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富士電機の各事業を支える基盤技術としてパワーエレク

トロニクス技術，情報制御技術，生産技術，予防保全技術
の中から，その成果と今後の取組みについて述べる。

パワーエレクトロニクス技術は，富士電機のコア技術の

一つである。小型化，高効率化，省エネルギー，省資源化
を実現し，高品質・高コストパフォーマンスで競争力ある

製品を生み出すことが求められている。市場・顧客の要望
をタイムリーに実現するには，製品開発プロセス改善によ

るリードタイム短縮や開発コスト圧縮が重要である。富士
電機は，これまで回路設計技術，電磁界解析技術，熱冷却
解析技術などを駆使して，各種設計手法やツールを開発し，

順次，製品開発プロセスに適用してきた。その適用事例を

最近の技術成果とともに紹介する。電源装置は情報システ

ムの重要な構成要素である。特に装置小型化やサーバルー

ムの省エネルギーのため，電力密度や効率の向上は急務で

ある。新型デバイスや複合磁気部品を適用して超高電力密
度の電源開発を行っている。今後，高電力密度と高効率が

両立する製品の開発を行う。パワーエレクロトニクスの盤
やユニットは，主回路，制御回路が近傍に配置されている。

しかも扱う電圧は数 Vから数十 kVまで，電流は数 mA
から数百 kAまでと非常に広範囲である。盤やユニットの

構造設計には，強度，冷却，絶縁の多くのノウハウと経験
が必要である。発達めざましい三次元 CADツールにカス

タマイズや新機能追加を行い，開発の後戻りをなくしたフ

ロントローディング設計を実現した。また回転機技術とパ

ワーエレクトロニクス技術との融合は，ドライブ事業拡大
のため重要であり，一つの成果として高効率，小型化を実
現できる PMモータの設計プラットフォームを構築した。

インバータ駆動の場合，特に，発生する高調波を加味した

諸特性の検討と設計が必要である。このプラットフォーム

を使い，顧客への提案，説明を迅速に行っている。今後も，

パワーエレクトロニクス技術の深度化を図り，事業の発展
に貢献していく。

情報制御分野では，顧客ニーズとして“環境，安全・安
心”に適合する技術が求められており，セキュリティ基盤

技術，アドバンスト制御を応用した制御基盤技術，組込み

システム基盤技術，信頼性の高い無線基盤技術の強化に

取り組んでいる。オープン化が進む情報システム分野にお

いては，法令遵守目的で導入され始めたセキュリティ重
視のシステムユーザー・アイデンティティ管理が，日本
版 SOX法「J-SOX法」への対応を契機に，より厳密さを

要求されるようになった。大規模化，複雑化するシステム

の高度なセキュリティ要求に応えるため，アクセス権限分
割管理を実現する認証パッケージを開発した。このセキュ

リティ基盤技術は，自治体向けの統合型業務システムなど

大規模システムの安全運営に不可欠な仕組みとして貢献し

ている。今後さらにインターネットの普及によるグローバ

ル化，マルチベンダー化が加速される社会インフラを支え

る産業プラント，製造ラインの情報制御分野でも，このセ

キュリティ技術はより重要度を増すと考えられる。また機
械安全・機能安全の規格化の動きが加速しており，計測機
器や情報制御システムベンダーには，人命，設備，環境の

安全性を高いレベルで確保し，“安全・安心”を仕組みと

して提供する技術が求められている。“Total Safety”で

ソリューションを提案していくが，その技術的成果も紹介
する。

生産技術分野では，環境技術への取組みの中から富士電
機のフィルム型太陽電池の応用システム開発と，社会的関
心が高まりつつある環境負荷情報の開示要求に対する成果
として LIME（Life Cycle Impact Assessment Method of 
Endpoint）を紹介する。開発・生産・販売・保守にいた

る製品ライフサイクルで省資源・省エネルギー・環境負荷
軽減に貢献する生産技術開発と基盤整備に貢献していく。

社会インフラや産業用設備産業は，安全確保，操業安定
化を追求する一方で，メンテナンス業務効率化の課題を抱
えている。富士電機の予防保全分野では，設備操業の状態
監視を行うリモート監視システム技術，設備や機器の劣
化診断技術，メンテナンス業務の効率的支援技術の開発を

行ってきた。今後も，さらなる技術の高度化を通じて，顧
客への予防保全サービスの品質向上に貢献していく。

共通技術
プラットフォーム

パワーエレクトロニクス

情報制御

生産技術

予防保全サービス
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　高電力密度電源

（a） 電流型
ダブルコンバージョンシステム

（b） DC-DCコンバータシステム

図１　高電力密度電源の試作機パワーエレクトロニクス装置における重要な技術トレン

ドとして，高効率と高電力密度がある。特に，情報向け電
源装置では，大幅な電力密度の向上が行われている。

富士電機では，新型デバイスの適用技術・複合磁気部品
適用技術・構造技術などのプラットフォームを開発してお

り，これらを応用して試作した高電力密度電源を次に示す。

（1）　電流型ダブルコンバージョンシステム：新型デバイス

を適用し，2.9 kVAで約 2.4W/cm3の高電力密度を実現
した。

（2）　DC-DCコンバータシステム：複合磁気部品を適用し，

5kWで約 9W/cm3の超高電力密度を実現した。

今後も，電源装置の高電力密度化要求に応えていく所存
である。

　永久磁石形同期電動機（PMモータ）の設計技術

ツール実行画面

解析結果画面

特性のパラメータ依存性を
瞬時計算
磁界解析との連携も可能

図3　PMモータ設計プラットフォームの画面例富士電機ではドライブ事業の拡大をねらい，永久磁石形
同期電動機（PMモータ）設計技術の体系化と革新を継続
している。その一つとして，要求仕様を満たすモータを短
時間で設計し，さらにインバータ駆動時の詳細特性を設計
時点で見積もる“PMモータ設計プラットフォーム”を構
築した。特徴は次のとおりである。

（1）　モータ仕様から各種パラメータを算定
（2）　モータ特性のパラメータ依存性を瞬時に算定
（3）　高調波を加味した電磁界解析
設計期間を従来の 1/3に短縮し，顧客に早く設計結果を

提供できるようにした。また，インバータ駆動時の熱減磁
を回避するため，高精度に磁石損失を見積もり，信頼性の

向上を図っている。

　盤構造設計プラットフォーム

三次元絶縁強調手法

三次元配線設計手法

盤全体の気流解析手法

盤の強度・振動解析手法
三次元CAD板金コスト自動算出手法

盤構造設計プラットフォーム

設計ツール化

図2　盤構造設計プラットフォームの概要パワーエレクトロニクス関連分野において，フロント

ローディング設計を実現する仕組みとして，盤構造設計プ

ラットフォームを開発した。

三次元 CADをベースとした設計ツールとして，板金
データから見積り要素を自動取得してコストを算出する手
法，各種技術基準の絶縁距離に対応した体積を持たせて安
全性を解析評価するためのオーバーコート手法，また，そ

の応用技術として流体解析時に部品を簡易モデル化して気
流解析をする手法などを実用化した。さらに，絶縁強調や

強度・振動解析手法についても実用化に向けて準備を進め

ている。

これにより，設計品質を向上させると同時に，設計のや

り直しを防止し，製品開発期間の短縮を図ることができる。

パワーエレクトロニクス
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　高度セキュリティ対応アクセス権限分割機能
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　安全計装システムの適用技術

　無線技術プラットフォーム

図4　アクセス権限分割機能の概要

図5　「MICREX-NX Safety」の安全コントローラと安全 I/O

無線ファームウェアプラットフォーム
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図6　無線技術プラットフォーム

近年セキュリティ管理の分野では「J-SOX法」への対
応などデータベースアクセスにおける厳密な権限管理が要
求され，従来のシステム単位やアプリケーション単位での

アクセス権管理では不十分となっている。そこで利用者
ID，部門や役割ごとにデータベースのアクセス権限を管
理する機能を開発し，自治体分野向け認証パッケージに実
装した。

本パッケージを使用すれば，業務アプリケーションは従
来のようにデータベースの管理者アカウントを使用しなく

ても利用者の権限に沿ったデータベースアクセスが可能と

なる。またアプリケーション開発や保守メンテナンス時に

データベース管理者アカウントを使用しないため，管理者
アカウント漏洩（ろうえい）によるセキュリティ事故が防
止でき，システムの高度セキュリティ対策が実現できる。

富士電機は，“Total Safety”を安全システム構築にお

ける基本コンセプトとし，機械安全・機能安全を包括した

トータル安全ソリューションの提供を目指している。

プラントの非常停止装置や防消火システムなどで導入さ

れる安全計装システム「MICREX-NX Safety」は，故障
発生のリスクを許容リスク以下に低減し，人命・環境・設
備に対して高い安全性を確保するシステムである。ドイツ

の第三者認証機関である TÜVから安全度水準 SIL3の認
証を取得しており，①設備規模に合わせたフレキシブルな

システム構成，②簡単・オープンなエンジニアリングツー

ル，③ DCSとの統合などの特徴を持つ。

タイ・電力庁向け複合発電タービン保護用安全計装シス

テムを 2009年 10月の出荷に向けて設計・製作中である。

特定小電力無線，メッシュ無線を対象に，無線技術の共
通プラットフォーム化を行った。

無線技術プラットフォームは，無線製品開発のための

共通設計ツールやシミュレータ，特定小電力無線機とメッ

シュ無線機のハードウェア，ファームウェアと共通部品，

ならびに無線機器の設置環境調査とシステム設計を支援す

るエンジニアリング手法と，現地の電波環境測定を手軽に

行えるエンジニアリングツールから構成される。また，製
品開発やシステム開発の各工程で必要な手順や確認項目を

まとめたドキュメント類も整備した。

今後，無線製品の開発工数削減，無線製品，無線応用シ

ステムの信頼性向上，エンジニアリングやメンテナンスの

効率化に貢献していく。

情報制御
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情報制御

生産技術

富士電機は，制御基盤技術の共通化とその効率的な利
活用を目指してプラットフォーム化を推進しており，PID
調節器のパラメータ調整システム「FePIDtune」の機能
拡充とモデル予測制御（MPC）エンジンの開発を行った。

FePIDtuneは，PID調節器のパラメータ調整を自動化す

るものであり，熟練した運転員や調整員以上に適切な調整
が可能となる。プログラマブルコントローラ「MICREX-

SX」との連携機能を整備することにより，現場サイドで 
の活用が可能となった。MPCは，PID制御では満足な制
御性能を実現しがたい多変数干渉系や制約のある制御対象
に対して有効な方式である。MPCエンジンはその実行部
を共通パッケージ化したものである。現在，焼却炉高度制
御などへの展開を進めており，今後より多くの制御対象に

適用を図っていく。

　制御技術プラットフォーム

システム構成

効果
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関連論文：富士時報 2008.2 p.126-129

図7　MPC実行・支援システムの構成

ソフトウェア設計において，構成する部品レベルの品
質向上が，アプリケーションソフトウェアの品質向上と設
計効率向上に大きく寄与する。本単体テスト支援ツールは，

新情報制御システム「MICREX-NX」の品質向上と設計
効率向上をねらったツールである。今回，統合コントロー

ラ「MICREX-SX」に対するサポート機能を開発し，ライ

ンアップを強化した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　プログラム作成ツールである「D300Win」と連携し，

必要なテストケースを効率的に作成できる。

（2）　過去に実施した全テストケースを自動で再テストでき

ることと，簡単に過去のテスト結果を改造後の期待値と

して流用できることにより，テスト工程における作業効
率向上とテスト品質向上を図ることができる。

　統合コントローラ対応の単体テスト支援ツールの拡充

fb_RS485_Err_Chk_1
fb_RS485_Err_Chk

R_LEN

C
P
U

P
S

R_END

S_ERR

ET

S_ERR_CNT

R_CNT

RS485_Rcv_Done

Send_Address

Rcv_Address

R_STS

Config

MICREX-SX

ＭＩＣＲＥＸ-NX
（AS）

ＭＩＣＲＥＸ-NX
（PLC-SIM）

テストケースの生成サポート

テストケース

単体テスト支援ツール

FB入力 FB出力

テストケースの
保存・再利用

D300Win
プロジェクト

テストレポート
の出力

スキャン同期信号

図8　単体テスト支援ツールの概要

製品の環境負荷を情報開示する LCAの新手法として

LIMEが独立行政法人産業総合技術研究所で開発されてい

る。新手法普及を目的に，経済産業省の支援を受け LCA
日本フォーラムにおいて LIME2WGが開催された。WG
には自動車，複写機，電機業界などの代表 12社が参加し

たが，富士電機は配電盤の新旧製品の比較評価発表を行っ

た。また 2008年 6月の公開セミナーでは，LIME手法を

適用して環境負荷を顕著に低減した事例として発表する機
会を得た。社会的関心を背景に，社会インフラ企業や新聞
社からの問合せが多くあった。

LIMEの特徴である統合化効果により，環境負荷を社会
コストとして試算でき，省資源化した新配電盤（一事例）

は約 40%の社会コスト低減効果を持つことが判明した。

　LIME手法による配電盤の LCA評価
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図9　LIME手法による高圧盤新旧機種比較
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　ポール巻付け型太陽電池電源実証実験

　ベアチップ多段積み技術

　保護継電器試験システム

図10　ポール巻付け型太陽電池外観

ベアチップ

ICパッケージ

ベアチップ
（ICパッケージ内）

図11　ベアチップ多段積みの概要

「MPS31」「MPS33」「LCA33」

自動リレー試験ソフトウェア

電圧・電流切替器

図12　保護継電器試験システム

太陽電池応用製品の一事例として，街路灯に富士電機の

アモルファス太陽電池を後付けするポール巻付け型太陽電
池電源の実証実験を行っている。昼間発電した電力をバッ

テリーにため夜間歩道灯の照明として使用し，発電量と負
荷のバランスを調査している。現在，太陽電池を屋根に取
り付ける方法が主流であるが，太陽光の地面反射成分を効
率的に集光できることや，積雪環境でも効率を上げること

ができることなどから，垂直面取付け方法も見直されてき

ている。

富士電機の太陽電池は軽くて曲がる長所を持ち，ポー

ル状取付けが可能であり台風などの強風被害が軽減できる。

この実験は大阪府八尾土木事務所に場所をご提供いただき

2009年 3月まで実施し，実験で得たデータを基に新製品
の開発を進めていく予定である。

近年，電子機器にはさらなる小型化，高機能化が求め

られている。しかし現状の ICパッケージなどの汎用電子
部品の実装分野では，実装の高密度化や部品サイズの極小
化は限界に達していると言われている。富士電機は，樹脂
パッケージングされていない半導体（ベアチップ）を，プ

リント基板に直接実装するベアチップ実装技術を開発し，

機器の大幅な小型化を実現してきた。

今回，さらなる小型化，高集積化の要求を実現するた

め，ベアチップの多段積み実装技術を開発し，実装面積を

約 50%小型化できた。この技術は，現在，携帯型医療機
器に適用されている。機器の小型化がこれを携帯する患者
さんのストレスを軽減するのに大きく役立っている。

保護継電器試験装置は多彩な電気量の発生が可能なこと

から，保護リレー試験から計器校正試験，発電所の運転状
態の模擬試験にも利用されている。

今回，従来の発信部を高速化することによりデジタル波
形合成や試験モードの機能追加を図った。これにより，試
験範囲の拡大と試験時間を短縮した。

追加機能と仕様は次のとおりである。

（1）　高調波モード（デジタル波形合成モードの追加）

（2）　動作・復帰時間の連続測定機能
（3）　リレー用電源内蔵，英文・和文切替え

　™  「MPS31」：電圧＝140V/0.5A×3相，精度＝＋－ 0.3%，
　　電流＝10A/5V×3相，精度＝＋－ 0.3%，質量＝20 kg
　™  「MPS33」：電圧＝140V/0.5A×3相，精度＝＋－ 0.3%，
　　電流＝30A/12V×3相，精度＝＋－ 0.5%，質量＝21 kg

生産技術
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　リモート監視モジュール

ドライブユニット

Web監視

Web
画面

コアH/W・F/W部
（SPCORE）

Ｉ/Ｆオプションボード

XMLデータ，ＤＢ管理
瞬時
URL

タグ名 名称 データ

データ データ

単位 データ

名称 速度 単位

3,600 r/minベース
速度

既存ツール

支援ツール

機種対応
FRENIC4000
シリーズほか

機種別
対応
定義

リモート監視
統一DB

ローダ
Ｉ/Ｆ機能

機種対応
Web画面

統一プロトコル
Ｉ/Ｆ

統一プロトコル通信

　コールセンタ，
ローカル監視ツール

コールセンタ

IP-VPN
インターネット

ローカル監視ツール
（Web監視，支援ツールなど）

100 r/min正転寸動
速度

100 r/min逆転寸動
速度

リモート監視モジュール

　CE業務支援システム

　モールド変圧器劣化診断システム

図13　リモート監視モジュールの概要

2006年度

実績データ登録環境

工業計器

保全実績
ＤＢ

①作業報告書

③設置
　環境
　データ

実績
データ群

①工業計器劣化診断機能

作業情報登録システム

2007年度
点検記録データ
管理システム

2008年度
工業計器劣化診断システム
障害修復支援システム

作業情報
登録機能

点検記録データ
管理機能

②点検記録データ

②障害修復支援機能

図14　CE業務支援システムの概要

高圧コイル

光反射率測定器 波
長
②
反
射
率

波長①反射率

マスターカーブ

劣化進行方向
初期値

測定値

しきい値

質量減少率

光反射率測定

図15　光反射率特性による劣化度診断

設備の安定操業・メンテナンス業務効率化のため，設備
を構成する機器・装置の“通常運転および不具合発生前後
の状態”をリモートで把握し解析する機能・支援環境が要
求されている。そこで，機器・装置に実装するリモート監
視モジュールおよび各種データを遠隔収集管理するセンタ

機能を開発した。その特徴を以下に示す。

（1）　SOAP/XMLを用いた統一プロトコルで，機種に依存
せず，セキュアなリモート通信を実現した。

（2）　機種固有のデータを蓄積する統一 DBと，データ監視
のためのWebサーバ機能のモジュール内実装ならびに

両者を容易に構築できる支援ツールを開発した。

（3）　製品異常発生時に迅速に詳細な状態把握を行い，機種
固有の解析サービスを提供するセンタ機能を開発した。

サービス分野では，経済産業省の「産業活力再成特別措
置法」に裏付けされるように，サービスの生産性向上が重
要視されてきた。今回，CE（カスタマーエンジニア）向
けに，①スピード，②安全，③保全費用最適化をキーワー

ドとして計装システムを対象にした CE業務支援システム

を構築した。主な特徴を次に示す。

（1）　作業情報登録機能：CEの現地作業を把握し，サービ

スの見える化を実現した。

（2）　点検記録データ管理機能：点検記録報告書作成時間の

短縮，点検データの傾向管理により保全提案を支援する。

（3）　障害修復支援機能：保全実績データから障害の原因被
疑箇所を予測し，障害修復時間を短縮する。

（4）　工業計器劣化診断機能：点検時の校正記録データを基
に統計的手法を用いて，劣化診断，保全提案を支援する。

モールド変圧器の劣化度を診断し，保守点検や更新計画
の指標とするため劣化度診断システムを開発した。モール

ド絶縁部は経年の熱劣化による質量減少と表面の酸化変色
に相関があることに着目し，質量減少と光反射率特性のマ

スターカーブを作成して診断手法を確立した。

診断は，モールド変圧器を停止させ，光反射率測定器を

用いて行い，短時間で判定できる。

診断結果は，初期劣化，劣化進行期，更新推奨時期の 3
段階劣化評価方式とし，従来の目視による定性的な診断か

ら定量的な診断が可能となった。この結果，劣化判定によ

る安定運用と更新時期決定に寄与する。

予防保全サービス

関連論文：富士時報 2008.5 p.227-231
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