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IoTシステムソリューション



発電 プラント 食品流通電子デバイスパワエレシステム 
 エネルギー

パワエレシステム 
 インダストリー

器具 社会 
ソリューション 半導体 自販機 店舗流通

富士電機のエネルギー・環境事業
富士電機は、コア技術であるパワー半導体とパワーエレクトロニクス技術のシナジーを 
徹底的に追求し、キーデバイスを活用した高品質な機器に、これまで培ってきた 
エンジニアリング・サービス、最適制御技術、IoTを組み合わせ、 
産業・社会インフラの分野において安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献しています。

創出する価値

事業領域

 キーデバイス

コンポーネント

インバータ モータ 計測機器

発電・新エネルギー

自動化　省エネエネルギーの安定供給　自動化　省エネクリーンなエネルギー

サーボシステム

Internet of Things：モノのインターネット。さまざまなモノがネットワークを介してつながり、 
モノ同士が自律的に最適制御されることで、ビジネスや生活などを根底から変える新たな仕組み

エネルギー 
マネジメント 施設・電源 オートメーション

システム     ソリューション

エンジニアリング　・サービス最適制御技術 oT

制御機器

安全操業を支えるさまざまな 

応用技術を有するセンサ

配線用遮断器電磁開閉器UPS 変圧器

パワー半導体 センサ

スマートメータ

コンポーネントにエンジニアリング・サービス、最適制御
技術、IoT を組み合わせて、社会に貢献する価値を創造 
するシステムソリューション

4事業
5セグメント

電力を制御する世界トップレベルの

パワー半導体
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データ収集システム 　組立加工工場の IoT 化

・簡単導入 ・解析しやすい形でデータ収集
・異常の早期発見 ・専用の解析支援ツール

素早く始めるIoTで、着実な効果、継続的な拡充へ。
フィールドデバイスとアナリティクス・AIを強みにお客様に価値をご提供します。

OnePackEdge により、様々な生産設備から
データを収集し、生産性を向上

各種成型器

データ データ データ データ

プレス機 切削加工機 組立ロボット

OnePackEdge Controller
（データ収集装置）

OnePackEdge Opener
（解析支援ツール）

生産設備

組立加工工場

品質向上 稼働監視 要因分析 工具管理 設備保守

⃝工具の欠損検知
⃝設備の劣化検知

⃝品質不良の要因分析
⃝組付チョコ停の要因分析

収集データの活用テーマ（例）

OnePackEdge Library
（統合データベース）

IoT 導入事例

熱 EMS 　EMS 連携による熱プロセスの最適化

ヒートポンプ

120℃
蒸気発生

蒸気
蒸気利用
設備

蒸気
流量

温度・流量

ヒートポンプ
蒸気投入

工程排温水

EMS＋フィールドデバイス連携

工程排温水・ドレン水

データ

分析ソフト

クランプオン式
蒸気用超音波
流量計

熱EMS

データ

熱収支分析
システム
＜開発中＞

クランプオン式
蒸気用超音波流量計

変換器

検出器

蒸気配管

 クランプオン式で飽和蒸気の流量計測を実現

蒸気の見える化と EMS により、熱プロセスの課題を見える化
排熱を有効利用して「熱（蒸気）エネルギー」コストを低減

世界初

事例紹介動画

ビッグデータ

データ収集

見える化

フィードバック

最適化

現場
（お客様）

サイバー
空間

価値の創出

アナリティクス・AI
・認識　・診断/分析
・予測　・最適化

エネルギー利用の最適化

・エネルギーコスト削減
・エネルギー原単位削減

操業の最適化
・生産性向上
・プロセス異常回避

設備管理の最適化

・不測のダウンタイムゼロ化
・メンテナンスコスト削減

Real

Digital
Intelligence

Real++

コンポーネントにエンジニアリング、サービス、
最適制御を組み合わせ、IoTを活用してお客様の課題を解決。
新たな価値を創造するシステムソリューション、それが「Promizer」です。

EMS：Energy Management System ※国際標準に基づく最新セキュリティでシステムを保護

のアーキテクチャ

各分野向けソリューションパッケージ・サービス

FAEMS PA 社会 食品流通

共通（運用・保守、設備管理）

サーバシステム（オンプレミス、クラウド）

エッジコントローラ

フィールドデバイス

発電

I
o
T
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

ア
ナ
リ
テ
ィ
ク
ス・
A
I

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ※

OnePackEdgeSignAiEdgeMICREX-SXFitSAΣ

富士電機の IoT コンセプトSmall, Quick Start & Spiral-up IoT を活用したシステムソリューション
プロマイザー

Promizer：「Promise（約束）を可能にするもの」という
意味の造語で、お客様への価値提供に向けて共に歩む
ことを約束するという思いが込められています。
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富士電機が提供するIoTシステムソリューション
富士電機の最新技術と工場で培ったノウハウをご提供します。

当社内の導入事例
富士電機は自社工場にて
ソリューションを導入し、
成果を上げています。

操業・稼働・エネルギーの見える化
（国内工場 / 海外工場）

エネルギーの最適運用
（省エネ率▲34％ / 電力自給率100％）

とまらない設備の実現
（プレス工程の故障予知・品質安定）

大田原工場 / 電機器具製造：栃木県大田原市 山梨工場 / 半導体製造：山梨県南アルプス市 三重工場 / 自動販売機製造：三重県四日市市

診断センサ
HUB

● 目標生産タクト達成（効率：＋5％）
● 生産指示 納期達成率（99％⇒100％）
● ボトルネック設備トラブル停止（20％⇒2％）
● 日本⇔中国間での同機種生産情報比較
● ピークカットによる契約電力使用量維持

● 素材（鋼板）搬送、プレス機などの無線によるデータ収集 
 （診断センサHUB適用）
● MSPC（多変量解析）による不良兆候解析 
 （品質不良の撲滅、金型破損の回避）

平成28年度 省エネ大賞 受賞（経済産業大臣賞）
コージェネ大賞2017 優秀賞 受賞
● クリーンルーム空調効率機器
● BCP対応機器（コージェネ、燃料電池、瞬低対策装置）
● FEMSによるエネルギー需給バランス最適化

関連するシステムソリューション
　異常兆候監視サービス

ソリューション分類 システムソリューション 主なソリューション提案/概要

パ
ワ
エ
レ
シ
ス
テ
ム

エ
ネ
ル
ギ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

エネルギー
マネジメント

EMSソリューション 熱電利用の見える化・分かる化・最適化による省エネの実現
省エネ機器・設備の導入から、クラウド活用までのトータルエンジニアリングを提供

半導体分野向けEMSソリューション 瞬低・停電による製造ロス回避と電気・熱のエネルギーコスト削減

組立産業分野向けEMSソリューション 電気・圧縮空気・空調・廃熱利用・自家発制御のトータル省エネルギー

ビル・施設向けEMSソリューション 熱源最適化運転制御、空調機可変風量制御、室内温度制御をBEMSで実現

食品分野向けEMSソリューション 製造実行システムと同期したユーティリティ運用最適化の実現

クラウド型工場/ビル/施設向け
エネルギー管理支援サービス エネルギー需給の「見える化」と最適制御で省エネルギーをサポート

鉄鋼分野向けEMSソリューション 需要予測と最適化によるエネルギーの一元管理で製鉄所の省エネルギーを実現

ボイラ燃焼ソリューション 超希薄燃焼方式により、燃料費を最大1%削減

スマートメータ活用遠隔検針サービス 遠隔から検針データを収集し、検針業務効率化・異常対応の迅速化に貢献

電力小売り事業向け需給管理システム 電力小売り事業の需給管理に必須の機能をワンストップでご提供

変電監視制御システム GIS、油入変圧器、高圧配電盤など高電圧設備における、エネルギーの安定供給、
操業管理の高度化に貢献

受変電設備総合診断サービス 最適な保全・改善策の提案により安定操業を実現

大型蓄電池・VPPソリューション 需要家エネルギー管理とVPPで蓄電池のマルチユースを実現

受配電盤ソリューション 盤内のあらゆる計測信号をネットワーク化することで40％のトータルコストを削減

制御盤ソリューション 制御盤の省配線・省工数化、さらに盤内無線化により配線ゼロで盤の電力・負荷監視を実現

施設・電源 データセンタートータルシステム データセンターの電気設備をワンストップで提供し、電力の安定供給と最適化に貢献

事例紹介動画 事例紹介動画事例紹介動画

大田原工場

山梨工場

三重工場

関連するシステムソリューション
　半導体分野向けEMSソリューション
　クラウド型工場／ビル／施設向け エネルギー管理支援サービス

モデル工場ではユースケースを実際に
ご覧いただけます。ぜひお越しください。

ソリューション分類 システムソリューション 主なソリューション提案/概要

パ
ワ
エ
レ
シ
ス
テ
ム

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ファクトリー 
オートメーション

組立加工装置 自律フィードバック制御システム モーションシステムとリアルタイム状態監視技術により高信頼な自律制御を実現

組立加工 高性能モーションシステム 多種多様な業種テンプレートによる設備自動制御および最適化

工具診断システム MARSYS 既存の設備に取り付けるだけで、切削加工機の工具の状態を簡単に「見える化」＆診断

プロセス 
オートメーション

鉄鋼・非鉄プラント 高速制御システム 個別標準化されたパッケージとコンポーネントの組み合わせによる安定操業

セメントプラント 監視制御システム 原料・焼成・仕上系統の監視・制御による安定操業

ごみ処理プラント 監視制御システム ごみ燃焼時の最適な温度制御により、ボイラの安定制御および効率的な発電制御を実現
管理データの有効活用により、施設の安定稼働に貢献

社会 
ソリューション

物流センター高速仕分け制御システム ケース品の高速仕分けを実現し、省人化や生産性向上を実現

船舶 排ガス浄化システム（EGCS） 世界最小のSOxスクラバと排ガス分析計による最適制御で、運航コストを最小化

センサ 
ソリューション

環境放射線監視サービス 導入しやすいクラウド型システムで地域の放射線を監視

無線式回転機振動監視システム（Wiserot） 回転機械の振動傾向を遠隔リアルタイム監視することにより、異常を早期発見

蒸気用超音波流量計 蒸気の無駄な使用を発見し、工場の省エネ、エネルギーマネジメントの最適化を支援

構造ヘルスモニタリングシステム 建物の揺れを常時監視することで経年変化を把握し、BCP（事業継続計画）対策支援

ガス分析装置遠隔監視サービス 事故を未然に防ぎ、排ガス分析装置の安定稼働を支援

食
品
流
通

店舗

店舗向け総合設備管理システム 温度・鮮度管理や機器の点検を一元化し、「食の安全・安心」「省力化」「省エネ」に貢献

省人店舗（2WAY販売機） 自動化技術による新たな店舗形態
夜間の販売無人化に柔軟対応

自動販売機 ネットワーク対応自販機クラウドサービス オペレーション作業効率化／稼働管理／故障管理／売り切れ管理／電子決済

発
電

太陽光 太陽光発電遠隔監視＆メンテナンスサービス 太陽光発電設備における運用保守業務を効率化

火力・地熱 火力・地熱発電プラントサービス 運転最適化／発電遠隔監視／異常兆候監視

共通

ウェアラブル型遠隔作業支援パッケージ 音声入力による現場作業記録の効率化と、本部からのリアルタイム支援を実現

設備管理支援システム（メンテナンスステーション） 設備台帳や保全実績などの管理を効率化し、メンテナンスコストを削減

高信頼二重化システム コントローラからI/Oまで、PLCによるDCSクラスの高信頼制御とリモートメンテナンス

異常兆候監視サービス 操業データから異常兆候を早期に検出し、品質向上、予防保全を実現

カタログダウンロード
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当社内の導入事例

会社概要

お問合わせは、下記または当社左記事務所へお願いいたします。

安全に関するご注意

Printed in Japan 2020-8/7FOLS

本社　〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
TEL：03-5435-7035　URL www.fujielectric.co.jp

カタログに掲載している社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

＊ご使用の前に，「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか，当社またはお買上の販売店にご相談のうえ，正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。

社長室　プロモーション部
TEL：03-5435-7214

富士電機の社内工場では下記の取り組みを行っています。
パワエレプラント パワエレコンポーネント 電子デバイス 食品流通 器具
蒸気タービン／

変圧器／盤
インバータ／回転機／
PLC／スマートメータ パワー半導体 自動販売機／店舗什器 ブレーカ／低圧・高圧／

コマンドSW

最適化
（フィードバック）

フィードバック
制御

●異常兆候監視
●IH真空ハンダ装置
　（自立フィードバック）

エネルギー
制御

●快適空調
　（制御システム）

●エネルギー（需給最適化）
　• コージェネレーション
　• 燃料電池
　• 冷凍機／ボイラ

●快適空調（制御システム）

分かる化
（データ分析・

活用）

品質安定化

●工程/品質安定化
　（多変量解析/Wiserot）
●外観検査
　（画像AI）

●プレス工程の異常検出
　（多変量解析/
　診断センサHUB）

トレサビ
管理

●板金､組立の
　トレーサビリティ
　（RFID）

●スマートメータの
　トレーサビリティ

●半導体製品のトレーサ
　ビリティ

●フード機器のトレーサ 
　ビリティ（FIT-QCD/ 
　　入退場管理システム）

●器具製品のトレーサ
　ビリティ（RFID）

エネルギー
分析 ●LOGFINE ●F-MPC-Eco Web ●MainGATE ●F-MPC-Eco Web ●F-MPC-Eco Web

見える化
（モニタリング）

工場 ●ダッシュボード ●ダッシュボード ●ダッシュボード ●ダッシュボード
●ダッシュボードの海外連携

●ダッシュボード
●ダッシュボードの海外連携

工程内
品質監視

●チェックシートデジタル化
●工程内不良の品質監視
　（タブレット）
●自動試験システム

●工程/品質監視

●外観検査自動化/履歴管理
●溶接状態の見える化
●組立工程の品質監視
●工程間仕掛り

●外観検査自動化/履歴管理
●工程内不良の品質監視
　（タブレット）
●製造ナビゲーション

ライン稼働
監視

●作業実績見える化
●旧型設備を含めた
　稼働監視 

●板金工程の稼働監視
●設計データ活用による
　組立作業指示
●Pt板の稼働/
　在庫見える化

●レシピダウンロード
●稼働管理
　（前工程）
●自動化ライン

●Pt板の稼働見える化
●組立ラインの稼働監視
●組立のデジタル作業指示
　（タブレット）
●製造情報の一括見える化
　（生産進捗/効率/品質）
●プレス工程の稼働監視

●製造情報の一括見える化
　（生産進捗/効率/品質）
●組立ラインの稼働監視
●プレス工程の稼働監視
●組立のデジタル作業指示
　（タブレット/音声）

エネルギー
監視 ●F-MPC ●F-MPC ●F-MPC ●F-MPC ●F-MPC

製品

取組みテーマ

本社、北海道支社、東北支社、

北陸支社、中部支社、関西支社、

中国支社、四国支社、九州支社、

沖縄支社他

国内販売48拠点

川崎工場、東京工場、千葉工場、

神戸工場、筑波工場、鈴鹿工場、

松本工場、山梨工場、三重工場、

吹上工場、大田原工場他

富士電機アメリカ社、富士電機ヨーロッパ社、
富士電機（中国）社、富士電機（香港）社、
台湾富士電機社、富士電機コリア社、
富士電機アジアパシフィック社、
富士電機（タイランド）社、
富士電機インドネシア社、
富士電機ベトナム社他

富士電機マニュファクチャリング（タイランド）社、
マレーシア富士電機社、フィリピン富士電機社、
常熟富士電機社、無錫富士電機社、
富士電機大連社、富士電機馬達社、
富士SMBE社、富士SEMEC社、RTS社、
フランス富士電機社他

国内製造23拠点 海外販売67拠点 海外製造34拠点

グローバルネットワーク

商号	 富士電機株式会社

英文社名	FUJI ELECTRIC CO., LTD.

設立	 1923年8月29日

本店	 〒210-9530 
 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1番 1号

本社事務所	 〒141-0032 
 東京都品川区大崎1丁目11番2号 
 （ゲートシティ大崎イーストタワー）

資本金	 476億円（2020年3月期）

社員数（連結）	27,960名（2020年3月31日現在）




