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エネルギーをスマートにつなぐ
“エネルギーマネジメント”
エネルギーマネジメント
変電システム
流通情報システム

展

望

富士電機は，エネルギーマネジメントや受変電機器を主

た。顧客製造ラインの電源品質向上を実現したリチウムイ

としたエネルギー流通分野，食流通を中心とした店舗流通

オンキャパシタ（LiC）を適用した瞬低対策装置，154 kV

分野など，資源循環型社会の実現に向けたスマートコミュ

受変電設備を開発し，納入した。

近年，公的機関や自治体に法人，民間企業を巻き込んだ，
電力，熱，ガスなどエネルギーインフラ全体のスマート化

鉄道の地上変電分野では，新線建設が一段落する中，老
朽化した既設変電所の機器の更新が行われた。安全性，環
境性，省エネを考慮した直流アークレス遮断器，植物油変

による環境調和型のスマートコミュニティづくりが提唱さ

圧器，72 kV 乾燥空気絶縁 GIS，太陽電池システムなどの

れてきた。東日本大震災が大きな契機となり，さらなる省

受変電・直流変電機器を積極的に納入した。

エネルギー（省エネ）
，新エネルギーの大量導入，エネル

スマートコミュニティの主要な需要家である店舗流通分

ギーの地産地消運用などへの関心が一層高まっている。ま

野では，冷蔵冷凍ショーケースおよび省エネ制御システム

た海外においても，アジア・中国における人口の大都市流

の開発を行った。小売店舗向けのニーズは，さらなる省エ

入によるエネルギー需給の逼迫（ひっぱく）など，社会イ

ネの推進，販売される商品の多様化に対応した機器機能・

ンフラの整備・強化が課題となっている。

構造の強化である。コア技術である冷熱技術・機器制御

富士電機は，世界各地で開始されているスマートコミュ

技術を活用し，これらのニーズに対応するために技術開発

ニティ実証事業に参画しながら，パワーエレクトロニクス

を進めた。今後の省エネ展開を視野に入れた機器制御コン

技術と計測・制御技術を核として，エネルギーをスマート

トローラ，省エネ性を高めたリーチインショーケース，多

につなぐ“エネルギーマネジメント”技術により，需要家

種温度帯の商品陳列を可能にするショーケース開発を行い，

が求める電力の安定供給と電力品質の維持，エネルギーの

2012 年度早々に市場への本格展開を行う計画である。

最適運用に関わるスマートコミュニティ製品の拡充を進め
ている。

また，農地活用による太陽光などの自然エネルギーを
活用するシステムの開発や実証研究のほか，食の第六次

分散型電源の導入が進められている中で電力流通を担う

産 業 向 け ソ リ ュ ー シ ョ ン と し て，SaaS（Software as a

系統配電分野では，仮想化技術などを用いた系統情報配信

Service）提供型新製品の営農指導支援「SmileAGRI」を

システムの構築を行い，高信頼で高性能なシステムを提供

リリースした。

した。系統保護分野でも高機能で小型な装置の開発を行っ

行政情報分野では，従来から，中央省庁，都道府県およ

ている。水力発電分野では，広域ネットワークによるダム

び中核都市向けに，文書管理と総務事務（勤務管理，給与

監視制御システムの集中化や発電監視機能の集中化システ

手当，福利厚生，旅費など）の統合型システムを一括提

ムを継続して開発した。

供してきた。これらのノウハウを集約したクラウド型の

また，需要家向けエネルギーソリューション製品群を強

公文書管理，総務事務の各サービスの提供を開始した。ま

化した。多回路計測・省スペース・簡単設置・ASP 対応

た，企業情報基盤を支えるワークフローパッケージ「Ex-

などが可能な電力監視システムや，製造情報・品質情報・

changeUSE V10」をリリースし，情報活用やデータ分析・

エネルギー管理統合パッケージのグローバル機能を開発し

レポート出力を支援する BI（Business Intelligence）ツー

た。経済が急速に発展しているアジアなどの新興国市場も

ル「軽技 Web」を開発した。

含め，今後は顧客業種や規模に合わせたスケーラブルなソ
リューション展開をしていく。
産業変電分野では，市場の求める省エネ，高信頼性，保
守省力化を実現する環境配慮型設備の開発と製品化を行っ

今後も社会システム分野において，次世代の街づくりを
パッケージで提案することを目標とし，保有している多く
の街づくりに必要な技術と製品をつなぐエネルギーマネジ
メントに取り組んでいく。
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エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

ニティ構築の鍵を握る事業を行っている。

技術成果と展望

エネルギーマネジメント
デマンドレスポンスに対応したスマートメータ
富士電機は，上位システムと連携してデマンドレスポン

図1

スマートメータの外観と宅内表示器画面例

図2

グローバル製造管理・エネルギー管理システムの画面例

図3

スマートPCS（200 kVA）

ス（需要家応答）が可能なスマートメータを開発した。
電力事業者と需要家が双方向で情報を授受するための通
信機能をメータに内蔵している。上位へは，複数のスマー
トメータを集約するコンセントレータにメッシュ無線もし
くは有線（RS-485）で，下位へは，情報端末である宅内
表示器に Wi-Fi 無線で接続する。
デマンドレスポンス時には電力事業者が需要家に使用量
の低減要請を送り，需要家は個々の都合に合わせて協力の
可否を返信する。また，協力の実績に見合った対価を需要
家に付与するなどの運用が検討されている。
需要家は，宅内表示器で自らの電力使用量を確認できる
ので，
“見える化”による節電意識の向上も期待される。

エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

グローバル製造管理・エネルギー管理システム
富士電機は，製造管理システム「MainGATE」パッケー
ジシリーズを開発し，国内の食品，化学，自動車などさま
ざまな分野の顧客に対して，製造管理・エネルギー管理の
ニーズに応えて多くのシステムを導入してきた。このたび，
グローバル展開を図り，同パッケージシリーズの実績分析
パッケージである「MainGATE/PPA」のマルチ言語対応
機能を開発し，リリースした。本パッケージは，製造情報
から品質情報，エネルギー情報までを蓄積する統合デー
タベース機能と多角的な分析機能を持っている。また，セ
キュリティ機能の強化や各種機器との接続を容易にするプ
ラグイン機能，環境経営情報システムとの連携機能も同時に
実現している。今後，顧客の導入レベルに合わせて，スケー
ラブルなソリューションをグローバルに展開していく。

コミュニティ設置型蓄電システム用スマート PCS
富士電機は，離島マイクログリッドシステムで培った系
統安定化，蓄電制御技術に加え，地域エネルギーマネジメ
ントシステムとの双方向通信や，周波数による自律制御機
能を備えた系統連系用インバータ（スマート PCS）を開
発した。本装置は，再生可能エネルギーが大量導入された
大規模電力系統の電力需給調整における問題を解決するこ
とを目的とする。主な特徴を次に示す。
⑴

エネルギーマネジメントシステムとの双方向通信によ
る負荷平準化と緊急予備力の提供

⑵

高速周波数制御による既設周波数制御との協調

⑶

既設発電機のガバナフリー容量不足分の負担
なお，本開発は経済産業省補助事業“蓄電複合化システ

ム技術開発”に採択され，実施したものである。
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エネルギーマネジメント
エネルギーコントローラ（けいはんな実証事業）
富士電機は，経済産業省が推進している次世代エネル

図4

けいはんなプラザBEMSの全体システム構成図

ギー・社会システム実証事業のけいはんな学研都市におい
CEMS

て，けいはんなプラザに対するビルエネルギーマネジメン
BEMS

トシステム（BEMS）を担当している。
BEMS の中核であるエネルギーコントローラは，既存

エネルギー
コントローラ

のビル管理システムと連携し，エネルギーの見える化，最
適化アルゴリズムによる蓄電池や蓄熱槽を含む電気・熱

既存ビル管理
システム

設備の最適な運用を行うものである。さらに，地域エネル

スマート
ＰＣＳ

ＰＣＳ

ギーマネジメントシステム（CEMS）とも連携し，ビル内
設備

空調

時同量制御機能などにより，地域のエネルギー最適運用に

ＯＡ機器

照明

のテナントに対するデマンドレスポンスやビル内設備の同

コンセントレータ

バッテリ
コントローラ

太陽光
発電

スマート
子メータ

宅内
表示器

宅内
表示器

テナント :145 個

蓄電池

も貢献する。2010 年からの 5 年間で開発・実証試験を行い，

スマート
子メータ

ホテル :5 個

富士電機開発範囲

2011 年度は基本部分の開発が完了する予定である。

大規模で多様な自然エネルギー（太陽光，風力，海流な

図5

スマートエネルギーネットワークの構成例

ど）を電力系統に連系する場合には，電圧や周波数などを
安定的に一定の基準値内で維持することが重要である。

電力安定化制御システム

発電側

需要側
離島グリッド

本システムは，富士電機のハイブリッド蓄電制御技術に
情報ネットワーク

より，自然エネルギーをスマートエネルギーに変換し，継
続的に安定かつ高品質なエネルギーの提供を可能にするも

太陽光発電

自然
エネルギー

のである。主な特徴は次のとおりである。
⑴

電圧変動の抑制と周波数の調整による電力系統安定化

⑵

高速で高性能なリアルタイム制御

⑶

最適な充放電制御と蓄電量制御による電池の高寿命化

⑷

最適制御技術による必要蓄電容量の削減（約 30 %）

⑸

多様な発電と各種の蓄電に対応できる混合型蓄電制御

⑹

高性能 IGBT と制御技術による高い変換効率（98.5 %）

スマート
エネルギー

配電制御
システム

需要制御
システム

変換
グリッド

風力発電

発電制御
システム

海流発電

高効率
コンバータ

蓄電制御
システム
各種蓄電池

電力ネットワーク
情報ネットワーク

風力発電予測技術
CO2 削減のため，風力発電が世界的に推進されている。

図6

風力発電予測結果の例

風力発電は，出力変動が大きいため，大量に導入されると
電力系統に悪影響を与える。そのため，出力を安定化させ
る技術が必要である。富士電機ではその一つとして，風力
発電量の予測に取り組んでいる。主な特徴は次のとおりで

実績値

予測値

ある。

予測値の上限

予測値の下限

数日先まで 1 時間ごとの予測を行う。この結果は，電
力会社などにおける需給運用計画にも適用できる。

⑵

予測値の誤差幅の表示機能により，安全サイドの制御
が容易である。

⑶

発電所周辺の複数点の気象予報値を使用すること，な
らびに風車配置に起因するウィンドファーム内の風速の

発電出力（kWh）

⑴

1,600
1,200
800
400
0

192

384

576

時間（h）

変化を考慮することにより，予測精度が高い。
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自然エネルギー発電向け電力安定化蓄電制御システム

技術成果と展望

エネルギーマネジメント
仮想化技術を適用した系統情報配信 Web システム
富士電機は，通研電気工業株式会社の協力の下，東北電

図7

力株式会社に電力系統の事故情報などを通知するための系

系統情報配信Webシステムの概略構成図
仮想稼動

仮想バックアップ

を適用して 1 拠点に統合することで，高信頼化と高速化に

拠点 1 拠点 2
拠点 1 拠点 2
連携
連携
連携
連携
…
…
B系
B系
A系
A系
サーバ サーバ
サーバ サーバ

常用
試験
WWW WWW
サーバ サーバ

試験
常用
WWW WWW
サーバ サーバ

対応するシステムとして再構築した。主な特徴を次に示す。

Linux Linux …

Linux Linux

Linux Linux

統情報配信 Web システムを納入している。今回，22 拠点
に設置している系統情報配信 Web システムに，仮想化技術

⑴

仮 想 化 技 術 に よ る 物 理 面， 機 能 面 か ら の 集 約 で，
TCO 削減と省エネルギー化と省スペース化を実現

⑵

Linux Linux …

VMware ESX

VMware ESX

ハードウェア

ハードウェア
AP サーバ
（仮想化イメージ）
×2

連携サーバ
（仮想化イメージ）
×4
ファイバーチャネル（4 Gbits/s，冗長化）

仮想マシンの自動バックアップや物理サーバ間移動な
どにより，業務継続性とメンテナンス性を向上

⑶

仮想バックアップ

仮想稼動

DB クラスタや SAN を導入し，システムの高信頼化と

×2
DB サーバ
（Oracle RAC）

負荷の分散，高速化を実現するとともに，ユーザ数や機

×2

SAN ストレージ
（冗長化）

管理サーバ
（vCenter Server 他）

能の拡張時にもスケールアウト可能な冗長化構成を採用

エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

東京電力株式会社向け那須野水系ダム制御システム
本システムは，東京電力株式会社向けに開発したダムの
集中監視制御システムであり，那須野・鬼怒川の両制御所
から那珂川水系の蛇尾川ダムをはじめとする 10 か所のダ

図8

ダム制御システムの構成図
那須野制御所

鬼怒川制御所
多機能型
ダム操作卓

ム・取水口の監視制御を行うものである。また，各ダムの

多機能型
簡易 ダム操作卓
表示装置

管理所や見張所に自所の監視制御（一部自動制御）を行

PLC

PLC

プリンタ 帳票
サーバ
B

プリンタ

PLC

多機能型
簡易
表示装置 ダム操作卓

る。
⑴

切替型操作卓による複数ダムの切替制御

⑵

自動制御盤による取水口制水門の自動制御

⑶

計算機両系停止時の操作卓での縮退運転

⑷

本システムから独立した非常停止装置による完全二重

多機能型
ダム操作卓

簡易
表示装置

PLC

多機能型
ダム操作卓

う操作盤を設置し，制御所の集中監視制御システムと広域
ネットワークで連携している。主な特徴は次のとおりであ

多機能型
ダム操作卓

帳票 訓練・
サーバ SIM
Ａ
サーバ

中央演算
処理装置
Ａ/Ｂ
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Ｂ

・・・・・・・
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Ａ

操作卓
制御装置A
操作卓
制御装置B

自動制御盤

非常停止
装置

他社連系システム

監視制御盤

化

鳥取県企業局向け発電集中監視制御システム
富士電機は，鳥取県企業局向け発電集中監視制御システ

図9

発電集中監視制御システムの構成図

ムの更新業務を受注した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

集中監視事務所から監視制御サーバ（二重化）および

集中監視事務所
大型モニタ

2 画面/1 監視制御卓による発電所やダムの監視・制御
⑵

集中監視事務所と発電所間を WAN 接続

⑶

運転支援サーバ（ファイルサーバ，メンテナンスサー

切替器
表示制御
サーバ

監視制御
サーバA

⑹

へ発電電力量を伝送
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情報配信
サーバ
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サーバB

集中監視事務所の計算機システムと 13 か所の発電
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エネルギーマネジメント
新ユニット型ディジタルリレー
富士電機では，現行ディジタルリレーユニットの後継機
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図 1 0 新ユニット型ディジタルリレーのイメージ

種の位置付けとなる新ユニット型ディジタルリレーを開発
をしている。主な特徴は次のとおりである。
⑴

基板実装形態の見直しや部品点数の削減により，従来
製品比で約 60 % の小型化を実現

⑵

ドットマトリックス LCD 表示器の採用により，整定
操作，運用状態確認時の視認性および操作性の向上

⑶

16 ビット AD 変換器の採用，CPU の二重化，データ

セーブ機能を装備
⑷

JEC-2500 準拠の高いノイズ性能を実現

⑸

オプションでトランスデューサ機能，国際通信規格対
応などが搭載でき，制御，計測，通信端末としても適用
可能

エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

電源開発株式会社向け変圧器保護制御モジュール
電源開発株式会社 名古屋変電所に変圧器保護制御モ

図 1 1 変圧器保護制御モジュール盤

ジュールを開発し納入した。新機能として，将来の電力系
統で想定される事故時の低次高調波の増大に対応した励磁
突入電流（インラッシュ電流）対策を組み込んだ。これは，
事故電流とインラッシュ電流の第 2 高調波成分の位相の違
いに着目し，事故時に発生する低次高調波が，比率差動リ
レーの高調波抑制整定（第 2 高調波含有率）より大きく
なっても，事故電流かインラッシュ電流かを判別できるも
のである。その他の特徴は次のとおりである。
⑴

保護と制御を一体化したモジュール構成で，保護機能
は主保護，後備保護（主保護要素を含む）の二重化構成

⑵

第二世代ディジタルリレーを採用し，自動監視機能の
充実を図った高信頼性

次世代電圧制御技術
太陽光発電の政府導入目標は 2020 年で約 2,800 万 kW

198
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 1 2 集中方式電圧制御の概念図

である。太陽光発電が配電系統に大量導入されると，逆潮
流により電圧が上昇し，管理値を逸脱する恐れがある。こ

次世代配電
自動化システム

の課題克服のため，富士電機は次世代配電自動化システム
に向けた集中電圧制御の開発を進めている。集中電圧制御
とは，配電系統の各点に設置されるセンサ開閉器の計測情
報から配電系統の電圧状態を把握し，分散配置された電圧

①センサデータ収集
②最適
制御量
演算

V ， I ，θ
センサ
開閉器

負荷

調整機器に対し，タップ切換回数低減などを考慮した最適
制御量を算出してリアルタイムで集中制御するものである。

PV

負荷

PV

③指令値配信

LRT
V ， I ，θ

なお，制御対象とする電圧調整機器は負荷時タップ切換変

センサ
開閉器

圧器（LRT）
，自動電圧調整器（SVR）
，静止形無効電力補償
装置（SVC）である。本件は資源エネルギー庁の“次世代

SVC

＊ 太陽電池

SVR
負荷

*

PV

負荷

PV

送配電系統最適制御技術実証事業”にて実証を進めている。
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変電システム
リチウムイオンキャパシタによる瞬低対策装置
工場の高付加価値製品の生産ラインは，瞬時電圧低下

図 1 3 瞬低対策装置

（瞬低）により多大な被害が発生する。これまでの鉛蓄電
池による瞬低対策装置の欠点は，鉛蓄電池の寸法が大きい
ことと，温度管理や定期的な保守・交換作業が必要なため
ランニングコストが高いことである。
今回，その欠点を解消するためにリチウムイオンキャパ
シタ（LiC）を適用した瞬低対策装置を開発し，工作機械
メーカーに納入した。
LiC は，従来の鉛蓄電池に対して蓄電部の大きさを半分
以下にすることが可能であり，装置寸法の小型化を実現し
た。また，15 年間交換が不要であることや，細かい温度
管理が不要なことから空調電力の削減にもつながり，ラン
ニングコストおよび環境負荷が低減できる。

エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

旭硝子株式会社 愛知工場向け 154 kV 受変電設備
自動車ガラス生産で国内第一位の AGC 旭硝子株式会社

図 1 4 154 kV受変電設備

愛知工場向けに 154 kV 受変電設備を納入した。設備構成
は，154 kV の SF6 ガス絶縁開閉装置（GIS）
，受電変圧器
4 バンクおよび高圧配電盤などで，主な特徴は次のとおり
である。
⑴

老朽化した 77 kV 受電設備を 154 kV に昇圧受電する
ことにより，電源の信頼性が向上した。

⑵

完全密閉構造の GIS を採用し，大気の影響を受けず
安全性・信頼性を向上するとともに保守を容易にした。

⑶

保護リレーは引出し可能なディジタルリレーとし，信
頼性と保守性を向上させた。

⑷

系統構成は将来の増設および定期的な保守作業時にも
負荷の連続運転が可能な 2 系列化としている。

東日本旅客鉄道株式会社 鶴見き電区分所向け直流高速度真空遮断器
東日本旅客鉄道株式会社 鶴見き電区分所の直流送電設
備の老朽による取替えにより，直流高速度真空遮断器を納
入し，同社の 1 号機として運用を開始した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

従来の直流高速気中遮断器は遮断時に爆発的なアーク
を放出するが，直流高速度真空遮断器ではエネルギーを
消弧装置で熱に変換して処理するため，アークスペース
の省略およびアークレスが可能である。

⑵

開放不能時は予備回線に切り替えるバックアップ機能
を付加し，高信頼性を図っている。

⑶

主制御用配電盤は，PLC を用いた ME（静止）形配

電盤に対応している。
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図 1 5 直流高速度真空遮断器盤

技術成果と展望

変電システム
京王電鉄株式会社 上北沢変電所向け「パーム・ヤシ脂肪酸エステル入変圧器」の納入
京王電鉄株式会社 上北沢変電所に鉄道事業者向け整流

図 1 6 「パーム・ヤシ脂肪酸エステル入変圧器」

器用変圧器で世界初となる環境に配慮した「パーム・ヤシ
脂肪酸エステル入変圧器」を納入した。絶縁油に従来の鉱
油に代わり，植物油由来の“パーム・ヤシ脂肪酸エステ
ル”を採用している。主な特徴は次のとおりである。
⑴

絶縁油の生分解性が高く，地球温暖化の抑制につなが
る優れた対環境性能（ECO マーク取得済）

⑵

冷却，絶縁性が高く小型化が可能

⑶

変圧器の信頼性確保

™絶縁油および絶縁紙の劣化特性が鉱油に比べ良好

™鉱油で問題となる硫化銅（絶縁不良）の心配が不要

™予防保全診断は鉱油と同じ手法が使用可能
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大阪市交通局向け高速電気軌道第 2 号線駒川変電所の更新
電車用電力機器の老朽化と回生電力貯蔵装置新設に伴い，

図 1 7 電鉄用整流装置および回生電力貯蔵装置

特別高圧および直流設備ほかの更新工事を実施した。主な
設備は，24 kV ガス絶縁開閉装置，電鉄用整流装置，回生
電力貯蔵装置，直流 1.5 kV 開閉装置，主制御用配電盤な
どである。主な特徴は次のとおりである。
⑴

24 kV ドライエア絶縁 C-GIS により，脱 SF6 ガス化
を実現している。また，省スペース化を図った。

⑵

純水沸騰冷却式シリコン整流器により，脱フロンガス

化を実現した。また，12 パルス化することで高調波抑
止対策も実現した。
⑶

回生電力貯蔵装置として大容量ニッケル水素蓄電池を
採用し，電車の回生制動により発生する回生電力を貯蔵
することで電力量の削減を実現した。

流通情報システム
コンビニエンスストア向け 2 温度ショーケース
コンビニエンスストアでは，近年の売上伸長率の低下に

図 1 8 2温度ショーケース

よる競争激化の対応として，新商材の積極的な展開を進め
ている ｡ このため，商品ごとの温度帯変更や，時間帯・季
節・イベントなどに応じて，柔軟に商品別の庫内容量が
変更できるショーケースが望まれている。富士電機は，こ
のようなニーズに応えるため，コンビニエンスストア向け 2
温度ショーケースを開発した ｡ 主な特徴は次のとおりである。
⑴

商品棚の下に中間ダクトを配置し，庫内を上下に分割
することで，チルド（5 ℃）と弁当（18 〜 20 ℃）の温

度帯変更を実現
⑵

中間ダクトの設定位置を多種変更可能とし，フレキシ

弁当
中間ダクト

弁当
弁当

チルド

中間ダクト
チルド

ブルな庫内容量を実現
⑶

中間ダクトの軽量設計により，操作性の低下を回避
富士時報

2012 Vol.85 No.1

63（63）

技術成果と展望

流通情報システム
スーパーマーケット向け冷凍リーチインショーケース
スーパーマーケット業界では，
「エネルギーの使用の合

図 1 9 冷凍リーチインショーケース

理化に関する法律」
（改正省エネ法）の施行により，店舗
機器の省エネルギー化への要求が強まってきている。その
ため，ガラス扉により消費電力が抑えられるリーチイン
ショーケースの採用が増加傾向にある。富士電機は，消費
電力をさらに抑制し，消費電力量を従来比で 18 % 削減し
た製品を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

LED 照明を標準採用することで，従来の照明に対し

て消費電力を 62 % 低減
⑵

各部の断熱性を強化し，筐体の表面温度の低下を抑制

⑶

ショーケース背面からの吹出冷気流によるエアカーテ
ンの強化やガラス扉面への冷気衝突を抑制し，防露ヒー
タ全体の消費電力を 24 % 低減

エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

エコマックスコントローラ
小売業界では，店舗設備の管理・運営の効率化と省エネ

図 2 0 エコマックスコントローラ

ルギー化のニーズが高まっている。富士電機では，スー
パーマーケットやコンビニエンスストア，冷蔵倉庫などの
中小規模需要家向けに，ショーケースや冷凍機などの設備
を管理・制御するエコマックスコントローラを開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

Linux ベースでの応用性のあるアーキテクチャの構築
により，ソフトウェア資産の蓄積を容易にし，新規案件
や他分野への適用性を向上した。

⑵

タッチパネル操作画面の再構成と応答性の向上により，
操作性を向上した。

⑶

店舗機器管理システム構築の構成要素の集約と配線を
少なくすることにより，工事期間を短縮した。

店舗向け電力監視システム
富士電機は，電力使用量を計測し，電力量の“見える
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図 2 1 「イケメン店長」画面例

化”
“分かる化”を実現することにより，省エネルギー対
策を支援するエネルギー監視端末「えこ店長」と「イケメ
ン店長」を開発した。1 台で最大 16 回路まで電力の計測
が可能なため，用途別の電力使用量が把握できる。また，
パルス入力による流量計測，温度計測にも対応している。
さらに，イケメン店長は画面付きでタッチパネル操作が行

（a）店舗スタッフ向けの場合

え，デマンド監視・警報出力，電力使用量のグラフ表示に
より，現場での電力使用量の監視をサポートする。本体は
省スペース設計で，設置も簡単である。
両製品は，FOMA 通信を使用したインターネット経由
の ASP 型 EMS サービスとの連携により，複数拠点のリ
モート監視や分析，実績管理が行える。
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技術成果と展望

流通情報システム
電力計測 ASP サービス
インターネット経由で現場のエネルギー使用状況を“見

219
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 2 2 ASP型EMSサービス

える化”する ASP 型 EMS サービスを開発した。

データセンター

各拠点（店舗など）に設置したエネルギー計測端末（
「え

エネルギー管理サーバ

こ店長」
「イケメン店長」
）により自動収集した電力量，温
度などの計測データは FOMA 通信によりデータセンター
内のサーバに蓄積され，エネルギー使用状況の監視，分析
に活用される。データの参照は Web ブラウザーから行え

FOMA
ネット
ワーク

ルータ

インターネット網

るため，遠隔の管理部門などから，複数拠点のエネルギー
使用状況のグラフ表示（日報，月報，年報）
，比較表示

ファイヤウォール

INS128 K

店舗

本社管理部門

24

（過去実績，拠点間）
，拠点ランキング表示などにより，多
面的な分析も可能である。また，省エネ支援サポートサー
ビスでは，収集した実績データに基づき，顧客の状況に応

店舗ごとのエネルギー使用量を計測・収集

じた適切な省エネ改善ポイントに関する情報を提供する。

営農支援「SmileAGRI」シリーズは，農業生産現場にお

図 2 3 営農支援「SmileAGRI」シリーズV6の概要

ける生産資材利用の適正化と農作業の見える化をサポート
し，食品の安全性確保，並びに生産活動の PDCA サイク

三ツ山情報サービス
（農薬データ配信サービス）

インターネット
農薬
データ

ルの確立による収量・品質向上を支援する仕組みである。
2011 年 10 月に，より多くのユーザへの普及を念頭に，
最新バージョン「SmileAGRI」シリーズ V6 をリリースし

クラウドサービス基盤
（富士電機行政クラウドモール）
データ
メンテナンス

た。

農薬
データベース

本製品は，電子自治体向けクラウドサービス基盤であ
る行政クラウドモールを活用した SaaS 提供型製品である。
製品をサービスとして提供することにより，ユーザは新た
な固定資産を取得する必要がなく，初期導入経費を大幅に
抑制することができる。今後，国内外の農業団体・法人に

ダウンロード

インターネット

ダウンロード

生産現場：モバイル端末による運用

事務所内：タブレット端末による運用

【利用機器例】
スマートフォン
（Android 端末）

【利用機器例】
タブレット端末
パソコン

加え生産者個人への展開も促進していく。

太陽光発電システムの農地適用に向けた研究
農地には太陽光などの自然エネルギーが豊富に存在し，

図 2 4 太陽光発電システムの農地適用

新エネルギー発電システムの適用場所として非常に大きな
潜在力を持っている。今回，全国農業協同組合連合会と共
同で，ビニールハウスに太陽光発電システムを設置するた
めの実証研究を実施した。
太陽電池の設置位置をハウスの西側とすることで，午前
中の太陽電池の影を最小限とし，午前中を中心に行われる
光合成への影響を抑えながら，発電量は最大出力の 80 %
を確保した。また，薄くて軽い特長を生かし，架台などを
設けることなく設置することができた。
今後，実際に栽培を行っている農家のハウスでも検証し，
最適な設置場所や設置方法を確立することで，国内外の農
業団体ならびに生産者へ幅広く展開する予定である。
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営農支援「SmileAGRI」シリーズ V6

技術成果と展望

流通情報システム
自治体クラウド向け総務事務サービス
自治体におけるクラウド導入の関心が高まる中，富士電

図 2 5 自治体クラウド向け総務事務サービスの概要

機は自治体クラウド向けサービスとして公文書管理サービ
スを提供している。今回新たなサービスとして総務事務

総務事務クラウドサービス

サービスを開発し，提供を開始する。
同サービスは，これまで総務事務パッケージをベースに

LGWAN
承認

複数の自治体に個別導入してきたシステムのノウハウを集
約したもので，提供する機能は次のとおりである。
⑴

勤務管理：時間外勤務や休暇などの申請

⑵

旅費管理：出張や旅費精算などの申請

⑶

給与手当：扶養手当や住宅手当などの申請

⑷

福利厚生：各種届出・申請

承認・決裁
集計・管理

なお，既に提供している公文書管理サービスと職員認証

勤務管理

旅費管理

給与手当

時間外勤務
休暇申請

出張申請
旅費清算

扶養手当
住宅手当

福利厚生
結婚
転居

出産
その他

発生源入力

基盤，決裁基盤の共有化を可能としている。

エネルギーをスマートにつなぐ“エネルギーマネジメント”

ワークフローパッケージ「ExchangeUSE V10L20」
情報設備投資において，昨今の内部統制への対応や，今

図 2 6 「ExchangeUSE V10L20」の画面例

後日本で導入が予定されている新会計基準（IFRS）適応
に向けた動きが活発になっている。導入においては，業務
標準化・業務統制をいかに実現するかが重要視される。
「ExchangeUSE」ワークフローは，業務統制のうち承
認業務の電子化，一元化を実現するパッケージ製品である。
2011 年 9 月に最新バージョンの V10L20 をリリースした。
本製品は従来品と比較し，
“見積り”から，
“受注”そし
て“出荷”に至る複数の業務プロセスを統合的に管理でき
るようになり，広範囲の業務を一元化・標準化できる仕組
みを持つ。今後，スマートフォンへの対応，クラウドによ
るサービス提供を予定しており，企業の業務基盤をター
ゲットに幅広く展開する予定である。

「軽技 Web」Version6.1
「軽技 Web」は情報活用を促進し，報告業務やデータ
分析，レポート出力をサポートする BI ツールである。簡
単な操作性と低価格が強みの本製品は，最新バージョンの
“Version6.1”を，2011 年 11 月にリリースした。
本製品は従来品と比較し，データ検索機能・ダウンロー
ド機能を大幅に強化した。複雑なデータの抽出と活用の実
現で，ユーザ部門の報告・分析業務を強力にサポートする。
また，システム管理ツールを充実したことで，システム部
門における運用の効率化に大きく貢献できる。
“簡単”
“低コスト”をキーワードに，本当に現場が必
要とするデータを柔軟に活用できる BI ツールとして，ビ
ジネスを拡大させる。
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図 2 7 「軽技Web」Version6.1の画面例

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

