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ITコンポーネント（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

レーザ・ビジョンコンポーネント

計測コンポーネント

プロセス情報制御システムは，従来の監視制御システム

から IT（情報技術）を駆使して生まれ変わろうとしてい

る。本業界では計画系と実行系の同時計画により，オフィ

スから生産現場までのシームレスな結合とオートメーショ

ンにより製造の最適化が求められている。これに応えるべ

く，富士電機は中核となる実行系ではオープン統合化分散

制御システム「MICREX-AX」（通称：オープン AX），

I/Oバスに Ethernetを採用したオープン PIO，自立分散

制御を実現する高機能プログラマブルコントローラ，生産

性と品質を向上させるエンジニアリング支援ツールなど，

フィールドから ERP（Enterprise Resource Planning）ま

でのシステムインテグレーションに必要な機器やパッケー

ジを開発しており，2001年11月の国際計測工業展 INTER

MAC2001に出展し，注目を浴びた｡

計画系においては，「Solution_MEISTER」（ソリュー

ションマイスター）を各分野へ提供すると同時に，メニュー

の拡張や充実を行っている。Solution_MEISTERは，顧

客の業務革新・収益改善を達成するために最新の ITを駆

使した課題解決策を，コンサルティングから運用・保守

サービスに至るライフサイクル全般にわたって提供するソ

リューション商品である。ネットワーク技術とインフラス

トラクチャーの充実が急速に進む中，IP（Internet Proto-

col）を中心とした技術・製品が ITコンポーネントの中核

として今後も進むと予想される。

実行系では基幹産業の新規プラント建設は少なく，部分

更新や増設などが大多数を占めている。しかし，全般的に

は製品競争力強化のための更新・合理化を目指した情報化

投資，環境関連投資が増加傾向にある。また，システム全

体のコストダウンの要求がますます増大している。

このような背景から MICREX-AXの機能強化として

IT 化対応や，フィールドバス対応，オープン PIOの OPC

（OLE for Process Control）対応やねじ端子対応，総合エ

ンジニアリングツールの開発を行った。また，遠方監視制

御装置においてはコンパクトな中規模向け SAS-55を開発

した。

実行系を担うコンポーネントは，従来機能を完全に継承

しながらパソコンや Ethernetを素材として，HMIや DB，

基幹 LANとしての FL-net 準拠 LANを提供してきた｡

その中でさらに PA・FA向けシステムへの適用を実現す

るため，MICREX-SXを素材としたプロセスコントロー

ラを開発した。このシステムは，MICREX-SXの持つ

IEC 標準プログラム，FA用ネットワーク接続などの特長

を生かしつつ，従来のプロセス制御機能，制御 LANイン

タフェース機能を継承したシステムとなっている。

また OPCサーバを搭載し，富士電機標準 HMIだけで

なく，適用分野に合った SCADAを使用するシステム構

築が可能になった。

レーザ・ビジョンコンポーネント分野においても，超高

精度・高速なコンポーネント群を開発した。まずレーザ分

野では，半導体・電子部品の微細加工用に，高出力 YAG

第三高調波レーザを用いて，最小 10μm以下の微細加工

精度を実現する紫外線レーザ微細加工機「DW8100」を開

発し，半導体の高速穴あけ・切断，トリミング，マーキン

グなどの用途に納入を開始している。また，ビジョンシス

テム分野においては，樹脂カップや飲料缶の外面印刷検査

用として，インキ飛び・抜け・かすれなどの項目をフルカ

ラーかつ高速処理で実行するラインセンサ型外観検査装置

「FAY-2100」を開発した。

計測コンポーネント分野においても，世界経済の減速に

よって，設備投資の手控えや新規プラントの減少という形

で深刻な影響を受けたが，今後もニーズが期待できる半導

体や環境分野向けを中心に製品の強化を図った。フィール

ド機器では小型・経済的な「超音波流量計」の新シリーズ

と，気体・液体・蒸気流量測定用に「渦流量計」シリーズ

を加えて流量計群の強化を図った。環境機器では新型の

「磁気力式酸素分析計」「ジルコニア式酸素分析装置」を加

え，また，電子機器では国内でも普及が進むと見込まれる

「ビデオチャートレコーダ」や超小型ながら高機能の「ディ

ジタル温度調節計」の新シリーズなどを開発した。

今後も IT ・計測制御コンポーネントのシリーズ化や強

化を図り，最適なシステムの構築に取り組んでいく所存で

ある。
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得意とするプラント制御システムの適用範囲を拡大する

ため，汎用プログラマブルコントローラ（PLC）「MIC

REX-SX」に DCS 技術を適用した分散システムを開発し

た。MICREX-AX互換のプロセスパッケージ搭載と，基

幹 LANに「FL-net 準拠 LAN」を適用し，高信頼な FA

システムを実現した。主な特徴は次のとおりである。

MICREX-AXコントローラとMICREX-SXのフラッ

ト化システム構成による適材適所な使い分け

PLCアプリケーションとプロセス制御アプリケー

ションの融合

FA用フィールドバスや FA用パッケージなどのMIC

REX-SX資産の利用

PLCの二重化システムを実現（4）

（3）

（2）

（1）
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PA・FA融合のフラットな分散システム

標準アクセスソフトウェアOPC

Web方式PIO監視装置

�

ADS-PC2000 AOS-PC2000

FL-net準拠�
LAN

（トークン方式）�

Fast Ethernet

最大64台�

ACS-2000 ACS-250 MICREX-SXMICREX-SX

�

図１　PA・FA融合のフラットな分散システム構成例

統合コントローラ「MICREX-SX」に続いて，オープン

リモート PIO「PROGRESSIO」対応の OPCサーバソフト

ウェアを開発した。

OPC（OLE for Process Control）は，Microsoft 社の

OLE（Object Linking and Embedding）技術を利用した

制御システムと情報システムを接続するオープンな仕様で

ある。これにより Citect5など各社の SCADA（Super-

visory Control And Data Acquisition）ソフトウェアや，

他社の OPC対応製品と組み合わせた，オープンで柔軟な

システムが構築可能になった。PROGRESSIO 対応 OPC

サーバの主な特徴は次のとおりである。

OPCデータアクセス Ver.2 規格に対応

Eexelなどから容易に PROGRESSIOにアクセス可能

二重化システムに対応可能（3）

（2）

（1）

Ethernet，SXバスほか�

Ethernet

Ethernet

オープンPIO

オープンPIO�
用OPCサーバ�
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上位システム�
MESなど�

OPCサーバ�

MICREX-SX

MICREX-SX用�
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他社コントローラ�
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図２ 標準アクセスソフトウェアOPC

Web方式PIO監視装置は，現場のプロセスデータ（ディ

ジタル入力・アナログ入力・ディジタル出力信号）を，イ

ンターネットやイントラネットを経由して，パソコンの標

準添付Webブラウザ画面で，監視・設定操作ができる。

主な特長は次のとおりである。

インターネットおよびイントラネットに接続できる。

標準で監視画面（PIO 状態表示画面，PIOロギング

データ表示画面，アナログトレンドグラフ表示画面）を

内蔵している。

電子メールによる警報自動通知ができる。

パソコン画面から現場機器への設定操作ができる。

FTP機能で，データファイルの転送ができる。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

Ethernet

ブラウザによる�
監視・設定操作�

ブラウザによる�
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図３ イントラネット環境のシステム構成例
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SAS-55は SAS-50の後継機種として開発した中規模遠

方監視制御装置である。コンパクトで使いやすく拡張性が

あり，今後の主力となる装置である。主な特長は次のとお

りである。

コンパクト化，モジュール化

基本部，伝送部，I/O 部と機能分割し，おのおのをコン

パクトなモジュール構造とした。

使いやすさ

割付け表のみでの構成に加え，アプリケーションプログ

ラムも組み込めるようにした。

スケーラビリティ

各機能部を Ethernetで接続し，スケーラビリティを向

上させた。

（3）

（2）

（1）
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中規模遠方監視制御装置「SAS-55」

オープンAX「MICREX-AX」の IT 化

総合情報システム構築支援パッケージ「InfoTerrace」

図４　中規模遠方監視制御装置「SAS-55」

オープン AX「MICREX-AX」は，従来の分散監視制

御システムと ITとを融合したシステム構築・提供を可能

とした。

オープン AX「MICREX-AX」のデータベースス

テーション（ADS-PC2000）で検出された機器故障情報

を携帯電話・パソコン（メール）・ FAXに通知する機

能を提供（データベースステーションにはWebサーバ

を搭載しており，イントラネットに接続されているクラ

イアントパソコンのブラウザからユーザー情報の設定お

よび通知先などの設定・変更も可能）

オペレータステーション（AOS-PC2000）の画像もク

ライアントパソコンのブラウザから静止画でダウンロー

ドが可能（各ユーザーにはランクが指定されており，ダ

ウンロードできる画面の指定が可能）

（2）

（1）

FAX

公衆回線�

Webサーバ�
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ADS-PC2000�
二重化�
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ACS-2000
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通知先設定および画像�
データの要求をWebサーバ�
に依頼する。�
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図５　オープンAX「MICREX-AX」の IT 化

「InfoTerrace」は，監視制御システムや情報処理系シ

ステムとシームレスに連携し，各種業務情報をリアルタイ

ムにWWW端末（パソコン）で参照・設定できる総合情

報システム構築支援パッケージである。OSなどのプラッ

トホームに依存せず適用業務を限定しないオープンネット

ワークに対応している。その適用フィールドは企業内だけ

でなく，対企業，対お客様，対装置と広がり，あらゆるも

のを結ぶことで，新たな価値・ビジネスを創造する。適用

例として，保守・保全・管理業務の効率化を目的とした設

備保全システムがある。このシステムは，広域に点在する

設備をインターネット経由で常時監視し，①故障があれば

関連部署へ警報を自動通知し，②関連する保守マニュアル

や設備図面をWWW端末に表示させることで迅速な対応

を支援する。

ITVカメラ�

機器監視�

携帯電話�

対装置・現場　B to M

総合情報システム�
＜InfoTerrace＞�

広報，�
お客様サービス�

故障通知，�
設備手配�

システム監視�

in B　企業内�

B to B 対企業� 対お客様　B to C

図６　総合情報システムの適用フィールド
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近年の IT（情報技術）は通信インフラストラクチャー

の発展に後押しされ，さまざまなメディアの発展を促して

いる。監視制御分野においても，これらの多彩なメディア

に柔軟に対応することが重要な課題となっている。中小規

模監視システム「LOGACE-AS」は，すでに提供してい

るWeb 配信などの機能に加え，多彩なメディアを取り入

れるためのコンポーネントを用意し，多様なニーズへの対

応を可能とした。

iモードを使って警報を通知したり，運転状況を確認

することが可能

データを汎用データベースに出力し，業務システムな

どとの連携やEUC（End User Computing）の実現が可能

他システムとの連携を容易にする XMLインタフェー

スをサポート

（3）

（2）

（1）
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中小規模監視システム「LOGACE-AS」

「TCOSTREAM」によるクライアント管理業務の効率化
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図７　システム構成例

食品・薬品分野は，生産システムとして，生産設備の効

率化・安定化，安全な食品製造に対する HACCP（危害分

析・重要管理点）対応，品質の向上，さらに情報システム

として，調達・生産・物流・販売の全体最適化を図る

SCM（Supply Chain Management）の構築が要求されて

きている。食品分野向けでは，サントリー（株）白州工場向

けウイスキー蒸留設備，不二製油（株）阪南工場向け油脂設

備，某社向け乳業設備を納入し，順調に稼動中である。薬

品分野向けでは，環境情報システムおよび情報制御システ

ムを佐藤製薬（株）八王子工場に納入した。今後も，製造設

備の計測・制御から，製造部門と管理部門を融合し全体最

適化を図る SCM実現のための総合管理システムの需要拡

大に対応していく。

計測・制御システム

食品・薬品プラントの計測・制御システム

製造管理�

制御�

運転・管理�

仕込・酵母�

PROFIBUS
AS-i

運転操作統合�

仕込�
システム�

発酵・貯酒�

サテライト�
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情報LAN

製造管理�
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製造�
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監視制御� 監視制御�
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管理サーバ�

リモート�
監視�

　過�
システム�
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図９　食品プラントの計測・制御システム

「TCOSTREAM」（ティーシーオーストリーム）はク

ライアントパソコンのハードウェア情報やソフトウェア情

報を，ネットワークを介して収集し管理する資産管理ソフ

トウェアである。システム管理者は CPUやメモリ容量な

ど，収集されたハードウェア情報を使用して，管理してい

るパソコンの更新時期を計画したり，ソフトウェア利用頻

度を測定して導入ソフトウェアのバージョンアップ計画を

立案する。その他ライセンス数管理機能により，不正使用

ソフトウェアの監視やインターネットの不正アクセスの監

視が可能となる。

神奈川県川崎市では TCOSTREAMを導入し，リモー

ト操作機能やソフトウェア配布機能を用いてクライアント

管理業務の合理化を実現している。

ハードウェアインベントリの表示�
　-OS�
　-IPアドレス�
　-CPU�
　-メモリ　その他�
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　削除」の画面に表示されているアプリ�
　ケーションを表示する。�
　さらに全体検索，拡張子検索，ユー�
　ザー選択検索でソフトウェアを検索�
　することができる。�
レポート形式で表示�
　CSV，Excel形式で一覧表へのエクス�
　ポートができる。�

管理サーバ�

収集�
DB

管理者�
パソコン�

リモート�
操作�

クライアントパソコン�

資産情報�

データ収集�

図８　TCOSTREAM（資産管理機能）
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化学分野ではグローバル競争が激化し，企業編成，工場

統合，設備投資抑制の動きが加速している。その一方で，

新品種開発および合理化，IT 化の設備投資は堅調である。

富士電機は某化学工場向けに DCSシステムMICREX-

PⅡを更新し，オープン統合化分散監視制御システムMIC

REX-AXを納入した。

MICREX-AXは「進化と継承」をコンセプトとして制御

LANに Ethernetベースの（社）日本電機工業会標準 FL-

net 準拠 LANを採用，HCIにパソコンを採用した，優れ

た操作性，信頼性，保守性を備えた DCSである。

さらに ITを駆使して，基幹情報システムと連携するシ

ステムインテグレーションの提案が望まれている。
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計測・制御システム

化学プラントの計測・制御システム

鉄鋼設備の計測・制御システム

セメントプラントの計測・制御システム
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図１０　化学プラントの計測・制御システムの構成

国内の鉄鋼設備は設備投資抑制の中，制御装置の延命化

を図りながら，新機能を取り入れた更新を行っている。

富士電機では，「進化と継承」をコンセプトに，従来の

納入機器を存続させながら，制御装置を部分的に順次更新

していくシステムを提供している。基本的には HMIは汎

用部品で構築されているため，一番最初に更新が必要とな

りやすい。従来のシステムの HMIだけを更新し，コント

ローラは流用することができる。コントローラをその後順

次更新するにあたっては，ソフトウェアのコンバータ機能

を充実させることで，スムーズな切替を実現している。

富士電機では，2001年度に 3 世代前のMICREX-PⅡシ

ステムの HMIを増設更新したシステムを多数納入してお

り，今後も引き続き PⅡ，PⅢシステムの更新システムを

納入予定である。

OCS-200

DPCS-E�
（1.5 Mbps）�

HDC-�
100

PCS-�
100

オペレータ�
ステーション�

OCS-200

オペレータ�
ステーション�

DPCS-E�
（1.5 Mbps）�

HDC-�
100

PCS-�
100

ゲートウェイ�
ACS-2000

オペレータ�
ステーション�
AOS-PC2000

データベース�
ステーション�
ADS-PC2000

既設� 更新構成�

更新�

FL-net

図１１　MICREX-PⅡシステムの更新構成

セメント業界ではゼロエミッション推進のため，都市ご

み焼却灰や汚泥を主原料にしたセメント製造設備への取組

みが行われている。

富士電機ではごみ焼却灰からセメントを製造する世界初

のプラントであるエコセメントプラントの制御システムを

完成し納入した。このプラントではこれまでの豊富な経験

を生かし，ごみ焼却とセメントの制御技術を融合したフル

オートメーション化を実現した。システム構成は最新の

DCS（MICREX-AX）を中心に PLC（MICREX-F），コ

ンピュータ（GRANPOWER7000），電気機器ドライブ装

置（CMCⅡ）から成る。このシステムはセメント制御シ

ステムの中でも国内最大規模の EIC 統合システムである。

また，2 段積み CRTの採用と高密度のプラント画面を構

築し，省スペース化と操作性向上を実現している。

図１２　セメントプラント計測・制御システムの中央操作室
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計測・制御システム

環境・エネルギー管理システム

火力発電設備の計測・制御システム

原子力放射性廃棄物プラントの計測・制御システム

図１３　環境情報管理システムの操作端末用パソコン

効率的な発電所の運用，合理的な運転管理や供給信頼性

の向上を図るため，火力発電設備の計測・制御システムは，

自動化範囲の拡大，制御性・保全性・操作性の向上など高

度化が一段と進んできている。

富士電機では，事業用火力・自家用発電所向けに，オー

プン統合化分散監視制御システム「MICREX-AX」（オー

プン AX）を納入し，発電所制御システムの高度化に努め

てきた。

図にはオープン AXを採用した発電所統合化システム

の例を示す。本システムでは新中央操作室から 75MWボ

イラ・タービン発電設備 4機の集中監視・運転監視を行い，

発電所の自動化と運転合理化をコストミニマムで実現する

高機能なシステムを提供している。

図１４　発電所統合化システムでのオープンAXの適用

原子力放射性廃棄物プラントでの計測・制御システムに

おいては，DCSを用いた CRTによる最新式のオペレー

ション方式を導入すると同時に，機器や装置の品質管理，

高信頼性，安全性が重視されている。富士電機は，新型転

換炉「ふげん」用に廃棄物処理設備の計測・制御システム

を納入した。この設備においては，基本設計から現地総合

試験に至るまで，関連工場，関連部署の協調および体制の

強化により，品質管理と性能試験の充実を図り，総合試験

を効率的に行った。また，現地における DCS 切替工事と

試験作業においては，仮設盤の設置，ケーブルの切替や操

作端作動テスト時のアイソレーション方法などにおいて，

安全性と作業手順に十分配慮することにより，設備を完全

に停止させることなく短期間で運用を開始させた。

図１５　原子力放射性廃棄物プラントの計測・制御システム

近年，自然環境問題がますます大きな課題となっている。

環境保全・省エネルギーへの取組みは産業界の使命ととら

え，法規制の遵守はもとより，より高いレベルでの環境管

理，継続的な省エネルギー活動を推進するようになってき

ている。

富士電機では，環境管理システムとエネルギーセンター

システムを多数納入し，環境保全と省エネルギーに貢献し

てきた。図は，（株）神戸製鋼所に納入した「環境情報管理

システム」の操作端末用パソコンである。本システムでは，

電力卸供給事業用神鋼神戸発電所（70 万 kW× 2基： 1

号機は2002年 4 月電力供給開始予定， 2 号機は2004年 4 月

電力供給開始予定）の環境データを収集し，環境監視，自

治体への報告，地域住民への環境情報の公開を行う予定で

ある。
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空港給油の分野では，新空港の建設や既存空港の拡充建

設および更新が行われている。富士電機は，新東京国際空

港公団向けに，航空機燃料給油施設払出設備の計測・制御

システムを納入した。既設の計測・制御システム（監視

盤・操作盤とプログラマブルコントローラのコンベンショ

ナルシステム）をMICREX-AXで更新し，既設のコンベ

ンショナルシステムでは実現できなかった高度な監視・制

御技術を提供した。夜間の限られた時間内で新システムの

試験調整および試運転調整を行い，翌早朝には既設システ

ムでの払出操業を行えるよう，スムーズに新旧システムの

切替を行い，払出操業に影響を与えることなく，MIC

REX-AXシステムへの更新を達成し，安定した給油サー

ビスを実現している。
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計測・制御システム

空港給油施設の計測・制御システム

容器外面印刷検査装置「FAY-2100」

図１６　空港給油施設の計測・制御システム

レーザ・ビジョンコンポーネント

紫外線レーザ微細加工機「DW8100」

図１７　紫外線レーザ微細加工機「DW8100」

カップなど外周上に印刷されている容器について，容器

の自転中に，カラーカメラから外周にそって全周分にわた

りカラー画像を入力し，カラー画像処理して，インキ飛び，

印刷抜け，かすれなどの欠陥を検出する。あらかじめ，良

品についてマスタ画像登録・良品学習しておき，以降，容

器がくると外周全域について欠陥有無の判定を行う。操

作・表示については，パソコンで実施し，マスタの登録，

判定の条件設定は簡単操作となっている。また，不良画像

については，判定中，フリーズ表示するとともに30枚まで

の不良画像を記憶，解析することができる。主な仕様は次

のとおりである。

処理数：約 300 個/分（入力画像：512 × 512）

検出精度：絵柄上で約 2mm角，無地部で約 0.5mm

角〔分解能：0.5 × 0.2（mm）〕

（2）

（1）

図１８　容器外面印刷検査装置「FAY-2100」

半導体・電子部品の小型・高密度化により，これらの製

造工程には超微細性に優れたレーザ加工が一層必要となっ

てきている。DW8100は，ビーム品質・安定性に優れた

高出力 YAG第三高調波レーザ（波長 355 nm）であり，

紫外線レーザであるため，従来加工が困難であった金，銅，

ガラス，ポリイミドなどの樹脂材料などへの熱影響の少な

い加工が，最小 10μm以下にて実現可能である。

DW8100の主な特長は次のとおりである。

高出力で高速加工が可能（シングルモード 5W出力）

レーザダイオード励起方式であるため，消費電力が従

来機の 1/4

ガルバノスキャナ光学系を接続することにより，高速

穴あけ・切断・トリミング・マーキングが可能

（3）

（2）

（1）

関連論文：富士時報 2001.9 p.529-532
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富士電機は超音波流量計に関し，水処理分野を中心に26

年間のフィールド経験と 2 万台以上の納入実績を持つ。こ

のたび，半導体分野など，機械装置組込み用として新シ

リーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

検出器はプラグイン構造，変換器は外面操作可能，信

号ケーブルは着脱容易な防水コネクタ付きで，簡単取付

け，簡単操作である。

最新の LSI 技術とプラスチックハウジングを採用し，

変換器の大きさと質量は従来の汎用タイプの 1/5である。

0.2 秒の高速応答で，短時間バッチ処理に使用できる。

音速測定方式の採用により流体の温度変化に強い。

同期回路（オプション）により近接設置などによる音

響相互干渉を回避できる。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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超音波流量計「M-Flow」

渦流量計

超小型ディジタル温度調節計（PXR-3）

図１９　超音波流量計「M-Flow」（変換器・検出器）

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正

する法律」の施行（1999年 4 月 1 日）により工場やオフィ

スの省エネルギー管理が義務づけられ，空気や水の原単位

管理が求められている。富士電機はこのニーズに応え，普

及型渦流量計を発表した。主な特長は次のとおりである。

小口径用（4 ～ 25mm，精度 3％ FS，プラスチック

製検出部）と小・中口径用（10 ～ 100mm，精度 1％

FS，ステンレス鋼製検出部）の 2 種類を用意

－20 ～＋80 ℃の気体と液体，200 ℃以下の蒸気と高

温流体の流量測定が可能

電流出力，積算パルス出力，警報出力が可能

流量，積算値の実目盛表示が可能

積算値，設定パラメータは不揮発性メモリに保持

外部直流電源駆動のほか内蔵バッテリー駆動も可能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２０　渦流量計シリーズ

PXR-3は，超小型前面サイズ 24×48（mm）で，1ク

ラス上のサイズ〔48×48（mm）〕と同等の表示器，機能

を搭載しており，盤面の小型化に最適な低価格の温度調節

計である。主な特長・仕様は次のとおりである。

世界最小サイズ：H24 ×W48 × D98（mm）

表示器：クラス最大 LED文字高さ 11mm

端子数 18（クラス最多）による豊富な入出力機能

PIDセルフチューニング機能搭載

16セグメントの簡易プログラム運転機能搭載

RS-485 通信機能には 2 種類のプロトコルを設定

™MODBUS：POD，SCADAソフトウェアとの接続が

容易

™ASCII：PLCなどでのプログラム作成が容易

各種規格（安全：UL，CE／防水：IP66）に対応（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　超小型ディジタル温度調節計（PXR-3）

変換器（FLR）

検出器（FLS）

小・中口径用
（FMR）

小口径用
（FMP）
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記録紙の代わりに液晶画面，メモリカードを用いたペー

パーレス記録計である。液晶表示器は高分解能 5.7 型 TFT

カラー液晶を採用し，広い視野角と鮮明な表示を実現して

いる。メモリカードに保存したデータは，専用のアプリケー

ションソフトウェアまたは標準スプレッドシートを用いて

パソコン上で再生できる。主な仕様は次のとおりである。

外形寸法　：160×144×165（mm）

記録点数　：10 点，20 点

外部記憶メディア：ATAコンパクトフラッシュカー

ド

構　造　　：パネル埋込み型，デスクトップ型

入力信号　：熱電対，測温抵抗体，電圧，電流

電源電圧　：AC100 ～ 240V

オプション：警報，通信，外部制御など（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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ビデオチャートレコーダ（PHR）

磁気力式酸素分析計（ZKG）

ジルコニア式酸素分析装置（ZSB）

図２２　ビデオチャートレコーダ（ペーパーレス記録計）

磁気力式酸素分析計（型式：ZKG）は，磁気風式酸素

分析計（型式：ZAG）の後継機種として開発した。磁気

力式酸素分析計は酸素の磁気的性質を利用して測定ガス中

の酸素濃度をダンベル方式により高精度で測定する。酸素

の磁化率が他のガスに比べずば抜けて大きいため，共存ガ

スの影響，特に可燃性ガスの影響をほとんど受けない特長

がある。工業分野におけるじんかい焼却炉やボイラなどの

燃焼管理，鉄鋼の高炉，転炉，加熱炉などの炉内監視など

に適している。主な仕様は次のとおりである。

測定レンジ：0～ 10，25，50，100の 1レンジまたは

2レンジ

出力信号　：DC0 ～ 1V，4 ～ 20mAの選択（2）

（1）

図２３　磁気力式酸素分析計（ZKG）

新型のジルコニア式酸素分析装置（型式：ZSB）は，酸

素変換器を校正ユニットとともに一つのケースに収納して

いる。壁掛型またはスタンド型として産業用ボイラや各種

工業炉の燃焼排ガス中の酸素濃度を連続測定し，燃焼監

視・制御に利用するのに最適な酸素分析装置である。従来

品に比べ構造のコンパクト化，保守性の向上を実現し，コ

ストパフォーマンスに優れている。主な特長は次のとおり

である。

測定対象に直接挿入する方式のためサンプリング機器

が不要になり，速い応答速度が得られる。

自動校正，自動ブローダウン機能を標準で備えており，

メンテナンスフリーの安定した測定が可能である。

液晶表示による対話方式により，各種の操作・設定が

容易に行える。

（3）

（2）

（1）

図２４　ジルコニア式酸素分析装置（ZSB）スタンド型
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