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計測制御システム事業分野では，基幹産業をはじめとす

る民間企業は苦しい経営状況から脱却する手段として，実

行系である生産システムの効率化，安定化，品質向上など

プロセスオートメーション技術と，計画系である情報シス

テムの調達・生産・物流・販売の最適化を図るため，IT

（情報技術）を活用した生産システム全体の改革に強い期

待を寄せている。オフィスから生産現場までのシームレス

な結合を行い，計画系と実行系を融合して生産システムを

最適化していくためには，生産システムの中核となる計測

制御システムのオープン化により，生産システム全体の課

題を解決する情報系のメニューの充実が必須である。これ

に応えるべく，「MICREX-AX」「MICREX-SX」を素材

としたプロセスコントローラ，ソフトウェアの品質向上と

生産性の向上を図るエンジニアリング革命ツール

（HEARTシリーズ），遠隔監視や地域間・工場間の統合を

図る Web-HCIなど，フィールドから ERP（Enterprise

Resource Planning）まで，システムインテグレーション

に必要なコンポーネントやパッケージを開発している。

情報制御分野においては，Ethernetを素材とした制御

LANである FL-net 準拠 LANに情報系（TCP/IP）の重

畳を可能とし，制御系ネットワークと情報系ネットワーク

との融合を実現した。これにより，これまでの設備制御・

操業サービスを超えた，顧客プラント全体に対する設備運

用サービスへのビジネス拡大に貢献することが期待される。

また制御装置としては，MICREX-SXの高信頼な二重化

を実現した。これによりコストを抑制しながら従来のコン

トローラと同等の高信頼性二重化システムが可能になった。

PIOとしてオープン PIOもサポートし，PIOレベルの二

重化を実現している。

計測コンポーネントの事業分野においては，公共・民間

部門ともに設備投資需要は回復せず，引き続き厳しい状況

にある。一方で環境・省エネルギー対応製品や，より安価

な製品への要求はさらに強まってきている。そのような状

況下，2002 年度もこれらニーズへの対応として新製品を

投入した。フィールド機器分野では光計装システム機器の

充実に焦点を当て，FFIシステムのハードウェアを光

フィールドバス計装と統合し，電池の長寿命化を図るなど

光計装システム FFXシリーズ（FFI 対応）の拡充や，下

水道向け光水位計の開発を行った。環境機器分野では自動

車トンネル用と，大気汚染測定局に設置される監視用の

CO分析計をおのおの追加した。いずれも長期安定性と高

精度測定を実現している。電子機器分野では，機械・設備

の過昇温検出に最適なオンオフ接点出力を持つ超小型で安

価な警報設定器と，主に半導体業界向けを狙って Device

Net 通信機能を付加した温度調節計の新シリーズを開発し

た。

計測コンポーネント分野の応用として，MEMS（Micro

Electro Mechanical Systems）と呼ばれる新しい分野にも

取り組んでいる。高精度圧力センサやインクジェットヘッ

ダ，ICの製造で培われたシリコンやガラスなどの微細・

精密加工技術を応用して IMM（Intelligent Micro Module），

μTAS（Micro Total Analysis System）の技術を保有し

ている。また FTTH（Fiber To The Home）時代の到来

に向けてシリコンプラットフォームの開発も手掛けている。

MEMS技術へと進化を続けており，これに伴って電子・

IT産業や，化学・医薬・バイオ・ライフサイエンス産業

などにおいて応用分野が拡大していくことが期待される。

レーザ・ビジョンコンポーネントとしては，従来にも増

して超高精度・高速なコンポーネント群を開発した。レー

ザシステム分野では，半導体・電子部品のマーキング用新

レーザ媒体を用いた完全空冷式の小型・軽量の LD（La-

ser Diode）励起式 YVO4レーザマーカ「NanoLight X」

を開発した。この装置は極小スポットによる出力均一性か

ら写真などのビットマップマーキングが可能となり，熱影

響の少なさから樹脂へのマーキングが可能になった。ビ

ジョンシステムについては，医薬品業界向けの細粒内異物

検査装置，異種ロット混入防止のためのロット検証システ

ム，食品容器業界向けの樹脂カップ外面印刷検査装置など，

高速・高精度を要求される検査ラインをトータルソリュー

ションで解決するための各種の専用コンポーネントを提供

している。
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きめ細やかなソフトウェアライセンス管理などを可能と

する資産管理ツール「TCOSTREAM トリプル A」を開

発した。本ツールは次の特徴を持っている。

パソコンから収集したハードウェア，ソフトウェア情

報をWebブラウザ上で利用者権限に応じて閲覧，検索

が可能

部や課，プロジェクトで購入したライセンスをそれぞ

れ区別して管理できるなど，きめ細やかなソフトウェア

ライセンス管理が可能

リース期限が近いクライアントパソコン，ハードディ

スクの空き容量が少ないパソコンなどを目的に応じて一

覧表示可能

本ツールは，富士電機総設（株）から TCOSTREAMの

オプションとして販売中である。

（3）

（2）

（1）
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図１　TCOSTREAMトリプルAのシステム概略構成

制御システム分野では従来のクローズしたシステムでは

なく，制御・操業システムをショップフロアビジネスへ拡

大するために制御システムの情報系への融合が要求されて

きている。そこで制御データを優先しながらコントローラ

レベルの制御 LANである「FL-net 準拠 LAN」を情報系

ネットワークと融合し，情報系から制御系までの情報フ

ラット化を実現した。これにより，情報系ネットワークの

代表的通信プロトコルである TCP（UDP）/IPデータを，

制御 LANに重畳させることが可能となった。FL-net 機

器以外の汎用のパソコン，ワークステーション，ネット

ワークプリンタなどを制御 LANに接続し，プリンタ，

ハードディスクの共有や各種リモートアクセス，パッケー

ジソフトウェアの利用が可能である。
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図２ システム構成

富士電機の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，統合コントローラ「MICREX-SX」を

使ったコントローラ単位の高信頼性二重化システムを製品

化した。

主な特徴は次のとおりである。

プロセス分野向け DCSとの適材適所な使い分けによ

りシステムコストを抑制する。

FA分野での信頼性の要求されるシステムへの適用が

可能となる。

制御 LANには FL-net 準拠 LAN，PIOにはオープン

PIOサポートによる DCS 同様のオープンインタフェー

スを備える。

（3）

（2）

（1）
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食品分野では生産拠点の統合や生産効率化が進んでいる。

また，食品の衛生管理のための HACCP（危害分析・重要

管理点），品質管理のためのトレーサビリティ対応システ

ムおよび生産管理から製造監視制御までをシームレスに連

携した総合生産管理システムの構築が要求されている。

富士電機はサントリー（株）九州熊本新工場向けに製造管

理から原動管理・施設管理までを行うMESシステムを受

注し，現在鋭意製作中である。また，旭電化工業（株）明石

工場向けマーガリン製造システムの更新に際し，本社から

の生産指示を受けて配合管理から製造までをシームレスに

行うシステムを納入した。

今後もMESシステムの提案を行い，総合生産管理シス

テムのニーズに応えていく。

IT・計測制御コンポーネント
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食品プラントの計測制御システム

医薬品プラントの計測制御システム

化学プラントの計測制御システム

国内の景気は低迷しているとはいえ，医薬品業界におい

ては新商品対応や製品コストの低減，老朽化対策，情報化

対応などさまざまな目的で設備投資が堅調に行われている。

監視制御システムの導入にあっては，汎用製品を応用した

TCO（Total Cost of Ownership）に優れたシステムが強

く望まれている。

富士電機では，汎用製品利用によるコストミニマム化を

重視し，制御 LANには FL-net 準拠 LANを採用した，

オープンで保守性・信頼性の高い分散型制御システム

「MICREX-AX」（オープン AX）や「FOCUS」を医薬品

のプロセスオートメーション分野に提供している。図は

2002 年に第一ファインケミカル（株）に納入した医薬品プ

ラント向け計測制御システムである。

図５　医薬品プラントの計測制御システム

化学分野ではグローバル競争が激化し，海外への工場移

転，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，国内生産システムの更新および合理化，情報化の

設備投資は継続されている。

富士電機は既設システムの更新に際し，従来の DCSを

最新の DCSに更新するだけでなく，情報システムの高度

化を提案している。特に最近では品質情報のトレーサービ

リティシステム早期導入のニーズが顕著化している。

コニカ（株）東京事業所日野向けにフィルムプラントの制

御コンピュータシステムを最新 DCS（MICREX）と銘柄

管理システム（FLEX-BATCH）とに更新した。その他ガ

スプラントシステムおよび化学プラントシステムを最新の

パソコン応用システム（FOCUS）に更新した。

図６　化学プラントの計測制御システムの中央操作室
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図４　食品プラント計測制御システムのオペレーション用監視

装置
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鉄鋼業界では，設備投資の抑制傾向にある中で，安定操

業の維持確保のため老朽化制御設備においてはコストミニ

マムを目指した更新が行われている。

富士電機では製鋼制御システムにオープン統合化制御シ

ステム「MICREX-AX」を納入した。このシステムは制

御LANにオープン性とリアルタイム性を考慮した FL-net

準拠 LANを採用し，他社の PLCを直接，制御 LANに接

続し富士電機の HMI（AOS-PC2000）からの監視操作を

可能としている。コントローラ I/Oは I/O LANに

Ethernetベースの高速リアルタイム性を考慮したオープ

ン PIOを採用している。また，制御システムの一部に，

二世代前のコントローラのハードウェアの一部を交換し，

ソフトウェアの資産をそのまま活用することにより新シス

テムへの接続を可能としている。

IT・計測制御コンポーネント

計測制御システム

鉄鋼設備の計測制御システム

エネルギーセンタの計測制御システム

火力発電設備の計測制御システム

図７　鉄鋼設備の計測制御システム

製造工場における省エネルギーと操業改善を主な目的と

して設置されるエネルギーセンタは，富士電機の省エネル

ギー技術を駆使している分野の一つである。中でもエネル

ギーを多量に消費する鉄鋼業においては多くの顧客に採用

されている。

このたび，エア・ウォーター（株）和歌山工場向けに，既

存 DCSを最新の「MICREX-AX」に更新し，稼動を開始

した。更新の目的は，既存制御ソフトウェア資産を継承し

つつ，納入後約 15 年間稼動し続けながら複雑に増設と改

造を行ってきた老朽化した設備を再編成し，制御システム

を更新することである。本システムは，稼動しながら

DCSを順次更新していくもので，新旧システムを混在さ

せながら，新システムへのスムーズな切替えを実現した。

図８　酸素プラント運転制御システムの中央操作室

近年，火力発電分野では，規制緩和により，民間企業の

事業用火力発電への参入が相次いでおり，各所で発電所の

新設が計画，開始されている。一方，老朽化したシステム

の更新，機能改善による合理化，省力化も確実に行われて

いる。このような状況の中で，富士電機は，新日本石油精

製（株）仙台製油所向けにボイラ・タービン計測制御システ

ムの更新として，既存の「MICREX-P Ⅲ」システムと混

在させる形で，最新のオープン AXシステムを納入し，

制御性，操作性を向上した。信頼性面では，ボイラ制御用

のコントローラに「ACS-2000」の二重化システムを，燃

料遮断システム用のプログラマブルコントローラに

「MICREX-SX」の三重化システムを採用し，高信頼化を

図っている。

図９　火力発電設備の計測制御システム

31



富士時報 Vol.76 No.1 2003

ごみ量増大の社会的問題に加え，大気汚染防止法，ダイ

オキシン類特別対策処置法などの法令により，焼却施設か

ら排出される有害物質などに対する規制が厳しくなってい

る。日本鋼管（株）の「二回流式ハイパー火格子焼却炉」は，

この問題を解決できる理想的な焼却炉施設である。

富士電機は，日本鋼管（株）から受注した，某市向け焼却

炉施設に，分散型制御システム「MICREX-AX」を納入

した。MICREX-AXは，従来のアーキテクチャを踏襲し

た専用機技術と，時代に合った汎用機技術とを融合した最

新のシステムである。この先進性，信頼性，高速応答性を

生かし，ごみ焼却施設の操業運転などに貢献している。
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ごみ焼却プラントの計測制御システム

ガスパイプライン施設の計測制御システム

図１０　ごみ焼却プラントの計測制御システム

新型の自動車トンネル用一酸化炭素（CO）分析装置

（ZSA）は，自動車トンネルや屋内駐車場などの大気中に

含まれる微量CO濃度を高精度に連続測定するのに適した

分析装置となっている。測定方式は日本道路公団計測設備

標準仕様書（機電通仕：第 98310 号）に準拠した定電位電

解方式を採用しており，次の特徴を持っている。

センサの交換は 1 年間不要である。コンパクトなセン

サであり，センサ劣化時の交換も容易に行える。

長期安定性に優れており，通常の場合，標準ガス校正

も 3か月以上にわたって必要としない。

センサ部に内蔵した独自のフィルタにより窒素酸化物，

二酸化硫黄などの共存ガスの影響を受けないだけでなく，

湿気や振動に対しても安定した特性を持つ。

（3）

（2）

（1）

計測コンポーネント

自動車トンネル用一酸化炭素分析装置

図１２　自動車トンネル用一酸化炭素分析装置（ZSA）

クリーンエネルギー利用の一環として天然ガスの需要が

増大しており，天然ガスパイプラインの増設工事や，天然

ガス採収設備の増強が盛んである。

富士電機では，これらの設備向けにプログラマブルコン

トローラとパソコンを組み合わせた新しい SCADAシス

テムを構築して納入した。パソコンの監視ソフトウェアは，

世界的に評価の高い SCADAパッケージ CITECTをベー

スにして富士電機独自のノウハウを付加してシステム化し

たものである。主な納入先は川崎製鉄（株）経由東北天然ガ

ス（株）向け「仙台市ガス局向けガスパイプライン建設工事」

「サッポロビール（株）仙台工場向けガスパイプライン建設

工事」，日本鋼管（株）経由石油資源開発（株）向け「東新潟

採収設備増強工事」などである。

図１１　納入システムの画面例
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本測定装置は大気汚染測定局に設置され，大気中の微量

一酸化炭素（CO）濃度を高安定，高精度で連続測定する。

測定方式には非分散赤外線吸収法（JIS B 7951）を採用し，

さらに計量法型式承認済（承認番号：SAC 011）のためお

客様に安心してご使用いただける富士電機の誇るガス分析

装置である。以下の特徴を有する。

高感度，高耐震性のマスフロー形（熱線風速形）検出

器とサンプルスイッチング方式を組み合わせたゼロドリ

フトフリー，高安定測定

干渉補償検出器と酸化触媒処理（CO CO2）ガスを

比較ガスに用いて干渉ガスの影響を除去した高精度測定

シンプルなサンプリング構成による優れたメンテナン

ス性

（3）

（2）

（1）
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大気汚染監視用赤外線式CO濃度測定装置

SMファイバ対応光式水位計

光計装システム「FFXシリーズ」の拡充（FFI 対応）

630 570

外線端子 
電源接続 

1
0
5
5

図１３　大気汚染監視用赤外線式CO濃度測定装置（ZSE）

近年，都市部での局所集中豪雨による浸水で社会生活

に多大な影響が出ていることがあり，下水管きょ内の水位

を測定して雨水流入量監視を行い，浸水を未然に防止する

ために豪雨時のポンプ運転支援などを行うことが望まれる

ようになってきた。

一方，下水道内にはシングルモード（SM）光ファイバ

ケーブルが多く敷設されており，このケーブルが利用可能

であるという背景から，従来のマルチモードファイバを使

用した光式水位計を発展させ，SMファイバ対応の光式水

位計として発売した。

マルチモードファイバと SMファイバとの変換を行う

光中継器と，SMファイバ対応と多点計測を可能にした光/

電気変換器を新たに開発し，伝送距離は 6 台接続で最大

10 kmまで可能である。

光中継器 

最大10km

水位計 

最大6台 

光/電気変換器 

RS-232C 
Ethernet

中空光 
ケーブル 

最
大
1
0
0
m

光ケーブル 
（シングルモード 
　9.5/125  m） 

図１４　SMファイバ対応光式水位計システム

FFIシステムは，光伝送方式による耐雷性や本質安全防

爆という特徴を生かして，製油所や備蓄基地などに多くの

実績を残してきた。しかし発売以来十数年を経過した現時

点で，電池寿命などの市場からの高度化要求に応えるため

に新製品としてリニューアルし，第 1段階として圧力・差

圧発信器，温度発信器，光/空気変換器を発売した。

光フィールドバス FFXシリーズとハードウェアを統合

し，インタフェースカード交換だけで光フィールドバス対

応も FFI 対応も容易に可能とした。発信器の検出部は

FCX-AⅡセルを使用して電気式と共通化を図っている。

主な改善点は次のとおりである。

電池寿命：従来の 2 年から 4 年に長寿命化

伝送距離：従来の 1.2 kmから 1.5 kmに長距離化（2）

（1）

図１５　FFXシリーズ（FFI 対応）
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機械・設備などの過昇温検出を，低コストで簡単に行え

る警報設定器として PAS 3を開発した。PAS 3は，計装

盤内のヒータなどの過昇温防止器として使用実績があり，

主な特徴・仕様は次のとおりである。

超小型サイズ：W24 × H48 × D85（mm）

前面表示：LED表示により警報設定値と測定値をリ

アルタイムで確認可能

警報設定：前面キー操作にて 1 ℃単位の設定が可能

2点リレー出力： 2点の警報が個別に設定でき，上・

下限，上・上限，下・下限など多彩な警報組合せが可能

防水構造：前面表示部は IP66（NEMA-4X）の防水

構造

その他：DINレール取付け用アダプタも準備（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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ディジタルサーモスタット（PAS3）

DeviceNet 対応小型温度調節計

システム LSI 相当の電子回路 IMM

図１６　ディジタルサーモスタット（PAS3）

マイクロコントローラ（型式：PXR3）の付加機能とし

て，DeviceNet 準拠の通信オプションを開発した。これに

より，半導体製造装置や自動車の製造ラインなどの

DeviceNetを使用しているシステムへの温度調節計の組込

みが可能となる。主な特徴・仕様は次のとおりである。

世界最小サイズ：W24 × H48 × D98（mm）

準拠規格：DeviceNet 仕様書 Vol.1，2

通信プロトコル：I/Oメッセージ（POLLのみ）

Explicitメッセージ（分割送信可）

通信速度：125，250，500（kビット/秒）

PIDセルフチューニング機能搭載

防水構造：前面表示部は IP66（NEMA-4X）の防水

構造

その他：DINレール取付け用アダプタも準備（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１７　DeviceNet 対応小型温度調節計

16mm
12mm

図１８　IMMIMM（Intelligent Micro Module）は，微細・精密加工

技術によりシリコン基板上に電子回路を形成し，ベアチッ

プなどを接合して形成したモジュール部品である。現在の

プリント基板での細線化は数十μmが限界といわれている

が，IMMではシリコン基板上に配線幅 5μmの多層配線

を実現する。配線材料には AlSiを，層間絶縁膜にはシリ

コン酸化膜を用いている。シリコン基板上には単なる配線

回路だけでなく薄膜抵抗，コンデンサ素子を形成すること

ができる。IMMは少ない初期コストでシステム LSI 相当

の電子回路の開発・カスタマイズを可能とし，比較的少な

い生産数量のエレクトロニクス製品に適する。製品の小型

化，高性能化，重要回路の模倣防止（ブラックボックス）

化といった市場ニーズに貢献する。
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μTAS（Micro Total Analysis System）は，シリコン

やガラス基板上に製作した微細流路や反応槽，超小型ポン

プなどを組み合わせた分析用装置である。富士電機では工

業用記録計で培ったインクジェットヘッドの技術を応用し

て大学や企業に対してμTASの試作サービスを行ってい

る。写真は Y字形流路の中央に反応槽を形成した例であ

る。エッチングやマイクロブラストによってシリコン基板

に数十～数百μmの溝を形成し，陽極接合によってガラス

とシリコンを接合して流路や反応槽を形成する。また，イ

ンクジェットヘッドでも使用される微小なピエゾ素子によ

りアクチュエータを形成する。μTASは Lab-on-Chipと

も呼ばれ，従来の装置の小型化・低価格化だけでなく，臨

床医学，環境分析分野などでの新しい用途への応用が期待

されている。
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μTASの試作サービス

光ファイバアライメント用シリコンプラットフォーム

メンテナンスフリー・小型空冷YVO4 レーザマーカ「NanoLight X」

28mm

断面拡大図 

17mm

図１９　μTAS

シリコンプラットフォームは FTTH（Fiber To The

Home）で使用される光通信機器（信号変換器）内にて，

光ファイバ先端部から入出射される光信号の光軸と光送受

信素子（レーザ素子など）の位置を正確にアライメントす

るための部品である。シリコン基板上に形成した段差部や

V溝で光ファイバを位置決めする。位置決めの対象とな

るシングルモード光ファイバのコア径は 10μmと細いた

め，V溝を形成する異方性エッチングにはサブミクロン

領域の加工精度が要求される。光ファイバと光送受信素子

とはシリコンの鏡面部に形成した金属薄膜に光を反射させ

て光信号の受け渡しを行う。
2mm

4mm

図２０　シリコンプラットフォーム

近年，半導体・電子部品業界などにてレーザマーカの導

入はますます増大しているが，対象部品の小型・高密度化

とマーキング内容の複雑化・コード化によりマーキングに

要求される品質は一段と微細・高精度化してきている。同

時に本レーザマーカの普及に伴い，小型化，省エネルギー，

メンテナンス作業の軽減，高信頼性の要求も増大している。

「NanoLight X」は新レーザ媒体を用いた LD励起式YVO4

レーザマーカであり，その特徴は次のとおりである。

極小スポット（従来 YAGマーカの 1/3）であり，出

力均一性が高く，写真などのビットマップマーキングが

可能

熱影響が少なく，樹脂への鮮明なマーキングが可能

従来 YAGマーカに対し，小型化 1/3，軽量化 1/2，

ランニングコスト 60 ％減（完全空冷式，冷却水不要）

（3）

（2）

（1）

図２１　メンテナンスフリー・小型空冷 YVO4 レーザマーカ

「NanoLight X」
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