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1997年は景気停滞が継続し，民需分野の設備投資は，生

産拡大のための新規建設は少なく，「価格競争力の強化，

合理化のための設備の集約化・改造・情報化」投資が多い。

一方，パソコンの急速な技術進歩と低価格化および通信技

術の発展・普及は，全産業分野に大きな影響を与えている。

このような状況のなかで，富士電機は計測・情報・通

信・制御システムとしてオープンでグローバルな，かつ高

品質で経済的なシステムの提供を使命として行動している。

産業用コンピュータとして，強力なサーバ機能を持つ

「GRANPOWER 7000 シリーズ」を発売するとともに，組

込形パソコン「Compocle」を発売しニーズの多様化にこ

たえた。分散形制御システムMICREXとしては，インテ

リジェント PIO（IPU）の高機能化，アドバンスト制御機

能の内蔵化を行うとともに，オープンな LANを接続し，

コンパクトなユニットタイプの EIC 統合コントローラ

「ACS-2000」を発売した。また，画像を含む情報をセン

ターと交信し設備点検の能率向上を図る「マルチメディア

巡回点検システム」を開発し，新しいニーズにこたえた。

計測・制御システムでは，MICREX-IX を中心とした

システムを，環境システムをはじめ各分野に納入した。

1996年10月に発売した中小規模向けパソコンベースのオー

プン統合化制御システム「FOCUS」は，化学・食品・薬

品業界などへ納入が進んだ。FOCUS は Windows NT を

ベースとし，制御・情報 LANとして Ethernet を用いた

システムである。さらに光フィールドバスに対応したシス

テムを開発中であり，1997年10月の国際計測工業展

Intermac’97 に出展し，注目を浴びた。また，インテリジェ

ントコントロールセンタを PROFIBUS 経由で EI 融合コ

ントローラ ICS-2000/2500 と接続し，よりオープンな

EIC 統合化システムとして次世代に向けて進化させている。

計測機器の分野で富士電機はさらなる向上を求めて，計

測機器専門メーカー「富士電機インスツルメンツ（株）」を

設立し，世の中の変化へのすばやい対応とユーザーの要望

へこたえられる事業体とした。圧力・差圧発信器 FCX-

A/C では「サニタリー仕様」「小口径フランジ仕様」を追

加し，品ぞろえを強化した。超音波流量計・電磁流量計で

は全面的な改良を行った新形を開発した。分析計では1997

年12月開始のダイオキシン排出規制に対応した「ダイオキ

シン対策用分析装置」を開発した。ここに採用している

CO分析は新開発の赤外線分析計である。

フィールドバス，特に光の国際標準化に向けた活動を積

極的に行うとともに，光フィールドバス機器の開発に注力

した。この成果は1997年10月からシェル石油のパイロット

プラント（オランダ）でフィールド実証試験中である。

CIM/FA分野では，パソコンのコストパフォーマンス

の大幅な向上，プラットホームとしてのWindows の普及，

流通ソフトウェアおよび周辺機器の充実，ユーザーの投資

コスト削減とエンドユーザーコンピューティング志向など

により，オフィスから製造現場合理化システムまでパソコ

ンを中核としたクライアント・サーバシステム（CSS）が

普及してきている。さらに小規模システムの組合せにより

大規模なシステムの構築も可能となってきており，パソコ

ンを応用したシステムがますます重要なキーコンポーネン

トとなってきている。富士電機もパソコンを中心に CSS

の構築・運用ミドルウェアの拡充とシステムコンポーネン

トの充実に加え，「イントラネット対応システム」の開発

を推進した。その応用として物流関連システムおよび電子

メール，ワークフローシステムなどグループウェアシステ

ムの納入が進んだ。

ビジョン分野では，FAYシリーズが食品・包装・電子

分野の自動外観検査装置として納入が続いた。さらに高

S/N のラインセンサと搬送機構を組み合わせ，従来品の

200 倍の超高解像で検査できる「二次元画像処理装置メガ

スキャンFAY-1000」を商品化した。

レーザ分野では，好評のレーザマーカ FALシリーズに

ラスタスキャン形二次元コードを搭載し，適用分野を拡大

した。またミクロンオーダの高精度微細加工ができる

「レーザ微細加工装置 F3000 シリーズ」を投入している。

富士電機は，EIC 統合に加え，＋ IC（情報・通信との

融合）を進めており，PA，FA，OAなどの分野にフィー

ルドから経営管理（ERP）までの範囲にわたって，技術開

発し商品・ソリューション提供を行っていく所存である。

計測・情報・通信・制御
システム

53

展　望

コンピュータ・コントローラ・ネットワーク

計測・制御システム

計測機器

ビジョン・レーザ関連

CIM/FA



富士時報 Vol.71 No.1 1998

企業の基幹システムや制御システムで求められる高性能，

高信頼性，高可用性を備えたUNIXサーバ GRANPOWER

7000 シリーズを発売した。下記の特長を持つ強力なサー

バである。

スケール別に 4モデルを提供（50/200/400/800）

64 ビット RISC プロセッサの採用，クロスバスイッ

チ技術の採用により高性能化を実現

従来の「DS/90 7000 シリーズ」と互換性を維持

活性交換機能，冗長構成，縮退運転機能，システム監

視機能によるさらなる高可用性と高信頼性を実現

大容量ファイルシステム（1TB）をサポート

基本ソフトウェア UXP/DS は，UNIX SVR 4.2MP を

ベースに各種標準仕様を採用

インターネット，イントラネット対応の強化（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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サーバGRANPOWER7000シリーズ

組込形パソコン Compocle の強化

産業分野向けコンポーネントウェア ESY VBRKIT

図１　サーバGRANPOWER7000シリーズ

パソコンの使いやすさを産業分野に提供するため PC/

AT互換組込形パソコン「Compocle」，および周辺 I/O の

強化・開発を行った。次の特長を持っている。

CPUに高性能な Pentium（166MHz），またはコスト

パフォーマンスに優れる Pentium（100MHz）を採用

省スペースを狙いとした，Ethernet（10/100MHz）を

基本部に内蔵し，ISAバス 2スロットのモデルを開発

高性能なタッチパネル付 12.1/10.4 インチカラー液晶

ディスプレイ，表示分配器などを開発し応用展開を強化

HMI 用ソフトウェアとして著名なワンダーウェア社

製 InTouch6.0 をプレインストールしたモデルを開発，

このモデルは富士電機のプログラマブルコントローラの

P/PE リンク用の DDE I/O サーバに対応しており，

オープン環境での制御システム構築の容易化を実現

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　組込形パソコンCompocle

パソコン上でVisual Basic を使用して，現場の監視制御

画面を作成するための画面部品ソフトウェアである ESY

VBRKIT を開発した。ESYVBRKIT が提供する画面部品

と一般に市販されている部品をVisual Basic の画面作成機

能で組み合わせることにより，容易に監視制御画面が作成

できる。

この部品パッケージの特長は次のとおりである。

Visual Basicバージョン 4.0 および 5.0 に対応し，市販

部品との組合せを可能にしたオープンな環境を提供

産業分野向け部品として，ボタン，スライダ，レベル

メータ，ゲージ，トレンドグラフなどを提供

データ処理パッケージ ESYWinDAC32 との連携によ

り，MICREX-F シリーズとのリンク機能を提供

（3）

（2）

（1）
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近年のパソコン性能の向上，システムのオープン化や低

価格化により，産業分野の監視制御システムにおいてもパ

ソコンの適用が広がっている。このニーズにこたえ，パソ

コンによる小規模向けの監視制御システム商品 NEOPDS

を開発した。NEOPDS は次のような特長を持っている。

高信頼なFAパソコン（FMV）を使用することで，24

時間運転などに対応

スタンドアロン，クライアント・サーバ，簡易二重化，

リモート監視などのシステム構成に対応

Visual Basic 5.0 と ActiveX 部品によるアプリケー

ション画面作成をサポート

エンジニアリングから試験ツールまでの充実したシス

テム構築環境を提供

（4）

（3）

（2）

（1）
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小規模監視システムNEOPDS

光フィールドバスを用いた中小規模監視制御システム

EIC統合ユニットタイプコントローラACS-2000

FAパソコン 画面機能 

プロセスデータ処理 

カード，デバイスドライバ 

P/PEリンク 

�クライアント・サーバ連携 
�分散システム機能 

�プロセスデータ収集 
�イベント処理 
�ロギング処理 
�項目間演算処理 

ActiveX部品 プラント画面 

Visual 
Basic

標準画面 

�産業用部品 
�市販部品 

支援機能 

�画面割付 
�帳票定義 
�システム 
　定義 
�データ定義 
�テスト支援 

�グループパネル 
�ループ画面 
�トレンド画面 
�アラーム画面 

アプリケーション 

�Excelで作成 
�VBで作成 

MICREX-F

図４　小規模監視システムNEOPDSの機能構成

フィールドバスは，IEC標準に準拠したフィールド機器

レベルのオープンネットワークであり，今後のフィールド

計装システムの中核として期待されている。富士電機の提

供するフィールドバスシステムの特長は次のとおりである。

他社にない，光技術を駆使した光フィールドバスシス

テム。光ファイバケーブルにより耐ノイズ性，耐雷性，

防爆性を実現

オペレータステーションにパソコンを使用したオープ

ン統合化制御システムFOCUS により，中小規模向けに

低価格なシステムを提供

電気式フィールドバス機器も接続でき，フレキシブル

なシステム構成が可能

コントローラを冗長化した高信頼システムを提供（4）

（3）

（2）

（1）

オペレータステーション（HCI） 

管理用パソコン 

情報LAN（Ethernet） 

コントローラ 
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図５　光フィールドバスを用いた中小規模監視制御システム

MICREX-AXシリーズの中核コントローラとして，MIC

REX-IXシリーズとの互換性を保ちつつ，コストパフォー

マンスを向上させた EIC 統合ユニットタイプコントロー

ラACS-2000 を開発した。主な特長は次のとおりである。

100Mビット/秒の LANである ANS-3000（FDDI 準

拠）に対応

MPU演算速度の向上（従来比 25 ％アップ）

モジュール化の思想をより徹底し，各種ネットワーク

対応をコンパクトなサイズで実現

国際標準の FOUNDATION Fieldbus，PROFIBUS，

Ethernet などの接続対応

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　EIC 統合ユニットタイプコントローラACS-2000

A6828-17-327
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フィールド LAN として PROFIBUS を用い，電機設

備・計装設備を統合的に監視制御するオープンな情報制御

システムを開発した。併せて，PROFIBUS に接続できる

各種装置を開発し，フレキシブルなフィールド分散制御シ

ステムを実現した。

PROFIBUS インタフェースを持つコントローラ

™コントローラ間通信 ： 12Mビット/秒

™スレーブ I/O間通信 ： 1.5Mビット/秒

インテリジェントフィールドセンタ（IFC）

™コントローラ機能および PROFIBUS 通信機能を持つ

コントロールセンタ

インテリジェント可変速装置（FRENIC）

制御規模にベストフィットする I/Oユニット（4）

（3）

（2）

（1）
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PROFIBUS応用製品

ボード形アドバンスト制御コントローラ

インテリジェントPIO装置（IPU）の高機能化

FRENIC

PLC

PROFIBUS 1.5 Mbps

PROFIBUS 12 Mbps

FCU

ICS- 
2500S/A

IOS-2000H 
IMS-2500H

VPIO VPIO

FDDI/DPCS-F

サーバ 
IES-2500

MICREXシステム 

コントロールレベルバス 

 フィールドレベルバス 

フィールドセンタ 

EI コントローラ 

PIO

可変速装置 

IDSー2500 IOSー2500

図７　PROFIBUSによるフィールド分散制御システム

アドバンストコントローラACS-3000 にコンピューティ

ングプロセッサボードを付加して，①モデル予測制御，②

最適レギュレータの演算実行機能，を実現した。また，ア

ドバンストオペレータステーション AOS-3000 上で，こ

れらの制御方式の調整・監視に必要な HCI 機能を構築し

た。このシステムの特長は次のとおりである。

従来のワークステーションを用いたシステムと比べ，

安価で高速な制御が可能

従来制御とアドバンスト制御を組み合わせることによ

り，信頼性の高いシステム構築が可能

多入力多出力系での干渉や制約を考慮した制御が可能（3）

（2）

（1）

制御設計用端末 操作監視用HCI

ACS-3000

MV PV

プラント 

AOS-3000

ANS-3000

アドバンスト 
制御演算 

要求 

コンピューティングプロセッサボード 

応答 

図８　ボード形アドバンスト制御コントローラ

IPU の二重化を実現したことで，MMI，コントローラ，

LANからTリンク（I/O リンク）そしてディストリビュー

タまでのトータルな二重化制御システムの構築を可能とし

た。

IPUはアナログ信号 1点を保守単位としたモジュール

構造となっており，2台のモジュールによる二重化は，待

機冗長方式を採用している。

稼動側は出力のリードバックチェック，A-D変換機能

チェックなどの自己診断を行っており，待機側はホト

MOS（Metal Oxide Semiconductor）リレーによりプロセ

スとは完全に切り離されている。一度，稼動側に異常が発

生した場合，ホトMOSリレーのオンオフが瞬時に反転し，

制御の連続性を維持したまま稼動・待機を切り換える。さ

らに，モジュールの活線保守も可能である。

図９　インテリジェントPIO
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技術部門・設計部門における技術文書・設計文書の作

成・発行・管理業務をシステム化し，業務効率を向上させ

ることを目的としたイントラネット対応文書管理システム

を開発した。営業部門・業務部門の文書作成依頼から，技

術・設計部門の文書発行，さらに文書公開までの各種業務

を支援するシステムである。文書作成依頼および受付を支

援する業務フローコントロール機能，文書の作成・更新・

登録・削除を支援する文書管理機能，進捗（しんちょく）

確認を支援する作業履歴管理機能で構成されている。

さらにシステム全体をイントラネット技術を用いて構築

したので，全国に分散している支社・支店・営業所への情

報公開をクライアント側のソフトウェアの追加・変更なし

で実現可能である。
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イントラネット対応文書管理システム

マルチメディア巡回点検システムM3reco（エムキューブレコ）

マルチメディアテレメータ FTDM

文書管理サーバ 
（Webサーバ） 

全社ネットワーク 

業務部門クライアント 
（ブラウザ） 

営業部門クライアント 
（ブラウザ） 

技術部門，開発部門クライアント 
（ブラウザ） 

図１０　イントラネット対応文書管理システム

プラント設備機器保全業務を支援するマルチメディア巡

回点検システムを開発した。このシステムは小形軽量の可

搬形情報端末装置と無線システム（SS無線または PHS無

線）を採用し，マルチメディア技術を用いて設備巡回点検

業務を支援する。主要な機能は次のとおりである。

点検順序を画像で表示する点検マップ機能

グラフィックス，映像，音声などのマルチメディアを

用いた点検ガイダンス表示機能

ペン入力による点検結果入力機能

点検進捗（しんちょく）管理機能

異常発生時のセンタとの協調作業機能

上位システム連携機能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　マルチメディア情報端末

遠方の施設管理においても，映像や音声などのマルチメ

ディア機能による，より直感的，総合的な監視が必要とさ

れている。これにこたえ，低価格，低ランニングコストを

追求したマルチメディアテレメータを開発した。

この装置は映像・音声，電話・監視制御信号を多重化し

て，リアルタイムに双方向伝送する装置である。

主な特長は次のとおりである。

INS64，HSD128，DA128 などのランニングコストの

安価な回線を使用できる。

国際標準に準拠した圧縮方式を採用し，高品質な伝送

を実現した（映像：H.261，音声：ADPCM）。

制御用 PEリンクによる高速な制御データ通信が可能

である。

電話および構内交換機（PBX）と直接接続できる。（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　マルチメディアテレメータ FTDM

関連論文：富士時報　1997.11 p.600-603
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近年の火力発電プラントの計測・制御システムは，各系

統コントローラのネットワーク結合と，CRT主体の運転

監視の集約化が進められている。自動化範囲の拡大が一層

進み，運転員の業務は監視主体へと移行し，ヒューマンコ

ミュニケーションインタフェース（HCI）のインテリジェ

ント化の要求が高くなってきている。富士電機の MIC

REXは，そのニーズに確実にこたえるシステムである。

沖縄電力（株）石川火力発電所 1号機に納入したAPC装

置にこのMICREXが採用された［ボイラ制御関係は，川

崎重工業（株）経由で納入］。このシステムは，多彩な CRT

画面操作機能，ボイラ・タービン統合化によるシンプルな

構成，上位ユニットコンピュータとの結合，高機能保守

ツール（V-EWS）の採用など優れた性能を発揮している。

58

計測・情報・通信・制御システム

計測・制御システム

火力発電設備の計測・制御システム

セメントプラントの計測・制御システム

製鉄所ユーティリティ設備の制御システム

図１３　火力発電設備の計測・制御システム

国内のセメント分野では，新規設備投資は抑制されてい

るが，1970年代から1980年代にかけて建設された設備の更

新時期を迎えている。更新に際しては短期間の切換，新シ

ステムにはより高度化が求められる。富士電機は三菱マテ

リアル（株）青森工場の集中監視制御システムを 2年間，3

段階（1段階：中央監視・仕上げ，2段階：原料・石炭，3

段階：キルン・クーラ）の切換を経て新システムを 1997

年 9 月に納入した。切換から全システムの更新完了までは，

既存システムと新システムの融合を図り，限られた休転期

間内でのスムーズな移行を達成した。新システムでは従来

システムの機能に加え，ミルの自動立上げ・停止など，夜

間無人運転への展開も可能とする，より高度化，自動化を

図ったシステムを実現し，省力化・省人化に寄与している。
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図１４　集中監視制御システムの構成

製鉄所のユーティリティ管理設備は，①エネルギーの安

定供給，②省エネルギー，③合理化・省力化，④異常時対

応，⑤環境管理・防災を目的として設置される電気・計

装・コンピュータを密接に結合した EIC 統合システムで

ある。本来，ユーティリティ管理設備は，製鉄所内に点在

する動力設備を 1か所で集中監視制御することで省力化を

図ってきたが，近年，高炉送風機設備，高炉炉頂圧発電設

備，水処理設備，ボイラ設備などのユーティリティ関連設

備へ管理範囲を拡大する傾向にある。

富士電機は，豊富な実績と経験から数多くの新設・増

設・リプレースを手がけており，国内・海外のユーザーか

ら高い評価を得ている。
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図１５　製鉄所ユーティリティ設備の制御システム
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製鋼プロセスは製鉄所において，製品の品質を左右する

重要なプロセスであり，複数のサブプロセスから構成され

る。制御においては，これらのサブプロセスおよびプロセ

スコンピュータとの密な連携と高度な制御が要求される。

富士電機では，国内外での製鋼工場新設または老朽更新

において最新のハイテクノロジーを駆使した製鋼制御シス

テムを数多く納入し，豊富な経験と優れた技術により国内

はもとより海外からも高い評価を得ている。

1997年は汎用パソコンを使用したオープン化統合制御シ

ステム（FOCUS）から，25 ステーションの大規模分散形

制御システム（MICREX-IX）まで，国内外合わせて４シ

ステムを出荷した。現在も 1システム製作中である。
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製鋼設備の計測・制御システム

鉄鋼中小プラントの計測・制御システム

石油オフサイト設備の計測・制御システム
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図１６　製鋼設備の計測・制御システムの構成例

パソコンのコストパフォーマンスの向上，Windows の

普及により，鉄鋼プロセスの制御装置としてパソコンを適

用するようになってきた。

富士電機では，パソコンを使った制御システム（FO

CUS）を鉄鋼中小プラントの制御システムとして提供し

ており，1997年１月に鉄鋼加熱炉制御システムへ納入し，

現在順調に稼動している。このシステムは，コントローラ

には富士電機が長年積み重ねてきた産業プラントへの実績

のある ICS-2000 を採用し，制御の高信頼性を確保しつつ，

マンマシンインタフェースにWindows の高い操作性をも

つ InTouch を採用し，ネットワークに Ethernet を採用し

たオープン制御システムとなっている。

オペレータ 
ステーション 
FOCUS

エンジニアリング 
ワークステーション 

カラーハード 
コピー装置 

〔運転室〕 

タッチ 
付き 

FMV15"

マウス 

Ethernet

コントロールステーション 
ICS-2000

Tリンク（500kbps） 
ツイストペアケーブル 

FTUモジュール FTK 
カプセル 

【DCS収納盤】 

メッセージ 
プリンタ 

図１７　加熱炉制御システムの構成

製油所では労働環境面・安全防災面から設備の高度化が

継続的に実施されている。石油オフサイト設備においては，

ポンプなどの回転機械やバルブの遠隔操作化や異常信号の

収集監視システムの構築が行われている。

富士電機では，光フィールド計装 FFI 方式の電動弁ア

クチュエータを使用したシステムを提供し，1996年に続き

日本石油精製（株）根岸製油所，三菱石油（株）川崎製油所，

昭和四日市石油（株）四日市製油所に納入した。また，光多

重伝送によるバルブなどの遠隔監視操作システムを，1996

年に続き三菱石油（株）水島製油所に納入した。さらに，海

上出荷桟橋へ出荷状況をタイムリーに通報する自動アナウ

ンスシステムを，太陽石油（株）四国事業所へ納入した。

図１８　光式電動弁制御システム

N99-1986-23
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富士電機は IEC 規格に準拠した光フィールドバスシス

テムの開発を推進中であり，1997年10月からシェル石油オ

ランダ本部のパイロットプラントで実証試験中である。

実証試験中のコンポーネントと代表的な仕様は次のとお

りである。

光式差圧発信器： 0～ 500mmH2O，10 bar

光式圧力発信器： 0～ 250 bar

光式温度変換器：K熱電対用

多点温度変換器：K熱電対，8点用

光－空気圧変換器： 0.2 ～ 1.0 bar

光スターカプラ：反射形，16 ポート

電気－光変換器：電気－光フィールドバス変換器

光ケーブル：石英ファイバ，100/140μm

光コネクタ： STコネクタ（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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光フィールドバスシステム機器の開発とフィールド実証試験

ガス設備の計測・制御システム

化学プラントの計測・制御システム
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光ケーブル 
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図１９　フィールド実証試験システムの構成

都市ガスのエネルギーは家庭用にとどまらず，あらゆる

産業分野でも利用が増大しており，その安定供給と保安の

確保は同時に拡充することが要求されている。導入する計

測・制御システムには機能の拡大と，年々増加する需要家

への対応の容易性が必要である。

富士電機では大中規模システム用として，監視制御所の

パソコンおよび産業用ミニコンピュータによるクライアン

ト・サーバシステムと，各整圧所のテレメータ・テレコン

トロール装置を回線結合したシステムを，また小規模用と

しては，監視制御所をパソコンのみにしたガバナ監視シス

テムをそれぞれ提供している。サーバの LANに導管網解

析機能や災害解析機能を持たせたパソコンを接続すること

で，データの共有化とシステムの拡大が容易に行える。

FAパソコン 
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図２０　ガス設備の計測・制御システム

化学分野では競合のボーダーレス化による生産コスト圧

縮など厳しい経営環境にある一方，生産システムの老朽化

対策，改善への設備投資は着実に行われている。

富士電機はシステム更新，2000年問題，SI 単位更新に

ついて顧客へ提案し，ともに問題解決を図っている。

宇部興産（株）千葉工場向けなどに DCS の更新として

MICREX-IX システムを，また某社へ新規システムとして

クライアント・サーバシステムのオープン統合化制御シス

テム FOCUS と銘柄管理パッケージ FLEX-BATCHを納

入した。

今後はFOCUS の機能拡充，銘柄管理の機能拡充，DCS

の機能拡充を行う計画である。

図２１　化学プラントの計測・制御システム
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制御装置のダウンサイジング化と大幅な設備投資削減に

より，低価格な汎用制御機器を使ったシステムが主流と

なってきている。

このような市場動向のなかで，日本酸素（株）から，長野

液酸工業（株）向けに「窒素製造プラント」の監視・制御シ

ステムを受注した。システムの老朽化に伴うリプレースお

よびラインの増強が行われた。このシステムは，最新のパ

ソコン応用システムを導入したオープン化と EI の統合機

能を兼ねたライトサイジングな統合化制御システム「FO

CUS」である。

今回納入したFOCUS システムの納入実績により，今後

の中小システムは，パソコン応用システムに着実に変わっ

ていく。
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図２２　窒素製造プラントにおける計測・制御システムの構成

食品・薬品業界は景気低迷とはいえ，新商品対応や製品

コストの低減，老朽化対策などさまざまな目的で設備投資

が着実に行われている。監視制御システムの導入にあたっ

ては，コストパフォーマンスの高いパソコンを応用したシ

ステムに関心が高まっている。

富士電機では 1996 年秋にパソコン利用によるコストミ

ニマム化とシステムのオープン性を重視した「FOCUS」

を発表し，1997 年には，監視制御システムとして製造プ

ラントへの導入を数多く図り，好評を得た。

一方で，低価格・高機能パソコンの出現で生産管理，在

庫管理，製造管理などを連携した水平分散形ネットワーク

システムによる統合システムが中小規模製造プロセスでも

採用され，図のようなシステムを製作中である。

製造管理ワークステーション ホストコンピュータ 

製造計画立案 
在庫管理 
マスタ管理 

製造管理パソコン 
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運用管理 
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GRANPOWER5000

図２３　生産統合管理制御システムの構成例

最近の焼却施設は，ごみの増大，環境問題，エネルギー

問題などの種々の要請に応じるため，大形化，高機能化，

複合化が進んでいる。これらの設備を効率よく安全に運転

管理するために富士電機の EIC 統合化システム（MIC

REX-IX）が導入されている。さらにコンピュータと組み

合わせて，予防保全，設備診断，運転支援システムや在庫

管理，機器台帳管理，点検データ処理システムなどが導入

されている。

教育用として，ごみ焼却施設訓練シミュレータの開発も

完了した。このシミュレータは，訓練目的や被訓練者の理

解度合に応じて学習のシナリオ（学習プラン）が立案でき，

プラントシミュレータの機能も有している。

図は，住友重機械工業（株）経由筑南クリーンセンターへ

納入したシステムの中央制御室である。

図２４　筑南クリーンセンターの中央制御室



富士時報 Vol.71 No.1 1998

この流量計は，超音波の伝搬時間を利用して既設配管の

外から管内の流量を計測できる体積流量計である。今まで

の超音波流量計は，気泡混入流体に対し計測できない問題

があったが，受信信号の処理にディジタル信号処理技術を

駆使して気泡耐量を強化した。また，センサは豊富なバリ

エーションを有し，変換器は最新のエレクトロニクス技術

により小形・軽量化を図り，精度アップと応答時間を高速

化した。特長は次のとおりである。

小形・軽量：変換器の大きさ・質量は従来品の 1/2

豊富なセンサバリエーション：適用配管口径 13 ～

6,000mm，流体温度範囲は－40 ～＋200 ℃まで可能

高精度・高速応答：精度 1％以内，応答速度 1秒以

下

気泡耐量の向上：当社従来品の約 10 倍（4）

＋－（3）

（2）

（1）
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計測機器

新形超音波流量計（設置形）

新形電磁流量計 コンパクトフロー

小口径フランジ形発信器 FCX-Aシリーズ

図２５　新形超音波流量計

この電磁流量計はコンパクトタイプの電磁流量計で，本

体にステンレス鋼材を採用し，接液部材はテフロン・ウレ

タン材を採用した。ライニング材の成形法や接着技術を改

良し，三次元有限要素法を採用して電磁場の最適化を図り，

隣接配管の影響低減，起電力発生の少ない流体や低流速範

囲まで測定可能とした。

特長は次のとおりである。

各種用途に対応したメニュー化：コンパクトなウェー

ハ・フランジ一体形，水中形，サニタリー形

ワイドな測定範囲： 0… 0.1 ～ 15m/s（一体形）

高精度の実現：精度 0.5 ％ of RD

見やすい表示：バックライト付 LCDを採用し，暗い

場所でも見やすくした。

（4）

＋－（3）

（2）

（1）

図２６　新形電磁流量計

フランジ形の圧力，差圧，レベル発信器に新たに小口径

フランジタイプを追加した。1
1
－2 B，2B のフランジへの直

接接続，導圧管レス流量計装の実現，ねじ込み結合への対

応，タンク容量換算出力機能の装備など応用範囲の拡大を

可能にした。

主な仕様は次のとおりである。

フランジ口径：
1
－2B，

3
－4B，1

1
－2B，2B

フランジ定格： JIS10，20，30K

ANSI 150，300，600LB

接液部材質： SUS316L，ハステロイ

キャピラリー長さ： 1.5m，3m，5m

（リモートシール形）

精度： 0.25 ％（測定スパン：URL/10 以下）＋－（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２７　小口径フランジ形発信器 FCX-Aシリーズ

N68-420-7
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ポータブル CP計（ZFX）は浸炭炉，変成炉の炉内雰囲

気のカーボンポテンシャル（CP）を CO2 の測定濃度値を

ベースに演算・表示するものである。CO2 測定に高精度

赤外線方式を採用しており，トレーサビリティのある標準

ガスによる校正が行えるため，ISO 9000 対応の品質管理

用としてジルコニア O2 センサの動作チェックに最適であ

る。主な特長は次のとおりである。

計量・コンパクトで持ち運びが容易

トレーサビリティのある標準ガスによる校正が可能

ポンプ，フィルタ，流量計を内蔵（3）

（2）

（1）
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計測機器

ポータブルCP計（ZFX）

ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）

ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）

図２８　ポータブルCP計

ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）は排ガス中の CO，

O2 を連続測定するとともに，O2 換算，平均値演算などを

行うもので，1997年12月開始のダイオキシン排出規制に対

応した仕様となっている。従来品に比べ装置サイズもコン

パクトで前面から保守が行える省スペースタイプである。

主な仕様は次のとおりである。

測定方式　：CO；赤外線式，O2 ；ジルコニア式

測定レンジ：CO； 0～ 200/2,000 ppm

O2 ； 0 ～ 25 vol ％

機　能　　：自動校正，自己診断，規制値オーバのカ

ウント/アラーム，記録機能（オプショ

ン）など。

（3）

（2）

（1）

図２９　ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）

ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）は直接挿入形検出

器（ZFK）を接続し，ボイラや各種工業炉などの燃焼監

視，制御に用いるものである。基本機能に絞り込んだ使い

やすいモデルで，小形・軽量，低消費電力であり，パッ

ケージボイラなどの小規模施設に最適である。主な仕様は

次のとおりである。

測定レンジ： 0～ 5，10 または 25 vol ％ O2

再現性：＋－ 0.5 ％ FS

出力：DC4 ～ 20mA，リニア，絶縁出力

ケース：防雨形（IP55 相当）（4）

（3）

（2）

（1）

図３０　ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）

A6795-17-291
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製品に記載される管理番号は，多様化，PL法施行，ト

レーサビリティの重要性などによりますます複雑かつ重要

になってきた。一方，LCD，水晶振動子などの電子部品

は小形・高密度化し，微小エリアに大容量情報を記載する

必要性がますます増大している。

富士電機では次世代バーコードとして急速に普及してい

る二次元コードを，レーザマーカ FALシリーズに搭載し，

高速性追求のためラスタスキャンマーキング方式を採用し

た FAL50VH/QR を開発した。この装置により，非接触

ドライにて従来バーコードの数十倍のデータ容量を 1/10

のスペースに記載できる。光ファイバ線番，プリント基板，

DVDなどの電子分野のほか，医療器具，化粧品分野への

適用が拡大される。
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ビジョン・レーザ関連

ラスタスキャン形二次元コードレーザマーカ

レーザ微細加工装置 F3000シリーズ

超高解像画像処理装置 メガスキャン FAY-1000

（富士レーザマーカ FAL50V） 

図３１　ラスタスキャン形レーザマーカ FAL50VH/QR

本装置はグリーンレーザ（波長： 532 nm）により，電

子部品などにミクロンオーダの高精度微細加工を行うもの

で，ユーザーニーズにマッチした加工光学系，ワーク搬送

位置決め装置，ローダ，アンローダなどのフレキシブルな

システム構成が可能である。

レーザ発振器は高出力，高ビーム品質の性能を有してお

り，マスク結像光学系，高精度，高速 XY自動テーブル

などとの組合せにより，高速，高品質かつ高精度なレーザ

微細加工ができる。

主な適用分野としては，リードフレームのタイバーカッ

ト，LCD，PDP などのパターンカット，トリミング，セ

ラミック基板などへの微細な穴あけなどである。

図３２　レーザ微細加工装置 F3000シリーズ

富士電機のビデオセンサ（FAYシリーズ）に，高 S/N

のラインセンサと搬送機構を組み合わせて対象物の二次元

画像を撮像し，従来品の最大 200 倍の超高解像で検査でき

る二次元画像処理装置FAY-1000 を商品化した。

この装置は，1,024 ～ 8,096 ビットのラインセンサを用

い，最大 5,000 万画素で，各画素に対し 256 階調の濃淡画

像処理を行い，対象物の汚れ・きず・変色・くぼみ・む

ら・位置ずれなどの欠陥検査を高速に行う装置である。ま

た，印刷のように定められたパターン（模様）がある対象

物の欠陥検査を行うこともできる。

紙・フィルム・金属などの連続シート状の大形品の検査，

円筒状容器の外面印刷検査，IC ・液晶・超小形プリント

基板などエレクトロニクス部品の微細欠陥検査などに用い

られる。

図３３　超高解像画像処理装置 メガスキャン FAY-1000
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新設された最先端の電動機組立工場に物流システムを納

入した。この工場は電動機の大幅な生産量の増大をめざし

た専用工場である。システムはサーバコンピュータ 3台を

核とした情報システム，自動倉庫，自動搬送台車を中心と

した物流システム，分散倉庫と直結した多数の組立ロボッ

トで構成され，各システム間をオープン基幹 LANで結合，

物と情報を完全に一元化して高速・高頻度の入出庫と部品

供給，完成品搬送の自動化を実現している。物流システム

は高速化を実現するため，自動倉庫スタッカクレーンの駆

動系にはサーボモータ，搬送台車にはリニアモータを適用

している。

この分散倉庫方式による組立工場のシステムは，高速化，

自動化，安定性向上の観点から今後の方向性を示唆するも

のである。
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CIM/FA

電動機組立工場の物流システム

でんぷん食器焼成装置（ポテアース1号機）

飲料会社における広域物流管理システム

図３４　リニアモータ適用の自動搬送車

ポテアース 1号機はじゃがいものでんぷんを主原料とし

て自然に還元できるポテトレーと称する皿，コップなどの

食器を焼成する装置である。このシステムは北海道のベン

チャー企業某社が早くからこの分野に注目し，開発を進め

てきていたが，本格的な進出をするためのパートナーとし

て IH（インダクションヒータ）機構，制御を含めた総合

技術力が評価され開発機の製作納入を富士電機が担当した。

1号機は従来のガス加熱方式を IH加熱方式に変えるこ

とにより安全性，操作性に優れた自動化装置であることを

実証した。現状モデルプラントとして 1時間あたり 500 枚

の生産能力であるが，今後大幅に能力を増やした実用機へ

の展開が期待できる。環境対策にこたえた将来性ある分野

である。

原料注入装置 

フック掛け 
カム 

盤 

原料投入部 焼 成 部 完成品取出部 

取出スペース 

（製品） 

リターンコンベヤ 

予熱部（インダクションヒータ） 

8ベース×2型＝16型 

 

図３５　ポテアース1号機の構成

製品の鮮度向上および在庫・物流コスト削減に向けて，

50営業所，3工場をネットワークで結合した広域物流管理

システムを納入した。このシステムは，営業所における受

発注システム，工場在庫管理システム，工場内車両誘導シ

ステム，全社在庫管理システムからなる。

主な特長は次のとおりである。

イントラネットによる各システムの統合

営業所端末の保守管理費を削減するため，JAVAに

よる受発注システムの構築

過去の販売実績に基づく，発注量および工場間移動量

の最適予測とガイダンス

営業所からの発注情報を，在庫引当て，配車計画，出

荷指示，車両積込伝票まで活用する統合システムの実現

（4）

（3）

（2）

（1）

A工場 B工場 

HP NetServerLHPro HP NetServerLHPro

HP NetServerLHPro HP9000

Fujitsu FMV

在庫管理 
車両誘導 

在庫管理 
車両誘導 

在庫管理 
車両誘導 

配車計画 

（JAVAによる受発注システム） 

ISDN

50営業所 

販売計画 生産計画 

全社 
在庫管理 

本社工場 

発注量計算 
移動量計算 
在庫引当 

図３６　飲料会社における広域物流管理システムの構成
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富士電機では1991年の佐川急便（株）東大阪店に続き，今

回，西大阪店向けに「高速荷物自動仕分システム」を納入

した［コンベヤ装置は村田機械（株）製］。

このシステムの特長は次のとおりである。

10万個/日の仕分データを蓄積可能な仕分サーバ（F

M5000SV）と ORACLEを核として，2ライン 15,000 個

/時の自動仕分指示が可能な仕分コントローラ（DS/90）

などによるクライアント・サーバシステムの実現

充実したグラフィカルインタフェースの実現

音声認識装置で住所発声による自動仕分の実現

荷物上面・両側面のバーコードを同時に読み取るス

キャナ装置との高速データインタフェースの実現

（4）

（3）

（2）

（1）
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CIM/FA

運輸会社における高速荷物自動仕分システム

グループウェア応用による日常業務パッケージ ExchangeUSE

コンサルティングフレームワーク Bision Frame（ビジョンフレーム）

荷物データ送信 

バーコード読取り 

住所発声 

集荷端末 

全方向スキャナ 
コンベヤ・仕分装置 

仕分 
コントローラ 

仕分 
サーバ 

仕分管理 
端末 

出荷端末 

音声認識 
端末 

音声入力装置 
　＆ 

　ハンディ 
　ターミナル 

ホーム 
No.1

ホーム 
No.2

ホーム 
No.XX

ホーム 
No.YY

＜到着＞ ＜集荷＞ 

シュートNo.1 シュートNo.2 シュートNo.ZZ

本町 

図３７　高速荷物自動仕分システムのイメージ図

Microsoft Exchange の基本機能である，電子メール

（コミュニケーション）や個人スケジュール管理，データ

共有（共有フォルダ）などの仕組みをベースに，日常業務

を強力にサポートする企業向けパッケージ商品である。シ

リーズ化された製品群を組み合わせることにより，実務に

そのまま適用できる実用的なパッケージ商品として，社内

外，各部門間における情報共有やコミュニケーションを促

進し，個人はもとよりグループ全体の効率的な活動を支援

する。Microsoft Exchange5.0（Microsoft Outlook）に完

全対応しており，企業内の組織情報は ExchangeUSE シ

リーズ内で共有されるなど，メンテナンス性にも優れてい

る。さらに，イントラネットを中心としたWeb 化対応も

計画中であり，企業向けにベストソリューションを提供す

る。

図３８　ExchangeUSEグループスケジュールの表示画面例

情報ネットワーク分野を対象に，業務分析・システム企

画を行う「業務コンサルティング，クライアント・サーバ

システムコンサルティング」のためのフレームワークを開

発した。「現状把握」「実行計画立案」「業務分析」「新業務

構想・新システム構想」「効果予測」が主な内容である。

特長は次のとおりである。

業務全体を鳥瞰（ちょうかん）できる。

利用部門，システム部門などの関係者が全員参加でき

る。

作業項目，役割分担，推進手順，アウトプットが明確

で体系的に作業を進められる。

主な適用実績として，加工組立業の製造管理システム，

一般オフィスでの稟議（りんぎ）書ワークフローシステム，

工事組合での申請業務CAD化システムなどがある。

（3）

（2）

（1）

現状把握 
システム化構想 

実行計画立案 

業務分析 

効果予測 

システム基本計画書 

新業務構想 
新システム構想 

見積額 

予想効果 

新業務フロー作成 

新システム構想 

現状業務フロー分析 

実施テーマ決定 

改善・革新項目 
洗出し 

会社・組織・方針 
業務概要 
現状システム概要 

全体の鳥瞰！ 
全員参加！ 
体系的！ 

実施テーマ 問題点 
業務 

生産計画 

部品発注 

その他 

図３９　コンサルティング実施手順



＊ 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。




