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　電機製品は，コンポーネント，コンポーネントを組み合
わせた装置，装置を組み合わせたシステム品（プラント

品）の三つに分けられるが，製品力の基礎はコンポーネン

トにあり，コンポーネントの FQCD（Function，Quality，
Cost，Delivery）を高めることが製品力を強くする基本で

ある。コンポーネントも複数の材料・部品やソフトウェア

からできている。材料が革新するとコンベンショナルな

ものに新たな製品が生まれ，高速演算が可能となると新し

いアルゴリズムのソフトウェアが生まれる。技術革新を素
早く捕らえ，プラットフォーム上に適用する仕組みを作
り，製品をタイムリーに創出することが大きな課題である。

富士電機のコアコンポーネントの代表例としてパワーエレ

クトロニクス（パワエレ），回転機，情報制御，予防保全
サービスを挙げ，以下にその取組みと展望を記載する。

　パワエレの分野では，製品の多様化が進んでいる。パワ

エレ製品は，情報機器に内蔵される 50Wの電源からアル

ミ精錬用 150MWの大容量整流器まで多岐に及ぶ。今ま

では用途ごと個別に設計された製品群であった。しかし，

パワエレ技術は次の 3要素，すなわち，

（1）　エレクトロニクス技術：半導体（パワーと制御）とそ

れらを組み合わせる回路技術
（2）　制御技術：古典制御や現代制御などの理論とプラント

制御技術やネット化技術
（3）　電力機器技術：変圧器，リアクトル，回転機のハード

ウェアの技術
から構成されることを考えると，3要素ごとに必要な共通
メニュー（技術やユニット）を用意し組み合わせて機器を

構成する方法が合理的で，QCDに優れた製品を生み出せ

る。今までこの思想の下に必要な基礎技術と基本ユニット

を拡充してきた。今後はこれらを適用して競争力のある製
品を創出していく。

　回転機の分野では，環境配慮・省エネルギー化，老朽化
更新需要などの民間設備投資および海外プラント案件が

好調に推移し，ここ数年可変速駆動用を中心に順調に生産
高を伸ばしている。可変速駆動では，誘導機からさらに小
型・軽量化，省エネルギー化を図った永久磁石を使用した

PMモータが特定用途向けに開発，製品化されてきた。永
久磁石利用の応用製品である車両用のリニアドアも海外に

輸出，試運転を経て，運転ダイヤに組み込まれた本格的な

営業運転が開始されている。このように永久磁石を利用し

た製品が，拡大の傾向にある。また電動機関連の規格の国
際化と相互認証スキームの拡大に対応するため，2006年
度に防爆電動機の Ex n，Ex e，Ex dの ATEX/IEC包括 
認証を取得した。

　情報制御の分野では，企業・団体の合併やグローバル化 
などを背景にさまざまなシステムの統合・連携が図られて 
おり，システムは多様化，大規模化，複雑化している。一
方，ユビキタス社会の実現に向け，分散化も進んでいる。 
また，これらを支える情報の処理，蓄積，通信の能力は

飛躍的に発展している。富士電機ではこれらの動向を踏
まえ，情報セキュリティ技術，高信頼・高性能Webシス

テム構築技術などのソフトウェア基盤技術，ならびにユビ

キタス社会のキー技術となる無線技術，機器組込みシス

テム技術に重点的に取り組んでいる。これらの技術を基
に監視制御システム「MICREX-NX」，製造管理システム

「MainGATE」や職員認証・原本性保証システム「Force 
Secure」などの商品の拡充を行った。今後も顧客ニーズ

にマッチした製品化に結び付くプラットフォームの実現に

向けて取り組んでいく。

　予防保全サービスの分野では，グローバルな視点での

サービス共通インフラの充実・整備に注力した。基幹イン

フラとなるコールセンターでは，戦略的に中国市場をター

ゲットにしたグローバル化を推進するとともに，リモート

監視環境の共通プラットフォーム化の充実を図った。さら

に，利用者への保全サービスを支援する機能拡充を図った。

また，油入変圧器高精度余寿命診断では，対象機種の拡大
を図り，診断実績の増加により利用者の保全計画への効果
的な活用が進んだ。従来から，ライフサイクルにわたって

利用者課題へのソリューションを提供し続けるサービスを

命題として鋭意努力してきたが，これらのライフサイクル

サービス基盤のさらなる展開により，今後も，利用者への

サービス充実に貢献していく。

共通技術プラットフォーム
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　UPSやインバータなどに代表されるパワーエレクトロ

ニクス（パワエレ）製品の主回路設計をサポートするツー

ル群の整備と，より高精度な解析を実現したシミュレー

ション技術を構築した。

（1）　パワーデバイスの発生損失の解析技術
　モジュールの並列接続，パワーデバイスの特性ばらつき，

および電気配線構造を考慮したパワーデバイスの発生損失
とジャンクション温度の計算を実現した。

（2）　主回路電気配線構造の解析技術
　電磁界解析技術を適用した主回路配線部のインダクタン

ス，抵抗分およびキャパシタンスの解析を実施し，電解コ

ンデンサやスナバコンデンサなどの最適容量設計や配線構
造設計のサポートを実現した。

パワーエレクトロニクス

回転機

　パワーエレクトロニクス装置を対象とした主回路設計技術
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図１　パワエレ製品の主回路設計をサポートするツール群

　中大容量変換装置の冷却設計技術
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図2　盤内気流解析およびヒートシンク温度分布解析例

　防爆電動機のATEX/IEC認証取得

図3　Ex d 電動機

　UPSやインバータなどの中大容量変換装置では，小型
化と高信頼性化を図るため高精度な冷却設計が必要である。

そこで，盤内気流分布とヒートシンク温度分布のシミュ

レーション解析による冷却設計手法を構築した。

（1）　盤内気流解析
　吸気口，電気部品・配線，ヒートシンク，送風ファンな

どの構成部材の適切なモデル化により，三次元気流分布解
析に基づく送風構造の最適化を図った。

（2）　ヒートシンク温度分布解析
　ヒートシンク形状と半導体素子内部構造（チップ配置）

の詳細なモデル化により，半導体チップごとの発熱条件に

基づく三次元温度分布を把握した。これにより，ジャンク

ション温度の許容値に対応した限界設計が可能となった。

　富士電機は，防爆電動機規格の国際化と相互認証スキー

ム拡大の動きに対応し，防爆形誘導電動機の ATEX/IEC 
包括認証を取得した。認証取得範囲は次のとおりである。

（1）　Ex n（ノンスパーク防爆）および Ex e（安全増防
爆）：枠番 225 S〜 710　出力範囲 55〜 5,000 kW（4極
機相当）

（2）　Ex d（耐圧防爆）：枠番 280M〜 400M　出力範囲
55〜 450 kW（4極機相当）を取得し，低圧機（枠番
225M〜 400M）を申請中（2007年 3月に取得予定）

　この包括認証取得により，Ex nと Ex dについては個
別認証取得が免除される。また，Ex p（内圧防爆）も現
在製作中で，ATEX/IECに対応した海外向け防爆電動機
のメニューをそろえた。
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情報制御

　コールセンターのグローバル化
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■各メソッドの最速・平均・
　最遅処理時間を出力
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　大規模Webシステムの性能評価技術

　油入変圧器高精度余寿命予測技術

中国フリーダイヤル

ユニバーサル
フリーダイヤル

顧客プラント設備

現場機器・機械

インターネット
VPN通信

富士電機コールセンター

フィールド支援
システム

リモート
統合サーバ

国
際
回
線

CRM24
顧客DB

支援
DB

リモート監視
共通プラットフォーム

盤
変圧器

ポンプ モータ 開閉器

図4　アプリケーション性能測定・分析ツール

図5　余寿命推定アルゴリズム

図6　グローバルコールセンター

　近年Webベースのシステム（Javaおよび汎用 OS，汎
用データベースを利用したシステム）が急増している中で，

従来のクライアントサーバシステムで適用してきた性能設
計基準やチューニング技術が利用できないことにより，要
求性能の実現に対する新たな課題が増えてきている。

　そこでシステム開発時に各プログラム（モジュール）の

実行時間と実行時の OSやデータベースなどのリソース消
費量を収集・解析する「性能測定・分析ツール」を開発し

た。

　開発者はプログラム設計・製作時から各プログラムと処
理実行によるリソースの消費関係を確認することが可能と

なり，具体的なボトルネックを抽出・特定し，性能問題の

未然防止が可能となった。

　富士電機独自の構造化ニューロとアンサンブル手法を組
み合わせることで高精度の余寿命予測を可能とし，平均余
寿命推定幅を従来のフルフラール法による「15年」から

「3年」へと大幅に向上させた。この技術は内外から高い

評価を受け，2005年度の日本プラントメンテナンス協会
「PM優秀製品賞開発賞」および日本電機工業会「技術功
績者表彰発達賞」を受賞した。

（1）　対象機種の拡大
 　2MVA以下の小容量変圧器のデータを拡充して高精度
化を図り，小容量から大容量まで対象機種を拡大した。

（2）　診断実績
 　2006年 8月までの 1年間で，130台（うち 15%は他社
品）の変圧器を診断した。

　富士電機コールセンターは「コールセンター」「リモー

トメンテナンスセンター」および「データセンター」の三
つの機能を保有し 24時間 365日でコールセンターサービ

スを提供している。2006年度はグローバル化を目指し順
次，機能を強化し，より一層のサービスの向上を図った。

（1）　中国フリーダイヤルの運用
 　中国全土を対象とする国際フリーダイヤルの設置，専門
オペレーターを配置し，中国国内の受付サービスを開始し

た。

（2）　リモート監視共通プラットフォームの構築
 　通信電文および通信プロトコルを規定し，従来より安価
で立上げが速いリモート監視サービスの提供を開始した。

（3）　フィールド支援システムの機能充実
 　保守業務の効率化を図り，サービス機能向上を推進した。
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