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　UPS（無停電電源装置）分野では，2003年度から製品
化を進めてきた新回路方式の UPSに対し，機種や容量系
列の充実を図ってきた。

　小容量 UPSのデュアルコンバージョン方式「GXシ

リーズ」では，200Vシリーズに加えて，100V系の 1〜
3 kVA機の製品化を行った。これは，性能・機能で従来
機種である常時インバータ方式の「Jシリーズ」に置き換
わり，さらに省エネルギーのメリットを提供する UPSと
して，売れ行きも好調な滑り出しを見せている。

　中大容量 UPSでは，デュアルプロセッシング方式「8000
シリーズ」に加えて，パラレルプロセッシング方式の

「8100シリーズ」を製品化した。これは，8000シリーズに

比べ，出力 AVR機能はないものの，停電時の無瞬断バッ

クアップや無効電力・高調波の補償機能を備え，高効率で

省エネルギーという特長を持ち，さらにユニット並列によ

る冗長性も兼ね備えている。

　装置内蔵のオンボード電源では，CPUの高速化に伴う

低電圧・大電流という仕様に適合する製品が求められる中
で，インテル CPU用のマルチフェイズ方式 DC-DCコン

バータを開発し，製品化を行った。ここでも大電流負荷を

効率よく変換することが大きな特長である。

　これらの新しい製品が，省エネルギーをキーワードとし

て，情報化社会を支える電源装置市場の大きな牽引（けん

いん）役を担いつつある。

　制御コンポーネント分野では，復活が本格化する経済情
勢の中にあって，お客様および市場のニーズをグローバ

ル化，全体最適，既設システムの最大限の活用と考え取組
みを進めている。また，個々のお客様対応においても要求
はますます多様化しており，これらに迅速かつ柔軟に対応
する必要が一層高まっている。このためには国際標準規格
を用いたオープンなシステムであること，工場およびプラ

ントのライフサイクルを通した低コスト化・最適運用が

可能であること，既設システムとのハードウェアおよびソ

フトウェアの互換性を実現すること，さらにエンジニア

リング効率向上のためにソフトウェア生産性が高くソフト

ウェアコンポーネントの再利用が容易に行えるシステムで

あることが必須である。以上の考えに基づき垂直水平統合
ソリューションをコンセプトとし，徹底した国際標準規格
に準拠した最新の情報制御システム「MICREX-NX」を

2004年 10月に開発・発売し，さらにプラントシステムの

構成機器の保守・保全情報を統合管理する統合設備管理シ

ステム，国際規格準拠の銘柄管理システム，国際規格準拠
の安全計装システム，従来システムのハードウェアおよび

ソフトウェアとの互換性を実現する製品の提供および各種
分野向けの適用を容易にするためのソフトウェアライブラ

リの拡充などを行った。

　計測機器の事業分野においても，民間設備投資の持直し

と中国など海外市場拡大の好影響を受け，遅まきながら

好転の兆しが見られる。ただし，市町村合併に揺れる公共
分野の需要は低迷状態が続いている。このような状況の中，

環境・省エネルギー対応のほか，特定分野の個別ニーズや

ネットワーク対応のニーズなどに応えるべく，2005年度
に次の新製品を投入した。

　フィールド機器では，フィールドネットワークの一つで

ある Profibusを搭載した発信器を開発した。欧州市場へ

の展開が期待できる。また，半導体設備を中心とした純水
製造装置のニーズに対応すべく適用口径の拡大，測定精度
を向上させた純水用超音波流量計「M-Flow PW」を市場
投入した。

　環境機器では，2006年 4月から施行される揮発性有機
化合物（VOC）排出規制に対応するため公定法である赤
外線方式の VOC計を開発した。塗装施設や印刷や粘着
テープなどの乾燥施設への需要が期待される。また，自動
車トンネル用の一酸化炭素分析装置を市場投入した。

　電子機器では高機能デジタル温度調節計を製品化した。

これにより普及機，高機能機，高性能機のラインアップが

完了し拡販が期待される。また，Ethernet機能付きのペー

パーレスレコーダを開発した。プラウザにて測定値などの

状態をできるようになり，拡販が期待できる。

機　器

電　源

制御コンポーネント

計測コンポーネント
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　CPU，メモリ用DC-DCコンバータ

FH0160VR
入力電圧：DC12V
出力電圧：DC1.1～1.85V 80A
効　率　：82％

FH0130DI
入力電圧：DC48V
出力電圧：DC1.3～2.5V 85A
効　率　：88％

　ミニUPS「GX100シリーズ」

　並列冗長方式ミニUPS「RXシリーズ」

図１　FH0160VRと FH0130DI

1kVA 1.5kVA 2kVA 3kVA

図2　GX100シリーズ

図3　RXシリーズ

　CPU，メモリの高速化・低電圧・大電流化が進んでおり，

最近ではチップの微細化により動作電圧が 1V付近で動作
する素子が製品化され，電源に対して，出力電圧精度向上，

負荷急変適合などの要求がある。

　富士電機では，各種 CPU，メモリに適合した，オンボー

ド DC-DCコンバータを開発し製品化している。回路の

特徴としては，電圧精度や高速応答性の向上と大電流を

効率よく変換するため，複数の変換器を並列接続してス

イッチング位相差を持たせるマルチフェイズ方式を採用
している。また，外部デジタル信号により，出力電圧を

25mV（FH0160VR），50mV（FH0130DI）単位で変更で

きる。一例として図の上部に CPU用，図の下部にメモリ

用の DC-DCコンバータを示す。

　富士電機では，常時インバータの主力機種「Jシリー

ズ」の次世代機種として，高性能かつ高効率な新型ミニ

UPS「GX100シリーズ」（1，1.5，2，3 kVA）を製品化し

た。以下，この UPSの特長を述べる。

（1）　高性能：高機能常時インバータデュアルコンバージョ

ン方式の採用による，安定した入出力特性の確保
（2）　高効率：常時インバータ方式に比べ，最大 8ポイント

の効率改善を実現
（3）　メンテナンス：バッテリーの前面保守が可能
（4）　インタフェース：RS-232Cインタフェースカードを

標準とし，Web/SNMPカードにも対応
（5）　設置の柔軟性：自立・ラック兼用筐体（きょうたい）

構造であり，19インチラック搭載（3U）が可能

　並列冗長方式ミニ UPS「RXシリーズ」のマイナーチェ

ンジ開発を実施した。顧客要求である設置面積と装置質量
低減が主な変更項目である。以下，変更結果と特長を述べ

る。

（1）　小型・軽量化：構造・電気部品の見直しにより設置面
積および質量ともに約 25％の低減を実現

（2）　高性能・高信頼性の確保：「デュアルコンバージョン

方式」による高性能と，「マルチマスタ制御」による冗
長機能による高信頼性を実現

（3）　保守性：バッテリーやパワーモジュールの交換作業は，

負荷への給電を止めることなく装置前面から可能（ホッ

トスワップ対応）

（4）　インタフェース：Web/SNMPカードを標準装備

電　源
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　新情報制御システム「MICREX-NX」
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　新情報制御システム「MICREX-NX」統合設備管理システム

　新情報制御システム「MICREX-NX」銘柄管理システム

図5　MICREX-NX設備管理画面（例）

図6　階層化レシピ

　「MICREX-NX」は，小規模から大規模までスケーラブ

ルに対応できる最新の情報制御システムであり，垂直水平
統合をコンセプトとし，フィールドから生産管理・経営レ

ベルまで，またディスクリート系からプロセス系までの

シームレスな結合を実現している。豊富なソフトウェアラ

イブラリや，シミュレータなどによりエンジニアリング効
率および品質が飛躍的に向上している。また，機器の保守
情報を管理する統合設備管理システムや国際規格準拠の

銘柄管理システム，安全計装システムなどの各種情報制御
パッケージにより，最適なソリューションが提供できるシ

ステム構成となっている。しかも，既存「MICREX」の

資産を継承し，段階的なマイグレーションが可能なハード

ウェアインタフェースおよびソフトウェアライブラリを提
供している。

　「MICREX-NX」は，各種情報制御機能をソフトウェア

パッケージ製品としてラインアップすることで，各分野
への適用と，システム機能の拡充を容易に実現できるよ

うにしている。その一つである統合設備管理システムは，

フィールド機器から監視・制御系までのシステム構成機器
を統合的に管理し，故障診断情報と保守要求メッセージに

より，システムの保守作業を大幅に効率化する。主な特長
を以下に示す。

（1）　既存のシステム構成を変更することなく，容易にパッ

ケージの追加導入ができる。

（2）　下位のフィールド機器管理パッケージ PDM（Process 
Device Manager）と統合して使用できる。

（3）　管理画面をプラント階層に合わせて自動で生成できる。

　銘柄管理システムは，バッチ制御規格〔IEC61512（ISA 
S88）〕および米国食品薬品局（FDA）が定めた電子記録・

電子署名に関する規定（FDA 21 CFR Part11）に準拠し

たパッケージである。主な特徴は次のとおりである。

（1）　設備に対する構造化モデリングと階層化レシピの定義
により，プログラムレスでのエンジニアリングが可能で

ある。

（2）　豊富なライブラリの活用および配管ルートに対する自
動検索機能を搭載したパッケージ，ルートコントロール

との連携も容易であり，柔軟性が高い。

（3）　オンラインでパラメータ変更が可能であり，試験調整
が容易で試験期間の大幅な短縮が図れる。

（4）　OSサーバ，バッチサーバの完全冗長化が可能であり，

プログラムレスと相まって，高い信頼性を実現する。

制御コンポーネント

図4　MICREX-NXのシステム構成
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　新情報制御システム「MICREX-NX」安全計装システム

�共通のハードウェアコンポーネントにより，
　安全計装システムに柔軟に対応
�シングルコントローラで，SIL3に対応
�TUVの認証を取得

　新情報制御システム「MICREX-NX」マイグレーション用エンジニアリングツール

　新情報制御システム「MICREX-NX」ライブラリ

図7　安全計装システム

MICREX-NX 既存MICREX

DBAツール

ES

AS

プラントバス

OS
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�アラーム情報
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�P/PEリンク
　定義，BC割付

�Tリンク定義
�IO構成情報

AOS FPROCES

OSサーバ（GW）

P/PEリンクデバイス

Tリンクデバイス

図8　既存MICREXからMICREX-NXへの移行ツール

図9　MICREX-NXライブラリ

　安全計装システムはプラントの緊急遮断システムや消火
設備などに適用される。「MICREX-NX」の安全計装シス

テムは監視制御機能と安全計装機能を一つのシステムに統
合し，共通の HMI（ヒューマンマシンインタフェース）

でオペレーションを行うことにより緊急時の安全性が向上
している。機能安全の国際規格である IEC61508に準拠し，

ドイツの第三者認証機関である TÜVの認証を取得したこ

のシステムは，安全性の定量的リスク評価に必要とされる

安全度水準 SIL3（SIL：Safety Integrity Level）をシング

ルコントローラシステムで実現している。また，より安全
性を必要とするシステムには冗長化コントローラで高稼動
率を実現し，今後，ますます重要になる安全問題，環境問
題に対して，小規模なシステムからフレキシブルに対応し

ている。

　「MICREX-NX」は，既設「MICREX」の資産を継承し

段階的なマイグレーションを実現する手段として，既存
の制御ネットワークである DPCS-F，FL-netと接続する

GW（Gate Way）および Tリンク，P/PEリンクと接続
するリンクデバイスを持つ。同時に，マイグレーション

でのエンジニアリングを容易にするために，従来のツー

ルである「FPROCES」から情報を抽出し，MICREX-

NXの情報と関連づけるツールを提供する。GW用として

は，TAGやアラーム情報を関連づける DBA（Database 
Automation）ツール，Tリンク用として，I/O定義を

MICREX-NX用にコンバートする GSD （Generic Station 
Description）作成ツール，また P/PEリンク用として，

システム定義および選択した領域のアドレスなどの定義指
定をサポートする支援ツールを提供する。

　「MICREX-NX」ライブラリは，富士電機が長年にわ

たり培った高度なプラント制御技術およびプロセスノウ

ハウをソフトウェア部品として残し，再利用可能とする

ものである。ライブラリは，NXコントローラ（AS：
Automation System）上で制御を行う「ファンクションブ

ロック」と，プラント画面上でシンボル表示を行う「ブ

ロックアイコン」およびブロックアイコンからリンクされ，

詳細な制御パラメータの設定やアラーム・トレンド表示を

行う「フェースプレート」をセットにして部品化し，再利
用を容易にしている。また，各部品は分野を問わず共通的
に利用することができ，制御部品と演算部品合わせて 32
種類で構成される。部品内部はさらに機能分割でき，必要
に応じて分野別カスタマイズができる柔軟な構造となって

いる。

制御コンポーネント
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　純水用超音波流量計「M-Flow PW」

　Profibus 発信器

　赤外線式VOCガス測定器（ZSX）

図10　純水用超音波流量計 M-Flow PW

図11　Profibus 発信器（右）とセグメントカプラ

図12　赤外線式VOCガス測定器（ZSX）

　超音波は，固体・液体・気体を問わず伝搬する。この性
質を利用した超音波流量計は配管の外側に設置した検出
器により非接触で測定が可能であるため，本質的にクリー

ンな測定が可能となる。2000年に半導体・食品・薬品分
野の機械装置組込用として「M-Flow」を発売した。発売
以来，純水製造装置を中心に納入実績を上げてきた。こ

のたび，検出器のメニューを増やし，適用口径範囲を

φ600mmまで拡大した（従来はφ225mmまで）。さらに，

精度を従来の＋－ 2％から＋－ 1.5％に向上し（プラスチック

配管，φ50mm以上，流速 2m/s以上のとき），「M-Flow 
PW」として，2005年 3月に発売した。PWとは Pure 
Waterを意味し，純水などクリーンで気泡のない液体の

測定用に最適な流量計を目指したものである。

　Profibus製品は全世界で約 1,300万台以上の機器が出荷
されている。富士電機はすでに FA用 Profibus製品を販
売しているが，このたび PA用の Profibus発信器を開発
した。この発信器は，ベンダーに依存しないオープンな

フィールドバスの規格である Profibus-PAプロトコルに

適合しており，また富士電機の「FCX-AIIシリーズ」の

高精度圧力センサを搭載している。この発信器はセグメ

ントカプラ，またはリンクを介し，FA用 Profibusに接続
され，制御システムとの間で通信を行う。また，PAでの

危険場所での使用を可能とするフィールドバスの本質安
全防爆への適用もできる。この発信器の開発完了により，

Profibusシステムの実績の多い食品・紙，鉄鋼などの業界
での適用が期待できる。

　大気汚染防止法が 2005年 5月に改正され，2006年 4月
から VOC（揮発性有機化合物）固定発生源での排出規制
が施行され，VOCガス濃度測定の義務が生じる。VOCの

化学種によらず一定の感度を有する触媒酸化－赤外線吸収
方式の VOCガス測定器（ZSX）を開発した。

〈特長〉①　公定法に完全準拠
　　　　②　H2ガスなどのユーティリティが不要
　　　　③　連続測定が可能
　　　　④　ポータブル型で現場への移動に便利
　　　　⑤　安定性に優れた非分散形赤外線分析計を搭載
　　　　⑥　通信機能を有しておりデータ管理が容易
〈主な仕様〉測定範囲 0〜 1,000/5,000 ppmC外形寸法
　　　　　　W365× D485× H225（mm）

計測コンポーネント
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　自動車トンネル用一酸化炭素分析装置

　デジタル温度調節計（PXG）

　ペーパーレスレコーダ（PHL）

図13　自動車トンネル用一酸化炭素分析装置

図14　デジタル温度調節計（PXG）

図15　ペーパーレスレコーダ（PHL）

　新型の自動車トンネル用一酸化炭素分析装置（ZSA3）
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最適な分析装置
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，以下の特長を持っている。

（1）　2年間センサの交換が不要。コンパクトなセンサであ

り，センサ劣化時の交換も容易
（2）　自己診断機能の充実により，分析計指示異常の自己診
断が可能。センサ劣化の状況によりアラームを発生させ

るため，センサ故障前の交換時期の確認が可能
（3）　自動校正機能（ゼロ点）を標準で装備したコストパ

フォーマンスに優れた分析装置であり，長期にわたり校
正メンテナンスが不要

　PXGは温度制御のさまざまなニーズに対応できる，高
機能な温度調節計である。普及機 PXR，高性能機 PXHを

含めた商品ラインアップの完成により，汎用用途から高度
制御までをカバーすることができるようになった。

（1）　制御周期：200ms，入力精度：＋－ 0.3％
（2）　入力信号：ユニバーサル入力（現場で変更可能）

（3）　手動操作：前面からオートまたはマニュアル操作可能
（4）　デジタル入力最大 5点，デジタル出力最大 5点
（5）　最大 16ステップのランプソーク機能
（6）　最大 8組までのレシピ設定が可能
（7）　電動バルブ制御タイプも準備
　開度フィードバック入力有無の選択が可能
（8）　3 種類の製品サイズ〔96× 96，96 × 48，48 × 48

（mm）〕

　ペーパーレスレコーダ（PHL）に，Ethernet機能を追
加する。特長・仕様は以下のとおりである。

（1）　FTP（File Transfer Protocol）
　PHL内のコンパクトフラッシュに保存されているファ

イルのコピー，削除，ファイル名変更が可能
（2）　Webサーバ

　ブラウザ（IE）にて，測定値や警報の状態などを閲覧
可能
（3）　電子メール

　指定されるアドレスにメールを自動送信する。定周期で

の測定値，イベントの発生情報などを送信可能
（4）　媒　体
　10BASE-T

計測コンポーネント



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




