


私たちは計装市場において、中央監視および自動制御のソフトウェアハウスとしてアプリケー
ションソフトウェアをリリースするという枠を越え、監視システム全体の設計・製作・導入を行う
システムベンダーです。

絶え間ない技術革新と社会構造の変化の中にあって、専従で培ったスキルとノウハウにより、
PLCラダーのコーディング、それらを納入・稼動・保守するためのエンジニアリングにも注力し、
個 の々力とその融合によるトータルコンポーネントの提供においても、多くの実績を蓄積しています。

お客様が欲しいと望む情報と、それを生み出すことにソフトウェア本来の価値があり、お客様が
望むカタチでなければその有用性は失われると私たちは考えています。

設備の運転支援やエネルギー管理といったお客様の課題と誠実に向き合い、お客様の投資を最小に、
望まれる効果に最大の付加価値をご提供できるシステムづくりをこれからも続けて参ります。

計装ソリューション・パートナー
ユーザ様の課題に
期待を超えた満足を提供する

竹中　宏
株式会社フリーダム 
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会社概要

商              号 株式会社フリーダム

所     在    地

電             話

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-24-11
新町F1ビル
06-6535-7577

F A X 06-6535-7555

みずほ銀行 四ツ橋支店

船場支店近畿大阪銀行
主要取引先

取 引 銀 行

株式会社きんでん   
株式会社アレフネット

高砂熱学工業株式会社
三菱プラントエンジニアリング株式会社

株式会社関電エネルギーソリューション

株式会社かんでんエンジニアリング
住友電設株式会社
株式会社産業機電
三機工業株式会社
東テク株式会社
日立アプライアンス株式会社

ダイキンエアテクノ株式会社

因幡電機産業株式会社

オムロン株式会社
ダイヤトレンド株式会社

株式会社ジェーアンドエフ
（100％出資会社）

関  連  会  社 

設立年月日 昭和63年11月1日
資    本    金

決    算    期

従 業 員 数
年            商

役            員

40,000千円

3月

52名
8億8千万円（2017年3月）

代表取締役社長 竹中　宏
取         締         役

取         締         役 守山　元章

上原　敏史

自動制御

データ
収集・分析

エンジニア
リング

設備監視



私たちにとってお客様の施設運用こそがソフトウェアで
あり、私たちがご提供するソフトウェアはお客様の施設
運用を支援する道具に過ぎません。私たちのソフトウェア
にお客様の施設運用を合わせていただくのではなく、
お客様の施設運用に合わせて私たちがソフトウェアを
カスタマイズします。カスタマイズできないソフトウェア
はソフトウェアではありません。お客様のお声を聴き、
ご提案する、そのプロセスを大切にしています。だから
こそ、IoTやクラウドといった“流行”を推すのではなく、お
客様の設備運用課題に最適なITソリューションを提案
する。そのために、経験と監視制御スキルを駆使する
ことで、お客様に寄り添ったサービスを提供して参ります。

監視ソフトウェアではなく、
お客様の理想的な施設運用です。

私たちが創るのは



自社開発のF1-64による中央監視ソフトウェアを提供できるのは
もちろん、ソフトウェアハウスとしての枠に留まらず、小型タッチパネル
による簡易監視や、Microsoft社Excelによるリアルタイム監視操作
まで、お客様の規模を問わず、ニーズに応じた監視システムを提供。
監視システム全体の設計・製作・導入を行うシステムベンダとして、
お客様の課題解決を支えます。

制御コントローラー、ネットワークなどの要素をオープン化。 
他社との相互接続性が高まり、用途や案件ごとのニーズに
対しても、機器、ネットワークが選択できるため、低コストで
柔軟なシステム構築が可能です。 

Solution

大規模な中央監視はもちろん、
必要に応じたミニマムな設備監視にも対応

フリーダムの監視制御システムの特長 

フリーダムでは、制御を行うPLCにFA用途の汎用品を
用い、上位ソフトのSCADAも、汎用PC・サーバーにて動作
可能な仕様を採用。低コストで、堅牢、高速な監視システム
構築が魅力です。 

「汎用性」の追求でコストと品質を両立

「オープン化」による柔軟なシステム構築

制御プログラムをPLCに持たせることで、制御とヒューマン
インターフェースの完全分離を実現。万一、システムの一部
がダウンしても、全体に波及しない構造設計を採用しています。
加えて、システムの2重化、システム自己診断、WEB経由
でのメンテナンス機能などにより、信頼性の確保に全力を
尽くしています。 

「高信頼性」を確保するPLC制御

監視ソリューション

Supervisory control

汎用PC/サーバー

汎用OS

汎用制御コントローラー

他事業所

F1-64
F1-64

マスターPLC

下位システム

上位システム

A社製PLC

A棟

B棟

C棟

C社製PLC

B社製PLC
空調 電気 衛生 空調 電気 衛生

空調 電気 衛生

F1-64
Cloud



フリーダムは単なるSCADAのソフトウェアハウスではありません。
多くのソフトウェアハウスでは、システムを提供するだけで終わり、
実際の導入はお客様が行う必要があるため、運用開始には
大きな労力を要しますが、エンジニアリングカンパニーを自任
するフリーダムでは、システム設計から製作だけでなく、試験、現地
スタートアップ、納入後の24時間オンコール保守まで一貫して対応。
さらに、これまでに蓄積した現場でのノウハウを活かし、データ
収集・分析に基づく改善提案・作業も対応できるなど、ワン
ストップでのエンジニアリングソリューションにお応えします。

お客様現場にワンストップで
寄り添うエンジニアリングカンパニーへ。

ソフトウェアハウスの域を越えて

システム設計 現地スタートアップ 保守製作・試験



センサ設置からデータ帳票化、
データマイニングに基づく改善支援まで

現場のIoT化やビッグデータ活用においては、いかにセンサ
を取り付けてネットワーク化し、欲しいデータを集められる
かが重要。お客様の現場条件に合わせた、センサの正しい
選定・設置やワイヤレスネットワーク化、遠隔地モニタリング、
さらには集めたデータの帳票化・成形など、データ収集に
まつわる現場作業を幅広いノウハウと実作業を提供します。
また、現場から大量のデータを収集できても、改善につなが
る分析ができなければ意味がありません。フリーダムでは、
豊富な現場の知識を活かし、収集したデータをお客様の
ニーズに合わせてマイニングすることで、問題個所を抽出。
改善提案のうえ、実際の改善作業までお任せいただけます。

FAやBAの現場では省エネ自動制御をはじめとして、より高効
率で快適に設備を運用するための高度な自動化が求められ
ています。フリーダムの強みは、一般のSCADAメーカにはで
きない制御プログラミングを含めたエンジニアリングができ
る点にあります。しかも機器メーカではないため、お客様の
ニーズに合わせてマルチベンダにシステムを構成でき、設
備監視やデータ収集・分析を含めて、より効率的な自動制御
ソリューションを提供できます。 

マルチベンダで
お客様の自動化ニーズを具現化

自動制御ソリューション

データ収集・分析ソリューション

・熱源を高効率に運転する

実施例

・自動制御プログラムを作成

・現地試運転調整を実施

・警報や運転状態のファイル化

・計測データのファイル化

・エネルギー消費情報の収集

・生成ファイルの保存・転送・リアルタイム監視を提供

事業所

熱源制御システム

Cloud

常時監視

表示器

統括PLC

既存の監視データを
収集、課題共有 データマイニングを実施

お客様の課題ヒアリング

運用・設備改善 効果的な
ソリューションを提案

データ収集 操作
監視

制御PLC 制御PLC 制御PLC

二次ポンプシステム
冷凍機

Cloud

インターネット

弊社上位装置

お客様

設備

分析データとご提案書

BEMS

サポートサイクル
Support cycle

冷却塔

設定

SolutionOne-stop engineering



https://www.frdm.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1-24-11

株式会社フリーダム設立 11月  1日1988年
1991年

1991年

1992年

1995年

1995年
1996年

1996年

1996年

1999年

1999年

2000年

2002年

2011年
2014年

11月11日

8月  1日

3月  1日

3月  1日

7月19日

12月17日

6月  1日

6月  1日

6月  1日

6月  1日

9月  1日
2月  1日

8月  3日

3月25日

6月28日 資本金 1,000万円に増資 

株式会社ジェーアンドエフ設立 

大阪市中央区和泉町に移転 

資本金 1,500万円に増資 

F1 for Windows3.1 リリース 
F1 for WindowsNT リリース 

資本金 2,000万円に増資 

資本金 4,000万円に増資 

大阪市西区新町に
「新町F1ビル」建設・移転 

省エネ支援システム
「EG-System」 リリース 

FCUコントローラー及び
AHUコントローラーを発売 

VAVコントローラーを発売
F-11 リリース 
PASC リリース 
F1-64 リリース 

・ コンピュータ関連機器の開発及び販売

・ 熱源・空調DDCシステム設計及び製作

・ 省エネ・省力システムの設計及び製作

・ 工場プラント監視・制御システム設計及び製作

・ ビルの中央監視・制御システム設計及び製作

・ 広域ネットワーク群監視システム設計及び製作

・ 上記システムのメンテナンスサービス

・ 上記システムの電気工事業・電気通信工事業
   大阪府知事許可(般-28)第103421号

会社沿革

事業内容


