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富士電機の各事業を支える基盤技術としてシステム技術，

制御・安全ソリューション，パワーエレクトロニクス技術，

制御技術および計測技術の中から，その成果と今後の取組
みについて述べる。

システム技術分野では，制御技術の高度化要求，制御
技術による事業貢献に対応するため，制御技術プラット

フォームの開発を推進している。モデル予測制御をプラン

トに適用するため外乱オブザーバを応用し，外乱抑制性能
を大幅に強化した。また，他社に先駆け制御量・操作量の制
約も考慮可能な MPC（Model Predictive Control）を汎
用 PLC（Programmable Logic Controller）で実現した。

システム商品では，統合コントローラ「MICREX-SX」

とタッチパネル「MONITOUCH」をベースとした PLC 計
装である「富士 SX コンパクト計装システム」を開発した。

制御・安全ソリューション分野では，情報制御向けソ

リューション提供のために，高品質・短期開発，高メンテ

ナンス性（= 属人性の排除）を実現するソフトウェア開発
が必須である。そのため，開発フレームワーク（方式設計，

品質指標など）の統一，分野に依存しない共通ソフトウェ

ア群，適用分野の特性を織り込み，その分野向けに整備し

た部品，テンプレートの開発・整備を行い，それらをプ

ラットフォームとして活用している。今後もソリューショ

ン提供で開発した資産（ドキュメント，プログラムなど）

をプラットフォームに取り込み，拡充し利用していく。ま

た，既存システムとの連携で，より高度なソリューション

も実現可能であり，この連携を確実・容易に行うための共
通基盤も開発し，整備している。開発フレームワークを含
むプラットフォーム活用により，“IT+ 制御”のソリュー

ションを提供していく。

パワーエレクトロニクス技術分野では，産業用・車両
用・汎用など多くの用途に向け，電動機駆動装置や電源機
器など多くの機種を製品化している。これらの製品設計を

効率良く進め，性能・品質の向上を図るために，機能安全
設 計，EMC（Electromagnetic Compatibility）設 計，電
磁機器設計，冷却設計など規格対応を含めた共通技術のプ

ラットフォーム化を進めている。機能安全では，ハード

ウェア・ソフトウェア双方を対象とし，V 字プロセスを適

用した規格対応の設計技術を構築している。EMC，電磁
機器では，三次元 CAD・電磁界解析・電気回路解析ツー

ルを連携・連成させ，精度の高い解析結果に基づいたフ

ロントローディング設計を可能にし，規格対応や装置の小
型・軽量化を実現している。冷却設計では，冷却性能が高
く，今後さらに普及すると予想される水冷技術について，

回路網モデルを適用した手法を進めている。

制御技術分野では，共通技術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

フォーム化では，提案書や仕様書などの各種ドキュメン

トから，PC ソフトウェア，コントローラ・組込みソフト

ウェアまで，対象によらず共有し再利用を可能とする 3R
エンジニアリング環境を構築した。コントローラソフト

ウェアのシミュレーション機能も備え，エンジニアリング

工数の短縮および高品質なシステム開発が可能となった。

新技術開発では，エネルギー・環境技術に注力し開発を進
めている。地域エネルギーマネジメントシステムや次世代
電圧制御システムに代表されるスマートグリッド制御技術，

データセンターなどの省エネルギーを実現する空調最適化
技術，プラントシステムの環境負荷低減を実現するモデル

予測制御技術を開発した。基盤技術では，同期制御の高速
化により鉄鋼の圧延プラントや印刷機などの生産性向上を

実現する高速モーションバス「E-SX バス」と，それを内
蔵したコントローラおよび専用高速入出力機器を開発した。

計測技術分野では，エネルギー・環境，安全を中心に技
術開発を進めている。生産ラインやデータセンターの環境
負荷低減のため，循環空気量の最適制御に必要な風向風速
センサ，建造物の構造ヘルスモニタリングや地震観測が可
能な高分解能感振センサ，太陽光発電システムなどの微小
な漏れ電流を検出する交直両用の微小電流センサ，バッ

テリ駆動の超低消費電力メタンガスセンサを開発した。ワ

イヤレスセンサの実現にはバッテリ交換など給電の問題が

ある。その解決のためエネルギーハーベスティングやワイ

ヤレス給電についても技術開発を始めている。この給電に

関する技術と，MEMS（Micro Eelectro Mechanical Sys-
tems）技術の融合による超小型ワイヤレスセンシングシス

テムで，体内埋込みセンサなどの医療分野へも展開を図る。

システム技術
制御・安全ソリューション
パワーエレクトロニクス技術
制御技術
計測技術

ソリューション
プラットフォーム

［エネルギーと環境ソリューション］
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　省エネルギーを実現するモデル予測制御システム

図 1　「MICREX-SX」を用いたMPCシステム構成省エネルギーには，安定で迅速な制御性能が不可欠であ

る。モデル予測制御（MPC）は，従来の PID 制御では実
現が困難であった多変数干渉系や，長いむだ時間，運用制
約のある制御対象に対しても有効な制御方式である。富士
電機は，浄水場，エネルギープラント，焼却炉などへの適
用を進めてきた。

今後，鉄鋼や水処理などのプラント分野だけでなく，組
込み機器などより多くの分野で活用していくために，制御
量，操作量の制約も考慮可能な MPC を汎用コントローラ

「MICREX-SX」に搭載した。また，外乱オブザーバを応
用して外乱抑制性能を大幅に強化した。さらに，制御性能
評価・監視機能を搭載することで，制御性能の維持・改善
を容易にした。
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　「富士SXコンパクト計装システム」

図 2　開発効率の向上とスケーラビリティ「富士 SX コンパクト計装システム」は，富士電機の統
合コントローラである「MICREX-SX シリーズ」とタッチ

パネルである「MONITOUCH V8 シリーズ」，および PID
などの多様な内部計器や入力処理とを組み合わせた PLC 
計装である。「HEART-BELIEVE」を使用することによ

り，汎用ソフトウェアの Visio で作成した計装フロー図や

ロジック図（IBD）などの制御機能仕様書からプログラム

を自動で生成でき，容易なエンジニアリングが実現できる。

また，本システムはプロセス制御機能を提供するもので

あり，富士電機の各種上位監視制御パッケージ「FOCUS」，
銘柄管理システム「FLEX-BATCH」，製造管理システム

「MainGate」などと組み合わせたシステム構築ができ，設
備全体の監視制御システムへの拡張を実現する。
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　Safety 技術プラットフォームの構築

図 3　リスクアセスメント（RA）ツールのワークフロー安全・安心に関する基準がグローバル化し，企業への

要求レベルが高まる中，富士電機は，“リスクアセスメン

ト”から“保守・保全”に至る生産設備の全ライフサイク

ルにわたって，安全ソリューションの提供を開始した。こ

の中でも特にアセスメントの実施については，“エンジニ

アのレベルのばらつきが，そのまま顧客へのソリューショ

ン提供内容に反映される”という課題を抱えていた。そこ

で，Web ベースでインタラクティブにアセスメントを実
施できるツールと，国際安全規格に準拠した定型コンテン

ツや，過去のアセスメントから得たノウハウを蓄積するた

めのデータベースを構築し，Safety 技術プラットフォー

ムとして提供を開始した。これにより，顧客に対する安全
ソリューションの生産性や提供品質を高めることができる。
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　社会インフラ向け ITフレームワーク

図 4　社会インフラ分野ソリューション社会インフラ分野向けの共通プラットフォームとして，

情報フレームワーク，機能フレームワークおよびエンジニ

アリングフレームワークで構成する IT フレームワークを

開発した。コンセプトは次のとおりである。

⑴　業務とデータの関連を体系化した施設管理統合情報モ

デルを確立し，機能の部品化・標準化による再利用促進
およびソリューション力強化の基盤とする。

⑵　オープンかつスタンダードな技術を積極的に採用し，

柔軟性と拡張性を担保できるものとしていく。

⑶　アプリケーション方式，開発プロセスをテンプレート

化し，開発作業のさらなる工業化を目指す。
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　SOA基盤構築によるシステム間連携

図 5　システム共通基盤の概念図IT の活用が一般的となり，業務を効率化するために IT
システムを導入した結果，担当部門ごとに固有のシステム

が運用されていたり，企業内変革により統合されたシステ

ムに移行したりと，システムは急激に複雑化している。そ

のため，“人手によるシステム間連携”や“業務別に連携
システムを構築”といった事象が起きている。富士電機は，

それぞれのシステムの機能を“サービス”とすることで，

組み合わせて利用できる“SOA”というシステム構築手
法を用いたシステム間連携基盤（SOA 基盤）を開発した。

この SOA 基盤を共通に利用し，富士電機の得意とする

現場や業務系システムと基幹系システムの機能を組み合わ

せて有機的に接続することで，経営に必要な現場情報や業
務情報の見える化が容易に行える仕組みを提供する。
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　エネルギーマネジメント・ソリューション

図 6　エネルギー管理における垂直統合プラットフォーム産業分野の省エネルギー（省エネ）に対する顧客ニーズ

は，インバータ導入や消費電力の少ない機器への交換から

工場・事業所全体のエネルギー（電気・熱）管理へと広
がっている。このため，IT とコンポーネントを組み合わ

せた垂直統合ソリューションを実現するプラットフォーム

を整備し，展開を開始した。特徴を次に示す。

⑴　現場電力計測ユニットと監視コンテンツを実装した監
視制御装置（「@E.Terminal」など）で省エネを設備ご

とに監視
⑵　分散した事業所間を無線により計測する広域監視
⑶　膨大なエネルギーを利用する製鉄所エネルギーセン

ターの構築で得た技術や機能を一般産業向けにスマート

化し，電気・熱の供給を含めたエネルギー最適化運転
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　磁界解析技術の変圧器への適用

図 7　変圧器構造物の磁束密度解析例パワーエレクトロニクス機器に必要不可欠な電磁機器で

ある産業用大容量変圧器などの各種変圧器やリアクトルへ

適用する磁界解析技術を開発した。

この磁界解析技術の特徴は，製品設計工程に適用でき

る簡便さであり，構造設計用三次元 CAD データを利用し，

変圧器の設計時点での高精度な性能予測，開発・設計期間
の短縮を実現した。

変圧器やリアクトルに使用する各種構造材料の磁化特性
について，富士電機独自のデータベースを構築し，磁界解
析に利用している。これにより，従来は解析が困難であっ

た漏れ磁束の詳細な挙動や局部加熱，変圧器漂遊損失の発
生部位を定量的に把握することが可能となり，変圧器構造
の最適設計，さらに性能と品質の向上に活用している。
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　汎用インバータにおけるEMC（伝導EMI）設計技術

図 8　EMC（伝導EMI）対応設計フロー近年，パワーエレクトロニクス機器は，小型化・低価格
化・高信頼性に加え，低ノイズ化への要求が高まっている。

従来の開発手法では，この対応のために装置製作後に測定
試験を実施することで適合性の確認をしてきた。

富士電機では，新たに EMC（伝導 EMI）評価をフロン

トローディング化する設計技術を確立し，汎用インバータ

の開発設計への適用を進めている。

この技術の適用により，装置製作前に伝導 EMI レベル

を定量的に把握し，事前に対策を施すことで，装置製作後
の評価期間を大幅に短縮できる。解析精度の低い開発初期
段階では，十分なマージンを確保して設計し，解析精度が

向上する開発工程の後半において，部品定数や構造を最適
化する。
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　パワーエレクトロニクス機器用水冷プラットフォーム

図 9　水冷システム構成例と熱流体回路網モデルパワーエレクトロニクス機器の大容量化に伴い，大型化
する機器の小型・軽量化のニーズが高まっている。そのた

め，冷却方式も従来の主流である空冷に加えて水冷が増加
している。水冷方式は空冷方式に比べ，5 〜 10 倍の冷却
性能を実現可能である。富士電機では，電気自動車，風力
発電などの環境対応型製品への取組みを強化しており，こ

れら変換装置の冷却方式を水冷にするため，次に示すプ

ラットフォーム技術の構築を進めている。

⑴　高性能ヒートシンクの設計技術
⑵　小型・軽量化構造の設計技術
⑶　水循環系（ポンプ，配管ほか）の最適設計技術
⑷　耐食性評価・寿命設計技術
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　インダストリアルオートメーション用無線システム

図 10　インダストリアルオートメーション用無線システムインダストリアルオートメーション用無線規格 ISA 
100.11 a に準拠した無線システムを開発した。

ISA 100.11 a 無線システムは，各種センサと接続する無
線モジュールとコンセントレータから構成される。コンセ

ントレータは無線ネットワークを管理するシステムマネー

ジャ，ネットワークのセキュリティ機能を管理するセキュ

リティマネージャおよびゲートウェイ・バックボーンルー

ティングの各機能を持つ。

ISA 100.11a は，工業環境で必須である高信頼性・多機
能性を兼ね備えた無線ネットワークであり，本システムの

導入により，工場やプラントなどにおいて，有線でのネッ

トワーク構築が困難な場所への設置や一次的な設置などシ

ステム構築の自由度を高めることができる。

制御技術

コンセントレータ

無線モジュール

センサ

無線モジュール

センサ

無線モジュール

センサ

ホスト（SCADA，DCS・PLC）

：ISA100.11a
無線システム

ゲートウェイシステムマネージャ

セキュリティマネージャ バックボーンルータ

　FDT/DTM技術を適用したネットワークコンフィグレータ

図 11　ネットワークコンフィグレータの構成制御システムの垂直統合の実現を目指し，FDT/DTM
技術を適用したネットワークコンフィグレータを開発した。

本ツールは，オープンな技術である FDT のフレーム

ワークと，このフレームワーク上で動作する DTM（フィー

ルド機器の支援を行うソフトウェアモジュール）で構成
される。制御システムのネットワーク構成定義や通信パラ

メータ設定，モジュール動作設定などのネットワークコン

フィグレーション機能を，統一した環境でシームレスかつ

グラフィカルにわかりやすく実現した。

本ツールにより，DTM をサポートしている他社フィー

ルド機器を含めて，システム構築を容易にする。

DTMDTM

ネットワーク
コンポーネント一覧

ネットワーク
構成定義

相互接続設定デバイスパラメータ設定

ネットワークコンフィグレータ

ソフトウェア
モジュール群

DTM

FDTフレームワーク

　ドライブソリューション向け高速バス「E-SXバス」

図 12　ドライブソリューション向け高速バス「E-SXバス」ドライブソリューションに必要とされる機能には，超
高速，高精度同期伝送のほかに大容量入出力や透過メッ

セージ通信，ループバック機能などがある。「E-SX バス」

は，これらの機能を併せ持つ複合型モーションネットワー

クである。主な特徴は次のとおりである。① 67 ワード

/0.25 ms，640 ワード/1 ms の高速リフレッシュ，周期誤
差＋－1 µs の高精度制御が可能，②局間同期機能により，32
局の出力タイミングの同期を誤差＋－1 µs 以下で実現し，高
精度位置決めが可能，③伝送速度 100 Mbps，局間 100 m/
総延長 1 km，238局/入出力 4,096 ワードの大規模構成，

透過メッセージによるドライブ機器の 1 か所支援が可能，

④断線時のループバック機能，システム縮退継続運転，断
線個所特定を実現し，保守性が向上

FVR-C11

800

FVR-C11

800

断線

E-SXバス

縮退継続運転（断線時）

入出力リフレッシュ性能：
67 ワード/0.25ms，640 ワード/1ms
周期誤差±1µs

Ｅ-ＳＸバス
マスタコントローラ

距離：局間100m/総延長1km
伝送速度：100Mbps

出力同期性能：±1µs
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　レーザ応用計測技術

図 13　エアロゾル複合分析装置地球環境保護の観点から大気環境・水環境の監視が要求
されている。従来は測定現場で人手で行っていた分析を，

富士電機は半導体レーザなどを用いて自動的に行えるよう

に，次に示す技術を開発している。

⑴　気体（ガス）が特定の波長の光を吸収する特性を利用
して，温室効果ガスを監視するガス分析技術

⑵　大気汚染物質である直径 2.5 µm 以下の超微粒子
（PM2.5）へのレーザ照射により発生する散乱光で粒子
濃度や粒径を測定する微粒子計測技術
レーザ光を用いる計測の利点は，高速応答・高精度であ

る。また，レーザ素子も近年の技術進歩により故障するこ

となく長期間の連続測定が可能である。今後もさまざまな

大気や水の汚染物質を監視する技術を拡大していく。

計測技術

空力学レンズ レーザー散乱検出部

1.4m

粒子ビームを
生成 物理組成を計測 化学組成を計測

質量分析部

　微小電流計測技術

図 14　微小電流計測技術太陽光発電などの再生可能エネルギーやデータセンター

などの交直両用システムにおいて，絶縁低下や感電による

漏れ電流を検出する交直両用の微小電流計測技術を開発し

た。主な特徴は次のとおりである。

⑴　巻線を施した高透磁率なナノ結晶磁性薄膜で形成した

トロイダル磁心に，導体を貫通させた堅牢な構造のため

配電盤などの過酷な環境でも使用可能〔図⒜〕

⑵　自励型フラックスゲート方式の採用により小型〔コア

外径 20×7（mm）〕，低消費電流（約 15 mA）で広い電
流範囲（15 〜 500 mA）の検出が可能〔図⒝〕

⑶　過大電流が印加された場合は発振周波数の増大により

検出できるため，保護機器への適用も可能〔図⒝〕

今後，無線化などにより，適用範囲の拡大を図る。

（a）センサ外観 （b）電流計測性能
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　MEMS加工技術

図 15　シリコン多段加工例富士電機は，センサやアクチュエータの性能向上のため

に MEMS 加工技術の高度化に取り組んでいる。主にシリ

コンを加工材料として，三次元加工技術の高度化をプラズ

マエッチング技術で実現してきた。近年は段差部分へ適用
するフォトリソグラフィ技術を組み合わせることにより，

多段形状の実現に取り組んでいる。この多段形状形成技術
の実現によって，センサやアクチュエータの複合化などの

高機能化や小型化に大きく貢献している。

今後はこの技術を最大限に生かし，新しいセンサやアク

チュエータを開発し，環境・エネルギー分野を支えるデバ

イスの創出に寄与していく。
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