘsĲä一ÚÞÍÜh
{đĶŔės管
理|á注目Â集ôÙÜºāg表

åh各企業Â 1997 年Á

åh部門Ĉ越¾ÜhđĶŔės負荷側Ĉ意識ÍÕđĶŔ
ės管理j改善活動Â行¾āþ¼áÏāÉÞÂhôÐ必要

ÿ 2005 年ä工場省đĶ診断áÚºÜh財団法人省đĶŔ

Ý¸āg

ėsĤŜĨsá提出ÍÕ改善提案ä件数ĈôÞ÷ÕøäÝ

⑵

改善á直結ÍÕ運用j評価ä仕組õÛÅĀ}課題 2~

¸āg
{一般管理|
}主áđĶŔės管理~Â最ø多Åh全

đĶŔėsİsĨä管理å日常的áàËĂāÂh各階層

体ä 3 分ä 1 Ĉ占÷ÜºāgôÕh設備ä運用管理h基準

ÝİsĨ整理á多Åä時間Ĉ費úÍh改善á向ÇÕ省đĶ

値ä管理àßĈ含÷āÞh改善提案項目Â全体ä 8 割以上

分析ú管理İsĨä有効活用á至ÙÜºàº段階Ýåh改
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工場の省エネルギー診断による改善提案項目
改善提案項目

結果

エネルギー管理体制

7.0%

計測記録の実施状況

6.1%

電気
ガス

エネルギー供給設備
熱源
ボイラ

エネルギー使用量管理

5.8%

主要製品の原単位管理

5.2%

機器の保守管理

4.4%

発電設備

負荷平準化対策

3.2%

受電設備

プロセスの改善

1.9%

空調・冷凍設備（2,200件）

エネルギー利用設備
生産計画 製造条件

熱
生産ライン
蒸気

搬送

倉庫
事務所

エアー
電気

動作・条件

配管・
配線

製造設備
稼動実績 製造実績
作業実績
空調

照明

給排水

給排気

活動・条件

（13.7%）

省エネルギー対策

5.2%

空調・冷凍設備の運転管理

5.0%

冷却設備の運転管理

1.6%

補機の運転管理

1.4%

保冷・冷凍設備

0.5%

ポンプ・ファン等（2,249件）

コンプレッサ

要因

油

1 次エネルギーの消費実績

（14.0%）

図

富士電機が勧める

課題が見えるエネルギー管理

富士電機のエネルギーマネジメント
最適àđĶŔės管理Ĉ実現ÏāÕ÷áåhđĶŔės

空圧設備の運転管理

8.1%

ä需給Â一体ÞàÙÕ課題}結果á対Ïā要因分析~Â見

ポンプ・ファンの運転管理

4.1%

¾āđĶŔės管理}図 ~Þh省đĶ改善活動ŀŖĤĢ

コ・ジェネ等の導入計画

1.8%

ä PDCA Â重要Ý¸āg最適àđĶŔės管理基盤Ĉ構

ボイラ・工業炉・蒸気系統等（2,830件）

（17.6%）

築ÏāÉÞáþĀh
{打×手Â読÷ā仕組õ|
{活動ÝÃā

ボイラ・工業炉の燃焼管理

3.4%

仕組õ|Ĉ提供ÏāÉÞÂ可能áàāg最適àđĶŔės

断熱・保温及び放熱防止

2.4%

管理ä仕組õÛÅĀáþĀh省đĶ課題Àþé対策着眼点

ボイラ・工業炉の運転，効率管理

2.4%

ä{課題ä見¾ā化|áÚàÂĀh課題á応ÎÕđĶŔ

排ガス温度管理，廃熱回収

2.3%

ės運用改善ú省đĶáÚàÂā生産活動ä是正h省đĶ

蒸気ドレン回収利用

1.9%

機器j制御技術ä導入àßh効果的Ý有効à評価j是正Â

蒸気漏れ・保温の管理

1.8%

可能ÞàĀh日常的j定常的á回ā省đĶ活動á結é付Ç

蒸気の運転管理

1.1%

āÉÞÂÝÃāg

廃熱・廃水利用

1.0%

富士電機åh
{課題Â見¾āđĶŔės管理|Ĉ実現Ï

蒸気配管系統の適正化

0.6%

āÕ÷áh製造実績分析支援ĺĬĚsġMainGATE/

熱交換器の運転管理

0.5%

PPAĈ用ºÕđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS~

蒸気系統の負荷平準化

0.2%

Ĉ提供ÍÜºāg

照明・電気設備等（3,380件）

（21.1%）

製造業ä場合åhđĶŔės計測İsĨÖÇÝàÅh

照明設備の運用管理

6.8%

ŏsįČœįČ設備j生産設備ä稼動情報h生産出来高à

受電設備管理

5.5%

ßä製造情報Ĉ有機的á結合ÍÜđĶŔės分析Â行¾ā

変電設備管理

4.2%

äÂhÉäĠĢįŉä大Ãà特長ä一ÚÝ¸āg

電動機容量・運転管理

3.0%

ôÕh事務所jēľČĢļŔäđĶŔės管理ĠĢįŉ

電気加熱設備の運転管理

1.6%

}BEMS~áÚºÜøh熱源h搬送動力h照明jĜŜĤŜ

（出典：工場の省エネルギーガイドブック. 財団法人省エネルギーセンター）

ıÀþé空調àßäđĶŔės分析á適用可能àĠĢįŉ
ÞàÙÜºāg

善á直結ÍÕ運用j評価ä仕組õĈ作āÉÞÂ必要Ý¸āg
⑶

省đĶ活動ä業務ŀŖĤĢä確立}課題 3~

計測技術ä進歩áþĀhđĶŔėsİsĨÂ容易á集÷
ÿĂāþ¼áàÙÜÃÕgİsĨĈ集÷ā情報系äĠĢį
ŉĈ構築ÏāÉÞåhđĶŔės管理ä手段Ý¸Āh最終
的à目的åh日常業務ä中á目標設定}Plan~
h改善}Do~
h

Ëÿáh富士電機Â長年ä EMS ä構築経験Áÿ得Õ知
見Ĉ基áÍhËôÌôà分野á適用可能à{đĶŔės分
析įŜŀŕsı|Ĉ活用ÏāÉÞÝh容易áĠĢįŉ構築
ÂÝÃāg
富士電機Ýåh

章 Ý述ïÕ課題 1 á対ÍÜ{đĶŔ

ės分析įŜŀŕsı|Þ MainGATE ä活用áþĀh需

評価}Check~
h見直Í}Action~ä PDCA äĞčĘŔĈ

給一体äđĶŔės管理j省đĶ改善課題ä見¾ā化Ĉ実

回ÏÉÞÝ¸āg収集ÍÕİsĨĈ解析Ïā方法ú省đĶ

現ÍÕg課題 2 á対ÍÜ MainGATE ċĲēŜ機能{省đ

活動ä業務ŀŖĤĢĈ確立ÏāÉÞÂhôÏôÏ重要Þ

Ķĳļ機能|Ĉ開発Íh課題á直結ÍÕ改善運用ä仕組õ

àÙÜÃÜºāg

Ĉ構築ÍÕgôÕh課題 3 á対ÍÜ顧客ä省đĶ業務ŀŖ
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（33.6%）

結果に対する要因を分析

一般管理（5,393件）
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ĤĢ改善Ĉ狙ÙÕ{省đĶ運用ľŕsŉŘsĘ|ä整備Ĉ
実施ÍÕg

特 集

.

消費エネルギー分析

エネルギー分析テンプレート

đĶŔės分析įŜŀŕsıåh省đĶ活動ĈĢĺčŒ

1 次消費エネルギー
積上げ

ŔċĬŀÍÜºÅÕ÷ä三Úä観点hÏàą×{消費đĶ
Ŕės分析|
{設備ĠĢįŉ制御分析|
{設備ĠĢįŉ性能

熱量降順ソート積上げ

エネルギー占有率

設備システム制御分析

分析|ĈĞņsıÏāøäÝ¸āg管理Ïā上Ýä作業手
順ú見āïÃņčŜıĈ体系化ÍhđĶŔės管理業務ä
ŀŖĤĢĈ見¾ā化ÍÕg
⑴

冷却塔制御検証

消費đĶŔės分析
各種階層ÝäđĶŔės集計h用途}đœċh工程h設

ポンプ・熱源台数制御検証

圧力ヒストグラム

設備システム性能分析

備~別集計àßhËôÌôà切Ā口ÝđĶŔės管理ľ
Ŗs図Ĉ整理Íh各負荷ĺĨsŜú各負荷時間ÝäđĶŔ
ės占有率Ĉ分析Íh改善効果Â大ÃºÞ見込ôĂā重点

原単位管理

搬送効率検証

空気線図

ĨsěĬıĈ見ºÖÏÉÞÂÝÃāgÉäÕ÷äįŜŀ
ŕsıĈ提供ÍÜºāg
⑵

図

エネルギー分析テンプレート例

設備ĠĢįŉ制御分析
重点ĨsěĬıäđĶŔės状況Þ個々ä運転状態Ĉ比

Íh顧客ä省đĶ活動ĞčĘŔä改善áĦœŎsĠŐŜĈ

較分析ÏāÉÞÝh重点ĨsěĬıä改善áÚàÈāÉÞ

提供ÍÜÃÕg一方Ýh顧客Â分析業務á充当ÝÃā人

ÂÝÃāg個別最適化Áÿ全体最適Ĉ実現ÏāÕ÷ä負荷

的j時間的œĦsĢáå限ĀÂ¸Āh近年hËÿàā省đ

á応ÎÕ運転制御ä見直Íúh最適à運用方式àßä検討

ĶċčįŉĈ発掘ÏāÕ÷áhþĀ効率的à省đĶ分析ä

Ĉ行¼ÉÞÂ可能àįŜŀŕsıĈ提供ÍÜºāg

支援環境Â求÷ÿĂÜºāg

⑶

Éäþ¼à顧客Ĵsģá応¾h熟練ÍÕđĶŔės管理

設備ĠĢįŉ性能分析

đĶŔės供給設備ä単体運転効率h群制御設備àßä

者ä省đĶá関Ïā知見Ĉ共有化Íh効率化áþĀ分析作

ĠĢįŉ効率àßä各種 KPI}Key Performance Indica-

業ä負荷Ĉ低減ÝÃāþ¼á MainGATE/PPA äċĲē

tor~ä見¾ā化Ĉ実施Íh負荷状況á応ÎÜ単体運転効率

Ŝ機能Ý¸ā分析支援環境{省đĶĳļ機能|Ĉ開発ÍÕg

ä高º設備Ĉ優先的á動ÁÏÉÞÝ全体ĠĢįŉ効率ä向

⑴

ĜŜĤŀı
省đĶĳļ機能åh .

上áÚàÈāÉÞÂ可能áàāgôÕhđĶŔės利用側

節Ý述ïÕ三Úä観点ÁÿđĶ

ä原単位}287 Ńsġ解説 2参照~管理áþā生産出

Ŕės需給状況Ĉ周期的á監視Íh省đĶ課題ä{気Û

来高ä変動ÞđĶŔės消費量ä連続性分析Ĉ行¼ÉÞÂ

Ã|á至ĀhÁÚ省đĶ課題Ĉ自動的á発掘Ïā手順{Ġ

可能àįŜŀŕsıĈ提供ÍÜºāg

ĳœē|Ĉ核á構成ÍÜºāg

ÉĂÿä三Úä観点áþāđĶŔės分析įŜŀŕsı

œċŔĨčŉáĠĳœē監視Ĉ行¼ÉÞÝh設備ä劣化

åh相互á関連付ÇÜÀĀhđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢ

ú異常h負荷変動要因h制御要因h外部要因àßä省đĶ

įŉMainGATE/PPAá取Ā入ĂÜºāg
{消費đĶ

{要因|ĈĨčŉœsá検出Íh適正àđĶŔės利用状

Ŕės分析|Ýå課題箇所ä絞込õĈ行ºh
{設備ĠĢį

態î改善ÍÜºÅÉÞÂÝÃāg
ºÅÚÁ¸āĠĳœēä中Ý原単位管理Ĉ例áÞĂæh

ŉ制御分析|Ýå課題Þàā要因Ĉ見ÚÇh
{設備ĠĢį
ŉ性能分析|áÜ改善á直結ÍÕ運用ä評価Â可能Ý¸āg

生産出来高ä変動á連動ÍàºđĶŔės使用量特性Ĉ示

ÉĂÿä観点á基ÛÅ活動Ĉ通ÎÜh省đĶ活動ĈĢĺ

Ï消費設備ä稼動hàÿéá人Â介在Ïā作業ä変動Â原

áhđĶŔės

単位á影響Ĉ及òÏ場合Â¸āg省đĶĳļ機能Ý原単位

ô ÕhMainGATE/PPA åhEUC}End User Comput-

備ä稼動状態ä相関Ĉ監視ÏāÉÞÂÝÃāg平均値以上

ing~ä思想á基ÛºÜ開発ÍÕĺĬĚsġÝ¸Āh導入

ä原単位ÞàÙÕ時点Ĉ自動的á特定Íh同Î時間帯ä設

čŒŔċĬŀÍÜºÅÉÞÂÝÃāg図
分析įŜŀŕsıä例Ĉ示Ïg

ä改善á関連ÏāĠĳœēĈ登録ÏāÉÞÝh原単位Þ設

後åh
{đĶŔės分析įŜŀŕsı|ĈłsĢáđŜĲ

備稼動状態Ĉ抽出ÏāÉÞÝh原単位悪化ä要因ÞàÙÜ

ŏsğ自身áþāĜŜįŜĭä追加úŊŜįĳŜĢÂ容易

ºāh生産á寄与ÍÜºàº設備Ĉ見ÚÇāÉÞÂÝÃāg

Ýh継続的à省đĶ活動Ĉ強力áĞņsıÏāg

省đĶ分析ä知見á基ÛºÜ自動監視Â可能àĠĳœēĈ
整理j登録ÏāÉÞÝh製造現場áÀÇā適正àđĶŔ

.

省エネナビ機能

富士電機åÉĂôÝh
{消費đĶŔės分析|
{設備ĠĢ
įŉä制御分析|
{設備ĠĢįŉä性能分析|ä三Úä観
点áþāđĶŔės分析手法Þ MainGATE/PPA Ĉ活用
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ės利用Ĉ意識ÍÕ設備運用ä示唆Â可能áàāg
⑵

機

能

省đĶĳļ機能åhMainGATE/PPA äċĲēŜÝ¸Āh
主á次ä二ÚÁÿ構成ËĂÜºāg図

áh省đĶĳļ機
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EMS

設備・運用分類

定周期監視

シナリオ

選択・登録

1. 受配電設備
2. 工業炉
3. コージェネ
レーション
4. 空気圧縮機
5. 冷温水機
6. 冷却塔
7. 空調機
8. ボイラ

省エネルギーアドバイス一覧

図

省エネノウハウ DB（分析評価仕様書）

省エネナビ機能の機能相関

の特定
原単位

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

07:00

06:00

05:00

04:00

03:00

02:00

23:00

シナリオ

D ライン原単位

01:00

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

00:00

原単位（Wh/ 個）

原単位

08:00

図

省エネルギー
分析評価
9. 蒸気，エアー，
エネルギー
水，配管
仕様書
10. 照明設備
11. 給湯設備
分類別
分析評価仕様書
12. 熱搬送設備
DB 化
13. 換気設備
14. 昇降設備
15. 事務用機器
16. 生産設備
その他

特 集

シナリオ

メール送信
（省エネルギーアドバイス通知）

時刻（時）
設備稼動時間
B 設備運転状態

C 設備運転状態

変動

400

要因

D 設備運転状態

E 設備運転状態

F 設備運転状態

G 設備運転状態

H 設備運転状態

設備の特定

300
200

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

05:00

04:00

03:00

02:00

0

01:00

100
00:00

制御状態時間（min）

A 設備運転状態

時刻（時）

図

省エネナビ機能による自動監視の例

能ä機能相関Ĉ示Ïg
⒜

œēÞ実績Ĉ対比ÏāÉÞÝh省đĶ要因}気ÛÃ~Ĉ

Ġĳœē選択j登録機能

与¾h日々ä改善á結é付Çā機能Ý¸āg

Ġĳœēä選択j登録機能ÝåhĠĳœē化ËĂÕ判

省đĶĳļ機能áÀÇā各種Ġĳœēø省đĶķďĸ

断ŖġĬĘ}原単位評価h効率評価h系統ŖĢh比較判

ďÞÞøáįŜŀŕsı化ËĂÜÀĀh顧客ä省đĶ活

断h管理ĔsĿàß~ä一覧ÁÿĠĳœē選択Ĉ行ºh

動á容易á導入ÝÃāg

Ġĳœēá応ÎÕ定周期監視ä条件設定j管理İsĨ登
録Â可能Ý¸āg2 段階ä判断ŕłŔ設定úhŕłŔá
応ÎÕ注意喚起ŊĬĤsġÀþéŊsŔ送信先ä登録Â

.

省エネ運用フレームワーク

富士電機åh省đĶ事例hEMS ä構築経験Áÿ得Õ知

可能Ý¸āg

見Ĉ基áhđĶŔės分析įŜŀŕsıÞ省đĶ活動ä切

⒝

定周期Ġĳœē監視j省đĶċĲĹčĢ通知機能

Ā口h管理標準h着眼点àßĈ体系化Íh分析評価仕様書

登録ËĂÕĠĳœēĈ適正周期ÝœċŔĨčŉá監

Ĉ省đĶķďĸď DB ÞÍÜİsĨłsĢ化ÍÜºā}図

視ÍhĠĳœēä判断条件Ĉ満ÕÍÕ場合h注意喚起
ŊĬĤsġĈ送信ÏāgËÿáh省đĶċĲĹčĢ一覧

~
g
ô ÕhEMS ä 国 際 規 格 Ý ¸ ā ISO 50001 ä Ř s Ę ľ

á表示ÍhĠĳœēá応ÎÕđĶŔės変動要因Â特定

Ŗ s Ĉ ł s Ģ áh Ġ Ģ į ŉ 導 入j 分 析j 是 正 à ß ä 各

ÝÃā省đĶ分析įŜŀŕsıęŒľĈ出力Ïāg図

ľĐsģáÀºÜh顧客ä省đĶ活動úĠĢįŉ運用支援

áh原単位突出値ä抽出hÀþé原単位á影響ÍÕ変動

ŘsĘľŖsĈ省đĶ活動 PDCA ĞčĘŔÞÍÜ体系化

設備ä稼動時間}変動要因~Ĉ特定ÍÜºāg

ÍÜºāg

省đĶĳļ機能åh各種 KPI ú原単位h運用制御条

{省đĶ運用ľŕsŉŘsĘ|åhľŕsŉŘsĘä全

件ĈœċŔĨčŉá監視Íh正常àđĶŔės需給Ġĳ

体像Áÿ始ôĀh運用前ä事前準備資料h省đĶ活動項目
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Ŝ. ĘœsŜđĶŔės . 2011-6, p.26-29.

á示Ï設備j運用分類á従ÙÜh分

特 集

類j整備ÏāøäÝ¸āg
顧客ä省đĶ活動ĞčĘŔá省đĶ運用ľŕsŉŘsĘ
Ĉ適用ÏāÉÞáþĀhđĶŔėsäŉĩĈ容易á検出Ý
Ãh効率的àđĶŔės管理ä運用標準Ĉ提供ÝÃāg

東谷

直紀

産業分野向Ç製造管理ĦœŎsĠŐŜ商品hđĶ
ŔėsŇĶġŊŜı商品ä企画h設計 ･ 開発h顧
客導入ŀŖġĐĘıä技術á従事g現在h富士電
機株式会社社会ĠĢįŉ事業本部社会情報ĠĢį

あとがき
本稿Ýåh省đĶŔės活動Ĉ支援ÏāđĶŔėsŇĶ

ŉ事業部第二ĠĢįŉ技術部長g

項

東輝

ġŊŜıĦœŎsĠŐŜáÚºÜ紹介ÍÕg今後åhÉĂ

製造管理 ･ đĶŔės管理ĠĢįŉä企画 ･ 開発

ĈłsĢáh需要拡大Â見込ôĂā再生可能đĶŔėsú

･ 技術á従事g現在h富士電機株式会社社会ĠĢ

蓄電設備h蓄熱設備hŏsįČœįČ設備Ĉ有機的á結合
Íh
{đĶŔės供給ä全体最適化|Àþé{đĶŔės

įŉ事業本部社会情報ĠĢįŉ事業部第二ĠĢį
ŉ技術部ŇĶsġŌsg工学博士g計測自動制御
学会会員h電気学会会員hIT ĜsİČĶsĨg

消費ä全体最適化|Ĉ実現Ïā次世代 EMS ä構築Ĉ目指
ÍÜºÅ所存Ý¸āg

竜田

尚登
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･ 技術á従事g現在h富士電機株式会社社会ĠĢ
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松本

近年hŀŒŜıä制御ĠĢįŉá対ÍÜhþĀ高º省đĶŔės性能Â求÷ÿĂÜºāg最適à運転点Ĉ求÷ÜÓĂĈ目
標値ÞÏāÉÞhÓÍÜh目標値îä制御ä性能Ĉ評価j監視Íh制御性能Ĉ高Å維持ÏāÉÞÂ必要Ý¸āg富士電機å
制御技術úŋİœŜę技術Ĉ用ºāÉÞáþĀhÉĂÿä要求ä実現á向ÇÜ取Ā組ĉÝºāg最近ä主à取組õÞÍÜh
ņŜŀä最適流量配分制御h制御性能評価j監視ÀþéčłŜı駆動型äŋİœŜę技術Â¸āgÉĂÿä技術Ĉ活用Ïā
ÉÞáþĀh3 % 程度ä省đĶŔės効果Ĉ達成ÝÃā見込õÝ¸āg
In recent years, even higher energy conservation performance is required in plant control systems. Operators have to ﬁnd the optimal
operating point and make it the set point, and they have to also assess and monitor control performance toward that set point and maintain
high control performance. Fuji Electric is working to achieve these demands through the use of control technologies and modeling techniques.
Major approaches in recent years include optimal dispatch control for multiple pumps, control performance assessment & monitoring, and
event driven modeling techniques. We expect that an energy conservation eﬀect of about 3 % can be achieved by utilizing these technologies
and techniques.

最小化Ïā最適流量配分制御ä方式Ĉ開発ÍÕg

まえがき
近年h鉄鋼h化学h水処理h環境àßäŀŒŜıĠĢ

.

įŉá対ÍÜh省đĶŔės}省đĶ~
h環境負荷低減à
ÿéá品質á対Ïā要求ÂôÏôÏ厳ÍÅàÙÜºāg例

制御方式

最適流量配分制御åh 図

á示Ïþ¼àhn 台äčŜ

ĹsĨáþā可変速ņŜŀÂ並列接続ËĂÜºāņŜŀ設

¾æh｢đĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律｣}省đ

備áÀºÜh出口ŁĬĩÝä総流量Þ揚程Áÿhn 台äņ

Ķ 法 ~ å 2010 年 á改 正 Ë Ăh ô Õh2020 年 ô Ý á CO2

Ŝŀä合計消費電力Â最小Þàāþ¼á各ņŜŀä回転数

Ĉ 1990 年比Ý 25 % 削減Ïā国ä目標ø掲ÈÿĂÜºāg

Ĉ制御Ïā方式Ý¸āgÓĂÔĂäņŜŀä特性å異àÙ

Ëÿáh東日本大震災á起因Ïā電力供給ä不足áþĀh

ÜºÜøþºg各ņŜŀä回転数åh流量−揚程特性Þ各

ºÙÓ¼ä省đĶÂ要求ËĂāþ¼áàÙÜºāgŀŒŜ

ņŜŀä負荷流量h吐出圧力Áÿ一意á定ôāÕ÷h最適

ıä制御ĠĢįŉá対ÍÜåh省đĶä要求á応¾āÕ÷

流量配分制御åh総流量Ĉßäþ¼á配分ÏĂæ合計消費

áh高º省đĶ性能Â得ÿĂā最適à運転点Ĉ求÷ÜÓĂ

電力Â最小ÞàāÁĈ求÷ā消費電力最小化問題ÞÍÜ定

Ĉ目標値ÞÏāÉÞhÓÍÜh目標値îä制御性能Ĉ評

式化ËĂāg
ņŜŀä消費電力åh流体á与¾ÕđĶŔėsÞņŜŀ

価j監視Íh制御性能Ĉ高Å維持ÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg
富士電機å制御技術úŋİœŜę技術Ĉ用ºāÉÞáþĀh

効率hŋsĨ効率hčŜĹsĨ効率áþÙÜ計算ÏāÉÞ

省đĶä要求ä実現á向ÇÜ取Ā組ĉÝºāg本稿Ýåh

ÂÝÃāg合計消費電力Ĉ目的関数ÞÍh需給ĹŒŜĢĈ

最近ä主à取組õÞÍÜhņŜŀä最適流量配分制御技術h

制約条件ÞÍÕ最適化問題Ĉ解ÅÉÞáþĀh合計消費電

制御性能評価j監視技術ÀþéčłŜı駆動型äŋİœŜ

力Ĉ最小ÞÏā各ņŜŀä運転状態}回転数j流量~Ĉ

ę技術áÚºÜ紹介Ïāg

得āgÉä問題ä目的関数å多峰性Â¸āÕ÷h解法Þ

ポンプの最適流量配分制御
商用電源

富士電機åh長年áąÕĀh主á水処理分野ÝņŜŀä
⑴

運転制御技術á取Ā組ĉÝÃÕg近年Ýåh省đĶä観点

インバータ
INV

N1

ÁÿhčŜĹsĨáþā可変速制御ä導入Â進ĉÝºāg
N2

INV

複数台äņŜŀÝ構成ËĂā設備áÀºÜåhÓĂÔĂä
ņŜŀä効率Â負荷流量Þ回転数áþÙÜ変化ÏāgÓä

管路

Õ÷hßäņŜŀĈß¼º¼速度Ý運転ÏāÁä組合Ñá

:

:

INV

Nn

最適流量
配分制御

Q
H
（m3/min） （m）
F

P

流量
センサ

圧力
センサ

þĀh合計流量Â同ÎÝø全体ä消費đĶŔėså異àāg
ポンプ

富士電機åh複数台äčŜĹsĨáþā可変速ņŜŀÂ並
列接続ËĂÜºāņŜŀ設備Ĉ対象áh消費đĶŔėsĈ

図

最適流量配分制御で対象とするポンプ設備例
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定格流量ä小Ëº No.2 ņŜŀĈ選択ÏāÉÞÝ動力

ÍÜå非線形最適化問題îä適用Â可能à PSO}Particle
⑵

Ĉ低減ÍÕg

Swarm Optimization~Ĉ用ºÜºāg
.

効果試算例

2 台必要}9 時v 19 時~Þàā流量áÀºÜåh各

ņŜŀä負荷流量ä配分比率Ĉ適正á調整ÏāÉÞá
þĀ No.2 ņŜŀä動力Ĉ低減ÍÕg

ĠňŎŕsĠŐŜáþĀh従来ä一般的à台数制御方式

Éä例å非常á単純à例Ýå¸āÂhņŜŀ台数Â多º

}従来型台数制御方式~Þ比較ÍÜh最適流量配分制御ä
評価Ĉ行ÙÕ}図

~
gņŜŀå 2 台ÞÍhNo.1 ņŜŀä

場合áåþĀ大Ãà効果Â期待ËĂāg

定格流量å 7,500 m3/hh定格揚程å 35 m ÝhNo.2 ņŜŀ
ä定格流量å 6,600 m3/hh定格揚程å 45 m ÞÏāgŋs

制御性能評価・監視技術とモデリング技術

Ĩ効率åÞøá 98 %hčŜĹsĨ効率åÞøá 97 % Þ負
荷áþÿÐh一定ÞÏāg総流量Âh図

ä実線äþ¼á

近年h主áŀŖĤĢ制御分野Ý制御性能監視Â注目ËĂh

変化Ïā場合Ĉ想定ÍÜĠňŎŕsĠŐŜĈ行ÙÕg従来

日本学術振興会ŀŖĤĢĠĢįŉ工学第 143 委員会Ýå産

型台数制御方式åh2 台äņŜŀä¼×h1 台äõĈ可変

学共同ÝŘsĘĠŐĬŀá取Ā上ÈÿĂÕgÓÉÝåh制

速Ý常時運転ÍhÉä 1 台Ýå流量Â不足Ïā場合á残Ā

御ĠĢįŉÂ次ä問題点Ĉ抱¾ÜºāÉÞÂ指摘ËĂÕg

⑶

ä 1 台Ĉ定格回転数Ý運転ÏāøäÝ¸āgÉäĚsĢÝ

⒜

気温ä変化h銘柄ú負荷ä変更h伝熱係数ä変化à

å定格回転数Ý運転ÏāņŜŀå 1 台äõÝ¸āÂh2 台

ß多種多様à要因áþÙÜŀŒŜıä状態å刻々Þ変

以上ä場合åh負荷á応ÎÜ定格回転数Ý運転ÏāņŜŀ

化ÏāgÓäÕ÷h一度調整ÍÕĜŜıŖsŒÝø制

ä台数Ĉ増減ËÑā方式Ý¸āg

御性能Â劣化ÏāÉÞÂ多ºgÓĂ以前áh大ôÁà

図

İľĒŔı設定値äôô調整ËĂÐá使用ËĂÜºā

⒜Â最適流量配分制御Ĉ用ºÜ流量配分Ĉ行ÙÕ場

合ä配分äĺĨsŜh図

ĜŜıŖsŒø少àÅàºg

⒝Â従来型台数制御方式Ĉ用º
⒝

Ü流量配分Ĉ行ÙÕ場合ä配分ĺĨsŜÝ¸āgĠňŎ

一般的à生産ŀŖĤĢáå多数ä制御ŔsŀÂ存在

ŕsĠŐŜÝå No.1 ņŜŀĈ可変速運転hNo.2 ņŜŀĈ

Íhßä制御ŔsŀÂŀŒŜı全体ä運転効率Ĉ向上

定格運転ÞÍÕg図

Ïā上ÝäŅıŔĶĬĘÝ¸āÁĈ見極÷āÉÞå大

áh従来型台数制御á対Ïā最適流

変困難Ý¸āg

量配分制御ä各時間ä省đĶ効果Ĉ示ÏgÉäĚsĢÝåh

⒞

次á示Ï要因áþĀ 24 時間ä平均Ýh3.9 % ä省đĶ効果
⒜

近年ÝåhŋİŔ予測制御á代表ËĂā多入力多出

力ä高度制御ĠĢįŉĈ構築Ïā事例Â増¾Üºāg

Â得ÿĂÕg

ÍÁÍhÓĂÂ所望ä性能Ĉ発揮ÍÜºāÁß¼ÁĈ

低流量時}1 時v 8 時h21 時v 24 時~áÀºÜåh

常時監視Íh必要á応ÎÜ再調整}ŋİŔŊŜįĳŜ
Ģ~Ĉ行ąàÇĂæh高度制御ĠĢįŉÞÍÜä真価
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（b）従来型台数制御の配分パターン

図

シミュレーション結果
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提案ËĂÜºāg富士電機Ýåh大規模ĠĢįŉÁÿ中

ä共分散行列Ĉ作成Íh共分散行列á関Ïā一般化固有値
問題Ĉ解ÅÉÞÝ最ø性能Â劣化ÍÜºā制御ŔsŀĈ特
定ÝÃāg

｢MICREX-SX｣}SX~版ä制御性能監視ĭsŔĈ開発ÍÕg

⑵

特 集

小規模ĠĢįŉôÝ対応ÝÃāþ¼áhĺĦĜŜ}PC~
版 Þ 富 士 電 機製 PLC}Programmable Logic Controller~

制御性能評価j監視ĭsŔ
制御性能評価j監視ĭsŔäĠĢįŉ構成Ĉ図

Ëÿáh適用事例Â増加ÍÜºāŋİŔ予測制御àßä多

á示Ïg

入力多出力系áÚºÜø対応ÍÜºāgôÕh②ä技術Þ

PC 版 åhMICREX-SX ô Õ å OPC}OLE for Process

ÍÜhŋİŔ予測制御Ĉ主ĨsěĬıáÍÜh日常ä運転

Control~ĞsĹÁÿĶĬıŘsĘ経由ÝİsĨĈ収集Í

İsĨÁÿŀŒŜıŋİŔäĺŒŊsĨ変化分Ĉ推定}同

Üh制御性能指標ä算出ú可視化ĈÏāgSX 版åhľĊ

定~ÏāÉÞÝhŋİŔäŊŜįĳŜĢĈ支援ÏāčłŜ

ŜĘĠŐŜĿŖĬĘÞÍÜ提供Íh制御性能指標算出ä結

ı駆動型äŋİŔ同定手法Ĉ開発ÍÕg

果åŀŖęŒŇĿŔ表示器 ｢MONITOUCH｣ Ý表示ÝÃh
ĺĦĜŜĈ必要ÞÍàºg

.

制御性能評価・監視技術

⑴

áhĭsŔä主à機能構成Ĉ示Ïg収集ÍÕ運転

図

İsĨĈ参照Ïā画面h各種指標Ĉ算出Ïā機能h指標

制御性能指標
運転İsĨÁÿ制御性能指標Ĉ算出ÏāÉÞÝ制御性能

Ĉ評価ÏāgÉĂôÝáºÅÚÁä制御性能指標Â提案Ë

İsĨĈ一覧表形式jęŒľ形式Ý表示Ïā画面h指標値
ä経年変化傾向Ĉ推定ÍÜ限界値á達Ïā時期Ĉ算出Ïā

⑶

ĂÜºāg表

á主à指標ä概要j長所Þ短所hÀþé富

士電機ä開発ÍÕĭsŔ}PC 版jSX 版~îä組込õ状

機能h指標İsĨä現在値Ĉ一覧表示Í警戒ŕłŔĈ超過
ÍÜºāøäĈ強調表示Ïā監視画面hàßĈ備¾Üºāg

況Ĉ示Ïg複数ä評価指標Ĉ採用ÍÜºāäåh指標ÊÞ
á特徴Â異àāäÝh利用者Â多角的á判定ÝÃāþ¼á
ÏāÕ÷Ý¸āg

áhĭsŔä画面例Ĉ示ÏgęŔsŀĺĶŔ画面Ý

図

åhPID ĜŜıŖsŒä計器図ÞÞøáh制御性能指標
ä数値表示úĹsęŒľ表示Ĉ行¼gŔsŀĺĶŔ画面åh

⑷

多入力多出力系á適用ÝÃā共分散指標åh性能悪化á

ęŔsŀĺĶŔ画面ä各 TAG 番号表示部Áÿ呼é出ÏÉ

最ø影響ÍÜºā制御ŔsŀĈ特定ÝÃāÉÞÂ特徴Ý¸

ÞÂÝÃh制御性能指標ä現在値ä表示äñÁh運転İs

āÂhÉĂôÝåĭsŔÞÍÜ実装ËĂÕ例åàÁÙÕg

ĨÞ制御性能指標äıŕŜĲ表示Ĉ行¼g
ÉäĭsŔĈ利用ÍÕ制御性能評価j監視ä運用ľŖs

性能評価ä基準ÞÏāłŜĪŇsĘ期間Þ評価対象ÞÏā
ŋĴĨ期間ä運転İsĨ}制御量ä系列~ÁÿhÓĂÔĂ

例Ĉ図

á示Ïg制御対象ÞàāŀŒŜıå制御Ŕsŀ

Â多数á上ā場合Â¸ĀhÓĂÔĂĈ個別á監視ÏāÉÞ
表

å現実的ÝåàºgÓÉÝh日常ä監視業務ÞÍÜå監視

ツールに実装した主な制御性能指標
指標名

概要・長所

画面Ý一覧Ĉ見ÜhÓä中Áÿ制御性能指標ä値Â警戒ŕ
短

所

組込み

łŔĈ超¾ÜºāøäĈ抽出Íh重点的á調査ÏāgÉä
þ¼á制御性能指標Ĉ利用ÍÕ監視Þ制御ĺŒŊsĨ調整

算出が単純

ベンチマークデータ
必要

PC
SX

ハリス指標

ベンチマークデータ
必要なし

むだ時間の事前推定
必要

PC

共分散指標

多入力多出力系に
適用可

ベンチマークデータ
必要

PC

立上り時間，
オーバーシュート，
整定時間，減衰率

設定値（指令値）変化
があったときのみ
適用可

PC
SX

分散指標

過渡特性指標

}制御性能改善~äĞčĘŔĈ回ÍÜºÅÉÞáþĀh常
áŀŒŜıä最適運転点近傍Ýä運用Â可能ÞàāäÝh
ŀŒŜıä省đĶàÿéá製造品質Ĉ維持ÝÃāg
.

⑴

イベント駆動型モデル同定手法

ŋİŔŊŜįĳŜĢáÀÇā課題

制御性能評価・監視ツール（PC）

指標表示
画面

監視画面
制御性能評価・
監視ツール（SX）

運転データ
参照画面

OPCサーバ

経年変化
算出機能

指標算出機能

HCI計器
「MONITOUCH」
ES/
MS

OS
サーバ

運転データ
「MICREX-SX」
ファイル読込み
機能

AS

（a）大規模システム

図

指標データ

CSVファイル

（b）中小規模システム

制御性能評価・監視ツールのシステム構成

図

通信機能

制御システム（PLC，DCS）

ツールの機能構成

241（ 15 ）

富士時報

Vol.84 No.4 2011

プラントの省エネルギーを実現する制御技術
⑸h⑹

制御系設計åhŀŒŜıäŋİŔá基ÛºÜ実施Ïāä

Ý¸āg

特 集

Â一般的Ý¸āg制御性能Ĉ高Å維持ÏāÕ÷áåhŀŖ

ŋ İ œ Ŝ ęj 同 定 Ý 利 用 Ë Ă ā ŋ İ Ŕ 形 式 åh Ĝ Ŝ

ĤĢ特性ä変化ú動作点変化àßáþÙÜ生ÐāhŀŒŜ

ĽŎsĨÝä取扱ºÂ容易àÉÞÁÿh一般á離散時間系

ı動特性Þ設計á用ºÕ公称ŋİŔÞäňĢŇĬĪĈ検出

ä表現ÞÏāÉÞÂ多ºgÍÁÍh離散時間ŋİŔå物理

Íh制御系設計áľČsĲĹĬĘĈ行¼必要Â¸āg特á

ĺŒŊsĨÞä対応Â明確ÝàÅh現場運転員áå理解Í

ÉĂåŀŒŜıŋİŔá基ÛÅ制御Ý¸āŋİŔ予測制御

áÅºg一方h連続時間系äŋİŔåh物理ĺŒŊsĨ

áÀºÜ重要Ý¸ĀhŀŒŜıä動特性変化á応ÎÜŋİ

Þä対応Â明確Ý¸Ā現場運転員Â直感的á理解ÍúÏ

ŔĈ的確á更新ÏïÃÝ¸āgÍÁÍhÓäÕ÷áåh通

ÅhŋİŔĺŒŊsĨÂĞŜŀœŜę時間á依存ÍàºÞ

常ä操業運転Ĉ停止ÍhĢįĬŀ応答試験Ĉ実施ÏāÞº

º¼利点Â¸āgÓäÕ÷h連続時間系ŋİŔä方ÂŊŜ

¼大Ãà作業負担Þ生産ŖĢĈ伴¼再同定作業Â必要Þà

įĳŜĢÍúÏºÞ考¾ÿĂāgÓÉÝh連続時間系äŋ

āgÉäþ¼àŋİŔŊŜįĳŜĢĈ効率的á実施ÏāÉ

İŔĈ直接同定Ïā方法Â提案ËĂÜºāgÍÁÍh実用

ÞÂh製造現場ÝŋİŔ予測制御Â活用ËĂāÕ÷á重要

上ä重要性Â高ºáø関ąÿÐ研究Â少àº領域ÞàÙÜ
⑺h⑻

ºāg
ôÕh実用上åh多入力多出力ÁÚ閉ŔsŀÝä同定Â
求÷ÿĂÜºāgÉĂá対ÍÜh日常ä運転İsĨÁÿŀ

制御性能指標
(数値表示)

ŒŜıäŋİŔÞ実ŀŒŜı間á重大àňĢŇĬĪÂ存在
⑼

Ïā要素Ĉ特定Ïā統計的手法Â提案ËĂÜºāgÉä手
法åh統計計算äõÝ実装ÝÃā優ĂÕ方法Ý¸āÂh動

制御性能指標
(バーグラフ
表示)

特性ĺŒŊsĨä変化分Ĉ求÷āÕ÷áåhňĢŇĬĪÂ
特定ËĂÕ部分ä再同定Ĉ必要ÞÍhôÕh連続時間系ä
同定á対応ÏāøäÝøàºg
⑵

同定手法

前述ä課題Ĉ解決ÏāÕ÷áh閉ŔsŀáÀÇā多入力
多出力ä連続時間系á対Íh通常ä閉ŔsŀÝä運転中á

（a）グループパネル画面

生ÎÕ設定値変更Ĉh同定処理Ĉ駆動ÏāčłŜıÞÍÜ
捉¾hÓä近傍ä運転İsĨÁÿŋİŔäĺŒŊsĨ変化
運転データおよび
制御性能指標の
トレンド表示

制御性能指標
(数値表示)

⑽

分Ĉ同定ÏāčłŜı駆動型同定手法Ĉ開発ÍÕg
čłŜı駆動型同定ĠĢįŉäĿŖĬĘ図Ĉ図

á示Ïg

čłŜı駆動型同定ĠĢįŉå制御系Áÿ運転İsĨÞ
ÍÜ目標値 r}設定値 SV~
hŀŒŜıîä入力 u}操作量
MV~
h外乱 d ä混入ÏāŀŒŜıä出力 y}制御量 CV Ĉ
Ø úċ
含ö~Ĉ観測ÍhŋİŔĺŒŊsĨ変化分推定値Ǽθ
ŒsŉĈ出力ÏāøäÝ¸āgŋİŔĈŊŜįĳŜĢÏā
作業者åÉĂÿä情報á基ÛÃhŋİŔä更新Ĉ行¼g更
新ÍÕŋİŔÝ制御系äĺŒŊsĨ調整Ĉ行¼ÉÞáþĀh

（b）ループパネル画面

制御性能ä劣化ÍÕ状態Áÿ回復ÝÃāgŋİŔ予測制御
図

ä場合åhŋİŔ更新äõÝ制御性能ä劣化ÍÕ状態Áÿ

ツールの画面例

回復ÝÃāg
作業

使用する画面

日常の監視業務

監視画面

各種設定

運転状況の確認

運転データ参照画面

イベント駆動型
同定システム

指標傾向の確認

指標表示画面

調整対象の抽出

指標表示画面

外乱 d
目標値
r

制御パラメータの調整*
結果の確認

制御性能評価・監視の運用フロー例
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コントローラ

運転データ参照画面

u
操作量

プラント

+
+

閉ループ制御系

＊ モデルのメンテナンスを含む

図

モデルパラメータ
変化分推定値
Δθ̂
アラーム

図

イベント駆動型同定システムのブロック図

制御量
y
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蒸気
タービン1

G

蒸気
タービン2

呑込み蒸気量
G

発電機

供給蒸気量
平均300 t/h
→290 t/h
プロセス蒸気量
平均250 t/h

運転B

設定値

（b）
（c）
（d）
設定値 モデル予測 設定値
変更
制御導入
変更
5 t/h低減

運転Ａ
燃料使用量

蒸気
タービン3

G

（a）
PID制御再調整

運転C

運転D

10 t/h低減

50 t/h
40 t/h
運転限界
35 t/h

運転E

3.3%
1.6%省エネルギー 省エネルギー

100 %
96.7 %

蒸気負荷へ

図

化学工場の自家発電設備の例

図

čłŜı駆動型同定ĠĢįŉåhŀŒŜıä現在Áÿ一
定期間過去áËÁäòÙÕ運転İsĨĈ常áĹĬľĊŊŋ

制御性能改善がもたらす省エネルギー効果の例

化問題ÞàāgŋİŔĺŒŊsĨ変化分推定値åh上述ä
最適化問題ä最適解Ǽθ̂ÞÍÜ求÷āÉÞÂÝÃāg

œá記憶ÍÜÀÅgøÍh運転İsĨá変化Â¸Āh同定
á利用可能Þ判断ËĂā動揺Â発生ÍÕÿhÓä動揺Ĉ同
定駆動čłŜıÞÍÜ検出Íh同定駆動čłŜı前後ä特
定区間ä運転İsĨĈ上述äĹĬľĊŊŋœÁÿ切Ā出Ïg

.

制御性能改善による省エネルギー効果

制御性能Þ省đĶ効果å密接á関係ÍÜºāg図

á示

Ï化学工場ä自家発電設備Ĉ例áÞĀh図 0 Ĉ用ºÜ制

⑵h⑾ h⑿

ÉÉÝåh閉Ŕsŀ同定á関Ïā知見Ĉ参考áh目標値ä
変化Ĉ同定駆動čłŜıÞÍÕg運転İsĨä切Ā出ÍÂ

御性能改善ÂøÕÿÏ省đĶ効果Ĉ説明Ïāg
図

á示Ïþ¼áh生産設備}蒸気負荷~Ý消費ËĂā

完了ÍÕÿh同定処理ĈĹĬĪ処理ÞÍÜ起動Ïāg

ŀŖĤĢ蒸気量ÞĨsļŜÁÿä供給蒸気量äėŌĬŀ

本手法Ĉ適用Ïā上Ýä仮定å次äÞÀĀÝ¸āg

}余剰量~Âh蒸気ĨsļŜ 3 ä呑込õ蒸気量Ý¸āgŅ

⒜

仮定 1

čŒjĨsļŜôąĀä流量Àþé圧力制御Ŕsŀä特性

実ŀŒŜıÂ事前ä同定áþĀh動特性 G}s~ÂÀ

改善ú設定値ä制御áþĀhÉä呑込õ蒸気量ä変動Ĉ抑

Àöã正ÍÅ G}s~ÞÍÜŋİŔ化ËĂÜºāÉÞh
0

¾hÓä平均値Ĉ運転限界値}下限値~á近ÛÇāÉÞÂ

Ïàą×hG}s~≈G}s~Ý¸āÉÞ
0

ÝÃĂæhĨsļŜÁÿä供給蒸気量ä平均値ø低減ËĂ

⒝

āäÝhŅčŒä燃料使用量Ĉ削減ÝÃāg

仮定 2
切Ā出Í区間中äŋİŔä動特性変化å無視ÝÃā程

図 0 åhŅčŒä燃料使用量ä削減手順ä例áàÙÜ

度á小ËºÉÞ

ÀĀh上側h下側äęŒľåhÓĂÔĂ蒸気ĨsļŜ 3 ä

⒞

呑込õ蒸気量hŅčŒä燃料使用量}平均~Ĉ示ÍÜºāg

仮定 3
同定駆動čłŜı発生時á制御系åhÀÀöã定常状

図 0 ä運転 A Ýå制御性能Â悪Åh呑込õ蒸気量ä変

態Þ見àÑāÉÞ

動Â大ÃºÕ÷áh最悪ä状態Ýø運転限界 35 t/h Ĉ下

当初ä同定時å正ÍÅŋİŔ化ËĂÜºÕÂhŀŖĤ

回ÿàºþ¼á余裕Ĉ持ÕÑÜh運転限界þĀø高º設定

Ģ特性ä経時変化ú動作点ä変更àßáþĀ動特性 G}s~

値 50 t/h ÞÏā必要Â¸āgôÕhæÿÚÃÂ大ÃºÕ

G}s~≠G}s~ÞàÙÕÞ考¾āgà
Â G}s~Áÿ変化Í
0
0

÷h操作端ø大ÃÅ動ÃhÓÉÝäŖĢø生Ðāg運転

Àh次ä説明Ýå単純化ÏāÕ÷ŀŒŜıå単入力単出力

A á対ÍÜåh例¾æh各制御Ŕsŀá対応Ïā PID 制

系ÞÏāg

御Ĉ再調整ÏāÉÞÝ制御性能Ĉ改善Íh運転 B Ĉ実現

同定処理å切Ā出ËĂÕ有限区間}区間長Ĉ TÞÏā~

ÏāÉÞÂÝÃā}⒜ PID 制御再調整~
gÉäþ¼á変動

äŀŒŜı入力İsĨ u}t~ÞŀŒŜı出力İsĨ y}t~

幅Â低減ËĂāÞh運転限界ôÝä余裕Â生ÎāäÝh設

Áÿàā運転İsĨá対ÍÜh同Î入力İsĨ u}t~Ĉ与

定値Ĉ 45t/h ôÝ下ÈÜ運転 C Â実現ÝÃh燃料使用量

¾ÕÞÃhÓä出力İsĨ ŷ}t，Ǽθ~ÂÝÃāÖÇ y}t~

Ĉ 1.6 % 減ÿÏÉÞÂÝÃā}⒝設定値変更~
g多入力多

á整合Ïāþ¼á仮想的àľČĬįČŜę用伝達特性 Ĝ}s，

出力ŀŖĤĢÝå相互干渉Â¸āÕ÷h単一制御Ŕsŀä

Ǽθ~äŋİŔĺŒŊsĨ変化分ǼθĈ推定ÏāgÉäÞÃh

性能Ĉ改善Ïā PID 制御Ýå性能改善á限界Â¸āgÓ

次式Â満ÕËĂāþ¼áÏāg

ÉÝh運転 C á対ÍÜh相互干渉á強ºŋİŔ予測制御

t ]s, Dig ;
G
Di = 0 = G 0 ] s g xxxxxxxxxxxx⑴
整合ä指標ÞÍÜh同Î入力İsĨ u}t~Ĉ加¾ÕÞÃ
ä出力ä切Ā出Í区間中ä二乗積分誤差Ĉ目的関数

J ]Dig =

#0

T

Ĉ導入ÏāÉÞáþĀ制御性能ĈþĀ改善Íh運転 D Â
実現ÝÃā}⒞ŋİŔ予測制御導入~
gÉäþ¼á制御性
能改善áþÙÜ変動幅Â極小化ËĂāÞh運転 E äþ¼

t ]t，Dig-y ] t gg 2 dt xxxxxxxxx⑵
]y

á設定値ĈþĀ省đĶ効果h経済効果ä高º運転限界値近

ÞÍh目的関数Â最小Þàāþ¼áŋİŔĺŒŊsĨ変化

Åá移ÏÉÞÂ可能Þàā}⒟設定値変更~
gÉä事例Ý

分Ĉ決定Ïā最適化問題Ĉ定義Ïāg本問題å非線形最適

åh設定値Ĉ運転 A ä 50 t/h Áÿ最終的á運転 E ä 40 t/
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燃料使用量

燃料 ボイラ
2

呑込み蒸気量

燃料 ボイラ
1
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h á移行ÏāÉÞáþÙÜ呑込õ蒸気量Ĉ 10 t/h 削減Íh

プラントの省エネルギーを実現する制御技術

⑻

丸田一郎, 杉江俊治. 反復実験ä不要à射影型連続時間ĠĢ

特 集

ŀŖĤĢ蒸気量Ĉ変¾Ðá供給蒸気量Ĉ平均 300 t/h Áÿ

įŉ同定. 計測自動制御学会論文集. 2010, vol.46, no.3, p.133-

290 t/h á削減ÝÃāgÓä結果ÞÍÜh燃料使用量Ĉ供

138.

給蒸気量Þ同様ä比率Ý削減ÝÃāÕ÷h省đĶ効果 3.3 %

⑼

信貴洋平ñÁ. ŋİŔ予測制御ĠĢįŉáÀÇāŋİŔÞ
ŀŖĤĢäňĢŇĬĪ検出. 計測自動制御学会論文集. 2010,
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vol.46, no.10, p.607-614.
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⑽

伊藤秀之ñÁ.{日常ä運転İsĨĈ用ºÕŀŒŜıä動特

性変化同定手法−čłŜı駆動型同定手法−|
. 第11回制御部
門大会. 2011.
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富士電機åh分散型監視制御ĠĢįŉĈËôÌôà分野á多数納入ÍÜÃÕgÉäÕéh富士電機ä既設ĠĢįŉÞä互
換性Ĉ追求ÍÕh中小規模向Ç監視制御ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉMICREX-VieWÞÓĂĈ利用ÍÕMICREX-VieW
ĜŜĺĘıĈ開発ÍÕg冗長化áþā高信頼性ú既設ĠĢįŉä資産継承h仕様記述áþā制御ĦľıďĐċä自動生成h
ŀŒĬıľĒsŉ化áþāĜĢıĺľĒsŇŜĢä向上àßä特徴Â¸āg各種分野向ÇäĺĬĚsġúįŜŀŕsıĈÓ
ă¾ÜÀĀh発電ŀŒŜıúÊõ焼却ŀŒŜıh食品ŀŒŜıàß幅広º分野î適用ÝÃāg
Fuji Electric has supplied distributed monitoring and control systems to various ﬁelds. Recently, we have developed the monitoring and
control system platform{MICREX-VieW|and its derivative{MICREX-VieW Compact|
, which expand the range of applications for small and
medium-scale systems and maximize compatibility with our existing systems. They feature high reliability through redundancy, resource inheritance for existing systems, automatic generation of control software by speciﬁcation deﬁnition, and cost performance improvement due to
the platform technology. They feature packages and templates for various ﬁelds and can be applied to broad ﬁelds including power generation
plants, garbage incinerator plants, and food plants.

図āÉÞÝhĜĢıĺľĒsŇŜĢä高ºĠĢįŉĈ実現

まえがき

ÍÜºāgËÿáh既設ĠĢįŉä各種資産Ĉ維持j継承
富士電機åh分散型監視制御ĠĢįŉ}DCSkDistrib-

ÍhÀ客Ëôä設備更新ŀŒŜá柔軟á対応ÝÃāĞĢį

uted Control System~Ĉ発電j石油j化学j鉄鋼j水処

ĳĿŔ}Sustainablek環境áúËÍºh維持可能à~Ġ

理ŀŒŜıàßäđĶŔėsj環境分野向Çá多数納入Í

ĢįŉÝ¸āgôÕh小規模向ÇáhŀŖęŒŇĿŔ操作

ÜÃÕg図

áh富士電機Â提供Ïā監視制御ĠĢįŉä

表示器Þ汎用 PLC}Programmable logic controller~Ý構

製品系列Ĉ示Ïg大中規模向Ç DCS ｢MICREX-NX｣ åh

成ËĂā MICREX-VieW ĈłsĢÞÍÕ小規模監視制御

冗長化áþā高信頼性á加¾Üh同ÎĜŜıŖsŒÞđ

ĠĢįŉMICREX-VieW ĜŜĺĘıĈ開発ÍÕg本

ŜġĴċœŜę環境Ý安全計装Þ一般計装Ĉ実現ÝÃāŊ

稿 Ý åhMICREX-VieW À þ é MICREX-VieW Ĝ Ŝ ĺ

œĬıĈ生ÁÍh大規模安全計装ŀŒŜıàßîä適用実

ĘıÞÓä統合支援ĠĢįŉáÚºÜh特徴Þ適用例Ĉ紹

績Ĉ増úÍÜºāg

介Ïāg

ÉäÕéh高º信頼性á加¾Ü富士電機ä既設ĠĢįŉ
Þä互換性Ĉ追求ÍÕ中小規模向Ç監視制御ĠĢįŉäŀ

中小規模監視制御システムプラットフォーム

ŒĬıľĒsŉÝ¸ā ｢MICREX-VieW｣ Ĉ開発ÍÕg

｢MICREX-VieW｣

MICREX-VieW

åh実行系Þ支援系äŀŒĬıľĒs

ŉĈ統合ÍhĸsĲďĐċú制御ĦľıďĐċä共通化Ĉ

.

概

要

中小規模監視制御ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉ
｢MICREX-VieW｣ åh中小規模ŀŒŜıĈĨsěĬı
機能

ÞÍhĜŜıŖsŒhĶĬıŘsĘhHMI}Human Ma-

大中規模

chine Interface~àßä構成部位ÊÞá二重化ÝÃh顧客
X

-N
EX

Ĵsģá最適à高信頼性Ĉ実現ÝÃāgŀŒŜıä更新時

CR

中小規模

MI

á MICREX-VieW Ĉ採用ÏāÞh顧客ä資産Ĉ最大限á
活用Íh最小ä投資Ý顧客ä要求á合ąÑÕ設備Ĉ更新Ý

ieW

小規模

V
XRE

ÃāgËÿáh運用ú保守àßä各局面áÀºÜh最小限

C

eW
Vi

MI

äđŜġĴċœŜęĜĢıÝŀŒŜıä見¾ā化Â深ôĀh

EX
CR クト
I
M
パ
コン

ŀŒŜı全体äŒčľĞčĘŔĜĢıĈ低減ÝÃāg
.
規模

特

⑴
図

図

監視制御システムの製品系列

徴

安定操業Ĉ支¾ā高信頼性ĠĢįŉ
áhMICREX-VieW ä Ġ Ģ į ŉ 構 成 例 Ĉ 示 Ïg

MICREX-VieW ÝåhēŃŕsĨĢįsĠŐŜhİsĨ
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企業情報システム（ERP，MES…）

Web ブラウザー

リモート監視

特 集

基幹系・
実行管理
Ethernet*
（情報 LAN）

公衆回線

イントラネット

MICREX-VieW
Web サーバ機能
監視・操作

オペレータ
ステーション

オペレータ
ステーション

エンジニアリング
ステーション

Ethernet（制御 LAN）
（回線二重化）

CPU 二重化
ネットワーク二重化
電源二重化

（二重化）

DeviceNet
OPCN-1
AS-Interface
T リンク

制御
（等値化バス）

Ethernet（ＥＰＡＰ）
（回線二重化）

制御 LAN の
二重化
コントローラ

E-SX バス
センサ・コン
ポーネント

高信頼Ｉ/O ユニット
インバータ・
モータ

IPUⅡ（二重化）

＊ Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

図

I/O 機器群

「MICREX-VieW」のシステム構成例

łsĢh制御 LANhĜŜıŖsŒä CPU ŋġŎsŔh電

ıÞº¼þ¼áh段階的à更新Â可能Ý¸āgôÕh既設

源h通信ŋġŎsŔhI/O 伝送路hI/O ŏĴĬıàßä構

ĠĢįŉäŀŒŜı監視画面åhInTouchhiFIXhCitect

成部位Ĉ必要á応ÎÜ二重化ÏāÉÞÂÝÃāäÝh安

àßä SCADA}Supervisory Control and Data Acquisi-

注 1

注 2

注 3

定操業実現äÕ÷ä最適à高信頼ĠĢįŉÂ構築ÝÃāg

tion~ĦľıďĐċÝ作成ËĂh
1 ĠĢįŉ当ÕĀ 100 画面

ËÿáhI/O ŏĴĬıåh電源ŋġŎsŔhĹĢčŜĨ

以上¸āäÂ一般的Ý¸āgMICREX-VieW ÝåhHMI

ľĐsĢŋġŎsŔh内部ĹĢhI/O ŋġŎsŔ}ċĳŖ

ŀŒĬıľĒsŉá各種 SCADA ĦľıďĐċĈċĲč

ę入出力ŋġŎsŔhİġĨŔ入出力ŋġŎsŔ~ä全Ü

ŜÝÃā構造ÞÍhÉĂÿ既設ä画面ĦľıďĐċĈÓä

ä構成要素Ĉ二重化ÏāÉÞÂÝÃāg

ôô移植ÝÃāþ¼áÍÕg

¸ā I/O ŋġŎsŔÂ故障ÍÕ場合hĠĢįŉä運転

⑷

Ĉ継続ÍÕôôh故障ÍÕ I/O ŋġŎsŔÖÇĈ切Ā離

設備運転条件jčŜĨŖĬĘj回路状態ä見¾ā化

富士電機ä DCS Ýåh設備運転条件úĠsĚŜĢ条件

ÏÉÞÂ可能Ý¸Ā}縮退運転~
h故障ÍÕ I/O ŋġŎs

Ĉh制御仕様書ÁÿĜŜıŖsŒäŀŖęŒŉá自動変

ŔĈ交換後h縮退運転Áÿ復旧ËÑāÉÞøÝÃāg

換ÏāĭsŔ ｢HEART-BELIEVE｣ Ĉ用ºÜ作成ÝÃāg

⑵

ĸsĲďĐċäĩďŜĞčġŜę

ÉĂáþÙÜ作ÿĂÕĦľıďĐċåhđŜġĴċœŜę

ĜŜıŖsŒ部Ýåh富士電機ä PLC ä小型化j低Ĝ

ĢįsĠŐŜ上ÝŋĴĨœŜęÝÃāgMICREX-VieW

Ģı化技術ÞhDCS Ý培ÙÕ高信頼化j制御技術ÞĈ融

ÝåhHEART-BELIEVE Ý作成ÍÕ設備ä運転条件jč

合ËÑÕgÉä結果h従来機種比Ý約 70 % äĩďŜĞč

ŜĨŖĬĘj回路状態àßĈh自動的áēŃŕsĨĢįs

ġŜęĈ実現ÍÕg

ĠŐŜä画面á表示ÝÃāþ¼áÍhēŃŕsĠŐŜä一

⑶

既設ĠĢįŉä各種資産ä継承

一般á既設 DCS ĠĢįŉĈ更新Ïā際h
顧客ĢĚġŎs

環ÞÍÜŋĴĨœŜęÝÃāþ¼áÍÕg各ŋĴĨœŜę
画面åhŀŒŜı監視画面Áÿ自在áœŜĘÏāÉÞÂÝ

Ŕá合ąÑÜ段階的à部分更新Â必要áàāĚsĢÂ多

Ãā}図 ~
g

ºgMICREX-VieW ÝåhHMIhĜŜıŖsŒhI/O ŏ

⑸

ĴĬıÊÞáh既設機種ÞäčŜĨľĐsĢĈ用意Íh既

遠隔Áÿä見¾ā化
œŋsı監視機能áþĀh監視室以外ä事務室ú遠隔地

設ĠĢįŉä各ŏĴĬıĈ混在ÝÃāþ¼áÍÕgÉĂá
þĀh既設ċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċä変更àÍáh

注 1InTouchk米国 Invensys plc ä商標ôÕå登録商標

HMIhĜŜıŖsŒhI/O ŏĴĬıÂÓĂÔĂ独立ÍÜ

注 2iFIXk米国 General Electric Company ä商標ôÕå登録商標

MICREX-VieW

注 3CitectkēsĢıŒœċ Ci Technologies Pty. Limited ä商標

á更新ÝÃāgÉä結果h例¾æh最初

á HMI Ĉ更新Íh次áĜŜıŖsŒh最後á I/O ŏĴĬ

246（ 20 ）

ôÕå登録商標

富士時報

Vol.84 No.4 2011

エネルギー・環境分野向け中小規模監視制御システムプラットフォーム ｢MICREX-VieW｣

ÝhēŃŕsĨĢįsĠŐŜä監視画面ĈÓäôô表示j
⑴

操作ÏāÉÞÂÝÃhŀŒŜı状態ä遠隔Áÿä見¾ā化

｢MICREX-VieW コンパクト｣

電子ŊsŔ自動送信機能Ĉ利用ÏāÉÞáþÙÜċŒs

.

概

ŉ状態úŀŒŜıä状態Â把握ÝÃhŀŒŜıä無人運転

特 集

Â実現ÝÃāg
要

MICREX-VieW ĜŜĺĘı
}VieW ĜŜĺĘı~åh

Â可能áàāgôÕh富士電機ĜsŔĤŜĨsáÀÇāœ

最小限äĜĢıÝĜŜĺĘıà監視制御ĠĢįŉä構築

ŋsı監視Þ連携ÏāÉÞáþĀh異常時á迅速à対応Â

Â Ý Ã āg 図

可能áàāg

Ŗ ę Œ Ň Ŀ Ŕ 操 作 表 示 器 ｢MONITOUCH｣ Þ 汎 用 PLC

⑹

高度監視制御機能
⒜

ä 左 側 á 示 Ï þ ¼ áh 最 小 構 成 åh ŀ

MICREX-SXäõä組合ÑÝhĠŜęŔŔsŀĜŜı

ŋ İ Ŕ 予 測 制 御}MPCkModel Predictive Con-

ŖsŒä更新àßá最適Ý¸āgôÕh柔軟à拡張性Áÿh

trol~

MICREX-VieW ĠĢįŉÞä連携ø容易Ý¸āgËÿá

従来hĺĦĜŜú専用機ÝÍÁ実現ÝÃàÁÙÕŋİ

MICREX-VieW ĠĢįŉÞŀŒĬıľĒsŉÂ共通Ý¸

Ŕ予測制御ĈhMICREX-VieW

äĜŜıŖsŒá実装

ÍÕgÉĂáþĀh適用ÂþĀ手軽Ý信頼性ä高ºøä

āÕ÷h前述ä高度監視制御機能Ĉ VieW ĜŜĺĘıáø
実装ÏāÉÞÂÝÃāg

áàĀh長期áąÕā制御ä安定化ú省力化á貢献ÝÃ
.

āþ¼áàÙÕg
⒝

制御性能監視}CPMkControl Performance Moni-

⑴

特

toring~

徴

互換性ä¸āĺĬĚsġ
VieW ĜŜĺĘıåh電機制御Àþé計装制御á適用Â

調整Â不十分à場合úh経年劣化àßÝ制御対象ä動

可能Ý¸āg計装áÀºÜåh上位ĠĢįŉä MICREX-

特性Â変化Íh制御性能Â劣化ÍÜºā場合áhŀŒŜ

VieW Þ共通äĦľıďĐċĺĬĚsġÝ¸ā内部計器

ıä制御性能Â発揮ËĂàºÉÞÂ¸āgÉäþ¼à制

}PID 調節計位置形出力hPID 調節計速度形出力h比率演

御性能ä劣化Ĉ検出Ïā制御性能監視機能Ĉ開発ÍÕg

算器h積算計àß~Þ入力処理機能}温圧補正höÖ時間

制御性能Ĉ監視ÏāÉÞáþĀh制御性能ä劣化Ĉ検出

発生h移動平均hœĴċŒčģàß~Ĉ搭載ÍÜºāg富

Íh制御ä再調整ú機器äŊŜįĳŜĢĈ行¼ÉÞÝh

士電機äĠŜęŔŔsŀĜŜıŖsŒÝ実績ä¸ā可変ě

ŀŒŜıä安定操業Â実現ÝÃāg
⒞

高精度同期制御
高速同期制御ĹĢE-SX ĹĢĈ開発ÍÕgĢŔs

ŀĬıĈ格段á向上ËÑh制御周期 0.25 ms áÜ最大 8

最小構成

軸ôÝä高精度多軸ŋsĠŐŜ制御Â可能Ý¸āg
⒟

MICREX-VieW と複数の
VieW コンパクトで統合的
に監視・管理

【中央監視室】
MICREX-VieW

C 言語ċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċ
スケーラブル

CPU ŋġŎsŔáåhC 言語記述äċŀœĚsĠŐ
ŜĦľıďĐċĈ搭載ÏāÉÞÂ可能Ý¸ĀhþĀ高度

MONITOUCH

à制御機能h情報処理機能Â実現ÝÃāg

【事務所 A】
TELLUS

【現場盤】
MONITOUCH
MICREX-SX
オペレータ
ステーション

ロジックシート
V101 開

グラフィック
画面
156
mm

VieW
コンパクト

インタロック
条件

P102 運転
LI101.PV
189 mm

MICREX-SX
VieW コンパクト

【事務所 B】
TELLUS

レベル設定値
170 mm
ステップシーケンス
開始
ロジックシートで設備の状態
監視
ステップシーケンスのステップ
状態監視
タイムチャートの出力状態監視
ステップの強制移行

図

【現場盤】
MONITOUCH

V101 開
V101 開
P102 運転
P102 運転
仕込
定量到達
反応

設備運転条件・インタロック・回路状態の見える化

MICREX-SX
VieW コンパクト

図

スケーラブルなシステム構成例
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特 集

čŜúĞŜŀŔ PI 制御áø対応ÏāÉÞÂÝÃāg多様

ċĬŀàßä統一的à操作úhĭsŔÊÞäċŀœĚs

à機能áþā最適à制御áþĀhđĶŔėsä消費ä抑制

ĠŐŜĦľıďĐċĈ統合管理ÏāÉÞåh人的ňĢä抑

úh環境á悪影響Ĉ与¾ā物質ä排出抑制àßäŅčŒà

制á効果Â¸āg図

ßä制御系ú他ä制御á適用ÏāÉÞÂÝÃāg

成ÍhÓä画面Áÿ各機器ä支援ĭsŔĈ容易á起動ÝÃ

⑵

āgôÕhĠĢįŉ構成図ÁÿĠĢįŉ定義ä自動生成ú

ĢĚsŒĿŔàĠĢįŉ構築
VieW ĜŜĺĘıåh制御規模h用途á応ÎÕ構成Ýh

á示Ïþ¼áhĠĢįŉ構成図Ĉ作

İĹčĢä調整hĶĬıŘsĘä立上Èh診断h保全àß

ŀŒŜıú設備îä最適à適用Â可能àĠĢįŉÝ¸āg

Ĉ 1 Á所Ý行¾āÕ÷hŊŜįĳŜĢ性Â向上Ïāg

PLC 1 台当ÕĀä計器ä数Â 2 個Áÿ 32 個ôÝ選択ÝÃ

⑵

国際規格á準拠

āÉÞĈåÎ÷hĢĨŜĲċŖŜä PLC ÞŀŖęŒŇĿ

ĜŜıŖsŒä支援ĭsŔåh国際規格ä IEC 61131-3

Ŕ操作表示器Â 1 対 1 ä最小ĠĢįŉ構成Áÿh複数台構

}JIS-B3503~á準拠ÍÜÀĀhęŖsĹŔ対応Ĉ実現Í

成h上位ĠĢįŉÞ組õ合ąÑÕ構成àßhĢĚsŒĿŔ

Ü º āg Œ ĩ s}Ladder Diagram~ 言 語hFBD}Func-

á対応ÏāÉÞÂÝÃāgôÕh｢TELLUS｣ Ĉ導入ÏĂ

tion Block Diagram~言語hST}Structured Text~言語h

æhŀŖęŒŇĿŔ操作表示器Þ同一画面ĈĺĦĜŜÝ表

IL}Instruction List~ 言 語hSFC}Sequential Function

示Íh操作ÏāÉÞÂÝÃāäÝh事務所àßÝ監視ú操

Chart~áþāċŀœĚsĠŐŜä作成Â可能Ý¸āg

作Ĉ行¼ÉÞøÝÃā}図 ~
g

⑶

仕様記述áþā制御ĦľıďĐċä自動生成
注

HEART-BELIEVE åh汎用 OA ĦľıďĐċä Visio

PLC åh規模á応ÎÜh48 K ĢįĬŀÞ 256 KĢįĬ
ŀĈ選択ÝÃāgôÕh高信頼ä二重化ĜŜıŖsŒáø

Ý作成ÍÕ計装ľŖs図ú IBD}ŖġĬĘ図~àßä制

対応ÍÜºāgŀŖęŒŇĿŔ操作表示器å耐環境性á優

御機能仕様書作成ĭsŔÝ¸āg作成ÍÕ制御機能仕様書

Ăh現場設置á対応ÝÃāg画面äĞčģø 8 型h10 型h

ÁÿhĜŜıŖsŒä制御ċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċ

12 型h15 型äĹœđsĠŐŜĈ用意ÍÜÀĀh必要á応

ä自動生成áþĀhđŜġĴċœŜęä効率化Þh高品質

ÎÕ選択Â可能Ý¸āg

àċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċÂ実現ÝÃāgôÕh仕

VieW ĜŜĺĘıå小規模ŀŒŜıá適用Íh将来h監

様書ä作成h編集áÀºÜåh機能ĠŜŅŔäĲŒĬę

視制御ä範囲拡大á応ÎÜ構成Ĉ追加ÍÜºÅÉÞÂ容易
Ý¸āgôÕh現場Ýä部分的à監視制御ĈÏāÕ÷áh
MICREX-VieW àßä既存ä監視制御ĠĢįŉáh後Á

PSM
機種依存
あり

PIM
機種依存なし

ÿ VieW ĜŜĺĘıĈ導入Ïā場合àßäľŕĖĠĿŔà

制御機能仕様書 /
ＨＥＡＲＴ-ＢＥＬ
Ｉ
ＥＶＥ

統合支援システム
.

概

要

統合支援ĠĢįŉåh従来h機器ÊÞá存在ÍÜºÕ支
援ĭsŔúċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċĈh統合的á管
理ÏāÉÞÂÝÃāĠĢįŉÝ¸āg高品質ÝŊŜįĳ

種

汎用ＰＬＣ
各種専用ローダなど

機種ごとのアプリケーションソフトウェア
自動生成

対応Â可能Ý¸āg

機

中小規模
コントローラ

大規模
コントローラ

ŜĢ性ä良ºđŜġĴċœŜęáþĀhTCO}Total Cost
Ownership~Ĉ削減ÏāÉÞĈ目的ÞÍÜºā}図 ~
g
図

.

⑴

特

機種に依存しないアプリケーションソフトウェア生成

徴

統合支援ĠĢįŉ
統合支援ĠĢįŉáþĀh1 ċĘĠŐŜÝ一括ĹĬĘ

HMI
オペレータ
ステーション
パソコン

インバータローダ

PLC ローダ

サーボローダ

POD エディタ

コントローラ

図

HMI と複数コントローラを組み合わせたシミュレーション

システム構成図

注Visiok米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商標

図

統合支援システム
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ėsj環境分野äŀŒŜıá適用ÍÕ例ä一部Ĉ紹介Ïāg

& ĲŖĬŀáþĀh容易á描画ÝÃāg
制御機能å機種á依存ÍàºŋİŔ PIM}Platform In-

.

地熱発電プラント監視制御システム

ÞÂÝÃāgôÕh機種á依存ÍÕŋİŔ PSM}Platform

低炭素社会ä構築ú電力不足問題àßÁÿh再生可能đ

Speciﬁc Model~áÚºÜå必要機種á対応ÍÜ開発Ïā

ĶŔės源ÞÍÜ地熱発電ŀŒŜıÂ注目Ĉ集÷Üºāg

ÉÞÝh多機種対応Â可能à仕組õÞàÙÜºāg小規模

地熱発電ŀŒŜıåh石油ú石炭àßä化石燃料Ĉ利用Í

向Ç PLC Áÿ大規模向Ç DCS ĜŜıŖsŒôÝ対応ÍÜ

Õ火力発電所á比ïÜ CO2 ä排出量Â少àÅh地球環境

ºāÕ÷h適用可能à範囲Â広º}図 ~
g

保護ä面Ý優ĂÕ発電方式Ý¸āg蒸気発生井Áÿ地熱蒸

制御機能仕様書上ÝhPLC Ý実行ÍÜºā状態Ĉ監視

気Ĉ取Ā出ÍÜ蒸気ĨsļŜĈ回Íh発電ÏāŀŒŜıÝ

ÏāÉÞø可能Ýh仕様書ä作成Áÿ現地調整h運用hŊ

¸āg

ŜįĳŜĢôÝhđŜġĴċœŜęĈısĨŔ的áĞņs

図

ıÏāÉÞÂÝÃāg
⑷

áhMICREX-VieW Ĉ地熱ŀŒŜı監視制御ĠĢ

įŉá適用ÍÕ例Ĉ示Ïg蒸気発生井Áÿä蒸気流量ú圧

ĺĦĜŜ内ĠňŎŕsĠŐŜ機能

力ä制御Ĉ行ÙÜÀĀh高º信頼性Â要求ËĂāgĠĢį

1 台äĺĦĜŜÝhHMI úĜŜıŖsŒĈ複数台接続

ŉåhēŃŕsĨĢįsĠŐŜúĜŜıŖsŒä二重化á

ÍÕĠĢįŉäĠňŎŕsĠŐŜĈ行¾āĭsŔĈ開発Í

þā高信頼性ĠĢįŉÝ構成ÍÕgËÿáh夜間á無人運

Õ}図 ~
g

転ÏāÉÞÁÿhMICREX-VieW ä電子ŊsŔ自動送信

実機Ĉ使用ÍàºÝh作成ÍÕċŀœĚsĠŐŜĦľı

機能Ĉ適用ÍÜŀŖĤĢ異常信号àßĈ送信ÍÜºāg多

ďĐċĈ HMI Þ組õ合ąÑhĠĢįŉÞÍÜįĢıÏā

言語切換¾機能ø¸ā MICREX-VieW åh海外á多º地

ÉÞáþĀh実機試験前áċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċ

熱発電ŀŒŜıîä適用á最適Ý¸āg

ä品質向上Â図Ăāg
ôÕhŀŒŜıĠňŎŕsĨú装置ĠňŎŕsĨÞ組õ

.

合ąÑh実際äŀŒŜıú設備á近ºĠňŎŕsĠŐŜÂ
可能Ý¸āg

ごみ焼却プラント監視制御システム

Ê õ 焼 却 ŀ Œ Ŝ ı åh 都 市 Ê õ Ĉ 焼 却 Ï ā ŀ Œ Ŝ ı
Ýh 単 á 燃 焼 制 御 Ĉ Ï ā Ö Ç Ý à Åh ĩ č ē Ė Ġ Ŝ ä
発生ú有害ĕĢ排出量Ĉ規制値以下á抑¾ā必要Â¸
āgMICREX-VieW á 自 動 燃 焼 制 御}ACCkAutomatic

適用事例

Combustion Control~Ĉ搭載ÍhŀŒŜıĈ最適áĜŜı
MICREX-VieW Àþé VieW ĜŜĺĘıåh各種中小
ŀŒŜıä制御ĠĢįŉÞÍÜ適用可能Ý¸āgđĶŔ

ŖsŔÏāÉÞáþĀhĩčēĖĠŜä発生ú大気中îä
硫黄酸化物}SOx~
h窒素酸化物}NOx~ä排出量Ĉ最小
限á抑¾āÉÞÂÝÃāgËÿáh電力İŇŜĲj選択遮
断制御àßä電力ä監視制御Ĉ行ºh電力会社îä売電á

オペレータ
ステーション

リモート監視

オペレータ
ステーション

þāđĶŔėsä有効利用áø寄与ÍÜºāg
ôÕhÊõ焼却ŀŒŜıä特性ÞÍÜh制御ĠĢįŉä

公衆回線

Ethernet
（制御 LAN）
（回線二重化）

更新時á既設ċŀœĚsĠŐŜÞä互換性Â強Å要求Ë
ĂāgMICREX-VieW äĦľıďĐċåh高º互換性Ĉ
持ÚÉÞÁÿđŜġĴċœŜę工数Ĉ削減ÝÃāgôÕh

（二重化）

HMIhĜŜıŖsŒhI/O ŏĴĬıÞ段階的à部分更新á
þāŀŒŜıä停止時間Ĉ最小化ÝÃā}図 ~
g
（等値化バス）

Ethernet（ＥＰＡＰ）
（回線二重化）

旧システム

新システム

MICREX-IX/AX

MICREX-VieW
STEP1

気水分離器

FL-net 準拠
LAN

蒸気タービン

ファン
蒸気
発生井
還元井

稼動

HMI の更新
待機

STEP2 稼動

待機

発電機
コントローラの更新

復水器
Ethernet

T リンク

冷却塔
→

図

FL-net 準拠
LAN

地熱発電プラント監視制御システム

Ethernet

T リンク

STEP3

還元井へ

IPUⅡ

図

IPUⅠ

I/O ユニットの更新

IPUⅡ

IPUⅠ

ごみ焼却プラント監視制御システムの段階的更新
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ĘıĈ適用ÍÕ例Ĉ紹介Ïā}図 1 ~
g
⑵

.

食品プラントの管理・監視制御システム

既設ĠŜęŔŔsŀĜŜıŖsŒĈ数台ÐÚ段階的á

特 集

食品ŀŒŜıåh製造工程äĹĬĪĠsĚŜĢh洗浄工
程àßäĠsĚŜĢ制御中心äĹĬĪŀŒŜıÝ¸āg
図 0 á示Ï食品ŀŒŜı管理h監視制御ĠĢįŉÝåh

更新ÝÃāŊœĬıĈ生ÁÍhôÐĠŜęŔŔsŀĜŜ
ıŖsŒ 5 台Ĉ更新ÍÕg高信頼ä二重化 PLC Ĉ既設盤
内á収納hŀŖęŒŇĿŔ操作表示器ä MONITOUCH

MICREX-VieW Þ富士電機ä銘柄管理ĠĢįŉ ｢FLEX-

åh同盤表面á実装Íh既設Þ違和感äàº高機能ēŃ

BATCH｣ Ýh製造工程ä銘柄管理ÞĠsĚŜĢ制御Ĉ行

ŕsĠŐŜĈ提供ÍÜºāgPLC äĦľıďĐċåhđ

ºh上位ä MES}Manufacturing Execution System~ú

ŜġĴċœŜęú運用後ä維持ŊŜįĳŜĢĈ考慮Íh

ıŕsĞļœįČĠĢįŉÞä組合ÑÝhĢĚġŎsŔ管

HEART -BELIEVE Ĉ採用ÍÕg

理ú実績管理àßĈ行ÙÜºāg

事務所á配置ÏāķsıĺĦĜŜá TELLUS Ĉ適用Íh

食品業界Ýåh食Ĉ巡ā社会情勢ú国民ä食ä安全îä
意識ä高ôĀá応ÎāÕ÷h工場áÀÇā製造管理ú品質

監視ÝÃā構成ÞÏāÉÞÝhŀŒŜıú設備ä見¾ā化
Â充実ÍÕg

管理ä徹底Þ情報管理Â必要áàÙÜºāgıŕsĞļœ
įČĠĢįŉåhMES ú監視制御ĠĢįŉÞ連携Íh原

あとがき

材料h製造h出荷äŖĬı番号Ĉ関連付ÇāÉÞÝh食品
製造工程ä履歴管理Ĉ実現Ïāg

đĶŔėsj環境分野向Ç中小規模監視制御ĠĢįŉŀ

異物混入àßä不良品ä発生時h履歴管理ä仕組õĈ利

ŒĬıľĒsŉ ｢MICREX-VieW｣ ÞhÓĂĈ利用ÍÕ

用Íh消費者Áÿä商品回収ú迅速à販売停止ä指示ÂÝ

｢MICREX-VieW ĜŜĺĘı｣ ä概要Þ特徴áÚºÜ述ï

Ãh消費者îä安全à食品ä提供Ĉ支援ÝÃāg

Õg今後øÀ客Ëôä資産継承h段階的à更新hŊŜįĳ
ŜĢ性向上àßäĴsģá的確á応¾hËÿàāÀ客Ëô

.

小規模設備における制御装置の更新

ä満足度向上á向ÇÜh高機能j高品質äĠĢįŉÀþé

ĨsļŜjŅčŒàßä小規模設備ä制御装置áÀÇā

ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

既設ĠŜęŔŔsŀĜŜıŖsŒä更新áhVieW ĜŜĺ
参考文献
⑴

技術. 507. 2010, vol.38, no.11, p.34-37.

食品生産管理
MES

吉野稔ñÁ. ĢĚsŒĿŔàĜŜĺĘı計装ĠĢįŉ. 計装

食品トレーサビリティ

トレーサビリティ
システム

品質の見える化
原料

製造

⑵
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出荷

品質 / 製造 / 作業履歴
製造プロセス

福住

MICREX-VieW
開示

問合せ

製品出荷先・ユーザ

光記

ĜŜıŖsŒĠĢįŉä企画 ･ 開発á従事g現在h
富士電機株式会社産業ĠĢįŉ事業本部事業戦略
推進部主幹g電気学会会員g

原料

出荷
製造実績

笹野
図

食品プラントの管理・監視制御システム

喜三郎

分散型制御ĠĢįŉä開発 ･ 設計á従事g現在h
富士電機株式会社生産統括本部東京事業所機器生
産ĤŜĨsĜŜıŖsŒ部課長g
事務所

石野
TELLUS

浩二

計測ŀŒŜı制御ĠĢįŉäĠĢįŉ設計Àþé
開発企画業務á従事g現在h富士電機株式会社生
産統括本部東京事業所ĠĢįŉ技術ĤŜĨsĠĢ

MONITOUCH

PLC
既設

図

VieW コンパクト
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高速・高精度なモーション制御を可能にする
「E-SX バス」と「SPH3000MM」
¸,:?)\Z¹ ¸:7/44¹7YVTPZPUN/PNOZWLLKOPNOWYLJPZPVU4V[PVU*VU[YVS

西村

英二 ,PQP5PZOPT\YH

西脇

敏之 ;VZOP`\RP5PZOP^HRP

永塚

一人 2Ha\OP[V5HNH[Z\RH

ŀŒŜı制御分野ú機械制御分野áÀºÜhºÙÓ¼ä品質ä向上ú操業ä安定化j効率化Â求÷ÿĂÜºāg富士電機
åhĜŜıŖsŒĈ構成Ïā基幹ĹĢÝ¸ā高速j高精度同期ĹĢE-SX ĹĢàÿéáċŀœĚsĠŐŜĈ実行Ïā高
速j高性能 CPU ŋġŎsŔSPH3000MMĈ開発ÍÕgÉĂÿåh高速j高精度àŋsĠŐŜ制御Ĉ可能áÏāÞÞø
áh入出力点数ä多º大規模ĠĢįŉôÝ柔軟á適用拡大ÏāÉÞĈ可能áÍÕg適用例ÞÍÜh多色印刷機ú鉄鋼ŀŒŜ
ıĠĢįŉáÀºÜh高速j高精度àŋsĠŐŜ制御Ĉ実現ÍÕg
In the plant control and machine control ﬁelds, further improvements in quality and the stabilization and streamlining of operations are
required. Fuji Electric has developed the high-speed/high-precision synchronous{E-SX Bus|
, a backbone bus for conﬁguring control system,
and the high-speed/high-performance{SPH3000MM|CPU module to execute applications. These enable high-speed and high-precision motion control while also making it possible to ﬂexibly expand applications up to large-scale systems with numerous I/O points. As application
examples, high-speed and high-precision motion control has been achieved in multi-color printing machines and steel/iron plant systems.

まえがき

Ïā上Ýh重要à構成要素Ý¸ā E-SX ĹĢĈ備¾Õ新
CPU ŋ ġ Ŏ s ŔSPH3000MM åh
MICREX-SX Ġ

鉄j非鉄製造ú製紙àßäŀŒŜı制御分野àÿéá金

œsģä最上位機種á位置付ÇÿĂh次ä機能Ĉ持Úg

属加工h印刷h包装àßä機械制御分野ÝåhºÙÓ¼ä

⒜

高速演算機能k最速 9 ns/命令

品質ä向上Þ操業ä効率化Â求÷ÿĂÜºāgÉĂÿĈ実

⒝

32 軸ĲŒčĿ装置間Ĉ＋
− 1 μs 以下ä精度Ý同期

現ÏāÕ÷áh汎用ĜŜıŖsŒĈłsĢáĠĢįŉ構築

⒞

úđŜġĴċœŜęä容易性Ĉ確保ÍÚÚh高速Ý高精度

2 個ä演算đŜġŜäċŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉ
間ä同期実行

à制御ĠĢįŉÂh制御対象á合ąÑÜ柔軟á構築ÝÃā

⒟

応答性能 25 μs ä高速入出力

ÉÞÂ必要Þàāg

⒠

最大 4,096 ŘsĲ× 2 系統ä大容量入出力

例¾æh高性能à機械設備Ýåh多様à入出力Ĉ制御Ï

ÉäŋsĠŐŜ制御向ÇäĠĢįŉ構成例Ĉh図

á示

āĠsĚŜĢ制御Þ高精度à同期Â必要à多軸ŋsĠŐŜ
制御}287 Ńsġ解説 3参照~Â混在ÍÕċŀœĚs
PC

ĠŐŜĈh容易á構築ÝÃàÇĂæàÿàºgÓäÕ÷á

POD

POD

åhĤŜĞÁÿ数百 μs 周期ÝİsĨĈ収集Íh複数äċ
ĘĪŎđsĨ同士Ĉ 1 μs 以下ä精度Ý同期ËÑÜ制御Ïā

Ethernet *

ÉÞÂ必要ÞàāgôÕh大規模àŀŒŜıÝå制御周期
å数 ms v数十 ms 程度Ý¸Āh入出力点数Â 10,000 点以

SPH3000MM

上Þ多Åh従来åĠĢįŉĜĢıÂ高ÅàāÂ数台äĜŜ

SX バス

ıŖsŒĈĶĬıŘsĘ接続ÏāÉÞáþĀ実現ÍÜºÕg
ÓÉÝh富士電機åh汎用ĜŜıŖsŒä技術Ĉ基本Þ

支援ツール

E-SX バス -0

ÍÜh高速j高精度àŋsĠŐŜ制御機能Ĉ実現ÍhÁÚ
・・・

入出力点数ä多º大規模ĠĢįŉá対応ÏāÕ÷hĜŜı
ŖsŒĈ構成Ïā基幹ĹĢÝ¸ā高速j高精度同期ĹĢ
E-SX

E-SX バス -1

ĹĢÞċŀœĚsĠŐŜĈ実行Ïā高速j高性

E-SX バス集合型
インタフェースモジュール

能 CPU ŋġŎsŔSPH3000MMĈ開発ÍÕg本稿Ý
åhE-SX ĹĢÞ SPH3000MM ä特徴Þh適用例áÚº

SX バス

SX バス

Ü紹介Ïāg
・・・

「SPH3000MM」を適用したシステムの概要
高速j高精度àŋsĠŐŜ制御Þ大規模ĠĢįŉĈ実現

・・・

＊ Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

図

モーション制御向けシステム構成例
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Ĉ搭載ÍÜºāg

Ïg
⑴

ÉĂÿä伝送ŀŖıĜŔåh富士電機Â独自á開発ÍÕ

高速j高性能 CPU ŋġŎsŔ

特 集

新 CPU ŋġŎsŔåh既存äłsĢŅsĲá実装Ïā

高密度集積回路}LSI~Ý実現ÍÜÀĀh70 % 以上ä実効

ÉÞÂÝÃh従来ä SX ĹĢŋġŎsŔä使用hÀþéŇ

İsĨ伝送効率Ĉ実現ÍÜºāg

ŔĪ CPU ŋġŎsŔ構成Â可能Ý¸āgËÿáh2 個ä

⑸

E-SX ĹĢåhĸĿàßĈ必要ÞÍàºĹĢ構成}İČ

演算đŜġŜĈ持×h高速入出力機器ú駆動制御機器Â接
続ÝÃā 2 系統ä

E-SX

縮退継続運転Þ断線検知

ĹĢĈ備¾āÉÞÝhĠsĚŜ

ġsĪĐsŜ接続~Ý¸āgĹĢÁÿ他局îä電源供給機

Ģ制御Þ同時áhŋsĠŐŜ制御äċŀœĚsĠŐŜŀŖ

能úh断線時äŔsŀĹĬĘ機能Ĉ搭載ÍÕgÉĂáþĀ

ęŒŉĈ実行ÝÃāg

機器ä電源断h断線àßĹĢä異常Â発生ÍÜøhĠĢį

⑵

ŉä一部機能Ĉ除ºÜ運転継続ÏāĠĢįŉ縮退継続運

支援ĭsŔSX-Programmer
複数ä CPU ŋġŎsŔäĠsĚŜĢ制御jŋsĠŐ

Ŝ制御äċŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉä作成hĠĢįŉ

転Â可能Ý¸āgôÕh断線箇所Ĉ特定Ïā RAS 機能Ĉ
持ÙÜºāäÝh機器交換ä保守性Ĉ向上ËÑÜºāg

定義ĺŒŊsĨä設定h故障診断hŋĴĨ操作àßĈh1
台 ä IEC 61131-3 準 拠 ä 支 援 ĭ s ŔSX-Programmer

高 速・ 高 性 能 CPU モ ジ ュ ー ル「SPH3000

}ExperthStandard ä 2 種~Áÿ支援ÝÃāg
⑶

MM」の特徴

入出力機器Þ駆動制御機器

E-SX ĹĢáåh応答性能 25 μs Þ従来þĀ高速化ÍÕ

⑴

高速j高精度制御Þ大容量Ŋŋœ

İġĨŔjċĳŖę入出力h高速ĔďŜĨhđŜĜsĩà

新 CPU ŋġŎsŔáåhŇŔĪđŜġŜċsĖįĘ

ßä入出力機器á加¾hčŜĹsĨhĞsŅċŜŀàßä

ĪŌĈ採用ÍÕ}図 ~
gĠĢįŉ管理部Þ二Úä演算đ

駆動制御機器ø接続ÝÃāgôÕhE-SX

ĹĢ集合型čŜ

ŜġŜĈ分散共有ŊŋœċĘĤĢ機能搭載ä同期ĹĢĈ介

ĨľĐsĢŋġŎsŔáþĀhSX ĹĢä豊富à入出力機

ÍÜ接続ÍÕøäÝ¸āg演算đŜġŜåh高圧縮ĜŜ

器ú通信機器Ĉ

E-SX

ĺčŒ技術Þä組合ÑÝh最速 9 ns/命令ä実行性能Ĉ持

ĹĢ経由Ý利用ÝÃāg

Úg制御周期ä誤差å＋
− 1 μs 以下Ý¸Āh従来機種á比ïh

高速・高精度同期通信を実現する「E-SX バス」

ìĂäàº制御Ĉ実現ÝÃāg
ôÕhŀŖęŒŉÞŏsğİsĨäŊŋœå演算đŜġ

の特徴

ŜÊÞá独立ÍÜÀĀh大容量ŀŖęŒŉŊŋœ}2 系統
 注 1

E-SX Ĺ Ģ  åh 物 理 層 á 100 Mbits/s ä Ethernet

Ý最大 512 K ĢįĬŀ~Þ大容量İsĨŊŋœ}2 系統Ý

技術Ĉ適用ÍhĲŒčĿĦœŎsĠŐŜá必要à超高速Ý

最大 4,096 K ŘsĲ~Ý余裕ä¸āċŀœĚsĠŐŜ構築

高精度à同期通信機能úh大容量入出力İsĨ転送機能h

Â可能Ý¸āg

ŊĬĤsġ通信機能hŔsŀĹĬĘ機能Ĉ実現ÍÕ複合型

⑵

演算đŜġŜå内部同期ĹĢá接続ËĂÜÀĀh演算đ

ŋsĠŐŜ制御ĹĢÝ¸āg次áÓä特徴Ĉ示Ïg
⑴

ĢĚsŒļœįČ

2 系統間ä演算đŜġŜÞ機能分離

ŜġŜ間åh＋
− 1 μs 以下ä精度Ý実行周期Â同期ÍÜºāg

局間 100 m Ý総延長 1 kmh接続局数最大 238 局h入出

ÓäÕ÷h各系統ä E-SX ĹĢá 32 台ä入出力機器Â接

力Ğčģ最大 4,096 ŘsĲ}従来比 8 倍~Ýh小規模Áÿ

続ËĂÕ場合Ýøh系統間ä出力ĨčňŜęåh ＋
− 3 μs

大規模ôÝ多様àĠĢįŉá柔軟á対応ÝÃāg

以下Ý同期ÝÃāgôÕh最速ä 0.25 ms ä制御周期ä場

⑵

合åh最大 8 軸}4 軸×2 系統~ôÝä多軸ŋsĠŐŜ制

高速j高精度同期
32 台ä入出力機器Ĉ接続ÍÕ状態Ýh＋
− 1 μs 以下ä高

御Â可能Ý¸āg

精度同期制御Â可能Ý¸āg
⑶

入出力İsĨ容量
共有メモリアクセス機能を搭載した同期バス

ċŀœĚsĠŐŜä実行時間Ĉ考慮ÍÕ入出力İs
Ĩ容量åh最速ä制御周期 0.25 ms ä場合Ý 67 ŘsĲh

演算エンジン

1 ms Ý 512 ŘsĲÞ従来ä 4 倍ä入出力İsĨĈ更新処
入出力点数ä多º大規模ŀŒŜıáø適用ÝÃāg
⑷

SX バス

高効率伝送ŀŖıĜŔ
伝送ŀŖıĜŔåh富士電機独自ä SX ĹĢĈ踏襲ÍÚ

システム管理部

理ÝÃāg最大Ýåh4,096 ŘsĲĈ 3 ms Ý更新処理ÝÃh

共有メモリ プログラム
メモリ
データメモリ

演算エンジン
共有メモリ プログラム
メモリ

Ú大幅á改良ÍÜºāgĞčĘœĬĘ I/O œľŕĬĠŎ
通信ŀŖıĜŔhŊĬĤsġ通信ŀŖıĜŔá加¾h制御

E-SX バス -０

E-SX バス -1

データメモリ

ĜŇŜĲhčĴĠŌŔ処理àßäĠĢįŉ管理ŀŖıĜŔ

注 1Ethernetk富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標
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演算đŜġŜ間äİsĨ交換å同期性Ĉ維持ÏāÕ÷h

āg

共有Ŋŋœ空間Ĉ介ÍÜĹĬĘęŒďŜĲÝ実行ÝÃāg

⒜

ňŔ圧下制御装置îä適用

İsĨä受渡ÍÂ非常á簡単áàĀhŏsğå分散ċŀœ

ä材料ĈňŔ}圧延機~Þ呼æĂā複数äŖsŔĈ組õ

ĚsĠŐŜĈh処理ä同期Ĉ意識ÑÐá作成ÝÃāgôÕh

合ąÑÕ設備áþÙÜ所定ä厚Ëá制御Ïā装置Ý¸ā

ĠsĚŜĢ制御úŋsĠŐŜ制御Ĉ機能分散ÍÜ二Úä演

}図 ~
g

算đŜġŜÝ並列実行ËÑh処理時間Ĉ短縮ÏāÉÞø容

上流側Áÿ送Ā出ËĂÕ材料åhňŔĈ通過Ïā際á

易á実現ÝÃāg

ŖsŔä位置Þ材料á加¾ÿĂÜºā張力áþÙÜ延æ

Ëÿáh2 系統ä演算đŜġŜáÀºÜh一方Ĉ他方ä

ËĂāgňŔĈ通過Ïā材料ä状態å刻一刻Þ変化Ïā

整数倍ä周期á設定ÏāÉÞÝh高速àŋsĠŐŜ制御ċ

Õ÷h所定ä厚Ëá制御Ïāáåh材料j設備ä状態Ĉ

ŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉÞh制御周期Â遅º大容量入出

ËôÌôà検出器áþÙÜ計測ÍhňŔä状態Ĉ最適á

力İsĨĈ扱¼機械制御ċŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉÞĈh

制御Ïā必要Â¸āg制御方式ÞÍÜ各種提案ËĂÜº

一Úä CPU ŋġŎsŔÝ実行ËÑāÉÞÂÝÃāg

āÂhÓä実現áåºÐĂø検出器Áÿä情報ĈºÁá

Éäþ¼áh制御対象á合ąÑÜ分散処理機能Ĉ活用Ï

正確á反映ÏāÁÂ重要Ý¸āg制御装置á対Ïā要件

āÉÞÝh柔軟àĠĢįŉ構築Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg

å次äÞÀĀÝ¸āg
①

Ĝsĩàß~Áÿä高速ÁÚ確実à入力

適用例
⑴

検出器}ŇęĶĢĚsŔhċĿĦœŎsıđŜ

高速j高精度ŋsĠŐŜ制御ĠĢįŉîä適用

②

高速演算j高速周期

③

ċĘĪŎđsĨîä指令ä高速同期出力

高速j高精度à同期ŋsĠŐŜ制御Â要求ËĂā用途Þ

従来åÉĂÿä要件Ĉh専用制御装置Ĉ用ºÜ制御機

ÍÜh多色印刷機Â¸āg最小構成äŋsĠŐŜ制御ĠĢ

能Ĉ絞込õh処理速度Ĉ向上ÏāÉÞÝ実現ÍÜºÕg

įŉÝåh1 系統当ÕĀ 4 軸Ý 0.25 msh合計 8 軸ä同期

SPH3000MM åhÓä演算ä高速性á加¾ÜhE-SX

ĠĢįŉÝ¸Āh汎用ĜŜıŖsŒÝå最高速j最高精度

ĹĢáþā高速j高精度同期機能Þ検出器jċĘĪŎ

äŋsĠŐŜ制御Â実現ÝÃāg0.25 ms ä制御周期ä中

đsĨÞä高速入出力áþĀh高速性Ĉ保×àÂÿ制約

á 0.12 ms äċŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉä実行時間Ĉ確

ä少àº高度à制御機能Ĉ容易á実現ÝÃāg

保Íh補間制御àßä高精度位置決÷制御Â可能Ý¸āg

⒝

図

ŀŖĤĢŒčŜ制御ĠĢįŉîä適用

áh多色印刷機ä例Ĉ示Ïg仮想主軸á対ÍÜ給

ŀŖĤĢŒčŜåh鉄ú非鉄材料ä加熱h酸洗h÷Ù

紙h多色印刷h排紙àßä工程Ĉ制御Ïā従軸Â高精度Ý

Ãh塗布àßä処理}ŀŖĤĢ~Ĉ行¼設備Ý¸āg大

同期ÏāÉÞÝh印刷ŉŒäàº高精細àĔŒs印刷Ĉ高

規 模 à 場 合h 数 百 台 ä 電 動 機 Ĉ 駆 動 Ï ā Ĳ Œ č Ŀ 装

速á処理ÝÃāg300 m/min ä印刷速度áÀºÜ印刷精度

置h多数ä電磁弁h検出器Àþé監視操作機器Ý構成Ë

0.015 mm 以下ä要求Ĉ実現Ïāáåh3 μs 以下ä同期精

Ăh制御ĠĢįŉä制御周期å数十 msh入出力規模å

度Â必要Ý¸āgSPH3000MM Ýåh仮想主軸Àþé給

10,000 点Ĉ超¾ā}図 ~
g
Éäþ¼àĠĢįŉá求÷ÿĂā要件å次äÞÀĀÝ

紙j排紙部Ý 1 系統h多色印刷部Ýø¼ 1 系統Ĉ使用Ïā

¸āg

àßh顧客設備ä機能ÊÞá柔軟á分割ÍÜ高速j高精度
同期ċŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉĈ容易á構築ÝÃāg
⑵

鉄鋼ŀŒŜıĠĢįŉîä適用
シリンダ

鉄鋼ŀŒŜıä制御ĠĢįŉåh多数ä検出器úċĘ
ĪŎđsĨhÓĂÿä制御装置h操作機器Àþé監視装置

ロール 厚み計

材料

Ý構成ËĂā大規模àĠĢįŉÝ¸āg中Ýø電動機Þ電
磁弁Ĉ含ö電気制御ĠĢįŉåh高速性Â必要ÞËĂÜº
M

給紙部

M

青色

赤色

黄色

INV

INV

SPH3000MM
ライン制御

駆動制御
機器

図

多色印刷機の例

E-SX 系統１

モータ

排紙部

インバータ
INV

E-SX バス

多色印刷部

M

MICREX-SX
高速 I/O

E-SX 系統 2
黒色

M

INV

E-SX バス
SPH3000MM
ライン制御

PC/
POD

Ethernet

図

ミル圧下制御システムの例
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計算機室

特 集

HMI
（L2）

PDCS

電機室

エントリー

計装

センター

PDA

デリバリー

制御盤

HMI
（E）

運転室

POD

POD
HMI
（E）

POD

HMI
（L2）

HMI
（E）

操作デスク
ヤード

図

ユーティリティ

コントロール
パネル

HMI
（E）

HMI
（L2）

整流器

溶接機

シャー

テンションメータ

テンションメータ

溶接点検出器

溶接点検出器

パルス生成機

パルス生成機

鉄鋼プロセスライン制御システムの例

①

ĠĢįŉ規模á応ÎÕ拡張性

②

分散配置ËĂÕ機器Þä高速接続
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āgôÕhE-SX ĹĢá加¾Ü従来ĹĢ}P/PE œŜĘh
注 2

T œŜĘ~úēsŀŜĹĢ}FL-nethPROFIBUS-DP
àß~øĞņsıÍÜÀĀh旧機種ú他社製機器Â混在
ÍÕĠĢįŉø容易á接続Â可能Ý¸āg

あとがき
E-SX ĹĢĈ搭載ÍÕ CPU ŋġŎsŔSPH3000
MMĈ適用ÍÕĜŜıŖsŒáþĀhËôÌôà高速j
高精度h¸āºå大容量àŋsĠŐŜ制御ĠĢįŉĈ構築
ÝÃāg本稿Ý紹介ÍÕ内容Âh各種ŀŒŜıĠĢįŉú
機械設備Ý要求ËĂā高品質à製品製造hàÿéá操業ä
安定化j効率化ä実現á向ÇÕ一助ÞàĂæ幸ºÝ¸āg
今後øh製造現場ä課題解決á向ÇÜhĜŜıŖsŒä
適用拡大Ĉ図ÙÜºÅ所存Ý¸āg

西村

英二

鉄鋼 ･ 一般産業ŀŒŜıäđŜġĴċœŜęàÿ
éá企画á従事g現在h富士電機株式会社産業Ġ
Ģįŉ事業本部事業戦略推進部ŇĶsġŌsg電

注 2PROFIBUS-DPkPROFIBUS User Organization ä商標ôÕ
å登録商標
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敏之

永塚

一人

ŀŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒä開発á従事g現在h

富士電機株式会社技術開発本部製品技術研究所制

富士電機株式会社技術開発本部製品技術研究所制

御技術開発ĤŜĨs制御ĠĢįŉ開発部主査g電

御技術開発ĤŜĨs制御ĠĢįŉ開発部主任g

気学会会員g
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小型高感度赤外線ガス分析計 ｢ZP シリーズ｣
特 集

¸A7:LYPLZ¹:THSS/PNOZLUZP[P]P[`0UMYHYLK.HZ(UHS`aLYZ

増永

祐紀 @\RP4HZ\UHNH

小西

英之 /PKL`\RP2VUPZOP

赤尾

幸造 2VaV(RHV

富士電機ä赤外線ĕĢ分析計áåhĠŜŀŔà構造Ý小型àĠŜęŔļsŉ方式Þh高感度ÖÂ大型Ý複雑à調整Ĉ要Ï
āĩĿŔļsŉ方式ÞÂ¸āg今回hĠŜęŔļsŉ方式Ý小型h高感度à赤外線ĕĢ分析計Ĉ開発ÍÕg測定部ä高感度
化ÀþéĞŜŀŔĢčĬĪŜę方式ä採用áþĀhĩĿŔļsŉ方式ä測定範囲Ĉ超¾ā低濃度測定Ĉ実現ÍÕg高濃度測
定Â必要ÞËĂā金属熱処理úĹčēŇĢj廃棄物関連発生燃料ä監視用途Áÿh低濃度測定Â必要à低濃度排出ĕĢ監視
ú純ĕĢ中ä不純物監視àßä用途ôÝh幅広Å適用ÝÃāg
Fuji Electric provides two types of infrared gas analyzers: small single beam types with a simple construction, and double beam types
that have high sensitivity but are large and require complicated adjustments, and has developed a small, high sensitivity infrared gas analyzer
with a single beam. By creating a measuring section with higher sensitivity and employing sample switching (SSW), the analyzer achieves
low density measurements that surpass the double beam measurement range. The analyzer can be used in a wide range of applications from
metal heat treatments and monitoring applications for biomass-/waste-related generated fuels that require high density measurements, to low
density exhaust gas monitoring and monitoring impurities in pure gases that require low density measurements.

扱º方法ä共通化Þ容易Ëø求÷ÿĂāg

まえがき

本稿Ýåh高性能ÁÚ容易à取扱ºĈ実現ÍÕ新型ĕĢ
富士電機äĕĢ分析計åh各種ŀŒŜıÝä燃焼管理h

分析計áÚºÜ述ïāÞÞøáhÓä適用例Ĉ紹介Ïāg

排出ĕĢ監視hŀŖĤĢ制御àßh幅広º産業ÝäĕĢ濃
度ä測定用ÞÍÜ豊富à実績Â¸āg中Ýø赤外線ĕĢ分

製品の概要

析計åh窒素酸化物}NOx~ú二酸化硫黄}SO2~
h一酸化
炭素}CO~
h二酸化炭素}CO2~ä測定á用ºÿĂh環境

富士電機ä赤外線ĕĢ分析計äŒčŜċĬŀáåhĠŜ

ä見張Ā役ÞÍÜhÊõ焼却hŅčŒh鉄鋼生産hĤŊŜ

ŀŔà構造Ý小型àĠŜęŔļsŉ方式Þh高精度ÖÂ大

ı生産àßä各種工業炉Áÿ排出ËĂā燃焼排出ĕĢä測

型Ý複雑à調整Ĉ要ÏāĩĿŔļsŉ方式ÞÂ¸āg図

定h炉内ĕĢ監視h制御á活用ËĂÜºāg

áĠŜęŔļsŉ方式ä測定部構成Ĉh図

近年h燃焼炉ú焼却炉ä制御技術ä進歩àÿéá有害

áĩĿŔļs

ŉ方式ä測定部構成Ĉ示Ïg

物質ä除去技術ä進歩áþÙÜh排出ĕĢ中ä NOxhSO2h

今回h簡単à構造Ý取扱ºÂ容易àĠŜęŔļsŉ方式

CO2 ä低濃度化Â進ĉÝÃÜºāgÓäÕ÷h測定ä目的

Ýh従来äĩĿŔļsŉ方式以上ä高性能Ĉ得āÉÞĈ目

áh従来ä排出ĕĢĈ管理j監視ÏāÞº¼ÉÞäñÁáh

指Íh小型高感度赤外線ĕĢ分析計ZP ĠœsģĈ開

排出ÍÜºàºÉÞhôÕå低濃度Ý¸āÉÞĈ証明Ïā

発ÍÕg
ĠŜęŔļsŉ方式áÜh①測定部ä高感度化h②ĞŜ

Þº¼ÉÞø加ąĀh低濃度äĕĢĈ安定ÍÜ測定ÍÕº

ŀŔĢčĬĪŜę方式ä採用áþā安定性向上Ĉ図Āh低

Þº¼要求Â強ÅàÙÜÃÜºāg
海外h特á中国účŜĲĈåÎ÷ÞÏā新興国åh著Í

濃度ôÝ測定ÂÝÃh取扱ºä容易à分析計ä開発á成功

º経済発展ä下hÉä分野ä大Ãà市場Ĉ生õ出ÍÜºāg

ÍÕgôÕh部品共通化áþĀh低濃度測定Áÿ高濃度測

海外Ýø幅広Å使用ËĂāÕ÷áåh性能åøÞþĀh取
チョッパ
ガス入口

ガス出口

赤外線光源

チョッパ
表示

試料セル
信号処理
演算部

出力

図

シングルビーム方式の測定部構成
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分配セル
（兼干渉フィルタ）

前部膨張室
後部膨張室

検出器

トリマー
基準セル

試料セル
セクタ 赤外線光源
同期信号
ガス出口
ガス入口

マスフロー
センサ
プリアンプ

プリアンプ

図

ダブルビーム方式の測定部構成

検出器

マスフロー
センサ

干渉補償
検出器

ゲイン切換

モータ

モータ
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定ôÝä要求á柔軟á対応ÝÃā製品ŒčŜċĬŀÞÍÕg

製品の特徴
⑴
図

á ZP Ġœsģä外観Ĉh表

小型高感度測定
従来ä赤外線ĕĢ分析計ä検出器á使用ÍÜºāŇĢ

á主à仕様Ĉ示Ïg

従 来 ä Ġ Ŝ ę Ŕ ļ s ŉ 方 式 ä 測 定 ŕ Ŝ ġ 域}0 v

特 集

外観および仕様

ľŖsĤŜĞäĤŜĞ膜Ĉ薄膜化ÏāÉÞáþĀh検出

200 ppm~ĈĔĹsÏā汎用機}形式kZPA~
h従来äĩ

器ä感度Ĉ向上ËÑÕg併ÑÜ測定部ä小型高感度化á

ĿŔļsŉ方式äŕŜġ域}0 v 50 ppm~ĈĔĹsÏā

þĀhĠŜęŔļsŉ方式Ýä最小測定範囲}従来h0 v

高級機}形式kZPB~
hËÿá低濃度 0 v 5 ppm ä測定Ĉ

200 ppm~Âh0 v 5 ppm Þ 40 倍øä高感度測定Â可能

可能ÞÍÕ低濃度機}形式kZPG~ĈĠœsģÞÍÜ提供

ÞàÙÕg
測定部ä小型化áþĀh次項Ý詳述ÏāĞŜŀŔĢčĬ

ÍÜºāg

ĪŜę機能Ĉ搭載ÍÜøh従来äĠŜęŔļsŉ方式分析
計Þ同ÎĞčģÝ¸Āh従来äĩĿŔļsŉ方式分析計Þ
比較ÏāÞ体積Ý 1/2 以下ÞàÙÜºā}図 ~
g
⑵

ĥŖ点äĲœľıĖŌŜĤŔ
従来åhĠŜęŔļsŉ方式Ýä低濃度測定åh周囲温

度変化ä影響úh測定ĤŔ内部ä汚ĂàßáþāĥŖ点ä
ĲœľıÂ大ÃÅh安定性ĥŖ点äĲœľı性能}288
Ńsġ解説 4参照~
ä面Ýøh0 v 200 ppm ŕŜġ
Ýä測定Â限界Ý¸ÙÕg本製品ÝåhĞŜŀŔĢčĬĪ
Ŝę方式Ĉ採用Íh低濃度測定áÀºÜø安定ÍÕ測定Ĉ
図

「ZP シリーズ」の外観

表

「ZP シリーズ」の主な仕様
項

目

可能ÞÍÕg

ZPA

標

準

サンプルスイッチング

レンジ比率

最小測定範囲

ZPG

NO，SO2，CO2，CO，ＣH4：非分散型赤外線吸収法，
O2：磁気式，ガルバニ電池式，専用ジルコニア式から選択

測定原理および測定成分
測定方法

ZPB

最大1:10
NO ： 0 〜 200 ppm
SO2： 0 〜 200 ppm
CO2： 0 〜 100 ppm
CO ： 0 〜 200 ppm
CH4： 0 〜 500 ppm

NO ： 0 〜 50 ppm
SO2： 0 〜 50 ppm
CO2： 0 〜 50 ppm
CO ： 0 〜 50 ppm

NO ： 0 〜 10 ppm
SO2： 0 〜 10 ppm
CO2： 0 〜 5 ppm
CO ： 0 〜 5 ppm

O2：0 〜 5 vol%（磁気式，専用ジルコニア式の場合）

最大測定範囲

NO ： 0 〜 5,000 ppm
SO2： 0 〜 10 vol%
CO2： 0 〜 100 vol%
CO ： 0 〜 100 vol%
CH4： 0 〜 100 vol%

NO ： 0 〜 100 ppm
SO2： 0 〜 100 ppm
CO2： 0 〜 50 ppm
CO ： 0 〜 50 ppm

NO ： 0 〜 5,000 ppm
SO2： 0 〜 5,000 ppm
CO2： 0 〜 25 vol%
CO ： 0 〜 5,000 ppm
O2：0 〜 100 vol%（磁気式の場合）

暖機時間

外部入出力

4時間

2時間
同

最大4点
同 1点
同 最大15点
同 最大6点

アナログ出力 DC4 〜 20 mA 550 Ω以下 12点
アナログ入力 0 〜 1 V 1点
接点出力 DC24 V 1 A 最大15点
接点入力 DC12 〜 24 V/5 〜 20 mA 最大9点
AC100 〜 240 V

電源・消費電力
50/60 Hz，約100 VA
外形寸法（mm）
直線性
繰返し性

ドリフト（ゼロ点）

ドリフト（スパン）
応答速度（90%応答）

50/60 Hz，約120 VA

50/60 Hz，約100 VA

483
（W）
×418
（D）
×132.5
（H）
±1.0%FS以内
±0.5%FS以内（0 〜 200 ppm未満は±1.0%FS以内）
±2.0%FS以内/週
（0 〜 500 ppm未満のNO，SO2
計は±2.0%FS以内/日）

±0.5%FS以内/週

±2.0%FS以内/週
30秒以内
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áhĞŜŀŔĢčĬĪŜę方式ä構成図Ĉ示Ïg

ĞŜŀŔĢčĬĪŜę方式åh試料ĕĢÞĥŖĕĢ相当

ÏāÉÞÂ可能ÞàÙÕg
⑶

簡単àŊŜįĳŜĢ
ĠŜęŔļsŉ方式äÕ÷hĩĿŔļsŉ方式Ýå必要

á測定ÏāÉÞáþĀh常áĥŖ点Ĉ監視ÍàÂÿä測定

à光学ĹŒŜĢ調整Â不要Ý¸āgôÕh測定部ä構成Â

ÞàāgÉĂáþĀh原理的áĥŖ点äĲœľıĈĖŌŜ

簡素Ý¸ĀhĤŔä清掃àßŊŜįĳŜĢ作業Â容易á

ĤŔÏāg図

àÙÕg

áhĥŖ点äĲœľıĖŌŜĤŔä仕組õ

Ĉ示Ïg
{濃度相当分|ÞÍÜºāÞÉăÂ測定値á対応

⑷

幅広º測定範囲äĠœsģ化
高濃度測定Ĉ必要ÞËĂā金属熱処理úĹčēŇĢj廃

ÏāÕ÷hĥŖ点ÂĲœľıÍÜºÜøh出力ä変化分ä

棄物関連発生燃料ä監視用途Áÿh低濃度測定Â必要à低

õ見ÜºāÕ÷hĲœľı分å無視ÝÃāg
ÉĂáþĀhĥŖ点付近ä測定áÀºÜø安定ÍÜ測定

濃度排出ĕĢ監視ú純ĕĢ中ä不純物監視àßä用途ôÝh
ZP ĠœsģÝ幅広Å適用ÝÃāg

169

適用例
次áh本分析計Ĉ使用ÍÕ適用例Ĉ紹介Ïāg
実際ä使用ä場面ÝåhĩĢı除去ú除湿機能Ĉ備¾Õ
前処理装置ÞÞøá使用ÏāÉÞÂ必要áàāg表

578
（a）従来機：ダブルビーム方式「ZKJ」

⑴

表

火力発電äŅčŒ

「ZP シリーズ」の主な適用例と機種
市場・
業種

382

対

象

（ｂ）新型機：シングルビーム方式「ZP シリーズ」

図

従来機と新型機の比較（側面図）

赤外線
光源

NC*
流路切換
電磁弁

NC*

比較ガス
（N2 または
ゼロ相当）

検出器

鉄

チョッパ

鋼

排気

公害監視
（排出ガス測定）

ZPB

焼却炉燃焼管理

CO
O2

0〜1,000 ppm
0〜5…25 vol%

ZPA

公害監視
（加熱炉，ボイラ排出
ガス測定）

NOx
SO2
CO
CO2
O2

0〜50…200 ppm
0〜50…500 ppm
0〜
1,000 ppm
0〜10…20 vol%
0〜 10/25 vol%

ZPB

加熱炉，
ボイラ燃焼管理

CO
O2

脱硫，脱硝設備監視，
制御
高炉発生ガス監視，
転炉発生ガス監視
コークス炉発生ガス監
視，真空脱ガス監視

NO*

ガス流路

図

モータ

試料
セル

＊ NO：Normal Open，NC：Normal Close

サンプルスイッチング方式の構成
セメント
製造
試料ガス 比較ガス
試料ガス 比較ガス
比較ガス
試料ガス
出力

ゼロ点
濃度相当分 ドリフト分

ガス切換周期

信号
ゼロ

×

×

×

×

×

×：電磁弁切換

×

熱処理炉

電

ゼロ点のドリフトキャンセルの仕組み

258（ 32 ）

0〜1,000 ppm
0〜5…25 vol%

ZPA

CO 0〜20…100 vol%
CO2 0〜10… 50 vol%
O2 0〜1…… 25 vol%

ZPA

NOx 0〜100 ppm
SO2 0〜100…1,000 ppm
O2 0〜10/25 vol%

ZPB

キルン内ガス監視，
石炭粉砕機出口など

CO
O2

0〜2,000 ppm
0〜5…10 vol%

ZPA

熱処理炉雰囲気監視，
制御

CO
CO2
CH4
O2

0〜20…25 vol%
0〜1 … 5 vol%
0〜10…30 vol%
0〜1 …10 vol%

ZPA

公害監視
（排出ガス測定）

公害監視
（排出ガス測定）
重油ボイラ

NOx 0〜50…1,000 ppm
SO2 0〜50…2,000 ppm
O2 0〜10/25 vol%

ZPB

公害監視
（排出ガス測定）
ガスタービン

NOx 0〜10…100 ppm
O2 0〜10/25 vol%

ZPG

CO
CO2

ZPG

力

×
時間

ガス供給

図

機種

0〜50… 200 ppm
0〜50… 500 ppm
0〜50…1,000 ppm
0〜10…20 vol%
0〜 10/25 vol%

ごみ焼却

排気
NO*

測定対象成分・レンジ*
NOx
SO2
CO
CO2
O2

ガス分析計（ZPB，ZPG）
試料ガス

áh

ZP Ġœsģä主à適用例Þ機種Ĉ示Ïg

124.5

特 集

ä比較ĕĢĈ一定周期Ý切Ā換¾Ü測定部î導入Íh交互

製造物監視，
不純物監視

0〜5…10 ppm
0〜5…10 ppm

＊ NOx は，コンバータで NO に変換し，分析計では NO として測定
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定h爆発防止äÕ÷ä O2 測定àßhCOhCO2hO2 濃度Ĉ

áh火力発電所áÀÇā分析計適用例Ĉ示Ïg

⑵

火力発電所Ýåh重油h石炭h天然ĕĢàß各種燃料ä

監視ÍÜºāgÉĂÿä測定濃度範囲åhCOk0 v 100 %h
CO2k0 v 50 %hO2k0 v 25 % 程度Ý¸āg

電ÏāgĕĢ分析計åhŅčŒä燃焼制御用á O2hCO Ĉ

ôÕh省đĶŔėsä観点ÁÿøhÉĂÿä炉Áÿä排

計測ÏāñÁh燃焼後ä排出ĕĢÁÿ窒素酸化物Ĉ除去Ï

出ĕĢĈ燃料ÞÍÜ発電Íh事業所内ä電力Ĉ賄¼ÉÞø

ā脱硝装置ä制御j監視用á装置ä前後Ýä NOxh煙突

一般的á行ąĂÜºāgÉÉÝ発電用燃料ä燃焼排出ĕĢ

Áÿ排出ËĂā排出ĕĢ監視用á NOxhSO2hO2 Ĉ計測Ï

監視用ÞÍÜhNOxhSO2 Ĉ計測Ïāg

āg近年h脱硫j脱硝ŀŖĤĢä改善Àþé原料ä高品

ºÐĂø 10 ppm 前後ä低º排出濃度Ý¸āÕ÷h低濃

質化áþĀh煙突Áÿ出ā排出ĕĢä浄化Â進ĉÝÀĀh

度測定Â求÷ÿĂāg

NOxhSO2 Ýåh10 ppm 前後ôÝ低減ÍÜÃÜºāg

炉ĕĢä高濃度測定Áÿ排出ĕĢä低濃度測定ôÝh

ôÕhCO2 排出量Â他á比ïÜ少àº天然ĕĢĈ燃料Þ

ZP ĠœsģÝ対応ÝÃāgÍÕÂÙÜh多数ä分析計ä

ÍÕĕĢŅčŒúĕĢĨsļŜÂ注目ËĂÜÀĀhÉĂÿ

取扱ºĈ覚¾ā必要ÂàÅhŊŜįĳŜĢ部品ø共通Þà
āÕ÷h管理上øŊŜįĳŜĢ上øŊœĬıÂ大Ãºg

ä排出ĕĢ濃度åËÿá低ÅàÙÜºāg

⑶

ĞŜŀŔĢčĬĪŜę方式áþĀh安定ÍÕ低濃度測定
Â可能à ZP ĠœsģåhÉäþ¼à低濃度化ä市場Ĵs

示Ïg
ĤŊŜı製造åh原料ä石灰石h粘土hÇº石h酸化鉄h

鉄鋼分野

図

áhĤŊŜı製造ŀŖĤĢáÀÇā分析計適用例Ĉ

図

ģá応¾āÉÞÂÝÃāg
⑵

ĤŊŜı製造ŀŖĤĢ

áh製鉄所áÀÇā分析計適用例Ĉ示Ïg

製鉄所áÀºÜåh高炉h転炉hĜsĘĢ炉àßä各種
炉内ガス

炉ä燃焼管理Àþé排出ĕĢ回収äÕ÷ä CO ĕĢ濃度測

O2

煙突

炉頂ガス

コークス炉

NOx, SO2
CO,CO2
O2

発電利用

発電機

SO2

送電線

O2

集じん機

タービン

NOx

銑鉄
（Fe）
高炉ガス
（CO,H2）

鉄鋼石
（Fe＋O）
プラスチック
（C＋H）

ボイラ

発生ガス
CO, CO2
O2

転炉

NOx
O2

NOx, SO2
CO,CO2
O2

羽口
O2

燃料（石油・石炭）
変圧器

火力発電所における分析計適用例

排出
ガス
HS
排出ガス

図

熱風炉

製鉄所における分析計適用例

②タンク内の安全監視
原料 石灰石

転炉
ガス

供給ガス
高炉

脱硫 集じん 脱硝

図

NOx, SO2
CO,CO2
O2

CO，
CO2

鉄鉱石
石灰石
石炭

煙突

石炭
電気集じん機

NOx, SO2
CO, CO2
O2

バグフィルタ
CO2, O2
電気集じん機
原材料粉砕機

サイク
ロン

③排出ガスの公害監視

石炭粉砕機
セパレータ
NOx, SO2
CO,CO2
O2

石炭タンク
バーナ

セメントサイロ

ロータリーキルン
原材料サイロ

図

①キルンの燃焼管理

クリンカサイロ
クリンカクーラ

仕上げ粉砕機

セメント製造プロセスにおける分析計適用例
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特 集

燃焼áþĀhŅčŒÝ沸騰ËÑÕ蒸気ÝĨsļŜĈ回Í発
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ÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg測定対象ĕĢåhCOhCO2 Ýh0
③排出ガス成分監視

特 集

焼却炉

O2

煙突

減温塔 バグフィルタ
NOx, SO2
CO, CO2
O2，HCI
ばいじん
脱硝設備

v 5 ppm ôÕå 0 v 10 ppm ä測定範囲Ĉ必要ÞÍÜÀĀh
ZP Ġœsģ分析計ä適用Â可能Ý¸āg
⑹

大気環境測定

近年h温室効果ĕĢáþā地球温暖化Ĉ防止ÏāÉÞÂ
注目ËĂÜºāg温室効果ĕĢáå CO2hCH4 àßÂ挙È
ÿĂāg地球環境ä長期的à観測Þº¼目的Ýh赤外線
式ä CO2 計Â用ºÿĂÜºāg長期安定性á優Ăā ZP Ġ
œsģåh大気中ä CO2 ä長期連続測定á最適Ý¸āg

NOx
NOx
①焼却炉の燃焼管理

図

あとがき

②脱硝設備管理

小型高感度赤外線ĕĢ分析計ZP ĠœsģÝåhĠ

ごみ処理施設における分析計適用例

ŜęŔļsŉ方式Ĉ使用Íh高感度化ÞĥŖ点äĲœľı
石É¼Ĉ乾燥ËÑÜÁÿ粉砕機á注入Íh粉末状áÏāg

ĖŌŜĤŔáþÙÜh低濃度測定Ĉ実現ÍÕgôÕhZP

ÓĂÿĈĞčĘŖŜá投入ÏāÉÞáþĀh均一á混合Í

Ġœsģä装置ä取扱º方法ä共通化ø行ÙÕg本稿Ý紹

ĞčŖÝ保管ÏāgŀŕĻsĨÝ混合原料Ĉ加熱ÍÜÁÿ

介ÍÕ製品åh各種ŀŒŜıä燃焼管理ú排出ĕĢ測定á

ŖsĨœsĖŔŜ内äĹsĳáþÙÜ焼成ÍhĘœŜĔĈ

幅広Å適用可能Ý¸āg今回å測定部ä開発Ĉ行ºh製品

作製ÏāgĘœŜĔĈ冷却ÍÜÁÿ再度粉砕処理Ĉ行ºh

ĈŒčŜċĬŀ化ÍÕg

ĤĺŕsĨáþĀĘœŜĔ粉末ä粒径Ĉ均一áÏāgĤŊ

今後åh比較ĕĢä前処理àß本分析計á最適化ÍÕĕ

ŜıŀŒŜıĈ管理ÏāáåhŖsĨœsĖŔŜ内ä燃焼

Ģ分析装置ä開発ÞhËÿá広º分野îä適用Ĉ図āÕ÷

管理hàÿéá焼成ä燃料Þàā石炭ä安全監視h排出ĕ

áh防爆対応品ä製品化Ĉ進÷ÜºÅ所存Ý¸āg

Ģä公害監視Â必要Ý¸āg特á燃焼管理åhĤŊŜıä
⑶

品質Ĉ決÷ā重要à要素Ý¸āg
ŖsĨœsĖŔŜä燃焼管理ĈÏāÕ÷á COhCO2h

参考文献
⑴

中村裕介 , 赤尾幸造 . ĠŜęŔļsŉ式ŀŖĤĢ用 4 成分

O2 ĈhŀŒŜı全体ä排出ĕĢä公害監視用á NOxhSO2h

赤外線ĕĢ分析計ÞÓä用途 . 富士時報 . 2003, vol.76, no.9,

COhCO2hO2 Ĉ計測Ïāg

p.549-552.

⑷

Êõ処理施設
富士電機äĕĢ分析計åhÊõ処理工場á多Åä実績Â

⑵

鉄鋼便覧 第 4 版 日本鉄鋼協会 . 2002.

⑶

ĤŊŜıä生産技術 . 宇部興産株式会社 .

¸āg図 0 áhÊõ処理施設áÀÇā分析計適用例Ĉ示Ïg
Êõ処理施設Ýåh廃棄物Ĉ焼却ËÑāÉÞáþĀ発生
Ïā排出ĕĢä監視用á使用Ïāg
測定対象成分åhNOxhSO2hCOhO2 Ý¸āgCO å焼
却施設ÁÿäĩčēĖĠŜ発生Ĉ防ÆÕ÷ä目安ÞÍÜ測

増永

祐紀

ĕĢ分析計ä開発h電子回路設計h海外各国規格
取得á従事g現在h富士電機株式会社生産統括本
部東京事業所機器生産ĤŜĨs計測機器部g

定ËĂÜºāÕ÷h通常å数 ppm á抑¾ÿĂÜºāÉÞ
Â多ºgNOxhSO2 áÀºÜøh排出ĕĢ浄化装置ä設置
á伴ÙÜh数 ppm Áÿ数十 ppm 程度á抑¾ÿĂÜºāg
ÍÕÂÙÜh低濃度ôÝ測定可能à ZP ĠœsģÂ効果的

小西

á利用ÝÃāg

温度調節計ä開発h電子回路設計á従事g現在h

ôÕh近年h廃棄物ä発酵Ĉ利用ÍÕĹčēŇĢ発電à

英之

富士電機株式会社生産統括本部東京事業所機器生
産ĤŜĨs計測機器部課長g計測自動制御学会会員g

ßø注目Ĉ集÷ÜÀĀh発生Ïā CO2 úŊĨŜ}CH4~ä
監視用áø分析計Â使用ËĂāg
⑸

ĕĢ供給設備
半導体ú石油化学àßäŀŒŜıáåh窒素úċŔĝ

Ŝh酸素àßäĕĢä精製供給設備Â併設ËĂÜºāg供
給ĕĢ中á含ôĂā不純物Ý¸ā CO2 ú CO ä監視ĈÏ
ā装置ÂÚÇÿĂāgŀŒŜıÝ作ÿĂā製品ú工程ä
品質Ĉ左右ÏāÉĂÿä不純物ä濃度Ĉ安定á測定Ïā
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赤尾

幸造

ĕĢ分析計ä設計開発hÀþéđŜġĴċœŜę
業務á従事g現在h富士電機株式会社技術開発本
部製品技術研究所計測技術開発ĤŜĨs計測機器
開発部主任g電気学会会員g
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超低消費電力通信方式によるテレメータリング技術
特 集

;LSLTL[LYPUN;LJOUPX\L]PH<S[YH3V^7V^LY*VTT\UPJH[PVU4L[OVK

畠内

孝明 ;HRHHRP/H[H\JOP

星野

充紀 ([Z\UVYP/VZOPUV

浅野

貴正 ;HRHTHZH(ZHUV

ĕĢŊsĨú水道ŊsĨàßäþ¼á商用電源Ĉ接続ÏāÉÞÂ困難àŊsĨÝåh電力用Þå異àÙÕ通信方式Â求
÷ÿĂāg富士電機Ýåh電池Ý長期間動作Ïā超低消費電力įŕŊsĨœŜęäÕ÷äľŔŊĬĠŎ無線方式Ĉ開発Í
Õg本方式åhċĘĤĢ技術Þ中継転送äÕ÷äŔsĪŜę技術ä二Úä特徴的à技術Áÿ構成ËĂÜºāgÓä特徴Áÿ
NPO 法人įŕŊsĨœŜę推進協議会Áÿ新ÍºįŕŊsĨœŜę通信ä標準方式ÞÍÜ採用ËĂÕg

For meters that are diﬃcult to connect to commercial power such as gas meters and water meters, a communication method is required
that can operate for long periods on a battery and that diﬀer from those that use power. Fuji Electric has developed a full mesh wireless
method for ultra low power telemetering that operates for long periods on a battery. This method is composed of two distinctive techniques:
an access technique and a routing technique for relay transferring. Because of these characteristics, it has been adopted as the new standard
telemetering communication method by the Japan Utility Telemetering Association.

ŊsĨœŜę通信ä標準化状況Þ標準化ÍÕ仕様Â普及Ï

まえがき

āÕ÷á必要à運用環境ä整備状況Ĉ紹介Íh監視j計測
đĶŔėsä効率的à利用äÕ÷áh電力ŊsĨĈ中心

ĠĢįŉîä応用áÚºÜ述ïāg

áĢŇsı化Â進÷ÿĂþ¼ÞÍÜºāg一方hĕĢŊs
⑴

Ĩú水道ŊsĨàßäþ¼á商用電源Ĉ接続ÏāÉÞÂ困

超低消費電力通信方式の概要

難àŊsĨÝåh電力用Þå異àÙÕ通信方式Â求÷ÿĂ
āg富士電機å超低消費電力Ý¸ā無線通信方式ä研究Ĉ

ľŔŊĬĠŎ無線ĶĬıŘsĘ方式åh電池Ý長期間動

進÷hĕĢŊsĨú水道ŊsĨàßä遠隔検針}図 ~î

作ÏāċĘĤĢ技術Þ中継転送äÕ÷äŔsĪŜę技術ä

ä応用Ĉ目的ÞÍÜ電池Ý動作ÏāľŔŊĬĠŎ無線ĶĬ

二Úä特徴的à技術Áÿ構成ËĂÜºāg

ıŘsĘ方式Ĉ開発ÍÕg

図

áċĘĤĢ方式ä動作原理Ĉ示Ïg

Éä方式åhNPO 法人įŕŊsĨœŜę推進協議会Ý

無線機åhđĶŔėsĈ消費Ïā動作状態ÞhñÞĉß

検討ÍÕ新ÍºįŕŊsĨœŜę通信ä標準ÞÍÜ採用Ë

消費Íàº休止状態ÞĈ周期的á繰Ā返ÍÜºāg電池Ý

ĂÕgôÕh部品Ĉ安定ÍÜ入手ÝÃāþ¼áh無線物理

数年間機能ËÑāÕ÷áh動作時間Ĉ間欠周期á比ïÜ十

層ä国際標準Ĉ目指Í IEEE 802.15.4 g îä提案活動ø合

分短ÅÍÜÀĀh平均ÏāÞ極÷Ü小ËàđĶŔėsÞà

ąÑÜ行ÙÜºāg

āg

本稿Ýåh超低消費電力通信方式ä概要h新Íºįŕ

各無線機åh動作状態áÀºÜ無線機Ĉ特定ÏāĜsĲ
Â格納ËĂÕļsĜŜÞ呼æĂā信号Ĉ発信ÍÜºāg隣
Ā合ÙÜºā無線機îİsĨĈ転送ÏāÞÃá送信側ä無

センター

多段中継無線

線機å連続受信状態áàĀh周辺ä無線機äļsĜŜĈ受

基地局

戸建住宅

間欠動作周期
集合住宅
多段中継無線
火災警報器

短い受信状態

多段中継無線機

受信側 B

NCU*

ビーコン
A

U バス

ビーコン
A

ビーコン
B

ＣＯ警報器

戸建住宅

連続受信状態で
ビーコンを受信
して同期を補足

ガス漏れ
警報器

宅内操作器

ガスメータ
水道メータ

遠隔検針システムのイメージ

ビーコン
B
データ

送信側
データ受信開始

＊NCU：メータなどに接続して検針情報や警報情報などを通信する端末

図

動作状態

受信側 A

図

時間

アクセス方式の動作原理
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信ÍÜ転送相手Ĉ特定ÍÜh受信側ä無線機îİsĨĈ転
送Ïāg

標準化状況

特 集

áh中継転送äÕ÷äŔsĪŜę方式ä動作原理

図

Ĉ示Ïg図

⒜åh中継転送ä始点Áÿ終点ôÝ 2 回ä

.

新しいテレメータリング通信の標準化

中継áþÙÜİsĨÂ到達Ïā様子Ĉ示ÍÕøäÝ¸āg

電池Ý長期間動作ÏāÉÞÂ求÷ÿĂā LP ĕĢh都市

①}始点~å②h③h④Þ直接通信Â可能Ý¸Ā}中継 1

ĕĢä新ÍºįŕŊsĨœŜę推奨仕様á本方式Â採用Ë

段目~
h②h③h④å⑤h⑥h⑦Þ直接通信Â可能Ý¸Ā

ĂÕg標準化åĕĢ事業者hŊsĨj器具j通信機Ŋs

}中継 2 段目~
h⑤h⑥h⑦å⑧}終点~Þ直接通信Â可能

Ĕsh通信事業者áþÙÜ構成ËĂā NPO 法人įŕŊs

Ý¸āg図

⒝åhÓĂÔĂ無線機ä動作Ĉ時間経過Ý示

ÍÕøäÝ¸āg図

⒝ä数字å無線機ä番号Ý¸Āh円

ĨœŜę推進協議会áþÙÜàËĂÕøäÝ¸Āh富士電
機ø標準化研究部会äŊŜĹÞÍÜ参加ÍÕg

Â動作状態Ĉ表ÍÜºāgÓĂÔĂä無線機å非同期á動

新 Í º į ŕ Ŋ s Ĩ œ Ŝ ę 推 奨 仕 様 åh Ŋ s Ĩ č Ŝ Ĩ

作状態áàāg①}始点~åh転送Ĉ開始ÏāÞh中継一

ľĐsĢ仕様}U ĹĢ~
h広域網接続機器čŜĨľĐsĢ

段目ä無線機äļsĜŜĈ待×¼Çh最初á受信ÍÕļs

仕様}U ĹĢ NCU~
h無線čŜĨľĐsĢ仕様}U ĹĢđ

ĜŜá対ÍÜİsĨĈ転送Ïāg以下h順á⑧}終点~á

ċ~Áÿàāg本方式åh近傍ä複数äĕĢŊsĨúĤŜ

近º無線機áİsĨĈ転送Íh⑧}終点~ôÝİsĨĈ中

Ğh器具Ĉ束ãÜ管理ÏāÕ÷äĶĬıŘsĘ仕様Ý¸ā

継転送Ïāg転送相手候補Â複数ä場合åh図

U ĹĢđċá採用ËĂÕg

⒝äþ¼

標準化áþÙÜ事業者åēsŀŜá通信機Ĉ調達可能Þ

á通信路ä一部Â障害物áþÙÜ遮断ËĂÜøh通信可能
à無線機äļsĜŜĈ受信ÍÜİsĨĈ転送ÏāÕ÷h信

àĀh安定的á機器Ĉ調達ÏāÉÞÂÝÃāg

頼性ä高º通信ĠĢįŉĈ実現ÏāÉÞÂÝÃāg
注

表 1 áh通信仕様ä概要Ĉ示Ïg免許不要à無線局ä中

IEEE 802.15.4 国際標準化

.

Ýå比較的高速通信Â可能à 950 MHz ä電波Ĉ採用ÍÜ

米 国 電 気 電 子 学 会 á À Ç ā IEEE 802.15.4 ä Ĩ Ģ Ę ę

ºāgÉä周波数帯å，IEEE 802.15.4 g Ý国際的á採用

Ŕsŀ}IEEE 802.15.4 g~ÝhĢŇsıŏsįČœįČ

Â検討ËĂÜºāĞĿ GHz 帯ä周波数Ý¸āg

ĶĬıŘsĘĈ対象áÍÕ無線通信ä標準化Â進行中Ý¸
āg現在åñò草案Â固ôĀh2012 年 3 月ôÝá規格化
ä見込õÞàÙÜºāg富士電機åÉäĨĢĘęŔsŀá

非同期間欠動作
始点

1

参加ÍÜh関係者Þä議論Ĉ通ÎÜ超低消費電力ÝċĘĤ
始点

1
2

2

3

中継
（1 段目）

3

4

ĢÂ可能à物理層Ĉ規格á盛Ā込öþ¼á活動Ĉ行ÙÜº
āg

障害物

提案ÍÕ周波数帯å{特定小電力無線局 950 MHz 帯į

5

5

6

7

中継
（2 段目）

6
7

8

終点

終点

8

ŕŊsĨ用hįŕĜŜıŖsŔ用ÀþéİsĨ伝送用無
線設備|
}ARIB STD-T96~Ĉ反映ÍÕøäÝ¸āgôÕh
伝送速度åĺĚĬıä送信時間Ĉ十分短ÅÏāÉÞÂÝÃ
ā通信速度ÞÍÜ 100 kbits/s Ĉh物理層äľŕsŉĞč

時間
（a）中継転送

áh技術提案ä内容Ĉ示Ïg

表

4

ģå 2,048 byte Ĉ提案ÍÕg変調方式å低消費電力化á適

（b）無線機の動作

ÍÕ FFSK}Filtered Frequency Siftkeying~Ý¸āg
図

フルメッシュルーチング方式の動作原理

表

通信仕様の概要

表

項

目

周波数

出

力

項
主な仕様

950 MHz帯 *
ARIB STD-T96

特

免許不要

100 k bits/s

中速通信

間欠動作

平均消費電力削減

非同期方式

中継による信頼性の劣化が
少ない

トポロジー

フルメッシュ
ネットワーク

迂回ルート通信により信頼
性向上

ルーチング
方式

距離ベクタ
テーブル駆動方式

テーブル自動生成
自動中継ルート選択

動作モード

周波数

伝送速度
物理層フレーム
サイズ
変調方式

アクセス方式

＊「電波法」の改正に伴い，920 MHz 帯での開発を進行中

262（ 36 ）

目

徴

IEEE 802.15.4g
でサブGHz帯
（700 〜 900 MHz）採用

10 mW，1 mW

通信速度

技術提案の内容
要

件

700 MHz 〜 1 GHz，2.4 GHz
帯のように，あらゆる国，地域
の免許不要な周波数帯を対象

提

案

特定小電力で免許が
不要な
950 MHz帯 *

40 kbits/s以上
1,000 kbits/s以下

100 kbits/s

1,500 byte以上

2,048 byte
まで対応

エネルギー効率の良い通信が
可能な無線設計

FFSK

＊「電波法」の改正に伴い，920 MHz 帯での提案を検討中

注IEEE 802.15.4kPAN}Personal Area Network~Þ呼æĂā
IEEE}Institute of Electrical and Electronic Engineers~Â策
定中ä短距離無線ĶĬıŘsĘ規格ä名称
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DUT ä無線電波ä試験Ĉ行¼Õ÷ä測定器群Ý¸Āh
⑵

ĢŃĘıŒŉċĳŒčğhĠęĳŔġĐĶŕsĨhĺ

新しいテレメータリング運用環境の整備

⒠

新ÍºįŕŊsĨœŜę通信ä普及Ĉ促進Íh安心ÍÜ

特 集

ŘsŊsĨÁÿàāg
įĢıłĬĲŀŒĬıľĒsŉ

利用ÝÃā環境Ĉ整備ÏāÕ÷áh2010 年 6 月Áÿ NPO

DUThGMh電波測定装置ĈĜŜıŖsŔÍàÂÿ自

法人įŕŊsĨœŜę推進協議会á環境整備部会Â設Çÿ

動的á一連ä試験Ĉ実施Ïāg試験情報ä管理h結果ä

Ăh富士電機åœsĩsÞÍÜ環境設備Ĉ推進ÍÕg

出力Ĉ行¼g

įŕŊsĨœŜę推進協議会Ýåh安心ÍÜ利用ÝÃā

⒡

環境Þåh次ä二ÚäÉÞÂ実施ËĂÜ設置後á問題Â起

高周波信号Ĉ精度þÅ測定ÏāÕ÷áh配線á減衰器h

ÉÿàºÉÞÝ¸āÞ考¾Üºāg
⒜

ľČŔĨhİĹčĩ}分配器~Ĉ接続ÍÕøäÝ¸āg

標準化áþÙÜŊsĨú関連機器h通信ŏĴĬıä

配線以外Áÿä信号ä結合Ĉ防ÆÕ÷áhDUThGM

čŜĨľĐsĢÂ統一ËĂÜºāÉÞ
⒝

測定系

å電波ĠsŔĲ BOX î格納ËĂāg

利用者ÂēsŀŜà機器Ĉ採用Ïā¼¾Ýh機器ä

相互接続性hĞsļĢá必要à性能Â保証ËĂÜºā

.

ÉÞ

運用シミュレータ

運用ĠňŎŕsĨåh想定ÏāĠĢįŉĈĺĦĜŜä画

ÉĂÿĈ実現ÏāÕ÷á環境整備部会Ýåh相互接続性

面上á構築ÍhĠĢįŉä挙動ĈĠňŎŕsĠŐŜÏā

検証装置ú運用ĠňŎŕsĨàßä試験環境Ĉ構築ÍÕg

ĭsŔÝ¸āgU ĹĢđċå無線通信Ý¸Āh周辺ä障害

相互接続性試験装置Þ運用ĠňŎŕsĨå環境整備部会

物ä移動áþÙÜ発生Ïā電波ä揺ÿÄäÕ÷通信状態Â

Ý仕様Ĉ策定Íh富士電機Â開発Ĉ担当ÍÕg

動的á変化Ïāg設置Ïā環境条件ä多様性úĞsļĢÊ

àÀh本事業å 2010 年 7 月Áÿ 2011 年 3 月ôÝ総務省
Áÿä受託事業ÞÍÜ実施ÍÕg

Þá要求ËĂā通信性能á対ÍÜh新ÍºįŕŊsĨœŜ
ę通信áþÙÜ提供ËĂāĞsļĢÂ効果的Ý¸āÉÞĈ
事前á検証ÝÃāg

.

相互接続性試験装置（テストベッド）

įĢıłĬĲåh標準化ÍÕ仕様Ĉ採用ÍÕ機器ä電気

図

áh運用ĠňŎŕsĨä画面例Ĉ示Ïg

図

⒜åhŊĬĠŎĶĬıŘsĘ構成例Ý¸āg想定Ë

的h論理的àčŜĨľĐsĢÂ推奨仕様Ĉ満足ÏāÉÞĈ

Ăā設置状態á応ÎÜ無線機Ĉ配置ÏāÞh無線機ä距離

試験ÍhēsŀŜà機器間ä相互接続性Ĉ確認ÏāÕ÷ä

Áÿ直接通信Â可能à無線機間Ĉ自動的á接続ÍŊĬĠŎ

装置Ý¸āg図

ĶĬıŘsĘĈ構成Ïāg都市設置h郊外設置àßä条件

áhįĢıłĬĲä機能ĿŖĬĘ図Ĉ示

ĈĺŒŊsĨÞÍÜ与¾āÉÞÝh通信性能ú干渉h電池

Ïg構成要素å次äÞÀĀÝ¸āg
⒜

消耗àßĈĠňŎŕsĠŐŜÍÜ結果Ĉ図

DUT}Device under test~
測定対象ä機器

⒝

áęŒľÞÍÜ表示ÝÃāg性能ú状態Â時間経過Ý変化

U ĹĢįĢĨs

Ïā様子Ĉ確認ÝÃāg上段Áÿ順áh通信遅延時間h構

DUT Þ有線通信Íh測定対象ä U ĹĢä電気的j論
理的特性Ĉ試験Ïāg
⒞

⒝á示Ïþ¼

成調査äÕ÷á行¼通信ä累積回数}構成ä安定Ĉ表Ï~
h
単位時間当ÕĀä転送İsĨ量Ĉ示Ïg

GM}Golden Master~

DUT Þ無線通信Íh測定対象ä U ĹĢđċä論理的

監視・計測システムへの応用

特性h電文ľĒsŇĬıhĨčňŜęàßä通信手順Ĉ
試験Ïāg
⒟

超低消費電力įŕŊsĨœŜę技術åhĕĢŊsĨú水

電波測定装置

道ŊsĨÖÇÝàÅ他ä分野h特á監視j計測ĠĢįŉî
ä展開Â期待ËĂāg建物àßä構造物áþÙÜ遮蔽ËĂ

テストベッドプラットフォーム（パソコンソフトウェア）
電波
シールド
BOX

U バステスター
DUT（試料）

GM
（基準器）

GM
（基準器）

デバイダ
電波測定
装置

減衰器
フィルタ

減衰器
：制御信号

図

テストベッドの機能ブロック図

：高周波信号

（a）メッシュネットワーク構成例

図

（b）シミュレーション結果

運用シミュレータの画面例
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ĠĢįŉàß他ä分野îä展開á努÷ÜºÅ所存Ý¸āg
CO2 センサ

照度センサ

新ÍºįŕŊsĨœŜę通信ä標準化á尽力ËĂÕ

特 集

NPO 法人įŕŊsĨœŜę推進協議会ä関係各位hàÿ

照明

éá共同Ý仕様案ä検討Ĉ行ÙÜºÕÖºÕ東京ĕĢ株式
会社h大阪ĕĢ株式会社h東邦ĕĢ株式会社hĺĳĦĴĬ
Ę株式会社h東光東芝ŊsĨsĠĢįŉģ株式会社ä関係

RS-485

各位á謝意Ĉ表Ïāg

受信ユニット

温湿度
センサ

参考文献
⑴

電力センサ

告. įŕŊ協ĴŎsĢ. 2011年新年号, p.11-13.
⑵

加工機械

図

谷合洋. 集中監視ĠĢįŉ新ĹsġŐŜ標準化研究部会報

空調機

：無線

畠内孝明. 集中監視ĠĢįŉ新ĹsġŐŜ環境整備部会報
告. įŕŊ協ĴŎsĢ. 2011年新年号, p.14-16.

監視・計測システムへの応用のイメージ

畠内
Ü直接通信ÂÝÃàº場所Ýøh中継áþĀ無線ĶĬı
ŘsĘĈ構築ÏāÉÞÂÝÃāgÉäÕ÷h工場ú事業所h
ļŔİČŜęàßä配線Â困難à場所Ý測定ÍÕİsĨĈ

孝明

無線機h無線ĠĢįŉä開発業務á従事g現在h
富士電機株式会社東京事業所機器生産ĤŜĨs
ľĊčŜįĬĘ機器部主査g電気学会会員h電子
情報通信学会会員g

集約ÍÜ管理Ïāþ¼àĠĢįŉá有効Ý¸āg
図

áh監視j計測ĠĢįŉîä応用äčŊsġĈ示Ïg

温度h湿度h照度àß各種ĤŜĞÞ組õ合ąÑÕ環境計

星野

充紀

測ĠĢįŉúhđĶŔėsàßä{見¾ā化|Ĉ目的ÞÍ

各種ĜŜņsĶŜı設計業務á従事g現在h富士

Õh電力h流量計測ĠĢįŉîä適用Â具体的à目標Ý¸

電機株式会社東京事業所機器生産ĤŜĨsľĊč
ŜįĬĘ機器部g

āg

あとがき
浅野
超低消費電力įŕŊsĨœŜęĈ担¼無線技術Þ標準化
ä状況Ĉ紹介ÍÕg
富士電機Ýå環境j安全îä取組õĈ積極的á推進ÍÜ
ÀĀh本技術åÉä取組õá貢献ÝÃāøäÞ考¾Üºāg
今後Þø新ÍºįŕŊsĨœŜę通信ä普及Þ監視j計測
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貴正

計測機器ä研究開発á従事g現在h富士電機株式
会社技術開発本部製品技術研究所計測技術開発Ĥ
ŜĨs計測機器開発部主任g電気学会会員hIEEE
会員g
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ŀŖĤĢēsıŊsĠŐŜä分野Ý工業用無線ä国際標準規格á対応ÍÕ無線対応ľČsŔĲ機器Â製品化ËĂ始÷Üº
āg富士電機ÝåhISA 100.11a 準拠無線ĠĢįŉäŀŒĬıľĒsŉĈ開発Íh石油j化学ŀŒŜı向Çáh本ŀŒĬı
ľĒsŉĈ適用ÍÕĕĢ検知ĠĢįŉĈ試作ÍÕg機器ä無線化áþĀh現場ÖÇÝàÅ中央制御室ÝäœċŔĨčŉ監視
Â可能ÞàĀhŀŒŜıä安全性向上áºÙÓ¼貢献ÝÃāg無線対応ľČsŔĲ機器ä設計áÀºÜåh間欠動作äñÁh
電源回路ú通信ĨčňŜęä最適化設計áþĀh低消費電力Ĉ実現Íh電池駆動Ĉ可能áÍÜºāg
In the ﬁeld of process automation, wireless-compatible ﬁeld devices are starting to be commercialized that support international industrial
wireless standards. Fuji Electric has developed a ISA 100.11a-compliant wireless system platform. For petroleum and chemical plants, we have
created a prototype gas detection system that uses this platform. By making the devices wireless, real-time monitoring becomes possible not
just on-site but in the central control room, which can contribute to further increase in plant safety. In design of wireless corresponding ﬁeld
devices, by employing intermittent operation as well as optimized design of the power circuit and communication timing, low power consumption and battery operation have been realized.

áåhŀŒŜıä運転á関Ïā情報àßø含ôĂāÉÞ

まえがき

Áÿh盗聴hİsĨ改ÌĉhàĀÏôÍÞºÙÕĤĖŎ
œįČ上ä脅威ĈàÅÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg

無線技術åh配線Â困難à場所ÝäİsĨ計測ú一時的

⒝

à設置箇所àßÝä計測Ĉ可能ÞÍh各種ĤŜĞ情報伝送

ēsŀŜ性
ŀŒŜıä監視制御ĠĢįŉåhËôÌôàŊsĔs

àßä有線ĶĬıŘsĘĈ補完Íh敷設ĜĢıä削減Ĉ実

Â提供Ïā機器ä組合ÑÝ成Ā立ÙÜºāgÉäþ¼à

現Ïā技術ÞÍÜ期待ËĂÜºāg

ŇŔĪłŜĩs環境á対応ÏāÕ÷hēsŀŜ性ä確保

近年h特áŀŖĤĢēsıŊsĠŐŜ}PA~ä分野Ý
å国際標準規格á対応ÍÕ無線対応ľČsŔĲ機器Â製品

Â不可欠Ý¸āg

化ËĂ始÷ÜÀĀhľČsŔĲ無線市場ä拡大Â期待ËĂ

⒞

拡張性
ĶĬıŘsĘîäľČsŔĲ機器ä追加ú削除Â容易

Üºāg

Ý¸āÉÞåø×ăĉäÉÞh将来îä発展性Â求÷ÿ

本稿Ýåh工業用無線îä要件áÚºÜ整理Íh標準化
ä動向áÚºÜ概説Ïāg次áh富士電機ä標準化îä取

Ăāg

組õĈ紹介ÏāÞÞøáh技術開発ä取組õÞÍÜ無線技

⒟

実時間性
PA 分野äċŀœĚsĠŐŜå多岐áąÕĀhİsĨ

術äŀŒĬıľĒsŉ開発hËÿáhÓä適用例ÞÍÜŀ
ŒŜı向ÇĕĢ検知無線ĠĢįŉáÚºÜ紹介Ïāg

äŖėŜęh設備保守hŔsŀ制御àßä用途Ýå通信
áÀÇā実時間性Â求÷ÿĂāg
⒠

プロセスオートメーション向け無線システムの

導入j運用ä容易性
無線技術åh既設ŀŒŜıä改良h新規ŀŒŜıä建

要件と標準化動向

設ÞºÙÕ条件Ĉ問ąÐh導入j運用可能Ý¸āÉÞÂ
.

プロセスオートメーション向け無線システムの要件

必要Ý¸āgÓäÕ÷既存有線ĶĬıŘsĘáh容易á
接続可能Ý¸āÉÞÂ求÷ÿĂāg

PA 分野Ýåh石油hĕĢh化学h電力àß社会基盤Ĉ
担¼生産á関ąāÕ÷h通信á対ÏāĠĢįŉä要求å非
常á厳Íºg通信ıŒĿŔàßáþā設備ä停止ú誤動作

.

無線技術の標準化動向

àßÞºÙÕh信頼性Àþé安全性Ĉ低下ËÑāÉÞå

無線技術ä標準化領域åh物理層h通信ŀŖıĜŔh相

¸ÙÜåàÿàºgôÕhŀŒŜıä拡張j更新h既設有

互運用性試験h設置j保守h防爆j安全àß多岐áąÕāg

線ĶĬıŘsĘÞä接続性ä確保ø不可欠Ý¸āgÉĂÿ

次áh代表的à通信ŀŖıĜŔáÀÇā標準化活動áÚº

Ĉ踏ô¾hPA 向Ç無線技術á求÷ÿĂā要件Ĉ整理Ïā

Ü紹介Ïāg
注 1

Þ次äþ¼áàāg
⒜

WirelessHART åhċĳŖę通信ÞÍÜ広Å使ąĂÜ

高信頼性
他ä無線ĠĢįŉÞä電波干渉áþĀh無線通信Â途

絶¾āÉÞÂ¸ÙÜåàÿàºgôÕh無線通信İsĨ

注 1WirelessHARTk米国 HART Communication Foundation ä
商標ôÕå登録商標g
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äěsıďĐč機能Ĉ持ÚgĹĬĘŅsŜŔsĨå無線

º ā 4 v 20 mA ä 信 号 á İ ġ Ĩ Ŕ 信 号 Ĉ 加 ¾ Üh 機 器

ľČsŔĲ機器間Àþé無線ľČsŔĲ機器Þěsı

Addressable Remote Transducer~ä無線対応版Ý¸Āh

ďĐč間Ĉ相互接続Ïā機能Ĉ持Úg
ISA 100.11a 準拠無線ĠĢįŉåh図

HART Communication Foundation áþĀ規格策定Þ認

á示ÏŊĬĠŎ

証Â行ąĂÜºāgWirelessHART 規格åh2007 年 9 月

型ıņŖġsäĞņsıáþĀhĶĬıŘsĘ経路ä

á発行ËĂÕ HART ĹsġŐŜ 7 á含ôĂÜºāg

冗長化áþā通信信頼性ä確保h多段中継áþā通信đ

ISA 100.11a åhISA}International Society of Automa-

œċä拡大Ĉ可能ÞÍh無線ĶĬıŘsĘä高信頼性Þ

tion~100 委員会þĀh2009 年 9 月áœœsĢËĂÕ PA

拡張性Ĉ実現ÍÜºāgôÕhĢĨs型ıņŖġsäĞ

向Çä無線通信技術ä ISA 規格Ý¸āgISA 100 委員会åh

ņsıáþā高速制御hŊĬĠŎ型ıņŖġsÞĢĨs

PA 分野áÞßôÿÐhľĊĘıœsēsıŊsĠŐŜh

型ıņŖġsä組õ合ąÑ利用áþā多様àĠĢįŉ構

無線ĹĬĘŅsŜĶĬıŘsĘàß工場全体á関ąā一

成Ĉ実現可能ÞÍÜºāg

連ä規格化作業Ĉ推進ÍÜºāgôÕhWirelessHART

⒝

Þä統合h相互運用性確保äÕ÷äŘsĖŜęęŔsŀ

ĪŌĶŔńĬĽŜę
ĪŌĶŔńĬĽŜęÞåh図

}WG~ø¸ĀhŏsğŊœĬıĈ考慮ÍÕ活動Â行ąĂ

á示Ïþ¼á通信電波

ä周波数ĪŌĶŔĈ固定ÝåàÅh一定äŔsŔáþĀ

Üºāg

変更}ńĬĽŜę~Ĉ行¼通信方式Ý¸āg特定ä周波

一方h工業用無線ä国際標準化ÞÍÜåhIEC}Inter-

数ĪŌĶŔÝ電波干渉Â発生ÍÜøh他ä周波数ĪŌĶ

national Electrotechnical Commissionk 国 際 電 気 標 準 会

ŔÝä再送áþāœĔĹœÂ可能Ý¸Āh無線通信ä高

注 2

注 3

信頼性Ĉ実現ÍÜºāg

議~TC65 ä SC65C 内á設ÇÿĂÕ PA 向Ç無線ĶĬı

ôÕhISA 100.11a Ýå複数äńĬĽŜę方式Ĉ備¾

ŘsĘĈ扱¼ WG16 áÀºÜh標準化作業Â行ąĂÜºāg
既á WirelessHART 仕様Â IEC 規格ÞÍÜ承認ËĂÜÀ

ÜºāgĤŜĞİsĨä定期的à収集àß定時性ä必要

Āh中国Áÿä提案Ý¸ā WIA-PA 規格ø審議中Ý¸āg

à用途ÁÿľĊsŉďĐċä更新àß大容量İsĨä伝

今後hISA 100.11a ø IEC î提案ËĂÜ審議ËĂā予定Ý

送用途ôÝĈĔĹsÏāÉÞÂÝÃāg

¸āg

⒞

ĪŌĶŔĿŒĬĘœĢı
ĪŌĶŔĿŒĬĘœĢıÞåh他ä無線通信Þ干渉

⑴

.

ISA100.11a の特徴

⒜

ÏāĪŌĶŔĈ回避Ïā機能Ý¸āg無線 LAN ä利用
ĪŌĶŔĈ自動的á検出Íh空ÃĪŌĶŔäõÝńĬĽ

ĶĬıŘsĘ構成}ıņŖġs~

図

ŜęĺĨsŜĈ生成ÏāgÉĂáþĀŏsğÂ意識Ïā

áhISA 100.11a 準拠無線ĠĢįŉä構成例Ĉ示

Ïg無線ľČsŔĲ機器å無線通信機能Ĉ備¾ÕľČs

ÉÞàÅh無線 LAN àß他ä無線ĠĢįŉÞä共存Ĉ

ŔĲ機器ÝhěsıďĐčå無線通信ĶĬıŘsĘÞċ

可能ÞÍh工業用無線ĶĬıŘsĘä高信頼性Ĉ実現Í

ŀœĚsĠŐŜäčŜĨľĐsĢÞÍÜ上位ĠĢįŉÞ

Üºāg
⒟

ĤĖŎœįČ
隣接ÏāİĹčĢ間äĤĖŎœįČhÀþé末端ä

一つの宛先に対して複数の経路
を構成
多段中継によるエリア拡大が可
能
上位システム
（SCADA など）
ゲートウェイ

I/O İĹčĢÞ上位ĠĢįŉÞäčŜĨľĐsĢ機能Ĉ

高速制御
（中継がないため低遅延）

持ÚěsıďĐč間}đŜĲ - đŜĲ間~äĤĖŎœ
įČĈ確保Ïā 2 階層構成áþĀh高信頼性Ĉ実現ÍÜ
ºāg

上位システム
（SCADA など）

⒠

ゲートウェイ

既存有線ľČsŔĲĹĢ伝送ľŕsŉäıŜĶœŜ

ę機能
注 4

バックボーン
ルータ

注 5

FOUNDATION ľČsŔĲĹĢhPROFIBUShHART

バックボーン
ルータ

àßä既存有線ľČsŔĲĹĢä伝送ľŕsŉĈhıŜ

10 ms
フィールド機器
（a）メッシュ型トポロジー

図

フィールド機器

周波数チャネル

特 集

診断情報àßĈ伝送Ïā有線通信規格 HART}Highway

（b）スター型トポロジー

ISA100.11a 準拠無線システムの構成例

7
6
5
4
3
2
1

注 2TC65k計測j産業用ēsıŊsĠŐŜ関連ä標準化専門委

時間

員会
注 3SC65kİġĨŔİsĨ転送分科委員会

266（ 40 ）

図

チャネルホッピングの例

富士時報

Vol.84 No.4 2011
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ĶœŜę機能áþĀ透過ÏāÉÞÝh無線ĶĬıŘsĘ

催ËĂÕ ISA Expo á試作品Ĉ出展Ïāàßhº×早Å

ä導入ä利便性Ĉ高÷Üºāg

ISA 100.11a ä技術á取Ā組ĉÝÃÕg今回hÉä規格ä

⑵

ċĲŕĢ対応àßøĞņsıÍÜºāg

適用拡大Ĉ見据¾h品質ä高º無線ĠĢįŉä提供Ĉþ
Ā効率的á行¼Õ÷h図

á示Ï無線ĠĢįŉäŀŒĬı

ľĒsŉĈ開発ÍÕg
工業用無線ĠĢįŉåhĤŜĞúċĘĪŎđsĨàßä

富士電機の取組み

ľČsŔĲ機器Ý¸āķsĲh無線ĶĬıŘsĘá接続Ë
.

標準化への取組み

ĂÕľČsŔĲ機器Ĉ管理Í上位ĠĢįŉÞä間ÝİsĨ

ÉĂôÝ述ïÜÃÕþ¼áhPA 分野îä適用要件Ĉ満

Ĉ中継ÏāńĢıhńĢıÞ接続ÍķsĲÂ収集ÍÕİs

ÕÏÕ÷h技術ä発展Þ国際標準ä整備Â進õh工業用無

ĨĈŋĴĨœŜęÏā SCADA àßä上位ĠĢįŉhÀ

線Ĉ適用ÝÃā環境Â整ºÚÚ¸āgÉäþ¼à状況ä下h

þéđŜġĴċœŜęĭsŔÁÿ構成ËĂāg

富士電機Ýåh業界j標準化団体活動á積極的á参加Ïā
ÉÞÝ普及促進á貢献ÍÜºāg

þĀķsĲäĤŜĞh上位ĠĢįŉå異àāgÉäÉÞĈ

節 Ý述ïÕ ISA 100.11a ä優ĂÕ特長á着目Íh

.

ŀŒŜıá無線ĠĢįŉĈ適用Ïā場合h目的Þ用途á
踏ô¾h無線ĠĢįŉĈķsĲhńĢıÀþéĭsŔÁÿ

2008 年Áÿ ISA 100 委員会á参加ÏāÞÞøáhISA 100

成āĠĢįŉÞ捉¾hÓĂÿ全体ĈŀŒĬıľĒsŉ化Ï

規格ä認証h普及推進団体Ý¸ā WCI}ISA100 Wireless

āÉÞáþĀh容易á無線ĠĢįŉÂ構築ÝÃāg

Compliance Institute~ á ø 参 加 Í Ü º āg É ä 中 Ýh

ķsĲå無線通信機能Ĉ持×hĤŜĞ素子ÞĤŜĞ信号

WCI łŜĩ各社Þ協力Í規格ä認証j検査支援h教育j

処理回路間Ĉ結ìĤŜĞčŜĨľĐsĢh適用電源čŜĨ

技術Ğņsıàß ISA 100.11a ä普及活動Ĉ推進ÍÜºāg

ľĐsĢÀþé無線−ĤŜĞčŜĨľĐsĢĈ開発ÏāÉ
ÞÝ無線化Ĉ可能ÞÍÜºāg

.

⑴

無線技術開発への取組み

ńĢıåhISA 100.11a Ý定義ËĂÕĠĢįŉ管理hĤ

ISA 100.11a 準拠無線ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉ

ĖŎœįČ管理hěsıďĐčÀþéĹĬĘŅsŜŔsĨ

前述äÞÀĀh本規格åhPA 分野Ý要求ËĂā機能Ĉ

Ĉ持ÚgÉĂÿä機能å無線ĠĢįŉĈ構築Ïā際hĠĢ

備¾Üºāg今後h無線化ä市場Ĵsģä高ôĀÞÞø

įŉä種別áþÿÐ共通的á利用ÏāÉÞÂ可能Ý¸āg

áhËôÌôà用途îä適用拡大Â期待ËĂāg富士電

ôÕhđŜġĴċœŜęĭsŔå電波測定hċŜįĳj

機ÝåhISA 100.11a ĲŒľı仕様Ĉ搭載ÍÕ圧力発信器

電波伝搬解析àßhđŜġĴċœŜęä効率化á効果Ĉ発

Ĉ試作h2008 年 10 月á米国įĖĞĢ州ĻŎsĢıŜÝ開

揮ÏāgđŜġĴċœŜęĭsŔåhISA 100.11a á限Ù
ÕøäÝåàÅh無線 LAN ú他ä無線ĠĢįŉ構築áÀ
ºÜø適用可能Ý¸āgôÕķsĲäċŜįĳåhċŜį

エンジニアリング
ツール

ĳ解析ĭsŔĈ利用ÍÜ設計ÂÝÃāg
電波測定ツール

⑵

アンテナ解析
電波伝搬解析

石油j化学ŀŒŜı向ÇĕĢ検知無線ĠĢįŉ
ŀŒĬıľĒsŉä適用例ÞÍÜh石油j化学ŀŒŜı

向ÇäĕĢ検知無線ĠĢįŉĈ紹介Ïāg
同ĠĢįŉåhPA á必要à物理量ä計測以外áhŀŒ

ホスト

ゲートウェイ
（上位システムインタフェース）

Ŝıä安全監視ú環境ŋĴĨœŜęîä適用Â期待ËĂÜ

システム管理
セキュリティ管理
ツール

バックボーンルータ
（無線ネットワークインタフェース）

ノード

テスト通信

無線通信

無線−センサインタフェース
電源インタフェース

センサインタフェース

MODBUS/TCP

アンテナ
上位システム
（SCADA）

図

ホスト

ISA100.11a
無線ネットワーク

無線システムプラットフォーム

注 4FOUNDATION ľČsŔĲĹĢkľČsŔĲĹĢ協会ä商
無線ガス検知器

標ôÕå登録商標
注 5PROFIBUSkPROFIBUS User Organization ä商標ôÕå登
録商標

図

石油・化学プラント向けガス検知無線システム
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注 6

ºāg例¾æh安全監視Ýå定置型ĕĢ検知器ä設置ú

čŜĨľĐsĢáåhŀŒĬıľĒsŉä持ÚMODBUS /

ņsĨĿŔà検知器Ĉ持×歩Å場合Â¸āgÍÁÍh定置

TCP áþā通信Ĉ使用ÍÜºāg

特 集

型Ýå容易á持×運ìÉÞÂÝÃÐhņsĨĿŔ型Ýå中

図

á ISA 100.11a 対応ĕĢ検知器外観Ĉh図

áĕĢ

央制御室ÝäœċŔĨčŉ監視ÂÝÃàºÞº¼不便ËÂ

検知器構成ĈÓĂÔĂ示ÏgĕĢ検知器åh上述ÍÕķs

¸ÙÕgÉäþ¼à課題á対Í機器ä無線化áþĀh現場

ĲŀŒĬıľĒsŉáh可燃性ĕĢĈ感知ÏāĤŜĞÀþ

ÖÇÝàÅ中央制御室ÝäœċŔĨčŉ監視Â可能ÞàĀh

éĤŜĞ信号処理回路h電池ÞĤŜĞ部ÞäčŜĨľĐs

þĀ安全性向上á貢献ÝÃāg

ĢÝ構成ÍÜºāg

Éäþ¼à狙ºä下h図

á示Ï石油j化学ŀŒŜı向

特áhĕĢ検知器ä設計áÀºÜåh間欠動作äñÁh

ÇĕĢ検知無線ĠĢįŉĈ開発ÍÕgĕĢ濃度Ĉ監視Ïā

電源回路ú通信ĨčňŜęä最適化設計áþĀh低消費電

上位ĠĢįŉh無線ĶĬıŘsĘÞ上位ĠĢįŉä間Ĉ中

力化Ĉ実現Íh電池駆動Ĉ可能áÍÜÀĀhĤŜĞ部以外

継ÏāńĢı}ĜŜĤŜıŕsĨ~ÀþéĕĢ検知器Áÿ

ÝåhİsĨ送信周期 60 秒áÜ 4 年程度ä動作Â可能Þ

構成ËĂÜÀĀhĕĢ検知器Áÿ定周期ÝĕĢ濃度ĈĜŜ

àÙÜºāg

ĤŜıŕsĨá送信Íh上位ĠĢįŉ画面ÝĕĢ濃度h警
報àßĈ表示ÏāÉÞÂÝÃāg

あとがき

本ĠĢįŉÝåhĕĢ検知器ä無線部分ÞńĢıáŀ
ŒĬıľĒsŉĈ適用ÍÜºāgôÕh上位ĠĢįŉÞä

富士電機ä無線技術ä標準化îä取組õh工業用無線通
信規格 ISA 100.11a 準拠無線ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉÞh
Óä適用例ÞÍÜhĕĢ検知無線ĠĢįŉĈ紹介ÍÕg
工業用無線ä規格化h技術ä進展àßáþĀh無線通信
技術åŀŒŜıáÀºÜ既á実用可能àŕłŔá到達ÍÜ
ºāgôÕh無線技術á対ÏāŏsğÁÿä要求h期待å
大ÃÅh利用環境àßä要因áþĀ絶¾Ð変化ÍÜºāg
ÓÍÜhÓĂá呼応Ïāþ¼á無線技術Óäøäø変化h
発展Ĉ遂ÈÜºāg
今後h無線ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉĈ活用Íh回転機
振動計測Ģįŉú水処理計測ĠĢįŉàßhŏsğĴsģ
Ĉ満足ÏāĠĢįŉä提供hËÿáå無線技術標準化îä
取組õĈ継続ÏāÞÞøá新技術ä導入h提案Ĉ行ÙÜº
Å所存Ý¸āg
参考文献
⑴

安 川 和 行 . 無 線 ä 基 礎 及 é ISA100.11a 技 術 ä 特 徴 . WCI

seminar in Yokohama. 2010-8-26.
図

⑵

ガス検知器の外観

畠内孝明ñÁ . ēsıŊsĠŐŜĈ支¾āŘčōŕĢĶĬ

}63~
.
ıŘsĘ . 富士時報 . 2009, vol.82, no.5, p.
}59~

⑶

四蔵達之ñÁ . 高信頼性Ĉ実現Ïā無線ĠĢįŉä解析技
術 . 富士時報 . 2009, vol.82, no.3, p.221-224.

センサ部
センサ

センサ
信号処理
回路

無線−センサ
I/F

無線通信
モジュール

日向

一人

工業用無線技術ä開発á従事g現在h富士電機株
式会社技術開発本部製品技術研究所制御技術開発
電源回路

ĤŜĨs制御ĠĢįŉ開発部主任g情報処理学会
会員g

電池

四蔵
図

ガス検知器の構成

達之

工業用無線技術ä開発á従事g現在h富士電機株
式会社技術開発本部製品技術研究所制御技術開発
ĤŜĨs制御ĠĢįŉ開発部主査g電気学会会員g

注 6MODBUSkľŒŜĢ Schneider Automation, Inc. ä商標ôÕ
å登録商標
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鈴木

阪神淡路大震災以降h地震á対Ïā防災意識ú建物ä安全性á対Ïā関心ÂËÿá高ôÙÜºāg富士電機Ýå計測機器
ä新Íº分野ÞÍÜhMEMS}Micro Electro Mechanical Systems~技術Ĉ応用ÍÕ感振ĤŜĞĈ試作ÍÕgÉä感振ĤŜ
Ğå 0.1 Gal 程度ä常時微振動計測Â可能Ý¸Āh地震àßáþāĩŊsġåøÞþĀh経年劣化áþā建物ä強度àßä
特性変化ø検出ÏāÉÞÂÝÃh常時微振動計測Ĉ含÷Õ構造ŁŔĢŋĴĨœŜęá適用ÝÃāgôÕhŋsĨ診断àßä
高周波数j高加速度領域îä適用Ĉ検討ÍÜºāg
After the Great Hanshin-Awaji Earthquake, interest has been increasing for earthquake disaster prevention awareness and building
safety. As a new ﬁeld of measuring devices, Fuji Electric has created a prototype vibration sensor module that applies MEMS (Micro Electro
Mechanical Systems) technology. This vibration sensor is capable of continuous micro-vibration measurements of around 0.1 Gal. It can detect
not only damage by earthquakes, but also the alteration of strength in a building caused by age-related deterioration, so it can be applied to
structural health monitoring that includes continuous micro-vibration measurements. We are also considering applications in high-frequency/
high-acceleration ranges for motor diagnostics.

á行¼ÉÞÂÝÃāg

まえがき

ôÕh継続的áİsĨĈ蓄積ÏāÉÞáþÙÜh構造物
1995 年ä阪神淡路大震災以降h地震á対Ïā防災意識

ä経年劣化Ĉ把握ÍhŊŜįĳŜĢä判断á活用ÏāÉ

ú建物ä安全性á対Ïā関心ÂËÿá高ÅàĀh近年h建
造物ä健全性h安全性ä診断Ĉ行¼構造ŁŔĢŋĴĨœŜ
ユーザによる対応︵補修・補強等︶

ę}SHMkStructural Health Monitoring~ä適用事例Â
増加傾向á¸āgÉĂÿá主á使用ËĂÜºāĞsŅ式加
速度ĤŜĞåh極低周波ä加速度á対ÍÜ高º検出感度Â
⑴h⑵

¸Āh高分解能Ý常時微振動計測Â可能Þº¼優ĂÕ特長
Ĉ持ÙÜºāgÍÁÍàÂÿh非常á価格Â高ºÉÞÂ普
及Ĉ阻害Ïā要因ä一ÚÞàÙÜºāg一方hþĀ低価格
 注 1

à MEMS}Micro Electro Mechanical Systems ~ 式 加 速
⑶

度ĤŜĞİĹčĢĈ使用ÍÕĤŜĞÂ開発ËĂÜºāøä

対象建物

≒

モデル，振動特性

①データの取得

⑤SHM 情報の蓄積・管理

②状態の推定・解析

④診断結果の提供

③診断

ähSHM á必要Þàā常時微振動計測ôÝáå至ÙÜº
àºg富士電機åhMEMS 技術Ĉ応用ÍÕĤŜĞİĹč

（出典：国土交通省総合技術開発プロジェクト）

ĢÁÿ 3 軸常時微振動計測Â可能à感振ĤŜĞôÝä開発
á取Ā組ĉÝºāg本稿ÝåhôÐ SHM Ĉ紹介Íh次á

図

SHM の手順

表

想定される SHM サービスの目的

MEMS 応用感振ĤŜĞÞÓä適用áÚºÜ紹介Ïāg

構造ヘルスモニタリング

⑸

建物ライフサイクル
設計，施工，販売

SHM åh近年h大学àßÝ研究j開発Â行ąĂÜºā

建物管理

技術Ý¸Āh新築j既存ä構造物áĤŜĞĈ設置Íh応答
波形Áÿ構造性能Ĉ診断ÏāøäÝ¸āg比較的発生頻度
⑷

修繕・補強
大規模修繕・耐震補強の効果の提示

注 2

応答Ĉ活用ÍÕ構造物}共振周波数å 0.1 v 20 Hz 程度~

発災直後の迅速な被災状況判定
災

害
サイト予測地震動に対する構造影響の予測

ä性能診断úh大地震}数百v 2,000 Gal~ú台風àß損
傷ä発生Ïā可能性ä¸ā場合á損傷程度ä推定Ĉ自動的

建物性能の経年変化の提示
売

買
実測データに基づく資産価値の評価

用途変更等

注 1MEMS}287 Ńsġ ｢解説 1｣ 参照~

平常時における建物劣化診断
大規模修繕・耐震補強の要否及び時期の提示

ä高º無感地震ú常時微振動}0.1 v 0.5 Gal 程度~áþā

注 2Gal å加速度ä単位Ý 1 Gal ＝ 0.01m/s²

サービスの目的
実測データに基づく構造特性の確認

使用中止・建替え

用途変更に伴う構造影響の事前予測・事後評価
実測データに基づく耐用年数の提示
（出典：国土交通省総合技術開発プロジェクト）
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ÞøÝÃāg目視áþā定期点検ú超音波探傷検査àß

ä変位Ĉh静電容量ä変化ÞÍÜ検出ÏāgXhY 軸Ýå
SOI}Silicon On Insulator~基板上á形成ÍÕ可動電極Þ
固定電極間ÝhZ 軸Ýå可動電極ÞĕŒĢ基板上á形成Í

á

⑸

SHM ä手順Ĉ示ÏgSHM Ýå構造物á設置ÍÕĤŜĞá

Õ固定電極間Ý生Ðā静電容量ä変化Ĉ検出Ïāg

þĀh構造物ä加速度}ôÕå速度ú変位àß~Ĉ測定Íh
İsĨĈ管理ĞsĹá送信Ïāg送信ËĂÕ加速度İsĨ
有振動数àßĈ基á診断Íh結果Ĉ提示ÏāgSHM Ý得
ÿĂā診断結果Ĉ用ºāÞh建物äŒčľĞčĘŔä各

á感振ĤŜĞä構成Ĉh表

図

á感振ĤŜĞä開発目

標仕様Ĉ示Ïg

Áÿ構造物ä振動ŋsĲĈ解析Íh算出ÍÕ構造物ä固

感振ĤŜĞåh図

á示Ïþ¼á 3 軸ÓĂÔĂá 20 Hz

Ĉ越¾ā信号ĈĔĬıÏāŖsĺĢľČŔĨ}LPF~Þh
24 bitǼΣ型 AD ĜŜĹsĨĈ採用ÏāÉÞáþĀ 0.01 Gal

⑹

ľĐsģáÀºÜ表

á示Ï種々äĞsļĢÂ提供ÝÃāg

ä高分解能Ĉ実現ÍÜºāg時刻同期á対ÍÜå感振ĤŜ

Éäþ¼áhSHM Ýå無感地震ú常時微振動ä加速度

Ğ個々ä CPU áåĘŖĬĘ誤差Â¸āÕ÷hPC Áÿ 10

Ĉ測定Íh構造物全体ä揺ĂĈ把握ÏāgÓäÕ÷ SHM

秒ÊÞá時刻同期ĺĚĬıĈ送信ÍhĤŜĞ間ä時刻同期

á使用Ïā感振ĤŜĞáåh0.01 Gal 以下ä高分解能Àþ

誤差Ĉ仕様 1 ms á対Íh実力 0.5 ms 以下Ĉ達成ÍÜºāg
感振ĤŜĞåh 図

é構造物á設置ËĂÕĤŜĞ間Ý 1 ms 以下ä高精度à時

á示Ïþ¼á PoE HuB Ĉ介ÍÜ

刻同期性能Â要求ËĂāg
X，Y 軸固定電極

MEMS 応用感振センサ
.

Z 軸固定電極

感振センサ

SHM á必要à常時微振動計測ÂÝÃāþ¼áh低周波

SOI
基板

Z軸

数j低加速度領域ä感度Ĉ持Ú MEMS 3 軸加速度ĤŜĞ
İĹčĢÀþé周辺回路Ĉ開発Íh感振ĤŜĞĈ試作ÍÕg
図

á感振ĤŜĞä外観Ĉh図

ŜĞİĹčĢä外観Ĉh図

ガラス
基板

á MEMS 3 軸加速度Ĥ

áĤŜĞİĹčĢä断面模式

X or Y 軸

可動電極

図ĈÓĂÔĂ示Ïg
MEMS 3 軸加速度ĤŜĞİĹčĢå静電容量式Ý¸Āh
図

図

センサデバイスの断面模式図

á示Ïþ¼á加速度ä変化áþÙÜ発生Ïā可動電極
X ＋*
Y ＋*
Z ＋*

70

100

Y −*
X −*

46

AMP

LPF

ΔΣAD

AMP

LPF

ΔΣAD

AMP

LPF

ΔΣAD

単位：mm

感振センサの外観

感振センサの構成

表

感振センサの開発目標仕様
目

10

図

MEMS 3 軸加速度センサデバイスの外観
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＊ 固定電極

様

3成分（X,Y,Z 3軸）

（

±2,000 Gal *1
周期１秒，震度７相当での加速度は
約600 Gal

）

分解能

0.01 Gal

周波数

0.1 〜 20 Hz
（構造物の振動は主に1 〜 20 Hz）

サンプリング周期

単位：mm

PHY

Power
Supply

仕

検出方向（軸数）

測定範囲

CPU

デジタル部

図

項

図

SRAM
Ethernet

アナログ部

10

特 集

å表面的¸āºå部分的à検査Ý¸āäá対ÍhSHM Ý
å全体的à構造ä状況ú不具合箇所Ĉ推定ÝÃāg図

100 Hz

AD変換

24 bit

時刻同期

1 ms以下

電

源

PoE（Power over Ethernet *2）供給
48 V，4 W

＊1 Gal：加速度の単位で1 Gal＝0.01 m/s2
＊2 Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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 注 3

PC á 接 続 Ë Ă} 最 大 24 台 Ĉ 接 続 可 能 ~
hEthernet ä

験Áÿh試作ÍÕ感振ĤŜĞÝ建物ä固有振動数ä測定Â

LAN ĚsĿŔĈ使ÙÜ給電ËĂāg

ÝÃh固有振動数ä振幅á対Ïā非線形性Ĉ確認ÏāÉÞ

⑺

.

建物での測定例

感振ĤŜĞáþĀ 0.1 v 410 Gal á及ì広範囲ä振動úh

SHM îä適用á対Ïā知見Ĉ得āÕ÷áh富士電機ä

建物ä振動状態ä変化áþā固有振動数ä変化Ĉ測定ÝÃ

東京事業所地区á¸ā地上 5 階ä建物}図 ~ä 1 階Þ 4

āÉÞÂ確認ÝÃÕg地震àßáþāĩŊsġåøÞþĀh

階á感振ĤŜĞĈ設置Íh常時微振動Ĉ計測Ïā実証試験

経年劣化áþā建物ä強度àßä特性変化ø固有振動数ä

Ĉ行ÙÜºāgàÀh感振ĤŜĞå建物ä長辺方向Ĉ X

変化àßáþĀ検出ÏāÉÞÂÝÃh常時微振動計測Ĉ含

軸áh短辺方向Ĉ Y 軸á合ąÑÜ設置ÍÜºāgÓä中Ýh

÷Õ SHM îä通用Â可能Ý¸āg

東北地方太平洋沖地震ø観測ËĂÕg図

ôÕh鉄道ú道路ä橋梁}Ãý¼Āý¼~ä SHM áø

áh地震発生

時ä 1 階Àþé 4 階Ýä加速度波形Þh地震発生直前}0

適用ÏāÉÞÂÝÃāg

v 10 s 間Ĉ拡大~ä常時微振動ä加速度波形Ĉ示Ïgô
Õh図

á地震発生前ä 1 階Þ 4 階ÞäľsœđĢŃĘı

地震計測への適用

Ŕ比Ĉh図 0 á地震発生中比較的振幅Â一定Ý¸ā 70 v
1995 年á発生ÍÕ阪神淡路大震災ä後h防災科学技術

100 s ä 1 階Þ 4 階ÞäľsœđĢŃĘıŔ比Ĉ示Ïg図
Þ 図 0 þ Āh 長 辺 方 向}X 軸 ~ ä 固 有 振 動 数 Â 地 震 前

研究所áþĀh全国規模ä強震観測網ä整備Â開始ËĂÕg

2.21 Hz Áÿ地震中 1.95 Hz áh短辺方向}Y 軸~Â地震前

Éä結果構築ËĂÕäÂh強震ĶĬıŘsĘ}K-NET~

1.90 Hz Áÿ地震中 1.66 Hz á下ÂÙÜºāg今回ä実証試

Ý¸āgÉĂåh強震動研究ú地震防災Ĉ目的ÞÍh全国
Ĉ約 25 km ŊĬĠŎÝ覆¼約 1,000 Á所ä強震観測網Ý¸

感振センサ
図 9 の解析に使用した区間
（地震発生直前）

PC

図 10 の解析に使用した区間

500
4F-X 軸（ピーク：409.0 Gal）
0
−500
500
4F-Y 軸（ピーク：−171.4 Gal）
0
−500
500
4F-Z 軸（ピーク：−62.3 Gal）
0

最大 24 台
接続可能

−500
500
1F-X 軸（ピーク：−123.6 Gal）

PoE HuB

0
−500
500
1F-Y 軸（ピーク：−78.6 Gal）

図

加速度（Gal）

0

感振センサの接続例

−500
500
1F-Z 軸（ピーク：−42.2 Gal）
0
−500
0

20

40

60

80

100 120 140

160 180 200 220 240

時間（s)

1

4F-X 軸

0
−1
1

4F-Y 軸

0
−1
1

4F-Z 軸

0
−1
1
1F-X 軸

0
−1
1
1F-Y 軸

加速度（Gal）

0

図

1F-Z 軸

0
−1
0

感振センサを設置した建物

注 3Ethernetk富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

−1
1

5

10

時間（s)

図

地震発生時の 1 階および 4 階での加速度波形
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短辺方向固有振動数

0.5 〜 1 km

長辺方向固有振動数

数十 m 間隔

感振センサ

スペクトル比

5

高台（強固な地盤）
低地（軟弱な地盤）

地震動は地下構造の影響を受ける
場所により耐震基準は異なる

1

0.5

図

地盤計測イメージ

4F-X 軸 /1F-X 軸
4F-Y 軸 /1F-Y 軸
4F-Z 軸 /1F-Z 軸
0.1
0.05

3

A 点（ピーク：2.8 Gal）

0

0.1

0.5
1
周波数（Hz）

5

10

−3
3

B 点（ピーク：1.4 Gal）

0

図

−3

地震前（常時微振動時）

3

C 点（ピーク：−1.8 Gal）

加速度（Gal）

0

10
長辺方向固有振動数
短辺方向固有振動数

−3
3

D 点（ピーク：−２.2 Gal）

0
−3
0

5

10

20

30

時間（ｓ）

スペクトル比

図

東京事業所における小規模地震加速度波形

特性評価ÞÍÜh富士電機東京事業所地区内ä 4 Á所}Ah

1

BhChD 点~á感振ĤŜĞĈ設置ÍÜh小規模地震加速
度波形Ĉ観測ÍÕg図 2 áh観測ÍÕ加速度波形Ĉ示Ïg

0.5

設置間隔Â数十 m Áÿ数百 m ä狭º範囲ä 4 点Ýø振動
ä様子Â異àÙÜÀĀh揺Ă方Â違¼ÉÞÂ確認ÝÃÕg

4F-X 軸 /1F-X 軸
4F-Y 軸 /1F-Y 軸
4F-Z 軸 /1F-Z 軸
0.1
0.05

0.1

0.5
1
周波数（Hz）

今後の展開
5

10

SHM ú地盤特性評価å低周波数j低加速度領域Ýä用
途Ý¸āÂh富士電機Ýåh高周波数j高加速度領域ä用

図

地震中（70 〜 100 s）

途Ý¸āh既á製品化ÍÜºā回転機振動診断ĠĢįŉî
ä置換¾h¸āºåĸčĿœĬĲ自動車ú電気自動車ä

⑻

āgôÕh阪神淡路大震災Ĉ教訓áÍÕ都市直下型地震á

ŋsĨ診断àßîä適用ø検討ÍÜºāg富士電機áåĤ

対Ïā防災ä高度化Ĉ実現ÏāÕ÷áåh比較的発生頻度

ŜĞ開発á必要à MEMS 技術Þ低ķčģ回路技術Â¸Āh

⑷

ä高º無感地震ú常時微振動Ĉ利用Íh細ÁÅ地盤特性評

低周波数j低加速度領域Áÿ高周波数j高加速度領域îä

価}数十 m v数百 m~Ĉ行¼ÉÞÝ地区ÊÞä防災基準

ĔĢĨŇčģú開発ø可能Ý¸āgËÿáh 表

Ĉ策定Ïā必要性ä¸āÉÞÂh東京大学地震研究所áþ

SHM Àþé地震計測îä適用áÀÇā主à課題áø対応

Ā分ÁÙÜÃÕg図 1 áh地盤計測čŊsġĈ示Ïg

ÍÜºÅg

á示Ï

細Áà地震計測Ĉ行¼áå多数ä地震計Â必要Þàāg
富士電機Ýåh地盤特性評価á対ÍÜ一般的á使用ËĂ

あとがき

ÜºāĞsŅ式ä加速度ĤŜĞá比ïÜĜĢı的á有利
à MEMS 式加速度ĤŜĞä適用Ĉ検討ÍÜºāg無感地
震ú常時微振動計測Ý加速度ĤŜĞá要求ËĂā仕様å

MEMS 技術Ĉ応用ÍÕ感振ĤŜĞÞÓä適用áÚºÜ
紹介ÍÕg

SHM Þ同様áh0.01 Gal 以下ä高分解能ÀþéĤŜĞ間

MEMS 応用感振ĤŜĞä試作h評価ä結果h常時微振

Ý 1 ms 以下ä高精度à時刻同期性能Ý¸āg 細Áà地盤

動計測á対Ïā適用Â可能Ý¸ā見通ÍÂ得ÿĂÕg今後

272（ 46 ）

富士時報

表

Vol.84 No.4 2011

MEMS 応用感振センサと構造ヘルスモニタリング

2010.

SHM および地震計測への適用における主な課題
課

題

ケーブル設置のためコスト高
感振センサの小型化

⑹

策

™バッテリ内蔵
™低消費電力化
無線化によるケーブルレス
センサデバイスおよび回路の小型化

国土交通省総合技術開発ŀŖġĐĘı .{構造ŁŔĢŋĴ
ĨœŜę技術ä解説資料|
. 多世代利用型超長期住宅及é宅地

ä形成j管理技術ä開発 . 平成 21 年度第 2 回検討会配付資料 ,
資料 2-4-4. 2009.
⑺

山本健史ñÁ .{常時微動測定Àþé強制加振実験á基ÛÅ
超高層建物ä振動特性調査|
. 日本建築学会大会学術講演便概

åh性能ä改善Þ構造ŁŔĢŋĴĨœŜęîä詳細à性能h
適用性ä評価Ĉ行ºh建物ä安全性ä確保á貢献Ïā所存
Ý¸āg

集 . 2009, p.575-576.
⑻

藤原広行ñÁ .{新型 K-NETk強震動İsĨœċŔĨč
ŉĠĢįŉä構築|
. 日本地震工学会論文集 . 2007, vol.7, no.2,

地盤特性評価Ĉ行¼á当ÕĀh東京大学地震研究所酒井

p.2-16.

慎一准教授á助言ÀþéÊ指導ĈºÕÖºÕgÉÉá謝意
Ĉ表Ïāg

坂上
参考文献
⑴

小川修一 , 三田章 .{構造ŁŔĢŋĴĨœŜęä実用化á関

Ïā研究|
. 日本地震工学会論文集 . 2009, vol.9, no.5, p.1-15.
⑵

智

計測機器ä設計 ･ 開発á従事g現在h富士電機株
式会社技術開発本部製品技術研究所計測技術開発
ĤŜĨs計測機器開発部主任g電気学会会員h日
本建築学会会員g

中村充 , 柳瀬高仁 .{構造物äŁŔĢŋĴĨœŜęĈ目指Í

ÕĢŇsı加速度ĤŜĞä開発|
. 日本建築学会技術報告集 .

矢尾

2008, vol.14, no.27, p.153-158.
⑶

矢口友貴ñÁ .{構造ŋĴĨœŜęá向ÇÕ MEMS 加速度
ĤŜĞä性能比較実験|
. 日本建築学会大会学術講演便概集 .

2007, p.47-48.

博信

計測機器ä設計 ･ 開発á従事g現在h富士電機株
式会社技術開発本部製品技術研究所計測技術開発
ĤŜĨsĤŜĞİĹčĢ開発部長g計測自動制御
学会会員h日本機械学会会員g

⑷ {Earthquake Facts and Statistics|
. USGS. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php,

鈴木

.
}参照 2011 -4-21~
⑸

国土交通省総合技術開発ŀŖġĐĘı .{多世代利用住宅
ä管理j流通Ĉ支¾ā構造ŁŔĢŋĴĨœŜę技術ä利用ĕ
čĲŒčŜ|
. 多世代利用型超長期住宅及é宅地ä形成j管理
技術ä開発 . 平成 22 年度第 2 回検討会配付資料 ,

資料 2-5-1.

健

酸化物超電導体h化合物半導体hĠœĜŜ IC ŀŖ
ĤĢh有機 EL àßä研究開発á従事g現在h富
士電機株式会社技術開発本部先端技術研究所応用
技術研究ĤŜĨsŊĔıŖĴĘĢ研究部主任研究
員g

273（ 47 ）

特 集

停電時の電源供給

対

富士時報

Vol.84 No.4 2011

配管厚さ測定装置
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東

近年h発電ŀŒŜıàßä安定稼動ä観点Áÿh配管ä肉厚}厚Ë~管理ÂºÙÓ¼重視ËĂÜºāg配管ä減肉Ĉh保
温材ä上ÁÿŀŒŜı運転中Ýø容易á検出ÝÃā装置Ĉ開発ÍÕg富士電機ä配管測定技術Ý¸ā 3 ļsŉ演算方式Ĉ生
ÁÍh測定方式Â放射線透過型Ýø配管ä片側厚ËĈ測定ÝÃāþ¼áÍÕg被æÅ線量Â十分小ËºÉÞÂ審査j認証Ë
ĂÕ表示付認証機器Ý¸āÕ÷h放射線ä被æÅ管理å不要Ý¸āg本装置å 80 v 500 A ä配管á適用Íh肉厚 30 mm 以
下Ýh2.0 % 以内ä精度Ý測定ÝÃāg
In recent years, pipe thickness management has been further emphasized from the standpoint of stable operations in plants such as
power generation plants. Fuji Electric has developed a system that can easily detect pipe wall thinning through heat insulation even when the
plant is running. The system utilizes a three-beam calculation method, a Fuji Electric pipe measurement technique, and it can measure the
one-side thickness of a pipe even when the measurement method is the radiation transmission method. The system does not require radiation
exposure controls because it is an approved device with a certiﬁcation label that has been reviewed and certiﬁed to have a suﬃciently small
amount of radiation exposure. The system can be used on pipes from 80 A to 500 A with a thickness 30 mm or lower, and it can measure thickness with an accuracy within 2.0 %.
注 1

肉厚測定ÂÝÃh減肉 量Â評価可能

まえがき

⒝

ŀŒŜı運転中Ýø減肉Ĉ検出Íh定期検査前á配
管ä早期手配àßÂ可能

近年h発電ŀŒŜıàßä安定稼動ä観点Áÿh配管ä
⒞

肉厚}厚Ë~管理ÂºÙÓ¼重視ËĂÜºāgÓäÕ÷h

自動回転ċĨĬĪŊŜıáþĀh配管円周方向ä厚

ËŀŖľĊčŔ測定Â可能

管理ú調査ä対象Â増¾h肉厚管理áÁÁāŇŜĺŘsh

⒟

ĜĢıå増大ÍÜÀĀhþĀ効率的à測定Â要望ËĂÜº

小型j軽量àäÝ狭隘}Ãý¼¸º~部j高所îø

取付Ç可能

āg特áh保温材付Ã配管ä肉厚測定Ýåh多Åä時間Þ
⒠

ĜĢıÂ保温材ä撤去j復旧工事á費úËĂÜºāgôÕh

被æÅ線量Â十分小ËºÉÞÂ審査j認証ËĂÕ表
示付認証機器}288 Ńsġ ｢解説 5｣ 参照~Ý¸āÕ

保温材Ĉ外ÏÉÞÂÝÃāäåŀŒŜı停止中äõÝ¸ā
Õ÷h定期検査ä期間中á超音波厚Ë計áþā肉厚測定Â

÷h放射線ä被æÅ管理h放射線取扱主任者資格àß

実施ËĂÜºāg

å不要

定期検査å一定期間内Ýä作業ÞàāÕ÷h新Õà知見
Ĉ得āÕ÷ä調査àßáÁÇÿĂā時間å限ÿĂÜºāg

システム構成

ôÕh配管ä交換Â必要Þ判定ËĂāÞh長期áąÕÙÜ
ŀŒŜıĈ停止ËÑàÇĂæàÿàº恐Ăø¸āg
富士電機åhÉĂÿä課題Ĉ解決ÏāÕ÷h東北電力株

本装置åh放射線源部ú検出部h自動回転ċĨĬĪŊŜ
ıh駆動制御部h操作表示部Ý構成Ïāg図

á装置ä外

式会社Þ配管減肉検出装置ä共同研究Ĉ行ºh測定Ğsļ
Ģàÿéá装置ä提供Ĉ開始ÍÕg
操作表示部

本稿Ý紹介Ïā配管厚Ë測定装置åh配管ä保温材ä上

検出部

放射線源部

Áÿ測定ÂÝÃhÁÚŀŒŜı稼動中áÀºÜø測定Â可
能Þº¼特徴Ĉ持ÚgËÿáh富士電機Â持Ú配管測定技
術Ĉ生ÁÍÕ 3 ļsŉ演算方式Ĉ採用ÏāÉÞáþĀh配
⑴

管ä片側厚ËÂ測定ÝÃāg本稿ÝåhÓä原理hĠĢį
ŉ構成h装置仕様àßáÚºÜ紹介Ïāg

特

徴

配管厚Ë測定装置åh次ä特徴Ĉ持Úg
⒜

放射線透過型Ý¸āÕ÷h保温材ä上Áÿä配管ä

注 1減肉k高温j高圧ä水流áþÙÜ配管ä肉厚Â削ÿĂā現象
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áĠĢįŉ構成図Ĉ示Ïg

駆動制御部å操作表示部Áÿä設定á基ÛÃh自動回転

放射線源部åh線源ńŔĩÝ遮蔽ËĂÜÀĀh線源ńŔ

ċĨĬĪŊŜıäĺŔĢŋsĨĈ動ÁÍÜh設定ËĂÕ回
転角度á制御ÍÜºāg
操作表示部åh汎用 PC á専用äĺĬĚsġĦľıďĐ

áh線源ńŔĩä外観Ĉ示Ïg
CsI}þ¼化ĤĠďŉ~Ĉ用ºÕ検出器Ý放射線Ĉ検出
ÍÜÀĀh温度変化àßáþā感度ä変動áÚºÜåh放

ċĈčŜĢısŔÍÜ使用Ïāg主à機能å次äÞÀĀÝ
¸āg
⒜

射線äđĶŔėsĈ基準áÍÕ補正回路Ĉ付加ÍÕg

検出ÍÕ放射線量Þh配管á関Ïā各種定数İsĨ
Áÿ配管ä厚ËĈ算出ÍÜ保存Ïāg

ôÕh操作表示部îä測定İsĨÀþé測定条件İsĨ

注 3

⒝

ä通信áåh配管îä取付Çh回転Â迅速ÁÚ容易á行¾

測定İsĨĈ測定値表示Ġsı}Excel ~á転送Ë

注 2

āþ¼ Bluetooth Ĉ採用ÍhŘčōŕĢ化Ĉ図ÙÕg図

ĂÜh3 ļsŉ厚ËİsĨä演算Ĉ行ºh各点ä厚Ë
İsĨĈ絶対値Ý表示Ïāg

áh検出部ä外観Ĉ示Ïg
⒞

放射線源部Þ検出部åhC 型ľŕsŉá固定ËĂh自動

測定配管á関Ïā各種設定İsĨĈh操作表示部Á
ÿ検出部á Bluetooth Ĉ介ÍÜ転送Ïāg

回転ċĨĬĪŊŜıÝ測定配管á取Ā付ÇÿĂāg自動回
⒟

転ċĨĬĪŊŜıĈ使用ÏāÞh設定ÍÕ測定点数á従ºh

配管á関Ïā設定İsĨä入力h保存h編集hËÿ

配管円周上á等分á設定ÍÕ測定点á順次回転ËÑÜ配管

á測定厚ËİsĨĈ取Ā出Íh配管円周方向äŀŖ

ä厚ËĈ測定Íh配管円周上ä厚ËŀŖľĊčŔĈ作成Ï

ľĊčŔ表示Ĉ行¼

āg

⒠

保温材付Ã配管ä外径寸法åh配管Þ保温材ä組合Ñá

部位ÊÞä厚Ë推移表示h減肉速度ú余寿命ä計算

Ĉ行¼g

þĀ大幅á変ąāg配管îä取付Ç金具åh配管ä各Ğč

次á汎用 PC ä主à動作環境Ĉ示Ïg

ģá対応ÝÃāþ¼h5 種類ä回転ŕsŔ部Þ各Ğčģá

™ OSkWindowsXP

注 4

対応ÍÕ回転ŕsŔ部取付Ç金具Ý構成ËĂÜºā}図 ~
g

検出部

放射線源部

測定データ
Ｂ
ｌ
ｕｅ
ｔ
ｏｏ
ｔ
ｈ

自動回転
アタッチメント

操作表示部

駆動制御部
OFF

0000

汎用 PC

図

システム構成図
図

検出部

回転レール部

図
図

回転レール部
取付け金具

配管への取付け金具

線源ホルダ
注 3Excelk米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商

注 2Bluetoothk米国 Bluetooth SIG, INC. ä商標ôÕå登録商標

標ôÕå登録商標
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™ CPUk1.3 GHz 以上

厚ä 2.0 % 以内ÞÍÕg

™ ĸsĲİČĢĘk40 GB 以上

特 集

™ ŊŋœkRAM 512MB 以上

測定原理

™ 汎用ĦľıďĐċkExcel 2003
注 5

™ 汎用ĦľıďĐċkAccess 2003

図

á基本原理Ĉh図

á 3 ļsŉ演算方法ä測定原理

Ĉ示Ïg放射線åh外装板h保温材h配管h内部流体}水h
¸āºå空気~äÓĂÔĂĈ透過ÏāÊÞá減衰Ïāg

装置仕様

Éä特性Ĉ利用ÍÜh保温材付Ã配管全体áÀÇā放射
線ä減衰率Ĉ検出ÍÕ後h外装板h保温材h内部流体áþ

áh本装置ä主à仕様Ĉ示Ïg

表

対象配管ä外径Þ肉厚ä仕様åh火力発電所áÀÇā配

ā減衰率Ĉ一定値ÞÍÜ差Í引ºÜh配管áÀÇā減衰率

管ä大部分Â包含ÝÃāþ¼áh空配管Ý呼é径 500 A 以

äõĈ抽出ÍhÉĂĈ用ºÜ肉厚値Ĉ算出ÍÜºāgÍÕ

下h肉厚 30 mm 以下ÞÍÕ}満水時å呼é径 300 A 以下h

ÂÙÜh算出Ïā肉厚値å配管両側ä肉厚ä合計値Ý¸āg

肉厚 20 mm 以下~
g

基本原理式Ĉ式⑴á示Ïg

精度}指示変動誤差~åh減肉Â十分検出ÝÃāþ¼áh

N ＝ KjN0je

一般的à公称肉厚Þ必要厚Ëä差ú測定時間Áÿh公称肉

-

μ pt

xxxxxxxxxxxxxx⑴

Nk 配管j保温材j水Ĉ透過ÍÕ放射線ä量}計
測値~

表

装置仕様
項

N0k配管j保温材j水àÍä放射線ä量}計測値~

目

仕

Kk 保温材h外装板h配管内流体áþā減衰率}設

様

材

質

炭素鋼，低合金鋼，ステンレス鋼

部

位

直管，曲管，レジューサ

定値~

μ k 配管ä放射線ä吸収係数}校正値~

対象配管
外
肉

径
厚

空配管

呼び径80 〜 500 A肉厚30 mm以下

満水配管

呼び径80 〜 300 A肉厚20 mm以下

ρk 配管ä密度
tk 配管肉厚}両側合計値~
放射線照射ļsŉĈ配管内á正三角形Ĉ形成Ïāþ¼

材

質

けい酸カルシウム（他の材質も対応）

外

径

710 mm以下

á照射ÍÜh式⑴ä基本原理式á基ÛºÜ厚Ë演算Þ角

外装板

鉄・アルミニウム

度補正Ĉ行ºhAhBhC ļsŉä厚Ë演算結果 tAhtBhtC

指示変動

公称肉厚の±2.0%以内（1.645σ）

Ĉ得āgtAhtBhtC å正三角形äÓĂÔĂ頂点ä厚Ë t1ht2h

校正精度

校正基準原器肉厚の±0.5%または±0.1 mmの
大きい方以内

保温材

使用線源

t3 Ĉ用ºÜ式⑵Ý表ąËĂhÉä式Ĉ解ºÜ式⑶áþĀh
t1ht2ht3 Ĉ算出Ïāg

137

Cs，60Co（10 MBq以下）

呼び径200 A以下肉厚10 mm以下：300s以内

tA=t1＋t2

呼び径500 A以下肉厚30 mm以下：400s以内

tB=t2＋t3

使用温湿度

0 〜 40 ℃，80%RH以下

tC=t3＋t1

質

配管設置部分：約6 kg

1点当たり測定時間

量

xxxxxxxxxxxxxxxxxx⑵

t1 ＝
}tA+tC-tB~
/2
t2 ＝
}tB+tA-tC~
/2

xxxxxxxxxxxxxx⑶

t3 ＝
}tC+tB-tA~
/2
外装板
保温材
配管

配管
C

γ線

外装板

水
検出器

保温材
線源

配管

t1

水

図

t3

検出器

基本原理

t2
線源

B

注 4WindowsXPk米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社

A

ä商標ôÕå登録商標
注 5Accessk米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社
ä商標ôÕå登録商標
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化áþā検出器ä感度変化àßÂ¸āÂh減衰補正hĥŖ
校正機能hđĶŔės補正機能Ý補正ËĂÜºāÉÞÁÿh

測定精度
.

指示変動（放射線計測値の統計変動誤差）

放射線計測特有ä誤差Ýh単位時間内á崩壊Ïāγ線ä

今後の課題

数å一定ä確率分布á従¼gÍÕÂÙÜh検出量å統計的
変動Ĉ持×hÉä変動Â測定誤差ÞÍÜ表ĂāgÉä誤差
å式⑷ä指示変動誤差Ý表ËĂh誤差Ĉ小ËÅÏāáåh

配管厚Ë測定装置ĈËÿá効果的à装置îÞ進化ÏāÕ
÷ä課題å次äÞÀĀÝ¸āg

放射線強度Ĉ大ÃÅÏāÁh測定時間Ĉ長ÅÏāg

⒜

Ǽt/t=K/
}Qjt~1/2 xxxxxxxxxxxxxx⑷
Ǽt/tk指示変動誤差

検証中ä水位検知解析ĦľıďĐċä実ŀŒŜı実証
試験Ĉ実施Íh実用化Ĉ図āg

Qk放射線強度}Bq~
⒝

tk測定時間
Kk放射線源核種h検出効率h測定厚ËÝ決ôā

現在h自動回転ċĨĬĪŊŜıå直管部á適用ÍÜ

ºāÂh今後å配管減肉Â多ºđŔŅ配管á適用ÝÃ

定数
表

配管内äĢĚsŔh残留冷却水ä影響àßåh検出

İsĨÁÿ判断ÍÜ対応ÏāÉÞÂ必要Ý¸Āh開発

ā冶具ä開発Ĉ推進ÏāgôÕh配管円周上ä測定Ö
ÇÝàÅ直進方向ä自動化áÚºÜøh開発Ĉ進÷h

áh代表的à測定条件Ýä指示変動誤差Ĉ示Ïg

配管厚Ë測定ä完全自動化測定Ĉ実現Ïāg
.

芯ぶれ誤差

⒞

水力発電所h食品h化学分野àßÁÿh配管内ä流
体ä密度h異物h付着物àßä測定ĴsģÂ¸Āh基

本装置å保温材ä外Áÿ測定部Ĉ取Ā付ÇāÉÞÁÿh
保温材ä中Ýh配管Â位置ÐĂĈ起ÉÍÜºāÞh放射線

本原理á従ÙÕ配管診断装置ä開発Þ実証試験Ĉ進÷

ļsŉÂÐĂÜh芯ìĂ誤差Â生Îāg測定時ä芯ìĂ量

āg

å不明Ý¸āÉÞÁÿh測定ÍÕ結果åhÉä誤差Ĉ考慮
ÍÜ評価Ïā必要Â¸āgÉä誤差å計算ÏāÉÞÂÝÃh

あとがき

火力ŀŒŜıÝä現地調査結果ÝåhÉä芯ìĂ量å最大
4 mm 以下Þ推定ÝÃāg図

Ý配管Â下側á 4 mm 芯ì

ĂÍÕ場合h呼é径 200 A 配管Ý肉厚 5 mm Ýåh芯ìĂ

小型j軽量ÁÚ被æÅ管理Â不要Ýh保温材ä上Áÿ配
管厚Ëä検出Â可能à配管厚Ë測定装置Ĉ開発ÍÕg

áþā厚Ë指示ä誤差å約 0.25 mm Þàā}表 ~
g

今後åh火力発電ŀŒŜıÝä実証試験Ĉ実施Íh配管

ôÕht1ht2ht3 ä芯ìĂ誤差åh加¾合ąÑāÞñò誤

減肉測定ä官庁îä報告İsĨá適用ÝÃāþ¼áÏāg

差å相殺ËĂÜºāÉÞÁÿh現在h各測定点äİsĨ分

ôÕh石油ŀŒŜıú化学ŀŒŜıä配管Ýh保温材Þ配

析Ĉ行ÙÜh芯ìĂ量ä推定Þ芯ìĂ誤差Ĉ補正ÏāċŔ

管ä間äËéàßáþā配管厚Ëä変化Ĉ測定ÍÕºÞº
¼Ĵsģø高ôÙÜÀĀh本装置Ýä実証試験Ĉ計画中Ý

ĝœģŉĈ開発中Ý¸āg
Óä他ä測定誤差ÞÍÜåh放射線強度ä減衰h環境変

¸āg
本装置äºÙÓ¼ä開発Ĉ進÷hŀŒŜıä安定稼動á

表

貢献Ïā所存Ý¸āg

指示変動誤差
測定厚さ（mm）

指示変動誤差 *1（mm）

5

±0.100

10

±0.140

15

±0.190

20

±0.260

測定条件

測定時間
300秒
測定ギャップ *2
260 mm

＊ 1 指示変動誤差：標準偏差の 1.645 倍（90％応答）
＊ 2 測定ギャップ：放射線源と検出部間距離

表

⑴

東泰彦. 日本保全学会第7回学術講演会要旨集. 2010, p.216220.

東

泰彦

配管減肉測定装置ä開発á従事g現在h富士電機

芯ぶれ誤差

株式会社生産統括本部東京事業所機器生産ĤŜ
t2

t3

−4 mm

0.249 mm

−0.117 mm

−0.117 mm

+4 mm

−0.258 mm

0.137 mm

0.137 mm

芯ぶれ量

参考文献

t1

Ĩs放射線装置部主席g
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鈴木

卓弥 ;HR\`H:\a\RP

相馬

伸一 :OPUPJOP:VTH

徳美 ;VR\TP5HNHZL

長瀬

都市ĕĢ警報器ä電池駆動áþāĜsĲŕĢ化Â強Å望ôĂÜºāgÓäÕ÷áåhŊĨŜĤŜĞä消費電力Ĉ現行品ä
1/1,000 以下áÏā必要Â¸āg大阪ĕĢ株式会社Þ富士電機åhMEMS}Micro Electro Mechanical Sytems~技術Ĉ駆使
ÍÜĤŜĞä薄膜化j微細化Ĉ図Āh検知ä瞬間äõ加熱Ïā間欠駆動ÞÏāÉÞÝhÉä超低消費電力化Ĉ実現ÍÕg現
在åh独立行政法人新đĶŔėsj産業技術総合開発機構}NEDO~ä助成事業次世代高信頼性ĕĢĤŜĞs技術開発
ŀŖġĐĘıá参画Íh長期信頼性Ĉ大規模ľČsŔĲįĢıáþĀ検証中Ý¸āg
There is a strong desire for utility gas alarms to be made cordless by battery operation. For this reason, the power consumption for
methane sensors must be made 1/1,000 th or lower than that of current products. Osaka Gas and Fuji Electric have achieved a sensor with
this ultra low power consumption by attempting to create a thin membrane and miniaturizing the sensor using MEMS (Micro Electro
Mechanical Systems) technology to drive the sensor intermittently to generate heat only at the instant of detection. Currently we are participating in the{Technological Development for a Next-generation Highly-reliable Gas Sensor|project, a New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO) grant project, and the long-term reliability of the sensor is being veriﬁed by large-scale ﬁeld tests.

まえがき
O2

約 400 ℃に

+CO2
H2O

CH4 加熱しないと

現 在h 家 庭 用 都 市 ĕ Ģ 警 報 器 ä 普 及 率 å 約 40 % Ýh

反応しない

⑴

1999 年以降ñò横æºä状況á¸āg現行ä都市ĕĢ警
報器å AC100 V 電源仕様Ý¸Āh台所ä高所á設置Íà

SnO2

e−

ÇĂæàÿàº制約Þ相ôÙÜh普及Ĉ阻害Ïā要因Þ

e−
e−

àÙÜºāgÓäÕ÷h都市ĕĢ警報器ä電池駆動áþā
ĜsĲŕĢ化Â強Å望ôĂÜºāgÕÖÍhÓĂáå現行
品ä 1/1,000 以下Þº¼hŊĨŜĤŜĞä超低消費電力化

e−

OH2−

O2−

O2−

O

SnO2

e−
e−

e−

e−

e−
e−

e−
e−

e−

e−

e−

e−
e−

e−

（高抵抗状態）

（抵抗減少）

（a）清浄空気中

（b）ガス雰囲気中

Â必要Ý¸āÕ÷h長期電池駆動化äĸsĲŔå非常á高
Åh夢ä技術ÞºąĂÜºÕg

図

半導体式ガスセンサの検知メカニズム

富士電機å 1980 年代Áÿ都市ĕĢ警報器ä開発j販
売 Ĉ 続 Ç ā Þ Þ ø áh Ġ œ Ĝ Ŝ 半 導 体 ä 設 計j 製 造 技
術 Ĉ ł s Ģ á Í Õ MEMS}Micro Electro Mechanical

従来äŊĨŜĤŜĞåh一般的á{焼結体型ĤŜĞ|¸

Sytems~応用ĤŜĞĈ開発ÍÜºāg本稿Ýåh大阪ĕ

āºå{ĹŔĘ型ĤŜĞ|Þ呼æĂÜºāøäÂ主流Ý¸

Ģ株式会社Þ共同開発Ĉ進÷Üºāh都市ĕĢ警報器ä

āgÉĂÿåĜčŔ状ä金属ĻsĨä周Āá SnO2 Ĉ主成

ĜsĲŕĢ化Ĉ実現Ïā MEMS ŊĨŜĤŜĞĈ紹介Ïāg

分ÞÍÕ感ĕĢ材料Ĉ焼結ËÑÕøäÝh微小化áþā消
費電力低減áå限界Â¸ÙÕg

背

景
.

.

従来技術

現実的à電池ĜĢıÝ都市ĕĢ警報器ä交換期限Ý¸ā

都市ĕĢ警報器用äŊĨŜĤŜĞáåh
酸化ÏÐ}SnO2~
Ĉ感ĕĢ材料ÞÍÜ用ºÕ半導体式ĕĢĤŜĞÂ広Å用º
ÿĂÜºāg図

コードレス都市ガス警報器に求められる要件

5 年間ä駆動Ĉ可能ÞÏāáåhŊĨŜĤŜĞä平均消費
電力Ĉ 0.1 mW 以下áÏā必要Â¸ā}ÉÉÝ平均消費電

áhÓä検知ŊĔĴģŉĈ示ÏgSnO2

力ÞåhĤŜĞ素子Àþé制御回路ä駆動á用ºāøäĈ

å n 形半導体Ý¸Āh電子ÂĖŌœċÝ¸āg清浄空気

º¼~
gÉä低消費電力化åh既存äŊĨŜĤŜĞá対Í

中Ýå酸素ä電子吸着áþĀ抵抗値Â高ÅàÙÜºāÂh

1/1,000 以下Þº¼革新的àøäÝ¸āg

ŊĨŜ}CH4~àßä可燃性ĕĢÂ¸āÞh吸着酸素Âĕ

Éäþ¼à超低消費電力化Ĉ実現ÍÚÚh日本ĕĢ機

ĢÞ反応ÏāÕ÷á SnO2 中äĖŌœċ濃度Â増加Íh電

器検査協会ä都市ĕĢ用ĕĢ警報器検査規程
}JIA E

気抵抗Â減少ÏāgÕÖÍh可燃性ĕĢä中Ýø反応性ä

001-07~Ĉ満足Ïā基本性能Þh5 年間ä長期信頼性Â求

低ºŊĨŜä場合hĤŜĞ素子Ĉ 400 ℃程度ä高温á加熱

÷ÿĂāg

Ïā必要Â¸āg
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ĺŔĢ加熱ÂÝÃāg
⑶

超低消費電力メタンセンサの開発

間欠駆動

.

ガスセンサの薄膜化

Āä時間å休止Ïā間欠駆動ÂÝÃāg
開発ÍÕ薄膜ŇčĘŖŊĨŜĤŜĞáÚºÜh図

大阪ĕĢ株式会社åh1980 年代ÁÿĕĢĤŜĞä薄膜
化ä研究Ĉ始÷h薄膜ä作製法ä一ÚÝ¸ā{RF ĢĺĬ

ĻsĨ消費電力Ĉh図

⒜á

⒝áĕĢ応答性Ĉ示Ïg図

⒜Ý

ĨœŜę法|áþĀhĳķŊsıŔŕłŔä微細構造Ĉ

åh定常状態ÝäĻsĨ消費電力ÞĤŜĞ表面温度}中心

制御Íh特殊à{ĳķ柱状構造|Ĉ持Ú SnO2 薄膜Ĉ作

部~Þä関係Ĉh図

製 Ï ā 方 法 Ĉ 開 発 Í Õg 図

áh Ó ä SEM}Scanning

供給ÍÕ際äĻsĨ加熱時間ÞĤŜĞ抵抗値Þä関係Ĉ示

Electron Microscope~観察像Ĉ示ÏgÉä薄膜Ýåh柱

ÍÜºāgÉĂÿä図ÁÿhĤŜĞĈ 400 ℃á加熱Ïāä

⒝ÝåhĻsĨá 30 mW ä電力Ĉ

状構造間áĕĢ分子Â拡散可能Ý¸āÕ÷高º感度Ĉ発現

á必要àĻsĨä消費電力å 30 mW 以下Þ低ÅhÁÚĤ

ÍhÁÚh結晶粒子Â安定Ý長期áąÕÙÜ感度Â変化Í

ŜĞäĕĢ応答å速ÅhąÐÁ数十 ms ÝŊĨŜá対Ïā

àºÞº¼特徴Ĉ持ÙÜºāg

感度}ĤŜĞ抵抗値ä空気中á対Ïā変化~Â発生ÍÜº

ËÿáhŊĨŜäõĈ選択的á透過Íh水素}H2~ú一

āÉÞÂ分ÁāgÉäþ¼áhĤŜĞĈ 400 ℃á加熱Ïā

酸化炭素}CO~
hċŔĜsŔàßä他ä可燃性ĕĢĈ燃焼

Õ÷ä消費電力Ĉ低減ÍhÁÚĕĢ応答性ä改善áþĀ短

除去Ïā性能Ĉ持Ú選択燃焼層Ĉh柱状構造 SnO2 薄膜ä

ĺŔĢ駆動Â可能ÞàÙÕÉÞÝh既存äŊĨŜĤŜĞá

上á積層ÍÜhŊĨŜá感度Â高Å選択性ø高º{薄膜Ŋ

対Í 1/1,000 以下ä平均消費電力Ĉ実現ÝÃÕg

⑵

ĨŜĤŜĞ|Ĉ開発ÍÕg
.

MEMS 技術による超低消費電力化

選択燃焼層

⑴スポット加熱：
数百 µｍの微小部のみ加熱

大阪ĕĢ株式会社Þ富士電機åh大阪ĕĢ株式会社ä薄
膜ŊĨŜĤŜĞĈłsĢáh富士電機Â保有Ïā MEMS

ＳｎＯ2 薄膜（図２の柱状構造）
薄膜ヒータ

センサ電極

⑶

薄膜ダイアフラム

技術Ĉ用ºh薄膜ŇčĘŖŊĨŜĤŜĞĈ共同Ý開発ÍÕg
á示Ïþ¼áh薄膜ĩčōľŒŉ上á薄膜ĻsĨj

図

Si 基板

SnO2 薄膜j選択燃焼層Ĉ積層ÍÕ新規構造ÞÍhĤŜĞ

（空洞部）
＜センサ断面図＞

ä駆動å検知ä瞬間äõ加熱Ïā間欠駆動ÞÍÜºāg
超低消費電力化äņčŜıåh次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĢņĬı加熱
薄Ë数 μm ä薄膜ĩčōľŒŉ上á薄膜ĻsĨĈ形成Ï

←人の毛髪

āÉÞÝh熱Â逃ÈáÅÅ数百 μm ä微小部äõĈ加熱Ý
従来品：常時加熱

⑵

スポット加熱による電力低減

ヒータ電力

Ãāg
短ĺŔĢ加熱
薄膜ĻsĨä直上á電気絶縁層Ĉ介ÍÜh熱容量ä小Ë
º SnO2 薄膜Ĉ形成ÍÜºāÕ÷á加熱応答性Â高Åh短

検知の瞬間のみ加熱し、
残りの時間は休止。
⑶間欠駆動

OFF
⑵短パルス加熱
＜センサ駆動パターン＞

図

薄膜マイクロメタンセンサの構造と駆動パターン

106

CO 100 ppm
400

センサ抵抗（Ω）

センサ表面温度（℃）

500

300
200
100

空気

105

H2 4,000 ppm

104
103

メタン 4,000 ppm

0
0

10

20

30

ヒータ電力（mW）

（a）ヒータ消費電力

102 −2
10

10−1

100

101

ヒータ加熱時間（s）

（b）ガス応答性

100 nm

図
図

SnO2 薄膜の SEM 観察像

薄膜マイクロメタンセンサのヒータ消費電力とガス応答性
（各ガス中でのセンサ抵抗の応答性）
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ÝåhĻsĨ加熱時間 = 数十 ms Ýå H2 À

図

ÁÿhŊĨŜ濃度á対ÍÜĕĢ感度Â増大ÍhŊĨ

Ŝ 2,000 ppm Ýä感度å 5 以上Ý¸āÉÞh一方hH2 ú

抗Â低º~
hÓä後hH2 Àþé CO ä感度Â逓減ÍÜºā

CO á対ÍÜåĕĢ感度ÂŊĨŜþĀø十分á低Å抑¾ÿ

}H2 中Àþé CO 中ä抵抗値Â上昇Í空気抵抗á近ÛºÜ

ĂÜºāÉÞhÍÕÂÙÜ都市ĕĢ警報器用äŊĨŜĤŜ

ºā~ÉÞÂ分ÁāgÉĂåhH2 Àþé CO åh数十 ms

ĞÞÍÜ十分à基本性能Ĉ達成ÍÜºāÉÞÂ分Áāg

以降á選択燃焼層Ý燃焼除去ËĂhSnO2 表面上á到達Ï
āĕĢ濃度Â逓減ÍÜºÅÕ÷Ý¸āg
.

長期信頼性

基本性能

都市ĕĢ警報器用äŊĨŜĤŜĞÞÍÜåh前述ä基本

都市ĕĢ警報器用äŊĨŜĤŜĞÞÍÜåh都市ĕĢä
主成分Ý¸āŊĨŜá対Ïā感度Â高ÅhÁÚ H2 ú CO

性能á加¾h交換期限Ý¸ā 5 年ä長期信頼性Â求÷ÿĂ
āg
富士電機åh独立行政法人新đĶŔėsj産業技術総合

àßä妨害ĕĢá対Ïā選択性Â必要Ý¸āg
áh開発ÍÕ薄膜ŇčĘŖŊĨŜĤŜĞäĕĢ感

開発機構}NEDO~ä助成事業{次世代高信頼性ĕĢĤŜ

度 特 性 Ĉ 示 Ïg ĕ Ģ 感 度 åh 清 浄 空 気 中 ä Ĥ Ŝ Ğ 抵 抗

Ğs技術開発}平成 20 年度v 23 年度~
|ŀŖġĐĘıá

値}Rair~ÞĕĢ存在下äĤŜĞ抵抗値}Rgas~ä比率

参画Íh長期信頼性ä確立Ĉ目指ÍÜºāgÉäŀŖġĐ

図

ĘıÝåh大規模ľČsŔĲįĢıÞÓäİsĨá基ÛÅ

}Rair/Rgas~Ý定義Ïāg

ŒŅÝä加速評価áþĀh寿命 5 年以上ä÷ßĈ付Çā
⑴

ÉÞĈ目標ÞÍÜºāg大規模ľČsŔĲįĢıÝåh多
様à設置環境áÀÇāİsĨĈ取得ÏāÕ÷h設置Ğčı
100
ガス感度（Rair/Rgas）

特 集

þé CO Ý感度Â出ÜºāÂ}空気抵抗á対ÍĕĢ中抵

ä条件ÞÍÜh①地域}気候~
h②住宅形態h③家族構成h
④建築年}建材h塗料~Â広Å網羅ËĂāþ¼á配慮ËĂ
Üºāg図
メタン

áh大規模ľČsŔĲįĢıä設置地域Ĉ示

Ïg

10

Éä大規模ľČsŔĲįĢıåh2008 年度á 400 台h
2009 年度á 200 台h2010 年度á 60 台Ĉ投入Íh現在h最

H2

長Ý 2.5 年äľČsŔĲİsĨÂ取得ÝÃÜºāgôÕh

CO

ÉäİsĨá基ÛÅ加速評価手法ä構築ø予定通Ā進ĉÝ

1
100

1,000

10,000

ガス濃度（ppm）

ÀĀhŀŖġĐĘı完了時ôÝá寿命 5 年以上á相当Ïā
長期信頼性İsĨÂ得ÿĂā見込õÝ¸āg

図

薄膜マイクロメタンセンサのガス感度特性

寒冷地域

日本海側

温暖地域

太平洋東

太平洋西
（a）現行品（AC 電源仕様） （b）コードレス品（電池駆動）

図

大規模フィールドテストの設置地域
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次世代高信頼性ĕĢĤŜĞs技術開発基本計画.

都市ガス警報器への適用

⑵

Ohnishi, H. et al. High Sensitive Methane Sensor, Pro-

ŊĨŜĤŜĞä開発Þ並行ÍÜhÉäĤŜĞĈ搭載ÍÕ
ĜsĲŕĢ都市ĕĢ警報器ä検討Ĉ進÷Üºāg
図

áh都市ĕĢ警報器ä外観Ĉ現行品ÞĜsĲŕĢ

}1994~1-15.
⑶

Suzuki, T. et al. Sensors and Actuators B : Chemical. 2005,

vol.109, p.185-189.

品áÚºÜ示ÏgĜsĲŕĢ品åh現行品Þ設置面積å同
等Ýh薄型äÏÙÃĀÞÍÕ外観ÞàÙÜºāgĜsĲŕ
Ģ品ä都市ĕĢ警報器ÞÍÜä基本仕様å現行品Þ同等Ýh

鈴木

ĕĢ漏Ăj不完全燃焼j火災Ĉ検知Ïāg

電子ĤŒňĬĘĢä研究h薄膜ŊĨŜĤŜĞä開

卓弥

発á従事g現在h富士電機株式会社技術開発本部

あとがき

製品技術研究所計測技術開発ĤŜĨsĤŜĞİĹ
čĢ開発部ŇĶsġŌsg日本ĤŒňĬĘĢ協会
会員g

本稿Ýåh富士電機Â得意ÞÏā MEMS 技術Ĉ駆使Í
ÕĜsĲŕĢ都市ĕĢ警報器用ŊĨŜĤŜĞĈ紹介ÍÕg

相馬

伸一

本ĤŜĞä量産化Ĉ早期á実現Íh家庭用都市ĕĢ警報

計測機器向ÇĤŜĞ開発á従事g現在h富士電機

器ä普及Ĉ図ĀhđĶŔėsä安全à利用á貢献ÍÜºÅ

株式会社技術開発本部製品技術研究所計測技術開

所存Ý¸āg

発ĤŜĨs長g精密工学会学会会員g

本研究ä一部åh独立行政法人新đĶŔėsj産業技術
総合開発機構}NEDO~áþā{次世代高信頼性ĕĢĤŜ
Ğs技術開発|ŀŖġĐĘıÀþé大阪ĕĢ株式会社Þä

長瀬

共同研究ä支援ä下á行ÙÜºāg関係各位á謝意Ĉ表Ï

ĕĢĤŜĞÞĕĢ警報器ä開発j設計á従事g現

āg

在h富士電機株式会社東京事業所機器生産ĤŜĨs

徳美

ľĊčŜįĬĘ機器部主任g

参考文献
⑴

独立行政法人新đĶŔėsj産業技術総合開発機構}NEDO~
.
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環境放射線モニタリング設備の震災対策
特 集
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前川
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環境放射線ŋĴĨœŜę設備åh原子力施設周辺ä環境放射線量Ĉ 24 時間 365 日絶¾間àÅ測定h監視ÏāĠĢįŉÝ
¸Āh地震àßä震災発生時Ýø機能Í続ÇāÉÞÂ求÷ÿĂāg富士電機åh無線装置áþā伝送路ä多重化úĹĬĘ
ċĬŀ電源ä導入h免震構造ä局舎h機器ä耐震評価àßáþĀh震災îä対策Ĉ行ÙÜºāgËÿáh半導体検出器Ĉ採
用ÍÕ可搬型ŋĴĨœŜęņĢıú定置式ŋĴĨœŜęņĢıÞ同等機能Ĉ実装ÏāŋĴĨœŜęĔsĈ開発Íh電源ú伝
送路äàº場所Ýø測定h監視Â可能à設備Ĉ提供ÍÜºāg
Environmental radiation monitoring system continually measures and monitors the amount of environmental radiation around nuclear
facilities 24-hours a day, 365-days a year. These systems must continue to function even when a disaster occurs such as an earthquake. Fuji
Electric takes countermeasures for earthquakes by duplicating transmissions lines with land radio equipment and installing backup power
supplies, seismically isolated monitoring posts, and seismically evaluated equipment. Furthermore, we have developed new portable monitoring
posts equipped with semiconductor detectors and monitoring cars equipped with the same functions as stationary monitoring posts, and we
can supply equipment that makes measuring and monitoring possible without power supplies or transmission lines.

ŕŊsĨĠĢįŉáþĀ構成ËĂāg付帯設備ÞÍÜh持

まえがき

運éÂ可能Ý屋外á設置ÝÃā可搬型ŋĴĨœŜęņĢı
原子力施設向Ç環境放射線ŋĴĨœŜę設備}野外ŋĴ
ĨœŜę設備~åh原子力施設周辺ä環境放射線量Ĉ 24

úh計測機器Ĉ搭載Í走行ÍàÂÿ測定ÝÃāŋĴĨœŜ
ęĔsÂ¸āg

時間 365 日連続ÍÜ測定h監視ÏāĠĢįŉÝ¸āg
測定Ïā環境放射線量åh｢原子力災害対策特別措置法｣

震災対策

Ý定÷ā{原子力事業所ä区域境界付近áÀºÜ基準以上
ä放射線量Ĉ検出ÍÕ場合h原子力防災管理者îä通報ä
義務|á該当ÏāİsĨÝ¸Āh野外ŋĴĨœŜę設備å

震災áþĀ野外ŋĴĨœŜę設備Â被災ÍÕ場合h想定
ËĂā被害Ĉ次á示Ïg

⑴

原子力発電所ä運転á関ąā重要àĠĢįŉÝ¸āg

⒜

斜面崩落áþāİsĨ伝送路ä切断

一方h定常時áÀºÜåh近隣住民åøÞþĀ国民á対

⒝

配電設備被災áþā電源系統ä切断

ÍÜ原子力施設ä健全à運転状況ĈčŜĨsĶĬıàßĈ

⒞

地震ä揺Ăáþā局舎ú機器ä損壊

介ÍÜ情報公開ÍÜÀĀhPA}Public Acceptancek原子
力政策ä社会的受容~促進ä側面ø兼ã備¾āg

ÉĂÿä状況下áÀºÜø監視機能Ĉ継続ÏāÕ÷ä取
組õĈ次節以降á示Ïg

原子力発電所åh燃料ä再利用Â可能Ý¸āÉÞú CO2
ä排出量Â少àºÉÞÁÿh米国úċġċĈåÎ÷ÞÏā

.

伝送路の多重化

世界各国Ý推進Ïā機運Â高ôÙÜºÕgÍÁÍh東日本

ŋĴĨœŜęņĢı}局舎~Áÿ中央制御室ôÝäİs

大震災ä発生áþĀh原子力đĶŔėsĈ取Ā巻Å状況å

Ĩ伝送áåh光ĚsĿŔĈ採用ÍÜºāg光ĚsĿŔÂ切

変化ÍÜÃÜºāg特á原子力発電所ä安全対策á注目Â

断ÍÕ場合h監視機能Â喪失ÏāÕ÷h主á衛星携帯電話

集ôÙÜÀĀh野外ŋĴĨœŜę設備áå被災時ø継続Í

ĈĹĬĘċĬŀÞÍÜ導入ÍÜºÕÂh2007 年 7 月á発

Ü環境放射線量Ĉ測定Í続ÇāÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg
本稿Ýåh野外ŋĴĨœŜę設備áÚºÜh震災発生時

生ÍÕ新潟県中越沖地震Ĉ踏ô¾h震災時ä状況Ĉ考慮Íh
次ä観点Áÿ最適à無線装置Ĉ再検討ÍÕg

áÀºÜø測定h監視Ĉ継続ÏāÕ÷ä震災対策áÚºÜ

⒜

紹介Ïāg

⒝

通話ä集中áþā通信規制ä影響Ĉ受ÇàºÉÞ
低指向性äċŜįĳÝ¸āÉÞ
}地震áþāċŜįĳä傾Ãá耐¾ÿĂāÉÞ~

野外モニタリング設備の概要

⒞

積雪ú豪雨時Ýø使用ÝÃāÉÞ

⒟

遮蔽}地形ú樹木~ä影響Ĉ極力受ÇàºÉÞ

野外ŋĴĨœŜę設備åh原子力施設内}監視区域境界

⒠

設置場所Â狭小äÕ÷小型Ý¸āÉÞ

線付近~Àþé施設外}近隣ä市町村~áÜ環境放射線ú

⒡

堅牢}Çĉă¼~
h長寿命Ý¸āÉÞ

気象Ĉ測定Ïā定置型ŋĴĨœŜęņĢıh中央制御室Ý
指示j記録Ĉ行¼監視ĠĢįŉÀþéİsĨ伝送Ĉ行¼į
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用ä無線装置Ĉ開発ÍÕgÉä無線装置åh河川管理àß
Ý実績ä¸ā 400 MHz 帯ä小型陸上無線装置ĈłsĢá

.

免震局舎の採用

定置型ŋĴĨœŜęņĢıåh図

á示Ïþ¼á局舎構

ĢĨŇčģĈ施ÍÜºāgôÕh点検áþā停止期間Ĉ最

造ÞàÙÜÀĀh原子力施設内}監視区域境界付近~ú近

小限áÏāÕ÷h定期交換部品Ĉ容易á交換ÝÃāþ¼á

隣ä市町村á設置ËĂāg内部áå放射線検出器h測定部h

改良ÍÜºāgįŕŊsĨ装置Þä接続åhRS-232C 規

ĩĢıŋĴĨh気象観測設備ÀþéįŕŊsĨ装置Â実装

格Ĉ採用ÍÜÀĀh稼動中ä旧型野外ŋĴĨœŜę設備á

ËĂāg地震áþā局舎ä倒壊ú機器ä損壊Ĉ軽減ÏāÕ

ø接続Ĉ可能ÞÍÜºāg

÷ä対策ÞÍÜh局舎á免震構造Ĉ採用ÍÕg図

現在h原子力発電所内Ýä伝播}Ýĉç~試験ôÝ完了
ÍÜÀĀh2011 年度中á完成Ïā予定Ý¸āg 表
線装置ä諸元Ĉh図
.

áh免

震部}局舎下部~ä構造Ĉ示Ïg

á無

á現地伝播調査ä状況Ĉ示Ïg

電源のバックアップ

ŋĴĨœŜęņĢıä電源åh所内ä配電設備Áÿ架空
線Ý配電ËĂÜºāg配電設備ú電柱j電線Â被害Ĉ受Ç
āÞ電源ä供給Â絶ÕĂāÉÞÁÿhŋĴĨœŜęņĢı
局舎側áĹĬĘċĬŀ用電源Ĉ配備Ïā必要Â¸āg富士
電機ÝåhĹĬĘċĬŀ時間ú装置ä電源容量á応ÎÜh
無停電電源装置Þ発動発電機Ĉ併用ÍÜ電源Ĉ確保ÍÜº
āg図

表

áhĹĬĘċĬŀ電源装置ä据付Ç状況Ĉ示Ïg
バックアップ電源装置の据付け状況

図

定置型モニタリングポスト（免震局舎）の外観

図

免震部（局舎下部）の構造

無線装置の諸元
項

目

仕

使用周波数帯

様

400 MHz帯

発振方式

シンセサイザ方式

変調方式

周波数変調方式

電波型式
空中線型式

F2D，F3E
八木型（400 MHz帯，50Ω）

通信方式

半二重通信

符号方式

NRZI等長符号方式

同期方式

非同期

伝送速度

1,200 kbits/s

符号構成

JIS X5203

図

図

無線装置の現地伝播調査状況
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耐加速度試験（機器類）の条件および確認方法

特 集

振動
周波数
加振試験
条件

共振振動数が33 MHz以上のときは33 Hz
共振振動数が33 MHz未満のときはその振動数
鉛

直

29.4 m/s2（2,940 Gal）

水

平

29.4 m/s2（2,940 Gal）

加速度
振動方向

水平（前後，左右）
，垂直（3軸方向）

加振時間

120s（各軸方向）

™加振前後に器具に損傷がないこと
™加振前後に誤動作・誤不動作がないこと
™加振前後に許容誤差範囲内にあること

確認項目

図

表

耐加速度試験状況

可搬型モニタリングポストの仕様比較
項

目

半導体式（新型）

NaI（Tl）シンチレーション式（従来型）

シリコン半導体検出器

NaI（Tl）シンチレーション検出器（ワイドレンジ）

測定線種

γ線

γ線

測定範囲

102 〜 108 nGy/h

検出器

低線量域：10 〜 5×105 nGy/h
高線量域：3×105 〜 108 nGy/h

線量率測定精度

±20%（0.1μGy/h以上，137 Cs基準）

エネルギー範囲

60 keV 〜 3 MeV

低線量域：50 keV 〜 3MeV
高線量域：50 kev以上

±30%，60 keV 〜 3MeV（137Cs基準）

低線量域：±20%（50 〜 100 keV未満）
±10%（100 keV 〜 3 MeV）
高線量域：−50 〜 +25%（50 〜 100 keV）
−10 〜 +20%（100 〜 400 keV）
±10%（400 keV 〜 3 MeV）

エネルギー特性

方向特性

±10%（137Cs基準）

±20%，
（0 〜±90°
）

表示器

12.1インチ

±20%，
（0 〜±90°
）

TFTカラー LCD

な

し

データ記録

線量率1分値を1か月保存可能

線量率1分値を1週間保存可能

データ伝送

Ethernet* 出力（衛星携帯電話と組合せ可能）

RS-232C出力

＊ Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

ĢıĈ開発ÍÕg
.

実装機器の耐震評価

表

中央制御室á設置Ïā野外ŋĴĨ監視盤ä実装機器áÚ

á半導体式}新型~Þ NaI}Tl~ĠŜĪŕsĠŐŜ

式}従来型~ä仕様比較Ĉh図

á半導体式可搬型ŋĴĨ

ºÜh耐加速度試験áþā耐震評価Ĉ行ºh全Ü問題àº

œŜęņĢıä外観Ĉ示Ïg測定精度hđĶŔės特性h

ÉÞĈ確認ÍÜºāg 表

á耐加速度試験}機器類~ä

方向特性á若干差Â¸āøää従来型Þ同様áh事故発生

á耐加速度試験状況Ĉ示Ïg

時á想定ËĂā線量率 105 μGy/h}108 nGy/h~ôÝ測定可

条件Àþé確認方法Ĉh図

能Ý¸Āh定置型ŋĴĨœŜęņĢıÂ使用ÝÃàº場合
.

可搬型モニタリングポスト

Ýø代替測定装置ÞÍÜ使用ÝÃāgôÕh鉛蓄電池ú無

可搬型ŋĴĨœŜęņĢıåh被災時ú原子力災害発生

線装置Ĉ追加実装ÏāÉÞÝh電源ú伝送路äàº場所Ý

時áÀºÜ緊急äŋĴĨœŜęÂ必要ÞàÙÕ場合h測定

ø遠隔Ý測定j監視Â可能Ý¸āg測定İsĨä伝送用Þ

場所á持×込ĉÝ測定Ïā設備Ý¸āg人力Ý設置ÏāÕ

ÍÜ Ethernet 出力Ĉ実装ÍÜÀĀh設置環境á適ÍÕ各

÷ä軽量化Þh定置型ŋĴĨœŜęņĢıÞ同等ä測定性

種無線装置Þä接続Ĉ可能ÞÍÜºāg

注

能ÞÂ同時á求÷ÿĂāg従来h富士電機Ýå NaI}Tl~
ĠŜĪŕsĠŐŜ検出器 1 台Ý低線量域}ĺŔĢ測定~Á

測定値ä受信ĠĢįŉáåh軽量ĜŜĺĘıàķsı
ĿĬĘ型ĺĦĜŜĈ導入ÏāÉÞÝh発電所Â被災ÍÕ際

⑵

ÿ高線量域}電流測定~Ĉ測定ÏāŘčĲŕŜġ型Ĉ採用

øēľĞčıĤŜĨsú仮設防災拠点ÁÿhľŕĖĠĿŔ

ÏāÉÞÝh機器Ĉ削減Í軽量化Þ性能Ĉ両立ÍÜºÕg

ÁÚœċŔĨčŉá測定値ä遠隔監視Â可能Ý¸āg

Ëÿàā軽量化Þ長期運転îäĴsģá対応ÏāÕ÷h軽
量h省電力ä半導体検出器Ĉ用ºÕ可搬型ŋĴĨœŜęņ
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特 集

図

半導体式可搬型モニタリングポストの外観

図

モニタリングカーの内部

図

モニタリングカーの外観

図

簡易型モニタリングポストの外観

発ÍÕgĹĬĘęŒďŜĲŕłŔÁÿ 105 nGy/h Ĉ測定Ï
.

モニタリングカー

ā NaI}Tl~ĠŜĪŕsĠŐŜ検出器 1 台Þ測定á必要最

ŋĴĨœŜęĔsåh貨物用ıŒĬĘúŘŜŅĬĘĢ
ĔsĈ改造Íh測定機器Ĉ搭載ÍÕ設備Ý¸āg富士電機

小限ä機能Ĉ実装ÏāÉÞÝh価格Þ寸法j質量Ĉ抑¾Õg
検出器ú計測部本体åh原子力発電所Ý使用ËĂā定置型

åhNaI}Tl~ĠŜĪŕsĠŐŜ検出器Þ計測部}ĠŜę

ŋĴĨœŜęņĢıÞ同等品Ĉ採用ÏāÉÞÝh測定性能

ŔĪŌŜĶŔċĳŒčğ機能内蔵~Ĉ用ºÕþ¼素àßä

ø確保ÍÜºāg図

特定核種測定機能h高線量域Ĉ測定Ïā電離箱検出器h放

観Ĉ示Ïg

áh簡易型ŋĴĨœŜęņĢıä外

射性ĩĢı測定装置Ĉ実装ÍÕŋĴĨœŜęĔsĈ開発Í
Õg従来äŋĴĨœŜęĔsåh車載ĢŃsĢá制限Â¸

今後の取組み

Āh簡易的à測定装置Ĉ実装ÏāøäÂ主流Ý¸ÙÕÂh
大型車Ĉ採用ÏāÉÞÝ定置型ŋĴĨœŜęņĢıÞ同性

東日本大震災Ýåh津波áþĀÁÚÜ経験ÍÕÉÞäà

能j同機能品Ĉ実装ÍhþĀ精度ä高º測定Ĉ実現ÍÕg

º被害Â発生ÍÕg野外ŋĴĨœŜę設備åh定置型ŋĴ

ôÕh無線装置Ĉ介ÍÜ防災拠点áİsĨĈ伝送ÏāÉÞ

ĨœŜęņĢıÂ基本Ý¸āgÍÁÍh¸ÿüā被災Ěs

Ýh遠隔地ÝøœċŔĨčŉá状況Ĉ把握ÝÃāþ¼áÍ

ĢĈ想定ÍÕ場合h可搬型ŋĴĨœŜęņĢıä整備Â必

Õg図

要Ý¸Āh導入ä推進áå性能向上Â重要Ý¸āg具体的

áŋĴĨœŜęĔsä外観Ĉh図

á内部Ĉ示Ïg

à取組õÞÍÜh半導体検出器ä採用Ĉ軸áh質量ä大Ã
.

簡易型モニタリングポスト

º鉛蓄電池ÁÿœĪďŉčēŜ電池îä変更ú太陽電池Ĉ

震災発生時åh原子力施設Â立地Ïā近隣ä市町村ÖÇ

実装ÏāÉÞÝhËÿàā軽量化Þ長期運転Ĉ両立Ïā製

ÝåàÅh広範囲Ýä環境放射線量ä測定Â必要Ý¸āg

品ä開発Ĉ推進Ïāg簡易型ŋĴĨœŜęņĢıáÚºÜ

富士電機ÝåhĜŜĺĘıà筐体}Ãý¼Õº~ÞÓä

åh低価格化Ĉ推進ÍhËÿàā普及Ĉ図āÉÞÝh原子

上部á検出器Ĉ実装ÍÕ簡易型ŋĴĨœŜęņĢıĈ開

力施設周辺äþĀ緻密à環境放射線量ä測定Ĉ推進Ïāg
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前川

修

特 集

放射線機器 ･ 監視ĠĢįŉäđŜġĴċœŜę業

本稿Ýåh原子力施設h特á原子力発電所ä安全j安心
Ĉ確保ÏāÕ÷ä野外ŋĴĨœŜę設備áÚºÜhÉĂô

務á従事g現在h富士電機株式会社đĶŔės事
業本部原子力 ･ 放射線事業部放射線ĠĢįŉ統括
部放射線ĠĢįŉ部課長補佐g

Ýä震災対策状況áÚºÜ紹介ÍÕg今後åh定置型ŋĴ
ĨœŜęņĢıäËÿàā信頼性向上Þ緊急時ŋĴĨœŜ
ęĠĢįŉä開発á注力Íh放射線ŋĴĨœŜę機能ä強

宮入

岳

化Ĉ図āÉÞÝ原子力đĶŔės利用ä信頼性向上á貢献

放射線ŋĴĨä開発 ･ 設計業務á従事g現在h富

Ïā所存Ý¸āg

士電機株式会社生産統括本部東京事業所機器生産
ĤŜĨs放射線装置部課長補佐g
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解説 1 MEMS
MEMS ä構造体形成技術ÞÍÜåhSi 基板àßä表面
上á積層構造物Ĉ形成ÏāĞsľĐĢjŇčĘŖŇĠĴŜ

ŜĞhċĘĪŎđsĨh電子回路àßä多様à機能Ĉ集積

ęÞh深堀ĀđĬĪŜę技術Ĉ利用ÍÜ Si 基板自体Ĉ加

化ÍÕİĹčĢàßä総称Ý¸Āh日本Ýå以前áåŇč

工Í構造物Ĉ形成ÏāĹŔĘjŇčĘŖŇĠĴŜęÞÂ¸

ĘŖŇĠŜÞ呼æĂÜºÕ分野Ý¸āg

āg最近ôÝ LSI 技術á近ºĞsľĐĢjŇčĘŖŇĠ

加工Ïā素材åËôÌôÖÂh代表的àøäÞÍÜåĠ

ĴŜęÂ主流Ý¸ÙÕÂh深堀ĀđĬĪŜęúďĐsĸ

œĜŜ}Si~ďĐsĸúĕŒĢďĐsĸàßÂ¸āgLSI

接合àß MEMS 特有äŀŖĤĢ技術ä発展áþĀhĹŔ

}Large Scale Integrated Circuit~製造Þñò同一ä設備

ĘjŇčĘŖŇĠĴŜęÂ主流ÞàÙÜÃÜºāg

Ĉ使用Í製造ÏāÉÞÂÝÃā反面hďĐsĸ接合工程h

MEMS İĹčĢä代表的à例ÞÍÜh加速度ĤŜĞh

数百 μm ŕłŔä深堀ĀđĬĪŜę工程h立体形状ú可動

圧力ĤŜĞhčŜĘġĐĬıŁĬĲhġŌčŖĢĜsŀà

構造Ĉ形成ÏāÕ÷ä工程àßå LSI áåàº工程Ý¸

ßÂ¸āg

ĀhMEMS 独自ä設備Â必要Ý¸āg

解説 2 原単位
原単位ÞåhđĶŔės使用量Ĉh
{生産数量ôÕå建

一Úä数量Ý表ÏÉÞåÝÃàºg工場全体ä原単位Ýøh

物床面積Óä他đĶŔės使用量Þ密接à関係Ĉ持Ú値|

ÉĂĈ低減á向ÇÜ管理Íþ¼ÞÏĂæÓä構成要素áË

Ý除ÍÕøäÝhđĶŔės管理ä指標ÞàāøäÝ¸āg

ÁäòÙÜ解析ÏāÉÞÂ必要ÞàāÕ÷h製品別h工

ÉĂåh生産量ú建物面積Â増¾ĂæđĶŔėsä消費ø

程別ä原単位Ĉ管理ÏāÉÞáàāgËÿáh燃料h電力h

増¾āÞº¼ÉÞĈ前提ÞÍÜ指標ÞÍÕøäÝ¸āg
ÉÉÝº¼{生産数量ôÕå建物床面積Óä他đĶŔ
ės使用量Þ密接à関係Ĉ持Ú値|Þåh工場Ý¸Ăæ作

用水àßđĶŔėsä種別¸āºå用途別á原単位Ĉ把握
ÍÜhÉĂÞ生産量h歩留Āh生産機械ä性能Þä関連ä
解析Â必要áàāg

ā製品ä個数ú重量àßÝ¸āg建物Ý¸Ăæ延床面積Â
採ÿĂāÉÞÂ多ºÂhÓĂÔĂä工場h事業場ÝÓĂá

参考文献

¸ÙÕ量Ĉ採用ÏāÉÞÂ必要Ý¸āg

⑴ {省đĶŔės用語集|
. 財団法人省đĶŔėsĤŜĨs .

工場全体ä省đĶŔės指標ÞÍÜä原単位åh全体ä
đĶŔės量Ĉ全体ä生産数量Ý除ÍÕ数値ÞàāgÍÁ

httpk//www.eccj.or.jp/qanda/term/kana̲ke.html#04.
.
}参照 2011-08-02~

Íh多種類ä製品Ĉ作ā工場Ýåh工場全体ä生産数量Ĉ

解説 3 シーケンス制御とモーション制御
ĠsĚŜĢ制御åh
{¸ÿÁÎ÷定÷ÿĂÕ順序又å手
続Ãá従ÙÜ制御ä各段階Ĉ逐次進÷ÜºÅ制御|Ý¸ā

ä厚õĈ均一áÏā圧延機úĞsŅŀŕĢàßä制御Ĉ高
速j高精度á行¼øäÝ¸āg

}JISk日本工業規格~
g例¾æh操作指令áþĀ一連ä動

実際ä工場ä生産ŒčŜú鉄鋼ŀŒŜıÝåhĠsĚŜ

作Ĉ行¼ļŔäđŕłsĨú自動車洗車機àßä設備h自

Ģ制御ÞŋsĠŐŜ制御ä組合ÑÝĠĢįŉĈ実現ÏāÉ

動化Â要求ËĂā食品hàÿéá自動車àßĈ製造Ïā工

ÞÂ一般的ÞàāgÉä場合h従来åĠsĚŜĢ制御Þ

場ä生産ŒčŜ設備àßä制御Ĉ行¼øäÝ¸āg

ŋsĠŐŜ制御ĈÓĂÔĂä CPU ŋġŎsŔÝ実行ÍÜ

ŋsĠŐŜ制御åhĞsŅċŜŀúčŜĹsĨàßä駆

ºÕÂh最近ÝåhŇčĜŜàßäİĹčĢä性能向上á

動機器áþĀh複数äŋsĨĈ動作ËÑÜ高度à同期制御

þĀhĠsĚŜĢ制御ÞŋsĠŐŜ制御Ĉ一Úä CPU ŋ

Ĉ行¼g例¾æh複数ä色Ĉ重ã合ąÑā印刷機ú接着位

ġŎsŔÝ実行ÏāÉÞÂ可能ÞàÙÜÃÜºāg

置Ĉ合ąÑā包装機hàÿéá鉄鋼ŀŒŜıáÀºÜ材料
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解 説

一般á MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~Þ
åh半導体ä微細加工技術Ĉ応用ÍÜh機械要素部品hĤ
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解説 4 ドリフト性能
Ĳœľı性能åh安定性Þø表ËĂā性能指標ÝĕĢ分

課題ÞàÙÜÅāg

析計ä性能指標ÞÍÜ重要à要素ä一ÚÝ¸āg通常hĥ

赤外線ĕĢ分析計äĲœľıä発生要因áåh内的要因

解 説

ŖĲœľı}ĥŖ点ä安定性~ÞĢĺŜĲœľı}測定ŕ

Þ外的要因Â¸āg内的要因áåh温度変化úÓĂáþā

Ŝġ相当濃度á対Ïā感度ä安定性~Ĉº¼gÉĂÿåh

供給電源変動Â引Ã起ÉÏ赤外線光源光量ú検出器感度ä

1 日h1 週間h1 Á月àßh¸ā一定期間内äĥŖ点ôÕ

変動hàÿéá長期的à部品ä劣化áþā光源光量ä低下

åĢĺŜä変動量Ĉ測定ŕŜġá対Ïā割合ÞÍÜ表現Ï

ú検出器感度ä変化àßÂ挙ÈÿĂāg外的要因áåh測

āøäÝ¸āg測定ŕŜġä低濃度化Ĉ進÷āñßh相対

定ĕĢ中ä汚染物}ĩĢıúňĢıàß~áþāh試料Ĥ

的áĲœľı性能Â劣化ÏāÕ÷hĲœľı性能ä向上Â

Ŕä窓ú壁面ä汚染Â挙ÈÿĂāg

解説 5 表示付認証機器
表示付認証機器Þåh使用時ä被æÅ線量Â十分少àÅ
àāþ¼á設計j品質管理ÍÜºāÉÞáÚºÜh文部科
学省¸āºå文部科学省ä認定ÍÕ機関Áÿ認証ËĂÕÉ
ÞĈ設計認証印Ý表示ÍÕ機器Ý¸āg
放射線同位元素
áþā放射線障害ä防止á関Ïā法律Ý規定ËĂÜºāg

図
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表示付認証機器の設計認証印の例
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略語（本号で使った主な略語）
ACC

Automatic Combustion Control

自動燃焼制御

BEMS

Building and Energy Management System

ļŔđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

CEMS

Cluster Energy Management System

地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

CIP

Cleaning in Place

洗浄工程

CPM

Control Performance Monitoring

制御性能監視

DCS

Distributed Control System

分散型監視制御ĠĢįŉ

EMS

Energy Management System

đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

EUC

End User Computing

FEMS

Factory Energy Management System

FFSK

Filtered Frequency Sift Keying
Highway Addressable Remote Transducer
Home Energy Management System

HMI

Human Machine Interface

家庭内đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

IDC

Internet Data Center

čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs

IEC

International Electrotechnical Commission

国際電気標準会議

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

米国電気電子学会

ISA

International Society of Automation

KPI

Key Performance Indicator

MEMS

Micro Electro Mechanical Sytems

MES

Manufacturing Execution System

MPC

Model Predictive Control

OPC

OLE for Process Control

PHV

Plug-in Hybrid Vehicle

PIM

Platform Independent Model

PLC

Programmable Logic Controller

PoE

Power over Ethernet

PSM

Platform Speciﬁc Model

微小電気機械ĠĢįŉ
ŋİŔ予測制御

PSO

Particle Swarm Optimization

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and

化学物質ä登録h評価h認可Àþé制限á関Ïā

Restriction of Chemicals

EU}欧州連合~ä規則

Retail Energy Management System

店舗流通đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

REMS

RoHS 指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment
SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SEM

Scanning Electron Microscope

SFC

Sequential Function Chart

SHM

Structural Health Monitoring

TCO

Total Cost Ownership

電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制限
áÚºÜä EU}欧州連合~ä指令
走査型電子顕微鏡
構造ŋĴĨœŜę
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HART
HEMS

工場đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ
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商

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
Access

米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商標ôÕå登録商標

Bluetooth

米国 Bluetooth SIG, INC. ä商標ôÕå登録商標

Citect

ēsĢıŒœċ Ci Technologies Pty. Limited ä商標ôÕå登録商標

Ethernet

富士ĥŖĭĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

Excel

米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商標ôÕå登録商標

FOUNDATION フィールドバス

ľČsŔĲĹĢ協会ä商標ôÕå登録商標

HART

米国 HART Communication Foundation ä商標ôÕå登録商標

iFIX

米国 General Electric Company ä商標ôÕå登録商標

InTouch

米国 Invensys plc ä商標ôÕå登録商標

MODBUS

ľŒŜĢ Schneider Automation, Inc. ä商標ôÕå登録商標

PROFIBUS

PROFIBUS User Organization ä商標ôÕå登録商標

PROFIBUS-DP

PROFIBUS User Organization ä商標ôÕå登録商標

商 標

Visio

米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商標ôÕå登録商標

WindowsXP

米国 Microsoft Corporation ÀþéÓä関連会社ä商標ôÕå登録商標

WirelessHART

米国 HART Communication Foundation ä商標ôÕå登録商標

Óä他ä会社名h製品名åhÓĂÔĂä会社ä商標ôÕå登録商標Ý¸āg
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標

主要事業内容
エネルギー

パワエレ機器

世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設
備などを通じて，安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮し
ながらグローバルに展開しています。

パワー半導体技術，回路技術，制御技術を融合させたパワエレ機
器で CO2 排出量削減やエネルギーの高効率化を実現し，社会に貢
献していきます。

発電事業

ドライブ事業

地熱発電プラント，火力タービン，火力発電設備，燃料電池，
水力発電設備，ペルトン水車

車載用 IGBT，急速充電器，同期モータシステム，汎用インバー
タ，新幹線のぞみ N700 系用主変換装置

原子力・放射線事業

パワーサプライ事業

原子力高温ガス炉，電子式個人線量計

無停電電源装置，サーバ用電源

産業システム

電子デバイス

電動力応用技術，計測技術，パワーエレクトロニクス技術を駆使
して，さまざまな産業分野のお客様に，省エネに貢献する最適な
ソリューションサービスを提供しています。

エネルギー・環境分野をはじめ，自動車，情報機器，産業機器な
どの進化に貢献するパワー半導体，印刷の高精度化に貢献する感
光体，フィルム型の太陽電池セル，情報機器の記録媒体として活
躍するディスク媒体を提供しています。

産業プラント事業

パワー半導体事業

プラント用インバータ，同期モータシステム，制御システム
，環境モニタリング・分析装置（煤煙，大気ガス）
（MICREX-NX）

IGBT モジュール，パワー IC，パワー MOSFET，車載用 IGBT

ファシリティ事業

光半導体事業

電気炉設備，工業電熱，クリーンルームシステム，大容量整流
設備

感光体，太陽光セルモジュール

ディスク媒体事業
磁気記録媒体

社会システム
電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジーをベー
スに，マイクログリッドやスマートグリッドなどの分散型電源ネッ
トワークシステムの実現をめざしています。

器具・自動販売機
受配電・制御機器と自動販売機において，業界トップクラスの品
質を誇る各種製品を提供しています。

スマートコミュニティ事業

器 具
富士電機機器制御株式会社
電磁開閉器（マグネットスイッチ）
，配線用遮断器（ブレーカ）
，
安全機器

太陽光発電システム，風力発電システム，エネルギー総合監視
システム（グリッド監視・制御システム）
，電力量計，特別高圧
受変電設備

自動販売機
富士電機リテイルシステムズ株式会社
ヒートポンプ式自動販売機

流通システム事業
冷凍・冷蔵ショーケース，エコロユニット

社会情報システム事業
行政向け文書管理システム
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