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展

望

富士電機システムズ株式会社は，パワーエレクトロニク

永久磁石回転機の製品開発に取り組んでいく。

ス，回転機，情報制御，生産技術，予防保全サービスの分

情報制御の分野では，環境対応，安全・安心，ユビキタ

野で共通技術プラットフォームを整備して新製品の市場投

ス化などの多様な社会のニーズに応えるために，システム

入を加速する取組みを行っている。以下にその取組みと展

は大規模化・複雑化し，一方では分散化してきており，情

望を記載する。

報通信技術を含めたトータルなシステム技術が要求されて

パワーエレクトロニクス分野の製品群は，容量範囲とし

いる。これらのニーズに的確・迅速に応えるため，情報セ

て情報機器内蔵の電源（50 W）からアルミ精錬用整流器

キュリティ技術などのソフトウェア基盤技術，解析技術や

（150 MW）まで多岐にわたり，また適用用途も多様化し

アドバンスト制御などの制御基盤技術，コンポーネント機

ている。一方，適用要素技術としては大別して，半導体と

器向けの組込みシステム基盤技術，低消費電力で信頼性の

それを組み合わせる回路技術，制御理論・プラント制御技

高い無線基盤技術のプラットフォーム化に取り組んでいる。

術・ネットワーク技術から成る制御技術，変圧器・リアク

今後は，機械安全，機能安全をトータルにサポートし，安

トルなどの電力機器技術から構成されている。これらの要

全規格にも対応していく予定である。さらに計測制御分野

素技術ごとに各機器として共通化，プラットフォーム化し，

では，グローバル化・マルチベンダ環境を提供するオープ

それを組み合わせることで，高品質でコストパフォーマン

ン化が加速している。自社製品に限らず特徴あるコンポー

スの高い，競争力のある製品群を構築する取組みを進めて

ネントと連携でき，お客様がベストと考えるソリューショ

いる。ここでは，電磁ノイズ対策のため最適化設計を可能

ンを提供していくために，フィールド機器のデバイス管理

とする EMI 設計技術，トランスやリアクトルに代表され

を含めた制御用ネットワーク基盤の拡充を図っている。

る磁気部品の設計ツールの構築，スイッチング電源やサー

生産技術の分野では，高度な物理化学プロセスのニーズ

バ内蔵電源など機器組込み電源のカスタマイズ要求に短時

が高まったことが挙げられる。従来，富士電機グループ

間で対応する回路設計ツールの構築について紹介する。

での物理化学プロセス・加工は半導体，磁気記録媒体中心

回転機の分野は，世界的な省エネルギー・環境保全へ

に行われてきた。2007 年は，大面積成膜プロセスに代表

の対応という観点から，一般的に世界の電力使用量の約

されるフィルム型太陽電池，シリコンに深掘り加工を施

40 % を占める産業分野の電動機のエネルギー削減を行う

す MEMS などが伸長した。一方，在来加工技術は技術者，

ことが課題となっている。これに呼応して，回転機の国際

技能者の交代時期にあって，少ない人員で技術の維持，向

規格 IEC60034-30 で効率の規定が策定されており，その

上を図ることが大きな課題となっている。

効率値の測定方法については

IEC60034-2-1

で規定された。

予防保全サービス分野では，予防保全技術の確立とグ

このように世界的な電動機の使用効率を改善する動きが

ローバルな視点でのサービス共通インフラの充実に注力し

活発になり，高効率化の技術開発，高効率電動機の普及が

てきた。予知保全技術では，汎用インバータの余寿命予測

一段と進展するものと考える。一方，電動機も含めたドラ

や高圧配電盤などの劣化診断技術の開発や無線タイプの回

イブシステム全体の電力使用量削減という観点では，従来

転機振動診断システムの開発を行った。利用者サービスの

から可変速ドライブ技術での省エネルギーに注力してきた。

中核となるコールセンターでは，中国をターゲットにした

その中で電動機は，運転効率向上を目的に，システムに最

中国語日本語変換付 CRM24 支援システムや中小規模向け

適な可変速電動機の製品開発，永久磁石を使用した回転機

の低価格・短納期のリモート監視システムの開発を行った。

製品の適用開発を進めてきた。今後とも省エネルギー・環

今後もライフサイクルにわたったサービス提供のため，開

境保全に貢献していくため，電動機の高効率化の技術開発，

発を加速し，利用者サービス向上に貢献していく。
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パワーエレクトロニクス
電力変換装置の EMI 設計技術
半導体電力変換装置では，電磁ノイズの発生が問題とな

図１

EMI 対応設計フロー

り，最近では最も厳しい規格である VCCI Class B が要求
要求仕様

される場合も多くなってきた。これまで EMI（伝導/放射

設計段階
で対策

ノイズ）対策は，経験やノウハウに頼り，カット & トラ

回路方式選定

イを繰り返す開発手法を採らざるを得なかったため，最適

ノイズ等価回路構築

化を図ることは現実的に困難であった。

EMI 対応

定数・構造など，設計

富士電機では，これまで培った EMI 分析，評価技術に

ノイズ特性予測

設計段階で
最適化検討

基づき，シミュレーションを援用した伝導性 EMI 対応設

フィルタ設計

計技術の構築に取り組んでいる。この技術は，製品設計工

製作，評価

程への適用を前提とした簡便さに特徴がある。UPS，電源

ノイズ規格満足？

装置へ本技術の適用を進めており，設計初期段階でのノイ

No
原因特定
→微修正
→対策完

Yes

ズ予測によって，開発期間の短縮，対策法の最適化を実現
開発完

した。

パワーエレクトロニクス機器向け磁気部品設計技術
リアクトルやトランスに代表されるパワーエレクトロニ

図

磁気部品設計ツールの一例

クス機器に必要不可欠である磁気部品の設計ツールを構築
した。ツールは電磁解析と設計計算ツールで構成されてい
る。ツールの特徴は次のとおりである。

（a）ロッドコアの
磁束分布解析例

B（ T ）
8.1644e-002
7.3499e-002
6.5333e-002
5.7167e-002
4.9001e-002
4.0836e-002
3.2670e-002
2.4504e-002
1.6338e-002
8.1726e-003
6.8602e-006

（ 1） 電磁解析ツール

鉄心，コイル，ギャップなどの構成部品の適切なモデル
化により，二次元および三次元で漏れ磁束の影響や局部過
熱，局部加振の把握を可能とした。
（ 2） 設計計算ツール

部品仕様および使用コアサイズを入力することで，磁気

（b）設計計算シート
（単相 AC リアクトル）

部品のインダクタンス，ギャップ，損失（鉄・銅）を繰返
し計算により求めることで，限界設計を可能とした。

機器組込み電源を対象とした回路設計技術
スイッチング電源やサーバ内蔵電源に代表される機器組

図

機器組込み電源自動設計ツールの概要

込み電源の回路設計をサポートする設計ツールを開発した。
ことが可能となった。開発した設計ツールの特徴は次のと

仕様入力

回路定数演算

おりである。
（ 1） 回路定数計算と安定判別，動作解析技術

独自のアルゴリズムによる数値解析と回路シミュレー

インダクタンス（H）

これにより，顧客のカスタマイズ要求に短時間で対応する

DC リアクトルの直流重畳特性
2×10−5

磁気部品設計

安定判別

D ＝62.5 W ＝20.1

Io

1.5×10−5
1×10−5

L o.req

5×10−6

0

50

100

150

電流値 I （A）

ションの連携解析技術により，回路定数と制御の安定判別，
回路動作解析を実現した。
（ 2） 損失・温度計算技術

デバイス特性から，発生損失およびジャンクション温度，
ケース温度，フィン温度を算出した。また，試作後の評価
期間短縮を実現した。
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損失計算

回路シミュレーション

設計履歴の保存

製作

QA 接合部温度
（℃）
T j qa＝120.0
QA 放熱シート温度
（℃）
T c qa＝110.3

ヒートシンク温度
（℃）
T h q ＝107.4

QC 接合部温度
（℃）
T j qc＝119.3
QC 放熱シート温度
（℃）
T c qc＝110.2

ヒートシンク熱抵抗
（℃/W）
R th̲ha q ＝1.5
周囲温度
（℃）
T a＝50.0

富士時報

共通技術プラットフォーム

Vol.81 No.1 2008

回転機
クレーン巻上機用永久磁石同期電動機
近年，省エネルギー・環境保護の観点から永久磁石同期

図

235 kW クレーン巻上機用永久磁石同期電動機

図

22 kW 送風機用永久磁石同期電動機

図

商品化された小型パルスチューブ冷凍機

電動機による駆動システムの適用が盛んに進められてい
る。富士電機では，クレーン巻上機用に永久磁石同期電動
機を開発した。出力 235 kW，基底回転数 850 r/min，定
出力範囲 1：2 以上の仕様で試作を行い，良好な検証結果
を得た。これをもとに 160 〜 260 kW の範囲で系列化を行
い，2007 年 9 月から発売を開始した。従来の誘導電動機
に比較して，質量は約 30 % 低減，効率は 1.5 ポイント向
上，慣性モーメントは 50 % に低減しており，小型，高効
率，高応答の電動機として省エネルギー・省スペース化
に貢献する。駆動用のインバータとしては，富士電機の
「FRENIC5000-VG7 シリーズ」が適用できる。

送風機用永久磁石同期電動機の適用拡大
小型軽量化，省エネルギー化が可能なことから，永久磁
石同期電動機の用途が拡大している。富士電機は，送風機
用に高速対応の永久磁石同期電動機を小容量範囲で適用し
てきたが，今回 22 kW まで容量を拡大した。
送風機用に，高速の永久磁石同期電動機を適用する利点
は，高速化，電動機の小型化による送風機パッケージの小
型化，電動機の小型化によって風きり音が低減することに
よる機器の低騒音化，効率アップによる省エネルギーへの
貢献である。今回開発した電動機は，22 kW，7,200 r/min，
200 V クラス，低減トルク負荷対応でセンサレスドライブ
方式を採用している。永久磁石同期電動機とすることによ
り，従来の誘導機方式に対し，容積で 55 % に小型化され，
電動機の効率も 5 % 向上している。

クライオクーラ（極低温冷凍機）の商品化
センサやデバイスを液体窒素温度レベルに冷却するクラ
イオクーラとして小型パルスチューブ冷凍機および専用電
源が商品化され，月産 30 台の生産が始められた。この冷
凍機の仕様は，25 ℃の環境温度のとき，入力電力 120 W
で被冷却体を 70 K に冷却する場合の冷凍能力が 2.5 W で
ある。冷却対象は，放射線センサ，CCD，高温超伝導材
料などである。各冷却対象により冷却温度は違うが，検出
性能向上や周囲温度によるノイズ影響の除去に有効であり，
特に，従来，液体窒素を使って冷却していた大型システム
を小型化でき，6 年間無保守となることが，技術的，経済
的に優位であるとの評価を受けている。小型パルスチュー
ブ冷凍機は既設装置にも簡単に設置でき，電力供給だけで
マイナス温度にできるため，今後も広い用途の需要が期待
される。
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情報制御
Web アプリケーションにおけるセキュリティ診断技術
近年，Web 技術を利用したアプリケーションや情報公

図

セキュリティ診断手法の適用

開・共有機能を有するシステムが急増する中で，アプリ
ケーションの脆弱（ぜいじゃく）性による機密情報の漏

プロジェクトライフサイクル

洩（ろうえい）や個人情報の流出が社会問題となっている。

業務分析・
設計フェーズ

このため，セキュアアプリケーション開発規約を作成し，

運用管理
フェーズ

試験・評価
フェーズ

アプリケーション
開発フェーズ

脆弱性診断ツールを適用した標準フレームワークを開発し
た。
セキュリティ対策は特にアプリケーション開発フェーズ

セキュア
アプリケーション
開発規約

での考慮が重要であるが，業務分析・設計フェーズから運
用管理フェーズまで網羅的に行う必要がある。脆弱性診断
ツールは開発フェーズだけではなく，受入れ検査や完成品

開発標準
フレーム
ワーク

脆弱性診断ツール
診断手法・評価基準

個人能力評価
セキュリティ教育
人的セキュリティ管理

組織能力評価
監査規定
物理的セキュリティ管理

の品質評価などにも適用可能であり，システムのライフサ
イクル全般を通してのセキュリティ対策に有効である。

多変量統計的プロセス管理技術
製品の品質改善のため，品質を決定する要因の一つであ
る製造プロセスの運転状態に着目した多変量統計的プロセ

図

多変量統計的プロセス管理技術の概要

①PLS（部分的最小 2 乗法）による製造条件探索

ス管理手法を開発した。
（ 1） PLS（部分的最小 2 乗法）による製造条件探索

入力変数間に相関関係がある場合（多重共線性）でも実

生産条件

品質予測値

温度
圧力
電圧値
電流値

品質 1
品質 2
品質 3
品質 4

品質推定
モデル

最適条件
方向を示す
品
質
1

プラントにおける製造最適条件探索を支援できる。また，
さまざまな製造条件で事前シミュレーションも可能である。

現在条件

力

温度

圧

②PCA（主成分分析）による異常検出

（ 2） PCA（主成分分析）による異常検出

入力

運転条件を入力として主成分分析によるモデルが出力す

特徴量 1

る評価指標により，最終製品となる前工程で異常の検出な

特徴量 2

Q
Q
T2

特
徴
量
m

らびにその原因を推定する。
この手法は，富士電機・熊本工場の太陽電池製造プロセ

最適条件

特徴量 n

T2
特徴量 k

出力

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
2

異常

異常

1.5
1

時間

スにて適用評価を実施しており，今後他工場への適用も予

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.5
0

定している。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

新情報制御システム「MICREX-NX」FL-net 接続ゲートウェイ
「MICREX-NX」において世の中で広く使われ，オープ

FL-net 接続ゲートウェイのシステム構成

図

ンな Ethernet ベース制御 LAN である FL-net を接続する

MICREX-NX

ゲートウェイを開発した。富士電機のみではなく他社のプ

クライアント

ログラマブルコントローラ（PLC）システムを NX システ

FL-net 接続 PLC の
監視・制御

ムに直接接続し，監視・制御することができるマルチベン
ダ環境を提供する。主な特徴は次のとおりである。

ES

サーバ

FL-net システム

ゲートウェイ

（ 1） 他社 PLC システムを容易に NX システムへ接続可能
（ 2） PLC サ イ ク リ ッ ク デ ー タ な ど へ の タ グ 割 付 け を サ

FL-net
AS

AS

ポートし，このタグへのアクセスが可能
当社 PLC

（ 3） 複数タグを組み合わせた擬似内部計器モジュールを定

義し，このモジュールを用いたアラーム監視，計器操作

タグ情報
アラーム情報

を実現
（ 4） ゲートウェイ装置自身の二重化構成が可能
（ 5） PLC サイクリックデータと AS 間のデータ交換が可能
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ES：Engineering Station
AS：Automation System

他社 PLC 他社 PLC
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情報制御
新情報制御システム「MICREX-NX」オープン PIO の接続
「MICREX-NX」システムにオープン PIO である IPU-

図１

IPU-Ⅱの二重化構成

Ⅱを国際標準規格である PROFIBUS-DP で接続可能とし
た。 こ れ に よ り，MICREX-NX の I/O で あ る ET200M

PROFIBUS，電源，BIM，IOM
完全二重化を実現

と合わせて，幅広い種類の I/O ラインアップを提供する。
IPU-Ⅱは，次の特徴を持つ。

IPU-Ⅱ

（ 1） PROFIBUS 回線の二重化，I/O の二重化，I/O 電源

AS
AS
（コントローラ） （コントローラ）

の二重化などすべての構成要素を二重化可能として高い

PROFIBUS-DP

信頼性を実現した。
（ 2） 過酷なフィールド環境への設置を可能とする耐腐食性
電源
モジュール

ガス性能を実現した。
（ 3） 従来の機種で使用していた IPU-Ⅱも BIM（バスイン

入出力
モジュール

BIM

入出力
モジュール

タフェースモジュール）の交換のみで MICREX-NX へ

バック
プレーンバス
（SB バス）
（二重化）

IPU-Ⅱ

の接続を可能とした。

ユビキタス計測・制御環境を実現する新特定小電力無線システム
2007 年 3 月 に 改 正 さ れ た 電 波 法 で 新 た に 高 出 力 の 新

図１

新特定小電力無線システム

特定小電力無線（315 MHz 帯など）が利用可能になった。
今回，新特定小電力無線を利用し，各種センサと組み合わ

設備保全システム
省エネルギーシステム
安全安心システム

せ，さまざまな分野・用途においてユビキタス計測・制御
環境を実現可能な無線システムを開発した。システムはセ

PC サーバ
Ethernet

ンサ付き無線タグ，受信機，LAN アダプタとパソコンか
ら構成され，特徴は次のとおりである。

トレンドグラフなど

RS-485

（ 1） 超低消費電力化によりコイン電池による長寿命化を実

現し，太陽電池による駆動も可能である。

LAN アダプタ

新特定
小電力
無線

（ 2） 温湿度・加速度・照度・人感・音量・磁気センサなど

各種センサが搭載可能である。

受信機

（ 3） 設備保全・省エネルギーシステム，移動体状態監視な

センサ

センサ付きタグ

どの安全安心システムを容易に構築可能である。

生産技術
太陽電池付き FRP キャビネット
富士電機は九州のベンチャー企業と共同で FRP 樹脂製

図１

太陽電池付き FRP キャビネットの試作品

のキャビネットを開発し，その表面に樹脂封止したアモル
ファス太陽電池を搭載した配電盤ユニットを試作し実証実
験中である。開発目的は海岸地域，上下水道など腐食しや
すい場所での使用に耐えファンなどの電力を賄う環境対応
製品の実現にあり，非常時には通信機器のバックアップ電
源としても使える。耐食性以外にも FRP キャビネットは
大量生産が可能で軽量なため，工事費も削減できコストダ
ウンにつながる。結晶系太陽電池では封止材がはく離した
り質量が重くなり実用化できなかったが，アモルファス太
陽電池は柔軟なフィルム構造のため樹脂封止が可能で全体
質量も軽量化している。なお FRP 樹脂表面には光触媒を
塗布し表面の汚れを簡単に除去できる機能特性を付与した。
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予防保全サービス
汎用インバータの余寿命簡易診断システム
長期稼動している汎用インバータを対象に，構成部品の

図１

余寿命簡易診断システムの概要

余寿命診断を行うシステムを開発した。対象機種は納入後
10 年を超える 1994 〜 1998 年製の富士電機汎用インバー

汎用インバータ
余寿命予測
余寿命簡易診断システム （有寿命部品）

診断情報入力
インバータ型式
内部温度実測
または設置条件
負荷率（％）
設備稼動率（％）
設置年月

タ「FRENIC5000 シリーズ」で，今後対象機種を拡大する。
診断対象の構成部品は，主回路電解コンデンサ，プリント
板電解コンデンサ，冷却ファンなどの有寿命部品とした。

型式別機器情報 DB
余寿命計算エンジン

このシステムは診断ソフトウェアを組み込んだノート型
パソコンで，インバータ型式，温度，負荷率，設備稼動率

出力例

などの情報を入力し現場で装置を止めることなく診断を行

汎用インバータ余寿命予測結果

主回路
コンデンサ

西 5 号館
空調機
Pt
3 号機
コンデンサ
〈FRN90P9S
-4＊＊〉
31HU334065 内部ファン

サはアレニウスの法則（10 ℃半減則）
，ファンは軸受寿命
による寿命曲線を適用している。この余寿命診断により部
品交換時期や更新時期などの最適な保全計画が可能になる。

稼動開始
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構成部品

機種

うことが可能である。余寿命計算手法として電解コンデン

主回路
コンデンサ
プリント板
コンデンサ
冷却ファン

ノート型
パソコン

内部ファン

型式

稼動率
（％）

負荷率
余寿命
（％） 〈交換推奨〉
2009 年
1月
88
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RFID 無線方式回転機振動診断システム
回転機の保守は，オンライン型やポータブル型の診断装

図１

RFID 無線方式回転機振動診断システムの構成概要

置が広く使われているが，オンライン型では，機器への配
線が必要で設備工事費が高くシステム構築の工期が長かっ

診断管理パソコン

（管理最大センサ数：10,000 台）

た。ポータブル型では，保守員の技量の差や現場環境によ
LAN アダプタ

LAN

り均一的なデータ採取が難しかった。この課題を解決すべ
く，特定小電力無線を用いた回転機振動診断システムを開
発した。従来型と比べて配線を不要としたことにより，設
備費・工期の大幅な低減，既存設備への適用や変更・拡張

送受信器

（1LAN アダプタに対して，
送受信器最大 30 台）

が容易となった。また，手動診断に比べ診断の安全性，省
力化，診断精度の向上が図れる。センサ部は，アクティブ

無線センサ

無線通信
（特定小電力無線）

無線センサ

（1 送受信器に対して，
センサ最大 20 台）

タグとして動作し，水平・垂直振動の 2 要素を 1 台で同時
に計測可能である。このシステムは，プラントメンテナン
ス協会の 2007 年度 PM 賞（開発賞）を受賞した。

コールセンターのグローバル化中国拠点向け CRM24
富士電機コールセンターでは日系中国進出企業の

図１

中国版 CRM24

支 援 を 目 的 に 中 国 版 CRM24（Customer Relationship
Management24）システムを開発し，富士電機システムズ
（上海）社内に設置した。本システムは 1999 年に開発した
日本版 CRM24 の進化系であり，従来の機能に日中・中日
の言語変換機能を付加した。この機能により，日本人でも
中国人でも情報の共有化ができるとともに，迅速なお客様
対応やサービス品質の向上を図れる仕組みを構築した。
言語変換システム翻訳精度は，入力文章のテンプレート
化や専門辞書の構築により，汎用ソフトウェアが 45 % 程
度の翻訳率に比べ，95 % の高精度を達成した。また情報
連携についても中国国内はもとより，国際専用回線の設置
により，日本側 CRM24 との同期化を実現した。
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