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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，回転機，制御，センサ，生産および予防保全
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分野では，IGBTなどの電力用
半導体を適用した主回路設計における発放熱計算や冷却設
計手法，制御方式のシミュレーションやプログラム設計
ツール，磁気部品設計ツール，盤装置としての盤内気流解
析技術，EMC設計手法などをプラットフォーム技術とし

て開発してきた。現在，製品開発をコンカレントに行うた

め，これらのプラットフォームを統合化し，ものつくりに

連携した三次元 CADをベースに，構造，EMC，冷却な

どを一度に解析可能とする取組みを行っている。ドライブ

装置では，製品設計段階から安全を考慮した取組みが重要
である。そこで，機械安全規格 EN954-1 Cat.3に対応し

た機能を実現するための技術開発を行い，プラットフォー

ムとして製品展開することを可能とした。電源システムで

は，サイクル用途やスタンバイ用途において，装置の電力
変換方式とキャパシタや二次電池など蓄電デバイスとの最
適な組合せを実現することが課題である。これを解決する

ため，適用システムの充放電サイクルや電力補償量の解析，

さらにそれらに基づく蓄電デバイスごとの特性評価を行い，

最適適用技術を構築した。

産業用電動機の分野では，従来の誘導機に代え効率の高
い永久磁石形同期電動機（PMモータ）の採用が進んでいる。

富士電機では一般産業用から艦船用電気推進などの特殊用
途向けまで多くの PMモータを製作している。PMモータ

の拡大という市場の要求に対応するため，製品の迅速な市
場投入を目的として熱冷却，電磁気設計など設計ツールの

拡充と設計プラットフォームの構築を推進している。

制御技術分野では，共通化・標準化のプラットフォーム

化および新技術・基盤技術の開発を推進している。プラッ

トフォーム化においては，ソフトウェア開発を効率化する

3Rエンジニアリング環境を構築している。コンピュータ

およびコントローラのソフトウェア資産を適用分野によら

ず共有化可能とし，短期間に高品質のシステムが提供可能
となった。新技術開発では，エネルギー・環境，安全に特

化して推進している。次世代電力システムであるスマート

グリッド，工場・IDCなどの環境負荷低減を実現するグ

リーンファクトリー，グリーン IDC 技術，プラントシス

テムの安全評価を可能とするリスクアセスメント技術，各
種セキュリティ組込み技術などを開発した。基盤技術で

は，計測制御システムを構築するため，コンピュータレベ

ルの制御を可能とする C言語組込みコントローラ，フィー

ルド機器の一元管理を容易とする FDT/DTM適用技術な

どの開発を行った。生産実行システム（MES）では，現
場の見える化とともに，オンラインでの統計的プロセス診
断・予兆監視機能，設備の総合効率の管理機能を開発した。

センサ分野では，単体機器による計測から安全・環境監
視システムヘ適用範囲を広げ，放射線監視システム，タイ

ヤ空気圧監視システムなどを製品化している。今後，無
線・制御技術を融合したセンシングシステムで，安全・環
境分野ヘ展開する。

生産技術分野では，変種変量生産に対応する生産システ

ムにおいてリードタイム短縮と在庫圧縮を実現する工程設
計技術の開発，製造における化学物質規制と環境配慮型製
品に対応する情報システムの開発を推進している。

予防保全サービス分野では，近年老朽化した設備の増加
が顕著になっており，更新計画を低コストで安全安心を

保って実行することが注目課題となっている。これらに応
えるために各種診断技術を開発してきた。インバータでは，

老朽化機器の急増に対応するため，2008 年に実施した有
寿命部品の余寿命診断技術の開発に加え，プリント板の腐
食・塵埃（じんあい）劣化診断技術を確立し，2009 年度
の日本プラントメンテナンス協会の PM優秀商品賞（開
発賞）を受賞した。回転機軸受の振動診断技術を簡便に提
供するため，センサ技術と無線技術を融合した RFID 無線
方式の振動診断システムを開発してきた。2009 年度には

センサ分離化など，機能向上を図った。高機能なリモート

監視を富士電機の全製品で実現できるように取り組み，既
にドライブシステムと燃料電池で対応し，今回外付けモ

ジュールを開発して対応機種を拡張した。

共通技術
プラットフォーム

パワーエレクトロニクス

制御技術

予防保全サービス
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パワーエレクトロニクス

1　ドライブ機器の機能安全技術
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2　電子機器の構造設計プラットフォーム

3　蓄電デバイスの適用技術

図１　安全機能インバータの構成

CADデータ 解析データ 出力例

プリント板

構造 温度

ノイズ

図₂　CAD データと解析データおよび出力例
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図₃　新型キャパシタ，二次電池の適用マップ

欧州を中心に，機能安全に対応したドライブシステムへ

の要求が大きくなっている。機能安全に対応したドライブ

機器を使用する利点は次のとおりである。

⑴　パワー遮断回路の二重化に必要な遮断機器の設置が不
要となり，簡略な回路で機能安全に対応できる。

⑵　安全減速停止機能や速度制限機能など，安全機能を充
実させたので，幅広い応用分野への使用が容易である。

富士電機では上記の機能安全に対応したドライブ機器の

開発を行っている。主な特徴は次のとおりである。

⑴　ISO 13849-1（PL-d），IEC 61508（SIL2）適合
⑵　安全減速停止機能，速度制限機能に対応する独自速度
監視方式の開発

電子機器は年々小型・低コスト化が進み，より省スペー

ス・省資源かつ信頼性の高い製品が求められている。とこ

ろが，小型化すると部品間の熱や電磁ノイズの相互影響が

大きくなり，影響度を定量的に把握してバランスさせた最
適部品配置設計が重要な課題になっている。

富士電機では，詳細な構造三次元 CADやプリント板
CADデータを取り込んで，熱流体解析モデルと電磁界解
析モデルを作り，熱計算とノイズ計算を同時に行い，最適
な構造を設計するプラットフォームを開発している。

また，設計者の利便性を考慮し，解析ソフトウェアに合
致した CADモデリング方法や手順を確立し，設計上流段
階からデータを作り込むことで，設計進捗（しんちょく）

ステップごとに再計算できることに重点を置いている。

電源システムには電源設備容量の低減やエネルギーの有
効利用ならびに系統連系などの観点から電力アシスト，回
生電力吸収，電力品質改善などの機能向上が要求される。

これらの実現には，新型キャパシタ，二次電池など蓄電デ

バイスの適用は不可欠であり，充放電時間を基準とする出
力（kW），出力容量（kWh）ならびにサイクル寿命特性
を適用システムごとに評価し，最適な蓄電装置を構成する

必要がある。富士電機では電源システムへの蓄電デバイス

適用時の特性評価を行い，サイクル用途およびスタンバイ

用途電源システムでの蓄電装置の小型化，軽量化，長寿命
化，高サイクル化など，蓄電デバイスの最適適用技術を構
築している。瞬低対策装置への世界初のリチウムイオン

キャパシタの適用はその具体例の一つであり，最適化が図
られている。
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1　パソコン用C言語組込みCPUモジュール「SPH3000C」

プログラム管理
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コントローラ
基本
システム

コントローラ
プログラム

支援ツール

ダウンロード

C言語
FB C言語
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2　3Rエンジニアリング支援ツール

3　オンライン統計プロセス管理（SPC/MSPC）技術

図₄　C 言語オブジェクト組込み形式
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図₅　3R エンジニアリング支援ツールの機能
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図₆　「MainGATE MSPC」の機能

近年のコントローラ応用は，生産状況の監視，トレーサ

ビリティデータの蓄積，省エネルギー監視など，現場で

の監視制御の統合の必要性から情報処理領域との融合が

進み，従来パソコンで処理していたことも，コントローラ

で実施することが望まれてきている。「MICREX-SX」の

CPUモジュール「SPH3000C」では，これら情報処理機能
を容易に統合できるように，C言語オブジェクトの組込み

を可能とした。これにより，情報や管理系機能を，パソコ

ンではなくフィールドに適した高信頼な監視制御用コント

ローラで行うことができる。C言語オブジェクトの組込み

は，従来のコントローラのプラットフォームに C言語 FB
（Function Block）またはタスクを追加する形式としてい

る。これにより，開発期間短縮および品質の向上を図って

いる。

顧客から受注した情報・制御システムを構築するための

エンジニアリング業務は，ますます低コスト，短納期，高
品質での提供が要求されている。

富士電機では，「3Rエンジニアリングプラットフォー

ム」の開発に取り組んでおり，システム構築の 3R〔削減
（Reduce），再利用（Reuse），再資源化（Recycle）〕を推
進する上で，次のことを実現している。

⑴　分野別テンプレートおよびソフトウェア部品間の結線
によるプログラミングレスでのシステム構築の実現

⑵　部品間結線の保証ならびに部品間データの整合性を保
証することによる試験工数の低減

⑶　パソコンおよびコントローラで共通のエンジニアリン

グ環境の提供

「MainGATE SPC」「MainGATE MSPC」はプロセス

系および組立加工系の製造ラインにおける歩留り向上，品
質改善シミュレーションによる品質管理レベルの向上を目
的とした支援機能を持つ。主な機能・特徴は次のとおりで

ある。

⑴　MainGATE SPC：Xbar-R 管理図および X-Rs 管理
図による 1 変数の統計管理が可能
⑵　MainGATE MSPC：①通常の上下限値検出では見つ

けられない異常が多変量解析手法を用いて検出可能，②
品質に一番影響が与える入力変数を見つけることが可能，

③入出力変数の相関を保ったまま品質シミュレーションを

行い，品質評価値の最適入力値を見つけることが可能
本技術により，「MainGATE」の統計プロセス管理機能

を実現し顧客への高度な製品品質管理を提供する。

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.（54）.
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装置産業や大型機械を配置した専用加工設備を持つ工場
などでは計画的に設備総合効率を上げる改善が重要である。

「MainGATE/OEE・DTM」は，設備故障原因の分析
と特定，KPI（設備の品質率，効率性などの重要指標）計
算などにより，設備性能を分析し，設備の生産性の改善を

支援する。主な機能・特徴は次のとおりである。

⑴　KPIおよびその計算式は顧客のルールで定義可能
⑵　収集した設備稼動実績データから KPIを計算するた

めのデータ項目を定義された集計ルールに基づいて，シ

ステムが時，直（シフト），日，週，月などの単位に自
動的に集計し，KPIを自動計算することが可能

⑶　グラフ出力パターンをユーザが登録可能
⑷　ドリルダウン形式で設備故障原因，状態をチェック可
能

4　設備総合効率管理（OEE）技術

KPI ： Key Performance Indicator
  （業務の達成度を定量的に把握するための指標）
OEE ： Overall Equipment Effectiveness
  〔可用性（性能稼動率），稼動状況（時間稼動率），出力品質
  （良品率）の３側面から総合的に評価〕
DTM ： Down Time Management
  （時間範疇でKPIを算出し設備の生産性，故障率を分析管理）
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図₇　「MainGATE/OEE・DTM」の機能

制御システムのエンジニアリング環境に，オープンな 
FDT/DTM（Field Device Tool/Device Type Manager） 
技術を適用するためのプラットフォームを開発した。FDT 
はフィールド機器と監視・管理システムならびにエンジニ

アリングシステムとのデータ交換のためのフレームワーク

である。また，DTMは FDTのフレームワーク上で動作
する機器ソフトウェアモジュールであり，フィールド機器
に対しグラフィカルで分かりやすい操作性を実現する。

富士電機は，制御システムの垂直統合を実現する上で，

フィールド機器に対するエンジニアリング支援技術として

FDT/DTM技術を適用していくほか，管理・監視システム

における機器情報収集技術の核としても適用を図り，他社
フィールド機器を含めた容易なシステム構築を可能とする。

5　FDT/DTM技術を適用したエンジニアリング支援プラットフォーム

DTMDTMDTM

使用シーンに応じ
どこからでも自在に
ツール接続可能

コンフィグ
レーション

監視
（HMI）

アセット
管理 その他

アプリケーション

FDTフレームワーク

ソフトウェア
モジュール群

DTM

図₈　FDT/DTM 技術を使用した統合支援システム

インバータの劣化診断技術として，有寿命部品の余寿命
診断と環境による劣化診断を開発した。

余寿命簡易診断システムは，電解コンデンサ・冷却ファ

ンといった有寿命部品を対象とし，実測温度・運転条件な

どから劣化診断・余寿命診断を行う。

環境劣化診断システムはプリント板を対象とし，環境ガ

スや塵埃（じんあい）による劣化診断・余寿命診断を行う。

環境ガスによる配線パターン（銅はく）の腐食減肉と，塵
埃堆積（たいせき）による配線間インピーダンス減少を予
測し，劣化・余寿命を算出する。

診断システムにより，余寿命が定量的に算出できる。

1　インバータの劣化診断システム

時間（ｈ）

しきい値

運用期間

腐食劣化診断
マスタカーブ

余寿命

現在の
腐食膜厚

設置時（または
前回交換時）

腐食膜厚 ＝　 （時間，ガス濃度，温度，湿度）ƒ

腐食膜厚
（     ）m

図₉　環境劣化診断システム・腐食劣化のマスタカーブ
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予防保全サービス

2　RFID回転機振動診断システムの機能向上展開

Ethernet

無線振動センサ
 （標準型）

高機能型無線振動センサ
（分離型開発中）

送受信機

外部電源
供給

ＬＡＮアダプタ

3　リモート監視モジュールの機種展開 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.（40）.

図１₀　センサ分離高機能型を加えた新システム構成

中大インバータ 組込み型

富士電機
コールセンター　外付け型

外付け集合型
汎用インバータ

燃料電池
パワーエレクト
ロニクス機器
分析装置

図１₁　リモート監視モジュールの種類

回転機の保守業務支援ツールとして，RFID（Radio 
Frequency IDentification）回転機振動診断システムを開
発した。従来のオンライン型やポータブル型に比べ，振動
センサとの配線が不要なため，設備費と工期が大幅に改善，

既存設備への適用が容易，オンライン化による診断作業の

安全性・省力化・診断精度が向上し，保全業務の改善に向
けて適宜ユーザに適用されつつある。

現在，回転機が密閉状態の設置環境下でも無線が適用で

き，狭い箇所でも設置可能な小型センサを組み合わせた高
機能型や，外部電源駆動のオプションも用意した無線型振
動センサを開発している。現場環境，ニーズに対応したき

め細かい運用ができるように，ユーザの使い勝手の良いシ

ステム拡張を図っている。

プラントの納入から更新までのライフサイクルにわたる

安定操業，運転操作向上，メンテナンス効率化のため，プ

ラントのリモート監視が容易に実現できる環境やインフラ

の整備が要求されている。

富士電機では，プラントを構成する機器とそれらを遠隔
で監視するシステムとを容易に接続する機能として，リ

モート監視モジュールを開発し，富士電機が供給する全製
品への実装を進めている。このモジュールは機器に 1 対 1
に対応した組込み型と外付け型の 2 種類が用意されており，

中大インバータや燃料電池などに適用している。

上記の種類に加え，複数の機器の組合せに対応した外付
け集合型モジュールを開発し，さらなる機種展開を目指し

ている。
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