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　行政情報ソリューション分野では政府の e-JapanⅡ加速
化パッケージに基づき，効率的で低廉かつセキュリティの

高い電子自治体を目指し，その構築・整備が一層強力に推
進されている。富士電機では，豊富な納入実績を持つ「文
書管理システム」「庶務事務システム」「職員認証システ

ム」を共同利用も可能なマルチプラットフォーム型に拡
張するとともに，これらを統合化し，より一層の効率化・

合理化を実現する「総務事務システム」を提供した。今後，

国と地方との間を含めたあらゆるシステムの連携を可能と

するプラットフォームの実現に向けて取り組んでいく。

　製造情報ソリューション分野では，引き続き好調な自動
車関連業界ならびに「安心・安全」の実現のため，より

一層の製造情報管理を要求されている食品業界を中心に投
資が活発化している。富士電機では，上位の計画系ならび

に下位の現場制御系と垂直統合した製造実行管理システム

（MES）の商品体系を整備して，自動車など加工組立分野
向けに「MainGATE-Assembly」を，食品製造などのプ

ラント系向けに「MainGATE-Process」を，さらに商品
の開発から量産化までを支援する「MainGATE-PLM」を

提供した。今後，より一層の品質管理やセキュリティ管理
などを実現するために，センサや無線ネットワークなども

含めて商品メニューを充実していく。

　基幹情報システム分野では海外拠点を含め，生産や物流，

オフィスの現場と経営を有機的に結びつけることが必要と

なっている。富士電機では豊富な現場系のソリューション

実績をベースに以下のような取組みを推進している。

™ 生産現場： MESの基幹系連携，生産管理パッケージの

海外対応
™ 物流現場： 物流センターパッケージの強化と SCM連携
™ オフィス現場： 「ExchangeUSE」（ワークフロー業務シ

ステム），「Barrier」（セキュリティ）

™ 業務間連携： 「BizUSE」（縦割り業務を横断的に管理）

™ ソフトウェア開発の革新： オブジェクト指向開発強化
　エネルギーソリューション分野では，エネルギーの発

生，流通，消費の一連のサイクルに対し，電力の「流通」

技術を核として，既存の大規模なエネルギーシステムと新
エネルギーなどの分散型エネルギーシステムの調和を目指
し，省エネルギー・ESCOなどを含めたより顧客指向型の

総合的なエネルギーソリューションを展開している。主な

取組みとしては，IPネットワーク技術を活用した保護制
御・テレコン装置や高度セキュリティを確保した広域分散
型監視制御システム，地域エネルギーシステム（マイクロ

グリッド），ESCOサービスを含む需給一体制御システム，

出力変動抑制設備を含む風力発電設備と風力事業，軽く柔
軟なフィルム基板型アモルファスシリコン太陽電池などで，

産官学研究への参画，海外（中国）との協力による開発も

鋭意進めている。

　電力量計分野では，電力小売自由化の進展により，多機
能電力量計の導入が進み，その計量データを処理する自動
検針システムの導入も加速している。今後も電気事業者と

需要家間の適正な計量を担保することを前提として，国際
規格との整合や技術進歩に即した法規制の変化，運用面の

要求変化に対応した製品，システムを開発し，電力量計を

コアとしたネットワークシステムの普及に寄与していく。

　放射線機器・システム分野では，放射線管理区域内作業
者の個人線量管理において，法定線量記録用として電子式
線量計が使用され，無線通信によって線量や作業情報など

のデータを迅速に収集する個人線量管理システムの導入が

進行していく。無線通信方式の活用として，通信可能距離
を作業エリアまで拡大させた遠隔リアルタイム線量管理シ

ステムが開発されていく。一方，出入管理システムにおい

ては，手の静脈照合などによる個人認識の高度化システム

が開発されていく。放射性汚染モニタでは，搬出ガイドラ

インの基準を十分測定できる高感度放射線検出器を搭載し

た汚染検査装置が導入されていく。放射線応用機器は，非
接触で迅速に物質の厚さを高精度で計測できる特長を生か

して，高温・高圧の流体が流れる配管の肉厚を測定する検
査装置として開発が進む。

e-ソリューション

行政情報ソリューション

製造情報ソリューション

エネルギーソリューション

計量システム

放射線機器・システム
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　山口県「電子申請・届出システムおよび総合文書管理システム」

市町村
LGWAN

連携

国・都道府県
住民 企業

庁内向けシステム 住民・企業向けサービスシステム

電子決裁基盤

財務会計
システム

庶務事務
システム

�県民・企業向けサービスから庁内事務まで，一貫した業務の流れを電子化

⇒県民・企業向けサービスの向上，庁内事務の効率化・高度化の実現

職員認証基盤システム
（職員情報管理）

インターネット

連携

人事給与
システム

文書管理
システム

施設予約
システム

電子申請
  システム（内）

電子申請・届出
システム（外）

　e-自治体 庶務事務システム

　職員認証・原本性保証パッケージ「ForceSecure」

図１　山口県電子県庁システムの概要
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図2　庶務事務システムの導入
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図3　職員認証・原本性保証パッケージ ForceSecure

　豊富な納入実績を持つ富士電機の行政ソリューションを

利用し，山口県向けに，電子県庁実現に向けた大規模行政
システム（電子申請・届出，施設予約，文書管理，内部庶
務事務，職員認証）を稼動させた。

　このシステムでは，統合管理された職員情報や共通的な

電子決裁基盤を中心に，各システムを有機的に連携させる

ことにより，県民・企業向けサービスから，庁内事務（文
書，庶務）までの一貫した流れを電子化しており，県民・

企業サービスの向上，庁内業務の高度化・効率化を実現し

ている。今後，県の運用している電子申請・届出システム

を機能拡張し，市町村との共同利用・運用へと移行するこ

とにより，費用負担の軽減を図りながら，利用者の利便性
の向上，行政サービスのさらなる向上を予定している。

　庶務事務システムは，自治体で従来，紙で行っていた時
間外勤務，特殊勤務手当，休暇申請などの勤務管理業務，

出張旅費精算などの旅費管理業務，扶養手当，住居手当，

通勤手当などの各種申請業務を電子化したシステムであり，

庁内業務の効率化を推進するものである。また，庶務事務
システムの導入により，以下の効果が期待できる。

（1）　職員が自らデータを入力（発生源入力）することで，

担当者に依存していた作業を軽減する。

（2）　データを一元管理することで，情報の共有化や再利用
を可能にする。

（3）　ペーパーレスの推進，庶務事務の集中化を推進する。

（4）　電子決裁システムとの連携により，従来の紙と押印に

よる決裁業務を電子化し，迅速な決裁処理を促進する。

　行政情報システムの利用者である自治体職員の認証を行
う職員認証パッケージ，および電子文書の原本性確保を支
援する原本性保証パッケージの機能拡充を行った。

　職員認証パッケージは，部署，職員，権限など組織構成
情報の一元管理，シングルサインオンやアクセス制御など

の機能を提供する。また，原本性保証パッケージは，電子
文書の暗号化保存，署名付きタイムスタンプ，改ざん検出
など安全性を強化した各種機能を提供する。

　両パッケージは，OracleDatabase10gに対応し，Oracle
の持つクラスタシステムを利用することにより，高い信頼
性とスケーラビリティを実現するとともに，システム適用
範囲の拡大を実現している。

行政情報ソリューション
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　統合マスターシステム「MainGATE/IM」
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　品質情報履歴管理システム「Fe-POP」

　統合プラント監視システム

図4　統合マスターシステムの全体イメージ
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図5　Web製造現場システム構成例
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図6　統合プラント監視システムの機能構成

　「MainGATE/IM」は生産活動に必要となる製造基準情
報（生産品目情報，製造レシピ，原単位，品質基準値な

ど）を統合的に管理するための仕組みで，以下の特徴を有
する。

（1）　マスターの構成（親子関係）情報に基づき，追加・変
更された項目の影響範囲を自動特定，展開し，変更作業
指示を自動発行することでマスターの整合性を維持する。

（2）　マスター変更情報を工場内サブシステムに配信する機
能を持つ。また，配信に際しては相手先システムの要求
するファイル形式，データの並び，データの属性などに

原データを変換して送信が可能となる。

（3）　OAツールでマスター定義作業が可能であり，設計ド

キュメントを整備することで，そのままプログラミング

レスでマスターシステムの構築が可能となる。

　品質情報履歴管理システム「Fe-POP」は，製造現場情
報を収集・蓄積するとともに，品質履歴データや管理グラ

フをリアルタイムにWeb画面表示するためのツール，テ

ンプレート群である。Fe-POP蓄積情報は，品質管理のみ

ならず生産進捗（しんちょく）管理，ライン別稼動管理，

工程管理などに活用することができる。

（1）　Web画面構築機能
（2）　現場信号定義機能
により，製造現場の製造装置，搬送装置，生産支援設
備（表示盤，バーコードリーダなど）からの信号取込み，

Web画面の作成，変更を行うことができる。監視画面の

作成を容易にするため，画面作成用部品（押しボタン，数
値窓，各種グラフ，トレンド表など）をライブラリとして

提供している。

　統合プラント監視システムは，工場ユーティリティ

設備の監視制御システム，点検支援システム，実績分析
「MainGATE/PPA（Process Performance Analysis）」シ

ステムを機能的に統合した仕組みで，以下の特徴を有する。

（1）　工場の垂直統合から，現場の日常の点検，監視制御
業務から経営指標の作成までを統一環境でサポートし，

P2B（Plant to Business）を実現している。

（2）　工場の横断的統合から，工場をまたいだエネルギー分
析や，高度な情報共有，横断的な問題抽出などが可能と

なり，会社・部門の仕組みの継続的改善を強力に支援で

きる。

（3）　システムのオールWeb化により，いつでもどこでも

設備の稼動情報，エネルギー情報などが見えるユビキタ

ス環境を実現しているため効率のよい運用が可能となる。

製造情報ソリューション
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　医薬業界向けソリューション
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【医薬品用アイソレータの外観】 【プロセスバリデーション用
　　環境モニタリングシステム】

環境モニタ
リングパソコン

Ethernet

アイソレータ 工程信号

（1）構造体の最適空間設計による封じ込め技術（ダブルウォールなど）
（2）内部除染技術（殺菌および内部環境自動制御）
（3）オンライン環境モニタリング技術およびプロセスバリデーション

RS-485/Ethernet
コンバータ

　ユビキタスセンサネットワークソリューション

　細粒異物検査装置の機能強化

図7　医薬業界向けソリューション（アイソレータ）
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図8　ユビキタスセンサネットワークへの取組み

図9　細粒異物検査装置の検査部と制御部

　製薬業や医療器具などの医薬品製造においては，GMP，
GQP，GCPなどの規制と，国際化や新薬・新技術開発の

活発化により，一層の品質管理および環境管理の徹底が求
められている。富士電機では，製造分野での検査技術・セ

ンサ技術，環境分野でのクリーン技術，および原子力分野
での密封技術などの多様な要素技術を融合して，細粒など

の粉体の製造ライン向けのアイソレータ技術を試作開発し

た。この技術は，密閉された空間で，所定のクリーン度を

維持しながら滅菌し，粉体の搬送・外観検査・充てんなど

を行うものであり，近年，関心が高まっている無菌製剤ラ

イン，特に無菌原末製造の重要な要素技術として，重要な

位置を占めてきている。現在，試作機の製作を完了し，技
術評価を終えている。今後，実ラインへの展開を図る計画
である。

　小電力無線技術とセンサ技術を組み合わせたセンサ付ア

クティブ型無線タグは，近年，製造現場や社会システムで

の安全・安心，セキュリティ，作業性向上，品質向上，ト

レーサビリティ，予防保全などへの意識の高まりにより，

重要な ITコンポーネントとなってきている。富士電機で

は，長年培ってきた小型無線技術とセンサ技術を融合して，

特徴あるアクティブ型無線タグの開発と応用ソリューショ

ンの開発を推進している。現在，温度・振動，磁気，圧力
などの各種センサを搭載した無線タグの試作開発を完了し

ており，適用対象として，輸送品質向上のための温度・振
動管理，コンテナ管理，物流における倉庫管理，回転機保
守診断などの分野へセンサ付無線タグ応用開発を進めてい

る。これらは，ユビキタスセンサネットワーク社会への一
翼を担っている。

　細粒をフィーダで薄くならして送り出し，回転ドラム上
に落として高速に回転搬送させ，異物が細粒の影に隠れ

ることがないように細粒を 1層以下とした。このドラム上
の細粒を，ラインセンサカメラにより撮像することにより，

混入異物を確実に検出する装置で，市場ニーズに合わせ機
能強化を図った。

　ホッパとフィーダの搬送強化と 4カメラ撮像により，従
来の 40 kg/hから 100 kg/hに処理能力を上げ，照明・カ

メラの感度改善により，200 µmから 100 µmの異物検出能
力を達成した。

　この装置は，医薬細末の検査装置であり，検査性能が一
定に保持されていることを常時確認できるメカモニタリン

グなどの豊富なバリデーション機能を有している。

製造情報ソリューション
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　新型ビデオセンサ（FAi-300）

　統合セキュリティソリューション

　印刷物のセキュリティ対策「PrintBarrier3」

図10　FAi-300本体と撮像カメラ
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図11　統合セキュリティソリューション全体図
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設定の一括管理
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図12　PrintBarrier3 の構成

　自動外観検査用の画像処理装置である富士ビデオセンサ

の新機種として，FAi-300を開発した。ワークの全方向
からの検査を実現するために 4カメラでの同時入力処理機
能，丸ものワークについて形状に合わせた自由スキャンに

よる欠陥の高感度・安定化検出機能を有する。カメラとし

ては VGAタイプのほか，SXGAタイプによるメガピクセ

ル高分解能検査が可能になっている。

　多カメラ対応のため，高速画像処理機能を持たせ，カ

メラ 1台あたり最高 3,000個/分の処理能力がある。また，

NG（No Good）画像フリーズ機能にて，判定を続行しな

がら NG画像を表示させ不良の確認が容易になっている。

　各種の微細欠陥検査や，ワークの位置決め機構に組み込
んだ全周検査システムへの適用を図るものである。

　2005年 4月に施行された個人情報保護法により，　企業
ではセキュリティへの関心が高まっている。富士電機では

豊富な現場管理ノウハウをもとに人，物，情報の安全を守
る統合セキュリティソリューションを提供し，システムの

導入から構築，運用サポートまでを支援する。この統合セ

キュリティソリューションでは，入退室管理やパソコン操
作制限，持出し管理などで使用するセキュリティマスタを

一元管理する。セキュリティマスタは，ワークフローシス

テムから入室許可や情報アクセス権限などの申請・承認に

より容易に更新ができる。これにより人事異動が生じた場
合に入退室管理，パソコン操作制限，持出し管理の権限が

同時に，新たな所属先に対応したものに自動的に引き継が

れ，セキュリティレベルの維持を容易にできる。

　情報漏えいに対する意識向上から電子データに対するセ

キュリティ対策は強化されつつある。しかしながら印刷し

た紙媒体からの情報漏えいは対策がとれず問題となってい

る。

　富士電機では印刷のコスト削減として「PrintBarrier」
を発売し，企業や教育現場での印刷管理を行ってきた。今
回さらにセキュリティ対策機能を追加して，より強力な印
刷管理ソリューションとして「PrintBarrier3」を提供する。

（1）　印刷物のヘッダ，フッタ，背景にユーザーやファイル

名など出所を特定できる追跡情報を強制的に印字する。

（2）　印刷情報をログに採取することで追跡を可能にする。

（3）　設定情報はサーバでの一括管理を行う。

　これらの機能によりセキュリティ意識を向上させ，情報
漏えい問題を抑止することができる。

製造情報ソリューション
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　事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」
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ExchangeUSE ERPコネクタ

　業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」

　組立加工系現場システム

図13　ExchangeUSEの製品構成
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図14　BizUSEの製品の位置づけ
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図15　組立加工系現場システムの概要

　「ExchangeUSE」は，導入実績 1,050社 52万ライセン

スに及ぶ実績豊富なワークフローシステムである。昨今，

「総務人事申請」「総務購買」を製品ラインアップに加え，

適用用途をさらに広げている。総務人事申請の特徴は，①
標準装備されカストマイズ可能な 30種類の申請フォーム，

②質問に答えるだけで必要な申請書を自動選定できるナビ

ゲート機能（利用者側で，質問項目もカストマイズ可能），

③複数申請書間の多重入力を省くデータ連携機能，などに

より，総務人事業務の作業効率アップと，業務スループッ

トの向上を実現できることである。V5.0でさらに機能強
化された強力なワークフローエンジンと，定評ある組織変
更への対応機能などを武器に，社内に点在する事務処理を

統合し，業務の効率化を実現する。

　富士電機は，新たな法令化が検討されている内部統制
（日本版 SOX法）に不可欠な SOAソリューション基盤製
品として，「BizUSE」を 2005年 6月に発表し，発売を開
始した。BizUSEの狙いは「人」「プロセス」「システム」

の統合による BPRの推進にある。その特徴は，①業務手
続きを制御するビシネスプロセス定義による自動化，②業
務全体の状態を統合的に監視する統合進捗（しんちょく）

管理，③「ExchangeUSE」と自動連携し，人手介在処理
の自動化，④システム間のデータ連携を実現する EAI機
能，などによりアプリケーションの作込みを行わず，既
存システムを壊すことなく，業務の流れを可視化できる

ことである。今後，SOAソリューション基盤製品として，

SOX法をはじめとした幅広い業務への適用が期待できる。

　組立加工系現場システムは，製造現場における作業実績
の収集・管理を行うための「工程管理」と製品・部品在庫
の入庫・出庫実績をロケーション単位に管理することがで

きる「在庫管理」の二つから構成されているパッケージで

ある。工程管理では，現場が収集した実績をもとに稼動・

進捗（しんちょく）状況をリアルタイムに管理することが

できる。また，ロットトレース機能を使用することによ

り，指定した製品がどのように製造されたかを追跡するこ

とができる。在庫管理では，入出庫履歴，在庫問合せ機能
にて倉庫内の在庫状況をリアルタイムに把握することがで

きる。このように管理者と製造現場間で生産活動（生産実
績，品質実績など）の情報共有を密接に行うことによって，

PDCAサイクルをスムーズに実施することができる。

製造情報ソリューション



富士時報 Vol.79 No.1 2006 e-ソリューション

19

　組立加工系生産計画システム
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図16　組立加工系生産計画システムの概要
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図17　支援ツール体系

レイヤーを責務（オブジェクト指向）で階層化することのメリット
①それぞれのレイヤーに存在するクラスの責務が明確になる。
②新たにクラスを追加するときの指針となる。
③システムの振る舞いを変更するときにその影響が分かりやすい。
⇒追加・改造などの拡張性を持ち，トータルコストを低減化できる。

◆MVCモデルを観点とした階層化例
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図18　オブジェクト指向による鉄鋼システム例

　組立加工系生産計画システムは，工場内の調達・製造・

出荷までの生産計画を一度に立案することができるスケ

ジューリングパッケージである。このパッケージが搭載し

ている APSエンジンは，従来のMRPエンジンとは異なり，

所要量展開と負荷の両方を同時に考慮したスケジューリン

グを実行することができる。資材と資源の両面から実行可
能な計画を立案することで，納期遅れ・過剰在庫を削減す

ることができる。また，立案結果は豊富な機能を持つガン

トチャートにて評価・修正が可能である。現場系パッケー

ジ組立加工系現場システムとシームレス連携することによ

り，実績を考慮した再スケジューリングが可能となる。こ

のように組立加工系生産計画システムは，需要の変動に柔
軟かつスピーディに対応できる仕組み作りを支援する。

　近年，製造物に対する品質の維持と，万一事故が発生し

た場合の早急な対策の確立が企業の急務になっている。そ

のような状況下で，原因の追跡（トレースバック）と，そ

の原因による範囲の局所化（トレースフォワード）を実現
するトレーサビリティシステムの重要性がますます高まっ

てきている。

　富士電機では，現場システム構築の実績を生かして，製
造業向けトレーサビリティソリューションを確立した。こ

のソリューションでは，コンセプトを収集・分析・活用
に分け，それぞれに，各種テンプレートやツールを用意し

た。 これにより，製造業でトレーサビリティシステムの実
現を短期・安価に実現できる。今後も，データ収集の手法
も含めてさらに拡充していく。

　鉄鋼の製造設備を監視・制御するシステムにおいてソフ

トウェア開発の最新技法であるオブジェクト指向を採用し

た開発を行い，これまでに 3システムを稼動させた。この

システムの主な特徴は次のとおりである。

（1）　MVC（Model View Controller）モデルを採用したシ

ステムの 3階層構造により，24時間 365日稼動で，リ

アルタイム性を満たす高信頼性，高性能な機能を Java
技術で実現した。

（2）　ビジネスロジックのオブジェクト化により業務とソフ

トウェアが 1対 1に可視化され，システムの改善や業務
の追加・変更に柔軟に対応できる。

（3）　オブジェクト部分を部品展開することで，システム構
築からメンテナンスまでのお客様のトータルコストを低
減化することができる。

製造情報ソリューション
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エネルギーソリューション

　物流センターシステム「物流エクスプレス」
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荷降し検品

図19　物流システムのイメージ

　Webシステム開発フレームワーク「Web@Attach」

図20　Web@Attach による画面開発の例

　配電系統用状態推定パッケージ

状態推定

�各種技術計算
�連系審査算定�各種電圧調整機器

　の最適整定，最適
　配置

�系統計画構成
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�複数電源接続時
　の対応
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　と最適系統切替

図21　分散型電源を考慮した主なシステム化機能

製造情報ソリューション

　「物流エクスプレス」は，中規模・小規模物流センター

向けのWMSパッケージ（物流センター管理システム）で

ある。「物流エクスプレス」の導入により，倉庫内におけ

る物流業務のシステム化が可能となり，資産の圧縮と業務
負荷の低減を達成する。開発コンセプトは，①物流品質の

向上，②物流コスト削減，③物流情報の活用である。企業
間における激しい競争の中，物流システムの役割について，

その重要性が叫ばれている。卸売業では，得意先要件の

多様化対応や庫内物流のローコスト化，3PL（3rd Party 
Logistics）業者では，荷主に対する同業他社との差別化の

ための戦略ツールがキーワードとなっている。「物流エク

スプレス」は，それらのニーズに応えるパッケージである。

　富士電機は，JSF（Java Server Faces），O/R（Object-

Relational）マッピングなどの最新Web技術を採用した

J2EEフレームワーク製品「Web@Attach」（ウェブアッ

トアタッチ）を開発し提供を開始した。高機能 JSFコン

ポーネントによる画面開発，業務アプリケーションの独立
性を確保した軽量コンテナ，および O/Rマッピングによ

るデータベースアクセスなどの機能を提供している。この

ため短期間で高品質なWebシステム開発が可能なフレー

ムワークとなっている。オープンソースプロダクトを採用
して軽量性と安定した性能を実現し，小規模システムから，

ミッションクリティカルな大規模基幹系システムや，リッ

チクライアントと連携する業務システムの構築まで幅広い

システム開発に適用できる。

　近年，電気事業法改正による電力自由化に伴い，今後配
電系統においても，分散型電源の普及ならびに系統連系
増加が予想される。富士電機では分散型電源の系統連系に

関する問題にいち早く取り組み，潮流計算や最適化手法な

ど基盤技術の構築を行うとともに，これらの技術を応用し

て，配電系統における状態推定パッケージを開発した。こ

のパッケージの特長は，配電系統の送出し電圧・電流と配
電線途中に設置された数台のセンサ情報に基づき，配電系
統全体の状態把握ならびに配電系統の区分開閉器に囲まれ

た各区間の電圧・電流・負荷・潮流を推定するものである。

精度も実系統に設置したセンサの値と計算結果を比較し，

電圧誤差＋－ 0.38％と高精度の実験結果が得られた。富士電
機では今後この技術を適用したシステム化を図っていく。
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　デジタル監視制御システム（HI パネルレス）

　エンジニアリングナレッジ統合システム

　新型遠方監視制御装置

図22　デジタル監視制御システム（HI パネルレス）

全体工程表

構成情報設定

詳細工程表
ナレッジシート

各ナレッジシートは，ツリー状の
構成情報に割り付けられる。ツリー
構成が変わればそれに追従するため，
容易に分類構成の変更が可能である。

図23　エンジニアリングナレッジ統合システム画面例
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図24　試験中の遠方監視制御装置とシステム構成

　中部電力株式会社では電気所に設置される各種システム

を Ethernet LANで結合し，伝送路および親局装置の統
合を目的とした運用保守 LANシステムを構築している。

　富士電機では，運用保守 LANシステムに接続可能な

HI（Human Interface）パネルレス方式の変電所デジタル

監視制御システムを開発し，1号機を納入した。HIパネ

ルレス方式の特徴は次のとおりである。

（1）　制御盤（DAC：Data Acquisition & Control Unit）1
面ごとに実装されていた HIパネルを省略し，必要時に

パソコンを接続することで装置を簡素化した。

（2）　リモート HI機能（LANを介しての遠隔機能）により，

遠方から運転・保守支援情報の確認を可能とすることで

保守の効率化を実現した。

　近年，2007年問題などにより，ノウハウの集約と活用
が重要視されている。現在，さまざまなナレッジマネジメ

ントシステムが存在するが，一般的には「必要以上の機能
が標準で組み込まれていて高価格」「目的のノウハウを簡
単に呼び出せない」「データ登録や整理が面倒」などの課
題がある。富士電機はこのような問題を解決するため，以
下の特徴を備えたエンジニアリング業務支援システムを開
発した。

（1）　工程表，ノウハウ，文書を有機的にリンクさせ，工程
表の各フェーズから目的の情報を容易に検索可能

（2）　ノウハウや文書の分類を構成情報として定義し，これ

を編集することにより容易に分類の見直しや整理が可能
（3）　ほとんどのメンテナンスをユーザーに開放
（4）　有用な機能に絞り込んで低価格化を実現

　富士電機では新型MPUを適用した遠方監視制御装置を

STDシリーズとして完成した。STDシリーズの特徴は以
下のとおりである。

（1）　IPネットワークへの適用が可能
　近い将来，IP化を考えられているユーザーに対しては

その間は現行の伝送仕様で製作して納め，IP化時には伝
送処理ソフトウェアの入替えで対応が可能とすることで設
備の更新計画の支援ができる。

（2）　装置構成と拡張性
　構成する装置を機能ごとに標準化を図り，新型MPUユ

ニット，入出力（制御・表示）ユニット，制御・表示ユ

ニット，表示ユニット，計測ユニットとすることで，中小
容量・小型から大容量まで設備に合わせた構成で提供でき

る。

エネルギーソリューション
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　電力計測専用端末「PowerSATELITE/1W」

　有線・無線混在型エネルギー計測管理システム

　ケーブル特定器「一発探査人」

図25　PowerSATELITE/1W
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図26　有線・無線混在型エネルギー計測管理システム
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図27　「一発探査人」の使用方法

　多用途複合形端末「PowerSATELITE」 シ リ ー ズ 
に，電力計測を安価に簡便に行うための専用端末

「PowerSATELITE/1W」を追加した。この端末は，

220Vまでの電圧入力を直接端子受けすることができると

ともに，単相 2線，単相 3線，三相 3線の回路構成に対
して，1台あたり独立に 6回路計測することが可能であ

る。また，端末前面に表示パネルを設け，回路ごとに皮相
電力，有効電力，無効電力，電流，電圧，周波数を表示で

き，計測現場で主要な計測量を目視確認できるようにして

いる。外部への信号出力機能としては，電力量パルス出力
機能，または RS-485通信機能の 2方式があり，この端末
と上位系の PowerSATELITEおよび PowerSATELITE
Ⅱとを組み合わせ，大規模多点の電力計測システムも構築
可能である。

　「無線ネットワーク」を特徴に持つ「EcoPASSION」，
「多用途複合計測」を特徴に持つ「PowerSATELITE」，
これらの計測端末を組み合わせて使用できるモニタリング

システムを開発した。これにより，現場の計測ポイントの

状況に合わせて有線・無線を混在したシステムを構築で

きる。さらに得られたエネルギー使用量，生産量などを演
算・解析・蓄積し，結果をWebでグラフ表示するソフト

ウェア「EcoSTAR-GETⅢ」を提供する。部署や設備ご

とのグループでの管理機能を持ち，使用量・コスト・原単
位を日・週・月・年の単位で表示し，前日・前月などの

データ比較表示も標準機能としている。クライアントで

は，ブラウザのみを使用し，小規模ではライセンスが必要
なデータベースが不要なため，安価にシステムを構築する

ことができる。

　トヨタ自動車株式会社と富士電機は，低圧電力用ケーブ

ルを安全・確実・簡単に特定するケーブル特定器「一発探
査人」を共同開発した。従来，分電盤の移設や撤去を行う

場合，給電盤－分電盤間の電力ケーブルは重量物であるこ

とやルート調査に時間がかかることなどから，撤去せずに

ラック上などに放置されるケースが多々あった。このよう

なことの積み重ねが，ケーブルラックが一杯で新たにケー

ブルを布設できないという問題の原因になっている。

　この装置は，ケーブル片側を短絡して他の側から高調
波信号を注入し，径路上で信号を検出する仕組みであり，

データ信号を注入することによってノイズなどの影響によ

る誤判定をなくしている。また，高所でも安全に作業を実
施できるよう，小型・軽量・センサ一体型としている。

エネルギーソリューション
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　低圧大容量計器

計量システム

FM3EV-R形 FM3EY-R形

　株式会社ウインパワー向け風力発電システム

　電子式高圧複合計器（長期停電補償品）

図28　西目風力発電所

図29　電子式高圧複合計器

図30　低圧大容量計器（FM2CP-R形）

エネルギーソリューション

　富士電機システムズ株式会社 100％出資の株式会社ウイ

ンパワーは，国内トップクラスの風力発電適地である秋
田県西目町の海岸地域において，風力発電事業を開始し

た。風車は，事例のほとんどない防風保安林（国有林）に

設置し，連系点までは県，町および私有地を経て接続さ

れている。風力発電機の定格出力は，1,850 kW（1,250 kW，

600 kW各 1基）であるが，系統連系条件に従い，1,500 kW
に最大出力を制限し，発電した電力は東北電力株式会社に

売電している。富士電機は，適地開発，風況精査，環境調
査，システム設計などを行い，西目風力発電所のフルター

ンキージョブを実施した。今後は，ITを駆使した監視，

予防保全を通して，年間設備利用率 35％超（一般的には

20〜 25％）を実現させるべく，運営面でサポートする。

　計器 1台で各種料金メニューに対応した使用電力量の計
量，および電力小売自由化に伴う同時同量へ対応できるこ

とを目的として，電力需給用複合計器（時間帯別・通信機
能付）の長期停電補償タイプ 2仕様を開発し，2005年 10
月に量産を開始した。

　開発した計器の特徴は次のとおりである。

（1）　検定有効期間である 7年間を停電補償
（2）　最大 10時間帯まで季節別・時間帯別に計量が可能
（3）　等級は普通級，精密級，特別精密級，乗率は合成変成
比倍，1/10合成変成比倍，10の整数べき倍まで，すべ

てのラインアップを準備
〔仕様〕

　110V，5A，50Hzまたは 60Hz

　計器 1台で各種料金メニューに対応した使用電力量の計
量，および電力小売自由化に伴う同時同量へ対応できるこ

とを目的として，電力需給用複合計器（時間帯別・通信機
能付）の低圧大容量計器を開発し，2006年 4月から量産
を開始する予定である。

　開発した計器の特徴は次のとおりである。

（1）　10時間帯で季節別・時間帯別に計量が可能
（2）　定格電流 250Aで半波電流の計量が可能
（3）　計量確定画面（検針画面），契約番号表示に対応
（4）　44日分の 30分値の記憶・表示が可能
（5）　サマータイムへの対応が可能
〔仕様〕

 相線式：単相 3線式，三相 3線式 電流定格：250A
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　韓国EOF向け個人被ばく線量計

　東京電力株式会社福島第一原子力発電所向け放水口放射線モニタ

　東北電力株式会社東通原子力発電所向け精密検査併用型チェア式WBC

図31　個人被ばく線量計

図32　放水口モニタ ガイドパイプ部

図33　チェア式WBC

　富士電機では，一次電池対応の個人被ばく線量計を開発
し，海外向けとして初めて，2005年 9月に韓国 EOFに納
入した。

　この線量計は，以下の特徴を有している。

（1）　γ線およびβ線検出器を備え，1 cm線量当量および

70 µm線量当量をリアルタイムで表示する。

（2）　相対基準誤差，エネルギー特性，方向特性などの性能
は，IEC規格に準拠している。

（3）　本体は，小型〔W50 × H75× D23（mm）〕，軽量（約
85 g）を実現している。

（4）　市販のリチウムイオン電池 1個で稼動し，6か月間以
上の動作が可能である。

　原子力発電所放水口用の放射線モニタの更新案件を受注
した。1〜 6号機を順次更新しており，今回は 4号機の取
替を完了した。

　このモニタの測定値は自治体へもデータ伝送されて一般
に公開されており，機器の信頼性が重要視されている。こ

のため従来のサンプリング方式から浸せき方式に変更し，

さらに新計測部を採用して，検出部および計測部の簡素化
による信頼性の向上を図った。また，簡易エネルギースペ

クトル測定機能も持たせ，機能の向上を図った。

　なお，4号機は取付場所が限定され，既設配管と干渉す

るため，検出器取付方法について現場詳細調査を実施し，

顧客と打合せを重ねて検討した結果，すきまスペースを活
用する方法で解決させた。

　原子力施設における放射線管理区域作業者の体内被ばく

評価は，ホールボディカウンタ（WBC）による測定で行っ

ている。原子力発電所ではプラント定期点検時に多数の作
業者を短時間に効率よく，かつ作業者の負荷を少なく測定
することが求められており，富士電機ではこれらの要求に

応えるため，精密検査併用型チェア式WBCを新規開発し，

東北電力株式会社東通原子力発電所向けに納入した。この

WBCにより，作業者はいすに座るだけの楽な姿勢（従来
はベッドに寝て測定）のまま，短時間（従来の 2分間から

30秒間へ短縮）で測定可能となった。また，作業者の ID
カード読取り操作だけで受付から呼出し，測定終了まで全
自動処理を可能とし，専任オペレーターを必要としない

WBCの完全自動運転化を実現した。

放射線機器・システム
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