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富士電機の施設情報管理システム�
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診断という語が各所で目に止まることが多くなり，診断

がいろいろな分野で活用されるようになっていることの証

しである。ここではその中でいくつかの診断の現状とその

将来について眺めてみたい。

絶縁診断は電気機器や電気設備の異常状態を検出するた

めに行う。すなわち，各種電気システムが正常な運転状態

下では発生しないが，異常な状態で発生する信号をセンサ

という科学の目でキャッチし，システムの異常の種類，程

度やその発生位置定めをすることが絶縁診断である。発生

する信号が異常の情報源である。

絶縁診断をするには，①正常運転時に発する信号パター

ン，②過去における故障，異常に対応する信号パターン事

例の蓄積，③検出信号と異常状態の信号との相関，④異常

の存在位置と信号との関係，等の正確なデータが必要であ

る。絶縁診断はこれらの情報により，⑤過去の正常運転時

と故障時の事例と診断対象からの信号の比較，類似性から，

異常の種類，程度，位置の判定を行うことである。絶縁診

断で重要なことは，①～④の信頼できるデータに基づいた，

⑤の適確な判定をする専門技術者の役割である。

電気系統が大事故になる前に，その前兆現象として発す

る異常信号が絶縁診断により検出できれば，大事故を未然

に防止することができる。また，寿命限界や寿命推定がで

きるようになれば，系統の補修・修理・更新を計画的に実

行できる。近年は新しい診断法や分析機器・測定装置等の

高性能化により，電気機器の寿命予測も可能になりつつあ

る。現実に停電事故の回数や時間は 20 ～ 30 年以前に比べ

激減したが，それは絶縁診断技術の進歩に負うところが大

きい。しかし，絶縁診断結果により適切な判定を下せる専

門技術者はあまり多くはない。それは絶縁劣化プロセスを

熟知し，現場で多くの事例を経験した専門技術者のみがで

きる高度な判断力が必要だからである。

私達が自分で感じている発熱や頭痛は立派な異常信号で

あるが，最も身近な病院で行う診断は健康診断であろう。

日本が世界一の長寿国になったのも，診断と医療技術の進

歩の寄与が大きい。検温や問診は医者にとっては大きな情

報である。しかし，どんな医者でも健康診断では聴診器を

使っている。患者の胸や背中に聴診器を押しあてて呼吸音，

心音，脈音等で診断する。正常音か異常音かの判定は，健

康時の基準音を，医者がしっかりと記憶しており，この医

者の脳裏に記憶された基準音と診断音との比較によって診

断が成立する。私達が健康診断に行けば聴診器以外に血圧，

心電図，超音波，X線，血液検査，等々診断項目は多い。

人間ドックに行けば更に精密な検査診断がある。このよう

に見てみると，電気機器を人体に置き換えれば絶縁診断と

健康診断は手法が同じである。絶縁診断の場合の熟練技術

者と同様に，医者の最も重要な役割は総合的な判断である。

診断法は医学の分野が最も進んでいるのではないかと思わ

れる。現今では各種の医療機器の長足な進歩によって，や

ぶ医者でも名医の診断に近い適確な診断ができるようにな

りつつある。

平成７年１月に発生した阪神淡路大地震では10万棟もの

建物が大破，倒壊したと伝えられた。この大地震で死亡し

た８割の方々は倒壊した建物が原因であったとのことであ

る。このためか，阪神淡路大地震を契機に建築物に対する

耐震診断がクローズアップし，近頃は耐震補強を施した建

物を目にするようになった。耐震診断は材料の強度，傾き，

沈下，等々の測定値と現在の建築物の強度と，襲来するか

もしれない地震の震度を比較し，専門家が総合的に耐震補

強の必要性を判定する。このように，対象物は異なるが，

耐震診断の手法も絶縁診断や健康診断と類似している。

ここに挙げた診断例はいずれも，診断は正常時と稼動時

の信号の比較によって異状の存否，種類と程度を正確に検

出することにある。診断で最も重要なのは医者やエキス

パートとも言える卓越した専門技術者による判断であるが，

その役割は近頃は次第にコンピュータが果たせる方向に向

かっている。すなわち，これがエキスパートシステムであ

る。エキスパートシステムは過去の多量の事例データと，

優秀な熟練技術者の判定基準を蓄積し，さらにニューラル

ネットワークをも取り込んだシステムになれば，オンライ

ンの活線診断も可能となり，極めて信頼度の高い診断結果

が期待できる。

最近では景気診断，環境診断や設備診断等もなされ，ア

セスメントも診断と近似した用語として用いられている。

診断的な手法は人や物や現象の信頼性のある未来予知とし

ても役立ち，今後は更に広く活用されるに違いない。

診断の役割

伊藤　泰郎（いとう　たいろう）

武蔵工業大学教授 工学部長 工学博士
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笹本　利治

電機関連設備の技術企画に従事。

現在，電機システムカンパニー情

報システム本部社会システム事業

部長。
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社会の生活基盤〔インフラストラクチャー（インフラ）〕

を整備向上させることが，富士電機が提供する社会システ

ムの役割である。

人が共同体生活を営むようになってから，道路をはじめ

としたインフラの整備が始まった。その歴史は約１万年前

にもさかのぼり，以来これまで絶え間なく進歩してきた。

その進歩の歩みは最初はゆっくりであったが，現代に近づ

くに従って急速に進歩している。そして，今一番注目を集

め，かつ急速に伸びている分野が，インターネットや

IMT2000をはじめとした情報通信分野である。富士電機

は情報通信技術の進歩と同期して，社会システムの高度化

を進めている。

富士電機の社会システム事業

富士電機では，広範囲な社会システムインフラ分野に複

数の事業部門が取り組んでいる。その中で，社会システム

事業部門としては，表１に示すように，大きく五つのビジ

ネスユニット（セグメント）に着目して取り組んでいる。

情報・通信基盤ビジネスへの取組み

この分野では，政府の方針に従い，IT（Information

Technology）化投資が進むと予想される。例えば，国土

交通省の海岸整備計画では，津波高潮対策を重点施策とし

ており，河川・防災事業でも IT 化が進められている。ま

た，カード関連システムの伸びは急で，ICカード発行枚

数の伸びは年率 100 ％にもなっている。ビル関連事業でも

施設維持管理システムなどの IT 化需要が増加しつつある。

富士電機としては，これまでの基盤である電気設備技術

に情報通信技術を融合させたシステムを供給し，特徴ある

ソリューションプロバイダーとしての方向を目指している。

具体的には，中央省庁の各種 IT事業構想に連動し，施

設管理，入退場管理，防災用遠方監視制御などのシステム

を中心に取り組んでいる。図１に富士電機の社会システム

事業部門の情報・通信基盤ビジネスユニットにおける主要

メニューを示す。

道路施設・情報・通信ビジネスへの取組み

道路分野の市場動向としては，政府主導の財政改革の流

れを受け，市場全体の規模としては増加しないと思われる

が，ITS（Intellgent Transport System）をはじめとした

情報分野や環境分野は大きな伸びが期待され，内部におい

て投資配分の変化が生じている。また，大都市部における

渋滞や排ガスなどの環境を改善するために，大都市環状道

路（都市再生）の建設も促進されることが予想されている。

富士電機では，道路分野においても，これまでは施設用

電機品を主体として取り組んできた。今後は市場動向の変

化に合わせて，情報通信分野としては ETC（Electronic

Toll Collection System）関連設備や歩行者 ITS，環境分

野としては環境用電気集じん機や NOx 除去設備，などへ

（2）
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表１　社会システム事業部門が取り組んでいる五つのビジネス�

　　　ユニット�

ビジネスユニット�
（セグメント）�

対象分野�

情報・通信基盤�
　™ダム，放流情報�
　™水門ゲート�
　™高潮情報，施設管理�
　™カードシステム�
　™ポスタルグッズなど�

道路施設・情報・通信�
　™電気集じん機，遠方監視制御，�
　　受配電�
　™UPS，換気，ETC�
　™交通情報�

施設用電機品�
　™受配電，自家発電，UPS�
　　など�

医療・介護情報�
　™病院，診療所の IT 化�
　™看視，ケアおよび地域イントラ�
　　ネット�
　™医療，サイバービジネス�

クリーンルーム�
　™クリーンルーム機器�
　™クリーンルームシステム�

　™河川，ダム，庁舎�
　™防災，病院，研究所�
　™スポーツ，娯楽，郵政�
　™港湾，地下駐車場，共同溝�
　™民営化企業�

　™日本道路公団，首都高速道路�
　　公団，阪神高速道路公団�
　™国土交通省�
　™地方道路公社，警察�

　™庁舎，学校，研究所�
　™河川，病院，非製造，金融�
　™都市再開発，不動産�
　™通信�

�
　™病院，診療所，薬局�
　™地方自治体�
　™医療従事者�

　™半導体，液晶�
　™製薬�



社会システムの展望

の取組みを強化していく。図２に富士電機の道路部門の取

組みを示す。

施設用電機品ビジネスへの取組み

社会システム事業部門の基幹事業であるが，市場として

は成熟分野であり，今後の市場の伸びはあまり期待できな

い。このため，これまでこの分野で習得した経験や蓄積さ

れたノウハウを利用し，全体的には，IT 化への進展と整

合を図りながらその他のビジネスユニットへの展開を推進

していく。

医療・介護情報ビジネスへの取組み

医療分野では，高度化，効率化の追求により，IT 化が

進んでおり，電子カルテ，病院間のネットワーク化などが

求められている。また，独居老人や介護看視患者などを対

象とした看視・地域イントラネットなども増えてくると考

えられる。

富士電機では，次世代医療システムとして，従来の病院

システムに加え，患者個人単位で，関連するすべての診

療・処置・投薬内容がまとめられ，ビジュアル表示される

システムなどを推進中である。機能的には，汎用性が高く，

しかも小型かつ低価格で高機能システムを指向しており，

数の上では市場の大半である中小規模の病院（病院数では

約 83 ％），大手診療所をターゲットとして指向していく

（図３）。

クリーンルームビジネスへの取組み

クリーンルーム分野の市場は，半導体工業，電子・電気

工業，精密工業が全体の 8 割を占めているが，安全性追求

や規制強化の動きから，化学・医薬品，食品分野でのク

リーン化も増加しており，裾野の拡大傾向がうかがえる。

システム動向としては，製品の微細化・高精度化に伴い，

空気中の微粒子だけにとどまらず，ガス状の化学物質によ

る汚染への対策が重要となっており，生産プロセスに踏み

込んだクリーン化のエンジニアリングが必要な段階にきて

（5）
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〈ビル施設＝箱ものにまつわる「施設管理システム」〉� 入退場管理システム�
〈キャッシュサービスシステム〉�

〈防災用遠方監視制御システム〉�

津波防災ステーション�

監視�
操作卓�

カメラ� マイク�回転灯�水位計�

光ケーブル�
伝送�

無線伝送�

照明�スピーカ�

〈狭義のFMS〉SOFIAS-A

〈中央監視システム〉（BAS）�
SOINS→SOFIAS-R

図１　情報・通信基盤ビジネスユニットにおける主要メニュー

受配電設備�

施設監視�
中央�

ETC監視�
中央�

遠方監視制御関連�

：富士電機の実績ある分野�

施設用電機品�

日本道路公団，首都高速道路公団，阪神高速道路公団，�
他の道路公社，国土交通省，地方自治体�

自家発電�

画像式車両感知器�

ロードプライシング�

警察�

民間�

高度画像情報�
システム�

駐車場�

ガソリンスタンド�

各種情報サービス�

交差点SS無線�

車両運行管理�
システム�

トンネル換気� 電気集じん機�
NOx除去�

環境対策品�

ETC路側�
システム�

GIストーン� 高精度位置特定端末�

歩行者ITS 弱者，高齢者向けITSサービス�

サーバ�

ETC関連�

図２　道路分野への取組み
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いる。

また，高度なクリーン環境を生産ライン全体に維持する

ことは，コスト的・技術的に困難になってきており，FOUP

（Front Opening Unified Pod）などの密封容器とミニエン

バイロメント（局所環境対策）の組合せによる局所クリー

ン化が図られるようになっている。

このような動向を踏まえ，富士電機としては，環境・エ

コビジネスまでを取り込んだソリューションビジネスを推

進していく。装置対応クリーン機器やケミカルフィルタ，

アイソレータシステム，クリーンルーム監視システムなど

の分野に積極的に取り組んでいる。

あとがき

本特集号においては，富士電機の社会システム事業部門

が最近取り組んでいる幾つかの事例を具体的に紹介する。

富士電機は，物質的な豊かさを求めるだけではなく，精

神的な豊かさを求めるためにも，また，社会に貢献するた

めにも今後ともなお一層の努力を続けていく。ITや情報

通信を中心に，世の中の仕組みが大きく変わろうとしてい

る中で，富士電機も社会に期待され愛されるよう変革して

いく所存である。

参考文献

2000年調査結果．厚生労働省．2001．入手先〈http://

www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/00/index.html〉
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行政改革の一環として，今後の大学組織のあり方につい

て議論が進められている。文部科学省の報道発表
〈注1〉

によれば，

独立行政法人に移行される国立大学組織の運営は，各大学

独自の理念に基づいて経営的な手法で行われるように求め

られている。今後の少子化の流れの中で優秀な学生を確保

しつつ，国際的な教育研究レベルの向上を図ることで法人

としての経営を安定させるためには，従来とは異なる管理

運営手法が必要であり，施設の管理についても看過できな

いテーマとして認識されている。

本稿ではこれらの現状や課題を踏まえ，大学向けの施設

情報管理システムに対する現在までの富士電機の取組みと

今後の展望を述べる。

大学の施設管理の現状と課題

大学施設の特徴として，キャンパス敷地の広さ，施設数

の多さ，設備の多様さなどの点があげられ，通常はごく限

られた施設部門の職員によって維持管理されている。この

現状については以下のように問題点や課題が指摘されてい

る。

２.１ キャンパス施設管理の問題点

施設の老朽化

国公立大学の建物延べ面積 2,300 万 m2のうち，56 ％以

上が築20年超であり，老朽化による維持管理経費の増大を

招いている。

施設の狭隘（きょうあい）化

学生一人あたりの平均床面積は，最近10年間は 17m2 程

度で推移しているが，大学院生や留学生の増加，実験研究

設備の多様化・大型化に伴い，事実上手狭になっており，

大学院生の半数以上が現状の教育研究環境に不満を抱えて

いるという調査結果もある。

施設の専有化による利用率の低下

施設整備事業が大学内の部局ごとに実施されることが多

いため，基本的にその施設はその部局が専用で利用する。

このことが大学施設全体として見た場合に，利用頻度が高

くない施設が多くなり，結果として施設の無駄や重複を招

いている面がある。

２.２ キャンパス施設管理の課題

これらの問題に対処するための課題としては，以下のよ

うな点があげられる。

施設財政の健全化

会計基準の改革やオーバーヘッド制度
〈注2〉

の導入など，大学

にふさわしい制度への移行とともに，経費の計画的効率的

な執行が提唱されている。

長期ビジョンの策定

大学の目指す姿を創造的なビジョンとして策定し内外に

情報発信するとともに，現実の「大学の姿」を自ら把握・

評価して自己点検を行っていくことが求められる。

計画的かつ的確な施設の管理

部局をまたがった計画的な施設活用と維持管理，特にカ

リキュラム編成，研究施設運用，履修状況などに応じた運

用が求められている。また，現場の情報を収集し，ネット

ワークで共用化して情報活用することが有効である。

施設利用者への配慮

産学連携も含めた教員・研究者の意向や学生の意向など

が反映された施設整備が求められている。

FMSの必要性とシステム要件

このような課題を解決し，大学施設の管理運営レベルを

向上させる手段の一つとして FMS（Facility Manage-

（4）
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（3）

（2）
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〈注１〉文部科学省の報道発表：2001年 9 月27日 高等教育局大学課

発表，新しい「国立大学法人像」についてほか

〈注２〉オーバーヘッド制度：受託研究費などからあらかじめ施設運

営にかかる経費を共通経費として大学運営組織が差し引き，

研究費を配分する制度〔参考文献 から〕（1）



大学向け施設情報管理システム（FMS）

ment System）の適用が有効と考えられる。

３.１ 大学における FMSの必要性

大学施設の経営的，戦略的な維持管理や改善企画は，①

施設の全貌把握と現況評価，②現況評価に基づいた施設整

備の企画立案，③企画立案内容を実現するための事業の執

行，および④施設設備の計画的かつ定量的な日常運用とい

う一連のサイクルによって行われるべきものである。この

サイクルによって，施設の現況や運用状況などが数量的な

データとして集積され，これらデータの解析結果は，大学

としてのビジョンを具現化していく際の施設整備計画の根

拠とすることができる。図１にデータベースを中心とした

FM（Facility Management）サイクルの概念を示す。ま

た，施設データベースの導入効果として期待できる内容を

以下に述べる。

施設整備事業の企画立案

大学のビジョンに基づいた用地取得計画，建築をはじめ

とする施設整備計画，教育研究用の情報通信インフラスト

ラクチャー（インフラ）をはじめとする設備計画などの基

本的な計画を立案，評価するにあたって，適正と考えられ

るスペースファクタや設備容量などの基礎データをデータ

ベースから得ることができる。また，過去の施設整備事業

の実績に基づいた費用計画も可能となり，事業の基本計画

の立案に有用である。

施設整備事業の実行管理

事業の実務を遂行するにあたって，過去の事業実績に基

づいた大学独自の標準的な調達・購入仕様を定め，統一の

とれた調達ができるようにデータベースを活用することが

できる。また，調達時の成果物（完成図書類）をデータ

ベース化することによって，以後の施設の維持管理に有用

不可欠な図面や台帳などの基礎データとすることができる。

施設の運営維持管理と経費削減

施設全体の実際の利用状況（教室など各種スペースの利

用率，実験設備など共同利用施設の利用率その他）や，維

持管理状況（建物や附帯設備の保守点検・修繕などの履

歴），および維持管理の経費の実態をデータ収集し，デー

タベースとして集積する。また，これら図面，台帳，およ

び維持管理の履歴・実績を検索・参照して，運営維持管理

の日常業務を迅速かつ正確に行うとともに，日次・月次な

どの管理指標も容易に得ることができる。

施設の評価

施設の評価においては，日常の運営維持管理の業務から

集積できるデータベースから得られる施設設備の利用率や，

設備の運転管理，設備の維持管理状況の各種数値指標を得

たうえで，計画段階における指標と比較検証することが可

能となる。このほかに，現況に対する「満足度」について

も，定性的な尺度を定量値に置き換えるなどした評価が可

能となる。これらの指標数値の長期的なトレンドを見るこ

とで，施設整備事業の執行と対比させた事業効果を評価す

ることができる。

３.２ 大学の FMSの要件

このように，大学のビジョンを大学独自の客観的な評価

基準によって実現していくためには，施設データベースに

立脚した施設整備サイクルをまわすことが基本であって，

このデータベースの構築のあり方そのものが FMSの実体

である。

このデータベースの内容は，対象が膨大であるとともに

データベース化するための調査や準備も周到に行うべきも

のであることから，相当の長期間にわたる作業となる。現

実的には図２のように，データベース化の作業を幾つかの

ステップに分割し，段階的に整備しつつ順次システム化す

るのが妥当である。

また，このデータベースの特徴としては以下のような項

目があげられる。

施設の実態を正確に把握するために，CAD図に準じ

た図面データが取り扱えること。

写真など施設の現況をリアルに描写できるコンテンツ

が取り扱えること。

リレーショナルデータベースエンジンによる柔軟な文

字数値データの取扱いができること。

これら種類の異なるデータが，相互に自由に検索・参

照できること。

FMSパッケージ「SOFIAS-A」の機能と適用例

前述のような要件を満たすため，富士電機では FMS

パッケージ SOFIAS-A（SOcial Facility Information Ad-

ministration System-A）を開発し，先駆的な大学ユー

ザーに納入している。

４.１ SOFIAS-Aの機能

SOFIAS-Aは下記のような特徴を持つソフトウェアプ

ロダクトである。

コンセプト

施設の維持管理業務において不可欠な図面の取扱いに着

目し，日常の現場業務の効率向上を目指している。図面の
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データベース�
（FM-DBMS）�

図１　データベースを中心とした FMサイクルの概念
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利点として，文字や文章では表現できない「形状」や「位

置関係」が一目で表現できることがある。ただし，現状の

「モノを作るための図面」そのままでは，「モノを維持管理

するための図面」としては使いづらい。SOFIAS-Aでは

「モノを維持管理するための図面」として最適な図面を

ディジタルデータとして提供できることがポイントである。

この図面データを中心に，普段は死蔵されがちな各種施設

設備に関する図書文書類全般を電子化し，実際の業務に利

用できる形にシステム化を行ったものである。

パソコン端末による CAD図面の取扱い

図面データとしては，いわゆる CAD図面をもとにシス

テムに取り込み，拡大・縮小・スクロールなどディジタル

データの利点を生かした操作性を実現している。また，施

設の管理に不可欠なレイヤー別の選択表示も可能である。

CAD図面を使った施設情報の検索

施設や建屋の平面図など一つの表示図面上から，他の図

面・写真・台帳・機器の取扱説明書などをワンタッチオペ

レーションで検索し，維持管理の日常の業務操作を迅速に

している。

各種パソコンデータ連携

ワープロ，表計算，イメージデータなど，広く普及して

いるパソコンソフトウェアのファイルも，CAD図面デー

タに容易にリンクすることができる。また，各種のリレー

ショナルデータベースエンジンとも連携が可能である。

設備運転信号の取込み

いわゆる BAS（Building Automation System）との連

携においては，一般的なファイル転送による連携にとどま

らず，リアルタイムの信号を直接取り込んで CAD図面上

に反映することが可能である。

SOFIAS-Aの特徴について，図面データを対象とする

一般的なソフトウェアと比較した内容を表１に示す。

４.２ 大学への適用例

図３に最近の FMSの構築例を示す。
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図２　施設データベースの構築

表１　SOFIAS-Aの特徴�

項　目�

ソフト�
ウェア�

図面の検索�

着色表示�

レイヤー別�
選択表示�

図面書換え�

関連情報検索�

他のパソコン�
データ連携�

データベース�
連携�

設備信号の�
取込み�

特徴のまとめ�

*1 Word：米国Microsoft Corp. の商品名称�

*2 Excel：米国Microsoft Corp. の商品名称�

™施設全体図など�
　図面からワン�
　タッチ�
™ツリーメニュー�

SOFIAS-A
図面ファイ�
リング�

ソフトウェア�

CAD�
ソフトウェア�

○（可能）�

™業務用語で�
　レイヤー選択�

™CAD 相当�

™図面からワン�
　タッチ�

™写真，Word，�
　Excel，PDF �
　など多種データ�

*1

*2

○（可能）�

○（可能）�

™「キーワード」�
　のキーイン�
™ツリー�
　メニュー�

×（原稿どおり）�

×�

×�

™図面からワン�
　タッチ�

×�

×�

×�

維持管理に�
必要な図面の�
データベース�

CD-ROM 地図と�
同等単純な�
メディア置換�

™図面のファイル�
　名のキーイン�
™ツリーメニュー�

△（線種のみ）�

™CAD オペレー�
　ション限定�

™CAD オペレー�
　ション�

×�

×�

×�

×�

図面作成の道具�
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このシステムの特徴は以下のとおりである。

施設全体の図面や基本的な台帳データをデータベース

化し，文部科学省の定期報告事項に該当する業務を支援

できるようにした。

施設部門の職員全員にパソコン端末を配置し，特に日

常業務において各種図面を参照する便宜を図った。

設備監視システム（BAS）とも連携し，監視システ

ムにおける，いわゆる系統画面を FMSと同一の CAD

データ図面とした。

BASの対象設備は電気・空調設備であり，従来の電

気，機械の担当別による設備の監視業務を統合した。ま

た，幾つかの既存の BASも統合し，敷地全域の電気・

空調設備を統合的に管理できるようにした。

本システムの FMS機能の画面表示例を図４，図５に示

す。
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図３　FMSの構築例

図４　建物，部屋データ画面例 図５　部屋面積計算画面例
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今後のシステム開発の課題

FMSの実体としてのデータベース機能は確立できた。

今後はさらに適用例を蓄積しつつ，以下のような課題に対

処していく予定である。

FMサイクルの各フェーズにおいては，データベース

の解析に基づいた評価が不可欠であり，この評価を支援

できる機能の充実を図る。

特に，最も幅の広い評価である「施設に対する満足度」

は，学生や教職員に対するアンケート調査も含めた手法

の確立が待たれており，今後の研究課題である。

また，法人化後の会計基準の内容も反映された施設資

産の評価手法についても重要なテーマである。

日常的な管理業務においては，現状のデスクトップの

操作環境だけではなく，必要に応じて PDA（Personal

Digital Assistant）端末での運用や，Webによるデータ

参照機能も必要になると考えられる。また，大型ディス

プレイやバリアフリー端末などキャンパス内のパブリッ

クな空間にさまざまな情報を提供する一環としても

FMSのコンテンツが有用である。

あとがき

大学向けの FMSについて，実際の適用例も交えて紹介

した。日本の大学組織の国際的な地位向上や社会における

役割の重責が果たせるように，今後とも FMSの改良や普

及に注力していく所存である。

参考文献

日本ファシリティマネジメント推進協会・キャンパス FM

研究部会編．キャンパス FMガイドブック．2000．

柄沢隆．データを活用した施設管理（FMS）の体系．富

士時報．vol.72，no.12，1999，p.653-656．

白井英登ほか．「都道府県会館」への FMSの適用．富士

時報．vol.72，no.12，1999，p.657-660．
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解　説 FM（Facility Management）

直訳的には，「企業や団体などのすべての施設や環

境を，経営的な視点から総合的に企画・管理・活用す

る，経営的管理活動」といわれる。

管理の対象は具体的には，土地，建物，建物の内外

に設置されているさまざまな用途の設備，什器（じゅ

うき），備品など有形の資産のほかに，これらの資産

を活用して行われる企業や団体の本来の活動のあり方

や組織体系にまで及ぶという考え方もあり，厳密な定

義は行われていない。

管理の考え方で最も重要なポイントは，企業や団体

の運営・経営の理念に照らして施設や環境がふさわし

く整備し活用されているか，という点にある。

この評価尺度としては，①施設の規模（構成人数，

敷地面積，建築総面積など），②企業・団体の構成員

など施設関係者の満足度（設備機器の性能や機能をは

じめとし，施設のアメニティに至るまで）③施設の財

務指標（資産評価額や維持管理費用など）の３点が一

般的とされている。また，これら評価尺度は純技術的

に最適数値が算出されるものではなく，経営判断に

よって左右される定性的な側面を多く持っている。

FMの適用にあたっては，①施設の運営情報を収

集・把握し，②経営理念に照らしつつ現状を評価し，

③現状の改善を企画立案し，④その改善計画を実施す

る，というサイクルを，組織を横断的に統括して推進

していく体制が望ましいとされている。

また，FMを支援するコンピュータシステム〔FMS

（Facility Management System）〕の最も基本的な機

能として，①図面データの電子化や，②施設設備台帳

の電子化が行われることが多い。
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まえがき

心と身体の癒やしを求める温泉ブームの中，公共・民間

を問わず温浴施設の整備が盛んに行われている。この種の

施設では，他と差別化し利用者にとって魅力ある施設とす

るとともに運営の効率化を図るため，情報管理システムの

導入が有効である。その一つとして，個人認証機能を持っ

たリストバンドによるキャッシュレスサービスシステムが

ある。

このたび富士電機は，顧客個々のニーズに柔軟に対応し

顧客の満足度を高めることにより顧客との関係強化を目的

とするワンツーワンマーケティングを目指し，藤田観光

（株），富士電機冷機（株）と共同で開発した非接触 ICリス

トバンドを用いたシステムを箱根小涌園「ユネッサン」に

納入した。以下にその概要を紹介する。

箱根小涌園「ユネッサン」の概要

箱根小涌園「ユネッサン」の外観を図１に示す。

２.１ 施設の特徴

箱根小涌園「ユネッサン」は，神奈川県箱根町二ノ平に

あり，首都圏から日帰りで手軽に訪れることができる。

2001年 1 月 1 日にオープンし，14 万 m2もの敷地に約 100

種類のさまざまな風呂が点在し，約 5,000 人分のロッカー

を有する大規模な温泉テーマパークである。施設内には，

レストラン，マッサージルーム，休憩コーナーなどが完備

されており，利用者に各種サービスを提供する。

２.２ システム運用フロー

本施設は，入場料を必要とする温浴施設部分と入場料が

不要な物品販売施設部分に大別できる。温浴施設内は水着

を着用して入浴する「ユネッサン＆湯～とぴあ」と，純和

風の露天風呂を有し裸で入浴する「森の湯」で構成されて

いる。したがって，入場料施設内では水着や館内着など身

軽な服装に着替えての利用となる。入場料施設内にも利用

者が滞在中快適に過ごせるように飲食や物品販売などの店

舗があるが，そこでの支払いのために財布を持ち歩くこと

は軽装でリラックスしたい利用者にとって大変煩わしい。

一方，運営側も現金の取扱いは，釣り銭の用意や納金業務

など管理上不便なことが多い。そこで入場から退場までの

施設利用がキャッシュレスで行えるようにシステムを構築

した。図２に本システムの構成，図３に運用フローを示す。

利用者は入場カウンターにて購入する券種と枚数を担当

者に告げ入場料を支払う。この入場処理において同時に入

館する人員構成を考慮して使用するロッカー番号を採番し，

その番号をリストバンド内の非接触 ICに記録するととも

に表面のリライトシートに印字する。例えば，家族連れな

らば近いロッカーを採番し，大人だけのグループの場合は

少し離して採番する。発行したリストバンドを受け取った

利用者は入場し，指定されたロッカーを使用して着替え，

施設を利用する。

施設内で飲食・物品販売などの店舗を利用する場合は

POS（Point of Sales）レジスタに接続されたリストバン

ドリーダライタにリストバンドをかざして利用者の認証を

行い，リストバンドが有効なときは売掛データをメイン

サーバに送信する。売掛データはメインサーバで一元管理

非接触 ICによるキャッシュレスサービスシステム
（箱根小涌園「ユネッサン」）
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白倉　善積（しらくら　よしづみ） 増倉　孝好（ますくら　たかよし） 福田　　尚（ふくだ　ひさし）

図１　箱根小涌園「ユネッサン」の外観
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される。

退場時に施設内での利用金額を現金にて精算する場合は

自動精算機が利用できる。クレジットカードなど現金以外

の決済方法を希望する場合は，退場側のカウンターで人的

対応となる。自動精算機にリストバンドを挿入すると，利

用金額が画面に表示される。金額を確認し，現金を自動精

算機に投入すると精算処理が行われ，釣り銭，領収証，退

場カードが排出される。退場カードでゲートを通過し退場

する。

システムの技術的特徴

本システムを構成する各機器の技術的特徴は以下のとお

りである。

３.１ リストバンド

本システムで採用したリストバンドを図４に示す。

リストバンドには非接触 ICが封入されている。リスト

バンドリーダライタにかざすと電磁誘導によりリストバン

ド内の非接触 ICの記憶領域に対してデータの読み書きが

行える。非接触 ICに電池を必要としないため，リストバ
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図４　リストバンド
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図２　システム構成
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ンドは小型軽量で耐水性や信頼性に優れている。また，リ

ストバンド表面にはロッカー番号などを表示するために，

サーマルリライトシートを張り付けてある。リライトシー

トは，高温のサウナ内でも印字が消えないものを開発し使

用している。白地に色文字による発色は，ポイントカード

などで一般的に利用されている銀面白文字のリライトシー

トと比較して，通常の印刷に近く，年齢を問わず誰にでも

読み取りやすい印字となっている。受付時にサーバで管理

している空きロッカー番号リストから自動採番し，リスト

バンド発行機によってリライトシート面に印字する。発行

時の印字はリストバンドの整列保管を不要とし，運営の効

率化や保管場所の省スペース化を図っている。

また，ロッカーの錠前を非接触 ICで開閉することで，

リストバンドへの鋼製の鍵の取付けを不要とした。その結

果，リストバンドの小型化が可能となり，腕時計と同等の

形状とし装着時の違和感を軽減した。

３.２ ロッカー

本システムで採用したロッカーを図５に示す。

更衣室に設置するロッカーの各扉にリストバンドリーダ

ライタを取り付け，該当するロッカー番号のリストバンド

をかざすことによって施解錠を行う。各リストバンドリー

ダライタは単体でロッカー番号の照合が可能なので，休日

や団体の来場による繁忙時でもサーバに対するロッカー番

号問合せ処理が集中することはない。ロッカーのリストバ

ンドリーダライタを通信管理機で集約しサーバと接続する

ことにより，サーバから各ロッカーの状態の監視および制

御を可能としている。これにより空きロッカー数を正確に

把握できるため，無駄なくロッカーを使用することが可能

である。また，未清掃のままロッカーを採番することや使

用中のロッカーを清掃担当者が解錠することを禁止してい

る。さらに，予約団体用にロッカーを確保することやリス

トバンド紛失時にそのリストバンドによる解錠を無効にす

ることもフロント端末から操作できる。

３.３ POSレジスタ

POSレジスタは，入場料施設，入場料外施設やフロン

ト，飲食，物品販売などさまざまな利用形態に柔軟に対応

できるよう汎用パソコンに必要な周辺機器を接続し構成し

ている。入場料施設内に設置する POSレジスタにはリス

トバンドリーダライタを接続し，キャッシュレスサービス

を可能としている。

３.４ 自動精算機

本システムで採用した自動精算機を図６に示す。

リストバンドを挿入すると，そのロッカー番号を読み取

り施設内での利用明細をサーバへ問い合わせる。サーバか

ら返された情報から利用金額合計を計算し画面に表示する。

このとき，画面のタッチ操作により利用明細を表示するこ

とができ，利用者が納得して精算できるように配慮してい

る。利用金額の累計額が設定金額以下であればリストバン

ドを７本まで同時に精算することができ，精算の効率化を

図っている。利用金額を確認した後，精算金額以上の現金

を投入すると精算処理を行い，釣り銭，領収証，退場カー

ドを排出する。これらの補充および精算したリストバンド

の回収は機器背面から行う構造とし，運用時の効率とセ

キュリティの向上を図った。

３.５ 自動販売機・現金立替機

飲料用自動販売機にもリストバンドリーダライタを取り

付け，キャッシュレスで商品の購入ができるようにした。

また，硬貨式マッサージ機など現金が必要な機器をキャッ

シュレスで利用するために，指定した金額の硬貨を払い出

す機能を持つ現金立替機を設置し利用者の便宜を図った。

３.６ ゲーム書込機

水着を着用して入浴する「ユネッサン＆湯～とぴあ」は

延べ面積が約 9,000m2に及び，屋外部分は自然の渓谷を生

かした造りになっているため地形が複雑である。そのため

初めての利用者が案内なしで多くの温泉を巡るのは難しい。

そこで子供にも分かりやすく施設の道案内を行うために

ゲーム書込機を設置した。ゲーム書込機の外観を図７に示

す。

ゲーム書込機はタッチ式の画面，リストバンドリーダラ

イタおよび音声出力装置を備えており，単なる道案内では
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図６　自動精算機

図５　ロッカー
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なく，ウォークラリー形式のゲームを楽しみながら施設の

構造を把握できる内容とした。設定した機器ではクイズを

行う機能を持っている。クイズの正解数により景品がもら

える運用によって，ゲーム書込機の利用率向上を図ってい

る。ゲーム書込機の通過情報とクイズの正誤情報の記録に

はリストバンド内の非接触 ICが持つ記憶領域を活用して

おり，退場時にその情報を領収証に印字し利用者にゲーム

結果を通知する。

３.７ サーバの高信頼化

メインサーバで入退場データや利用明細データを一元管

理するため，少なくとも営業時間中は無停止であることが

要求される。そこで，メインサーバは共有ディスクアレイ

装置を用いた二重化構成とし，1 台のマシンに障害が発生

し停止しても，直ちに別の 1 台に切り替わり処理が継続さ

れるものとした。各マシンについても CPUはデュアル構

成，ローカルディスクは RAID5 構成，またマシンごとに

無停電電源装置を用意し高い信頼性を確保した。

また，メインサーバへの参照処理による負荷集中を回避

するためにサブサーバを用意した。サブサーバも二重化し

さらに高信頼性を確保した。

３.８ ネットワーク構成

サーバと各端末は Ethernet
〈注〉

により接続されている。通

常，より対線にて配線を行っているが，一部遠方の端末に

は光ケーブルを用いて伝送距離の延長を図っている。また，

フロントなど複数端末が設置されている場所で，あるネッ

トワーク機器に障害が発生しても，同じ場所に設置されて

いる何台かの端末により運用が継続できるようにスイッチ

ングハブへの接続を２系統に分けるネットワーク構成とし

た。その概要を図８に示す。

あとがき

非接触 ICは個人認証の手段として高い安全性と拡張性

を有しており，交通分野や電子マネー分野などで最近相次

いで実用化されており，施設内にとどまらない広範な領域

での利用など今後の発展が期待される。富士電機は，これ

まで蓄積してきた技術を最大限適用し，非接触 ICを利用

し顧客にとって最適なワンツーワンマーケティングシステ

ムの開発・提供を目指し，今後とも努力を重ねていく所存

である。
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〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図８　ネットワークの概要

解　説 非接触 IC

ICタグとも呼ばれ，半導体素子とループコイルで構

成される。リーダライタに近付けると電磁誘導により

ループコイルに微小な電流が発生する。その電流を電

源として半導体素子が動作し，ループコイルをアンテ

ナとしてリーダライタとの間で通信を行う。半導体素

子内は CPU
＊2

，ROM
＊3

，RAM
＊4

，EEPROM
＊5

によって構成

される。EEPROM内に暗号化した ID
＊6

データを書き込

んでおき，その値を用いて通信を行うことで高いセ

キュリティ性を確保した個別認証が行える。半導体素

子とループコイルは樹脂などで封入してあり，外部に

端子を持っていないので防じん性，耐水性に優れる。

＊1 IC：Integrated Circuit

＊2 CPU：Central Processing Unit

＊3 ROM：Read Only Memory

＊4 RAM：Random Access Memory

＊5 EEPROM：Electrically Erasable and Programmable ROM

＊6 ID：Identification

＊1

図７　ゲーム書込機
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まえがき

2001年，国内におけるアミューズメントパークは，「ユ

ニバーサル・スタジオ・ジャパン」「東京ディズニーシー」

のオープンにより競争が激しさを増している。こうした中，

ハウステンボス（株）は，夏休み（7 月20日～ 9月16日）の

集客を目的とした「2001年度ハウステンボス噴水計画」の

プレゼンテーション参加者を募集した。富士電機は総合プ

ロデュースを「演出ハイテク噴水」の第一人者である七尾

邦彦氏に依頼し，他４社とともにコンペティションに参加

した結果，コンセプト，プラン，および噴水技術力が認め

られ採用されるに至った。本稿では，このアジア最大規模

の「ハウステンボス」ウォーターショーを紹介する。

「ハウステンボス」ウォーターショーの概要

「ハウステンボス」ウォーターショーは昼のショーであ

る「データイムプラン」と夜のショーである「ナイトタイ

ムプラン」からなる。海水を利用した大規模噴水ショーは

世界的にも珍しく，欧米から10年ほど遅れているといわれ

る日本の噴水ビジネスにおいてこれほどの数量・規模のノ

ズルが一度に使用されたケースは初めてである。音と光と

調和し，これらのノズルから噴き出す水が織り成す光景は

さながら劇場でショーを鑑賞しているかのようであり，通

常の噴水とはまったく異なる演出のハイテク噴水となって

いる。「ハウステンボス」ウォーターショーの全景を図１

に示す。

２.１ コンセプト

本噴水ショーはハウステンボス（株）が目指している「人

と自然が共存・調和する街」「本物の文化や芸術を熟成す

る街」「水の都」を基本コンセプトとし，次のようなテー

マを基調に企画立案した。

高級感・品格・ドラマ性

ファミリー層へのアピール

来場動機の創出・話題性

２.２ 基本プラン

環境調和型の大規模噴水とするため，上水を使用せず海

水利用を基本とし，国内では他に類を見ない噴水システム

としての希少性を追求するため下記の特殊システムを採用

した。

アジア最大，高さ 30mのジャイアント噴水

日本最大級 1,000ノズルの体感型フォグシステム

長さ 50mの巨大フローティング噴水ステージ

オリジナルサウンド制作（作曲：ミッキー吉野氏）

水とのふれあいの場としての親水噴水

これらのシステムを効果的に組み合わせ，図２，図３に

示すようなパースでショーのイメージを表現した。

２.２.１ データイムプラン

所要時間：6分

曲名：「Tango the Wind」「Hand in Hand」

開催回数：5回/日

昼のショー（図４）は，噴水ステージの背後に停泊して

いる帆船「デ・リーフデ」がオランダを出航し日本に漂着

するまでをイメージし，ドラマチックな演出としている。

また，大量に押し寄せる霧と，大型でダイナミックな噴水

シーンを次々に登場させることで，水の躍動感と清涼感を

体験するパワフルなアメリカンスタイルのショーとした。

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

噴水システム（「ハウステンボス」ウォーターショー）
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澤田　朋之（さわだ　ともゆき） 大塚　喜彦（おおつか　よしひこ） 矢代　　緑（やしろ　みどり）

図１　「ハウステンボス」ウォーターショーの全景



噴水システム（「ハウステンボス」ウォーターショー）

２.２.２ ナイトタイムプラン

所要時間：12分

曲名：「Seven Seas」「After Dark」「Longway from

Home」「Moon Beams」「Mother Land」「We are the

Ears of the Earth」「Finale」

開催回数：1回/日

夜のショー（図５）は，ゆったりとした幻想的なシーン

から始まり，楽しいリズミカルな曲に移り，感動的なファ

イナルを迎えるという７曲の組曲で構成されており，これ

に特殊照明による色鮮やかなイルミネーションが加わるこ

とで，エレガントなヨーロッパスタイルのショーとした。

システム構成

本システムは，特殊フローティング，ノズル，ポンプ設

備，特殊照明設備，音響設備，制御設備，電気設備から構

成されている。全体配置図を図６に示す。

３.１ ノズル

噴水のノズルは，水景や噴出する高さなどにより形状が

異なる。総数 1,200 本のノズルを駆使し，今回採用した噴

水のバリエーションは図７に示す形状を基本に全16種類か

らなる。材質は黄銅製で，クリスタルアーチ，バレリーナ，

フラワーといった繊細な水景のノズルは構造が複雑である

と同時にノズル自体が見た目にも美しいデザインとなって

いる。一方，センタージェット，ケーキ，アイランドなど

の大型噴水ノズルには「エアレーション効果」のノズルを

導入した。エアレーション効果のノズルとは，水と空気が

混ざり合うことで水が白濁し，噴水の太さがボリューム

アップして見える効果と，照明を当てた際に色が着きやす

いという効果が得られるノズルのことである。

パワフルな演出のために取り入れたジャイアント噴水は，

高さ 30mまで噴出し，水面から垂直に上がるタイプと巨

大なアーチ形を描くタイプを採用している。さらには，帆

船「デ・リーフデ」があたかも航行しているかのように見

せるハイボリューム噴水を採用しており，ノズル形状はバ

ラエティーに富んだ構成としている。

３.２ 特殊フローティング

海上における噴水ステージは，高低差１ｍを超える潮位

変動による影響を排除し，安定した噴水ショーを提供する

ため，フロート式ステージとしている（図８）。本フロー

トには，海水仕様の水中ポンプ 48台，水中照明18灯，ノ

ズル，配管，電装品が搭載され，総質量 40トンとなって

いる。また，メンテナンスを考慮し，作業員の歩行も可能

な構造とし，毎分 5トンの海水吐出にも耐えうる構造とし

ている。また，この構造物を海面に浮かせるために採用し

た合成樹脂製の浮力材は，特殊アクリルウレタン系塗料で

（3）

（2）

（1）
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図２　昼のパース

図３　夜のパース

図４　データイムプラン

図５　ナイトタイムプラン



噴水システム（「ハウステンボス」ウォーターショー）

コーティングすることにより，牡蛎（かき）や藻類の付着

を防止している。

３.３ フォグシステム

フォグシステムは，自然の霧とほとんど変わらない人口

の霧を噴き出す噴水で，空間に奥行き感を与え照明演出に

より幻想的な雰囲気を創出するとともに来場者に清涼感を

与える効果がある。本システムは観客に向け噴射すること

から上水を使用しており，給水タンク，高圧ポンプ，フィ

ルタ，フォグノズルからなる。このフォグノズルには，約

10μmの微粒子を噴出することが可能な特殊ヘッドが搭載

されており，今回は 4 系統計 1,040ノズルを設置した。

３.４ 親水噴水システム

噴水ショーを開催するエリアで，子供達が直接水に触れ

られる噴水として計画したのが親水噴水である。本システ

ムは，帆船に積み込む荷物を思わせる木箱と酒樽（さかだ

る）（図９）に64個のノズルを配しており，プログラマブ

ルコントローラ（PLC）による噴出し制御を行い，霧や噴

水が観客に向けて噴き出す「観客参加型」の噴水である。

３.５ ジャンピングジェット噴水

本噴水は既設のステージを改造し，ステージ本体から噴

水が噴き出すという意外性を狙ったシステムとなっている。

メイン噴水は海水を利用しているが，ステージには出演者

もいることから，フォグシステム，親水噴水とともに上水

を使用している。「ハウステンボス」では夏場に水不足に

より給水条件が悪化しても，ショーを上演しなければなら

ない。そこで，本システムでは噴出した水を回収し上水の

使用量を最小限にする循環型のシステム構成としている。

３.６ 音響・照明・噴水制御

音響，照明，噴水の制御は，図 のシステム系統図に示１０
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噴水システム（「ハウステンボス」ウォーターショー）

すとおりである。メインコントローラはショー運営の操作

性を考慮し，照明制御用のコントロール卓を採用し，音響，

照明，噴水のすべてを一括制御している。本コントロール

卓では，音楽と噴水の微妙なタイムラグを調整し，音楽と

照明に合わせた噴水ショーをプログラムできるオペレー

ションシステムが備わっており，すべてが同期し調和の取

れた演出を可能としている。また，プログラムの管理には，

世界的に導入が進んでいるハードディスクレコーダを採用

し，テープで見られたようなデータの劣化を防ぐ方式とし

ている。

データの送信方式は，エンターテイメント業界で普及し

ている DMX（Digital Multiplex）方式を採用しており，

DMX配線１本で各種制御信号を伝送している。

照明器具には，イタリア製で 1.8 kWのハイパワーカ

ラー照明を採用している。本照明は DMXコントローラか

らの制御信号で直接コントロールでき，三原色のカラーを

組み合わせることで無数の色の変化が可能となっている。

３.７ 電気設備

３.７.１ ポンプ動力制御盤

電気設備は，ポンプ動力制御盤（８面）および噴水設備

緊急停止操作ボックスにより構成される。ポンプ動力制御

盤は DMXコントローラからの信号を DMXスプリッタ経

由で PLCに取り込み，ポンプ始動・停止およびインバー

タ制御を行っている。本制御盤は液晶表示パネルも内蔵さ

れており，通常はコントロール卓からの操作で機器の始動・

停止などを行うが，立上げ時，メンテナンス時には，この

液晶画面のタッチ操作で制御が可能である。また，警報履

歴，ポンプ始動・停止回数を記録することで，トラブルへ

の迅速な対応とポンプ寿命の予測支援機能を搭載している。

３.７.２ 噴水設備緊急停止操作ボックス

噴水ショー開演時はハードディスクに保存されているプ

ログラムがいったん実行されるとプログラムどおりにしか

動作しない。緊急時にはショー全体の停止は可能であるも

のの，個々の噴水を停止することは不可能となっている。

しかし，強風でショーの海水が観客にかかってしまうおそ

れがあるときなど，一部の噴水だけを停止しショー自体は

継続する必要がある。そこで，コントロール卓からの信号

に割込み制御を行い，ポンプの強制始動・停止機能を持つ

「噴水設備緊急停止操作ボックス」を設置し，オペレー

ターによる非常時の迅速な対応を可能とした。

３.７.３ インバータ制御

垂直に高さ 20mまで上がるセンタージェット噴水は，

高さや緩急による水景の変化で，ショーの演出効果が格段

に向上する。そこで，インバータ制御を採用することによ

りバラエティーに富んだシーンを実現し，観客の予想を超

えた水の動きを創造している。

３.７.４ ウイング＆ウエーブ

ウイングとウエーブは 5 個のノズルを同時にスイングさ

せることで，鳥が羽ばたくシーンと，波が打ち寄せるシー

ンを表現している。このスイングはアクチュエータとイン

バータの組合せにより実現しており，10mを超える巨大

な水の羽根がゆったりと羽ばたく姿は，これまでに経験し

たことのない水による動きのおもしろさを体験できる噴水

といえる。

あとがき

1992年のコミュニケーション博覧会を皮切りに取り組ん

できた富士電機の噴水ビジネスにおいて，初めての海水対

応，大規模ハイテク噴水の納入を機に，その特徴を紹介し

た。噴水は単に景観を求めるだけではなく，湖などの水質

の改善やヒートアイランド現象の緩和に寄与するとの報告

もあり，環境保護の視点からも注目されている。

富士電機は，噴水と環境との共生についての開発を進め

るとともに，社会システム分野における欧米並みの「景観

ビジネス（ランドスケープ）」の普及に寄与していきたい

と考えている。

今回のこのウォーターショーがプレゼンテーション実施

から完成までわずか 3か月半の短納期であったにもかかわ

らず無事完成できたことは，七尾先生をはじめとしたすべ

ての関係者の熱意によるものと確信している。改めて関係

各位に対しお礼申し上げる次第である。

富士時報 Vol.75 No.2 2002

114（18）

ミラーボール�

水中ライト�

パーライト�

高圧フォグポンプ�

フォグ用ファン�
特殊カラー照明�

ハードディスク�
レコーダ�

コントロール卓�

1φ200 V

3φ200 V

調光ユニット�

1φ100 V

特殊カラー照明�

制御用電磁弁�

噴水ポンプ�

音響卓� アンプ� スピーカ�

噴水ポンプ�ポンプ動力制御盤�
（PLC・インバータ）�

DMXスプリッタ�

：DMX配線�
：動力・電灯配線�

図１０　システム系統図図９　親水噴水



川上　一美

水力発電設備の設計，道路関連設

備の技術企画に従事。現在，電機

システムカンパニー情報システム

本部社会システム事業部担当部長。

古澤　武三

道路関連設備のエンジニアリング

業務に従事。現在，電機システム

カンパニー情報システム本部社会

システム事業部技術第二部。

富士時報 Vol.75 No.2 2002

まえがき

ITS（Intelligent Transport System）は，近年進展の著

しい情報通信技術を用いて，人や物の移動手段である交通

を，より安全に，円滑に，効率的にし，同時に環境への負

荷軽減を図るための取組みとして，世界的な協調のもとで

推進されている。

日本における ITSは国土交通省（旧建設省，旧運輸省），

経済産業省（旧通商産業省），総務省郵政事業庁（旧郵政

省），警察庁の 4 省庁による国家プロジェクトとの位置づ

けで，1996年 7 月の「高度道路交通システム推進に関する

全体構想」を受けて，実用化に向けた本格的な取組みが始

まった。ITSは，図１に示す九つの開発分野，21のサービ

スから構成されている。この中で，ナビゲーションの高度

化（VICS：Vehicle Information and Communication Sys-

tem）に続き実用化が進んでいる分野が，自動料金収受シ

ステム（ETC：Electronic Toll Collection system）であ

る。ETCは，料金所部での渋滞を改善することによる経

済効果と環境改善，キャッシュレス化による利便性の向上

を目的として，料金所ゲートに設置したアンテナと通行車

両に装着した車載器との間で DSRC（Dedicated Short

Range Communication）無線通信を用いて自動的に料金

支払いを行い，有料道路の料金所を停止することなく通行

できるシステムである。

ETCは，千葉地区（日本道路公団の東関東自動車道・

京葉道路など），首都高速道路公団の一部と沖縄地区（日

本道路公団の沖縄自動車道）で 2001年 3 月30日から本格

運用を開始したのに続き，2001年 7 月23日から関東・中

部・関西地区の一部でも運用を開始した。さらに，2001年

11月30日からは，全国 600か所の料金所でのサービスが展

開され，期間限定割引制度による車載器の普及と合わせて，

本格的なシステム展開へと踏み出している。

富士電機では1999年11月から沖縄地区の ETC設備設置

工事に携わり，全国で二番目の ETCとして，2000年10月

末に竣工（しゅんこう）した。図２に沖縄自動車道 ETC

設置料金所 7か所を示す。

本稿では，富士電機が納入した沖縄自動車道の ETCに

ついて，システムの概要，ならびに本格運用開始前の2000

年 6 月から2001年３月までの 9か月間にわたり実施した試

験運用の概要について紹介する。

ETCの概要

路側システムの構成（1）

富士電機のETC
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富士電機のETC

ETCは車に搭載した車載器と路側の間で無線通信し，

車載器に挿入した ICクレジットカードを介して通行料金

を自動請求するシステムである。

路側システムは，車載器から車両登録，カード契約，通

行履歴などの情報を読み取り，その判定に従って車両の通

行を制御するとともに，通行履歴情報を車載器に書き込む。

80 km/hの通過車両に対して，一連の動作を完了させる通

信機能が核となるが，さまざまな形状の車両を検知し，車

線内の車両の位置をリアルタイムで管理する機能も重要で

ある。

通常，路側システムは図３，図４に示すように，入口・

出口が平行してレイアウトされる。このため，無線装置に

はビーム幅を限定するなどして，隣接車線間の電波干渉を

防止しなければならない。

また，車両検知器と無線装置それぞれの車両認識が相違

しないよう，厳密な行列管理（車線内の車両順序の管理）

が要求される。特に一般の車両との共用が可能な混在車線

においては，従来の料金システムとのインタフェースを含

め，車両の動き方に対する周到な検討が必要である。

車両検知器においては，積載物，けん引，特殊形状など

さまざまな車両形状によって，同一車両の分離検知などが

発生し得る。また，飛来物，鳥獣など車両外物体を車両と

誤検知しない判定精度が求められる。

路側システムの動作概要

ETC専用車線に 1 台の車両が通過する場合の路側シス

テムの動作を図５に示す。

車載器および ICカードの情報を読み取った結果，何ら

かの異常（期限切れ，走行経路異常など）があれば発進制

御機（開閉バー）が開放せず，係員の対応が必要になる。

また，路車間で無線の接続に失敗した場合も同様の対応

となる。

一般的に発生しやすい課題

本システムの一般への試験運用において発生した課題と

対策の代表的な実例を表１に示す。従来の高速道路におけ

（3）

（2）
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図３　ETC路側機器の構成

処理装置�

上位の処理装置で�
データを集計後，�
クレジット会社へ�

DSRC無線通信�

車線監視�
制御盤�処　理　装　置�

車載器�

ETC

ICカード�
リーダ�

① 

ト
ー
ル
ゲ
ー
ト
表
示
板�

従
来
シ
ス
テ
ム�

（
料
金
機
械�

　
シ
ス
テ
ム
）� ② 

路
側
無
線
装
置�

③ 

車
両
検
知
器�

④ 

路
側
表
示
器�

⑤ 

発
進
制
御
機�

⑥ 

イ
ン
タ
ホ
ン�

⑦ 

異
常
車
両
処
理
装
置�

⑧ 

車
線
監
視
カ
メ
ラ�

図４　ETCの構成

車両検知器 S2

トールゲート表示板�

第1通信領域� 第2通信領域�

路側無線1起動�進入検知�

退出検知�

路側表示器消灯� 路側無線2起動�発進制御機開�

〈路側無線1の通信概要〉�
　① 車両登録内容の照合�
　② ICカードの照合�
　③ 車載器への通過情報書込み�
　  ◆ 照合結果OK→「通行可」表示，発進制御機「開放」�

〈路側無線2の通信概要〉�
　① 通信領域1の通過記録照合�
　② ICカードへの入口通行履歴書込み�
�
　  ◆ 照合結果OK→正常通行履歴が車載器，ICカードへ書き込まれる。�

路側表示器点灯�

路側無線1停止�

路側無線2停止�

発進制御機閉�

車両種別判定�

車両検知器 S3 車両検知器 S4車両検知器 S1

軸数検知器�

路側無線1 路側無線2

路側表示器�

車軸検知器�

発進制御機�

図５　ETC路側機器の動作概要



富士電機のETC

る料金所システムでは考慮しなくてよいことでも，ETC

の場合にはシステムの性能向上のために必要である。

あとがき

本稿では，富士電機が納入した沖縄自動車道 ETCの概

要と，試験運用時の障害とその対策について幾つかを紹介

した。沖縄をはじめとした ETCは，現在，順調に運用さ

れており，今後の車載器の普及と合わせて，導入効果が明

確になってくると期待される。

ETCの核となる DSRC 無線は，アンテナ下の特定ス

ポット通過時の通信手段として，今後，有料道路だけでな

く，駐車場および港湾でのゲート自動化などさまざまなシ

ステムへの適用検討が進んでいる。

21世紀の高度情報社会において，大きな期待をされてい

る ITS 分野でも，社会システムの基盤整備から，個々の

サービスへの本格展開が始まり，負担者，利用者にとって

有益なサービスが厳しく選別される時代となっている。富

士電機としても，今後の少子高齢化社会に向けて，付加価

値の高いシステム，技術の提供に全力を尽くしていく所存

である。
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表１　一般的に発生しやすい課題と対策事例�

要因分類�

チェック機能�

対　策�課　題�

いったん，ETC レーンに進入し，アンテナと通信した車両がバッ�
クで退出し，再度 ETC レーンに進入しアンテナと通信した場合，�
正常に通信できない。�

運　　　　用�
ETC 専用車線に一般車が誤って進入する。�

回数券使用車が発進制御機の開閉バーに接触する。�

車両検知機能�

車 線 管 理 �

電界パターン�

特殊形状車両に対し，1台の車両を2台以上として誤検知すること�
がある。�

高所かつ後部の車体外積載物に対し，開閉バーが接触することが�
ある。�

車両が車線を通過完了していない状態で，車両以外の物体の通過�
で，車両の通過完了と誤検知する。�

規定通信領域外で ETC 車載器が通信する。�

正常に通信できるようタイミングを調整する。�

路面ペイント表示および注意表示を実施する。�

回数券使用車両の対応として，処理開始時に開閉バーを迅速に動作させる。�

車両検知器の3段構成光センサのうち，下段の光センサの検知を車両検知�
条件に加える。�

検知範囲の高さを3 mに延長し，車体外積載物も検知できるようにする。�

車軸検知機能を追加して，車両の識別精度を上げる。�

無線装置を屋根などの電波反射構造物の端から離して設置し，強反射体�
（鉄屋根）部に電波吸収体を追加することで，通信領域外への影響を減衰�
させる。�
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まえがき

1990年代中ごろから爆発的に普及したインターネットは，

当初は主に電子メールやネットニュースが利用されていた。

その後，Webシステムの登場から，ビジネス用途や家庭

での娯楽を含めた用途での利用が増大し，現在のように日

常化してきた。

インターネットは通信プロトコル TCP/IP（Transmis-

sion Control Protocol/Internet Protocol）という機種に依

存しないインタフェースを利用しており，全体を統括する

中枢コンピュータが存在しない「分散型」をその特徴とし

ている。これにより世界中のコンピュータを相互接続する

ことを可能としているのである。今後も，IPv6（Internet

Protocol version 6）や XML（eXtensible Markup Lan-

guage）などの技術によりインターネットの普及が加速さ

れ，インターネットそのものがさらに巨大な情報システム

になることが期待されている。

この流れの中で，インターネットを利用した電子商取引

（EC：Electronic Commerce）をはじめとする情報流通市

場が拡大を続けており，これによる商取引の電子化が一般

化してきている。

電子商取引の形態を以下（図１）のような表現で行うこ

とも一般化してきている。

B to B（Business to Business）

電子商取引の形態の一つで物品販売などの企業間取引形

態を示す表現である。B to B ECと表現することもある。

B to C（Business to Consumer）

同様に，企業と一般消費者間での取引形態を示す表現で

ある。オンラインショッピングなどがある。

C to C（Consumer to Consumer）

同様に，一般消費者間での取引形態を示す表現である。

インターネットオークションなどがある。

一方，道路交通分野におけるネットワークに目を移すと，

交通管制や施設監視制御といった運用目的で大規模なネッ

トワークが構築されている。通信システム導入当初はメタ

ル回線を利用したものであったが，現在では光ケーブルを

媒体として情報を多重化しデータ交換を行っている。しか

しながら，メタル回線構築時の考え方であるポイントツー

ポイント伝送による利用が主であり，インターネット技術

である IPネットワークの導入が検討されている。

富士電機のＢ toＭ

富士電機の社会システム事業分野では，従来からプラン

ト施設を基盤とした管理運営システムの提供を行ってきて

いる。これらでは，管理運営上でクローズされた範囲での

活発な情報活用を実現してきた。

これに対し，B to Mは Business to Machine（図２），

すなわち機械設備や電気設備などこれまでネットワーク機

器という認識の範囲外だったものまで取り込んで，システ

ムを考えていこうというものである。機器をネットワーク

で有機的に接続することで，新たな運用，サービス，管理，

経営判断，さらには収益まで生み出すという概念である。

B to Mの基本的なコンセプト（図３）としては，次の

メリットを引き出すことにある。

ネットワーク化

個別点在する機器およびそれらの持つ情報を集約・遠隔

管理する。デバイスには IPアドレスが割り振られ，ネッ

（1）

（3）

（2）

（1）

B to Mモデルの道路交通分野への展開
（ハイウェイB to M）
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BusinessBusiness

Consumer Consumer

B to B

C to C

インターネット� B to CB to C

図１　B to B，B to C，C to C の概念



B to Mモデルの道路交通分野への展開（ハイウェイB to M）

トワーク管理も統一される。

オープン化

事実上のスタンダードプロトコルである IPインタ

フェースを利用した情報共有を実現する。

ユビキタス化

欲しい情報をいつでもどこでもという要求に応える。

その結果として，

①　既存の範囲を超えた多様なサービスの提供

②　機器運用コストの低減化

③　新規ビジネスの創出

といったメリットを実現できる。そして B（企業）の発展，

Ｍ（機器）の資産価値向上，さらにはＣ（利用者）の満足

を目指すものである。

（ユビキタス： 147ページの「解説」参照）

道路交通分野でのB to Mの位置づけ

B to Mの対象となる道路交通分野での既存のＭ（Ma-

chine）には，電源設備，照明設備，非常用設備（トンネ

ル内設備など），情報収集設備（カメラ設備，気象観測設

備，非常電話など），情報提供設備（道路情報板設備，情

報ターミナル設備など），作業車両など数多く存在する。

また，各種設備単位を基本に構成されている情報管理シス

テム設備も同等のものである。

しかし，これまでの設備がそれぞれの設備またはシステ

ム内でおのおのの取扱い方式に準じた方式により構築され

てきており，相互の情報連携を行うためには，さまざまな

データ変換処理または人間の判定処理が必要であり，既存

の情報をいつでもどこでも利用するという観点では高い

ハードルがあった。

そこで，富士電機では B to Mにより IP 化を推進する

ことで新設の機器・システムだけでなく既存の機器の持つ

情報と既存のシステムを活用することを含めて情報の流れ

を変え，これによりＭ（機器・システムなど）の資産価値

を向上させ，Ｂ（道路利用者・道路管理者へのさまざまな

サービス）を提供することを提唱している（図４）。

道路交通分野では以下に記す業務分野に対し，さまざま

なメリットの提供が可能となっていくものと予想される。

（3）

（2）
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図３　富士電機のB to Mの基本コンセプト
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Machine Machine

インターネット� B to MB to M

図２　B to Mの概念

中央システム�

ITVカメラ�

気象情報�

非常電話�

情報ターミナル�

照明設備� 電源設備�
現地作業員�
（モバイル）�

携帯電話�

利用者�メーカー，保守・�
運用管理会社�

富士電機の�
B to M

保守保全分野�

情報サービス分野�

災害対策支援分野�

IP網�

（情報の新たな流れ）�

図４　道路交通分野へのB to M適用概念



B to Mモデルの道路交通分野への展開（ハイウェイB to M）

保守・保全分野

B to MのＢを保守・保全作業として捕らえる。道路情

報設備のように距離の離れた現場機器の保守・保全にはさ

まざまな人，場所，時間，資源などを必要とする。すなわ

ち，道路上の各種現場設備とセンターとの間，現場作業員

とセンターとの間，または現場間の情報のやりとりなどで

ある。

これらの情報を必要に応じて必要な場所で入手すること

は，保全業務の効率化や現場作業の安全性向上に役立つ。

さらに，ネットワーク管理機能を使えばどこに何が設置

してあるかが分かり，その稼動や異常の状態までの管理構

築が容易となる。

情報提供・情報公開分野

B to Mの toにより情報が IP 化されることは，情報の

オープン公開が可能となることであり，いままで集約管理

されていた情報が，道路利用者への提供や道路管理者間で

の利用ができるようになり，最大限に活用されうることと

なる。

来るブロードバンド時代では，交通状況を動画像や音声

情報を付加してリアルタイムに端末やインターネットへ配

信するといったサービスの向上を実現するのもより容易に

なり，高度交通情報時代へ発展する。

災害対策支援

B to MのＭを新たな情報発信機器と位置づけ，発信情

報がオープン化，ネットワーク化されうるメリットを生か

せば，道路上のさまざまな発生事態を通報管理するシステ

ムへの適用が可能となる。このためには，情報発信のため

の通信インフラストラクチャー（インフラ）の整備や情報

を受信管理するインフラの整備が必要となるが，携帯電話

の普及に合わせ今後進展する分野である。

道路交通分野へのB to M技術展開

行政による IT（Information Technology）戦略では，

超高速ネットワークインフラの形成推進のため，既存光

ファイバの活用や地域 IP（Internet Protocol）網の接続，

高速無線アクセスなどにより「IT 革命の恩恵を実感でき

る社会サービスの効率的・効果的な提供や公共サービスの

質の向上」などが基本施策としてうたわれている。

B to Mではこれらの通信インフラを介して，道路交通

末端機器から発信される情報コンテンツを有効に利用し，

質の高いサービスを効率的に運営する。

遠隔施設運営への展開

道路上の雪氷対策作業では，現場での降雪状態や路面の

凍結状態など細かな現場状況による融雪設備運用が必要で

あるが，融雪設備のコントロールは必ずしも道路上からは

できない。従来は，遠方のセンターからコントロールして

おり，地域内複数設備の一括管理のための効率化が行われ

ていた。富士電機では，IP 化デバイスとして PIO-Web

モジュールやフィールドWebアダプタを新たに開発して

おり，各種の適用により B to Mを利用した現場管理作業

の作業性と効率化を実現する。さらに，凍結・降雪予測シ

（1）

（3）

（2）

（1）
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図５　遠隔施設運営への展開

表１　IP 化モジュールの基本仕様�

項　目�

入 出 力 イ ン タ フ ェ ー ス �

ネットワークインタフェース�

ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス �

仕　様�

シリアル（RS-232C ほか），�
パラレル（DIO ほか）�

10BASE-T

Web サーバ，電子メール，�
各種 LAN プロトコル対応�



B to Mモデルの道路交通分野への展開（ハイウェイB to M）

ステムや路面情報収集車からの情報と，雪氷対策室のデー

タベースや GPS（Global Positioning System）搭載の作業

車の情報を有機的に接続することで，雪氷情報の公開利用

にも役立てていく。表１と図５に IP 化モジュールの基本

仕様と展開イメージを示す。

また，道路上に設置される各種設備機器の保守点検など

を行う場合，保守作業上の機器電源の停止や機器配線の着

脱など通常の運用ではありえない運転状態が発生する。従

来は，現場作業員との連携でセンターシステム上の保守登

録を行い，その稼動監視を行ってきた。

このような現場主導の業務を B to Mでは機器情報の IP

化により，現場作業員が作業に即した保守登録を携帯端末

で行えるよう支援する。

交通情報サービス分野への展開

現在，ITS（Intelligent Transport System）技術の導入

により路車間情報通信システム VICS（Vehicle Informa-

tion and Communication System）による道路交通情報の

車載器への配信や各種路側設備による運転中のドライバー

へ情報伝達が行われている。また，ｉモードによる配信や

インターネットも順次整備されつつある。

これらの配信情報により道路利用者は，道路交通状況や

目的地などのさまざまな情報を得ることができるように

なっている。ブロードバンド時代では，さらに映像による

情報を付加することにより，イメージ的に情報を理解しや

すくなっていく。

B to Mでは，すでに設置しているカメラを利用し，そ

の映像を IP 化することで映像機器の既設資産の価値向上

を図る。また，ユビキタス化によりどこでも情報を参照で

き，サービスエリアや道の駅などの既存システムでの利用

や，ターミナル上の駐車場やレンタカー事務所などにも配

信することができる。表２と図６に IPエンコーダの基本

仕様と展開イメージを示す。

あとがき

e-Japan 構想や ITSの推進により，道路交通分野にも

積極的に ITを活用する土壌ができつつあり，それを支え

るインフラも充実しつつある。

道路交通分野においては，インターネット技術である

IPネットワークの取り入れや移行が検討されているが，B

to M 技術を展開することによって情報量がさらに増大す

ることが予想される。よって，道路交通分野においても，

次世代通信システムは，マルチメディアニーズにあった高

度で大量な情報を，効率的，安全に，かつ安価に利用でき

る通信網であることが求められる。

インターネットや電子メールの普及により，データ通信

量は，音声通信量を大きく引き離しつつあり，その中でデ

ファクトスタンダードとなっている IPは，道路の分野に

おいても，重要なネットワークのターゲットとなる。今後，

B to M 技術開発とともに，セキュリティの強化などネッ

トワークを利用した技術開発を行い，提案していく所存で

ある。

（2）
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図６　交通情報サービスへの展開

表２　IP エンコーダの基本仕様�

項　目�

入 出 力 イ ン タ フ ェ ー ス �

ネットワークインタフェース�

ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス �

仕　様�

ビデオ，音声，シリアル，�
パラレル拡張ほか�

100BASE-T

Web サーバ，�
各種 LAN プロトコル対応�
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富士電機では，日本道路公団（JH）向けの遠方監視制

御装置として，「SAS-550」を HDLC（High-level Data

Link Control）手順の採用に合わせて，1991年から納入し

てきた。その後，1993年から進められた遠方監視制御装置

のインテリジェント化（以下，総称して IG 子局と略す）

においても同機種にて対応してきた。

これに対し，最新の技術開発を取り込み，コンパクト化，

接続装置の拡張性などを実現する装置の必要性が増してき

た。また，JHにて縮小型 IG子局の仕様が提示され，それ

を満足する新型遠方監視制御装置の開発が望まれた。

本稿では，今回上記ニーズに応えるべく開発した新機種

「ASA-2000」（IG 子局），「ASA-350」（縮小型 IG子局），

およびコンパクト型コントローラ「MICREX-SX」に HD

LC伝送機能を付加した簡易伝送装置を用いたシステムの

紹介を行うとともに，入出力部ユニット「IPU2」を用い

た今後の製品展開を併せて紹介する。

図１に JH 向け遠方監視制御システムの全体と IG 子局

の位置づけを示す。

新型遠方監視制御装置の開発

２.１ ASA-2000（IG子局）の概要

ASA-2000は，実装効率の改善およびソフトウェア容量

の拡大を主目的に開発を行った。

ASA-2000の入出力部構成は，SAS-550で適用してい

た I/Oシェルフ＋ ITMユニットの構成から，IPUユニット

のみの構成に変更した。これにより，ロッカー外形を表１

に示す寸法に改良し，実装効率では実績比で 20 ％ほど向

上させた。今後は後に紹介する IPU2を採用し，さらなる

実装効率向上を図る予定である。

ASA-2000のソフトウェア構成は，実績のある SAS-550

のソフトウェア「FaisesV2」から「Fproces」にコンバー

トすることにより，短期間で開発を完了させかつ信頼性の

高いものとした。また，処理容量の見直しを効率よく行う

ため，先行開発済みの他分野向け ASA-2000をベースと

して，メモリエリアの拡大と高レベル定周期プログラム数

の拡大を行った。IG 子局の機能（表２）にはマクロ制

御・連動判定などの各処理があるが，それらの容量を拡大

し既設納入レベルのどの仕様にも対応可能とした。マクロ

制御・連動判定などの処理数は，各管理事務所単位で最大

処理数が変更になることが多く，SAS-550では，それら

の処理数の変更により逐次ソフトウェアを変更して対応し

ていた。今回の見直しにより，各管理事務所単位での変更

を減少させることも視野に入れ開発を行った。

ASA-2000の納入実績は次のとおりである。

™JH 高松管内四国横断自動車道（6 局）

™JH 彦根管内名神・北陸自動車道（15局）
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回
の
製
品
範
囲�
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設備�

図１　JH向け遠方監視制御システムの全体と IG子局の位置

づけ

表１　ASA-2000 ロッカー外形�

項目�
型式�

幅（W）�

奥行（D）�

高さ（H）�

ASA-2000 SAS-550

600�

小500，中650，大800�

低1,950，高2,350

（単位：mm）�

700�

小500，大900�

低1,950，高2,350
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™JH 鹿児島管内東九州自動車道（5 局）

図２に ASA-2000の外観を示す。

２.２ ASA-350（縮小型 IG子局）の開発

ASA-350は縮小型 IG 子局と呼ばれる装置に対応して

おり，これは IG 子局の持つ機能を限定・固定化したパッ

ケージ型の子局である。

ASA-350では，盤内に VDF（入出力インタフェース用

端子台）を装備するため，ASA-2000と比較し一段と実装

効率の向上が必要であった。そこで，電源ユニットおよび

回線インタフェースユニットの小型化開発を行った。

ASA-2000の電源ユニット，回線インタフェースユニッ

トはおのおの４ピッチを占有している。これに対し，

ASA-350では，電源ユニットを MPUボード上の空きス

ロットにマウントするタイプとすることでコンパクト化を

実現した。また，回線インタフェースユニットも縮小型

IG 子局は１回線仕様であるため，１回線専用の回線イン

タフェースユニットを開発し，IPU2 横の空きスペースに

実装することが可能になりコンパクト化を実現した。また，

I/Oについても最新の IPU2を採用することにより実装効

率が ASA-2000 比 75 ％の向上を実現した。これらの小型
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表２　IG 子局の機能一覧�

機　能� 内　容�

状態変化時伝送機能�
監視情報が状態変化したときに状態変化信号のみを施設制御室に伝送する機能で，状態変化検知の�
高速化と中央処理装置の負荷軽減を図る。�

定周期伝送機能�
計測情報を定周期で施設制御室へ伝送する機能で，伝送効率の向上と統計処理などの中央処理装置の�
負荷軽減を図る。�

要求時伝送機能� 施設制御室からの要求時のみ情報伝送する機能で，伝送効率の向上と中央処理機能の負荷軽減を図る。�

マクロ制御機能�
1回の制御指令で一連の順序・連動制御をあらかじめ定められたパターンに従って子局側で実行する�
機能で，制御時間の短縮やイベント制御などを実現する。�

応動判定機能�
制御指令に対する応動の良否を判定しその結果を施設制御室へ通知する機能で，応答性の改善と中央�
処理装置の負荷軽減を図る。�

自動連動の判定処理機能�
現場連動の自動応動の良否を判定し，その結果の不一致アラームなどを施設制御室へ通知する機能で，�
応答性の向上と中央処理装置の負荷軽減を図る。�

状態変化遅延処理機能�
複数の状態変化が同時に発生したときに一定時間遅延し，種別コードを変えて伝送する機能で，処理�
装置の負荷軽減を図る。�

集約表示処理機能�
同種複数の主機監視入力に対して AND/OR の論理処理を行い，複数の監視入力を一つの事象情報と�
して伝送する機能で，中央処理装置の負荷軽減を図る。�

積算処理機能�
指定したデータを記憶積算し，施設制御室からの要求によりデータを伝送する機能で，中央側処理の�
負荷軽減を図り，異常時などのデータの欠測を防止する。�

情報保存機能�
特定の伝送履歴を保存しておき，施設制御室からの要求によりデータを伝送する機能で，伝送路が�
異常になった場合などのデータの欠測を防止する。�

子局内パラメータ機能� 子局内で記憶しているパラメータを子局メンテナンス機能を用いて変更・設定する。�

発生時刻付加機能�

時刻同期機能�

子局の時計を中央からの校正信号により同期させ，これにより発生時刻を付加して施設制御室へ伝送�
する機能で，統計処理，故障解析などの中央処理装置の負荷軽減を図る。�

ASA-2000

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

ASA-350

○�

○�

○�

ー�

○�

○�

○�

ー�

○�

○�

○�

○�

ASA-2000�
MPU 本体�

回線インタ�
フェース�
ユニット�

電源ユニット�

図２　ASA-2000の外観

ASA-350�
MPU 本体�

電源部�

IPU2部�

回線インタ�
フェース�
ユニット部�

図３　ASA-350の外観
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化により，VDFを搭載可能なスペースの確保に成功した。

ASA-350の納入実績は次のとおりである。

™JH 室蘭管内北海道縦貫自動車道（1 局）

™JH 北上管内東北横断自動道（3 局：予定）

図３に ASA-350の外観を示す。

新型簡易伝送装置の採用ラインアップの充実

従来，低圧受電する単独設備の管理場所などには，IG

子局を設置する必要性がないため，簡易的な伝送装置が適

用されてきた。簡易であることから，その伝送仕様は特に

規定されず，メーカー独自の仕様が適用されていた。しか

し，HDLC 伝送仕様の標準化に伴い，統一伝送仕様によ

る維持管理の合理化が必要とされてきている。SAS-550

では，HDLC 伝送にて直結できる簡易伝送装置がなく，

これらの実現には，対向の簡易伝送装置によりシステムを

構成してきた。

ASA-2000の開発にあたっては，富士電機標準のコンパ

クト型コントローラMICREX-SXに HDLC伝送機能を付

加した新型簡易伝送装置の採用と開発を併せて行った。

簡易 HDLC伝送機能では，MICREX-SXの入出力部の

拡張性を考慮し，データ伝送容量の変更が容易に行えるソ

フトウェア構成を実現している。これにより IG 子局との

HDLC 伝送によるモデム接続が可能となり，コストダウ

ンをはじめ，実装効率・信頼性の向上が実現できた。

新型簡易伝送装置の納入実績は次のとおりである。

™JH 彦根管内名神自動車道（3 局）

図４に HDLC型簡易伝送装置の外観を示す。

今後の製品展開

４.１ ASA-2000の IPU2化

今後は，ASA-2000の入出力部を IPU2 化することで，

その適用範囲を拡大していく方針である。

IPU2は MPU～ I/Oユニット伝送に TCP/IP（Trans-

mission Control Protocol/Internet Protocol）を使用して

おり，今後管理信号の細分化に伴い増大する現場配線を光

回線やルータ回線接続にて LAN化させていくことが可能

な入出力ユニットである。図５に IG 子局の構成イメージ

を示す。

４.２ システムの適用例

以降に JH 向け遠方監視制御システムでの ASA-2000

IPU2 化のシステム適用例を示す。

４.２.１ インターチェンジ周辺部での適用例

JHでは，今までインターチェンジなどの高圧受電場所

に IG 子局，近隣の単独設備の管理には簡易伝送装置を設

置しシステム構築を行ってきた。隣接するさまざまな場所

の管理には，その設備規模や管理信号数，通信距離などの

各種条件の考慮によりシステム構成が検討されており，

種々の小規模装置が設置されている。表３にシステム構成

比較を示す。

しかし，維持管理の合理化が必要となってきている現在，

今後は統一仕様の選定が必要となる。本装置の適用では，

インターチェンジの IG 子局 ASA-2000から光回線などの

通信回線経由で管理場所の I/O 盤に設置した IPU2とイン

タフェースすることで対応が可能となり，遠方監視制御シ

ステムの一元化ができる。

また，本線照明設備では，代表的なインターチェンジに

IG 子局を設置しそこから I/Oを介して簡易伝送装置にて

各本線照明制御盤とインタフェースを行っていた。今後は，

代表のインターチェンジに IG 子局 ASA-2000を設置し，

各本線照明制御盤に IPU2を設置することにより対応が可

能となる。図６に今後のインターチェンジ部での適用例を

示す。

４.２.２ 長大トンネル部での適用例

長大トンネル部では，今まで主電気室に IG 子局，副電

気室に IG 孫局，その他集じん機室などに簡易伝送装置を

おのおの設置していた。主電気室と副電気室にはおのおの

の給電負荷があり，関連する動作にて 1トンネル内を制御

する設備が構築されている。

この場合，インテリジェント機能を動作させるためには，
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図４　HDLC型簡易伝送装置の外観
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図５　IG子局の構成イメージ
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防災設備などの主機設備側より IG 子局と IG 孫局両方に

対し同じ火災信号を入力しなければならない制約があった。

これに対し，本装置を採用することにより，主電気室に

IG 子局 ASA-2000を設置し，他電気室の I/O 盤に IPU2

を設置することで遠方監視制御システムの構築が可能とな

り，主機側から同じ信号を出す必要性がなく，配線・シス

テムを含めトンネルシステム全体がシンプルな構成となる。

図７に今後のトンネル部での適用例を示す。ただし，本シ

ステムの適用にあたっては現場に合わせて検討する必要が

ある。

あとがき

本稿では，2000 年度から 2001 年度にかけての開発実績

を中心に紹介した。日本道路公団では，光通信網による大

規模な通信システムが構築されているが，その利用方式は

従来のメタル回線網時代からの踏襲であるポイントツーポ

イント伝送となっている。今後は必要な情報を必要なとき

に取り出せるよう IP 網化が検討されている。富士電機で

は遠方監視制御装置の入出力部から IP 化する基盤を構築

した。今後はシステム全体の IP 化を考慮し，技術開発を

推進していく所存である。
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表３　システム構成比較�

方　式� ①直送� ③リモート PIO（光ケーブル）� ④リモート PIO（メタルケーブル）�

システム�
　　構成�

適 　 用 　 実 　 績 �
近距離で管理数量が非常に少ない�
場合に適用実績大�

機器相違�
I/O ＋ リレー�

リレー盤�

配 　 線 　 相 　 違 �
信号点数分のケーブル布設が必要�
配線が多い�

拡　　　張　　　性�
信号追加時にリレー，I/Oおよび�
ケーブルも合わせて必要�

信 頼 性 �

リレー ＋ I/Oという簡易的な構�
成のためハードウェア的な信頼�
性は高い。�

IG 子 局�

IG 子 局�

システム�

耐ノイズでは一番信頼性が低い。�

長距離または管理数量が�
多い場合に適用実績大�

パラレルインタフェース� HDLC-ABM

通信ボード ＋ モデム�

簡易伝送子局盤�

通信回線（4ワイヤ）�

簡易伝送装置の I/O拡張�

モデムなどの通信機器が�
入るため，①と比べると�
信頼性が少し落ちる。�

耐ノイズでは③より少し�
落ちる。�

回　　線�

管理場所�

通信ボード�
モデム�

C�
P�
U
�

I�
／�
O
�

隣接　　�
管理場所�

通　　信�

②簡易伝送�

メディアコンバータ�

PIO 盤（メディアコンバータ内蔵）�

光ケーブル�

PIO 盤の I/O拡張�

メディアコンバータなどの通信機�
器が入るため，①と比べると信頼�
性が少し落ちる。�

耐ノイズでは一番信頼性が高い。�

ルータ ＋ モデム�

PIO 盤（ルータ ＋ モデム内蔵）�

通信回線（4ワイヤ）�

PIO 盤の I/O拡張�

ルータ ＋ モデムなどの通信機器が�
入るため，①と比べると信頼性が�
少し落ちる。�

耐ノイズでは③より少し落ちる。�
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図６　今後の展開（インターチェンジ適用例）
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図７　今後の展開（トンネル適用例）
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高度情報化社会が進展する中で，次世代道路交通システ

ムとして ITS（高度道路交通システム）の普及が世界規模

で進んでいる。

1999年度からサービスが開始され，現在，全国数百箇所

の料金所で運用されている ETC（ノンストップ自動料金

支払いシステム）は ITSの中でも中核技術となっており，

自動車，電機，通信などの関連各社が激烈な開発競争を繰

り広げている。

高速道路には，車が進入すると大型，小型などの車両を

判別し，自動的に通行券を発行する料金収受システムが導

入されている。富士電機はこのシステムのうち，車両を検

知する車両検知器を数多く納入してきた実績がある。一方，

新しい ETCでは自動課金のため，車両側の車載器と車線

側の無線機の間でデータ通信する。このデータ通信を開始

するタイミングを送信するため，80 km/hで走行する車両

を検知する ETC用車両検知器が使われている。

これまでの開発経過と ETC用車両検知器の種類と機能

について紹介する。

高速道路料金所の全景を図１に示す。

車両検知器の開発経過

２.１ 従来の料金収受システムの概要

従来の料金収受システムは，車種判別装置，自動発券機，

発進検知装置から構成される。車種判別装置は，車両が進

入してくると踏板マットで車軸を検出し，車両分離器で光

センサにより車両１台ごとの分離，および各光軸情報を計

測して，車高計，車長計，画像処理器からのデータと合わ

せて車種を判別する。自動発券機は，車種判別結果に従い，

通行券を上・中・下段に分けて発券するもので，左ハンド

ル用に左側にも発券機がある。発進検知装置は，発行券を

受け取った車両の発進を検知するもので，踏板マット，車

両分離器から構成される。発進を検知し，次の車が進入し

ていれば発券が行われる。

２.２ 車両分離器の開発経過

近年，レジャーへの関心からボートトレーラなどを細い

連結棒でけん引した車が増加し，それらが分離して検知さ

れるケースが増えたため，より高い車両検知性能が求めら

れるようになり，従来からの車両検知性能をさらに向上さ

せる製品を開発してきた。検知精度の向上とともに，低床

車両の検知のために路面への検知範囲の拡大，より高い車

高検知のため検知高さの拡大を図っており，車両検知器は，

高速道路の各料金所に多数導入され稼動している。

車両検知器の開発経過を表１に示す。

ETC用車両検知器
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図１　高速道路料金所の全景

表１　車両検知器の開発経過�

開発順�

機　　種�

通過速度�

最小検知�
物体�
（下段）�

  検知高さ�
（アイランド�
 面から）�

2

VS-11

φ30 mm

60～�
1,600 mm

1

VS-8

φ50 mm

80～�
1,420 mm

60 km/h 60 km/h

3

VS-12

15 mm（高さ）�
×�

50 mm（幅）�

60～�
1,600 mm

80 km/h

4

ETC 用�

φ20 mm

60～�
3,200 mm

80 km/h



ETC用車両検知器

ETC用車両検知器

３.１ ETC路側機器の概要

ETC路側機器は，車両検知器，車高計，ETC車線表示

板，路側無線装置，分電盤，路側表示器，インタホン，発

進制御機，車両監視カメラ，異常車両装置により構成され

る。車両検知器は料金所レーンを通過する車両を検知する

とともに，車両情報の計測を行う機能を有する。入口レー

ンのシステム構成を図２に示す。

３.２ 車両検知器の種類

ETC用車両検知ゾーンは４種類に分かれ，進入・退出

検知，車軸検知，後退検知機能の組合せにより，車両検知

器はタイプ１から４まである。各タイプにより，データ通

信の開始・終了を検知するもの，発進制御棒を開閉させる

もの，車両の種別を検知するものなど各種ある。

車両検知器の種類を図３，タイプ１の外観を図４に示す。

３.３ 車両検知器の機能

ETCに使用される車両検知器は，料金所レーンに侵入

する各種の車両を検知する車両検知部とそこからの情報を

受け取り，全体システムに必要なデータの送受信を行うイ

ンタフェース部，車両検知器内の状態監視を行う故障診断

部，手動による保守点検モードの切替などを行うヒューマ

ンマシンインタフェース（HMI）部から構成される。車

両検知器の構成を図５に示す。

車両検知機能

料金所レーンに侵入する車両に対して，アイランド上に

相対して設置した検知センサにより，車両検知および車両

分離を行う。主な機能は次のとおりである。

™通過速度 80 km/hまでの車両を検知する。

™けん引車両において，最小直径 20mmの連結棒で結

合されている車両を１台として検知する。

™車両間隔 0.5m 以上で追従走行している車を，１台と

して検知する。

（1）
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路側無線装置�
（第二アンテナ）�

路側無線装置�
（第一アンテナ）�

車両監視�
カメラ�

車両検知器�
（S4）�

車両検知器�
（S3）�

車両検知器�
（S2）� 車両検知器（S1）�

車載器�

車高計�

ETC 車線表示板�

分電盤�

路側表示器�

インタホン�
発進制御機�

図２　入口レーンのシステム構成
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車両進入�
方向�

図３　車両検知器の種類

図４　タイプ1の外観
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図５　車両検知器の構成
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™進入・退出検知時の出力信号のタイミングは，実車検

知から 10ms 以内とする。

検知センサは下段について緻密（ちみつ）な構成とし，

直径 20mmまで検知できるようにしている。検知センサ

は，定常光を検出しないように投光にパルス幅変調をかけ

て，投光に対し車両による遮光状態を検知する。また，高

速スキャンでの感度を上げるため，検知センサの受光面積

を大きく取り，収光効率のよい光学系にしている。そのう

えで，センサ全体の光学系をできるだけ小型にするよう，

光学系一体形のセンサ構造としている。さらに，屋外設置

のため，筐体（きょうたい）内の検知センサは雨の吹込み

を考え単独で防水構造とし，制御部は筐体構造上，防水を

持たせている。

車両検知範囲を図６に示す。

後退検知機能

車両の前後退は，ETCレーンでの車両の挙動を認識す

るもので，タイプ１では踏板センサの状態変化を逐一検出

し，変化の推移を見て，車両の前進または後退検知を行う。

また，タイプ２では，二つの検知器を連動させ，それぞ

れの遮光状態の推移から，前進または後退を検知する。

軸数検知機能

タイプ１は，踏板センサにより通過車両の軸数を検知し，

車両退出時に軸数を出力する。

3.3m 検知機能

タイプ４の車両検知器は発進制御機の隣に設置され，車

両の通過を検知し，発進制御棒を閉めるタイミングを出力

する。発進制御棒が開いた位置に車両がないことを確認す

るため，3.3mの高さまで車両検知する。

故障診断部の機能

本装置の一部の機器に機能喪失，または機能低下が発生

した場合に故障などを自動的に検知することが可能な自己

診断機能を有する。監視の実施時期は，運用に支障を与え

ないタイミングとしている。機器起動時の初期診断および

機器動作時の常時診断部は車両検知部，HMI 部，電源部

で，監視項目は次のとおりである。

™進入・退出検知機能異常

™車軸検知機能異常

™後退検知機能異常

™電源断

™保守点検中

あとがき

ETC用車両検知器について紹介した。ETCにとって車

両検知はデータ通信のタイミングを与え，入退出を監視す

る重要な設備の一つである。車両検知については，よりシ

ンプルな構成で高精度が実現でき，さらに車種についての

より詳しい認識機能を持つものについて，今後とも対応を

図っていく所存である。

（5）

（4）

（3）

（2）
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近年，浮遊粒子状物質の中で占める割合の高いディーゼ

ルエンジン排ガス中微粒子（DEP：Diesel Exhaust Parti-

cles）が問題視され，その対策が求められている。空気中

からの DEP 除去を目的とした機器の実用例として，トン

ネル用電気集じん装置（ESP：Electrostatic Precipitators）

がある。

トンネル用 ESPにはトンネル内の空気を清浄化し，視

環境（見通し）を改善することを目的としたバイパス用と

トンネル空気を清浄化し大気へ放出することを目的とした

換気塔用がある。

バイパス用 ESPのシステム構成を図１に示す。トンネ

ル内に設けられたバイパストンネル内に電気集じん設備が

設置されている。トンネル内の浮遊粒子を含んだ空気は，

バイパストンネル内に引き込まれ，ESPによって清浄化

される。清浄空気は再びトンネル内に送り込まれ，視環境

を改善する。

ESPは圧力損失が小さい，保守が容易，運転費用が安

価などの利点を持つ。また，サブミクロン粒子やナノメー

トル粒子と呼ばれる粒径 1μm以下の微粒子に対して集じ

ん率が高いことも ESPの特徴の一つである。

富士電機では，ESPをさらに高性能化するために集じ

ん電極上における再飛散現象防止の技術開発を続けてきた。

再飛散を防止することによって，洗浄周期を長くできるな

どの高性能化が図れる。主な開発テーマは，①集じん率と

再飛散の関係，②再飛散の防止である。一方，近年自動車

排ガスに含まれる NOxの除去が重要視されていることか

ら，③ NOxと浮遊粒子の同時除去を目的とし開発を進め

ている。トンネル用 ESPの開発に関して得られた結果を

紹介する。

集じん率と再飛散

２.１ 実験方法

実験装置の概略を図２に示す。トンネル内の浮遊粒子を

模擬するため，ディーゼルエンジン排ガスを大気で混合希

釈しサンプルガスとした。サンプルガスはブースタファン

によりダクト内へ送り込まれ，ESPを通過し吸引ファン

によりダクト外へ排出される。

ESPは帯電部と集じん部から構成されている。帯電部

と集じん部の構造を図３に示す。帯電部は接地平板電極と

タングステン線電極から構成されている。集じん部は同一

サイズの接地平板電極と高電圧印加用平板電極が交互に並

んだ構造となっている。

帯電部の電極間に直流正極性 11 kVを印加し，プラスコ

ロナ放電を発生させ，イオンシャワーを形成する。浮遊粒

環境対策用電気集じん装置に関する最近の技術動向
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バイパス用 ESP

図１　バイパス用ESPのシステム構成
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子はイオンシャワー空間を通過することによって，プラス

に帯電する。一方，集じん部には直流正極性 5.5 kVを印

加し静電界を形成する。帯電部においてプラスに帯電した

浮遊粒子は，集じん部の静電界により接地平板電極上に集

じんされ，空気中から分離される。

２.２ 粒子濃度測定方法

粒子濃度の測定は，空間粒子および集じん粒子に対して

行った。空間粒子濃度は光散乱式の自動計測器と電子顕微

鏡（SEM）を用いた二とおりの方法で測定した。集じん

粒子濃度は SEMを用いて測定した。空間粒子濃度の単位

は個/m3であり，単位ガス体積あたりの粒子個数を表す。

集じん粒子は個/m2であり，単位集じん面積あたりに集じ

んされた粒子個数を表す。

２.３ ディーゼルエンジン排ガスの粒径分布

サンプルガスとして用いたディーゼルエンジンの排ガス

の粒径分布を図４に示す。分布は粒径約 0.09μmを最頻値

として，粒径が大きくなるに従い減少する対数正規分布で

近似できる。DEPの SEM写真を図５に示す。粒子は粒径

約 0.02 ～ 0.05μmの超微粒子の凝集体であることが分かる。

DEPの主な成分は，炭素 99 ％，硫黄 0.4 ％，けい素

0.1 ％，カルシウム 0.1 ％，鉄 0.07 ％，亜鉛 0.03 ％であり，

ほとんどは炭素であった。ただし，成分分析は，蛍光 X

線分析装置〔理学電機工業（株），RIX3000〕によるオーダ

分析とし，ESPで集じんした DEP1 gをプレスし，ディス

ク状にしたものを分析用試料とした。

２.４ 集じん率の理論と実際

ESPの性能は一般に集じん率で表される。集じん率の

理論計算式には幾つかあるが，いずれの場合も1922年に

W. Deutschが提唱した次式が基本となっている。

ただし，ηtは理論集じん率（％），Wthは電界方向への

粒子の実効移動速度（m/s），Lは集じん電極長（m），Vg

はガス流速（m/s），dgは集じん電極間隔（m）である。

理論集じん率の粒径特性を図６に示す。理論集じん率は

粒径 0.1 ～ 0.3μmを極小値として粒径が大きくなるに従い

高くなる。このような傾向を示す理由は，粒子の帯電機構

である拡散帯電と電界帯電，また粒子の実行移動速度に影

響するカニンガム補正による。

一方，粒径別における集じん率の時間特性の実験結果を

図７に示す。ここで，集じん率の実験値は次式で算出した。

また，再飛散などの現象を明確にするため，実験は小型の

模型装置を用いた。

1－exp －� ×100（％）ηt＝�
Vg dg
Wth L

（2）

（1）

（1）
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ただし，ηは集じん率の実験値，NU，NDは ESP 上流

および下流における粒子濃度（個/m3）である。粒径 0.3

～ 0.5μmでは時間の経過に対して集じん率は約 70 ％でほ

ぼ一定である。これに対して，粒径 2.0μm以上の大粒径

粒子の集じん率は，運転初期で約 90 ％であるが，時間の

経過とともに約 40 ％まで低下する。粒径 5.0μm以上では，

運転時間の経過とともに低下しマイナスの集じん率となっ

ている。ここで，マイナスの集じん率とは，ESP 上流の

粒子濃度に対して，下流の粒子濃度が増加することを意味

している。

２.５ 再飛散モデル

大粒径粒子の集じん率が低下する原因として，集じん電

極上の極板凝集現象と再飛散現象に着目し検討を行った。

集じん部接地平板電極上における ESP 運転時間に対す

る捕集粒子形状の SEM写真を図８に示す。白く写ってい

る部分が粒子であり，黒い部分は電極表面を現している。

ESP 稼動時間 1分では観測できない大粒径粒子が，稼動

後 5分では多数観測される。

このことから，集じん部における極板凝集と再飛散現象

のモデルを図９に示す。モデルの各ステップは，次のよう

なプロセスで進むと考えられる。 帯電部でプラスに帯電

した粒子は，集じん部接地平板電極上に集じんされる。

集じんされた粒子は，直ちに正の電荷を失い接地電極と同

極性となる。さらに，空間中のプラス帯電粒子が接地電極

上に集じんされるとき，接地電極上の粒子と凝集（極板凝

集）し数珠状となる。 流体抗力やクーロン力などのはく

離力が，接地電極と極板凝集粒子間の付着力より大きく

なったとき，接地電極上の数珠状凝集粒子は再飛散する。

このとき，再飛散粒子は，負極性に帯電する（誘導帯電現

象）。 このため，再飛散粒子はプラス電極上に再集じん

され，一部は下流側へ排出される。

再飛散の防止

３.１ 誘電体被覆型集じん部

再飛散の発生は，集じん粒子が接地電極と同極性となる

ことが原因の一つである。このことに着目し，集じん電極

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）

（1）

1－� ×100（％）η＝�
NU
ND
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表面を誘電体で被覆した誘電体被覆型集じん部の開発を

行った。再飛散抑制メカニズムは次のとおりである。①粒

子は帯電部でプラスに帯電する。②帯電粒子が集じん部の

接地平板電極を被覆している誘電体表面に集じんされる。

③誘電体表面に集じんされた粒子は電荷が保持されるため，

付着力として静電気力が働く。④静電気力によって再飛散

が抑制される。

集じん電極を誘電体で被覆した場合（coated by insula-

tor）と被覆しない場合（uncoated）の集じん率の比較を

図 に示す。ただし，集じん電極間隔は 11mm，集じん

部印加電圧は 11 kV，ガス流速は 2.5m/sとした。実験は

再飛散の抑制効果を明確にするため，小型の模型装置で

行った。誘電体で被覆することによって，再飛散が抑制さ

れ集じん率が向上している。しかし，まだ集じん率はマイ

ナスの値を示している。また，いずれの粒径においても時

間とともに集じん率が低下する課題がある。

３.２ 水分の噴霧

粒子と集じん電極表面の付着力増加による再飛散抑制を

目的として，ガス中への水分噴霧を試みた。DEPは疎水

性の炭素であるため，噴霧水分はイオン交換水および界面

活性剤〔花王（株），エマルゲン 909〕水溶液とした。水分

の噴霧は，超音波加湿器〔ウェットマスター（株），ENS30U〕

を用いた。

集じん率の粒径特性に対する水分噴霧の効果を図 に示

す。ただし，集じん部電極間隔は 6mm，集じん部印加電

圧は＋5.5 kV，ガス流速は 7m/sとした。実験は小型の模

型装置を用いて行った。水分を噴霧しない乾式に対して，

イオン交換水噴霧では，粒径１μm以上の大粒径粒子の集

じん率が向上している。また，界面活性剤噴霧では，その

効果はさらに大きい。

水分噴霧による再飛散の抑制は，次の二つの要因が大き

いことが明らかにされている。

液架橋力による粒子と集じん電極間の付着力増大

数珠状の極板凝集粒子の球状化（極板凝集粒子形状の

変化）による接触面積の増加

しかし，水分の噴霧は，設備および制御の複雑化，放電

や静電界が不安定になることや界面活性剤噴霧による二次

的公害の懸念などの問題がある。

３.３ 交流電界

水分噴霧の実験により，数珠状凝集粒子の球状化が再飛

散抑制効果であることが明らかになった。この結果に着目

して，従来の直流電界に対して，集じん部に交流電界を形

成することを試みた。交流電界を形成することで，極板凝

集粒子が球状化すると考えた。

直流電界および交流電界における集じん電極上の極板凝

集粒子形状の SEM写真を図 に示す。ただし，集じん部

電極間隔は 6mm，ガス流速は 5m/s，直流印加電圧は 5.5

kVとした。また，交流電圧は正弦波とし実効値において

5 kVrms，周波数は 50 Hzとした。 の直流電界時におい

ては数珠状の極板凝集粒子が多数観測できる。これに対し

て， の交流電界時においては，球状の凝集粒子が多数観

測できる。

集じん率に対する交流電界の効果を図 に示す。ただし，

交流電界の周波数は，25 ～ 100 Hzとした。 の粒径 0.3

～ 0.5μmでは，いずれの条件においても時間の経過に対

して集じん率はほぼ一定である。しかし，周波数が高くな

るに従い集じん率は低下する。これは，交流電界による浮

遊粒子のトラップ現象が原因である。 の粒径 2.0 ～

5.0μmでは，直流電界に比べて，いずれの周波数におい

ても集じん率の低下は見られない。

以上の結果から，集じん部に交流電界を形成することで，

再飛散が著しく防止されることが明らかである。しかし，

微粒子における集じん率の向上が課題である。再飛散現象

を防止し，微粒子の集じん率を直流電界時と同等にするた

めの研究を進めている。また，極板凝集粒子が球状化する

ことは，集じん部におけるスパーク頻度が低下し，スパー

クによる再飛散防止にも効果がある。
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NOxと浮遊粒子の同時除去

４.１ 実験装置

環境問題が重要視されるようになり，自動車から排出さ

れる NOxの効果的な除去が要求されている。一般に，

NOx 除去装置が数多く提案されているが，浮遊粒子と

NOxを同時に除去する装置は見当たらない。富士電機で

は，従来のコロナ放電型 ESPに対して，浮遊粒子と NOx

の同時除去を目的とした無声放電型 ESPの開発を進めて

いる。

実験用無声放電型 ESPの概略構造を図 に示す。電極

は銅はく（厚さ 0.05 mm）を 2 枚のガラス板（厚さ 0.5

mm）で挟んだ構造である。ガス流方向の長さは銅はく 45

mm，ガラス 65mmである。ガラス板に挟んだ電極をガ

ス流方向と平行に 4 枚設置し，エアギャップ 5.5mm，印

加電圧は交流正弦波 50Hzとした。ガス流速は 1.5m/sと

した。無声放電の放電電流はオシロスコープによりリサ

ジュー図形から求めた。

４.２ 集じん率とNO除去率

無声放電型 ESPにおける集じん率の粒径特性を図 に

示す。集じん率は，粒径が大きいほど高い値を示している。

また，無声放電電流が大きいほど集じん率は高い。ここで，

再飛散が発生していないことも注目すべき点である。

NO濃度の無声放電電流特性を図 に示す。無声放電型

ESP 上流の NO濃度はいずれの放電電流においても約 1

ppm一定とした。下流における NO濃度は無声放電開始

と同時にほぼ 0 ppmまで低下する。放電化学反応におけ

る NOxの除去に関しては多く研究されており，NOは

NO2や HNO3に変換されたと考えられる。今後，詳細検

討を進める。
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あとがき

ディーゼルエンジン排ガス微粒子の除去を目的としたト

ンネル用電気集じん装置に関して，最近の課題と解決手段

について技術開発動向を述べた。

長い間未解決のままであった再飛散の防止は実用化の一

歩手前まできている。排ガスと浮遊粒子の同時除去を目的

とした無声放電型 ESPの研究は次世代の環境改善装置と

呼べるであろう。

トンネル用電気集じん装置の研究が微力ながらも環境改

善に役立つと信じている。

本研究は武蔵工業大学との共同研究による成果であり，

始終懇切なご指導をいただいた武蔵工業大学伊藤泰郎教授，

高橋武男教授，江原由泰講師，大学院博士課程川田吉弘氏

ならびに本研究に携った学生各位に感謝する次第である。
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まえがき

戦後，日本の医療分野は急速な発展を遂げてきた。その

両輪といえるのは，国民全員が加入する保健制度と行政・

医療機関による不断の努力の結果である。

反面，国民医療費は30兆円を超え，少子高齢化のもとま

すます増加の一途をたどりつつある。しかしながら，これ

だけの医療費を使いながら，多くの病院の経営は厳しく，

特に国公立病院の大半は赤字経営である。このような状況

の中で，医療情報というものが大きくクローズアップされ

てきている。

従来，医薬品や医療機器の進歩に比較して医療情報はあ

まり進んではいなかった。スタートは診療報酬点数の計算

を行うレセプトコンピュータであり，今でも診療所の多く

と比較的小規模の病院はこのコンピュータを導入している。

次に中規模以上の病院を中心に病院内すべての診療報酬点

数計算を行い，患者への会計も行う医事会計システムが導

入されてきた。その後，大規模病院，特に大学の附属病院

や国公立病院を中心に，オーダーシステムが導入されてき

た。一般的に医療情報システムとして世の中で取り上げら

れているのが，このオーダーシステムとそれにつながる各

種のサブシステムである。

現在，全国に病院は約 9,300あり，そのうち，オーダー

システムが稼動中，もしくは開発中の病院は約 800あると

いわれている。

オーダーシステムには，外来用と入院用があり，それぞ

れ患者が受付をし，診療して支払いが終わるまでの流れを

一元管理するシステムであり，医事会計と連動したシステ

ムである（受付→診察→検査→治療→投薬→会計処理）。

サブシステムとしては，医療画像処理システム，医薬品

統合システム，臨床管理システム，給食システムなどがあ

る。また，最近，最も注目を集めているのが病院間連携，

病院・診療所（病診）連携といわれるネットワークシステ

ムである（図１）。

本稿で述べる富士電機の基本的な考え方は，「医療情報

システムとはネットワークを基盤としている」ということ

である。具体的には，病院内システムと病院外ネットワー

クシステム（病院間連携，病診連携）について述べる。特

に，ネットワークについては，富士電機病院における検査

画像の読影ネットワークシステムについて紹介する。
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図１　医療情報システム
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病院内システムへの取組み

図２に病院内システムの流れを示す。

２.１ 医療システム導入の目的

なぜ，今，電子カルテやオーダーシステムを中心とした

医療情報システムの導入が急速に進みだしたのか。もちろ

ん，サーバやパソコンなどのハードウェアの急速な進歩と

価格低下がベースとなっているが，大きな理由として次の

点があげられる。

IT（Information Technology）化により患者に対し

て積極的にクリティカルパス
〈注1〉

，インフォームドコンセン

ト
〈注2〉

など，最適医療を提供することが可能となる。その結

果，患者数が増えることも期待できる。

システムを導入することで医療過誤（ヒヤリ・ハット）

の防止レベルが格段に向上する。

医薬品，医療部材の総合管理システム〔SPD（Sup-

ply Processing Distribution）システム〕による効率化

を図ることができる。

すべてのデータが集計されるため，経営データとして

活用できる。特に，現在，導入が検討されている DRG
〈注 3〉

の基礎データとして活用できる。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図２　病院内システムの流れ

〈注１〉クリティカルパス（critical pass）：患者に対し，時間（ス

ケジュール）とケアをまとめた表

〈注２〉インフォームドコンセント（informed consent）：患者に対

し，事前に医療行為について利点と危険性について説明し，

患者の理解と納得と同意を得ること。

〈注３〉DRG（Diagnosis Related Groups）：各種疾病を人的資産，

医薬品，医療機器などの医療資源の必要度から数百程度の診

断群に整理，分類しそれに基づき管理すること。
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２.２ ネットワークとしてのオーダーシステム

現行のオーダーシステムは大病院を対象に多くの関係者

の要望を取り入れた巨大なプラント的要素の強いものであ

った。その病院または医師の独自のノウハウが多く組み込

まれているため，非常に複雑で高額なものとなっている。

そのため，病院間のネットワークを構築するためには障害

になる場合がある。

富士電機のオーダーシステムは，基本的にネットワーク

を意識したものであり，特に 300 床以下の中・小規模の病

院を対象に標準化されたシステムを提供する。つまり，病

院間でデータ交換が可能な高速システムの構築である。

具体的な特長は次のとおりである。

医療の基幹サーバとして初めて Linux
〈注 4〉

を採用し，高

速対応を可能とした。

オーダーシステムと医事会計システムが 1 台のサーバ

で稼動でき，かつコンパクトシステムとし，中小病院で

も導入可能とした。

操作が簡単なうえ，オーダーの発行が短時間で可能で

ある。

電話回線によるリモートメンテナンスができ，トラブ

ルの未然防止のみならず，定期的に行われる医事費改定

時にも威力を発揮する。

ネットワークへの取組み

一般的に医療ネットワークは電子カルテと一緒に論じら

れることが多い。つまり，患者のカルテを電子化し，ネッ

トワーク上で交換することにより，専門医を含めた医師間

で共同の治療が可能となると考えられる。しかしながら，

電子カルテは標準化されたものはまだなく，今後，何らか

の基準が整備されてくるまで，ある程度の時間がかかるの

ではないか。

富士電機としては，ネットワークの中で最も医師が重要

視する検査データと検査画像データの病院間連携システム

について取り組んでいる。ここでは，特に重要と考えられ

る検査画像について，具体的に富士電機病院を例に述べる。

３.１ 富士電機病院のシステム

富士電機病院では，病院間連携のために画像遠隔診断シ

ステムを導入している。以下にシステムの特長を述べる。

簡易型電子カルテシステムである。

患者別に患者情報（住所，来院歴など）と検査データを

まとめパソコンの画面上で一括表示し，かつデータとして

関連部門へ連携できるようになっている。

これにより，場所と時間に関係なくネットワークを介し

て患者に対し過去のデータを見ながら適切な治療と説明が

可能となる。

検査画像データの共有化による医療支援である。

項の検査データの中で特に画像処理は病院間連携，病

診連携の中心である。機器メーカーにとらわれず，放射線

機器〔レントゲン，CT（Computerized Tomography）ス

キャン〕，MRI（Magnetic Resonance Imaging），内視鏡，

超音波画像，心電図などをディジタルデータ（DICOM

3.0）として取り込み保存，保管すると同時に大学病院や

大手専門病院の専門家にデータを配信し，読影をしてもら

（1）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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（e）心胸郭比の計測� （f）インフォームドコンセント�
支援�

（g）過去の検査との比較表示� （h）人工骨シミュレーション�
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（k）DR（Digital Radiography）� （l）超音波�

図３　医師をサポートするシステム

〈注４〉Linux： Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登

録商標または商標
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う。その結果，現場の医師と脳神経外科，循環器科，小児

科などの専門医が遠隔地に居ながら互いに患者のデータを

確認し合い医療支援を行うことが可能になる。

ネットワーク上で診断用の高精彩読影端末（DICOM

画像）で診断，その他の場所ではパソコンによる参照と

用途に合わせて選べる。

特に，心臓検査に欠かせない心臓の動画像でのファイ

リングができる。また，世界初の複数画面同時再生機能

により，過去の症状との比較検討も簡単に行うことがで

き，インフォームドコンセントやカンファレンスに活用

される。

Web 環境下で患者情報や検査台帳，検査レポートの

作成も可能である。

図３に医師をサポートするシステムを示す。

３.２ 医療情報ネットワークがもたらすもの

医療支援が可能になる。特に診断上，専門外の知識の

必要な患者の場合で近くに搬送ができない場合，患者の

データを送信し，現場の医師が専門医のアドバイスを受

けることで，専門医と同等の診療を受けられる医療支援

体制を確立できる。

近い将来，どこにいても（離島，山間部のみでなく海

外ですら可能）ネットワークに加入している病院，診療

所の患者は，その時点での最高レベルの専門治療を受け

られるようになる。

今後，特に期待される分野の一つに周産期
〈注5〉

における産

婦人科と小児科の連携があげられる。

胎内にいるうちに超音波，MRIなどで胎児に異変が

ある場合，早期に発見し，子供病院のような専門病院と

連携し，万全の体制で出産とその後，数時間中に早期処

置をすることにより，多くの後遺症が防げる可能性が出

てくる。

ネットワークを通して，多量のデータを収集し，用途

別に分析が可能となる。これらのデータは医療の発展に

欠かせない基礎データとなるだけではなく，病院経営，

医療行政にも必要不可欠なデータベースとなる。

図４に富士電機病院の画像遠隔診断システムを示す。

あとがき

富士電機は，今までのような巨大なプラント的な医療情

報システムではなく，ネットワークを意識した汎用性が高

く，簡単に操作ができる低価格システムを構築していく。

また，ネットワークを使用したサイバー病院の開設を目指

す。特に現在，経営的に厳しくしかも最も重要である小児

科のネットワークを検討していく。さらに，自治体の福祉

課に対して介護，福祉，保健分野と病院間連携，病診連携

を組み合わせたトータルシステムを提案し，医療情報分野

の発展に寄与していく所存である。

（4）

（3）

（2）

（1）
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（3）
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図４　富士電機病院の画像遠隔診断システム

〈注５〉周産期：出産前後の期間。おおよそ妊娠第28週から生後 7日

くらいまでをいう。
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まえがき

2000年 4 月の介護保険制度施行に伴い，今まで聖域とい

われてきた介護・医療の分野でも急速に規制緩和が進み，

介護・医療現場は厳しい競争にさらされている。介護分野

では，従来は地方公共団体，社会福祉法人などの公共団体

による運営に限られていたケアハウス（軽費老人ホーム）

への民間企業参入を一部認める方針が2001年 3 月末に厚生

労働省により打ち出され，さらには介護保険制度施行後，

痴ほう性老齢者のケア対策の切り札とされているグループ

ホーム（痴ほう性高齢者グループホーム）への民間参入も

可能となった。こうした動きに伴い，介護現場ではパソコ

ン，情報携帯端末，センサなどを用いたネットワークシス

テム導入による職員の業務効率化，徘徊（はいかい）者へ

の対応が求められている。一方，医療分野では診療報酬，

保険制度の見直しにより，医療費を削減するために，特に

高齢者の慢性患者は早期に退院させ，在宅医療・在宅介護

に移す動きがみられる。富士電機ではこうした世の中の動

きに対応するために，現在主に介護事業者，医療関係者に

次の三つの提案を行い，システムを開発および運用中であ

る。

介護センサによるネットワークシステム

ケアプラン実行支援システム

在宅医療ネットワークシステム

のシステムは介護センサにより，独居老人や老人ホー

ムなどの施設内の高齢者のトイレでの異常状態（転倒，長

時間滞在など）を検出し，ネットワークにより管理者，家

族のパソコンや，携帯電話に通報するシステムである。

のシステムは，施設でケアマネジャーなどが作成した各利

用者のケアプラン〔食事，リハビリテーション（リハビリ）

などに対する計画〕を介護職員が確実に実行・記録し，そ

の後のケアに役立てるためのシステムである。 のシステ

ムは，バイタルセンサ（血圧，心電図などの生体情報測定

機器）とテレビ電話を用いて，患者が在宅でありながら，

医師の問診が受けられるとともに，診断に必要な生体情報

が測定できるシステムである。それぞれについて以下に紹

介する。

介護センサによるネットワークシステム

２.１ システムの概要

図１に介護センサによるネットワークシステムの概要を

示す。

このシステムでは，まず介護センサにより高齢者のトイ

レ内での正常・異常状態が検出される。さらに検出された

状態は，インタフェース回路を介し，高齢者宅のパソコン

に送信される。パソコンとセンサは常時接続された状態に

あるため，24時間センサによって看視し現在のトイレ内の

状態を表示することができる。異常状態の信号がセンサか

ら送信されてきた場合，パソコン画面では，異常状態が文

字と絵によって表示される。それと同時にパソコンからは

警報音が発せられ，同居している家族はいち早くトイレに

駆けつけることができる。また，パソコンを ADSL

（Asymmetric Digital Subscriber Line）などでインター

ネットに常時接続しておくことにより，独居老人宅や同居

家族が不在の場合も，あらかじめ指定された携帯電話に

メールにより異常メッセージを入れることができる。これ

により，通報を受けた家族は自宅や近所宅に折り返し電話

し，安否を確認することが可能となる。さらには，異常信

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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平林　丈英（ひらばやし　たけひで） 菊池　英樹（きくち　ひでき） 小泉　和裕（こいずみ　かずひろ）

管理会社� 高齢者宅�

トイレ�

センサ�

スプ�
リッタ�

電話機�

ADSL�
モデム�

インターネット� インタ�
フェース�
回路�
＋センサ電源�

ルータ�
（セキュリティ用）�

パソコン�

事故発生！！�
○×　△□様�
場所　トイレ�
状態　倒れこみ�
連絡先�
　住所　3丁目5番地�
　電話　○×－△－×�

図１　介護センサによるネットワークシステムの概要
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号は契約された管理会社にも通報されるため，家族の携帯

電話が電源オフされていたような場合においても，管理会

社が安否確認を行うことができる。

２.２ 異常検出原理

異常検出は介護センサにより行われる。図２に介護セン

サの外観と構成を示す。ここで一対のライン CCDは，そ

れぞれに対応する結像レンズを持ち，ステレオ方式によっ

て，視野内の対象物までの距離を求めることができる。な

お，この２画像により距離を測定する技術は富士電機のカ

メラ用多点測距オートフォーカスの技術を応用展開したも

のである。表１に介護センサの詳細仕様を示す。

介護センサはトイレ天井に取り付けることを想定してい

る。天井の高さは床面から通常 2.5m 程度であり，測定距

離範囲は 5m以内，距離誤差は 0.1m 以内であるので，転

倒などの異常を検出することが可能である。また，視野

60 度では床面で 2.9m 四方のエリアを測定することができ

るため，トイレ床面転倒者を見逃さずに検出することがで

きる。さらに，センサのデータ出力は 5Vロジックのシリ

アル調歩同期であり，インタフェース回路を介し電圧レベ

ルを返還することにより，パソコンと RS-232Cでのデー

タ通信が可能である。異常検出のアルゴリズムの概略を以

下に説明する。

現在，異常状態の判定は２とおりある。一つは，センサ

から検出された人までの距離があらかじめ設定された判定

値を超えた場合，転倒したと判断し，異常が検出される。

もう一つは，長時間トイレに人が滞在している場合であり，

この場合も異常が検出される。人の検出は，人がいないと

きの距離を背景距離としてあらかじめ測定・記憶し，その

後の各測定値からこの背景距離の差分を検出することで背

景情報をキャンセルし，背景と人を間違えることなく確実

に行える。

トイレ看視における従来の課題と介護センサによる解決

について表２に示す。

２.３ 表示画面構成

姿勢の検出結果表示

検出された姿勢は，図３のように高齢者宅内のパソコン

画面に表示される。

図３ は便器で着座している検出結果であり，図３ は

転倒した場合である。このように絵によって表示されるた

め，プライバシーを侵すことなく看視することができる。

管理会社の結果表示

介護事業者・管理会社での表示画面例を図４に示す。図

４ は各契約の情報を表し，中央にトイレでの状態，左側

にはメニュー，右側には契約者の基本情報が示される。図

４ は異常管理リストであり，各時間における異常発生状

態の一覧が表示される。

２.４ システム運用と今後展開

このシステムは現在，ある介護事業者の協力を得て試験

運用開始予定である。運用にあたっては，異常検出精度の

向上，異常時の対応など，負担をかけずに確実に高齢者の

安全を確保できるシステムへの改良を計画中である。

ケアプラン実行支援システム

３.１ システムの概要

ここでは，ケアプラン実行支援システムのある特別養護

老人ホームへの適用検討例を紹介する。この中で本システ

（b）

（a）

（2）

（b）（a）

（1）

（1）
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ライン CCD

ライン CCD

CPU

異常検出�
出力�

演算処理�
IC

レ
ン
ズ�

レンズ�

70 mm62 mm

47 mm

図２　介護センサの外観と構成

表１　介護センサの詳細仕様�

測定視野�

測定距離範囲�

測定誤差�

測定ライン数�

1ラインあたりの測定点数�

測定周期�

インタフェース�

60°× 60°�

0.1～5 m�

最大0.1 m�

10ライン�

46点�

100 ms�

シリアル調歩同期（19,200 ビット/秒）�

表２　トイレ看視における従来の課題と介護センサによる解決�

従来の課題�

焦電センサでは転倒など�
人の姿勢検出困難�

セキュリティカメラでは，�
プライバシーの保護が困難�

介護センサによる解決�

広い視野をもつ距離センサのため，�
転倒などの異常姿勢が検出できる。�

距離情報による異常検出のため，�
プライバシーが保護できる。�

（a）着座状態� （b）転倒状態�

図３　トイレ内の姿勢の検出結果
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ムは，介護職員が介護現場でケアプランを確認でき，確実

に実行し，さらには実施記録を現場で簡単に入力できるこ

とを特長としている。介護現場において，従来は介護実施

記録はノートに記録後，事務所で転記するなどの方法が取

られてきた。しかしながら転記ミスや，記入忘れなどに

よって実施記録がケアプラン作成者であるケアマネジャー

に伝わらず，ケアプランの適正な修正が行われないことが

あった。P（Plan）- D（Do）- C（Check）-A（Action）を

確実に効率よく行うために，本ケアプランシステムは有効

である。図５にシステムの構成を示す。

事務所にはデータサーバがあり，施設利用者の基本デー

タ（住所，氏名，年齢，要介護度など）やケア記録が記

憶・更新されている。介護記録は，職員によって PDA

（携帯情報端末）を用いて入力され，各フロアに配置され

たパソコンを介して，家庭内無線（2.4 GHz）によって

サーバに送信される。また，職員は，PDAを見てこれか

ら実施するケアプランを確認することもできる。さらに施

設内の医務室やリハビリルームでは，介護記録を見ながら

診断やリハビリを適正に進めることができる。また，共通

スペースには大型プラズマディスプレイによる職員への掲

示板機能（連絡用）もある。

３.２ PDAの仕様，記録画面

表３は PDAの仕様であり，図６は食事記録入力の場合

の記録画面例である。記録できる内容は，食事量，水分摂

取量，排尿量，排便有無，体位交換，バイタル測定結果

（血圧，体温）である。特長としてはまず軽量であり，動

きの激しい介護現場に適している。さらに，入力も，例え

ば食事量を 0（摂取なし），1/5，2/5，3/5，4/5，5/5（全

摂取）の中から選択できるようにするなど簡略化すること

で，職員の入力に対するわずらわしさを軽減している。

３.３ 出力データ画面

事務室のパソコンで出力される集計記録データの出力情

報には，主に下記の項目がある。

入所者個人情報

各入所者の個人情報（氏名，生年月日，性別，住所，認

定結果，有効認定機関，家族情報など）および全入所者の

一覧リストの閲覧，出力ができる。

ケア記録情報

食事量，水分摂取量，排尿量，排便有無，体位交換，バ

イタル測定結果（血圧，体温）の閲覧，出力が行える。各

（2）

（1）
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事務所�

医務室�

各居室�

各フロア�

共通スペース�

リハビリルーム�

サーバ�

パソコン�

ケア記録�
転送�

連絡用�
掲示板�

大型�
ディス�
プレイ�パソコン�

無線アクセスポイント�無線�
アダプタ�

データ管理，解析�
印刷�

医師による記録�
の参照�

理学療法士による�
記録の参照�

ケア記録の入力，転送�
職員への掲示板�

図５　ケアプランシステムの構成

表３　ケアプラン実行支援システムに用いられる PDA の仕様�

メモリ�

質　量�

OS�

インタフェース�

8 M バイト�

150 g 以下�

Palm OS ver3.5 以上�

シリアル，赤外線�

食事記録を入力してください�

部屋番号�

メニュー�確定� 送信� 受信�

介助�量（/5）�
101  0,1,2,3,4,5  自半介�
102  0,1,2,3,4,5  自半介�
103  0,1,2,3,4,5  自半介�
104  0,1,2,3,4,5  自半介�
105  0,1,2,3,4,5  自半介�
106  0,1,2,3,4,5  自半介�
107  0,1,2,3,4,5  自半介�

図６　食事記録入力の場合の記録画面例

（a）各契約者の情報画面�

（b）異常管理リスト画面�

図４　介護事業者・管理会社での表示画面例
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入所者のデータ（日誌，週間記録，グラフ）だけでなく，

異常者のみを自動的にリストアップして異常者リスト表と

して出力することもできる。異常者リストアップにはユー

ザーにより下記の条件が設定可能である。

食事

摂取回数，摂取量により異常判定ができる。

水分摂取量，排尿量

各量により，異常判定ができる。さらに，水分摂取量

と排尿量との差によって異常判定することができる。

排便有無

連続して排便がない日数によって，異常判定ができる。

バイタル測定結果（血圧，体温）

適正範囲内にあるか否かによって，異常判定ができる。

３.４ システム運用と今後の展開

介護現場での入力システム導入における課題は，職員が

記録しやすいシステムであることとともに，記録による効

果を職員によく分かる形で出力できるようにすることであ

る。富士電機では特別養護老人ホームとの共同開発により

これらの改良を進める予定である。

在宅医療ネットワークシステム

４.１ システムの概要

図７に在宅医療ネットワークシステムの概要を示す。

患者宅にて生体情報モニタから測定したバイタルサイン

を通常の電話回線にて遠隔診療実施施設などへ送信し，看

視するシステムである。さらにテレビ電話によって音声，

画像のやり取りもできる。主な仕様を表４に示す。

主な特長は次のとおりである。

患者宅の端末は高齢者の操作を配慮し，簡単に操作で

きる（電源スイッチオン→通話ボタンオンで接続可能）。

患者宅から送信されたバイタルサイン，画像はサーバ

データベースに保存され，それらを基に過去との比較

（病状管理）が行える。

一般アナログ回線で使用可能なため，通信回線の導入

コストが不要である。

看視サーバからのリモート操作によって，血圧測定指

示（カフスタート・ストップ）はもとより，各アラーム

設定・カフ間隔設定を行うことができる。

４.２ システムの各機能

システムの各機能を表示画面をもとに以下に述べる。

バイタルデータ測定機能〔図８ 〕

対象患者のバイタルデータをリアルタイムに監視できる。

また，患者の状態を見ながら話しができるので，的確な指

示ができる。さらに，対象患者別に保存されたバイタル

データやグラフ一覧を時間軸で表示できるので，患者の状

態の変化を把握することができる。

電子カルテ機能〔図８ 〕

対象患者の一般情報のほかに病歴，検査履歴もテキスト

形式のカルテ情報で管理できる。

スケジュール機能〔図８ 〕

対象患者の問診スケジュールを登録し，管理できる。ま

た，担当医別にスケジュール作成が可能なため，複数の医

師がサーバを使用できる。

患者問診機能〔図８ 〕

患者本人の状態，監視側の状態を表示する。また，患者

本人の問診スケジュールも表示できるため，問診日程が確
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（c）（3）

（b）（2）

（a）（1）

（4）
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× 最大1,000セット�

一般アナログ回線�
PHS�
ISDN

患者サイド�

看視サーバ�

患者サイド�

パソコン（CCDカメラ付）�

サーバ（CCDカメラ付）�

生体情報モニタ�

なんか熱っぽい�
んですけど…？� ちょっと体温が�

高いですね！�

図７　在宅医療ネットワークシステムの概要

表４　在宅医療ネットワークシステムの主な仕様�

バイタル�
センサ�
仕様�

機　能�

通信回線�

血　圧�
オシロメトリック法　血圧（10～300 mmHg）�
　　　　　　　　　　脈拍数（40～180回/分）�

体　温�

心電計�

SpO2�

呼吸測定部�

�

看視サーバ�

�

患者サイド�

サーミスタセンサ（15～45℃）�

3極誘導（30～300回/分）�

2波長脈波型（心拍数測定範囲50～100％）�

インピーダンス方式（4～150回/分）�

バイタルデータ表示機能�

電子カルテ機能�

スケジュール機能�

患者問診機能�

一般アナログ回線，PHS，INS64

（a）バイタルデータ測定機能� （b）電子カルテ機能�

（c）スケジュール機能� （d）患者問診機能�

図８　画面例
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認できる。

４.３ システム運用と今後の展開

富士電機では，本システムを訪問看護ステーション機能

を持つ医療機関を中心に販売していく予定である。本シス

テムは，訪問看護における医師と看護婦の連携上において

有力なツールになると予想される。さらに法律面では，厚

生省（現厚生労働省）から1997年に通達があり，本システ

ムのような情報通信機器を用いた診療と，対面診療にかか

わる医師法20 条との関連について基本的な方針が示され

た。この通達によると一部条件付きながら，本システムは

診療として認められることになり，電話による再診と同じ

診療報酬が請求できるようになった。今後本格的な高齢化

社会到来に向け，在宅医療の切り札とすべく，改良を進め

ていく予定である。

あとがき

在宅医療の推進，施設の業務効率化にあたり，情報ネッ

トワーク化を有効に利用していくことは，介護職員の負担

軽減，人手不足を補う点で大変効果的であると考えられる。

富士電機では今回紹介した三つのシステム以外にも標準化

を進めるとともに各施設の要求に合わせた改良を加え，在

宅医療の支援推進，施設の業務効率化に寄与していく所存

である。

参考文献

田中誠ほか．MOSアナログセンサを適用したオートフォー

カスモジュール．富士時報．vol.71，no.8，1998，p.445-447．
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解　説 情報通信機器を用いた診療

情報通信機器を用いた診療（いわゆる遠隔診療）に

ついては，厚生省（現厚生労働省）から1997年12月24

日に通達があり，対面診療にかかわる医師法20条との

関連について基本的な方針が示された。

基本的な考え方

™「診療は，医師又は歯科医師と患者が直接対面して

行われることが基本であり，遠隔診療は，あくまで

直接対面診療を補完するものとして行うべきもので

ある。（中略）直接の対面診療による場合と同等で

はないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身

の状況に関する有用な情報が得られる場合には，遠

隔医療を行うことは直ちに医師法20条に抵触するも

（1）

のではない。」

留意事項

™「初診及び急性期の疾患に対しては，原則として直

接の対面診療によること。」

™「遠隔診療は直近まで相当期間にわたって診療を継

続してきた慢性期疾患の患者など病状が安定してい

る患者に対して行うこと。」

さらに留意事項として，へき地で行われるべきなど

条件が示されている。再診料に関しては，電話再診と

同じ扱いになる（病院59点＝ 590 円，診療所74点＝

740 円）。

（2）
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ング業務に従事。現在，電機シス

テムカンパニー情報システム本部

社会システム事業部技術第三部主

査。電気学会会員。
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まえがき

クリーンルームとは，汚染原因となるじんあいなどを低

減させ，気流，温湿度などがコントロールされた空間のこ

とを指す。半導体・液晶・電子部品・精密機器などの工業

分野，医薬・食品などのバイオテクノロジー分野などに幅

広く利用されている。

最近のクリーンルームは，高清浄度化，フレキシビリ

ティ性，省エネルギー化，低コスト化，保守管理の省力化

が求められており，これを実現するためにファンフィルタ

ユニット（FFU）方式が主流となっている。この方式は，

アルミフレームでグリッド状の天井を構築し，要求された

清浄度レベルに応じた台数の FFUを搭載してクリーン

ルームを構成している。

図１に FFU方式クリーンルームの断面イメージ，図２

に FFUの外観を示す。

富士電機は，メーカーとしてクリーンルームの基本コン

ポーネントである FFUやエアシャワーなどのクリーン機

器を提供するとともに，クリーンルームを構成する内装や

付帯設備まで含めたシステム構築者の立場で，顧客のニー

ズに応えるシステムを提供している。また，半導体や磁気

記録媒体製造用のクリーンルームを自社内に有するととも

に，昭和30年代からクリーンルーム事業を手掛けており，

生産プロセスに直結したクリーンルームのノウハウを基に

して，クリーンルームの企画段階から運用管理までをサ

ポートできる強みを持っている。

半導体や液晶工場の大規模なクリーンルームでは，FFU

の台数が 1 万台を超えることも多く，クリーンルーム内の

気流調整の効率化や，保守管理の省力化，省エネルギーの

ために，工場全体の FFUを集中的に監視・制御する FFU

監視制御システムのニーズが高まってきている。

本稿では，富士電機が開発，商品化した FFU監視制御

システムを紹介する。

FFU監視制御システム

２.１ FFU監視制御システムの変遷

従来のインダクションモータ方式の FFUを使用したク

リーンルームにおいては，故障表示のみを行うシステムが

主流で，中央から監視・制御を行うシステムは，まれで

あった。これは，インダクションモータ方式の FFUは，

原則として可変速制御が行えないこと，半導体製造ライン

などのクリーンルームは，年間を通じて連続運転されるの

が一般的で，中央からの始動・停止制御の必要性が低いと

考えられたためである。

省エネルギーの観点から，インダクションモータにイン

バータを組み合わせ，非作業時などに低速運転を行うシス

クリーンルームにおけるファンフィルタユニット
監視制御システム
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図１　FFU方式クリーンルームの断面イメージ

図２　FFUの外観
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テムも採用されているが，高速・低速など数段階の可変速

制御機能のみにとどまっている例が多かった。

また，モータ動力の点では，インダクションモータに比

べて DCモータの方が励磁に永久磁石を使用しているなど

の理由で効率が高いが，ブラシを有するために，保守，発

じんなどからクリーンルームで使用されることはなかった。

最近，電気的に回転磁界を作り永久磁石を回す DCブラ

シレスモータが商品化され，クリーンルーム用の FFUに

おいても，省エネルギー面から採用されるようになってき

た。

DCブラシレスモータは，広範囲に連続的な可変速機能

を有しているので，監視制御システムと組み合わせて，個

別やグループでの風速を，中央から集中的に監視・制御す

ることで，省エネルギーばかりでなく，クリーンルーム内

の気流調整の効率化などのメリットが生じる。そのため，

DCブラシレスモータ方式 FFUと FFU監視制御システム

の導入が，今後増大していくと思われる。

２.２ FFU監視制御システムの特長

２.２.１ 高信頼性

FFUはクリーン化の要であり，原則として止まらない

ことが使命である。そのために，監視制御システムを停止

させたり，通信ラインの断線や構成機器の故障などの不具

合が発生しても，FFUは運転を継続するようにシステム

を構成している。また，監視用パソコンやプログラマブル

コントローラ（PLC）の CPUモジュールを二重化するこ

とを標準として，システムとしての信頼性を高めている。

２.２.２ 大規模システムにも適用可能

FFUの台数として数万台規模のシステムにも適用でき

る能力を有している。統合監視用パソコンを追加して，複

数の監視制御システムを結合することで，さらに大規模の

システムを構成することも可能である。

２.２.３ 高機能

運転・停止・回転速度・異常などの状態監視機能，個

別・グループなどによる始動・停止や回転速度設定の制御

機能を標準として装備している。さらに，各種の連動制御

やスケジュールによる始動・停止などのより高度な機能も

付加可能である。

２.２.４ システムの拡張性

FFUの監視制御ばかりでなく，クリーンルームの温湿

度管理や空調管理システム，電源管理システム，保守支援

システム，あるいは富士電機の24時間コールセンターなど

に連係させたリモート監視システムなど多彩なシステム構

築が可能である。

２.３ システム構成

２.３.１ 中・大規模システム

FFUの台数が数千台を超えるような中・大規模システ

ム向けの監視制御システムの構成を図３に示す。中央監視

パソコンおよびメイン PLCの CPUモジュールは，二重化

することを標準構成としている。1 台の PLCには，最大

512 台の FFUが接続できる。

２.３.２ 小規模システム

FFUの台数が，数千台以下の小規模システムでは，中

央監視パソコンおよびメイン PLCは単独構成とすること

を標準としているが，信頼性向上のために二重化すること

も可能である。また，FFU台数が 2,000 台以下の場合に

は，さらにコスト面を考慮し，PLCを省略したシステム

（図４）も用意している。

２.４ 機　能

２.４.１ 表示・監視機能

状態表示

FFUの状態（運転・停止・異常）および回転速度を表

示する。

アラーム監視

FFUの異常および通信（ネットワーク）異常発生時に

警報を行い，発生時刻・復旧時刻・ユニット番号を表示す

る。

（2）

（1）
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（FFU台数�
　：最大512台）�
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図３　中・大規模システム構成例

FFU

中央監視パソコン�

インタフェース�
ユニット� FFU

FFU

FFUリンク�インタフェース�
ユニット� FFU

図４　小規模システム構成例
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グラフィック表示

状態表示およびアラーム監視は，標準のリスト画面のほ

かに，図５のようなレイアウトに応じたグラフィック画面

表示も行う。

２.４.２ 制御機能

個別操作

FFUごとの始動・停止操作および速度設定操作を行う。

グループ操作

グループとして登録された FFUに対し，一括で始動・

停止操作および速度設定操作を行う。

一括操作

すべての FFUに対し，一括で始動・停止操作および速

度設定操作を行う。

非常停止（緊急停止）

すべての FFUに対し停止操作を行う。ただし，各操作

には次のような優先順位を設けている。

高＞非常停止＞個別操作＞グループ操作＞一括操作＞低

火災連動制御

火災報知機からの信号で FFUを停止させる。

セキュリティ機能

パスワードと名前を登録し，操作権限を設定することで，

操作や設定変更を行える人間を制限している。

２.４.３ その他の機能

より高度な運営やきめ細かい省エネルギーなどにも対応

するために，以下のような機能を付加することも可能であ

る。

フロア（エリア）操作

あらかじめ登録したフロアあるいはエリアごとに始動・

停止および速度設定を行う。

スケジュール機能

スケジュールに基づいて始動・停止や速度変更を行う。

帳票作成

日報・月報・年報データを保存し帳票を作成する。

FFU単体情報管理

FFUごとの運転時間・運転回数・故障回数を記録する。

クリーンルームの動向

例えば半導体デバイス製造において，不良原因の 7 割か

ら 9 割が，製造装置内や製造プロセス途上で混入あるいは

副次的に発生する微粒子やケミカル汚染などに起因してい

るといわれている。製品の微細化・高精度化に伴い，今後

のクリーン化は，単に生産装置を収容するクリーンルーム

を構築することにとどまらず，プロセス中に発生するコン

タミネーションの領域にまで踏み込まざるを得ない段階に

きている。このために，FOUP（Front Opening Unified

Pod）などの密封容器とミニエンバイロメント（局所環境

対策）の組み合わせによる微粒子，ケミカル汚染対策が図

られるようになってきている。

これは，製造装置間の搬送時には，製品を密封容器内に

収納することで汚染を防止するものである。ところが，こ

れら密封容器と製造装置間で，製品の受け渡しを行う部分

（移載部）では，ふたの開放機構や製品を受け渡すための

駆動部が必要であり，発じんが避けられない。汚染防止と

省エネルギーを考慮した高度な気流制御が必要となる。図

６に FOUPシステムの移載部断面図を示す。

また，従来のクリーンルームのように，パーティション

によってベイごとに区切られた方式では，製造ラインの動

線と作業員の動線を共に最短化するよう設備を配置するこ

とが困難な場合があり，パーティションのない大部屋方式

のクリーンルームが望まれている。しかし，大部屋全体に

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）
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図５　監視画面例
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図６　FOUPシステムの移載部
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高度なクリーン環境を維持することは，コスト・技術の両

面で困難になってきており，その解決策としても，局所ク

リーン化が有効な手段と考えられる。

あとがき

局所クリーン化へ向けた取組みは，高度なクリーン環境

を必要とする製造ラインなどにおいて，今後も強まるもの

と思われる。可変速機能を有する DCブラシレスモータ方

式の FFUと，監視制御システムを組み合わせることで，

製造プロセスの必要性に応じた気流制御を行うことが可能

なシステムの優位性が，ますます大きくなると考えられる。

さらに，搬送装置の動きに伴う気流の乱れを防止したり，

移載装置の駆動部からの発じんを確実に製品から隔離する

ためには，搬送装置・駆動装置の動きに合わせて風速をコ

ントロールするなどのより高度でダイナミックな制御を

行って，製品歩留りの向上に寄与しつつ省エネルギーを達

成するような FFU監視制御システムが不可欠になってい

くと思われる。

参考文献

濱正治，益子洋治．半導体デバイス製造におけるクリーン

テクノロジーの展望．クリーンテクノロジー．vol.11，no.2，

2001，p.11-13．
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解　説 ユビキタス（Ubiquitous）

ユビキタスの語源はラテン語であり，空気のように

「いたるところに存在する（遍在する）」という意味で

ある。「ユビキタスコンピューティング」「ユビキタス

ネットワーク」のように用いられ，「利用者がどこに

移動しても，同じような性能のコンピュータの能力を

利用できる環境」をさす。

ゼロックスのパロアルト研究所のマーク・ワイザー

氏が提唱した概念である。

アクセスに使う端末は，パソコンや PDA（Personal

Digital Assistant），携帯電話に限らず，冷蔵庫や電子

レンジといった家電製品，自動車，自動販売機なども

インターネット接続されてきている。ただし，「コン

ピューティング」といってもコンピュータらしい姿が

あるわけではなく，日常使っているいろいろなものに

コンピュータが入ってきて，その能力を提供する，と

いうコンセプトである。

また，ユビキタスを実現するネットワーク接続には

IP（Internet Protocol）アドレスの付与が重要であり，

資源の枯渇が心配されるこれまでのインターネットプ

ロトコル IPv4（Internet Protocol version 4）をベー

スに，管理できるアドレス空間の増大，セキュリティ

機能の追加，優先度に応じたデータの送信などの改良

を施した次世代インターネットプロトコル IPv6

（Internet Protocol version 6）の導入が予定されてい

る。IPv4で運用されている既存の TCP/IP（Trans-

mission Control Protocol/Internet Protocol）ネット

ワークとの互換性も保たれている。
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富士電機の社会システム事業部門の取組み内容を紹介する。現在，

社会システム分野を，大きく五つのビジネスユニットに分けて取り

組んでいる。①施設管理システムなどを中心とした情報・通信基盤，

②施設電機品から情報・環境を目指す道路施設・情報・通信，③社

会システム事業部門の基幹事業である施設用電機品，④ IT化を進

める医療・介護，⑤環境・エコビジネスまで取り組むクリーンルー

ム。それぞれに対し，市場の動向と富士電機の考え方，取組み方を

簡単に展望した。

社会システムの展望

笹本　利治

富士時報 Vol.75 No.2 p.99-101（2002）

大学組織のあり方が社会的に議論される中で，施設整備の現状や

課題も重要視されている。施設整備の手法としてのファシリティマ

ネジメント（FM）を提案し，コンピュータによる支援システムで

ある FMS（Facility Management System）を紹介する。FMSの

実体は CAD図面データに基づいた図面データベースと，これにリ

ンクする台帳その他のデータである。このデータベースを中心に

FMサイクルをまわすことによって，長期的な施設整備と運用を計

画的に実施できる。併せて最近のシステム構築例を紹介する。

大学向け施設情報管理システム（FMS）

柄沢　　隆 西永　　博 永池　幸男

富士時報 Vol.75 No.2 p.102-106（2002）

プールや温泉などの温浴施設において，利用者の利便性向上と施

設運営の効率化を図るために，リストバンドを用いたキャッシュレ

スサービスシステムを導入することが有効である。本稿ではワン

ツーワンマーケティングを目指し，藤田観光（株），富士電機冷機

（株）と共同で開発したシステムを箱根小涌園「ユネッサン」に納入

した事例を紹介する。本システムでは，リライトシートと非接触

ICを備えたリストバンドを用いることにより，利便性向上，運営

の効率化に加え，高いセキュリティ性を確保した。

非接触 ICによるキャシュレスサービスシステム
（箱根小涌園「ユネッサン」）

白倉　善積 増倉　孝好 福田　　尚

富士時報 Vol.75 No.2 p.107-110（2002）

欧米から10年ほど遅れているといわれる日本の噴水ビジネスにお

いて，ハウステンボス（株）へ納入の噴水システムは，ノズルの数量，

規模ともにそれに対抗できるレベルのものである。本稿では，水・

音・光が一体となったウォーターショーを支える噴水をはじめ，エ

アレーション効果，特殊フローティング，音響・照明・噴水制御技

術などについて紹介する。

噴水システム（「ハウステンボス」ウォーターショー）

澤田　朋之 大塚　喜彦 矢代　緑

富士時報 Vol.75 No.2 p.111-114（2002）

最近話題になっている ITS（高度道路交通システム）の大きな

テーマの一つとして ETC（自動料金収受システム）がある。富士

電機では1999年11月から沖縄地区の ETC設備設置工事に携わり，

全国で二番目の ETCとして，2000年10月末に竣工（しゅんこう）

した。本稿では，富士電機が納入した沖縄自動車道の ETCについ

て，システムの概要，ならびに本格運用開始前の2000年 6 月から

2001年 3 月までの 9か月間にわたり ETCの実用性検証のために実

施した，一般モニターを対象とした試験運用の概要について簡単に

紹介した。

富士電機のETC

川上　一美 古澤　武三

富士時報 Vol.75 No.2 p.115-117（2002）

IT 革命に向け政府により e-Japan 構想が取り組まれる中，富士

電機の道路交通事業では新たに B to M（Business to Machine）を

コンセプトとする情報化事業を推進している。基本コンセプトは，

①ネットワーク化，②オープン化，③ユビキタス化である。B to

Mビジネスは，B（道路利用者・道路管理者）の革新とM（機器・

システム）の資産価値向上，さらに C（利用者）の満足を目指すも

のである。

B to Mモデルの道路交通分野への展開
（ハイウェイB to M）

福田　　尚 川村　秀行 奈良　　悟

富士時報 Vol.75 No.2 p.118-121（2002）

道路施設などの広域施設管理分野では，光通信網によるネット

ワークが構築されており，富士電機ではこれを利用する通信設備と

して，遠方監視制御装置などを製品化している。今後は，これら

ネットワークの高度利用が検討されていくことが予想される。本稿

では，日本道路公団向けに開発した新型遠方監視制御装置を紹介す

るとともに，直結可能な簡易伝送装置の採用および IPネットワー

クに対応する入出力部構成品を使った今後の展開例を紹介する。

日本道路公団向け新型遠方監視制御装置の開発および製品の
充実化

福田　　尚 川村　秀行 浅野　隆幸

富士時報 Vol.75 No.2 p.122-125（2002）

1999年度からサービスが開始された ETC（ノンストップ自動料

金収受システム）は ITSの中でも中核技術となっており，自動車，

電機，通信などの関連各社が激烈な開発競争を繰り広げている。

ETCでは自動課金のため，車両側の車載器と車線側の無線機の間

でデータ通信する。この通信をスタートさせるタイミングを送信す

るため，80 km/hで走行する車両を検知する ETC用車両検知器が

使用されている。本稿では ETC用車両検知器について種類と機能

を紹介する。

ETC用車両検知器

安本　浩二 日浦　　禎 山村　辰男

富士時報 Vol.75 No.2 p.126-128（2002）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

Social discussion about the ideal organization of universities has

attached an importance also to the present state and problems of facil-

ity consolidation. This paper proposes facility management as a method

for facility consolidation and describes a facility management system

(FMS), a computer-aided support system. The essence of the FMS is

the drawing database based on CAD drawing data with the linking

ledger and other data. By repeating the FM cycle with priority given to

the database, long-term facility consolidation and  operation can be

made systematically. In addition, the paper quotes examples of systems

constructed recently.

Facility Management Systems for Universities

Takashi Karasawa Hiroshi Nishinaga Sachio Nagaike

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.102-106  (2002)

This paper describes Fuji Electrics activities on the social system.

For the present, the social system handled by the company has been

roughly divided into the following five business units : (1) communica-

tions infrastructure including facility management systems, (2) traffic

facilities and communications developed from electrical equipment

aiming at advanced information/environment, (3) electrical equipment

as a basic section of the social system, (4) medical and nursing care

based on advanced information technology, (5) clean rooms extended

over ecobusiness. Trends of the market and Fuji Electric s policy and

activities for each unit are briefly described.

A View of the Social System

Toshiharu Sasamoto

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.99-101  (2002)

Japanese fountain business is said about ten years behind Europe

and USA; however, the fountain system supplied to Huis Ten Bosch

Co., Ltd. is on a competitive level with precedents in the number of

nozzles and scale. This paper describes the fountain that supports the

water show with water, sound, and lighting integrated, and also the aer-

ation effect, special floating, and sound, lighting, and fountain control

technologies.

Fountain System for "Huis Ten Bosch" Water Show

Tomoyuki Sawada Yoshihiko Ootsuka Midori Yashiro

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.111-114  (2002)

To improve user s convenience and raise the efficiency of facility

operation in bathing places such as pools and springs, it is effective to

introduce a cashless service system using a wristband. This paper

describes an example in which Fuji Electric jointly with Fujita Kanko

Inc. and Fuji Denki Reiki Co., Ltd. developed a system aiming at one-

to-one marketing and supplied it Hakone Kowaki-en Yunessun. This

system uses a rewrite sheet and a contactless IC, resulting in high

security in addition to improvement in convenience and operating effi-

ciency.

Cashless Service System by Contactless IC
“Hakone Kowaki-en Yunessun”

Yoshizumi Shirakura Takayoshi Masukura Hisashi Fukuda

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.107-110  (2002)

As Government tackles the e-Japan plan toward information tech-

nology revolution, Fuji Electric promotes information business with

the concept of business to machine (B to M) in the road traffic busi-

ness. The basic concept is (1) a network system, (2) an open system,

and (3) a ubiquitous system. The B-to-M business aims at revolution to

road users and managements (B) and property value improvement in

machines and systems (M), and in addition, satisfaction to customers

(C).

Deployment of the Business-to-Machine Model to
Road Traffic (Highway B to M)

Hisashi Fukuda Hideyuki Kawamura Satoru Nara

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.118-121  (2002)

Electronic toll collection system (ETC) is one of essential subjects

for the intelligent transport system being a current topic. Fuji Electric

was engaged in the ETC installation in the Okinawa district from

November, 1999, and completed the second ETC in Japan at the end of

November, 2000. This paper gives an outline of Fuji Electric ETC for

the Okinawa turnpike road and a brief description on the result of test

operation intended for general monitors which was carried out to ver-

ify ETC practicality for nine months from June 2000 to  March 2001

before the full-scale use.

Fuji Electric Electronic Toll Collection System

Hitomi Kawakami Takemitsu Furusawa

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.115-117  (2002)

The electronic toll collection system (ETC) put in service from

1999 is one of core technologies of the intelligent transport system.

Companies concerned with automobiles, electrical and communication

equipment are in serious developmental competition with each other.

In the ETC, data communication for automatic toll collection is

exchanged between the on-board equipment on the vehicle and the

wireless equipment on the lane side. To transmit a timing signal for

starting communication, a detector to sense a vehicle approaching at 80

km/h is equipped in the ETC. This paper describes the types and func-

tions of the vehicle detector.

Vehicle Detector for Electronic Toll Collection
Systems

Kouji Yasumoto Tadashi Hiura Tatsuo Yamamura

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.126-128  (2002)

In the field of wide-area facility management such as road facilities,

optical communication networks have been constructed, and Fuji

Electric is marketing telemeter and telecontrol equipment as commu-

nication facilities utilizing these networks. These networks are sup-

posed to be investigated into sophisticated use in the future. This

paper describes the telemeter and telecontrol equipment newly devel-

oped for Japan Highway Public Corporation, and in addition, examples

of future developments utilizing simplified transmitters capable of

direct connection and input-output components compatible with inter-

net protocol networks.

New Telemeter and Telecontrol Equipment for Japan
Highway Public Corporation and Future
Developments Thereof

Hisashi Fukuda Hideyuki Kawamura Takayuki Asano

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.122-125  (2002)



トンネル内の視環境および大気環境保全用の電気集じん装置に関

する技術動向について報告する。ディーゼル排ガス粒子を電気集じ

ん装置で集じんする場合，再飛散現象によって，集じん率低下が発

生することを示した。この対策として，①誘電体被覆型，②水分噴

霧，③交流電界型の３タイプの開発結果を述べた。また，NOxと

浮遊粒子の同時除去を目的とした無声放電の応用結果を述べた。無

声放電型は再飛散現象防止にも有効であることが分かった。

環境対策用電気集じん装置に関する最近の技術動向

瑞慶覧 章朝 河野　良宏 安本　浩二

富士時報 Vol.75 No.2 p.129-134（2002）

現在，大手の病院を中心に医療情報システムが導入されてきてい

る。しかしながら，病院の経営は厳しい状況にある。このような状

況のもと，富士電機では医療情報システムをネットワークという観

点からアプローチしている。具体的には，中規模（300 床）以下の

病院，診療所を対象にオーダーシステム，画像解析システム，医薬

品総合システムなど，高性能，スタンダード型のシステムを低価格

で提供する。このシステムは，単に病院内の IT 化だけでなく，病

院と病院，病院と診療所間の連携，病院・診療所（病診）連携とい

われるネットワークシステムを構築することが可能である。

病院システムとネットワーク

大庭　茂男 前田　顕一

富士時報 Vol.75 No.2 p.135-138（2002）

2000年 4 月の介護保険制度施行に伴い，今まで聖域といわれてき

た介護・医療の分野でも急速に規制緩和が進み，介護・医療現場は

厳しい競争にさらされている。富士電機では，こうした世の中の流

れに対応するために，①介護センサによるネットワークシステム，

②ケアプラン実行支援システム，③在宅医療ネットワークシステム

を提案中である。①は高齢者の安全を確保するのに寄与し，②は施

設の職員の業務効率化に役立つ。さらに③は，近い将来に在宅医療

の切り札になりうると考えられる。

介護・医療ネットワークシステム

平林　丈英 菊池　英樹 小泉　和裕

富士時報 Vol.75 No.2 p.139-143（2002）

半導体，液晶，医薬，食品などの分野で幅広く利用されているク

リーンルームで，ファンフィルタユニット（FFU）は，1 工場あた

り 1 万台以上（大規模の場合）採用されている。本稿では，FFU

の保守管理の省力化を図った FFU監視制御システムを紹介する。

FFU監視制御システムは，高信頼性，高機能，システムの拡張性

が要求されている。また，小規模（FFU数十台程度）から大規模

（FFU数万台）クリーンルームまで適用できるようにメニューを取

りそろえた。

クリーンルームにおけるファンフィルタユニット監視制御
システム

峰岸 裕一郎 日下　　豊

富士時報 Vol.75 No.2 p.144-147（2002）



Medical information systems have recently been introduced

mainly into major hospitals. However, hospitals are faced with hard

management. Under these circumstances, Fuji Electric approaches the

medical information system from the viewpoint of a network system.

In concrete terms, this system offers low-price high-efficiency, stan-

dard systems, such as an order system, an image analysis system, and

an integrated pharmaceutical system to hospitals below a medium

scale (300-bed) and clinics. This system not only promotes information

technology within a hospital but also can link a hospital to another hos-

pital or a clinic or structure a network system which is called hospital-

clinic linking.

Hospital System and Network System

Shigeo Ohba Kenichi Maeda

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.135-138  (2002)

This paper describes technical trends of electrostatic precipitators

for visibility in tunnels and preservation of the atmospheric environ-

ment. When an electrostatic precipitator collects Diesel exhaust parti-

cles, collection efficiency is lowered by re-entrainment phenomena.

Preventive measures were developed in three types: (1) insulator coat-

ing (2) water spraying (3) AC electric field application. Further, barrier

discharge to remove both NOx and suspended particles was applied.

The barrier discharge type proved effective also in preventing the re-

entrainment phenomenon.

Recent Technical Trends of Electrostatic
Precipitators

Akinori Zukeran Yoshihiro Kono Kouji Yasumoto

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.129-134  (2002)

Clean rooms are widely used in the fields of semiconductors, liquid

crystal displays, medicines, and foods. A large-scale clean room uses

more than 10,000 fan-filter units (FFUs). This paper describes the FFU

monitoring and control system that reduces labor for FFU mainte-

nance. The system is required to have high reliability, advanced func-

tions, and system expendability. Fuji Electric has prepared a wide menu

applicable to clean room systems ranging from a small-scale system

with tens of FFUs to a large-scale system with tens of thousands of

FFUs.

Monitoring and Control System of Fan-Filter Units
for Clean Rooms

Yuichiro Minegishi Yutaka Hishita

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.144-147  (2002)

Because of the implementation of the nursing-care insurance as

from April, 2000, deregulation has rapidly been promoted in the fields

of nursing and medical care, resulting in bitter competition there. Fuji

Electric is now developing (1) a network system with sensors for nurs-

ing care, (2) a supporting system for the implementation of a care plan,

and (3) a network system for home medical care. The item (1) will help

the security of the elderly, and (2) will allow the nursing staff to work

effectively. The item (3) is expected to be the key technology for home

medical care in the near future.

Nursing/Medical Care Network System

Takehide Hirabayashi Hideki Kikuchi Kazuhiro Koizumi

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.2 p.139-143  (2002)
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栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
千 葉 製 作 所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

　　今や，施設情報のデータベース化は当たり前！　�

富士電機の施設情報管理システムは，CADデータとの連携により，�

平面図やシステム図から各設備状況を簡単検索。また，ネットワーク上�

のすべての端末で，ビル全体の施設情報を取り出すことも可能。�

ひとつのディスプレイからスピーディにわかりやすく，統合監視を実現。�

施設運用の合理化が，経営をサポートします。�

●空調・衛生設備�

�

●情報設備�

�

●電気設備�

●メニュー画面�

設備データを効率的に�
ビジュアル管理できる，�
CAD＋データベース�

設備データを効率的に�
ビジュアル管理できる，�
CAD＋データベース�

富士電機の施設情報管理システム�
お問合せ先：電機システムカンパニー 情報システム本部 社会システム事業部 電話（042）585-6228
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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