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　e-ソリューション分野は，新・省エネルギーなどに代表
されるエネルギー技術とユビキタス社会を支える ITを基
に，広く社会に貢献することを目指している。

　行政情報ソリューション分野では，政府の「IT新改革
戦略」方針に基づき，効率的な電子行政の実現を目指し，

その構築が推進されている。富士電機では，豊富な納入実
績を持つ「文書管理・庶務事務・職員認証」の各システム

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。現在，総務省が推進する共同
利用型システムの導入展開中である。

　製造情報ソリューション分野では，ものづくりの重要性
が再認識され，高い生産性とともに高い品質，安全，安
心を実現することが求められている。この中で，富士電機
では，上位の計画・実行管理から下位の制御系をシーム

レスに統合する，垂直水平統合をコンセプトとして各種ソ

リューションを提供している。上位系である製造実行管理
システム（MES）としては，加工組立分野向けに「Main 
GATE-Assembly」を，プロセス分野向けに「MainGATE- 

Process」をパッケージ商品として体系化してきた。な

かでもトレーサビリティを実現する「MainGATE/PIM，

QT」，スケジューリング機能を実現する「MainGATE/
SCP」などを新たに加え拡充を図っている。監視・制御系
では，国際標準技術をベースとした DCS「MICREX-NX」
をプラットフォームに，バッチ，設備管理，運転支援な

どのパッケージソフトウェアを商品化している。さらに

現場・制御系として RFタグと無線を用いたセンサネット 
ワークおよび FA機器などを商品化することにより高度
化・多様化する要求に応えていく。

　オフィス &セキュリティソリューション分野では，「個
人情報保護法」などの法制化が進んでいることにより，企
業の内部統制の整備も進められている。業務プロセスの最
適化，情報の一元管理や企業セキュリティの強化は大企業
だけではなく中堅・中小企業においても求められており，

富士電機では多くの導入実績を持つ「ExchangeUSE」（事 
務処理ワークフロー），  「BizUSE」  （SOAソリューショ

ン基盤），「Barrierシリーズ」（セキュリティ）などのソ

リューションを提供している。

　エネルギーソリューション分野では，電力自由化，分散
電源の普及によりエネルギー供給が多様化する中で，既存
の大規模なエネルギーネットワークと新エネルギーなどの

分散型エネルギーネットワークの調和を目指し，省エネル

ギー・ESCOなどを含めたソリューションを展開している。

主な取組みは，高度セキュリティを確保した広域分散監視
制御システムや IP技術を活用した保護制御・テレコン装
置，地域分散型エネルギー供給（マイクログリッド）に向
けた需給一体制御システム，新エネルギーの出力安定化

（蓄電）システム，軽く柔軟なフィルム型太陽電池や燃料
電池などで，今後も産官学研究への参画，海外（中国）と

の協力による研究開発を進め，お客様のニーズに合わせた

ソリューション &サービスを提供していく。

　放射線分野では，地球温暖化物質を放出しない原子力発
電が世界的に見直され，日本においても各電力会社で原子
力プラントの建設計画が進められている。また，高齢化社
会の到来により加速器などを持つ高度医療施設の整備も進
められている。これらに伴い，放射線機器の需要拡大が見
込まれている。富士電機では，このような中，作業者の個
人線量管理では，ワイヤレス通信リアルタイム線量管理シ

ステムを市場に投入していく。個人線量計は，新国際規格
に整合させるための開発を加速させる。汚染検査モニタで

は，非放射性物品持出しに関するガイドライン対応の高感
度の放射線センサを開発し搭載する。放射線応用機器では，

火力・原子力プラントなどの配管の減肉度を，保温材など

を取り外さずに運転中でも測定できるサービスを展開して

いく。

　計量システム分野では，電力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
規格との整合や法規制の変化，運用面の要求の変化に対応
した電力量計と伝送端末および自動検針システムを開発し，

さらに停止・停解装置などの開閉器応用機器を加えて，電
力量計をコアとしたシステムの普及に寄与していく。

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

オフィス＆セキュリティソリューション
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放射線機器・システム
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製造情報ソリューション

　e-自治体 共同利用型文書管理システム

… … …
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図1　共同利用型文書管理システムの構成イメージ

　職員認証・原本性保証パッケージ「ForceSecure」
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図2　職員認証・原本性保証パッケージ ForceSecure

　組立加工向け製造ソリューション「MainGATE-Assembly」
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図3　MainGATE-Assembly の製品構成

行政情報ソリューション

　職員認証パッケージ「ForceSecure-eAccess」は職員
IDによる認証（ログイン）機能や部署・職員・役職権限
など組織構成情報の一元管理機能，役職権限によるアクセ

ス制御機能，他の業務システムとのシングルサインオン機
能などを提供するパッケージである。

　原本性保証パッケージ「ForceSecure-Filing」は電子文
書の暗号化保存，署名付きタイムスタンプの生成，改ざん

検出機能など電子保存文書の安全性を強化するパッケージ

である。

　両パッケージとも Javaプラットフォームで動作可能で

あり，OSに依存しないマルチプラットフォーム環境での

動作を実現している。

　自動車，家電に代表される組立加工業では，新製品の早
期市場投入によるシェア確保と，品質不具合増加という課
題を抱えている。

　富士電機では，設備側の稼動情報と製品の品質情報
を収集し，これをひも付けるかたちで製造管理者，品質
管理者，設備管理者，生産技術者らが共有するシステム

「MainGATE/PIM，QT」で「品質トレーサビリティ」を

実現した。本製品は製品不具合に対する早期発見・対策実
施・設備予防保全に活用されている。また，製造指示・進
捗（しんちょく）管理機能，在庫管理機能（MainGATE/
PM），製造スケジューリング機能（MainGATE/SCP）を

ラインアップに加え，「MainGATE-Assemblyシリーズ」

として製造管理の高度化を支援する。

　富士電機では従来から総務省の電子自治体構想にのっと

り，電子自治体ビジネスの中心的アプリケーションである

「文書管理システム」を納入してきた。

　2005年来，複数の市町村がシステムを共同運営する「共
同アウトソーシング」の動きが全国的に始まっている。こ

れを受けて，富士電機は先陣を切って文書管理システムの

共同利用を実現する「共同利用型文書管理システム」の開
発を進めている。

　富士電機の開発した共同利用型文書管理システムは，多
くの実績に基づいた業務ノウハウにより，実業務に適合し

た使いやすいシステムの構築が可能であり，行政文書のラ

イフサイクル全般をサポートしている。

関連論文：富士時報 2006.3 p.204-208



富士時報 Vol.80 No.1 2007 e-ソリューション

15

　設備能力管理システム「MainGATE/PIM」
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　生産指示システム「MainGATE/PM」

　組立加工向け生産計画システム「MainGATE/SCP」

図4　機械加工ラインにおける適用

図5　MainGATE/PM工程管理画面例
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図6　MainGATE/SCPの概要

　「MainGATE/PIM」は，加工機，搬送装置などの製造
設備から稼動履歴や加工履歴など，製造能力情報を収集し，

製造効率・設備品質・設備設計などの改善に有効な情報を

提供する。主な機能は次のとおりである。

（1）　データ収集機能：定周期での設備能力情報収集を行う。

収集項目や収集周期はユーザー設定が可能であり，ライ

ン規模に応じフレキシブルに拡張できる。

（2）　設備台帳機能：設備設計，製造・保全改善業務に活用
できるデータを蓄積し，Web環境で閲覧できる。ライ

ン構成をツリー上に表示し，感覚的なデータ探査を実現
している。

（3）　データ出力機能：すべての収集蓄積したデータを

CSVファイルにて出力が可能であり，分析データとし

て活用できる。

　「MainGATE/PM」は，製造管理業務を支援するパッ

ケージであり，生産指示および実績収集，分析支援を行う

「工程管理」と製品・部品の在庫管理を行う「在庫管理」

から成る。「工程管理」では，多品種少量生産・セル生産
に対応し，また生産計画スケジューラである「MainGATE/ 
SCP」との連携機能により，現場に即した生産指示を行う

ことが可能である。実績収集機能では，Web端末または

オプションの HHT端末機能により，タイムリーかつ高精
度の生産実績収集を実現する。

　「在庫管理」では，製品・部品の入出庫指示・実績収集
機能と在庫棚の管理機能により，在庫のリアルタイムで

の把握と誤品納入の防止を図った。また，「MainGATE/
SCP」との連携により，より高精度の計画立案を可能とす

る。

　「MainGATE/SCP」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。本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。「MainGATE/ 
PM」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Main 
GATE/SCP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。

製造情報ソリューション

関連論文：富士時報 2006.3 p.204-208
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　新情報制御システム「MICREX-NX」の国際標準対応ソリューション

　新情報制御システム「MICREX-NX」のオペレーター運転支援

　ユビキタスセンサネットワークソリューション

図7　制御システムと統合した安全計装システムの画面例

図8　運転支援画面イメージ
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図9　センサネットワークが創造する新規ビジネスモデル

　新情報制御システム「MICREX-NX」は，国際標準，

業界標準に準拠したさまざまなソフトウェアパッケージを

ソリューションとして提供している。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安全計装システムは，

国際規格 IEC 61508に準拠し，ドイツの第三者認証機関
である TÜVの認証を取得している。また，銘柄管理シス

テムは，バッチ制御規格 IEC 61512（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 Part 11）に準拠し，食品・化学
分野のバッチ制御システムを構造化モデリングと階層化レ

シピの定義により，容易にエンジニアリングすることが可
能である。さらに，統合設備管理システムなど，お客様の

設備，ソフトウェア資産を継承するさまざまなソリュー

ションを提供している。

　オペレーター運転支援パッケージは，「MICREX-NX」
システムを利用するプラントオペレーター自身が過去の操
作履歴を利用しながら，フローチャート形式の運転フロー

を記述し，従来経験や勘に頼っていた非定常運転時の業務
を定型化・半自動化できる。主な特徴は次のとおりである。

（1）　直感的で容易な運転フローの作成
　パラメータ設定など業務に対応した部品を組み合わせる

だけで特殊なプログラミング知識は不要である。

（2）　運転フローの実行確認
　試運転機能によりオフラインでのチェックができる。

（3）　操作履歴との連携強化
　操作履歴の運転フローへの取込み，およびフロー実行実
績の操作履歴への出力機能を有する。

　無線ネットワーク技術と小型化技術を組み合わせた RF
タグは，近年急速に実用化研究が進み，製造現場や社会シ

ステムでの安全・安心，作業効率向上，トレーサビリティ

などへの意識の高まりとともに，重要な ITコンポーネン

トとなっている。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た特徴あるセンサ付き RFタグ

と応用ソリューションの実用化を推進し，環境，セキュリ

ティ，安全・安心，効率化などを課題に，従来の製造現場
のみならず社会システム，水処理，電力などの応用分野で，

保守・保全業務の効率化，輸送品質向上のための振動品質
管理，街角見守りロボット，回転機保守診断などセンサ付
き RFタグの応用開発を進めている。これらは拡大しつつ

ある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。

製造情報ソリューション

関連論文：富士時報 2006.3 p.266-269
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　センサ付きアクティブ型RFタグとその応用
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　持出管理パッケージ「MediaBarrier」

　物流センターシステムパッケージ「物流エクスプレスⅡ」

図10　輸送品質診断への適用
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図11　物品管理業務への適用イメージ
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図12　物流システムのイメージ

　双方向性とメモリ機能および環境性能に優れた RFタグ

は，ユビキタス社会の広がりとともに急速に社会・産業分
野へ普及してきている。特に，安全・安心，セキュリティ，

トレーサビリティ，工程管理，作業効率化，保守・予防保
全などの分野への応用として，最新のセンサ技術と最新
MEMS技術を融合し，メモリ機能，磁気・振動・温湿度・

照度・赤外線・超音波センサ，位置通知機能を組み込んだ

マルチセンサ付きアクティブ型 RFタグを開発した。例と

して工場搬出から輸送・据付け作業間で受けた振動状態を

サンプリングし輸送品質・機能を保証するための輸送品質
診断用 RFタグ，製造現場・施設での既存専用センサによ

る危険・煩雑な設備保全作業を回避し，人の安全を守るこ

とを目的とした設備予防保全用 RFタグなどの開発と実利
用展開がある。

　企業の重要情報は CD-Rなどの電子媒体やドキュメン

トファイルなどに格納されている。紛失や不正持出しによ

る情報漏えい対策として，これら物理媒体のセキュリティ

を確保することが重要である。

　RFIDを利用した持出管理パッケージ「MediaBarrier」
は物理的セキュリティ対策として電子媒体などの物品管
理業務に適用される。RFIDタグを個々の物品にはり付け，

連続的に読み取ることによる①棚卸し②持出・返却の管理
業務の効率化と，物品の③操作履歴の活用によりセキュリ

ティ管理レベルの向上を図ることができる。

　RFID機器は周波数帯やメーカーごとに装置仕様が異な

るが，本パッケージではリーダライタへのインタフェース

部を標準化することにより，13.56MHz，2.45GHz，UHF
帯への対応を可能としている。

　「物流エクスプレスⅡ」は，さまざまな物流センター向
けのWMS（物流センター管理システム）パッケージで 
ある。物流エクスプレスⅡの導入により，倉庫内における

物流業務の統一された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している。また，複数物流セン

ターの在庫管理が可能となる。開発コンセプトは，①物流
コスト削減，②複数物流センター管理，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，その重要性がさらに高まっている。物流エ

クスプレスⅡは，顧客要件の多様化対応や庫内物流のロー

コスト化対応，また，ビジネス拡大のための戦略的な位置
づけになっており，これらのニーズにお応えするパッケー

ジである。

製造情報ソリューション
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　統合セキュリティソリューション
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InfoBarrier4

SecretBarrier

PrintBarrier3

MediaBarrier

GateBarrier

　個人情報の検出管理パッケージ「SecretBarrier」

　業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」

図13　統合セキュリティソリューションの製品構成
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図14　SecretBarrier 管理画面
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図15　BizUSE 機能構成

　企業にとって情報は命である。企業では，情報をコン

ピュータのメモリやハードディスクなどの媒体や，CDや

ICメモリなどの可搬媒体に記録したり，紙に印刷するな

どさまざまな形態で保管・管理している。富士電機では，

これらの情報の管理に対して，きめ細かに，最小限の労力
で運用できるセキュリティ製品を活用することが重要であ

ると考えている。セキュリティ製品として，パソコンの個
人情報検索とサーバでの一元管理，パソコン操作制限，暗
号化などを行う情報セキュリティ製品，RFIDを用いた持
出管理や，入退室管理と人事・組織データベースとの連携
を行う物理的セキュリティ製品を用意している。

　常にお客様の視点に立って情報を守ることを考える。そ

れが富士電機の統合セキュリティソリューションである。

　「個人情報保護法」の施行により，個人情報保護に関す

るコンプライアンスは今や企業の責務となっている。

　個人情報保護法を遵守するということは，個人情報保護
マネジメントシステムが構築され，かつ適正に運用される

ことが求められる。2006年 9月，JIPDEC（日本情報処理
開発協会）からそのマネジメントシステム実施におけるガ

イドラインが公表され，その中でまず実施すべきこととし

ては「社内に散在する個人情報を特定する」とされている。

また「特定された個人情報を適切に管理する」とうたわれ

ている。本製品は，この個人情報を特定するフェーズを担
う製品として開発され，特定された個人情報をサーバ側で

一括管理・把握することで情報漏えいリスクを軽減し適切
に管理することが可能である。

　「BizUSE」は，「作らない」「壊さない」「依存しない」

をコンセプトにした SOAソリューション基盤パッケージ

である。主要機能は，①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）管理機能，②業務手続きを制御
するビジネスプロセス定義機能，③システム間のデータ連
携を実現する EAIコネクタ，④「ExchangeUSE」と自動
連携し，人手介在処理を自動化するワークフローコネクタ，

⑤企業間の取引で利用する B to Bコネクタである。

　これらの機能により，システム化業務や人手業務が混在
する業務プロセスの変更・追加・統合を，他業務に影響な

く，稼動システムの改造を最小限に抑え，ビジネス構造の

変動に柔軟に対応したシステム構築を実現する。

オフィス&セキュリティソリューション

関連論文：富士時報 2006.3 p.227-230
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エネルギーソリューション

　事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」
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　遠方監視制御装置用 IP変換装置

オフィス&セキュリティソリューション

　購買ソリューションは，購買全般の業務機能を有する

「SRMstation」と，「ExchangeUSE」をベースとしたワー

クフロー機能である「購買WF」とから成るソリューショ

ンである。主な機能として以下を有し，さまざまな購買形
態（総務購買・間接材購買・資材購買・工事購買など）に

マッチした仕組みを提供する。

（1） 　購買WF：購入依頼/発注/検収（購買WF機能）

（2） 　見積機能：見積依頼起票/見積依頼書発行/見積回
答登録（購入依頼機能連携）

（3）　在庫機能：入庫/出庫管理，棚卸し/棚修正
（4） 　購買情報収集機能：発注実績の多様な切り口での情報
（5） 　生産管理連携機能：生産管理システム連携
（6） 　WebEDI機能：発注，検収情報のWebEDI化

　近年，経済性の観点から電力用通信網に IPネットワー

クが本格的に導入される状況下である。富士電機ではこの

IPネットワークへ適用する遠方監視制御装置と IP変換装
置を開発した。IP変換装置とは従来型の遠方監視制御装
置を IPネットワークに接続する中継装置である。

　本装置は，遠方監視制御装置単位に IP変換ユニットを

構成しており制御所側での集中変換方式（写真），被制御
所側での分散方式のいずれの方式にも対応が可能である。

　IPネットワークを適用した遠方監視制御装置が今後本
格的に導入された場合，本 IP変換装置は稼動中の遠方監
視制御装置と，新設の遠方監視制御装置を合わせて IP化
可能であり，お客様の期待に応えられる。

図16　ExchangeUSEの製品構成

図17　購買ソリューションの製品体系

図18　IP変換装置の内部実装例

　「ExchangeUSE」は，導入実績 1,200社 60万ライセン

スに及ぶ実績を持つワークフローソフトウェアパッケージ

である。従来の機能に加え，承認履歴を保存・活用するた

めの「キャビネット」，富士通株式会社の会計パッケージ

「GLOVIA-C連携機能」を製品群に加えた。GLOVIAや

他会計パッケージと連携強化し，日本版 SOX・内部統制
が簡易に実現できるパッケージとした。また，会社法の施
行に伴い小規模ユーザーでも内部統制が必要である。ユー

ザーご自身で手軽に申請・承認ワークフロー構築し，内
部統制できるよう「ExchangeUSE-LITE」を製品ライン

アップ化した。これにより，大規模ユーザーから小規模
ユーザーまで予算に合わせた内部統制対応ができ，将来の

拡張として全社で一つのワークフローとして統合利用でき

る製品となっている。
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図19　個別操作の画面例

図20　標準ダム管理システムの構成

図21　広域分散監視制御システム構成例（4拠点連系）

　変電所機器監視制御用ソフトウェア

　国土交通省標準ダム管理システム

　広域分散監視制御システム用ミドルウェア
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　配電系統に対する監視制御の重要性が高まる中，保守な

どによる配電自動化システムの停止時にも継続して監視制
御を行うために，北陸電力株式会社と富士電機は変電所機
器監視制御用ソフトウェアを開発した。本ソフトウェアは

先に開発済みの配電線機器監視制御用ソフトウェアと組み

合わせ，1台のパソコンで変電所機器と配電線機器両方の

監視制御が可能となる。特徴は以下のとおりである。

（1）　汎用パソコン使用かつ容易にインストール可能
（2）　設備データは配電自動化システムから最新データを自
動展開するため，個別のデータ管理は不要

（3）　2挙動操作で配電自動化システム同様の信頼性を確保
　本ソフトウェアは北陸電力株式会社管内の配電自動化シ

ステムが設置されている全営業所で運用される予定である。

　ダム運用における放流設備の安全と容易な操作を目的と

した，国土交通省所轄ダムに設置されるダム管理用制御処
理設備システムのプロトタイプを開発した。

　本システムは，財団法人ダム水源地環境整備センター発
行の「ダム管理用制御処理設備標準設計仕様書（案）同解
説」に準拠するもので，機能概略は次のとおりである。

（1）　データ入出力，通信，ダム水門量・流域水門量演算機
能

（2）　情報表示・判定，警報通知機能
（3）　記録，データ蓄積機能
（4）　操作，操作演算，放流判断支援・流出予測機能
（5）　訓練，操作・点検応急対策ガイド機能
　今後，電力・公共分野も含めたダムへの適用を目指す。

　電力系統監視制御システムを遠隔地に広域配置して，相
互バックアップなどの災害対策や，夜間代行運転，広域連
系運用など効率化を実現するミドルウェアを開発した。

（1）　マルチ DF-ROSE（分散実行管理ミドルウェア）

　1サーバ内に複数拠点のシステムの実装を実現
（2） 　双方向レプリケーション型 PFILE（DB管理ミドル

ウェア）

　複数拠点間でデータベースの双方向高速等価を実現
（3）　IO-serv（広域構成制御ミドルウェア）

　装置状態や制御権管理を広域分散環境で実現
（4）　マルチキャストリンク（広域伝送ミドルウェア）

　UDPに受領確認機能を追加，広域での高速通信を実現
　これらミドルウェアを核にWebサーバ方式の HMIを
配し，広域分散監視制御システムの構築を行う。

エネルギーソリューション
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　東京ガス株式会社横浜研究所マイクログリッド研究設備
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太陽光発電設備

熱負荷
（ビル内空調）

25kWガスエンジン×2

三相200V
系統

75kVA系統連系
インバータ

（高速需給制御）

蓄電池設備

50kVA UPS

中品質電源

高品質電源
（重要負荷）

高速通信ネットワーク

6.6kV受電盤

9.9kW
ガスエンジン

単相
200V
系統

一般
負荷

小型風車（6kW×2)

熱負荷
（ビル内空調）

需給管理システム
（予測・計画・制御）

　作業者と連動した省エネルギー空調システム

　コンパクトマルチ計測ユニット

図22　マイクログリッド研究設備の構成
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VAV：変風量ダンパ
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図23　作業者と連動した省エネルギー空調システムの構成

　東京ガス株式会社横浜研究所向けマイクログリッド研究
設備が 2006年 9月に運用を開始した。この研究設備は新
エネルギーを含む発電設備と蓄電池設備から成る「マイク

ログリッド」を構成し，特定区域のエネルギー管理を行う

ための制御技術・運用技術を研究するために使用されるも

ので，特徴は次のとおりである。

（1）　UPSと系統連系インバータによる高品質電源の供給
と高速需給制御の両立

（2）　ITと計測技術を融合させた超高速計測ネットワーク

の導入
（3）　汎用ソフトウェアを有効活用した運用管理システム

（負荷および発電予測・運用計画・同時同量制御）

　工場などの大空間における空調方式としては経済的な観
点から局所的に行うスポット空調方式が多く導入されて

いるが，必ずしも作業者の動きに追随した仕組みになって

おらず省エネルギーの観点からもむだが発生しているこ

とが多い。そこで富士電機では作業者と連動した省エネル

ギー空調システムを開発・納入した。作業者の周囲温度
に合わせて VAV（変風量ダンパ）により空調吹出し風量
の絞り制御を行うとともに手元照明の点灯状態と連動し

て VAVの開閉制御を行い，それによって変動するダクト

内の静圧を一定に保つように空調機のインバータ制御を行
うことで風量の削減分の 3乗に比例した省エネルギー効果
を得ることができる。各機器の状態・設定情報は PODに

て一括管理し，通信・制御はオープンプロトコルである

LONWORKSにて行っている。

　富士電機は，分散化・多用途ニーズに対応したコンパク

トマルチ計測ユニットを開発した。

　省エネルギー計測はフィーダ単位から設備単位への細分
化とともに，電力量中心から流量・温度・圧力・CO2など

の熱量や環境計測へと多様化している。本製品は，電力量
の計測，および熱量などのアナログ量を 1量計測でき，設
備単独の計測からネットワーク接続による集中監視までを

段階的に導入できる商品としている。特徴は次のとおりで

ある。

（1）　「見える化」の実現（コスト換算，CO2換算などの表
示）

（2）　計測データの長期記録・保存（1年間/5分周期）

（3）　ネットワーク機能の搭載（Ethernet，RS-485選択）

（4）　ローカル負荷制御機能の搭載（計測値に連動）

エネルギーソリューション

図24　 コンパクトマルチ計測ユニット
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図25　APSA運転支援システム

図26　配管減肉検出装置

図27　出入管理装置

　放射線管理区域出入管理システム

BLOCK

クライアント

サーバ

Ethernet

システム制御装置
制御・監視

系統機器シミュレータ

発電機

自動結線装置 機器結線

負荷

送電線

放射線機器・システム

　関西電力株式会社向け高性能系統解析試験装置（APSA）運転支援システム

　配管減肉検出装置

エネルギーソリューション

　1989年に納入された APSAは，配電系統から大規模系
統までを模擬可能な系統解析シミュレータである。現在の

顧客ニーズに応えるため，富士電機は設備の中核にあたる

運転支援システムを更新した。主な特徴を以下に記す。

（1）　クライアントサーバを中心に，運転支援システム全体
をWindows化し，操作性および汎用性を高めた。

（2）　Ethernet化により通信速度を向上させ，将来に向け

て高い拡張性を持つネットワークを構築した。

（3）　低コスト化のため，ミリ秒から時間単位の系統現象模
擬を制御するシステム制御装置に，汎用 PLCを採用した。

（4）　運転支援システムの持つ作業フロー全体を見直し，複
数クライアントでの並行作業効率化や手作業の削減によ

り，システム全体の運用効率向上を図った。

　火力・原子力発電所などの配管の減肉を，保温材の上か

らプラント運転中でも容易に検出する装置を東北電力株式
会社との共同研究を基に開発した。

　配管の減肉測定は，プラントの短い定期検査中に多くの

測定箇所を調査する。本装置は，検出器と放射線源（設
計認証取得）で構成し，配管（外径約 500mm以下，肉厚
50mm以下）の放射線の透過割合から，配管の肉厚を 2%
程度の再現性（測定時間数分）で検出できる。さらに保温
材の取外しおよび復旧が不要で，装置の取付けは容易なた

め，配管の減肉を効率的かつ簡便に把握できる。

　今後は，プラント配管の減肉検出測定のサービスを展開
し，減肉の早期発見を通じてプラントの安全確保に貢献し

ていく。

　原子力発電所の放射線管理区域出入口に複数台設置され

る出入管理装置と，作業者が装備する個人線量計間を確実
に通信できる無線システムを開発し，原子力発電所に納入
した。

　この無線システムでは，複数の周波数の異なる電波を用
いて他の線量計に影響されることをなくした。入域時は混
雑時でも混信することなしにスムーズに入域できる。また，

退域時は全身表面汚染モニタでの汚染測定中に線量計をポ

ケットに入れたままで安定した交信・退出処理を可能とし

た。

　また，線量計は，すべてγ（X）線と中性子を同時測定
する 2線種測定タイプとし，中性子被ばく管理の要否にか

かわらず，すべての作業者に使用できるものとした。
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図28　モニタリングポスト

図29　ろ紙再利用機能付きダストサンプラ

図30　通信機能付電子式電力量計

計量システム

　モニタリングポスト

現地監視盤 検出器

　ろ紙再利用機能付きダストモニタシステム

　通信機能付電子式電力量計（JFシリーズ）

単相3線式　100V　30A 単相3線式　100V　250A

放射線機器・システム

　原子力施設では，放射線管理区域内の作業環境中の放射
性ダストの捕集を行うダストサンプラを設置している。ダ

ストサンプラでは一般的にロール状の長尺ろ紙を用いてダ

ストの捕集を行うが，このろ紙のうち，実際にダスト捕集
に使用する部分は 6割程度であり，高価なろ紙に未集じん

部分を残したまま廃棄処分されている。

　そこで，ろ紙の使用効率を 9割以上に高めたろ紙再利用
機能付きダストサンプラおよびろ紙巻取装置をセットで開
発し，中国電力株式会社島根原子力発電所に納入した。ろ

紙巻取装置は、ダストサンプラでのろ紙巻取り中に発生す

る欠測回避および天然放射性物質の減衰時間確保を目的に

別置とした。本システムによりダストモニタのランニング

コスト削減に貢献することができた。

　地球温暖化防止に伴う省エネルギーの推進から，ブレー

カ分岐回路ごとの電力量を計測する需要が高まっている。

また，電力自由化に伴いネットワークシステムによる自動
検針の需要が増加している。このような市場動向を踏まえ，

富士電機のブレーカと端子寸法を統一した電子式電力量計
JFシリーズに，RS-485通信が可能なタイプを新たに追加
した。特徴は以下のとおりである。

　①単独計器（30A，120A，250A）と変成器付計器
（5A）をフルラインアップ。②通信の仕様は，富士電機の 
「F-MPCシリーズ」に準拠し，富士電機製システムとの

接続が容易。③ RS-485通信を介し，電力量（kWh）に

加え電圧（V），電流（A），電力（kW），力率などの計測
データの収集ができ，きめ細かな電力管理に活用可能。

　モニタリングポストは，原子力施設の敷地境界や周辺市
町村の環境γ線量率を連続的に測定・監視する設備で，最
近はその測定値が一般に公開されるなど高い信頼性が要求
されている。

　富士電機では，モニタリングポストの信頼性向上のため，

スペクトルデータに基づくゲイン自動補正の可能な計測部
を開発し，北陸電力株式会社志賀原子力発電所に納入した。

そして，測定値の長期安定性を向上させ，さらに，天然放
射性物質含有量の少ない材料で検出器を構成することによ

り，設備更新時特有のデータの継続性に配慮する設計とし

た。また，検出器の局舎内からの取外しが可能な昇降装置
を採用し，降雪時でも保守可能とした。

関連論文：富士時報 2004.5 p.364-368
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