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技術成果と展望

かつて地球は限りなく広く大きいと感じられていましたが，文明の発
達とともに狭くなり，有限であると認識されるようになりました。温暖
化に見られるように人間の活動が地球にとって脅威になりつつあること

も分かってきました。こうしたことから，安全・安心で持続可能な社会
の実現は，人類共通の課題になっています。富士電機は，電気・熱エ

ネルギー技術の革新の追求により，エネルギーの利用効率を最大化する

製品を創出することで，その実現に貢献したいと考えています。「技術
成果と展望」は，一年の成果を集大成し，今後の展望を示したものです。

新しい社会を構築するための鍵がここにあると信じています。皆さまに

少しでも参考になるところがありましたら幸いです。
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新しい年を迎えて

新しい年が，明るく平和な一年でありますようお祈

り申し上げます。

2011 年 3 月に発生しました東日本大震災による原

子力発電所の事故や電力不足の顕在化は，社会・経済

のあり方を問うことになりました。エネルギー政策の

見直し，省エネルギー意識のいっそうの高まり，電力

の安定供給対策の必要性が認識されるなど，私たちの

意識の変化も促すことになりました。2012年 7月には，

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）が始

まり，太陽光発電や風力発電を中心に急速に再生可能

エネルギーの普及が始まっています。このように，安

全・安心で持続可能な社会の実現に向かって一歩を踏

みだした一年であったと思います。

富士電機は，2012 年 7 月に新ブランドステートメ

ント“Innovating Energy Technology”を制定しま

した。このステートメントには，電気・熱エネルギー

技術の革新の追求により，エネルギーの効率利用を

最大化する製品を創出し，安全・安心で持続可能な社

会の実現に貢献するという想いを込めています。また

10 月には，富士電機リテイルシステムズ株式会社を

吸収合併し，富士電機の熱エネルギー技術と自販機事

業で培ってきた冷熱技術を融合させ，そのシナジーを

さらに生かせる体制としました。

当社の“エネルギー関連事業”は，次の三つのコア

から構成されています。①創業以来培ってきた，電気

を自在に操るパワーエレクトロニクス技術を活用した

パワー半導体，パワーエレクトロニクス機器，回転機，

受配電・制御機器といった電気エネルギー技術をベー

スとしたキーコンポーネント，②火力・地熱発電など

大型プラント，各種誘導加熱機器，冷温熱技術を駆使

した自動販売機といった熱エネルギー技術をベースと

したプラントおよび機器，③電気・熱エネルギーを最

適に制御するための計測技術やエネルギーマネジメ

ントシステム（EMS：Energy Management System）

をベースにしたソリューションです。

このような“エネルギー関連事業”を支える，電気

エネルギーを安全・安心に効率的に供給・利用する技

術や無駄なく熱エネルギーを活用する技術，それらを

最適に制御する技術の開発に研究資源を集中していま

す。

中でも，シリコン（Si）の次世代を担う炭化けい

素（SiC）などの素材のパワーデバイス開発とその適

用製品の開発に注力しており，シリコンでは実現でき

ない低損失や小型化を実現した SiCデバイスを適用

したインバータを開発し，発売いたしました。さらに，

インバータ以外にもパワーコンディショナ（PCS）な

ど，SiCデバイスを適用した超低損失・超小型化を実

現するパワーエレクトロニクス製品の開発を加速して

まいります。また，当社独自の Siデバイスの逆阻止

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）素子を適
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用し，付属機器を一体化した世界最高レベルの高効率

太陽光発電用 PCSなど，高効率で特色ある機器を開

発，発売しております。このように，パワー半導体技

術とパワーエレクトロニクス技術のシナジーにより，

電気エネルギー技術の革新をいっそう推進してまいり

ます。

熱エネルギー技術の中でも，ヒートポンプ技術は，

省エネルギーに大きく貢献する技術です。富士電機

は，熱エネルギーと電気エネルギーの技術を融合させ，

ヒートポンプ技術を適用した省エネルギー性能が高い

データセンター空調システムを開発しました。また，

商品を冷やすときに発生する排熱や外気を熱源として

取り入れる画期的なハイブリッドヒートポンプ方式の

自動販売機を開発し，発売しました。この自動販売機

は，ヒートポンプ方式導入前と比較して 75%もの省

エネルギーを実現し，節電に大きく貢献しております。

さらに，100〜 200℃の熱水で発電するバイナリー発

電システムの容量拡大を実施しました。還元井に戻し

ている地熱発電後の熱水を利用する“ハイブリッド地

熱発電システム”により，さらなる地熱エネルギーの

有効活用を図ることが可能となります。このような熱

エネルギー技術の革新にも積極的に取り組んでまいり

ます。

電力不足が顕在化する中で，再生可能エネルギーの

大量導入やエネルギーの有効活用を狙ったスマート

コミュニティの実現に向けた動きが活発化しています。

富士電機では，エネルギー需給を最適化する EMSを

開発し，スマートコミュニティ実証事業に参画してお

ります。北九州市では，地域の EMS（CEMS）や工

場の EMS（FEMS），ビルの EMS（BEMS），店舗の

EMS（REMS）の開発・実証を進めております。そ

こで実施されている CEMSとスマートメータを使用

する社会実証では，電力需要に応じて電力料金単価を

変動させるダイナミックプライシングにより，夏季に

最大 13%の節電効果が確認されております。

一方，アジア・中国市場を中心にしたグローバル市

場展開に向け，汎用インバータや UPSなどについて，

価格，性能など，現地のお客様のニーズに合致した製

品開発を推進しています。さらに，グローバルなサプ

ライチェーンの構築を進めるとともに，タイや中国

などの海外生産拠点現地での設計（地設）や部材調達，

生産を前提とした生産部門と一体となった開発の取組

みも強化しています。

富士電機は，社会のニーズを的確に把握しながら，

電気・熱エネルギー技術の革新を追求し，エネルギー

関連事業を通じてグローバル社会に貢献していく所存

です。皆様のご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げま

す。

取締役社長
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“エネルギー技術の革新により，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献する”富士電機株式会社と，
“技術を社会へ”をテーマにグリーン・イノベーションを推進する独立行政法人 産業技術総合研究所
（以下，産総研）は，SiC の研究開発をはじめとしたエネルギー分野で，長年にわたり協力関係にある。
産総研理事の矢部彰氏を迎え，今後の研究開発と社会貢献のあり方などについて，富士電機執行役員の
江口直也と意見を交換した。

SiC をはじめエネルギー分野で連携
江口　産総研と富士電機は，SiC（炭化けい素）をは

じめとしたエネルギー分野で協力関係にあり，いろ

いろな成果を生み出しています。本日はその産総研
の理事でいらっしゃる矢部さんとの対談が実現し，

大変楽しみにして参りました。どうぞよろしくお願
いします。

　　富士電機は，電気・熱エネルギー技術の革新によ

り，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献する

という方針のもと，次代の技術開発に取り組んでい

ます。もともと電気エネルギー技術や熱エネルギー

技術で広く社会に貢献してきた富士電機ですが，昨
今のエネルギー問題や環境問題を受け，より一層，

エネルギー技術にフォーカスしていこうと考えてい

ます。

　　電気エネルギー技術と熱エネルギー技術を中心に

し，これらを最適に制御するエネルギーマネジメン

ト技術を合わせた三つの技術分野で，コア技術を育
てながら事業展開を図っています。

矢部　産総研は，ちょうど 21 世紀になる 2001 年に誕
生しました。電総研，計量研，機械研など研究分野
ごとに分かれていた旧工業技術院の 15の研究所を

統合・融合し，ミッションに重点を置いて再編しま

した。その結果，基礎研究だけでなく，企業との協
力による応用研究，実用化研究にも注力できるよう

になりました。研究開発の成果が産業化に至らず

眠ったままになることを“悪夢”や“死の谷”と呼
びますが，そこを乗り越えるような方法論の開発が，

産総研に課せられた使命と思い，取り組んでいます。

独立行政法人 産業技術総合研究所
理事
矢部 彰

富士電機株式会社　執行役員
技術開発本部長
江口 直也

研究開発の融合と連携による
社会貢献の促進
−エネルギー技術の革新を目指して−
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年頭特別対談“研究開発の融合と連携による社会貢献の促進”

江口　実用に重きを置いた研究は，企業の立場からす

ると非常にありがたい取組みです。“産学連携”や

“産官学連携”，“オープンイノベーション”という

言葉は以前からありましたが，形ばかりが先行して

なかなか内容が伴いませんでした。産総研はそこに

真っ向から挑んだ。日本の産業に活力を与える有効
な取組みと確信しています。オープンイノベーショ

ンを活用して当社から産総研に人を派遣して，一緒
に研究開発を行っていますが，実用化に向けて本当
にやれていて，おっしゃっていることが本当に実態
として行われていると感じております。

　　矢部さんは，産総研の中では環境・エネルギー分
野を統括されていますね。

矢部　産総研の研究は，環境・エネルギー，ライフサ

イエンス，ナノテクノロジー・材料・製造，情報通
信エレクトロニクス，地質，計測・計量標準の六つ

の分野に分かれています。私の統括する環境・エネ

ルギー分野は，エネルギー問題，環境問題など非常
に大きな使命を帯びた分野で，それだけに研究者の

数も多く，ポスドクや企業から派遣された方を合わ

せると，産総研の研究者全体の約 4分の 1の 1,700
名近くが従事しています。

　　環境・エネルギー分野では，大きく三つのテーマ

に取り組んでいます。一つは再生可能エネルギーの

有効利用や省エネルギーなど，エネルギー技術の推
進です。二つめは物質のリサイクル，物質の循環の

推進。もう一つはエネルギーや環境の技術の評価方
法の開発です。

オープンイノベーションの新しい形
 TPEC
江口　矢部さんが統括されている分野が，富士電機に

とってもコアな分野であることを改めて認識しまし

た。

　　富士電機が，今，最も力を入れている分野は，次
世代パワーデバイスとして注目されている SiCで

す。その研究開発については，産総研と模索の段階
から一緒にやらせていただいています。

矢部　現在のインバータもそれぞれコンパクト化が図
られてきましたが，SiCのような新しい材料を用い

たデバイスを組み込むことで圧倒的なコンパクト化
が図れます。鉄道や自動車などのインバータはこれ

までスペースをかなり占めていましたが，SiCデバ

イスを入れることで体積や重量が数分の一になり設

置する上での制約が大幅に減るわけです。インバー

タが普及すると，大雑把に試算して日本全体のエネ

ルギー使用量の約 6%もの省エネの実現が期待でき

ます。日本のエネルギー問題をより良い方向に持っ

ていくためにも，SiCインバータの実用化は大変重
要な技術ではないでしょうか。

　　産総研は 2010 年 4 月，先進パワーエレクトロニ

クス研究センターを設立し，SiCなどのワイドバン

ドギャップ半導体による高機能な電力変換技術の実
用化研究に，より本格的に取り組むこととしました。

　　また，産総研では新たな産学官連携の仕組みと

して，“産業変革研究イニシアティブ”を以前より

推進していますが，その一環として富士電機と株式
会社アルバックにご参加いただき，2009 年度から

2011 年度にかけて 3 者共同で“SiC 量産試作研究お

よびシステム応用実証”を行いました。それまで確
立してきた SiCの基礎技術をデバイスに組み込んだ

ものをサンプルの形で量産して，さまざまなシステ

ムメーカーにその高い性能とコンパクトさをアピー

ルでき，大きな成果を得ることができたと思ってい

ます。

江口　富士電機から参加した者には，研究開発者の他
に，工場の現場で毎日ラインに携わっているメン

バーも含まれており，これまでと全く違う取組みで

あり，マネジメントでも大変な面がありました。し

かし，2009 年度から 2011 年度のこの成果は，まさ

に実用につながるものであり，富士電機にとっても，

あるいは今後の日本の産業にとっても，非常に重要
であると私は確信しています。

矢部　われわれとしても非常に貴重な経験をさせてい

ただきました。それをもう一歩進めた新しい組織
が，2012 年 4 月創設の TPEC（Tsukuba Power-

Electronics Constellations）です。富士電機，アル

バック，産総研に住友電工株式会社を加えた 4 者が

メインメンバーとなり，全体で約 30 機関で運営し

ています。入口から出口までを見ながら，ある場合
には川上から川下まで連携を取りながら，時にはラ

イバルとして種々の目標に取組みながら実用に近づ

けていく。このやり方で，やがては世界の省エネル

ギーを引っ張っていけるところまで行けるのではな

いかと，われわれも全力投球しているところです。

江口　これまでは，ライバル同士の企業が集まって一
つのことをやり遂げるというのは難しいものがあり

ました。しかし，今の日本の置かれている状況を考
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えたときに，SiCのような技術で世界をリードする

ことは非常に重要であると参加各者が認識しており，

協力していくことが暗黙の了解になっています。こ

こで得られたスキルをそれぞれが共有して，それぞ

れの事業に生かすことが必ずできると考えています。

SiCで世界をリードしなくてはいけない。そういう

思いです。

矢部　技術的には今まさに“死の谷”を乗り越えよう

としています。こういうときにこそ各者が協力し

合って，急いで一つのものをつくり上げないと，世
界の競争には勝てません。オープンイノベーション

が非常に大事な状況なのです。

江口　SiCは，低い損失や高い耐圧などだけでなく，

例えば，自動車のエンジンの中でも使えるといった

さまざまな面で潜在能力はとても高く，とことん

使いこなすとなると 1 者ではとても手に負えない。

TPECは材料からアプリまでいろいろな企業が入っ

ていますから，英知を集めればさまざまなアイデア

が出て実現できるのではないかと期待しています。

　　富士電機では，今あるパワーエレクトロニクス機
器すべてにおいて SiCを使う方向で検討していま

す。SiCはシリコンで作るよりも軽く，小さくなる

ことはよく知られています。SiCだとシリコンの場

合よりも仕様がワンランク下のデバイスでも使えそ

うだということが分かり，こういうことも考慮に入
れ試算すると実はイニシャルコストやランニングコ

ストも安くなるということが分かりました。無停電
電源装置（UPS）やパワーコンディショナ（PCS），
インバータ，マトリックスコンバータ，サーバ用の

スイッチング電源など，いろいろなものを一気に作
り上げようと，2012 年 10 月より動き出したところ

です。

矢部　非常に頼もしいお話です。SiCはかなり難しい

デバイスですから，複合技術が必要となります。小
手先の技術でまねできるものではありません。いっ

たんやり遂げれば，長い時間にわたり世界をリード

していけると期待しています。

江口　これまでの産総研との共同研究の中で，量産ラ

インをつくったときにどのくらい厳密な工程なのか，

どれぐらいの投資規模でどれぐらいの回収が見込め

るのか，というデータも得ることができました。本
格的な量産の一歩手前までを解析することは，これ

までの産官共同ではなかったことで，実用化の観点
からは画期的な取組みではないでしょうか。富士電
機ではそうしたデータを基に見積もりし，SiCに関
する量産設備の構築を加速します。

矢部　実用化のために必要なデータを解析することは，

“死の谷”を越えて世界をリードするために欠かせ

ない要件と考えています。

ヒートポンプで熱エネルギーを有効利用
江口　ここまで電気エネルギーについてお話ししてき

ましたが，富士電機では“エネルギー技術の革新に

より，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献す

る”という経営方針の下，熱エネルギーにも注目し

て，上手に使いこなす技術について考えています。

　　熱エネルギーは，質的にいえば最終段階のエネ

ルギーで，捨ててしまう部分が多い。ある試算によ

れば，日本の年間の 1 次エネルギーは約 20,000ペタ
〈注〉

ジュール，石油に換算すると約 4.8 億トンになりま

すが，その内 45%が最終的には熱となって捨てら

れているそうで，膨大なエネルギーが無駄になって

います。

　

〈注〉 ペタ：1015

江口 直也　えぐち なおや
　1954年生まれ。1980年富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）
入社。2006 年富士電機システムズ株式会社取締役。2009 年富士電機
アドバンストテクノロジー株式会社代表取締役社長。2010 年富士電機
システムズ株式会社取締役執行役員常務。2011 年 4月から富士電機株
式会社の執行役員となり，技術開発本部長を兼務している。
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矢部　熱エネルギーは私の専門分野です。

　　熱エネルギーは結構たくさん使われており，産総
研でいうと冷房・暖房，クリーンルームの空調など

で産総研全体のエネルギー消費の半分ぐらいを占め

ています。産総研ではここ 5 年間で，総エネルギー

の 15% 削減を実現しました。その大半は熱エネル

ギーの有効利用です。産総研のエネルギーの年間支
払額は約 40 億円でしたから，15%ということは 6
億円を節約できたことになります。6 億円を研究費
に回すことを考えると，熱エネルギーの有効利用は

大事なことだと思いますね。

　　熱エネルギーの有効利用は，ヒートポンプの進歩
が支えています。ヒートポンプの性能には，使っ

た電気に対して何倍の熱が出るかという COP
（Coeffi  cient of Performance：成績係数）が用いら

れますが，今は市販のヒートポンプでも 6 倍くらい

まで出ます。例えば，暖房するのに昔だったら 1キ
ロワットの電気ヒータが必要だったところが，今は

その 6 分の 1の 170ワットのヒートポンプエアコン

があれば，同じ 1キロワットの温熱が出ます。

　　もはや暖房，給湯などは化石燃料を燃やす時代で

はなくなりました。エネルギーの一つの形態である

電気エネルギーが，暖冷房，給湯という熱エネル

ギーの大きな用途に介在する時代になったのです。

私は一大イノベーションだと思っています。

　　熱エネルギーは冷暖房を含めて大事なエネルギー

ですが，実はわれわれはまだ随分もったいない使い

方をしており，まだまだ削減できる余地は大きいの

です。

江口　ヒートポンプのお話が出ましたが，富士電機は

自動販売機を作っており，2012 年，ヒートポンプ

の熱利用を高度化したモデルを発売しました。冷却
室の排熱だけでなく，外気の熱も使って加熱室の温
度を調整する仕組みで，前年モデルに対して 40%
レベルのエネルギーを削減できました。自動販売機
は 15 年かけて 5 分の 1にまでエネルギーを削減し

てきましたが，さらにこの 1 年で一気に 40% 下げ

たということで，ヒートポンプの絶大な効果を実感
しています。

矢部　熱エネルギーを作り出すヒートポンプは，日本
が世界を引っ張っていく製品ですが，それを自動販
売機のようなシステムとして組み上げていくところ

が実はすごく大事で，世界に対して省エネ技術をア

ピールできるのではないかと思います。

　　もう一つ，将来の実現を目指して皆で検討してい

るのが産業用高温ヒートポンプシステムです。社会
では排熱が今，まだあまり使われないで捨てられて

います。そこから熱をくみ上げて，ヒートポンプで

160℃ぐらいまでに持っていくというものです。現
在，産業用ではボイラが使われていますが，ボイラ

は長い配管を必要としますから，熱損失が大きいの

が欠点です。その点，ヒートポンプは個別に必要な

箇所に取り付けることができますし，地球温暖化低
減技術としても有効です。

　　オールジャパンの知恵を集めて，ぜひそういう研
究開発ができればと考えています。

地熱で培ったバイナリー発電の技術
江口　ところで産総研では，未利用熱エネルギーシン

ポジウムをされていますね。

矢部　そうです。排熱利用やヒートポンプによる昇
温利用に 30 年ぐらい前から取り組んできています。

再生可能エネルギーですと，どこで風力が強いかを

表したマップがありますが，どこの工場でどのくら

いの熱が捨てられているという，未利用熱を表した

マップはありません。そうしたマップがあれば，工
場内やコンビナート内で熱を有効活用できる可能性
が高くなると思い，努力を重ねているところです。

矢部 彰　やべ あきら
　1952 年生まれ。1979 年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程
機械物理工学専攻修了。工業技術院機械技術研究所入所。1995 年エ
ネルギー部流体工学研究室長。1997 年極限技術部量子技術研究室長。
1998 年機械量子分子工学特別研究室長を兼務。1999 年機械技術研究
所企画室長。2001 年独立行政法人産業技術総合研究所マイクロ・ナノ
機能広域発現研究センター長，中国センター所長，循環バイオマス研究
ラボ長，産学官連携推進部門長を歴任。2008 年から独立行政法人産業
技術総合研究所理事を務める。環境・エネルギー分野研究統括を兼務。
現在，日本機械学会 筆頭副会長でもある。
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江口　熱を熱として使ったり，あるいは熱を途中で電
気に変えたり，低温の温水や工場の排熱を使ったバ

イナリー発電も考えられますね。

　　低い温度で捨てていた地熱を電気に変えるという

ことも含めて考えると，熱エネルギーによる省エネ

をもう少しブラッシュアップできそうです。

矢部　富士電機は，地熱発電で非常に大きな実績をお

持ちです。本当は工場排熱である冷却温水を使った

発電ができるともっと良いのですが，投資回収年が

長いので難しいですね。ただ，そういう熱エネル

ギーも大事にしなくてはいけない時代になっていま

すから，発電をするのがいいのか，昇温して利用す

るのがいいのか，どのようなシステムに利用できる

かなどを含めて検討できれば，とても有益な開発が

できると思います。

江口　地熱発電では当社は，地中から吹き出してくる

熱水から取り出した蒸気を使って発電するというフ

ラッシュ方式を得意としてきました。200℃を超え

る蒸気を取り出した後に残った熱水を減圧して低圧
蒸気を取り出したり，低圧蒸気を取り出して残った

熱水をもう一度減圧してさらに低い圧力の蒸気を発
電に利用したりといった，ダブルフラッシュ方式や

トリプルフラッシュ方式を採用しています。この方
式を，ニュージーランドのナ アワ プルワ（NAP）
という地熱発電で採用し，2012 年，日本電機工業
会（JEMA）で最優秀賞をいただきました。これは，

地熱発電として単機容量で世界最大となる 140メガ

ワットの発電容量があります。さらに最近は，低温
の熱水を使って沸点の低い媒体を気化させて発電に

利用する，バイナリー発電の実用化を進めています。

　

矢部　地熱発電は，再生可能エネルギーの中でも最も

安定して供給されるエネルギーですが，日本ではな

かなか普及できておらず残念です。熱エネルギーの

上手な利用法について，今，皆で知恵を出していま

すから，富士電機にはぜひ，続けて頑張っていただ

きたいと思います。

江口　ポテンシャルの高い地熱利用が国内でもっと活
発化するように望みますし，また地熱発電の利用が

広がるように尽力して参ります。

分散型エネルギーへの取組み
江口　ところで，産総研では分散型エネルギーネット

ワーク技術の研究を行っているそうですが，その点
についてお聞かせください。

矢部　東日本大震災の後，再生可能エネルギーを最大
限利用したいという世論が高まりました。そこで，

産総研は福島県郡山市に，再生可能エネルギーの研
究拠点を新設します。そこではいろいろな再生可能
エネルギーの実証試験ができます。変動分が多いエ

ネルギーが入ってきたときに，どういうふうに対応
していくかをテストベッドという形で，ここで検討
していきたいと思います。

　　東日本大震災の被災者の方とお話をした際に，「大
震災の後，1 週間ぐらい電気が来なかったが，一方
で太陽光はさんさんと降っている。太陽光発電で公
民館だけでも電気があれば，寒さもしのげる」と言
われ，経済性とは別の課題で，自立型の生活基盤の

エネルギーシステムが必要だと気付かされました。

　　このように，防災上のエネルギー拠点や，エネル
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ギーを有効に使うデマンドレスポンスに対応する手
法など，分散型エネルギーに関しては，まだ研究開
発すべき課題が多くあります。今後とも，力を入れ

ていきたい分野です。

江口　富士電機も北九州市でスマートコミュニティの

実証プロジェクトに参加しており，その中で目玉と

なっているのはデマンドレスポンスです。次の日の

予想気温に応じて電気料金の価格帯を変えるダイナ

ミックプライシングという手法を採用していますが，

これによって興味深い結果が出ました。電気料金が

高くなると電力使用量が減り，結果として電力需要
のピークをカットすることができました。

　　このような消費者心理を考えに入れると，太陽光
で発電量が増加したときはエネルギーを蓄積するの

ではなく，電気料金を下げて消費を大きくするとい

う方法も考えられます。再生可能エネルギーを普及
させていくためには，多面的な捉え方が必要になっ

てきますね。

矢部　おっしゃるように，経済性によるデマンドレス

ポンスも重要なカギになります。

江口　節電によって電気料金が節約できたという経済
的なインセンティブだけでなく，クリーンエネル

ギーを使用することで CO2の発生を抑え環境に貢
献できるというインセンティブと合わせて，総合的
に考えていけるといいですね。

“死の谷”を乗り越える方法論
江口　こうしてみると，今後のエネルギー技術は社会

との関係性の中で語られることが多くなるように感
じます。

矢部　先ほど少しお話ししましたが，産総研は“技術
を社会へ”をテーマとしており，われわれが技術開
発したものが社会に役立つことが非常に大事だと

思っています。しかし，実用化研究から製品化まで

の間には“死の谷”があり，さらに製品化して市場
で生き残るまでの間には“ダーウィンの海”という

試練が待ち構えています。

　　一例を挙げましょう。産総研の胸を張れる発明に

炭素繊維があります。1950 年代に世の中に先がけ

て産総研の関西センターの進藤という研究者が発
明し，1970 年代に東レ株式会社をはじめとする繊
維業界で実用化されました。実用化して研究開発
の“死の谷”は超えましたが，企業の事業部として

は，その後の技術開発で産業規模を大きくしてい

くことがとても大変なわけです。繊維メーカーは炭
素繊維を釣りざおやゴルフシャフト，飛行機にまで

拡大し，1,000 億円近い市場を育て上げてきました。

“ダーウィンの海”も乗り越えた成功例といえるで

しょう。

　　われわれはいろいろな国の研究開発に立ち会って

きましたが，かなり多くの技術が“死の谷”を乗り

越えられないで忘れられていきます。

　　どのようにしたら“死の谷”を乗り越えられるか。

私は汎用的な方法論があるのではないかと感じてい

ます。一番良い用途を早めにしっかりと把握する，

経済性の試算を基礎研究にフィードバックして，重
要な研究を重点化するという方法の他に，SiCの場
合のように，ある程度の製品を作りサンプル出荷と

いう形で社会に対して見せて，社会から技術を受け
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入れてもらうのも有効な方法です。実際に見ること

で，これなら自分たちも作ってみようとなりやすい。

“死の谷”を乗り越えるためにも，われわれはオー

プンイノベーションに力を入れていきたいと思って

います。

ロードマップで実用化研究を評価
江口　社会で使われてこそ生きる技術であるというこ

とを，研究者が意識として持つことが大切ですね。

産総研では研究者への意識付けをされたのでしょう

か。

矢部　独立行政法人になってから意識付けをかなり

しっかり行いました。ようやく 10 年かかって皆の

意識が変わってきたと実感しています。

　　木からエタノールを作る，生物プロセスと化学プ

ロセスを併用するバイオマスエネルギー変換システ

ムに関しては，産総研が世界で初めて経済性の試算
を行いました。その論文が学会で賞をいただいたこ

ともあり，いかにして技術を実用化まで持っていく

かという視点が大切であることを，今では皆が共有
しています。

江口　実用化への取組みについては，どのようにして

研究者を評価しているのですか。

矢部　われわれはロードマップ評価と呼んでいますが，

クリアすべき技術や，社会に受け入れられるかどう

か，経済性があるかどうかなど，技術を実用化する

までにやるべきポイントをロードマップという形に

描いてもらいます。それを見ながら，今どこまで来
ているか，ということを評価していきます。

江口　それは素晴らしい取組みですね。特に基礎研究
は出口を見失ってしまいがちですし，評価もまた難
しい。ロードマップ評価をぜひ，参考にさせてくだ

さい。

交流の中から人材や技術が生まれる
江口　産総研には国内外，男女問わず，さまざまな研
究者がいらっしゃると思います。

矢部　外国籍の研究者は 600 名近くいますし，世界の

さまざまな機関・研究所とも包括協定などを結びな

がら，情報交換ネットワークをつくっています。環
境・エネルギー分野は，地球全体の温暖化を防止す

る意味でも日本だけで取り組むのではなく，海外と

の連携が不可欠です。皆で一緒になり国際標準を作
るべく，努力を続けているところです。

江口　富士電機もグローバル化を見据えて，海外拠点
を急ピッチで増やしています。ただ，中核の研究は

日本主導でやっていますから，研究者は日本で採用
していますが，外国籍の研究者はまだ数パーセント

に過ぎません。今後はパワーエレクトロニクスをコ

アにしていくことから，その分野の研究者を幅広く

採用したいと考えていますが，グローバルに優秀な

人材を集めるのは容易ではないと感じています。

矢部　パワーエレクトロニクスは，日本主導でかなり

の部分まで研究開発を進められると思います。ただ，

米国エネルギー省の研究所と一緒になって研究した

経験からいうと，議論をしているうちに自分では考
え付かない発想が飛び出してきて，それが融合され

て新しいアイデアになることがよくあります。われ

われが考え尽くした後に，考え方の違う人たちと議
論するのは，イノベーションの一つの姿ですし，グ

ローバル化の大事なポイントでもありますから，ぜ

ひ，目指していただきたいですね。

江口　富士電機について言いますと，筑波大学にパ

ワーエレクトロニクスの講座を設置します。この講
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座を受講し，パワエレに興味を持つ若者が

増えることを期待しています。

矢部　2012 年夏に，“TIA（Tsukuba Inno-

vation Arena）パワーエレクトロニクス・

サマースクール”を 3 日間開催しましたが，

100 名以上の参加者の内，半分は大学院生
で半分は企業の若い人たちでした。材料・

デバイス系とアプリケーションの両方の視
点から学ぶことができて，普段どちらか片
方しかやっていない人にとっては，全体像
が見渡せたと思います。また，富士電機の

重兼副社長にも，講師としてパワエレの産
業応用の観点からお話ししていただきまし

た。皆が目を輝かせて生き生きと聞いてい

たのが印象的でした。これも人材育成の一
つのやり方ではないかと思います。

　　やはり最後は人が肝心ですので，そうい

う人が育てば良い技術も出てくるのではな

いでしょうか。

江口　私もそう思います。産総研や筑波大学
のように，先生や研究者がそろっている中
で，最先端のことが学べるというのは素晴

最終的に国民全体が元気になる状態にしていただき

たいと思います。

矢部　TPECという活動を通じて SiCのパワーエレ

クトロニクス技術を社会に出し，それが世界に広
まって，世界の省エネが進むことがわれわれの夢で

あり，そのために皆で最善を尽くしたいと思ってい

ます。おそらくわれわれができることは，組織をう

まく運営してミッションを達成することも一つです

が，それ以外にも，例えば世界に進出したときの国
際標準はどうあるべきか，あるいは技術のリスクに

ついて社会とどのように折り合うか，そういうとこ

ろだと思います。

　　世界のエネルギー・環境分野を牽引（けんいん）

できる英知が日本にはあります。皆さんと協力して，

ぜひ，成功例にしたいと思います。これからもよろ

しくお願いします。

江口　これからも技術的，人的な連携を深め，日本を

元気にすることはもちろん，世界のエネルギー・環
境の問題に貢献していきたいと思います。本日はど

うもありがとうございました。

らしい環境です。筑波大にパワエレの寄附講座を設
ける目的は，大学と産総研そして企業が連携するこ

とでデバイスから回路までの真に実用的な技術を身
につけた人材を育てることです。ここで育つ人たち

は将来大いに活躍してくれるものと考えます。

矢部　産総研の若手研究者も，富士電機の方々が真剣
に厳しい議論を交わす雰囲気の中で研究開発を進め

ているうちに，何が今は求められていて，どこが大
事な基礎研究のポイントなのか，ということが分
かってきたようです。お互いが良い刺激をし合って

こそ，技術は伸びていくのではないかと実感してい

ます。

エネルギー技術で日本を元気に
江口　日本の企業は，今，自信を失いかけているよう

に思います。特に電機メーカーはそうした気持ちが

強い。しかしながら，エネルギー・環境の分野で日
本は世界を完全にリードできる技術を持っています。

それを実用化すれば，日本は再び元気を取り戻すこ

とができます。産総研には知の部分でわれわれ企業
をリードし，日本の技術を同じベクトルへ向かわせ，
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技術開発本部長 

1. まえがき

新年あけましておめでとうございます。

東日本大震災の被災地復興のために，新しい社会・コ

ミュニティの構築が計画されており，2012 年 4 月には，

スマートコミュニティマスタープラン策定地域として会
津若松市など 8 地域が経済産業省から指定され，具体的
なプラン策定が始まりました。また，2012 年 7 月から開
始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT：
Feed in Tariff ）が始まり，太陽光発電，風力発電など急速
に再生可能エネルギーの普及が始まっています。

このような中，富士電機は，2012 年 7 月に新ブランド

ステートメント“Innovating Energy Technology”を制
定しました。このステートメントには，電気・熱エネル

ギー技術の革新の追求により，エネルギーの効率的な利用
を最大化する製品を創出し，安全・安心で持続可能な社会
の実現に貢献するという想いを込めています。この想い

の実現のため，富士電機では，電気エネルギーを安全・安
心に効率的に供給して利用する技術や，無駄なく熱エネル

ギーを活用する技術，ならびにそれらのエネルギーを最適
制御する技術の開発に研究資源を集中することにより，特
徴あるコンポーネントや技術を活用したシステムおよび

ソリューションを開発しています（図1，図2）。本稿では，

その概要について紹介いたします。

2. 富士電機のエネルギー技術

2.1　電気エネルギー技術

電気エネルギー技術では，パワーデバイス技術，パワー

エレクトロニクス（パワエレ）技術を核に，この二つの技
術のシナジーを生かして省エネルギー（省エネ）につなが

るコンポーネント製品とソリューションを開発しています。

パワーデバイスでは，低損失化・低ノイズ化・小型化・

高信頼性化を狙い，IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran－
sistor）モジュール，MOSFET（Metal-Oxide-Semicon-
ductor Field-Eff ect Transistor），ディスクリートデバイ

ス，パワー ICを開発しています。特に IGBTモジュー

ルでは，デバイス裏面から V字形状の溝を形成する新プ

ロセスを高度化し，1,700V 耐圧の RB-IGBT（Reverse-

Blocking IGBT）を開発しました。大容量市場へ向けて，

ベース材料としてAlSiCを採用した 3.3 kV IGBTモジュー

ルの系列拡大を行いました。この新ベース材料の採用によ

り，ヒートサイクルおよびパワーサイクル寿命を数倍向上
させました。さらに小容量向けに，インバータエアコン用
小容量 IPM（Intelligent Power Module）を開発しました。

フィールドストップ（FS）型トレンチゲート構造の IGBT
を高速 FWD（Free Wheeling Diode）と組み合わせるこ

とにより，エアコン運転時間の約 80%を占める軽負荷時
の損失を約 25% 削減しています。IGBTモジュールのさ

らなる最適化設計を進めるため，半導体デバイス，回路お

よび熱構造の連携解析を構築しました。この手法により，

電気特性の誤差を従来手法の 1/4に，熱特性の誤差を従来
の 1/2にそれぞれ改善できました。

これまで主流であった Siデバイスの物性限界を超えて

劇的に損失を低減する次世代デバイスとして，SiC（炭化
けい素）や GaN（窒化ガリウム）による化合物半導体の

開発を進めています。

SiCのショットキーバリアダイオードではサンプル供給
を進め，このデバイスを使用して，国内初となる産業用イ

成果と展望

電気・熱エネルギー技術の革新

図1　富士電機の技術
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ンバータの量産を開始しました。損失を従来製品に比べて

20% 減らしています。また，SiC-MOSFETの量産化にめ

どを付け，SiCデバイスが持つ性能を最大限発揮する All-

SiCモジュールの開発を進めています。

All-SiCモジュールは，従来のワイヤボンディングに替
えて銅ピンを使用するとともに，熱伝導の良い Si3N4（窒
化けい素）を使用した絶縁基板や新規開発の高耐熱性エ

ポキシ樹脂を適用し，高放熱・高耐熱性を確保しています。

さらに，低インダクタンス構造も適用しており，Si-IGBT
モジュールの半分のフットプリントを実現しました

⑴

（図3）。

図4に示すように，この All-SiCモジュールを 9 台組み

込み，三相 3レベル回路に適用した出力 20 kWの太陽光
発電用パワーコンディショナを試作し，従来機比 1/5の
小型化と主回路の効率 99%を実証しました

⑵

。このように，

SiCデバイスの特長を生かしたアプリケーション側の回路
技術開発も併せて実施しており，低オン抵抗チップ技術，

パッケージ技術，回路技術の三つの技術のシナジーを発揮
させながら革新的な製品を開発していきます。

パワエレ機器は，前述のパワーデバイスの特性を最大限
生かした低損失な機器の開発を進めています。

再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始とともに国
内のメガソーラーの設置が急増しています。このような中，

独自技術である AT-NPC（Advanced T-type Neutral-

Point-Clamped）3レベル変換回路を適用し，スイッチン

グ損失とフィルタ損失を大幅に低減した世界最高クラスの

変換効率 98.5%を実現した容量 1,000 kWのメガソーラー

用パワーコンディショナを開発し，発売しました。スイッ

チギア，変圧器などの周辺機器と一体化し，基本機能が

パッケージ化されているため，現地据付け工事・組立作業
の短縮，工事・建設費用の削減を実現できます（図5）。

鉄鋼プラントなどの大規模設備での省エネに貢献する駆
動装置として，最大出力 3,000 kWの高性能ベクトル制御
形インバータのスタックタイプを開発しました。インバー

タ機能とコンバータ機能を分離したスタックタイプであり，

また，複数のインバータを並列に使用して 1 台のモータを

駆動するダイレクトパラ接続技術が適用できます。この場

熱エネルギー技術電気エネルギー技術

制御技術

パワーエレクトロニクス

パワーデバイス

マイクログリッド
ネットワーク

スマートビル
（BEMS）

スマートファクトリ
（FEMS）

スマートストア
（REMS）

鉄道

データセンター
（グリーン IDC）

受変電設備
直流配電設備風力

太陽光 地熱・バイナリー

火力

ショーケ－ス

自動販売機

IH加熱装置

燃料電池

基盤・先端技術

EV＆充電
ステーション

図2　富士電機の技術と製品

（a）Si-IGBTモジュール

（b）All-SiCモジュール
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図3　All-SiC モジュールのフットプリント
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合，1 台のインバータが故障しても残りのインバータで運
転継続が可能で，お客さまの設備容量に応じた最適な組み

合わせと冗長化を実現しています。

工場の生産設備やオフィスビル，商業施設では，省ス

ペース・省エネで信頼性の高い受配電設備や制御システム

を構成することの重要性が増しています。これに応える受
配電・開閉機器として，機械装置や制御盤などの小電流回
路の保護用に，32〜 63AF 小形低圧遮断器・漏電遮断器

を開発しました。また，図6に示すように電流－電熱－バ

イメタル湾曲量の連成解析を行い，ヒータの発熱量を最小
限に抑えることで業界最小クラスの小型化を実現した小形
サーマルリレーを開発しました。太陽光発電システムなど

の高電圧化に対しては DC1,000V 対応の無極性遮断器・

開閉器を発売しました。また，対地静電容量のアンバラン

ス補正アルゴリズムを適用し，高信頼な受配電システムを

実現する Ior 絶縁監視ユニットならびにスタンドアロン形
の電力監視システムを容易に構築できる SDメモリを搭載
した電力監視ユニットの開発を行いました。

2.2　熱エネルギー技術

熱エネルギー技術では，火力発電や地熱発電のように高
温度の熱を効率良く活用する技術，ならびにデータセン

ターや自動販売機，ショーケースなどのように，温冷熱を

効率的に利用する技術を開発しています。

沖縄電力株式会社向け吉の浦火力発電所 1・2 号機とし

て，一軸式のコンバインドサイクル発電システムを富士電
機として初めて納入し，2012 年 11 月に営業運転を開始し

ました。シーメンス社のガスタービンと富士電機の発電機
および蒸気タービンを一軸上に配置し，発電機と蒸気ター

ビン間にクラッチを挟んだものです。クラッチの採用によ

るガスタービン起動と蒸気タービン起動の最適化により，

起動損失の低減を図りました。天然ガスを燃料とするコン

バインドサイクル発電システムは，蒸気タービンのみで発
電する従来型の火力発電システムと比較し，発電効率が高
く，CO2 排出量が少なく，起動・停止が容易で運用性に優
れるなどの利点があり，近年採用が拡大しています。

ショーケースでは，スーパーマーケット向け省エネ型
ショーケースを開発し，発売しました。冷凍冷蔵ショー

ケースは，前面から吹き出す冷気の流れでカーテンのよう

に外気を遮り，庫内の冷気を保ちます。熱流体シミュレー

ション技術を駆使して，エアカーテンの風量や流れを精密
に解析し，冷気の吹き出し部や商品棚の構造を大幅に見直
して徹底的な省エネを実現しています。このショーケース

の導入により，1 店舗当たりのショーケースと冷凍機の総
合消費電力の 30% 削減を実現できます。

（a）All-SiCモジュール

（b）パワーコンディショナ主回路部

図4　太陽光発電パワーコンディショナへの適用

図5　メガソーラー用パワーコンディショナ

温度
上昇値

高

低

図6　電流－電熱－バイメタル湾曲量の連成解析の例
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ヒートポンプ技術は，省エネに大きく貢献する技術で

す。富士電機は，間接的に外気を導入し，ヒートポンプを

使用して効率的に空調を行う間接外気冷却システムを開発
し，空調用電力消費が大きいデータセンターなどに適用し

ています。また，商品を冷やすときに発生する排熱を外に

捨てずに利用して，飲料を温めるというヒートポンプ技術
を適用した自動販売機を業界に先駆け市場へ投入しました。

さらに，商品冷却時の排熱だけではなく，外気が持つ熱を

熱源として取り入れるハイブリッドヒートポンプ方式を開
発しました（図7）。本方式では，圧縮機をインバータに

より駆動すると同時に，独自に開発した電子膨張弁を制
御し，負荷との整合性を考慮した冷熱制御を行っています。

その結果，自動販売機の設置時などの高負荷時に対応する

ときを除き，ヒータが不要となる省エネ技術を構築しまし

た。これにより，ヒートポンプ導入時に既にエネルギー消
費の半減を達成していましたが，さらにハイブリッドヒー

トポンプ方式により 30%の省エネを実現しました。

冷熱・温熱を効率良く伝熱するために，従来のフィン

&チューブ熱交換器と比較して冷媒から空気への熱移動
が容易で，熱交換性能を大幅に向上できるオールアルミニ

ウム熱交換器を開発しました。この熱交換器は，冷媒配管

流路を複数持つ多孔管構造であること，フィンを波型形状
でろう付け接合して一体化することなどにより伝熱性能を

向上させています
⑶

（図8）。この熱交換器は，前述のハイブ

リッドヒートポンプ方式を適用した自動販売機に使用して

います。

このような特徴ある熱技術を活用し，今後は，工場，オ

フィス，流通倉庫，データセンターなど向けに，幅広い熱
エネルギーのマネジメント技術を開発し，電気エネルギー

に加え，熱エネルギーの省エネに貢献していく予定です。

2.3　制御技術

電気エネルギー技術や熱エネルギー技術を駆使し，安
全・安心で持続可能な社会を実現するためには，蓄電や

蓄熱も含めた電気エネルギーや熱エネルギーの最適な制
御技術が欠かせません。そのような制御技術として，エネ

ルギーの需要側と供給側の情報を双方向に通信し，その情
報を基にエネルギーを有効に活用し，省エネを実現する

EMS（Energy Management System）の開発と実証を進
めています。

工場，店舗，ビルなどのエネルギー需要家側のエネル

ギー消費を見える化するとともに，各種の省エネ機器を導
入し，それらを最適に制御する FEMS（Factory Energy 
Management System） や BEMS（Building and Energy 
Management System），REMS（Retail Energy Manage-
ment System）の開発を進めています。これらの EMSを
構築する上で共通する部分をプラットフォーム化し，シス

テム開発を効率的に実施できるしくみを構築しました。そ

れぞれの EMSは，後述するスマートコミュニティの実証
事業の中で開発し，その効果の実証を開始しました。

エネルギーの効率的な使用や資源の循環的活用，環境保
全など，コミュニティ全体の持続可能な発展を目指したス

マートコミュニティという概念が注目されています。これ

は，電力グリッドに電力の最適な需給制御を行う機能を持
たせ，再生可能エネルギーの導入拡大や電力消費抑制を狙
うスマートグリッドの概念を大きく広げた構想です。こ

こでは，次に示す多くの技術やソリューションが有機的に

組み合わされます。再生可能エネルギーを活用した電力供
給をはじめ，熱エネルギーも含めたエネルギー供給の効率
化・グリーン化，各 EMSによりエネルギー消費を最適に

制御した省エネビルや工場・店舗，環境にやさしい交通シ

ステム，安全で安定した上下水道や廃水処理などです。

富士電機は，スマートコミュニティの実証プロジェクト

に参画しながら，これらの技術開発を進めています。国
内では，北九州市における地域節電所を核とした地域エ

ネルギーマネジメントシステム（CEMS：Cluster Energy 
Management System）の開発・実証に参画しています

（図9）。CEMSによるエネルギーの最適制御，蓄電池によ

る電力安定化，スマートメータの活用による需給制御，病
院や工場，店舗のエネルギー最適制御などの技術開発を行
い，それらシステムの実証を開始しました。CEMSとス

電子膨張弁

熱
交換器

循環量可変
（ＰＷＭ制御）

圧縮機

図7　ハイブリッドヒートポンプ方式

ルーバフィン ヘッダー管

多孔管

図8　オールアルミニウム熱交換器
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マートメータを使用し，電力需要に応じて電力料金単価を

変動させるダイナミックプライシングによる電力消費の

影響を検証する社会実証では，夏季に最大 13%のピーク

カットが確認されました。

これらの実証の成果を，図10 にイメージとして示すよ

うな“コンパクトな社会インフラパッケージ”としてまと

め，スマートコミュニティや工業団地，離島，無電化地域
などへの適用を進めていきます。このパッケージには，再
生可能エネルギーが大量に導入されても高い電力品質を維
持する電力制御ソリューション，EMSをコアとした省エ

ネソリューション，さらには環境計測技術や ICTを駆使
した安全・安心ソリューション，環境対策などのサービス

提供ソリューションも含まれます。

2.4　基盤・先端技術

これまで述べてきた電気・熱エネルギー技術や制御技術

を，共通的に支える基盤技術の研究開発も進めています。

材料技術では，製品に広く使用されている樹脂について，

要求される物性を得るための指針として分子シミュレー

ションの利用技術を研究しています。分子構造や電子状態
の観点から解析を実施し，樹脂の高耐熱化を狙って樹脂に

混合するフィラーの効果を分子動力学により解析していま

す。この技術は，半導体パッケージをはじめ各種機器の材
料開発に適用されます。

絶縁技術では，ハイスピードカメラとマイクロスコープ

を組み合わせた高速で微小領域を観察できる部分放電可視
化技術を開発しました。この手法により，ゲルでの部分放
電によって発生した泡状の絶縁破壊痕の動きを詳細に観察
でき，これまで不明であった放電発生メカニズムを明確に

できるようになりました。今後，高耐圧のパワー半導体モ

ジュールの開発に役立てる予定です。

EMC（Electromagnetic Compatibility：電気・磁気的
な妨害を及ぼさないこと/及ぼされないこと）を設計段階
で精度良く評価できるシミュレーション手法を開発してき

BEMS FEMS

スマートメータ

蓄電システム

地域エネルギー
マネジメントシステム（CEMS）

需要家システムとの協調
によるエネルギー最適化

HEMSREMS

図9　北九州スマートコミュニティ創造事業

エネルギーマネジメント
EMS

FEMS BEMS REMSCEMS
エネルギーマネジメント
FEMS BEMS REMSCEMS

電力安定供給分散電源系統安定化

電力制御

双方向
PCS

直流多端子
電源

瞬低補償
装置

次世代配電
電圧・潮流制御

マイクログリッド スマート流通スマートシティ スマート工業団地・工場スマートグリッド

省エネルギー 環境対策安全・安心

サービス

省エネルギー
分析ツール

クラウド型
EMS

環境
モニタリング

図10　コンパクトな社会インフラパッケージ

放射
ノイズ

高

低

図11　EMCシミュレーションの例（放射ノイズ解析）
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ました（図11）。これを製品設計に適用し，パワエレ機器
の信頼性向上と開発の短縮を実現しました。

“標準を制するものが市場を制する”といわれるよう

に，いかに優れた製品を開発しても，その製品が世界標
準に合致していなければ，市場を獲得することができな

い状況になっており，国際規格への対応の重要性が高まっ

ています。富士電機では，社内国際標準化委員会を中心
にパワエレ製品やスマートコミュニティ関連の規格対応
を強化しています。IEC（国際電気標準会議）の TC22
（Technical Committee22）（パワーエレクトロニクス）や

TC57（電力システム管理および関連する情報交換）など

で委員会活動を行い，これから規格化される EMC機能安
全やエネルギー効率規格などに積極的に関わっていきます。

先端技術としては，MEMS（Micro Electro Mechanical 
Systems）技術を応用した特色あるデバイスの研究開発を

進めています。MEMS 技術により，X軸，Y軸，Z 軸の

3 軸で加速度を計測できる小型・低コストの加速度センサ

デバイスを開発しました（図12）。小型・低コストである

特長を生かし，建物や橋などの大型構造物の多点振動計

測や高密度での地震計測など，その活用先を検証してお

り，多くの関心が寄せられています。

この他，九州大学との先端融合医療レドックスナビ研
究拠点事業に参画し，超小型化が要求される医療機器へ

の適用を目指した光スキャナの研究開発を実施していま

す。スキャンの駆動方式として，MEMS技術で形成した

電極間の静電引力でミラー面を回転させる方式を適用し

ており，さらなる小型化の開発を進めています。

3. あとがき

富士電機が集中して取り組んでいる電気・熱エネルギー，

制御分野の研究開発を中心に，その概要を紹介しました。

今後，環境と調和した安全・安心で持続可能な社会を構築
する流れは，国内のみならずグローバルに加速していくと

思われます。そのような時代の要請に応えるため，今後と

も研究開発を進め，特徴ある製品やソリューションを提供
していくことで，地球社会のよりよき企業市民として貢献
すべく，邁進してまいります。

参考文献
⑴　梨子田典弘ほか. All-SiCモジュール技術. 富士電機技報. 

2012, vol.85, no.6, p.403-407.
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感振センサMEMS加速度センサデバイス

図12　MEMS技術による感振センサ
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（写真提供：沖縄電力株式会社）

沖縄本島初の大規模太陽光発電設備である

沖縄電力株式会社“安部メガソーラー”向け

に機器・遠方監視制御システムを含めた機電
工事一式を納入した。安部メガソーラーは，

2012 年 3 月末から営業運転を開始した。

この設備は，太陽光発電設備などの再生可
能エネルギーを大量導入した際の実系統への

影響について，データ蓄積 ･分析する実証試
験を行うことを目的としている。また，沖縄
の気象条件に適した太陽電池の評価を目的と

して，2 種類（CIGS 型，薄膜シリコンハイ

ブリッド型）の薄膜太陽電池を採用している。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　発電所・本店の 2か所での監視制御，お

よび支店での監視
⑵　発電電力制御および無効電力制御の実現
⑶　設置角度による発電量などの比較が可能

沖縄電力株式会社“安部メガソーラー”の
営業運転開始

2012 年 7 月から施行された全量買取制度
により，現在，国内において大規模太陽光発
電設備が建設ラッシュになっている。これら

の設備の発電容量は，高圧系統と連系できる

2MW未満の設備が多く，保守性を考慮して

複数台のパワーコンディショナ（PCS）を組
み合わせて構成されている。

富士電機では，3レベル変換ユニット

を適用し，並列使用が可能な 500 kWの

PCS（DC600V 品）を製品化した。効率は，

98.1%（内部電源別）であり，DC600Vクラ

スの同容量他社製品よりも 0.4ポイント高い。

また，直流入力電圧範囲を 310〜 750Vにす

ることで，年間で温度が著しく変化する日本
において，太陽電池電圧が高い冬季や同電圧
が低い夏季でも，発電量が最も大きくなる動
作ポイントで発電できる。

屋内型パワーコンディショナ
「PVI750-3/500」
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All-SiC モジュール（1,200V/100A）

インバータユニット

モジュール実装部

風力発電用の 3,000 kW級ダイレクト駆動
永久磁石発電機を開発した。回転数 15min－1，
電圧 690Vで，国内最大級の風力用発電機と

なる。

開発に当たっては解析技術を駆使し，集中
巻きコイルの採用による全長の短縮，新冷却
方式による冷却性能の向上，大きな負荷荷重
に耐える堅固な構造の実現など，軽量化や高
性能化のための革新的な設計製造技術を多く

盛り込んでいる。工場試験で，温度上昇は

115K 以下，騒音は無負荷で 80 dB 以下など，

所定の性能を満たす良好な結果を得ている。

ダイレクト駆動永久磁石発電機を用いたシ

ステムは，メンテナンス性や運用効率で他
の方式に比べて優れている。2013 年度から，

量産機の発売を開始する予定である。

風力発電用3,000kW級
ダイレクト駆動永久磁石発電機

All-SiC モジュールを搭載した
太陽光発電用PCS向けインバータ

富士電機と独立行政法人 産業技術総合研
究所は共同で，SiC-MOSFETと SiC-SBD
の研究開発を進めている。これらを搭載し

た超小型の All-SiCモジュールを開発した。

SiCの特徴である高温・高周波動作を発揮さ

せるため，高耐熱性を持つ接合材料と封止材
料，および低インダクタンスを実現する新し

い配線構造を適用した。モジュールサイズは，

従来の Siモジュールと比較して 50%の小型
化を達成した。

このモジュールを用いて，20 kW 出力の

太陽光発電用パワーコンディショナ向けイン

バータを開発した。20 kHzの高周波スイッ

チ ン グ と，AT-NPC（Advanced T-type 
Neutral-Point-Clamped）3 レ ベ ル回路の

採用により，電力当たりの体積は従来品の

20%になった。また，最高変換効率 99.0%
を達成した。
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同相逆並列接続

整流器

整流器用
変圧器

変圧器巻線

整流器ユニット 変圧器ユニット

冷却器
水冷導体 変圧器

巻線

ヒューズ

ダイオード

水冷導体

単器世界最大容量アルミニウム精錬設備
用変圧整流装置「S-Former」

アラブ首長国連邦のエミレーツ・アルミ

ニウム社向けに，単器容量としては世界最
大となる DC2,000V，92 kAの変圧整流装置

「S-Former」の製作を完了し，2012 年 8 月
に出荷した。

変圧器ユニットでは，高調波対応のため，

巻線部に高温対応絶縁物の適所配置を行うハ

イブリッド絶縁技術を適用し，機器のコンパ

クト化を図った。

整流器ユニットでは，世界初となる DC
2,000Vに対応した整流器スタックを開発し

た。

また，構造についても，富士電機独自の同
相逆並列接続による磁界キャンセルと高耐圧
化を同時に実現できるものを設計し，製品に

適用している。

スタックタイプインバータ
「FRENIC-VGシリーズ」

近年，鉄鋼プラントなどの大規模設備では，

大容量化や即応性などのシステム化の要求が

高まるとともに，設置や交換作業の容易化と

省スペース化が求められている。これらの顧
客ニーズに応えるため，高性能ベクトル制御
形インバータ「FRENIC-VGシリーズ」の

基本性能を踏襲したスタックタイプをライン

アップに加えた。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　幅 220mmのスリム構造で，収納性の向
上による盤の小型化（当社従来比 34%減）

⑵　ダイオード整流器と PWMコンバータ

の用途に応じた選択
⑶　最大 3,000 kWまでの豊富な容量系列な

らびに故障時の減容量運転を可能にするダ

イレクトパラ接続方式
⑷　容易なスタック交換によるメンテナンス

性の向上
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パワー部　主回路

昇降圧
コンバータ部

駆動モータ用
インバータ部

発電機用
インバータ部

汎用インバータ
「FRENIC-Ace シリーズ」

工場設備や加工機械などのモータ駆動用
として，汎用インバータ「FRENIC-Aceシ
リーズ」を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　容量系列：三相 200V 級 0.1〜 90 kW，

三相 400V 級 0.4〜 630 kW
⑵　最大 4種類の過負荷電流定格の選択なら

びに用途に適した定格電流または容量の選
択によるサイズとコストの最適化

⑶　機能拡充したカスタマイズロジック機能
の活用により、周辺回路の簡素化およびア

プリ専用インバータの構築が可能
⑷　同期モータのセンサレス駆動方式の標準
搭載による省エネルギーへの貢献

⑸　機能安全規格 IEC61800-5-2/61508に対
応した機械安全対応

プラグインハイブリッド車用
インテリジェントパワーモジュール

プラグインハイブリッド車用のインテリ

ジェントパワーモジュール（IPM）の量産を

開始する。

本製品は，駆動モータと発電機用の二つの

インバータ部および昇降圧コンバータ部を内
蔵している。プラグインハイブリッド車で

必要とされる高出力をコンパクトかつ軽量
で実現するため，低損失な 1,200V 第 6 世代
IGBT・FWDと，放熱効率の高いアルミ直
接水冷用ヒートシンクとを組み合わせて製品
化した。

搭載するドライブ基板には，各種保護機能
や故障検知機能，電源回路を内蔵し，CPU
を用いて上位 ECUとのシリアル通信を可能
にした。アルミ直接水冷用ヒートシンクには，

熱流体解析を用いて放熱効率が最高となる

フィン形状および流路設計を施し，絶縁基板
との接合には，高強度はんだを用いて高い耐
久性を確保した。
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MCCB ELCB

小型低圧遮断器・漏電遮断器
「G-TWIN Λ（ラムダ）シリーズ」

主に機械装置や制御盤など比較的小電流
の回路保護用として，32〜 63AFの小型
低圧遮断器・漏電遮断器（MCCB・ELCB）

「G-TWIN Λシリーズ」を開発した。外形幅
を従来比 70%にして設置面積を縮小すると

ともに，従来の「G-TWINシリーズ」と同
様に世界各国の規格に適合させ，小型化・グ

ローバルニーズへの適応力を高めている。

熱動式過電流検出やアーク転流遮断方式を

採用し，省銀・省銅化を推進した。また，各
要素機構の小型化技術により，制御シーケン

ス構成に必要な内装付属品の搭載スペースを

確保し，全ての形式で補助・警報接点の装着
を可能にしている。

さらに，プラグイン接続方式や漏電警報機
能付き，DC高電圧化など，電気設備の小型
化ニーズへ貢献する機種の開発も推進中であ

る。

インバータエアコン用小容量 IPM

家庭で使用される電化製品の中で，エネル

ギー消費比率が最も高いエアコンの省エネル

ギー性能の向上を実現するため，三相イン

バータブリッジ回路と制御回路を内蔵した小
容量 IPM（インテリジェントパワーモジュー

ル）の量産を開始した。

本製品は，最適化された低損失デバイスを

適用することで，年間のエアコン動作の約
80%を占める軽負荷状態での損失を，従来
のデバイスに比べ約 25%低減している。

また，高熱伝導の絶縁基板を適用すること

で熱抵抗を低減した。低損失デバイスによる

損失低減効果と合わせて IPMの温度上昇を

抑えたことで，インバータの小型化に貢献で

きる。

本技術を適用し，定格電流 30Aまでの製
品を 2013 年度中に系列化する予定である。
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2010 年 2 月に，主契約者の住友商事株式
会社の下，インドネシア国営会社からスマ

トラ島南部のウルブル地域に位置する出力
55MW×2 台の地熱発電所を，フルターン

キー契約で受注した。

富士電機の供給範囲は，エンジニアリング

業務，タービン・発電機を含む主要機器，制
御装置の納入および試運転業務である。

1 号機を 2012 年 9 月に，2 号機を同年 10
月に引き渡し，本発電所は営業運転を開始し

た。

スマトラ島で初めての大型地熱発電所であ

る。スマトラ島南部の電力安定供給のため，

この発電所に寄せられる期待は大きい。

インドネシア・ウルブル地熱発電所の
営業運転開始

沖縄電力株式会社向け吉の浦火力発電所
1号機の営業運転開始

富士電機およびシーメンス社は，吉の浦火
力発電所に一軸式コンバインドサイクル発電
方式の発電設備を納入した。沖縄電力株式会
社が環境面への配慮のために初めて採用した

発電方式である。本発電所は，燃料に LNG
を使用し，1 号機，2 号機それぞれの発電端
出力は 251MWで，沖縄本島の最大容量機
となる。

ガスタービンはシーメンス製の 1,400℃級
のガスタービン SGT6-4000Fを使用し，軸
構成はガスタービン－発電機－クラッチ－蒸
気タービンで構成した設備を採用した。発電
機を起動用電動機として使用する静止型周波
数変換装置を採用し，起動時はクラッチで蒸
気タービンを切り離して起動損失の低減を

図っている。1 号機は 2012 年 11 月に営業運
転を開始し，2 号機は 2013 年 5 月に営業運
転を開始する予定である。
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前室側

間接外気空調機側

内部

スーパーマーケット向けショーケース
「エコマックス Sシリーズ」

省エネルギー（省エネ）性を強化した冷凍
冷蔵ショーケース「エコマックス Sシリー

ズ」を開発した。

前面エアカーテンの風速分布と庫内温度分
布および LED 照明の適用により，冷却性能
を改善し，現行機種に対して 1 店舗当たり

（ショーケース 24 台のモデル店舗）の消費電
力量を 30% 低減した。

また，独自技術である棚先端のエアカーテ

ン気流ガイド構造により，冷気風量バランス

の最適化を図り，前面エアカーテンの乱れを

抑制することで外気遮断性能を向上した。さ

らに，外気巻込みによる熱交換器への着霜量
を低減することで冷却性能を向上させた。

省エネ型 LED照明を業界で初めて全機種
に標準搭載し，従来の蛍光灯照明に対して消
費電力を 48% 削減した。

情報化社会の発展により，データセンター

へ IT 機器を集約する動きが加速している。

開発したモジュール型データセンターは，建
屋，空調機，電源などの物理インフラや，監
視制御機能などの構築と運用に必要な要素を

ブロック化して提供する“ビルト・イン・ブ

ロック方式”を採用している。このため，段
階的な構築ができ，投資負担を最小限にでき

る。さらに，建屋，空調機，電源などの標準
化により，短納期（3か月）を実現している。

また，データセンターに採用する空調機は，

間接外気冷却と圧縮冷凍冷却を組み合わせた

高効率な間接外気空調ユニットであり，東京
の年間平均で COP（成績係数）10 以上を達
成し，省エネルギーに貢献できる。

モジュール型データセンター
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MEMS
加速度センサ
デバイス

構造ヘルスモニタリングシステム構成

感振センサ

60
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（mm）

ルータ
表示器

PoEHUB
感振
センサ

エレ
ベータ

インターネット
回線

電源
ライン

LAN
ケーブル

診断サーバ

シリアル
ケーブル

AC100V

PoEHUB データ収録部 UPS

感振センサ

　項　目 仕　様

検出方向  ３軸同時測定

加速度範囲  ±１.5Ｇ

周波数範囲  ０.１～５0Ｈｚ

分解能  ０.０2Ｇａｌ

時刻同期 1ms以内
 （複数センサ間）

出力形式  デジタル出力
 （Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信）

電　源  ＰｏＥ給電
 （Ｐｏｗｅｒ ｏｖｅｒ 
 Ｅｔｈｅrｎｅｔ）

ビルや橋など，建築物の健全性や安全性
の診断を行う構造ヘルスモニタリングへの

適用を目的として，MEMS 技術を応用した

感振センサを開発した。この感振センサは，

0.1 Gal（1 Gal＝0.01m/s2）程度の無感地震や

建築物などの常時微動を計測できる。地震な

どによる建築物のダメージや，経年劣化など

による建築物の特性変化を検出することがで

きる。今回，開発した感振センサは，独自の

MEMS 技術を用いた加速度センサデバイス

を搭載している。この技術により従来使用さ

れているサーボ式の置換えが可能となり，小
型・低価格化（1/5 程度）を実現し，多点計
測適用を可能とした。適用範囲は，ビルや橋
など建築物の振動計測，地震動計測などの微
振動計測の他に，人感センサなどに応用でき

る。

感振センサ

日本コカ・コーラ株式会社向け
ピークシフト型自動販売機

東日本大震災以降の電力不足による節電要
請の中，日本コカ・コーラ株式会社と共同で，

新たなピークシフト型の自動販売機を開発し

た。比較的，電力の供給に余裕のある夜間に

集中的に冷却を行うことで，日中に冷却用電
力を最長 16 時間使用せずに 1 日中冷たい飲
料の提供が可能である。また，ピークシフト

が可能なため冬の節電対策にも貢献できる。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　収容する飲料が持つ熱容量を最大限に利
用した蓄熱技術により，次に販売する飲料
を飲み頃の温度に長時間維持できる。

⑵　真空断熱材の使用を中心とした高度な断
熱技術により，外形・庫内寸法を維持した

まま庫内への熱侵入を現行機の約半分にま

で低減した。

⑶　新構造の気流制御技術によって，短時間
で収容飲料の全量を均一温度に冷却する。
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北九州スマートコミュニティにおける
実証システムの完成と実証成果

低炭素社会の実現を目標に 2010 年度から

北九州スマートコミュニティ創造事業が進め

られている。富士電機は，各種エネルギーマ

ネジメントシステム（EMS）やスマートメー

タ，蓄電システムを整備してきた。東日本大
震災以降，スマートコミュニティが電力需給
逼迫（ひっぱく）の対策として注目される中，

2012 年度から電力料金単価を需給状況に応
じて変動させる日本初のダイナミックプライ

シングの実証を開始した。

実証成果として 10〜 13%のピークカット

効果を確認し，価格による需要の変化を解析
する貴重なデータを獲得した。また，再生可
能エネルギーの大量導入による電力系統の課
題に対して，地域 EMSによる電力品質や需
給バランスの確保などの実証を開始している。

2014 年度まで継続して地域EMSの有効性を

確認し，運用ノウハウの蓄積や国内外への展
開を実施していく。
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パワー半導体技術
パワーエレクトロニクス技術
安全・安心技術
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パワー半導体技術
電力不足の顕在化を受け，省エネルギー（省エネ）に対

する要求がますます高まっている。富士電機は，特徴ある

技術を適用した省エネに大きく貢献するパワー半導体の開
発，製品化を進めている。

産業分野では，富士電機独自のデバイスである RB-IG-
BT（Reverse-Blocking Insulated Gate Bipolar Transis-
tor：逆阻止 IGBT）を中間スイッチに適用した高効率電力
変換が可能となる AT-NPC（Advanced T-type Neutral-

Point-Clamped）３ レベル回路用モジュールにエネル

ギー・環境分野向け 1,200V/50A，75A，100A 12 in1 製
品を加え，系列を拡大した。また，高耐圧化として 1,700V
系 RB-IGBTも開発した。

車載分野では，プラグインハイブリッド車（PHEV）向
けに，二つのインバータと一つのコンバータを駆動するた

めに 14アームと制御基板を複合化したインテリジェント

パワーモジュール（IPM：Intelligent Power Module）を

開発した。低損失な第 6世代 IGBTを採用し，アルミニウ

ム製の直接水冷フィンと一体化して放熱性能を改善するこ

とでシステム電圧 700V，400 kVA出力に対応する。

民生分野では，家庭用インバータエアコン用に，三相ブ

リッジ回路と制御回路を内蔵した小容量 IPMを開発した。 
エアコン用に最適化された低損失デバイスと高放熱アルミ

ニウム絶縁基板の採用により，省エネ化に優れた製品に

なっている。IC 製品においては，民生機器や産業機器の

電源用途向けに，第 6 世代 PWM（Pulse Width Modula-
tion）電源制御 ICを開発した。0.35 µmルール微細プロセ

ス技術を適用し，従来の外付け部品の機能を内蔵したほ

か，ICの消費電流低減と低待機電力化（30mW）を実現
し，省エネに貢献している。

車載ディスクリート分野では，低燃費化を実現するエ

ンジン制御向けに，短絡や負荷断線検出機能を備え CPU
への状態出力を可能としたローサイド IPS（Intelligent 
Power Switch）の系列を拡大した。2A 通電可能なチッ

プを SOP-8パッケージに 2チャネル搭載し，スイッチン

グ特性を最適化することで，ステッピングモータを用いた

EGR（Exhaust　Gas　Recirculation：排気再循環）シス

テムへの適用を可能にした。

一方，次世代パワー半導体として注目されている SiC
（炭化けい素）では，1,200V 耐圧 SiC-MOSFET（Metal-

Oxide-Semiconductor Field-Eff ect Transistor） お よ び

SiC-SBD（Schottky Barrier Diode）を独立行政法人 産業
技術総合研究所と共同で開発した。富士電機の素子の特徴
は，より低い抵抗と高破壊耐量を同時に実現した点にある。

さらに，SiCデバイスの特徴である低損失・高温動作を十
分生かす新型パッケージを併せて開発した。この新型パッ

ケージの特徴は，現在主流であるアルミニウムワイヤボン

ディング・はんだ接合・シリコーンゲル封止構造を銅ピ

ン接続・銀焼結材接合・エポキシ樹脂封止構造に置き換え，

パワーモジュールの小型・低熱抵抗・高温駆動・高信頼性
を実現した点にある。高効率インバータ用途に SiC-SBD
を適用したハイブリッドモジュールの開発を完了し，量産
を開始した。

パワーエレクトロニクス技術
東日本大震災以降，電力の安定供給や省エネに対する要

求がよりいっそう高まっている。富士電機は，パワー半導
体技術とパワーエレクトロニクス技術のシナジーにより，

省エネに大きく貢献できる信頼性の高い製品を開発，製品
化している。

可変速機器分野では，適用分野ごとの要求に対して

積極的に応えてきた。高性能汎用インバータ「FRENIC-

Aceシリーズ」を発売した。630 kWまでの広い容量範囲
で，用途に応じた最適なユニットの選定が可能になり，ま

た，主要なアプリケーションに対応できるカスタマイズロ

ジック機能を強化することで，よりきめ細かく用途ごと

の要求に応えている。高性能ベクトル制御形インバータ

「FRENIC-VGシリーズ」には，新たにスタックタイプを

加えた。インバータのみならずダイオード整流や PWM
コンバータも用意し，いずれも横幅 220mmに統一するこ

とで，盤収納効率を向上した。ユニットタイプとスタック

タイプの両方にダイレクトパラ接続機能を追加している。
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結合リアクトルなしで，4 台までのインバータの並列運転
ができ，最大 3,000 kWまで対応範囲を拡大した。さらに，

SiC 搭載インバータ「FRENIC-MEGA　GX-SiCシリーズ」

を発売した。次世代半導体として有望視されている SiCを，

産業用インバータとして国内で初めて採用した。発生損失
を低減でき，インバータ効率を向上できた。PMモータと

の組合せによって，いっそう省エネに寄与する。今後とも，

新しい市場要求に応える製品を提供し続ける。

国内では，2012 年 7 月から施行された再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度（FIT）により，売電を目的とし

た大規模な太陽光発電所の建設が進められ，大容量パワー

コンディショナの需要が増加している。

富士電機は，新たに大規模太陽光発電設備用のパワー

コンディショナ「PVI1000シリーズ」を製品化した。

PVI1000シリーズは，既に無停電電源装置で製品化して

いる独自の RB-IGBTを用いた 3レベル変換技術を適用し

て変換ロスを低減することで，太陽光パネルで発電したエ

ネルギーを効率的に送電する。また，国内で適用される

パワーコンディショナの直流入力電圧範囲は，電気設備技
術基準で低圧に分類されている直流電圧 750V 以下の仕様
が多いが，海外への展開も考慮して，直流入力電圧を直
流 1,000Vまで許容している。国際規格の認証を取得する

ことで，より広範囲な地域への展開を図っている。さらに，

スイッチギア，変圧器など，基本となる機能をパッケージ

化し，現地据付け工事や組立作業の短縮および工事・建設
費用の削減が可能である。

無停電電源装置では，用途・設置環境・適用容量・使用
電圧などニーズは多様化しており，製品系列を拡充し適切
な製品の提供を求められている。

汎用ミニ UPS「EX100シリーズ」では，従来の四つの

容量系列に加え，新たに 2.4 kVAを製品化した。さらに，

高力率負荷に対して出力有効電力（kW）を高めることで，

市場のニーズに応えている。

変電分野では，安定して信頼性の高い電力供給を支える

ために，国内外の基幹変電所向けに 1,050MVA変圧器や

765 kV 分路リアクトルを納入した。また，北陸新幹線新
設工事向けには変電設備と電力補償装置を納入し，既設変
電所の更新に対しては，環境，安全，省エネに配慮した各
種機器を納入した。

鉄道車両では，海外はシンガポール地下鉄向けに電機品
一式を継続納入し，国内は東海旅客鉄道株式会社の新形式
N700A新幹線電車向けに主回路電機品の納入を開始した。

電力制御では，電力の需給逼迫（ひっぱく）が問題視さ

れる中，大型蓄電池を用いて需要家のピーク時間帯におけ

る電力負荷をシフトする交直変換装置と最適運用制御シス

テムを開発した。

駆動制御システムでは，1980 年代から 1990 年代初頭に

納入されたプラントシステムが更新時期を迎えているが，

プラントの長期休止が不可能なケースが多いことから部分
更新が求められた。PLC（Programmable Logic Control-

ler）の更新においては旧 PLCと新 PLCとで通信可能なレ

トロフィットボードを開発し，いくつかのプラントで部分
更新を実施している。駆動装置では，ホットリバースミ

ル用大容量水冷インバータ，棒鋼圧延主機用 3レベルイン

バータならびにドライブマスタコントローラ（DMC）を

使用したプロセスライン向け駆動制御システムを出荷した。

産業電源向けでは世界最大設備となるアルミニウム精錬
用整流設備の拡張設備を受注し，電気炉向けでは新型自励
式フリッカ補償装置の初号機を納入し，稼動を開始した。

工業電熱分野では工業分野への適用を目的に，汎用 IHを

50 kWまでラインアップした。施設電機分野では電源信頼
性向上・環境・省エネを目指した製品の開発を進め，瞬低
対策装置・植物油変圧器・ガスレス遮断器を納入した。

電気自動車（EV）が脚光を浴びる中，EVなどのイン

フラ整備となる地上急速充電器を市場投入している。2011
年度の容量整備（25〜 50 kW）に引き続き，通信機能付
きや単独課金ユニットなどを製品化し，利用者のさまざま

なニーズに合致した機能拡充を行った。自治体向けだけで

なくコンビニエンスストアや道の駅などに設置事例が拡大
している一方で，海外の地上急速充電器市場への参入も目
指している。車載コンポーネントに関しては，駆動イン

バータや車載電源機器について積極的に開発を進めていく。

安全・安心技術
受配電機器・制御機器の国内市場では，東日本大震災か

らの復興の取組みにより加速したエネルギー構成の転換と，

電気エネルギーをより安全かつ効率的に供給・蓄積する技
術への期待が高まっている。一方，中国やアジアなどの新
興国では，拡大・分化するそれぞれの市場ニーズに適合す

る仕様・価格の商品が求められている。このような市場
環境の中で，富士電機は変化する市場要求へ敏感に対応し，

顧客へのより大きな付加価値の提供に努めた。

工場の生産設備やオフィスビル，商業施設では，省ス

ペース・省エネで信頼性の高い受配電設備や制御システム

を構成することの重要性が増している。これに応える受配
電・開閉機器として，機械装置や制御盤などの小電流回路
の保護用に，外形幅を従来比 70%にして設置面積を大幅
に縮小した 32〜 63AF 小型低圧遮断器・漏電遮断器「G-

TWIN Λ（ラムダ）シリーズ」を開発した。また，部品
点数の削減や筐体（きょうたい）への熱可塑素材の適用，

ヒータ設計の改善などで小型化を追求した小型サーマルリ

レーを開発した。端子配列の見直しにより，操作性・配線
性も向上している。

受配電分野では，ZCT（零相変流器）を用いたシンプ

ルな構成で設備の絶縁状態の常時監視を行い，低コストで

高信頼な受配電システムを実現する Ior 絶縁監視ユニット

を電力監視システム「F-MPCシリーズ」に追加した。

今後も，商品系列の拡充に加えて問題解決に貢献する技
術・商品の強化とソリューション・サービスの提供に取り

組み，顧客満足を追求していく。
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図 2　「Vシリーズ」IPM

　第6世代 IGBT-IPM「Vシリーズ」IPM 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 418

近年，サーボやアンプなどの電力変換装置に使用される

IPMには，小型化・高効率化・高信頼性・使いやすさが

強く要求されている。富士電機では，IPM 用に最適化し

た「Vシリーズ」IGBTチップとドライブ ICを適用した

「Vシリーズ」IPM（V-IPM）を開発し，フルラインアッ

プを完了した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　定格電圧/電流：600V/20〜400A，1,200V/10〜200A
⑵　トータル発生損失の低減：17% 低減（対R-IPM3 比）

⑶　デッドタイムの短縮・アラーム要因識別機能の搭載
⑷　ΔTcパワーサイクル耐量の向上：P631パッケージは，

対 P612パッケージ比で 2 倍（ΔTc＝80℃時）

⑸　P630パッケージの熱抵抗低減品の系列化を予定
（既存パッケージ比で熱抵抗の 30% 以上の低減見込み）

図 3　RB-IGBT構造と断面写真

　V溝分離層を含む1,200～ 1,700V RB-IGBT 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 398

近年，RB（Reverse Blocking）-IGBTは高効率電力変
換回路の中間点クランプに使用されるなど，需要が高まっ

てきている。富士電機は，電力変換器の高効率化につなが

る RB-IGBTの開発に取り組んできた。表面の熱拡散と裏
面の V溝エッチングとを組み合わせるハイブリッド分離
方式により，従来の熱拡散では形成が困難な貫通分離層を

形成することで，1,200V 素子に続き，1,700V 素子の開発
に成功した。風力発電や車両分野などの大容量分野に適用
するためには 1,700V 耐圧の RB-IGBTが必要である。

今回のハイブリッド分離方式の高度化により，1,700V 
RB-IGBTを安定して製造できるようになった。本素子を

適用した AT-NPC ３レベル変換回路は，従来素子を使用
する場合に比べて 18%の損失低減を達成している。

ダイシング
ライン

n－n－

p+

n－

p+

コレクタ

（a）構造断面模式図

（b）1,200V素子SEM断面像 （c）1,700V素子SEM断面像

活性領域

p+分離層

p+分離層

n－

p+p+

p+ コレクタ

図 1　AT-NPC3レベル回路用IGBTモジュール

　AT-NPC3レベル回路用 IGBTモジュールの系列化
電源装置用途向け に AT-NPC（Advanced T-type 

Neutral-Point-Clamped） 3レベル回路用モジュールを開
発した。中間スイッチに独自開発の双方向スイッチングが

可能になる RB-IGBTを適用している。従来の NPC 3レ
ベルインバータに比べて，全ての電流経路において導通す

る素子の数が半分になり，導通損失が低減されるため高効
率化が可能になる。また，従来の NPC 3レベル方式の発
生損失に比べて約 15%低減できる。主な特徴は，①メイ

ンのインバータ回路部は中間スイッチ部の 2 倍の耐圧の

IGBT・FWDを適用，②中間スイッチとして RB-IGBT
を逆並列に接続することにより，双方向スイッチングが可
能，③RB-IGBTのゲートにしきい値以上の順電圧を印加
することにより，逆回復動作が可能，である。

パワー半導体技術



富士電機技報　2013 vol.86 no.1

技術成果と展望

30（30）

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術

パワー半導体技術

図4　車載用直接水冷IGBTモジュール

　車載用直接水冷 IGBTモジュール 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 435

ハイブリッド自動車や電気自動車に搭載されるインバー

タユニットの小型化に貢献するため，直接水冷方式を用い

た IGBTモジュールを開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

⑴　定格電圧は 650Vであり，定格電流はさまざまなモー

タ容量や仕様に対応するため，400A 品と 600A 品の 2
種類をラインアップしている。

⑵　400A 品は 20〜 30 kW，600A 品は 40〜 50 kWクラ

スのモータ向けである。

⑶　水冷フィンに角型ピン，絶縁基板に窒化けい素基板を

採用し，従来品（間接水冷 IGBTモジュール，アルミナ

基板）に比べて熱抵抗を 60% 低減している。

600A

400A

図 5　「FA8A00シリーズ」

　第6世代PWM電源制御 IC「FA8A00シリーズ」 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 452

近年，家電製品やサーバなどの電子機器は，常時稼動シ

ステムが増え，待機電力の削減要求がますます強まってき

ている。さらに，電子機器の電源に対しては，動作の安定
性と保護機能の高精度化が要求されている。

これらのニーズに応えるため，富士電機では第 6世代
PWM電源制御 IC「FA8A00シリーズ」を開発した。新
開発の Xキャパシタ放電機能と IC 消費電流の削減により，

電源の待機電力を従来比で 66％低減し，30mW以下にす

ることができる。主な特徴は次のとおりである。

⑴　Xキャパシタ放電機能による低待機電力化
⑵　500V 耐圧の起動回路を搭載
⑶　過負時出力電流の交流入力電圧補正機能を搭載
⑷　スイッチング周波数拡散機能による低ノイズ化

図 6　「F5101H」

　車載用第4世代ハイサイド IPS「F5101H」 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 440

自動車分野での小型・高信頼性化，低価格化の要求を受
け，出力段パワーMOSFETをプレーナ型からトレンチ型
にし，制御・保護回路の微細化や多層配線技術を用いた

第 4世代ハイサイド IPS「F5101H」を開発した。従来の

SOP-8パッケージと同一サイズの SSOP-12に 2チャネル

の IPSを搭載し，実装効率を上げている。特徴を次に示す。

⑴　オン抵抗の最適化による 1チャネル品と同等の通電能
力の確保
⑵　過電流，過熱検出機能による負荷短絡保護
⑶　低電圧（Vcc＝4.5 V）動作
⑷　状態出力用 ST端子を搭載
⑸　逆起電圧クランプ回路の搭載によるインダクタンス負
荷時高速ターンオフ
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図 8　絶対圧高圧センサ

　絶対圧高圧センサ
自動車の環境・燃費規制を背景にエンジン制御システム

はさらに高度になり，直噴エンジンや燃料ポンプに対応し

た高圧センサの需要が増加している。また，安全性や快適
性の向上のため，ブレーキやトランスミッション，ステア

リングなどの油圧制御にも高圧センサの需要が非常に高
まっている。富士電機は，1MPa 以下の低圧センサに特化
してきたが，これらの需要に応えて，20MPaまで対応可
能な絶対圧センサの製品化を実現した。特徴を次に示す。

⑴　圧力レンジ/出力電圧：1〜 20MPa abs/0.5〜 4.5 V
⑵　温度範囲：－40〜 +135℃
⑶　出力電圧精度：1.5%FS（25 ℃），2.5%FS（－40℃，

135℃）

⑷　最小外形寸法：φ14mm

図 7　「F5065L」

　車載用ローサイド IPS「F5065L」
自動車の厳しい環境規制を背景として，電装システムが

大規模化している。これに伴い，パワー半導体の小型化・

高機能化が求められている。富士電機は，パワー半導体に

周辺回路を内蔵した車載用ローサイド IPS「F5065L」を

開発した。

短絡保護（過電流・過熱）機能，負荷断線検出機能を

持ち，状態出力端子を設けることで，半導体素子や負荷
の状態を CPUへ出力することを可能にした。また，出力
段パワーMOSFETの低 Ron 化により，1.9A 通電可能な

チップを SOP-8パッケージに 2チャネル搭載した。さら

に，スイッチング特性を最適化することで，ステッピング

モータを用いた EGR（Exhaust Gas Recirculation：排気
再循環）システムへの適用を可能にした。

パワー半導体技術

図9　第6世代相対圧センサ

　第6世代相対圧センサ
自動車の排ガス規制に対応した排ガス中の煤（すす）を

除去するシステム（DPF）や燃料ガスの放出防止のため

の燃料供給システムに相対圧センサが用いられるように

なってきた。第 6世代小型圧力センサの技術を応用し，小
型で軽量かつ排ガスや燃料などの圧力媒体に対する耐性を

付加した相対圧センサを開発した。主な特徴は次のとおり

である。

①圧力レンジ/出力電圧：－80〜＋10 kPa gauge/0.5〜
4.5 V，②温度範囲：－40〜＋130 ℃，③出力電圧精度：

1.5%FS（25 ℃），2.0%FS（－40 ℃，135 ℃），④外形寸
法：L15.6×W11.5×H6.6（mm），⑤燃料耐性：ASTM fu-
el-B，E10，E85，M15，⑥EMC仕様：チップコンデンサ

内蔵，ISO7637，ISO11452-4 準拠
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図10　デバイス・回路・熱の連携シミュレーション

　IGBTモジュール開発における連携シミュレーション 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 413

IGBTモジュールの設計において，小型化，高効率化，

低ノイズ化などの要求を総合的に満足するため，シミュ

レーションによる事前解析の重要性が増している。

富士電機では，従来，シミュレーションをデバイスや

熱解析をベースに，半導体チップやパッケージなどのモ

ジュール構成要素ごとに行っていたが，今回，回路シミュ

レーションをベースにしたモジュール全体の連携解析技術
を確立した。これにより，従来に比べて，モジュール全体
での電気特性の誤差を従来の 1/4に，IGBTチップの熱特
性の誤差を従来の 1/2に低減することを可能にした。

小型化，高効率化，低ノイズ化といった顧客要求事項を

総合的に満足した製品の早期開発に貢献していく。

IGBT
モジュール

プロセスシミュレーション

デバイスシミュレーション

回路シミュレーション

連携

連携

連携

熱シミュレーション

応力シミュレーション

連携

IGBT・
FWD
チップ IGBT

モジュール
としての
最適設計

™効率
™温度
™機能
　・
　・
　・

モジュール

パッケージ

図 12　開発したSiCデバイス

　SiCデバイス開発（SiC-MOSFET，SiC-SBD）
富士電機は，独立行政法人 産業技術総合研究所と共同

で 1,200V耐圧 SiC-MOSFETおよび SiC-SBDを開発した。

これらの素子は，他社と比べて，より低い抵抗と高い破
壊耐量を同時に実現し，特に SiC-MOSFETは，高温での

ゲート電圧印加後のしきい値電圧変動がほとんどないなど，

高信頼性特性を持つことが特徴である。この開発は，Si
デバイスでは実現できない小型・高効率のパワーエレクト

ロニクス装置の実現を目指すものである。SiCデバイスの

特徴である低損失・高温動作を十分に生かすため，新型の

パッケージに搭載し，その優れた性能・動作を確認した。

SiC-MOSFET SiC-SBD

図 11　SiC-SBD搭載ハイブリッドPIM

　SiC-SBD搭載ハイブリッドPIMの製品化
近年，電力変換機器などのさらなる低損失化の要求に

応えるため，炭化けい素（SiC）を適用したパワー半導
体デバイスの製品化が急がれている。富士電機は，最新
の「Vシリーズ」IGBTと SiCショットキーバリアダイ

オード（SBD）を混載した 7 in1の SiC-SBD 搭載ハイブ

リッド PIMを製品化した。製品系列の定格電圧/電流は，

1,200V/35A，50A お よ び 600V/50A，75A，100A で

ある。本製品の適用により，最新の Vシリーズ IGBTモ

ジュールに対してさらに約 25%の発生損失の低減が可能
になる。

今後，大幅に発生損失の低減が可能な SiC-SBD 搭載ハ

イブリッドモジュールの 2 in1や 6 in1モジュールへ展開
するとともに大容量化を行い，製品系列を拡大していく。
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図 13　SiCパワーモジュールパッケージ

　SiCパワーモジュールパッケージ 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0006 403

SiCデバイスの低損失，高周波・高温で動作可能という

特徴を引き出すパッケージ構造を開発し，All-SiCパワー

モジュールに適用した。このパッケージは，従来のアルミ

ニウムワイヤボンディングに代わり，銅ピン搭載プリント

基板により，複数の SiC-MOSFETおよび SiC-SBDチッ

プを一括で接続する構造である。また，厚銅貼り低熱抵抗
絶縁基板およびエポキシ樹脂封止の採用，電気配線パター

ンの最適化などにより，次の特徴を持っている。

⑴　小型・高パワー密度（フットプリント：従来比 1/2 以下）

⑵　高耐熱（最大動作温度 Tjmax：200℃）

⑶　高信頼性（パワーサイクル耐量：ΔTj 150℃で従来比
30 倍以上）

⑷　低インダクタンス（従来 Siモジュール比 約 1/4）

パワー半導体技術

図14　All-SiCインバータ

　次世代SiC低抵抗技術・超高耐圧SiCデバイス技術および超高パワー密度All-SiC インバータ
次世代トレンチ型MOSFETの要素技術，高速エピタキ

シャル技術，All-SiCインバータ，超高耐圧 SiC-IGBTに

関して，技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研
究開発機構および独立行政法人 産業技術総合研究所と共
同研究を行っている。All-SiCインバータでは，5 nHの

低インダクタンス二層セラミック基板モジュールを用い

て，従来の Siインバータの 10 倍以上の 40 kW/Lの高パ

ワー密度を実現し，10 kW，50 kHzでの三相モータ駆動試
験を実証した。今後，次世代低抵抗技術であるトレンチ型
MOSFETの要素技術，ゲート酸化膜形成技術，高速エピ

タキシャル技術についても検討を進めるとともに，スマー

トグリッド用コンポーネントの中枢デバイスとして期待さ

れる超高耐圧 SiCデバイスについても試作を進めていく。

（a）外観 （b）10kW，50kHzでの
　　　モータ駆動波形

107mm

33mm

80mm

図 15　太陽光発電用パワーコンディショナ

　SiC製品
富士電機は，SiC 製品の開発をデバイス，パッケージ，

回路間で連携して進めている。デバイスは，独立行政法
人 産業技術総合研究所と共同で低抵抗MOSFETと高信
頼性 SBDを開発し，これを搭載するパッケージは，高電
流密度，高温化を実現した SiC 専用の新構造を開発した。

機器の開発では，SiC 専用モジュールを搭載した太陽光発
電用パワーコンディショナで，富士電機独自の AT-NPC
（Advanced T-type Neutral-Point-Clamped）３レベル回
路を用いて 99%の高変換効率を実現した。さらに，体積
を従来の 1/5にすることで，低コスト化も実現した。SiC-

SBDを搭載した機器では，2011 年度に高効率インバータ

を商品化し，2012 年度はデータサーバ用に高効率かつ小
型の新コンセプト DC-UPSを開発中である。



富士電機技報　2013 vol.86 no.1

技術成果と展望

34（34）

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術

図 17　ダイレクトパラ接続の構成

　「FRENIC-VGシリーズ」におけるダイレクトパラ接続技術
電動機制御用途で展開中の高性能ベクトル制御形イン

バータ「FRENIC-VGシリーズ」のスタックタイプにお

いて，ダイレクトパラ接続技術を開発した。インバータを

複数並列接続して大容量出力のインバータが構築できる。

⑴　専用端子台をインバータに取り付け，光通信リンクを

構成することでダイレクトパラ接続が可能である。

⑵　同一容量のインバータを最大 3並列で運転できる。

800 kWのインバータを 3 並列し，最大 2,400 kW（過負
荷耐量 150%）または 3,000 kW（同 110%）まで容量を

拡張できる。

⑶　ダイレクトパラ接続での運転時に，一部のインバータ

が故障した場合，正常なインバータのみで運転を継続さ

せる減機運転が可能である。

（a）ダイレクトパラ接続（3並列） （b）減機運転（２並列）

インバータ出力を並列接続

光通信
リンク

故障

3並列運転から
2並列運転に切替え

図 18　「FRENIC-HVAC/AQUA」とオプションカード

　「FRENIC-HVAC/AQUA」の容量拡大とオプションカードの拡充
空調および水処理に適した「FRENIC-HVAC/AQUA

シリーズ」のフルラインアップ化とオプションカードの拡
充を行った。主な特徴は次のとおりである。

⑴　従来の 0.75 〜 37 kW に，45 〜 90 kW（IP21/IP55）
と 110〜 710 kW（IP00）をラインアップに加え，空
調・水処理分野のほとんどの用途をカバーする。

⑵　制御オプション（リレー出力カード，測温抵抗体カー

ドなどの 4 種類）と通信オプション（Ethernet 通信カー

ド，LonWorks 通信カードなどの 6 種類）を製品化し，

システム対応が容易である。

⑶　PCアプリケーションとしてローダを用意し，各種機
能設定が容易であり，運転時のモニタリングも可能であ

る。

図 16　「FRENIC-MEGA GX-SiCシリーズ」

　SiC半導体適用「FRENIC-MEGA GX-SiC シリーズ」 関連論文：富士時報 2012， vol.85， no.0， p.0003 255

空調機器や工場の生産設備で使用される同期モータ駆
動用インバータのさらなる高効率化を図るため，次世代
パワー半導体デバイス SiC-SBDを適用した「FRENIC-

MEGA GX-SiCシリーズ」を開発した。特徴を次に示す。

⑴　容量系列：三相 200V 系列 5.5, 7.5, 11 kW
　　　　　　　三相 400V 系列 5.5, 7.5, 11 kWの 6 機種
⑵　インバータの発生損失：SiC-SBDの搭載による従来
比 20%以上の低減

⑶　超高効率ドライブシステムの構築：同期モータ（「GNP 
シリーズ」「GNSシリーズ」）との組合せ運転
⑷　制御方式：速度センサ付きベクトル制御，速度センサ

レスベクトル制御，誘導モータ用V/f 制御

パワーエレクトロニクス技術
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図19　「FRENIC-Mini（C2）シリーズ」

　コンパクトインバータ「FRENIC-Mini（C2）シリーズ」
コンパクトインバータ「FRENIC-Mini（C1）シリーズ」

の後継機種として「FRENIC-Mini（C2）シリーズ」を開
発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　三相 200V（0.1〜 3.7 kW）入力をラインアップし，

三相 400V 入力，単相 200V 入力も拡充予定である。

⑵　ダイナミックトルクベクトル制御機能を搭載し，3Hz
で 200%の高始動トルクを出力する。

⑶　2台分のモータ定数を記憶し，切換運転ができる。

⑷　RS-485 通信インタフェースを標準で搭載し，PCか

らの通信で制御可能である。オプションのタッチパネル

で，USB経由の通信ができる。

⑸　ポンプの圧力制御に適した少水量停止機能を持った

PID 制御機能を搭載している。

図 20　「FRENIC4400」1,300kVA

　3レベルインバータ「FRENIC4400」1,300kVA
3レベルインバータ「FRENIC4400」は，中容量の交流

電動機駆動装置として好評を得てきた。このシリーズの新
たな品ぞろえとして，1,300 kVAを開発した。鉄鋼圧延設
備をはじめとする各種プラントで，より適用しやすいもの

である。国内・海外の条鋼圧延設備などに導入し，稼動し

ている。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　これまでの高機能・高精度を継承した。

⑵　3レベル PWM制御に最適な IGBTを使用した新設計
のスタックと，初期充電回路およびスナバ回路の最適化に

より，小型化（寸法 40%減，質量 35%減）を実現した。

⑶　内部信号の光化と保護機能の充実により，高信頼性化
を実現した。

図 21　「FRENIC4600FM5e」

　高圧インバータ「FRENIC4600FM5eシリーズ」のCEマーク適合
ファン・ポンプなどの省エネルギー運転のために，高圧
電動機を直接可変速駆動可能な高圧インバータの適用運転
が進んでいる。ヨーロッパ市場向けに CEマークに適合し

た高圧インバータ「FRENIC4600FM5eシリーズ」を製品
化し，納入した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　欧州EC指令：EN61800-5-1，EN61800-3に準拠
⑵　電圧系列：6 kV，6.6 kV
⑶　容量系列：470〜 7,000 kVA（6.6 kV 換算容量）

⑷　駆動方式：直接可変速駆動
⑸　装置効率：約 97%
⑹　電源力率：0.95 以上
3kV，3.3 kVなどの電圧系列を順次拡充中である。
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図 23　「PEN302J1RT/30」

　「EX100シリーズ」のラインアップ拡大（2.4kVA機）
省エネルギーと給電品質の両立を実現した，自動運転

切換モード（高効率運転/オンライン運転の切換え）搭載
のミニ UPS「EX100シリーズ」を商品化している。今回，

容量系列を拡大してユーザの製品選択の幅を広げるため，

2.4 kVAの EX100をリリースした。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　更新需要にも応える，従来機と同一の入出力インタ

フェース

⑵　出力有効電力：2,200W（従来機の 1.3 倍）

　　質量：31.6 kg（同 17%減）

⑶　自動運転切換機能によるパフォーマンスの向上

パワーエレクトロニクス技術

図22　「PVI1000-3/1000」

　メガソーラー用PCSの IEC第三者認証取得
富士電機は，国内外で市場が急拡大している大規模太

陽光発電（メガソーラー）向けのパワーコンディショナ

（PCS）の開発・市場展開を行っている。

サブステーション PCS「PVI1000-3/1000」（DC1,000V
1,000 kW）は，単機容量 1,000 kW，最高効率 98.5%を達
成した屋外専用タイプの PCSである。海外市場への本格
展開を図るため、IECの第三者認証を取得した。

取得した規格は次のとおりである。

⑴　安全規格：IEC62109-1
⑵　EMC規格：EN55011，IEC61000-6-2

図 24　CATV用柱上UPS

　CATV用柱上UPS
富士電機は，CATVシステムの中継器に同軸ケーブル

を介して電源を供給するための無停電電源装置（UPS）を

開発し，製造している。屋外用の防雨構造で，電柱など

に装着設置されるものである。バックアップ時間は，定格
負荷・常温環境下で約 2時間である。常時商用給電方式で，

通常は商用 100Vを受電し，内蔵トランスで AC60Vに降
圧して負荷に電力を供給する。自然空冷方式とすることで，

屋外設置における塵埃（じんあい）対策やファン交換と

いった保守管理の低減を実現している。

また，構造面においても機能ごとにトランスユニット・

インバータユニット・バッテリ部をモジュール化し，それ

ぞれをコネクタで接続とすることで，保守性の向上を達成
している。
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図25　1,050MVA主要変圧器

　東北電力株式会社 原町火力発電所 2号主要変圧器の据付け完了
東日本大震災で被災した東北電力株式会社 原町火力発
電所に 2 号主要変圧器を納入し，据付けを完了した。定格
容量 1,050MVAであり，富士電機製の変圧器としては最
大クラスの容量，寸法および質量である。

現在，東北電力株式会社は厳しい電力需給状況にあり，

本発電所の早期運転再開が望まれている。富士電機は社内
特別体制の下，従来 18か月以上必要であった製作期間を

大幅に短縮し，12か月弱で出荷した。現地の工程も可能
な限り短縮し，顧客要望の 2012 年 10 月末に据付けを完了
した。

試運転を経て，2013 年 3 月末に営業運転の開始が予定
されている。

図 26　765kV 400Mvar分路リアクトル

　Eskom社 Kappa 変電所向け765kV 400Mvar 分路リアクトルの据付け完了
富士電機は，1986 年以降，南アフリカの国営電力会社
Eskom 社に多数の 765 kV 400Mvar 分路リアクトルを納
入してきた。2012 年 11 月には同社 Kappa 変電所向けに

1バンク（単相 3台）の分路リアクトルの据付けを完了し，

累計納入実績が 45 台になった。

Kappa 変電所は，電力需給が逼迫（ひっぱく）するケー

プタウンなど南部地域の電力系統増強を目的とした変電所
である。直近の約 20 kmは未舗装路であり，重量物の輸
送には細心の注意を要した。電気・水道のインフラも無く

携帯電話の電波も届かない悪条件に加え，真冬の悪天候に

よる作業の一時中断も乗り越えて据付けを完了した。

今後も，複数の変電所で同分路リアクトルの据付けの計
画があり，電力の安定供給に貢献していく。

図 27　 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構電力補償
装置

　北陸新幹線（長野・金沢間）新設変電所向け電力補償装置
北陸新幹線延伸区間（長野・金沢間）の新設変電所に電

力補償装置（Railway Static Power Conditioner）を納入
した。

本変電所は，スコット結線変圧器を用いて三相交流を単
相（M座・T座）に変換し，単相負荷の列車にき電する。

列車走行に伴う負荷変動とM座・T座の負荷アンバラン

スにより，受電側の電圧変動が大きくなる。この対策とし

て，電力補償装置をM座と T座の各単相間に接続し，有
効電力を両座間で相互に融通することにより，三相不平衡
補償と電圧変動補償を行う。また，無効電力補償も同時に

行っている。

本装置は大容量 IGBTと新冷却方式の採用により，従来
装置比 68%減の設置面積を実現した。
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図 28　66kV受電直流変電設備

　北総鉄道株式会社 白井変電所向け66kV受電直流変電設備
北総鉄道株式会社 白井変電所の移転新設工事に伴い，

66 kV 2 回線受電の直流変電設備を納入した。

設備構成は次のとおりである。

⑴　66 kV SF6ガス絶縁開閉装置（C-GIS）
⑵　整流設備（変圧器+整流器）3,000 kW×2バンク

⑶　き電（直流遮断器）4フィーダ＋予備 1フィーダ

⑷　高配用変圧器 2,000 kVA×1バンク

⑸　高配（交流遮断器）4フィーダ

⑹　主制御用制御盤
整流器用変圧器は，エコマークを取得している絶縁油を

使用したパーム・ヤシ脂肪酸エステル変圧器である。この

絶縁油は，生分解性が高く，地球温暖化の抑制につながり，

冷却性・絶縁性が高く，環境性能に優れている。

パワーエレクトロニクス技術

図29　交直変換装置と監視制御盤

　某国立大学向け1MWh級大型鉛蓄電池用交直変換装置および監視制御システム
大型蓄電池の導入は，電力需給バランス安定化対策の一

つとして期待されている。また，需要家にとってはピーク

シフトによる電力コストの削減が可能であるため，昨今の

電力事情を背景に設置が増加している。

富士電機は，某国立大学向け 1MWh級大型鉛蓄電池用
交直変換装置とその監視制御システムを納入した。主な特
徴は次のとおりである。

⑴　時間帯別スケジュール設定によるピークシフト制御
　4種類の運用パターンを監視制御システムに登録し，自
動制御を行うことで運用者の負担を軽減している。

⑵　交流直流変換（放電 125 kW，充電 200 kW）

⑶　鉛蓄電池の充電特性を考慮した制御

図 30　N700A新幹線電車用電機品

　東海旅客鉄道株式会社向けN700A新幹線電車用電機品
東海旅客鉄道株式会社は N700A 新幹線電車を新製し，

2013 年 2 月から営業投入の予定である。

富士電機は，N700A新幹線電車用の電気品としてパワー

エレクトロニクス技術とシステムコントロール技術をベー

スに，駆動システム（主変圧器 ･主変換装置・主電動機）

を製作し，2012 年 4 月から納入を開始した。

駆動システムの特徴は次のとおりである。

⑴　全ての主変換装置に装置冷却用のブロアを使わない走
行風冷却方式を採用することにより，低騒音化と高効率
化を実現し，さらに小型・軽量化することで，環境・省
エネルギーに貢献している。

⑵　パワーユニットなどの主要部品は，N700 系と共通化
を図ることにより，低価格化を推進している。

主変圧器
主変換装置 主電動機
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図31　C151A車両（既存車両）

　シンガポール地下鉄向けC151A増備車用電機品
シンガポール地下鉄向け C151A 増備車（13 編成，78

両）用電機品として，駆動システムおよび補助電源システ

ムを受注した。2013 年 1 月から 8 月にかけて順次納入す

る予定である。増備車は，シンガポール東西線および南北
線で運用される。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　同地下鉄向け C151A 既存車両用に納入したシステム

と同一仕様であり，実績を生かして高い信頼性を確保し

た。

⑵　出荷時の試験内容および条件には，顧客要望を取り入
れて高信頼性を確保するとともに，顧客の作業性の向上
を図った。

図 32　電気めっき設備用整流器

　電気めっき設備用整流器の完成（中国メーカーOEM）
中国・某社向け電気めっき設備（2ライン合計 68 台）

用整流器を，中国メーカーの OEMで完成させた。これに

より＋－2,000〜＋－8,000Aのシリーズ化を完了した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　制御装置「LEONIC-M700P」を搭載し，産業プラ

ント用インバータとのネットワークおよびメンテナン

スツールを共用化できるようにした。制御プログラ

マブルロジックコントローラとのインタフェースは，

PROFIBUS-DPを採用した。

⑵　主回路に六相半波サイリスタ整流方式を採用して，出
力＋－8,000Aまでを空冷方式で実現し，メンテナンス性
の向上を図った。

図 33　自励式周波数変換装置

　自励式周波数変換装置
水冷式 3レベル単相インバータを適用した自励式周波数
変換装置（20MVA）を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　自励式インバータにより，有効・無効電力の制御が可
能である。

⑵　高性能デジタル制御装置により，周波数一定制御，電
力一定制御，自立運転の高速制御・切換が可能である。

⑶　4.5 kV 1.2 kAの IGBTモジュールを適用したコンパク

トな水冷式インバータユニットを開発し，容量 3.3MVA
の単相ブリッジを 1ユニットで構成した。

⑷　縦・薄型のインバータユニットを横に並べる盤内収納
設計により，インバータ盤の高さを抑えた。
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図 35　IHインバータユニット（50kW）

　IHインバータユニット（50kW）
従来の厨房（ちゅうぼう）用・工業用の IHインバータ

ユニットのラインアップ（2.5〜 20 kW）に 50 kW品を追
加した。本製品は工業用に特化した仕様にするとともに，

冷却方式を空冷にすることで，適用用途の拡大を図ってい

る。主な特徴は次のとおりである。

⑴　定格は，電力 50 kW，出力周波数 21〜 50 kHz，3 相
200V 系入力とし，従来の 20 kW品では適用できなかっ

た用途に対応した。

⑵　冷却方式を空冷とすることで，水が使用できない用途
にも適用できる。

⑶　複数台の並列化システムにより，さらに大容量の用途
への展開が容易である。

図 36　リチウムイオンキャパシタ適用高圧瞬停対策装置

　山梨工場向けリチウムイオンキャパシタ適用高圧瞬停対策装置
半導体などの生産ラインは，瞬時電圧低下（瞬低）によ

り多大な被害が発生する。従来の低圧UPSでは個別の負
荷のバックアップしかできない。工場全体をバックアップ

するためには，瞬低対策装置が必要である。

高圧 2,000 kVA瞬低対策装置を富士電機山梨工場に導入
し，生産ラインを一括してバックアップできるようにした。

リチウムイオンキャパシタ（LiC）を採用し，従来の鉛
蓄電池に対して大きさを半分以下にして，装置の小型化を

実現した。また，LiCは 15 年間交換が不要であり，細か

い温度管理が不要なことから空調電力の削減にもつながり，

ランニングコストおよび環境負荷の低減に寄与する。

図 34　自励式フリッカ補償装置（インバータと多重変圧器）

　株式会社城南製鋼所向け自励式フリッカ補償装置
2012 年 5 月に，株式会社城南製鋼所向けに自励式フリッ

カ補償装置の初号機を納入した。多重変圧器とインバータ

からなる 20MVA自励式フリッカ補償装置である。

フリッカとは人が照明の明るさの継続変化（電圧の変
動）によって感じる不快感であり，フリッカ補償装置とは

その根源である系統の電圧変動を改善する装置である。

本装置の主な特徴は次のとおりである。

⑴　3レベル水冷式インバータの採用
⑵　装置の大幅な小型化（設備設置面積：約 40%減）

⑶　インバータ用変圧器の小型・低騒音化
⑷　新型制御装置の採用によるフリッカ補償性能の向上と

高信頼性化
⑸　既設の他励式フリッカ補償装置との併用運転

パワーエレクトロニクス技術
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図 38　コイン課金装置と急速充電器

　急速充電器用コイン課金装置
電気自動車（EV）の普及に伴い，既に 1,500 台を超え

る急速充電器が設置され，その多くは無料で開放されてい

る。複数の IT 企業が ICカード認証によって充電器の利
用を制限し，有料化する充電インフラを構築しつつある。

しかし，インフラの互換性がないため，EVユーザは複数
の ICカードを持つことを余儀なくされ，利便性が大きく

損なわれているのが現状である。

富士電機は，自動販売機の技術を応用し，充電器用のコ

イン課金装置を開発した。現金で充電サービスを受けられ

る仕組みをいち早く世の中にリリースし，EVユーザの利
便性を高めた。今後も，グループのシナジー効果を発揮し

た商品開発を通して，EVの普及やさらなる低炭素化社会
の実現に貢献していく。

図 39　大容量低慣性サーボモータ

　大型プレス設備向け電力回生サーボクッション用電気品
自動車鋼板用大型プレス設備向けに電力回生サーボクッ

ション用電気品を製作し，納入した。この設備では，複数
のクッション軸を高速・高精度に同期制御する必要があり，

これを実現した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　大容量低慣性サーボモータ（開発品）

™定格：110 kW・1,600 r/min
™過負荷耐量：300%-10 s 以上
™慣性モーメント：0.19 kgm2

⑵　サーボモータ 8 台の高速・高精度同期制御
™ドライブ装置：「MICREX-SX SPH3000MM」，

　高性能ベクトル制御形インバータ「FRENIC-VG」
™ I/Oリフレッシュ性能：最速 250 µs
™同期精度：＋－1 µs 以下

図 37　エコレトランス（22kV-6,000kVA）

　エコレトランス（パーム・ヤシ脂肪酸エステル変圧器）
パーム・ヤシ脂肪酸エステル（PFAE）は，地球環境保
全ならびに冷却や絶縁特性など従来の鉱油や植物油より優
れた特性を持っている。これを絶縁油に適用したエコレト

ランス（11〜 77 kV）は，環境性能と高性能化を両立させた

変圧器である。販売開始から鉄道分野の顧客を中心に順調
に数量を伸ばしている。近く，民需向け製品もラインアッ

プ（6.6 kV）し，販売予定である。PFAEの特徴を示す。

⑴　植物系絶縁油において，初めて飽和脂肪酸分子構造を

採用することで，熱的ストレスに安定な特性を持つ。

⑵　変圧器絶縁油として従来の約 1/6の低粘度化に成功し，

冷却に優れ，コンパクトな変圧器設計が可能である。

⑶　廃棄処理時は，そのままディーゼル燃料として利用
（リユース）が可能である。

パワーエレクトロニクス技術
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図 41　工場試験中の7,700kW・34P同期電動機

　旭化成ケミカルズ株式会社 水島製造所向けコンプレッサ用大容量同期電動機の更新
旭化成ケミカルズ株式会社 水島製造所向けに，コンプ

レッサ設備用大型同期電動機を納入し，更新した。

電動機の仕様は，全閉内冷他力通風安全増防爆形ブラシ

レス三相同期電動機で，出力 7,700 kW，電圧 6,600V，周
波数 60Hz，極数 34P，回転速度 212 r/minである。

更新に当たり，既設機では二分割構造であった固定子を

一体構造とし，現地更新期間の短縮化と品質向上を図った。

また，転がり軸受をすべり軸受に替え，回転子の長手方向
の自由性を持たせた。更新機は，既設機に比べて効率が良
く，省エネ効果を出している。

図 42　旧発電機固定子の搬出状況と新発電機固定子の設置状況

　JX日鉱日石エネルギー株式会社 知多製造所向け1号発電機固定子の更新
納入設備の予防保全・長寿命化の観点から，火力用発電

機を長期にわたって運転している自家発電顧客に対し，顧
客の保全・メンテナンス計画に沿うよう，主要構成機器の

部分更新を推奨・提案している。

2012 年 6 月，JX 日鉱日石エネルギー株式会社 知多製造
所向け 1 号発電機の新固定子を製作し，顧客の定期点検工
事期間内に現地取替工事を完了した。

本機は 1973 年に運転開始した経年機で，2000 年の回転
子更新に続く設備リニューアルである。今回の固定子更新
に当たっては，固定子巻線を真空全含浸絶縁として高品質
化を図るとともに，固定子巻線の絶縁劣化状態を運転中に

診断できるオンライン型部分放電検出素子を設置している。

図 40　「GYBシリーズ」

　中慣性サーボモータ「GYBシリーズ」
高性能や使いやすさなどのサーボシステム市場のニーズ

に応えるため，中慣性サーボモータ「GYBシリーズ」を

開発し，200〜 750Wの 3 機種を製品化した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　従来の「GYSシリーズ」に対して，モータ慣性モー

メントを 2 倍に拡大した。これにより負荷慣性モーメン

ト比（負荷慣性モーメント/モータ慣性モーメント）を

低減し，制御安定性の向上と整定時間の短縮を実現した。

⑵　永久磁石性能の向上とシミュレーションの活用により，

磁気回路改善やスキュー構造最適化を図り，コギングト

ルク低減（従来比 50%）やトルク領域拡大を達成した。

⑶　シミュレーションの活用による構造配置の最適化によ

り，冷却特性と耐振動特性を向上した。

パワーエレクトロニクス技術
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図 44　常陽の非常用発電機

　常陽の非常用発電設備の更新
富士電機は，独立行政法人 日本原子力研究開発機構向

け高速実験炉“常陽”非常用発電設備 2号機（2,500 kVA）
の巻線交換と制御装置の更新を進めている。本設備は，納
入後約 40 年が経過したものであり，絶縁劣化対策として

2009 年に実施した 1 号機の巻線交換に続くものである。

2011 年の東日本大震災に伴う大洗変電所の被災時には，

本設備の非常用発電機が自動起動するとともに，変電所仮
復旧までの 8 日間にわたり機能を維持し，常陽の安定運転
に大きく貢献した。

今回，震災時の運転実績が高く評価されるとともに，今
後の機能維持の重要性が再認識され，2 号機の巻線交換に

加え，制御装置の更新も早期に実施することになった。現
在，早期立上げを目指して取り組んでいる。

図 43　183MVA/159MW 発電電動機固定子（つり込み中）

　フィリピン・カラヤン揚水発電所向け発電電動機固定子の更新
フィリピン・シービーケーパワー社のカラヤン揚水発電
所の既設 1，2 号機（183MVA/159MW）発電電動機固定
子更新工事を 2010 年 10 月に受注した。設計，製作，現地
組立据付け，試験を行い 2012 年 8 月に全ての作業が完了
した。

本工事は，他社製発電電動機の固定子単独更新工事で

あったが，既設機器との取合い箇所について事前に十分な

現地調査および検討を実施し，問題なく完了することがで

きた。また，最新のコロナ防止システムを採用した真空加
圧含浸絶縁方式により，高いレベルの品質基準（破壊試験
試験保証値 57 kV），発電電動機性能を達成することがで

きた。

パワーエレクトロニクス技術
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図45　小型サーマルリレー

　小型サーマルリレー 関連論文：富士時報 2012， vol.85， no.0， p.0002 119

制御盤や機械装置における電気給電・開閉回路の保護機
器であるサーマルリレーは，安全・保護機能の高度化が要
求されるだけでなく，これらの装置の省エネルギー化・省
スペース化に対応するために，低消費電力化・小型化が強
く求められている。

富士電機はこれらの要求に応えるため，26A 以下の定
格において小型化・経済性・安全性を追求した，グローバ

ル対応の小型サーマルリレーを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　欠相保護機能の標準装備による電動機保護機能の強化
⑵　端子配列の見直しによる操作性と配線性の向上
⑶　「新 SCシリーズ」サーマルリレーとの互換性があり，

既設電磁接触器への換装が可能
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図 47　「Compact NSX DCシリーズ」DC1,000V定格品

　無極性直流ブレーカ「Compact NSX DCシリーズ」
再生可能エネルギーの利用が注目されていることから，

太陽光発電システムの高電圧化に対応し，DC1,000Vで使
用可能な無極性の遮断器，開閉器を発売した。本製品の使
用により送電ロスの削減，集電箱の集約が可能となる。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　定格絶縁電圧：DC1,000V
⑵　定格電流：遮断器 80〜 200A，開閉器 100〜 500A
⑶　外形：標準Compact NSXシリーズと同一
⑷　付属品：標準Compact NSXシリーズと共通
　本製品に合わせて，DC750V 定格の遮断器（16〜
550A）も発売した。

遮断器 開閉器

図 48　固定形マルチVCB

　固定形マルチVCB
高圧需要家では，主遮断装置として高圧真空遮断器が広

く使用されており，JISで規定するキュービクル式高圧受
電設備のほとんどがパネル固定形のものを搭載している。

富士電機は，設備のメンテナンスや導入・更新を含めた

ライフサイクルコストを抑え，多様化する使用環境に対す

る高い安全性を確保した高圧真空遮断器として，パネル固
定形のマルチ VCBを開発した。主な特徴を次に示す。

⑴　注油箇所の低減や点検周期の延長による点検作業の省
力化

⑵　主回路構造と材料の見直しによる絶縁性能の向上
⑶　パネルカットの簡略化による取付け作業性の向上
⑷　現行品と同一の取付寸法により，更新が容易
⑸　RoHS 指令・リサイクル表示による環境への配慮

図 46　「BWOシリーズ」400AF

　配線用遮断器「BW0シリーズ」400AF
中国や東南アジアなどの新興国市場に向けた配線用遮
断器「BW0シリーズ」400AFを開発し，従来の 100〜
250AFと合わせてシリーズのラインアップを拡充した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　「G-TWINシリーズ」400AFと外形，取付け寸法を

同一にし，外観色（ホワイトグレー）も統一
⑵　定格電流：250〜 400A
⑶　定格遮断容量（代表値）：AC440V/36 kA
　　　　　　　　　　　　　 AC230V/85 kA
⑷　適合規格：IEC，JIS，GB
⑸　付属品：補助・警報スイッチ，電圧引外装置，端子

カバー，外部操作ハンドルなど，G-TWINシリーズ

400AFと共用が可能

安全・安心技術
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図49　「F-MPC04E」SDカード形

　1 回路形電力監視ユニット「F-MPC04E」SDカード形
1 回路形電力監視ユニット「F-MPC04E」に，SDカー

ドが使用できる新製品を開発した。従来の RS-485 通信形
に対して，ネットワークを必要としないオフライン連携で

の使用を目的とする。主な特徴を次に示す。

⑴　各種電力監視データを SDカードに記録可能
⑵　メモリ容量 32GB以下の SDHCカードが使用可能
⑶　内蔵時計による 1 時間周期と設定周期（1〜 30 分）

の 2 種類の記録が可能
⑷　電流，電圧の最大値・最小値・平均値の記録が可能
⑸　電気二重層キャパシタによる時計機能の停電バック

アップにより，電池交換が不要（停電保持 7日間）

⑹　記録データを CSV 形式で保存し，データの解析に使
用するグラフ化サポートツールを提供

図 50　「F-MPC Ior」

　Ior 方式「F-MPC Ior」絶縁監視ユニット
配電設備の絶縁状態を常時監視するニーズに応えて，

Igr 絶縁監視装置（2011 年度開発品）の技術をベースに

「F-MPC Ior」絶縁監視ユニットを開発した。系統に基準
となる電圧信号を重畳させる Igr 方式に比べて，Ior 方式
の絶縁監視は，適用可能な相線式に制限があるが，電路の

対地電圧を基準とするため ZCTと組み合わせるシンプル

なシステム構成で低コストの導入が可能である。

⑴　動力，電灯など独立した 2 系統の監視が可能
⑵　対地静電容量のアンバランスを補正演算
⑶　組み合わせる ZCTは「G-TWIN」ブレーカ内蔵形，

および汎用形「EWシリーズ」に対応
⑷　RS-485 通信を標準搭載し，「F-MPCシリーズ」との

共通のプロトコルで電力監視と設備監視を一括で実現

図 51　故障解析結果

　直流配電系統における故障解析技術
分散型電源において，太陽光発電や蓄電池を含む直流配

電系統が普及しつつある。今後の普及拡大に伴い，直流配
電系統における地絡故障電流の検出など，系統保護技術の

開発が必要である。地絡故障電流は，接地方式や地絡時の

抵抗，パワーコンディショナから発生するノイズなどの影
響を受けるため，電流値を精確に検出することは困難であ

る。

富士電機では，これらの影響を考慮した直流配電系統の

故障解析技術を開発し，解析を実施した。この解析結果か

らノイズ成分を除去することにより，地絡故障電流を精確
に抽出することが可能になる。

今後，本技術を直流配電系統保護に適用する予定である。
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図52　リビア電力庁ベンガジ発電所

　リビア電力庁ベンガジ発電所およびミスラタ発電所の現地工事再開
韓国のエンジニアリング会社経由リビア電力庁ベンガジ

およびミスラタのコンバインドサイクル発電所向け 2×
245MW蒸気タービン・発電機設備の据付け・試運転試験
は，リビア国政変のため 2011 年 3 月に中断された。2012
年 6 月にベンガジ，ミスラタへの指導員派遣前現地訪問調
査にて，空港，交通手段，発電所および宿泊について，安
全上問題がないことを確認した。発電設備はほとんど被害
を受けておらず，保管要領に基づいて保管されており，作
業者を確保できれば再開できる状況にあった。そこで，ベ

ンガジに 2012 年 10 月に指導員を派遣し，試運転試験を再
開した。また，ミスラタは 2013 年上半期に再開する予定
である。

図 54　31.4MW立軸バルブ水車用ランナ（製作中）

　東北電力株式会社 豊実発電所向け立軸バルブ水車の主機の据付け
東北電力株式会社 豊実発電所向けに立軸バルブ水車（2

台×31.4MW）の本体据付け工事を開始した。立軸バル

ブ水車の据付け工事は，富士電機が前例に続き国内外で 2
例目となる。1929 年に建設されたダム式発電所の取水口
や水槽など，既存の設備を極力流用し，その他の設備およ

び機器を新たに納入，設置する大規模改修工事である。得
意とする立軸バルブ水車を採用することにより，既設発電
所の限られたスペースに主機の設置が可能になる。また，

既設設備，構造物を流用することにより，工事費の低減を

図っている。改修により，既設発電所に対して約 10%の

認可出力増が可能である。2013 年 9 月の運転開始に向け

て据付け工事を進める。さらに，経年化対策として立軸バ

ルブ水車の普及に向けて技術提案を推進していく。

図 53　1.4MW立軸プロペラ水車用ランナ（据付け中）

　韓国水力原子力会社 ゲサン発電所の完成
韓国水力原子力会社（KHNP）ゲサン発電所（2 台×
1.4MW立軸プロペラ水車）が運転を開始した。本発電所
は，1957 年に運転を開始した既設水車のケーシング，ス

テーベーンおよび吸出し管などの埋設品を流用し，流れ解
析によりランナおよびガイドベーン形状の最適化を行うこ

とにより，水車性能の向上を図ったものである。さらに，

発電機一式を更新することにより，発電所出力が既設機に

対して約 4%増加する。現地効率試験において流れ解析に

よる水車性能を満足することを確認している。

また，今回の更新に合わせて，ハイブリッドサーボモー

タ，回転水槽式水潤滑軸受，メカニカルシール，樹脂軸受
などの新技術を採用して保守の簡素化を図っている。発電
機一式は，韓国内から調達している。
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図55　天井クレーンの現地据付け工事風景

　ガラス固化技術開発施設向け天井クレーン
日本原燃株式会社は，使用済核燃料を再処理する過程で

発生する放射性廃液を溶融炉でガラスに溶かして廃棄物に

する技術開発を目的とした，ガラス固化技術開発施設の建
設を進めている。

富士電機は，株式会社 IHI 経由で天井クレーン 2 基の設
計製作から現地据付け，現地試験までを受注し，現在，現
地据付け工事を行っている。クレーン本体は宇部興産機械
株式会社で製作した。天井クレーンはロボットアームを搭
載しており，動力や計測制御などのケーブルが膨大で配置
上の制約が厳しい。このため，富士電機が設計製作した給
電装置と制御装置をクレーン本体と組み合わせて課題を解
決した。今後，作動試験を実施する。

図 56　柱設置型独立電源

　フィルム基板太陽電池セルの低電圧応用製品
フィルム基板太陽電池をセルの形態での販売に注力する

とともに，新たな応用分野である低電圧製品を顧客と一体
となって開発している。代表的な製品として，非常用携帯
電源や携帯機器用の小型充電器，ソーラーバッグ，各種独
立電源などが挙げられる。柱設置型の独立電源はその一つ

であり，発電した電力をリチウムイオンキャパシタに急速
充電を行う機能を持っている。

フィルム基板太陽電池を適用することで，軽量かつ意匠
性に優れた曲面形状が実現できる。設置が簡便であり，公
園の街路灯やメンテナンスが困難な遠隔地の計測機器への

応用が考えられる。

（b）設置状態（a）外観

図 57　被災直後と復旧後の66kV受配電設備

　日本地下石油備蓄株式会社 久慈国家石油備蓄基地の震災復旧工事
日本地下石油備蓄株式会社 久慈国家石油備蓄基地は，

東日本大震災の津波により全ての地上設備が被災した。原
油が地下の岩盤中にあり，復旧は緊急を要したため，基地
の安定運転に向け，次のステップで対応した。

⑴　仮設電源による地下設備および管理棟への電源供給
⑵　受配電設備の復旧および用役設備への電源供給
⑶　非常用発電設備および排水処理用低圧配電盤の復旧
受電設備はポリマー碍子（がいし）を使用した縮小形

C-GISとし，耐震性の向上，環境負荷の低減（SF6ガス量
1/3），省スペース化，現地工期の短縮を図った。保護リ

レーにはディジタル形を採用し，信頼性の向上，保守の省
力化を図った。現在は，非常用発電設備の試運転調整中で

あり，今後も基地の完全復旧に向けて貢献していく。
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熱エネルギー技術

熱利用技術
2012 年の国内の最大のトピックスは，再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度（FIT）の施行である。また，い

まだ結論に至っていないが，原子力政策の抜本的な見直し

もエネルギーに関する大きなターニングポイントとなった。

このような環境下で，FITにより事業化が見込めるよ

うになった地熱発電やバイオマス発電の案件が具体的に動
き始めている。一方，原子力政策の見直しを受け，一般火
力発電分野においても新たな設置計画と既存設備の効率改
善や長寿命化などの動きが出てきた。

海外では，途上国における電源確保などのインフラ整備
や先進国における老朽化電源の最新技術による更新需要は，

相変わらず旺盛である。

地熱発電分野では，米国，インドネシア，ニカラグアで

のプラントが完成し，トルコ向けの出荷を完了し，フィリ

ピン向けに製作中である。また，中小容量向けに開発した

バイナリー発電設備も国内で具体的な案件が進んでいる。

火力発電分野では，ブラジルとベトナム向けに数多く受
注し，米国，中国，ベトナム，パキスタン，インドネシア，

オマーンおよびリビア向けを建設中あるいは製作中である。

国内では沖縄電力株式会社向けに高効率ガスタービンコン

バインドサイクル（GTCC）の 1 号機が完成し，5 月の営
業運転開始に向けて 2 号機の試運転を推進中である。

燃料電池と原子力の分野においても国内外のお客さまの

さまざまなニーズに確実に応えるために，特徴ある技術と

サービスを供給している。

富士電機は，低炭素社会の早期実現と安全・安心な電源
の確保に向けたエネルギーの有効利用に対して，これまで

培ってきた技術とサービスでお客さまに貢献し続けていく。

冷熱制御技術
省エネルギー（省エネ）に対する取組みは，さまざまな

方面でなされてきた。これに加えて 2011 年 3 月 11 日の東
日本大震災以降，電力事情が逼迫（ひっぱく）する中で省
エネ対策の強化が強く求められている。単にエネルギーの

消費量を下げるだけではなく，電力を有効に利用するとい

う観点からの取組みも必要となる。

冷熱制御技術を駆使している富士電機の代表的な製品に

は，飲料などを加熱・冷却する自動販売機や店舗で商品を

冷却し，陳列・販売するショーケースやデータセンターな

どの空調システムがある。

自動販売機の分野では，日中の冷却に電力を全く必要と

しない長時間保冷自動販売機を日本コカ・コーラ株式会社
と共同で開発し，市場へ投入した。この自動販売機は，夜
23 時から翌朝 7時までの間，内蔵している飲料を冷やし，

それ以外の 7 時から 23 時までの間は，飲料を一切，冷却
しないというものである。このような運転モードにより，

使用電力がピークとなる昼間の電力消費を大幅に削減する

ことができ，電力の有効利用という点で，大きく社会に貢
献できる画期的な自動販売機である。断熱構造技術や飲料
を冷却するための気流解析技術を駆使することにより，こ

の性能を実現することができた。

一方，ショーケースの分野では，庫内の冷却効率の改善
や業界初の LED標準搭載などにより，スーパーマーケッ

ト 1 店舗当たりのショーケースと冷凍機の総合消費電力を，

現行機と比べて 30% 低減するショーケース「エコマック

ス Sシリーズ」を開発し，市場に投入した。このショー

ケースは，前面のエアカーテンの整流に独自開発の気流ガ

イド方式を導入し，さらに熱流体解析技術の活用によりエ

アカーテン気流と庫内背面からの冷却気流の最適マッチン

グを実現したものである。また，スーパーマーケット向け

に限らず，省エネ技術を生かしたコンビニエンスストア向
けショーケースや海外店舗向けショーケースも開発し，市
場展開を開始した。

空調の分野では，冷熱制御のコア技術であるヒートポン

プ技術を活用した間接外気冷却タイプの空調機「F-COOL 
NEO」を開発し，データセンターの空調に適用した。さ

らに短納期の顧客ニーズを実現するため，“ビルト・イ

ン・ブロック”方式のモジュール型データセンターを発売
した。

今後も，富士電機の熱エネルギー技術を生かした環境対
応型製品を開発し，展開していく。
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図1　60MW蒸気タービン

　トルコ・クズルデレ地熱発電所向け発電設備の出荷
2012 年 8 月，クズルデレ地熱発電所向け 60MW蒸気

タービンおよび発電機を出荷した。本発電設備の納入によ

り，トルコ地熱市場に新規参入を果たした。

本発電所はトリプルフラッシュシステムを採用し，高・

中・低の 3 重圧の蒸気によって蒸気タービン・発電機を回
転させて発電している。高圧蒸気を利用する高圧タービン

には背圧式を，中・低圧の蒸気を利用する中・低圧タービ

ンには復水式を採用している。今回は，この二つのタービ

ンを連結させて一軸とするタンデム式蒸気タービンである。

高圧蒸気は，16.7 重量 %という高濃度の不凝縮ガスを

含む特異なものであり，試運転結果をもって高濃度の不凝
縮ガスの影響の最終評価を実施する。本発電設備は現在据
え付け中で，2013 年春から試運転を開始する予定である。

高圧タービン 中・低圧タービン

図 2　現地基礎工事の進捗状況

　フィリピン・マイバララ地熱発電所向け地熱発電設備
2011 年 12 月にフィリピンの大手ゼネコンである EEI 

コーポレーション社から，20MW地熱発電設備 1台を受
注した。供給範囲は，地熱タービン，発電機，復水器など

の主機に加え，ガス抽出設備，冷却塔，ホットウエルポン

プなどの単体機器である。

タービンには軸流排気構造を採用し，復水器には混合型
のバロメトリック式復水器を適用しているのが特徴である。

現在は，エンジニアリングおよび設計を推進中で，2013
年 3 月に FOBで納入予定である。

現地では，フィリピン，ルソン島のバタンガス州サン

ト・トーマス市のマキリン山の麓（標高 200m）で基礎工
事が行われている。

図 3　ハイブリッドシステム用真空ポンプ全景

　北海道電力株式会社 森発電所向け地熱用ガス抽出設備
2012 年 9 月，北海道電力株式会社 森発電所向けに，ガ

ス抽出設備の更新工事を完了した。本工事は，タービン直
結の既設ガス圧縮機を撤去し，新しく 3 段ハイブリッドシ

ステム（1 段，2 段エゼクタ＋3段真空ポンプ）に置き換
える工事である。現状，最大蒸気量（一次蒸気：200 t/h）
で，かつ，不凝縮ガス量も計画時の 10%から 3%に減少
している。

本工事の目的は，50MW地熱発電設備のガス圧縮機を

25MW（認可出力変更済み）に見合ったガス抽出設備容
量に変更すること，および復水器真空度の向上を図ること

である。復水器真空度を 16 kPaから 8.4 kPaに上げること

で高真空運用ができ，蒸気量を増やすことなく，送電端出
力を現状より 20〜 30% 増加できた。
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図 6　ドイツに納入した燃料電池

　燃料電池のCEマーク適合
2010 年に，燃料電池の低酸素空気供給タイプの実証機

をドイツに納入し，欧州向けの CEマーク適合機の開発
を行ってきた。2012 年 5 月に CEマークに適合した商用 1
号機をドイツの自動車メーカーのディーラー向けに出荷し，

8 月から運転を開始した。

業務用燃料電池の CEマーク適合は，わが国では初であ

る。燃料電池という機種単独としての CE適合の指令がな

いため，関係する可燃性ガスの安全防爆や EMC防止など

多くの課題を解決し，CEマーク適合機を完成させた。

今後は，欧州のデータセンターや倉庫向けに，低酸素空
気供給タイプの拡販を図っていく。

図 5　実証試験中の燃料電池

　下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）向け発電装置
再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）が，

2012 年 7 月から開始された。これに先立ち，注目されて

いる下水消化ガス発電の分野においては，下水道革新的技
術実証事業（B-DASHプロジェクト）の発電装置として，

富士電機の燃料電池が採用された。大阪市の下水処理場に

2012 年 2 月に設置し，4 月から実証試験を開始している。

実証試験では，下水汚泥の濃縮技術，生ごみと下水汚泥
の混合高温消化技術，ならびに燃料電池を用いた下水処理
場のエネルギーマネジメント技術の実証を目指している。

本燃料電池は，消化ガスの発生量が少ない場合に，都市ガ

スを混ぜて運転することができるので，小規模な下水処理
場向けにも市場が拡大できるものと期待されている。

図 4　スキッド式蒸気タービンおよび空冷発電機

　米国バイオマス焚き発電所向けタービン・発電機の出荷
2012 年 9 月，Babcock & Wilcox Construction Co.， Inc. 

（BWCC 社）経由で受注した米国・ニューハンプシャー

州バーリンの新設 75MW級バイオマス焚き発電所向けに，

軸流式単気筒復水蒸気タービンおよび空冷発電機一式の出
荷を完了した。

BWCC 社の建設工期短縮への強い要望に応えるため，

スキッド式蒸気タービンおよび空冷発電機を採用した。こ

のクラスのスキッド式は，富士電機の初号機となる。

BWCC社は，2006 年に運転を停止した既設の黒液回収
ボイラを木質バイオマス焚きバブリング流動床ボイラに改
造し，富士電機製のタービン・発電機で発電する。

発電所は，2013 年末に売電開始を予定している。

熱利用技術
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図7　川崎工場に設置した燃料電池

　川崎工場向け燃料電池
2012 年 2 月に富士電機川崎工場へ燃料電池を設置した。

常時は都市ガスを燃料としたコージェネレーションシステ

ムとして，工場全体の省エネルギーや CO2の削減に貢献
している。

本燃料電池は，系統停電時に重要負荷に電源を供給可能
なシステムであり，特定の工場建屋の設備へも電源を供給
できる。都市ガス遮断時でも備蓄 LPガスにより発電を継
続でき，電源セキュリティを向上させている。電力供給の

他に，高温排熱は吸収式冷温水機に導入して事務所棟の冷
暖房に使用し，低温排熱は工場ボイラ設備の給水予熱に使
用している。

冷熱制御技術

図8　「FX21」

　省エネルギーカップ式飲料自動販売機「FX21」
“環境対応”“お客様満足度向上”をコンセプトにフルモ

デルチェンジを行い，中型カップ式飲料自動販売機として

業界トップクラスの省エネルギー・高機能機「FX21」を

開発した。2008 年度機比で年間消費電力量を 69% 削減し

ている。主な特徴は次のとおりである。

⑴　真空断熱材と発泡樹脂とを 3 層に組み合わせた断熱構
造を採用し，さらにヒータ形状や運転制御の最適化を行
い，高断熱・小型湯タンクを実現した。

⑵　コーヒー抽出機の接液部を樹脂にすることで，高断熱
化および小型化を行い，補助ヒータをなくした。

⑶　業界初の照明レスインタフェース扉を開発した。

⑷　新カップミキシングシステムにより飲料品質およびオ

ペレーション効率の向上を実現した。

図 9　１杯取りコーヒーマシン

　株式会社セブン -イレブン・ジャパン向けコーヒーマシン
消費者のおいしいコーヒーへの関心が高まる中，コンビ

ニエンスストアは，コーヒーの販売に力を入れている。富
士電機は，独自のペーパードリップ抽出技術を活用した 1
杯取りコーヒーマシンを開発した。主な特徴を次に示す。

⑴　蒸らし時間やエア攪拌（かくはん）などきめ細かな抽
出設定と，新型コーヒーミルの均一で最適な粒度により，

淹（い）れたてのハンドドリップコーヒーの味を再現した。

⑵　ステンレス外装による衛生的で格調高いデザインであ

り，場所を取らないコンパクトサイズとした。また，取
出し口にカバーを設けた安全設計である。

⑶　背面からのペーパー交換など，カウンター内からのア

クセスを重視した操作性を実現するとともに，オートリ

ンス機能により，毎日の清掃を容易にした。
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図 10　コンビニエンスストア向け省エネルギーショーケース

　コンビニエンスストア向け省エネルギーショーケース
近年，コンビニエンスストア業界では環境負荷低減のた

め，省エネルギー化のニーズが高まっている。富士電機は，

外気の進入を抑制して冷却効率を向上させる吹出し構造の

最適化や，LED 照明の搭載により，所要冷凍能力および

消費電力量を削減したオープンショーケースを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　インナーダクト・アウターダクトの最適比率での吹出
し口の構成や，ハニカム角度およびファンの回転数を制
御することで，吹出し構造（エアカーテン）の最適化を

図り，所要冷凍能力を 2009 年機比で 10%削減した。

⑵　LED照明の搭載や上記の吹出し構造の最適化により

防露ヒータ容量を低減し，消費電力量を 2009 年機比で

35% 削減した。

冷熱制御技術

図11　中国向け冷蔵ショーケース

　海外向け冷蔵ショーケース
近年，中国や東南アジアにおいて食品流通の近代化が進

み，日系コンビニエンスストアの海外進出が加速している。

そのような状況の下，中国では別置型ショーケースがエネ

ルギー消費効率ラベリング制度の対象になり，省エネル

ギー（省エネ）管理強化が進んでいる。富士電機は，省エ

ネ技術を付加した海外向け冷蔵ショーケースを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　制御部は，基本機能に限定したマイコン基本部に機能
アップ用拡張部を組み合わせる構成とし，コスト低減と

さまざまな省エネシステムとの連携を実現した。

⑵　ファン回転数を一定に保つフィードバック制御により，

冷却初期からエアカーテンの最適風量を保ち，外気巻込
量を抑制して冷却効率を大幅に向上した。

（a）デザートケース （b）ランチケース

図 12　ワインセラー一体型植物工場ユニット

　植物工場ユニットおよび栽培環境制御システム
近年，施設内の環境を人工的に制御し，農薬を使用せず

に作物の安定的生産を行うことができる植物工場に対する

関心が急速に高まっている。富士電機は，ショーケースを

利用した植物工場ユニットを開発した。扉付きであり，半
閉鎖空間での衛生度の高い栽培が可能になる。旭化成ホー

ムズ株式会社の実証棟（一般向けには非公開）に導入した

ユニットでは，2 温度帯としておりワインセラーなどとし

ても使用できる。また，大規模工場向けに，栽培環境制御
システムを開発した。PLCを用いて養液の濃度や CO2 濃
度などを制御し，植物の生育に適した環境を実現している。

さらに，環境情報や設備稼動情報をサーバに収集し，一括
管理を行っている。
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図13　間接外気導入空調ユニット（ヒートポンプ式）

　データセンター用間接外気導入空調ユニット
近年，データセンターに使用されているサーバは，高性
能・高密度化により発熱量が飛躍的に増加している。この

ため，省エネルギーを追求するために，外気冷却を用いた

システムの導入が進められている。富士電機は，ヒートポ

ンプを内蔵した外気を直接取り入れず，外気と熱交換のみ

を行う間接外気導入式のデータセンター用空調ユニットを

開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　25 kW/ユニットの冷却能力を備えている。

⑵　外気利用と冷凍機運転の併用により，年間を通して冷
却が可能で，年間平均で成績係数（COP）10を実現する。

⑶　間接外気利用のため腐食性物質（塩害）対策と湿度調
整が不要である。

⑷　設置が容易な独立・自立設備で補助空調が不要である。

図 14　コンテナ型データセンター

　富士通株式会社向けコンテナ型データセンター
近年，データセンターの需要増を背景に，早期構築，ス

モールスタートの観点からコンテナ型データセンターが注
目されている。そのような中，省エネルギー指向から，外
気冷却を用いたコンテナ型データセンターが商品化されて

いる。しかし，直接外気を取り入れる場合には，ICT 機
器に悪影響を与える粉塵（じん）や多湿への対策が必要に

なる。

富士電機は，この課題を解決する間接外気導入式の空調
ユニットを開発した。空調ユニットとコンテナ筐体（きょ

うたい），電源設備をパッケージング化し，短工期で省エ

ネルギーかつ外気の制約を受けないコンテナ型データセン

ターのソリューションを，富士通株式会社および株式会社
富士通研究所と共同で提供する。

（a）空調ユニット側 （b）コンテナ側
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各地でスマートコミュニティ実証プロジェクトが進めら

れる中，富士電機も北九州スマートコミュニティ創造事業
やけいはんな次世代エネルギー・社会システム実証事業な

どのプロジェクトに参画しながら，各種エネルギーマネジ

メントシステム（EMS）技術の開発や実証を進めている。

複合エネルギー（電力・熱）最適制御やデマンドレスポン

スを実装した FEMS，BEMSを開発した。また，グリッ

ドでの需給制御・計画を支援して制御方式・容量などの最
適性を検証する蓄電制御シミュレータ，ならびに分散型電
源と蓄電設備を軸にエネルギー最適運用と系統連系を行う

実規模マイクログリッド実証設備などを開発した。さらに，

通信機能を内蔵したスマートメータへの置換え需要に合わ

せ，主要電力会社向けの製品開発を積極的に行っている。

系統配電関連では，系統運用システムと公営企業向けの

発電集中監視制御システムを継続して納入し，電力の安定
供給に寄与している。さらに，国際標準化技術や配電系統
の電圧制御技術などの開発も進め，次世代の系統運用に向
けて取り組んでいる。

計測・センサ技術
計測・センサ分野では，省エネルギー（省エネ）を目的

とした流体・エネルギー計測機器，環境保護・保全を目的
とする環境計測機器，生活の安全・安心を目的とするモニ

タリング機器の高度化の要求に応える技術開発を進めた。

流体計測機器では，耐気泡性能を大幅に向上させた汎用
タイプの液体用超音波流量計を開発し，また，2 測線計測
や熱量演算機能を付加した高機能タイプも開発した。さら

に，FF（Foundation Fieldbus）対応の圧力・差圧発信器
と質量流量計測用の複合センサの開発を実施した。エネル

ギー計測機器では，920MHz 特定小電力無線を使用した

クランプ式電力モニタを開発し，電力監視システムの構築
を容易にした。

環境計測機器では，レーザ方式ガス分析計の複合成分測
定化を図り，一酸化炭素と酸素を同時測定し，さらに計装
空気パージ方式で耐ダスト性能が向上した製品を開発した。

モニタリング機器では，MEMS（Micro Electro Me-
chanical Systems）技術を応用した安価な超高感度感振セ

ンサを開発し，ビルや橋などの健全性評価用の構造ヘルス

モニタリングシステムに適用し，有効性を検証している。

システム制御技術
システム制御分野では，さまざまなプラントにおいて設
備の老朽化が進んでおり，安定操業・生産効率向上・拡張
を図るために，分散型制御システム（DCS）や計算機シス

テムの更新が相次いでいる。既設のハードウェア・ソフト

ウェア資産を最大限に活用し，最小コストで設備稼動条件
に柔軟に対応できるシステムが求められている。鉄鋼プラ

ントやごみ焼却プラント向けでは，DCS 更新などの多く

の納入実績を挙げ，既設ソフトウェア資産を有効に活用し

て品質確保と切替期間の短縮を実現した。制御用計算機シ

ステムの更新においては，仮想化技術を利用して既設を変
更することなく新ハードウェアに移植することで，開発・

試験の効率化，品質確保を可能にした。都市ガスの広域監
視制御用に，設置場所・通信手段の違いに対して柔軟に対
応できる IPテレメータシステムを構築した。

コントローラは，制御システムの中核を担う共通コン

ポーネントとして，その適用範囲を拡大している。ギガビッ

ド Ethernet 搭載の「MICREX-SX SPH3000MG」に，複
数のドライブ装置を制御する標準パッケージを実装し，最
大 200 台のドライブ装置と関連 I/Oをネットワーク経由
で制御可能とした。これにより，エンジニアリング工数
の低減および省配線による大幅な工事費の削減ができる。

PROFINET・RTを内蔵した高性能な「SPH3000PN」は，

PROFINETに直接接続できグローバル化に対応している。

計測システムについては，監視制御システム向けの高信頼
コントローラを 2013 年度中に提供を計画している。

道路の環境改善・省エネ化・危機管理をキーに，2012
年度は新東名高速道路向けにトンネル遠隔制御や SA・
PA情報ターミナルなどを納入した。また，クラウド化が

進む中，都道府県を超えたクラウド型共同利用を加速させ，

自治体システムのさらなるコスト削減に貢献していく。
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図1　けいはんなプラザBEMSの全体システム構成

　けいはんなBEMS実証事業
富士電機は，経済産業省が推進している“けいはんな次
世代エネルギー・社会システム実証事業”において，けい

はんなプラザに対するビルエネルギーマネジメントシステ

ム（BEMS）を担当し，2012 年度に実証試験を開始した。

開発・納入したエネルギーコントローラは，既設ビル管
理システムと連携して情報収集し，気象情報やエネルギー

使用実績から需要予測および太陽光発電予測，最適設備運
用計画の立案を行う。また，地域エネルギーマネジメント

システム（CEMS）と連携の下，ビル内のテナントやホテ

ル宿泊者に対するデマンドレスポンス，ならびに蓄電池な

どビル内設備の同時同量制御などを行い，地域エネルギー

の最適化に貢献する。この実証事業では，エネルギーマネ

ジメントによる CO2 排出量の 10% 削減を目標にしている。

CEMS

ＰＣＳ

太陽光
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ＰＣＳ
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BEMS 富士電機の開発範囲

図 2　パワーコンディショナ設備

　富士通株式会社 川崎工場向けマイクログリッド実証システム
富士電機は，富士通株式会社 川崎工場向けにマイクログ

リッド実証システムを納入した。このシステムは，受電電
力の削減や工場での実証実験を行うことを目的とし，太陽
光発電設備（45 kW），蓄電池設備（約 80 kWh），パワーコ

ンディショナ設備（50 kW），配電設備および遠隔操作設
備で構成される。システムの特徴として，次に示す複数の

制御機能を持ち，さまざまな実証実験を行うことができる。

⑴　受電電力抑制および逆潮防止機能
⑵　充放電管理機能
⑶　電力安定化機能
これらの実証実験の結果，受電総量の 5% 削減とピーク

電力の平均 21%低減が確認できた。今後の実証成果が期
待されている。

図 3　スマートグリッド実規模実験装置の構成

　福島工業高等専門学校向けスマートグリッド実規模実験装置
福島工業高等専門学校にスマートグリッド実規模実験装
置を納入した。

本装置は，人材育成を目的とした実験・研究設備である

と同時に，常用の分散型電源設備および災害時の非常用電
源設備として運用する。

ガスコージェネレーション，太陽光発電（既設），風力
発電，蓄電池の各システムを制御システムにより統合制御
を行う。ガスコージェネレーションシステムでは，発電と

並行して，発生する排熱を蓄熱技術により校内給湯設備で

有効活用する。また，本装置とともに納入したシミュレー

タは，機器と制御システムをリアルタイムにシミュレー

ションできる。シミュレータを用いて蓄電池制御などの制
御アルゴリズムを開発し，実設備で検証する。
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図 4　最適運用構築フレームワーク

　最適運用機能構築フレームワークによる統合EMSプラットフォームの機能拡張
電力，鉄鋼を含む産業や店舗流通などの分野における統
合 EMSプラットフォームの機能拡張として，電気・熱・

ガスなどのユーティリティ設備の最適運用機能構築フレー

ムワークを開発した。計算機上で設備の部品を配置・接
続することで，作成したエネルギーネットワークモデルを

最適化ソルバで利用可能なモデル形式に変換し，機器特性
や運用データに基づいて最適化演算を行い最適運用計画を

立案できる。従来は困難であった設備構成の変更や特性
変化があった場合のメンテナンスが容易に実現できる。エ

ネルギーネットワークモデルは統合 EMSプラットフォー

ムに搭載されており，電力系統の国際規格 IEC61968・
IEC61970の CIM（共通情報モデル）と類似のモデルであ

る。今後，相互変換により規格への適合を図っていく。
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図5　太陽光発電量予測結果の例

　太陽光発電量予測技術
低炭素社会の実現に向けた取組みとして，太陽光発電の

導入が世界的に推進されている。太陽光発電量は気象条件
により大きく変動するため，大量に導入されると電力系統
に悪影響を与える。そのため，発電出力を安定化させる技
術が必要である。富士電機ではその一つとして，太陽光発
電量の予測技術の開発に取り組んでいる。

主な特徴は，太陽光発電設備の位置情報とその周辺の気
象予報値を使用すること，ならびに太陽光モジュールの出
力特性を考慮することで，世界各地において数日先まで

30 分ごとの予測を行うことができる。この結果は，電力
会社における需給運用計画にも適用できる。
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図 6　蓄電制御シミュレータ

　蓄電制御シミュレータ
太陽光，風力，海流などの大規模で多様な自然エネルギー

を高品質安定なスマートエネルギーに変える技術として，ま

た，マイクログリッドを電力系統の安定な負荷に変える技
術として蓄電制御システム技術があり，その研究は急速に

高度化している。富士電機は，長年の実績から解析支援シ

ステムとして蓄電制御シミュレータを開発した。

⑴　系統連系時の電力品質を満たすために，①蓄電設備の

容量，②各種蓄電設備の配分，③制御システムおよび制
御装置の制御アルゴリズム，④制御パラメータ，⑤デー

タモデル，を与える。

⑵　系統安定化のためのマイクログリッドの発電計画およ

び負荷計画を支援する。

⑶　最適制御アルゴリズムとパラメータの確立を支援する。
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図 9　大館発電事務所集中監視制御装置のシステム構成

　秋田県向け大館発電事務所集中監視制御装置
秋田県向け大館発電事務所集中監視制御装置の更新工事

を行った。本装置は，大館発電事務所から 6か所の発電所
の集中監視制御を行うためのシステムである。主な特徴は

次のとおりである。

⑴　監視制御サーバ，伝送制御 LANおよびマンマシン

LANを二重化し，監視操作卓は 3 卓構成とすることで，

信頼性を高めたシステム構成を実現した。

⑵　藤里系統の 3か所の発電所は，IP 対応のテレコン

（IPTC）に更新し，インフラの高機能化を実現した。

⑶　鹿角系統の 3か所の発電所は，既設TCを流用し大館
発電事務所に IP 変換装置を設け，将来の IP 化に備えた。

⑷　帳票 PCを介して，外部に設けられた発電データ管理
システム端末への情報提供を実現した。

プリンタ×2

監視制御サーバ
×2

システム
監視装置

東北電力
（CB, LS, WH）

所内
情報

帳票
PC

情報 LAN

IP 変換装置伝送装置

藤里系統 鹿角系統

IP自所入出力

IPTC
子局

IPTC
子局
×2

早口ダム
IPTC孫局

アナログ回線
（NTT回線）

デジタル IP回線
（NTTビジネスイーサワイド）

（秋田県）

マンマシン LAN二重化

伝送制御 LAN二重化

秋田県庁
発電管理端末

TC子局
（既設）

TC子局×3

監視操作卓×3制御室および
事務室用画面
（65インチ）

図 8　長野給電制御所システムの構成

　中部電力株式会社向け長野給電制御所システム
中部電力株式会社向け長野給電制御所システムにおいて，

1983 年のシステム導入以来 2回目となる全面更新工事を

実施した。本システムは，長野県北部地域 128か所の電気
所の監視制御を行っている。主な特徴は次のとおりである。

⑴　通信ネットワークの IP 網化に伴い，遠隔監視制御
装置（TC，ITC，CDT）とのデータ入出力，基幹給制，

他給制システム，配電線自動化システムとの連携におい

て，一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）の産業用
プロトコルである PMCNを採用した。

⑵　顧客支給のアプリケーションソフトウェアを富士電機
が開発した電力ミドルウェア上で稼動させ，システム構
築の効率化を実現した。

･･･

入出力装置
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図 7　デマンドレスポンス予測モデルの構成

　デマンドレスポンス予測技術
電力の需給調整は，従来は発電側のみで行っていたが，

需要側でも調整することが重要になってきている。電力価
格の変更やインセンティブポイントの付与を行うことで，

需要の抑制やピークシフトを促す“デマンドレスポンス

（DR）”が注目されている。DRを需給制御を行うシステ

ムに組み込むためには，電力価格を変更したときの需要変
化を予測する必要があり，富士電機では，この予測技術の

開発に取り組んでいる。具体的には，需要側を一般家庭や

工場などいくつかのグループに分け，需要実績データベー

スを使って需要予測を行った後，価格変更による需要変化
を補正する。今後は，北九州スマートコミュニティ創造事
業において 2012 年度から始まった DR実証試験のデータ

を使用して，予測モデルの検証を行う予定である。

需要予測モデル
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（家庭）

需要予測モデル
（商業施設）

DR予測モデル
（家庭）

DR予測モデル
（商業施設）

DR予測モデル
（工場）

時間

需
要

予測条件

曜日，気温，湿度…

需要予測
（全体）

電力価格変更

実績
データベース

価格

時間

需
要

需要予測カーブ

＋

EMS技術



富士電機技報　2013 vol.86 no.1

技術成果と展望

58（58）

制
御
技
術

図 12　「DUJシリーズ」

　北海道電力株式会社向けユニット形ディジタルリレー
北海道電力株式会社の配電用変電所向けディジタルリ

レー装置に搭載するユニット形ディジタルリレー「DUJ
シリーズ」を開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　CPU処理能力の向上による機能集約，および外部端
子のコネクタ化（交流入力部を除く）と基板実装形態の

見直しなどにより，従来比で約 60%の小型化を実現した。

⑵　16ビット AD変換器による精度向上と，4,800Hz 高
速サンプリングによる性能向上を実現した。

⑶　試験用出力端子の実装により保守性を向上した。

⑷　ドットマトリックス LED文字表示器により，整定時
の操作性と状態確認時の視認性を向上した。

⑸　耐ノイズ性能は JEC-2500（2010）に準拠している。

図 10　丸山ダム管理用制御処理設備の構成

　中部地方整備局向け丸山ダム管理用制御処理設備
国土交通省中部地方整備局から平成 23 年度丸山ダム管

理用制御処理設備工事を受注し，2012 年度末の運用開始
を目指して工事中である。

設備の主な特徴は次のとおりである。

⑴　丸山ダムの洪水吐きゲート 5 門の放流制御に加え，新
丸山ダムの建設に伴って増設されるバイパスゲート 2 門
を加えた放流制御に切替が可能である。

⑵　訓練装置と遠方手動操作卓を連携させることにより，

操作卓を加えた実運用に近い操作訓練が可能である。

⑶　電話応答装置において電話応答・通報機能に加え，

メール通報が可能である。
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図11　畑川ダム全景（テレメータ・放流警報設備とダム管理所）

　京都府畑川ダム河川総合開発工事湛水試験の開始
京都府が建設する洪水対策用および京丹波町向け水道用

ダムの主要な電気通信設備の設計・製作・調整試験を完了
した。主要な電気通信設備は，堤体観測設備，計測設備，

テレメータ ･ 放流警報設備，通信設備，CCTV 設備，ダ

ム管理用制御処理設備である。

これらの設備は，ダム管理所での集中管理を行うととも

に，遠隔での監視・制御機能，ならびに気象庁からの予測
雨量を基にしたダム流入量予測計算機能を備えている。ダ

ム管理業務の省力化と，ダムの安全な運用を実現している。

2013 年 3 月の竣工に向けて，京都府，ダム本体施工者
および放流設備施工者と協力して湛水試験に合わせ最終調
整試験を実施中である。
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図 13　DPEセンサ

　DPE（Dual Pressure Element）センサ
ガス井や油井の管理においては，圧力や流量の監視，特

に質量流量計測が重要であり，配管内に設置したオリフィ

ス前後の差圧と配管圧力（静圧）の同時測定が必要である。

DPEセンサは，差圧と静圧の各センサを搭載した複合
センサ部，流体と接する本体部，AD変換や補正演算を含
む回路部で構成される。

MEMS技術による複合センサ（静電容量型）は高感度
で安定性と再現性に優れ，本体部の受圧部は実績のある

「FCX-AⅢシリーズ」と同じ構造を採用したことで信頼性
が高い。回路部で処理された差圧と静圧の信号は，シリア

ル伝送で外部へ出力するため，低消費電力やインタフェー

ス互換性の点で優れている。これらの特徴を持つ DPEセ

ンサは，過酷な環境下での使用が可能である。

計測・センサ技術

図14　「FLR」「FSV」

　超音波流量計「FLR」「FSV」
富士電機は，1970 年代に超音波流量計を発表してから，

水処理分野を中心に鉄鋼や半導体など，多岐にわたる分野
で着実に実績を積み重ねてきた。今回，コンパクト型超音
波流量計「FLR」と小型超音波流量計「FSV」のリニュー

アル開発を完了し，発売を開始した。

FLRは，デジタル信号処理の導入（アドバンスト ABM
方式の採用）により，耐気泡性能が従来比で約 60 倍アッ

プを実現した。FSVは，最新技術に合わせて構成部品を

見直した。さらに今後の機能拡張開発により，FLRの上
位機種としてさまざまな用途での高機能化を実現する。具
体的には 2ライン同時測定用途として 2 測線方式，リモー

トメンテナンス用途として HART通信，省エネ用途とし

て熱量演算の各種機能の追加を予定している。
FLR FSV

図 15　クランプ式電力計測システム

　クランプ式電力計測システム
電力監視システムを容易に構築可能にするクランプ式電
力モニタ機器およびシステムを開発している。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　920MHz 特定小電力無線通信により，通信配線レス

でデータ収集が可能である。

⑵　計測用クランプ電流センサを介し，機器の電源を計測
電流から取得することで，専用の電源と電源配線が不要
である（自己給電式）。

⑶　電線にクランプするだけなので，停電せずに設置が可
能である。

⑷　収集データを Ethernet LAN（FTP，HTTPなど）

で上位の見える化システムと連携することで，トレンド，

帳票，グルーピングなどの表示が可能である。

設備 設備

電力量を監視，確認，解析可能な
システム

各設備の電力使用量を計測（1φ2W, 1φ3W, 3φ3W）

監視パソコン

Ethernet

FeMIEL-WL

自己給電式
（電源供給不要）

クランプのみ
（工事費用削減）

AC電源
（三相）

FeMIEL-SC

FeMIEL-SC

無線化
（配線作業レス）

FeMIEL-SC

920MHz無線

オープンプロトコル：FTP, HTTP
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図16　新型ユニット式電力量計

　新型ユニット式電力量計の量産化
GE 富士電機メーターは，新型ユニット式電力量計（単

相 3線式および三相 3線式，定格電流 60A）を開発し，

2012 年 7 月に量産を開始した。これは，関西電力株式会
社や九州電力株式会社など計 8社による共同研究の成果で

ある。

ユニット式電力量計は，ユニット化した計量部と筐体
（きょうたい）部を組み合わせて使用する。検定期間満了
時には筐体部を残したまま，充電部に触れることなく計量
部の交換が可能なため，安全性および交換作業のスピード

が向上できる。筐体部の材料を鉄とガラスからプラスチッ

クへ変更することで，従来品比で約 50%の軽量化を実現
した。

図 18　食品放射能検査システム

　食品放射能検査システム
食品中の放射性セシウム新基準に対応し，高速に米袋の

全数・全量の検査ができる，食品放射能検査システムを

開発した。高感度γ線検出器の増設による感度の向上と，

シャドーシールド構造による周囲放射線（BG）の遮へい

を行い，従来のシステムに比べて測定処理時間が 83% 向
上した（60 秒から 10 秒に短縮）。主な特徴を次に示す。

⑴　測定性能：基準値 100Bq/kg 未満を 99%の精度で判
定可能（測定下限値：25 Bq/kg 以下，スクリーニング

レベル：50 Bq/kg）
⑵　処理能力：米袋（30 kg）の場合，1 時間当たり 360
袋の検査が可能（BG：0.1 µSv/hの時）

今後，ソフトウェアの変更により，一般食品の検査も可
能にし，食の安全・安心の実現に貢献する。

図 17　レーザ方式ガス分析計（CO＋O2計）

　レーザ方式ガス分析計（CO＋O2 計）
ゴミ焼却場や汚泥焼却場などの高度燃焼管理や鉄鋼の可

燃ガス回収用途として，一つの装置に二つのレーザ素子
を内蔵したレーザ方式ガス分析計（CO＋O2 計）を開発し，

2013 年 6 月に発売する予定である。

2レーザ方式にしたことで，従来品と比べて大幅な低価
格化が実現できる。O2 計でも，パージガスに空気が使用
でき，また自動増幅率制御機能により耐ダスト性能が向上
するなど，独自の仕様を追加している。用途，測定レンジ

に応じてレーザ素子が変更できるため，将来的には，ライ

ンアップしている全ての測定成分で 2 成分または 3 成分の

測定が可能になる。

海外の石油・石化市場に参入するため，ATEX，NEPSI
の防爆認証を 2013 年度中に取得する予定である。
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図 20　「PXE」

　低価格コンパクト温度調節計「PXE」
富士電機の温度調節計は，高品質・低価格が特徴の

「PXRシリーズ」を中心に，中国・東南アジア・米国・欧
州で，販売累計が 300 万台を超え，多くの支持を得ている。

近年，中国・東南アジア市場では，低価格への要求が高
まっている。そこで，販売実績に裏付けられた高品質は

そのままに，大幅な小型化を実現した低価格温度調節計
「PXE」を新たに市場投入する。主な特徴を次に示す。

⑴　前面厚 1.6mm（従来比 80% 削減），奥行き 61mm
（従来比 24%削減）であり，装置の小型化に貢献
⑵　基本性能はそのままに低価格な品ぞろえ

⑶　PCからの給電により，ケーブル一本で容易にパラ

メータの設定が可能
⑷　ロング保証（製品 3年保証）

図 21　FF発信器

　FF（Foundation Fieldbus）発信器
計測・制御分野において Foundation Fieldbus 通信プロ

トコルは，制御監視システムと計測・制御機器をダイレク

トに繋ぐことができ，双方向通信が可能な通信制御手段と

して欧米を中心に普及してきた。最近では，東南アジア，

中東，南米などにおける世界最大級プラントでも採用事例
が増えている。

富士電機は，これらの状況を踏まえ，高精度・高信頼
性・低消費電力で定評がある発信器「FCX-AⅢシリーズ」

に FF通信機能を追加した。顧客の評価が高い耐水素透過
仕様や耐食材仕様もラインアップしている。また，耐圧防
爆および本質安全防爆が可能であるため，FF 仕様の需要
が多い石油・石化・天然ガスなど，幅広い分野への適用が

可能である。

図 19　新型都市ガス用ガス・CO警報器

　新型都市ガス用ガス・CO警報器
デザインを一新し，従来品に対して約 20%の薄型化と

約 40%の低消費電力化を実現した新型の都市ガス用ガ

ス・CO警報器を開発した。

表示部のランプの視認性を向上するため，ランプの光を

適度に拡散するプリズムを新たに採用した。警報音には低
周波数から高周波数まで音を変化させるスイープ音を採用
した。これらの光と音により，警報器本来の役目である

ユーザへの危険の認知性を向上させた。また，ガス検知に

新たな判定ロジックを設け，都市ガスや一酸化炭素以外の

雑ガスに対する誤警報の抑制や，故障診断機能の強化など，

警報器としての信頼性も向上させた。

本製品は，ガス事業者の“安全・安心な社会の実現に向
けた取り組み”に貢献する。

計測・センサ技術
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図22　コイルセンサの電流密度分布解析の例（1/4モデル）

　硬貨識別のための高周波領域における電磁気挙動解析の高精度化
コイルを用いた渦電流式センサは，金属材質の検出など

幅広い用途に利用されている。近年，その検出対象は複数
金属層を持つ複合材料などへと多様化する傾向にあり，材
質検出性能の高性能化が要求されている。

富士電機では，これらのニーズに応えるため，高周波領
域での磁束の浸透深さの差異を利用した金属材質検出セン

サを開発している。今回，これまでの有限要素法による電
磁界解析に，等価回路解析による補正を組み合わせること

で，高周波励磁時（500 kHz〜）に問題となる浮遊容量を

考慮した解析手法を確立し，解析精度を大幅に向上した。

今後，複雑な層構成を持つ複合素材の材質検出や，複合
素材で構成される海外硬貨の識別に，本解析技術と最適化
設計技術を応用していく。

電流密度
高

低

システム制御技術

図23　「MICREX-SX SPH3000MG」

　ギガビットEthernet 搭載コントローラ「MICREX-SX SPH3000MG」
「MICREX-SX SPH3000MG」は，ギガビット Ethernet

ベースの制御ネットワーク「SX-Net」を搭載した高性
能・大容量コントローラである。主な特徴を次に示す。

⑴　SX-Netは，ブロードキャスト最大 128Kワード，1
局最大 64Kワード，リフレッシュ性能 8Kワード/ms
であり，高速・大容量通信が可能である。

⑵　SPH3000MGは，SX-Netと高速 I/Oバスの「E-SX
バス」を内蔵し，I/O 更新，アプリケーション実行，

SX-Netデータ交換の高速・高精度同期が最短 1msで
実現でき，分散配置した複数のコントローラ間において

も，高精度同期制御システムを容易に構築できる。

⑶　従来の Ethernetポートを装備し，幅広いシステム構
成に柔軟に対応できる。

図 24　「MICREX-SX SPM」8スロットベースシステム

　アジア市場向けプログラマブルコントローラ「MICREX-SX SPMシリーズ」
アジア市場向けにプログラマブルコントローラ

「MICREX-SX SPMシリーズ」をラインアップに加えた。

小規模機械制御分野において，現状の小型プログラマブ

ルコントローラでは性能が不足するシステムに，従来機種
「MICREX-SX SPHシリーズ」を適用すると高性能・高
価格になる。SPMシリーズでは機能を絞り込み，演算能
力は SPHシリーズと同等のまま，小規模機械制御市場で

競争力のある製品価格を実現した。主な特徴を次に示す。

⑴　プログラミングツールは SPHシリーズと同じで，ソ

フトウェア資産の流用性を確保
⑵　データ保持メモリに不揮発RAMを採用（電池不要）

⑶　CPUモジュールに RS485ポートを搭載し，「ALPHA5 
Smart」との容易な接続を実現

SDメモリカード

USB
（ローダ接続） RS422（POD接続用）

RS485（汎用通信，MODBUS通信）

CPUモジュール
SPM専用ベースボードと

モジュール
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図 26　「MICREX-SX SPH3000PN」

　PROFINET内蔵コントローラ「MICREX-SX SPH3000PN」
グローバルオープンネットワークである PROFINET・
RTを内蔵した高性能コントローラ「MICREX-SX SPH
3000PN」を開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　アプリケーションの実行と，PROFINET IOスレー

ブ間の入出力データ更新を同期することで，データの一
義性を確保し，高速な制御システムの構築が可能である。

⑵　入出力データ 4,096ワード，スレーブ接続台数 128 局，

入出力データ更新 2〜 512msの I/O 通信，ならびに汎
用 Ethernet 重畳によるコントローラ間通信が可能であ

る。

⑶　支援ツールでは，PROFINET IOスレーブ局のラベ

ル名と連携したプログラミング記述を行うことができ，

エンジニアリング工数を削減できる。

図 27　ユーザアプリケーション保護機能

　「MICREX-SX SPH3000」に搭載した ユーザアプリケーション保護機能
「MICREX-SX SPH3000」に，アプリケーションプロ

グラムの不正使用を防止するユーザアプリケーション保護
機能を追加した。ユーザが管理するセキュリティコードに

より，プログラムとこれを実行するコントローラを関連付
け，この組合せが一致した場合にだけプログラムを実行す

る。この制限を追加することで，不正なプログラムコピー

やユーザシステムの複製を防止できる。

今回の保護機能と，従来のパスワードによるプログラム

表示防止機能・プログラム読出し防止機能とを併用するこ

とで，さらに強固にユーザアプリケーションを保護できる。

また，プログラムの実行可能期間を 1 時間から 365 日の

範囲で制限できる機能を搭載し，ユーザシステムの仮運用
やサンプル展開などのニーズにも対応が可能である。

Expert（D300win）
セキュリティツール

ユーザアプリケーション

セキュリティ命令で
プログラムの保護

SPH3000

セキュリティコード
の登録

セキュリティ命令
の追加

™セキュリティコードの暗号化
™読出し不可プロテクト

一致の場合
プログラム
の実行

図 25　ツール・アダプタを使用した置換え例

　「MICREX-SX」への置換えツール・アダプタ
主力コントローラである「MICREX-SXシリーズ」

へ，旧機種「MICREX-Fシリーズ」のアプリケーション

命令を 100% 置き換えるツールを商品化した。表現方法
の異なる命令間のコンバート機能を開発することにより，

MICREX-FからMICREX-SXへの移行が可能になった。

これにより顧客のソフトウェア資産のスムーズな継承と，

移行時の設計コストの大幅な低減が可能になる。

これに併せて，ハードウェア外形の違いを吸収するアダ

プタを開発した。従来の I/O 端子をそのまま流用可能で

あり，I/O 信号線の取外しおよび再配線が不要となるため，

配線作業時間が飛躍的に短縮できる。

顧客の資産の有効活用と，長期運用機器の改修や機能拡
張の置換えが求められる更新需要に応える。

MICREX-F MICREX-SX

MICREX-Fプログラム MICREX-SX プログラム

命令置換え
100％

取付け互換

ツール

アダプタ

100％

システム制御技術
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図28　  「f（s）NISDAS7」チャート表示例

　  データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS7」
  富士電機では，設備の運転安定化，高効率運用，寿命予

測など予知保全に対するニーズに応えるため，データ収
集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS」
を 2002 年に開発し，これまでに約 250セットを納入して

きた。今回，最新のパソコン環境への対応と併せた機能強
化を図り，「f（s）NISDAS7」として刷新した。主な特徴
は次のとおりである。

⑴　新機能
表示・操作方法を刷新し，データ管理機能，パノラマ表

示機能および統計値カーソル機能を追加した。

⑵　機能強化による利便性の向上
チャートコメント，チャートカーソル機能，データ演算
機能，Boolean 表示機能および収集機能を統合した。

図 29　仮想化システムの構成

　仮想化技術によるプロセスコンピュータの更新
産業分野向けのプロセスコンピュータ（制御用計算機）

は，ハードウェアの劣化や拡張が困難になることなどによ

り，定期的に更新されている。更新時には，ハードウェア，

OSおよびミドルウェアを最新版にするため，既存のアプ

リケーションのコンバート作業や動作試験に多大なコスト

が掛かっていた。

富士電機では，仮想化技術を利用し，既設システムを変
更することなく新ハードウェアに搭載できるシステムであ

る。開発コスト・期間の削減，品質の確保が可能なシステ

ムである。このシステムは，動作試験を容易にするための

次の機能を持っており，効率化に寄与している。

⑴　新旧計算機の同時稼動（並行運転）

⑵　新旧計算機の出力結果の比較効率化

既設プロセスコンピュータ

既設アプリケーション

既設ミドルウェア
既設ＯＳ

既設ハードウェア

CPU メモリ

PLC PLC

HDD NIC

ビデオ キーボード マウス

新プロセスコンピュータ

既設アプリケーション

既設ミドルウェア

仮想化ハイパーバイザ（VMware）

既設ＯＳ

パララン機能
データ比較機能

そのまま
移行

仮
想
マ
シ
ン

新ハードウェア　
CPU メモリ HDD NIC

ビデオ キーボード マウス

図 30　行政クラウド・モール 住民情報サービスの概要

　行政クラウド・モール 住民情報サービス
自治体におけるクラウド導入に関心が高まる中，自治体

向けの新たなクラウド・サービスとして行政クラウド・

モール 住民情報サービスを開発した。

本サービスは，これまで個別に導入してきた住民情報
パッケージを，複数の自治体で共同利用できるようにクラ

ウド・サービス型で提供するものである。

主な機能は次のとおりである。

⑴　住記関連：住民記録の管理
⑵　税関連　：地方税の管理
⑶　福祉関連：国民健康保険などの管理
また，既に提供している文書管理サービスを中心とした

内部事務機能や各種アプリケーションとの連携も可能であ

る。

法定業務

クラウド

各種アプリケーション

™選挙投票管理
™農家基本台帳管理
™畜犬管理
™道路占用
™学童保育

™臨時職員管理
™健康管理
™高齢者台帳
™災害時要援護者
　管理

™住記関連
™税関連
™福祉関連

内部事務

財務会計

人事給与

総務事務

文書管理
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図31　入退場管理システムの構成

　在場者数管理を可能とした入退場管理システム
東日本大震災を受け，事業所内の入場者を即時に把握し

たいというニーズが高まっている。本入退場管理システ

ムは，これに応えるものである。入退場者（歩行者・車
両）が社員証などの ICカードを非接触カードリーダやハ

ンディターミナルにかざすことで，即時に照合して認証し，

入場者および在場数を把握するシステムである。

制御装置は遠方監視制御装置（テレコン）用MPUユ

ニットと汎用リモート PIO 装置で構成し，サーバで管理
している利用者情報とカードリーダから読み取った情報と

を照合し，認証する。また，この入退場情報をサーバで管
理（登録・記録・保管・照会）するソフトウェアを開発し，

容易に在場者数管理ができる入退場管理システムを構築し

た。

ICカード認証用
ハンディターミナル

Bluetooth
ルータ

スイッチング
HUB

制御装置

管理サーバ

管理パソコン

歩行者用リーダポール
（一方通行用）

歩行者用リーダポール
（双方向通行用）

車両用リーダポール

利用者情報

入退構履歴

図 33　システム構成図

　大阪ガス株式会社向け広域監視制御用TM/TCシステム
大阪ガス株式会社に広域監視制御用TM/TCシステム

を納入した。電力会社向けに納入実績のある IPテレメ－
タ「STD」のハードウェアを用い，中央監視室・無線中
継所・子局など設置場所の違いや，衛星回線・地上波無線
回線・NTTデジタル回線など通信手段の違いを考慮して，

ソフトウェアを開発した。

本システムは，大阪ガス株式会社の供給エリアに点在す

る高・中圧用のガバナステーションなど約 600か所を，中
央監視室（メインとサブの 2か所）の SCADAで遠隔監
視および遠隔制御を行うための基幹となる最重要通信シス

テムである。

納入および試験が完了し，現在，アナログ回線からデジ

タル回線への移行が順次行われている。

TM/TC親局

SCADA

無線設備など

全８面

本社

無線設備など

無線設備など

メンテナンス
PC

TM/TC
親局

TM/TC
親局

SCADA
対向部

「ＳＴＤ」を
最大16台/1面収納

全 nか所

高圧局，供給所，中圧Ａ局　全650局

中継所 サブセンターへ
本社設備と同等

子局

ルータ または モデム

ルータ

図 32　IPIG子局およびハイウェイ情報ターミナル設備

　新東名高速道路遠方監視制御設備
2012 年 3 月に，中日本高速道路株式会社東京支社向け

遠方監視制御設備を納入した。本設備は，2012 年 4 月に

開通した新東名高速道路のトンネルに設置される IPIG 子
局（インターネットプロトコルを用いたインテリジェント

子局）と，SAおよび PAに設置されるハイウェイ情報ター

ミナル設備（緊急地震速報設備含む）を対象としている。

IPIG 子局は，子局内の情報を表示できる機能を持つ。

ハイウェイ情報ターミナル設備は，高速道路の渋滞情報な

どを提供するとともに，FeliCaを使用した携帯電話との通
信機能により，URL 情報の提供を行う。また，緊急地震
速報にも連動し，SAおよび PA内の利用者に対し，地震
の揺れの大きさをターミナル画面で表示すとともに，拡声
放送による音声での情報提供も可能にした。
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図 34　高炉送風制御システム

　某社 製鉄所向け高炉送風制御システムの更新
某社 製鉄所において，高炉送風制御システムを更新した。

制御装置更新は，休風時の短時間で作業する必要がある

ため，綿密な事前調査，分岐盤設置，新旧制御装置の切替
えと復旧の繰返しにより実現した。

本システムの主な特徴は，次のとおりである。

⑴　一貫製鉄所の高炉からの送風要求に対し，複数のター

ビンブロワの組合せの制御により，安定的な送風を行う

高信頼性システムである。

⑵　高炉，送風機，制御装置をさまざまな組合せで運用し，

各設備・機器の定期修理・休風・点検などに，フレキシ

ブルに対応可能な制御システムである。
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サーバ
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富士電機は，“電気・熱エネルギー技術の革新の追求に

より，エネルギーの効率利用を最大化する製品を創出し，

安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献する”という想
いを込めた新ステートメント“Innovating Energy Tech-
nology”を 2012 年 7 月に制定した。この想いの実現の土台
を支えているのは設計・生産支援技術である。設計・生産
支援技術は，実際に製品を開発する部門と緊密に連携しな

がら開発している。

放射光や赤外光による分光分析手法を新たに開発し，各
種微視解析も加えて総合的にゲート酸化膜界面や結晶欠陥
などを分析・解析する手法を確立した。次世代半導体デ

バイスとして注力している SiC（炭化けい素）デバイスな

どの開発に活用し，貢献している。また，分子動力学計算
や第一原理計算を駆使して，半導体界面構造や半導体パッ

ケージに用いられる樹脂材料の構造や添加物を設計する材
料設計技術を開発しており，材料開発の効率化を狙ってい

る。半導体デバイスの信頼性向上のため，半導体パッケー

ジ内の接点における微小部ひずみ分布計測評価技術を開発
した。さらに，半導体モジュールの絶縁性向上や高耐圧化
に活用するため，モジュール内部分放電の可視化技術を確
立し，部分放電発生のメカニズムを解明した。

グローバル市場でのパワーエレクトロニクス（パワエ

レ）製品展開のため，実製品プログラムをそのまま適用で

きる仮想テスト環境を開発した。検証設備を持たない海外
拠点などで顧客要求に応じたカスタマイズ製品の開発・検
証の実現を可能にする。また，小型・軽量化を目的に採用
が進んでいる高周波絶縁方式の変換器の中核部品である

高周波変圧器の磁界解析技術を開発し，性能向上，開発・

設計期間の短縮に活用している。耐震性の要求が高まる中，

配電盤の筐体（きょうたい）耐震設計ツールを開発し，各

種の耐震要求に応えられる安全・安心な電機設備の設計技
術を構築した。特にパワエレ分野では，国際規格への対応
の重要性が高まっており，富士電機では，社内国際標準
化委員会を中心に対応を強化しており，対外的には EMC
（Electromagnetic Compatibility：電気・磁気的な妨害を

及ぼさないこと/及ぼされないこと）や効率の測定規格の

検討に積極的に関与している。

電気・熱エネルギー技術関連以外の材料技術として，高
密度磁気記録媒体材料や感光体材料の開発を推進してい

る。大容量化の要求が続いているハードディスクドライブ

向け磁気記録媒体として，各記録層の組成や微細構造を最
適化し，1 枚当たりの記憶容量が 1TBの 3.5インチアル

ミニウムディスク媒体，500 GBの 2.5インチガラスディス

ク媒体を製品化した。感光体は，低価格および高寿命性能
の要求が高まっている。富士電機では，従来と同等の性能
で 15% 以上の低コスト化が可能な機能材料，ならびに耐
摩耗性を 20% 以上向上させた樹脂材料などを開発して製
品に適用し，それらの要求に応えている。

インキュベーション技術として，主に各種計測技術を開
発した。データセンターやショーケースなど幅広い分野で

適用が期待できる，温度や湿度を計測するバッテリレスの

ワイヤレスセンシング技術を開発した。また，健康への影
響が懸念されるエアロゾルを分析できるレーザ式の多成分
複合分析技術を開発した。さらに，MEMS（Micro Elec-
tro Mechanical Systems）技術を適用し，医療機器への適
用が期待されるレーザ光の方向を制御する光スキャナの開
発ならびにセンサの信号処理部の小型化やブラックボック

ス化の開発を進めた。

今後も，電気・熱エネルギー技術や計測・制御技術の革
新につながる先端技術の研究開発にチャレンジしていく。
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図1　放射光による欠陥のトポグラフィ

　次世代パワーデバイスの開発を支える分析・解析技術
高耐圧・低損失なパワーデバイスとして SiC-MOSFET

や SiC-IGBTの開発が進められている。これらに共通す

る材料に関する課題として，ゲート酸化膜界面や基板およ

び結晶成長層の原子欠陥の制御が挙げられる。

富士電機では，放射光や赤外光による分光分析ならびに

透過型電子顕微鏡による微視解析などに加えて，トポグラ

フ解析により基板や結晶成長層の欠陥種類と位置を特定し

ている。SiC 基板に発生する欠陥には，大型の表面欠陥か

ら極微小な転位（基底面転位やらせん転位）まで，さまざ

まな種類がある。これらに X線を照射し，回折光の違い

から原子レベルの構造異常を明らかにする。この技術を用
いて，それぞれの欠陥がデバイスに与える影響を明らかに

し，より信頼性の高い SiCパワーデバイスを実現している。

らせん転位

基底面転位

基板

成長層

表面欠陥
刃状転位

基底面転位

積層欠陥

らせん転位

基板と成長層内のさまざまな欠陥は，
種類に応じてデバイスに悪影響を及ぼす

（b）放射光による欠陥の
　　トポグラフィ

（a）さまざまな欠陥要因

図 2　熱硬化性樹脂とフィラー界面近傍の一軸伸張計算モデル

　分子シミュレーションによる材料物性解析技術
製品の機能向上に必要な樹脂の物性を満足するための指

針を得るために，分子シミュレーションを利用して分子構
造や電子状態の観点から解析する技術を開発している。現
在，樹脂の高耐熱化を目指し，熱硬化性樹脂と無機フィ

ラーが混合したナノコンポジット樹脂について，フィラー

により物性が変化するメカニズムを解析している。樹脂の

架橋反応に伴ってフィラーとの界面近傍のガラス転移温度
が向上する効果を，分子動力学計算により解明した。さら

に，図のモデルを用いて界面近傍の一軸伸張を計算した結
果から，界面近傍の弾性率がバルクより向上することが示
唆された。今後，樹脂の酸化反応性や，無機材料との密着
性などの解析にも取り組み，物性のバランスの取れた樹脂
の開発に貢献していく。

（a）一軸伸張前

粒子固定

樹脂・フィラー界面

熱硬化性樹脂

一軸伸張
方向

6.5nm

6.5nm 10nm 12nm

粒子固定
界面近傍界面近傍

（b）一軸伸張後

樹脂・フィラー界面

図 3　評価装置の構成

　デバイス製品の信頼性向上のための微小部ひずみ分布評価技術
デバイス製品のチップと基板との接合部などにおける信
頼性設計は，主に有限要素法を用いた応力解析により実施
している。亀裂などの劣化が生じた際の挙動を求めるため

には，微小な接合部のひずみ分布や応力拡大係数などが必
要である。そこで，富士電機では微小部のひずみ分布評価
技術を開発した。

対象部に輝度差を与える表面処理を施し，実体顕微鏡の

画像をデジタル画像相関法で処理することにより，従来比
10 倍の分解能，精度を持つひずみ分布評価技術を開発し

た。さらに，この測定結果から，亀裂先端の応力拡大係数
を直接算出可能にした。これにより，応力解析の誤差を従
来比 1/5に低減し，デバイス製品の高度な信頼性設計が可
能になった。今後，新製品の信頼性設計に適用していく。

引張方向

VIC-3D用デジタル
カメラ

実体顕微鏡

サンプル
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図4　シリコーンゲルとセラミック基板界面に発生した泡トリー

　パワー半導体モジュールにおける部分放電可視化技術
風力発電・電鉄・メガソーラーなどに使用されるパワー

エレクトロニクス機器において，高効率化のため耐電圧の

向上が要求されている。パワー半導体モジュールでは，封
止材であるシリコーンゲルとセラミック基板との界面にお

ける絶縁性能の向上が課題になっている。

ハイスピードカメラとマイクロスコープを組み合わせた

高速で微小領域を観察する部分放電可視化技術を開発した。

界面の部分放電によって泡が発生し，泡の移動に伴って泡
トリーが形成される。この様子を観測し，これまで不明で

あった界面の放電発生メカニズムを明確にした。今後，界
面の絶縁性能を向上させ，パワー半導体モジュールの開発
に貢献していく。

（a）界面に発生した泡トリー （b）ゲルと基板界面における
　　　泡トリー進展模式図

自己修復により
トリーから独立

樹枝状に
分岐

電極

放電による
パス

図 5　仮想テスト環境の構成

　パワーエレクトロニクス機器向け仮想テスト環境
グローバル市場における競争力強化のためにパワーエレ

クトロニクス機器向けの仮想テスト環境を開発した。検証
設備を持たない海外拠点などで顧客要求に応じたカスタマ

イズ製品の開発・検証を実現でき，顧客満足度の高い製品
の迅速な提供が可能である。

仮想テスト環境では，機器本体の主変換回路や制御回路
に加え，負荷などの制御対象を PC 上の仮想環境上に構築
し，実機レスの検証環境を実現している。また，制御回路
モデルは直接 CPUを模擬するシミュレータを適用し，こ

れに電気・物理系シミュレータを連携させる構成とした。

そのため，制御の要となる制御ソフトウェアは，実製品の

プログラムがそのまま適用でき，より迅速な検証が可能で

ある。

M

主変換回路モデル

インバータモデル

センサモデル

制御回路モデル

CPUモデル

制御
ソフトウェア

パワーエレクトロニクス機器モデル 制御対象モデル

モータモデル

PC上の仮想環境で
模擬対象システムを実現

模擬対象システム

汎用インバータ モータ

図 6　耐震設計を行った配電盤の例

　配電盤の筐体耐震設計技術
JEMA（日本電機工業会）・JEA（日本電気協会）など

の規格に準拠し，局部震度法による標準震度を用いて配電
盤の筐体（きょうたい）耐震設計をしてきた。2011 年の

東北地方太平洋沖地震をきっかけに，より詳細な耐震設計
が要求されるようになった。これまでの耐震設計では一律
に盤の中心を重心位置とし，配電盤の奥行方向の重心位置
ずれを考慮していないなどの課題があった。

そこで，内部機器をユニットごとに分割することで，構
造・荷重・重心設定を任意に設定可能な耐震設計ツールを

開発した。これにより，“建築設備耐震設計・施工指針”

（日本建築センター）に準拠した耐震設計が，精度向上し，

かつ短時間で可能になった。今後，各種耐震要求に迅速に

対応し，より安全・安心な電気設備の設置に貢献していく。
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図 7　高周波高圧変圧器の磁界解析の例と設計計算ツール

　高周波高圧変圧器の磁界解析技術
近年，絶縁型パワーエレクトロニクス機器の小型・軽量
化を目的に，高周波絶縁方式の変換器が広く採用されるよ

うになっている。富士電機は，この中核部品である高周波
高圧変圧器の磁界解析技術を開発した。

この技術は，パワーエレクトロニクス機器の実際の使用
状態を考慮した回路連成機能や熱連成解析機能を備えてい

る。変圧器に使用する各種の材料特性には，これまでに蓄
積した富士電機独自のデータベースを利用している。また，

磁界解析を用いて変圧器の設計諸元を算出し，限界設計を

追及する設計計算ツールを構築した。これにより，高周波
高圧変圧器の設計において高精度な性能予測が可能になる。

開発・設計期間の短縮や性能・品質のさらなる向上に活用
している。

（a）変圧器鉄心の
　　　磁束分布解析

（b）設計計算ツール

磁束密度
高

低

設計・生産支援技術

図8　パワーエレクトロニクス関連国際規格

　国際規格への対応
富士電機は，主力であるパワーエレクトロニクス製品の

グローバル展開を推進するため，IEC（国際電気標準会議）

の技術委員会で，TC22（パワエレ），SC22G（ドライブ），

CISPR（EMC）などの委員活動を行うとともに，規格に

対応するための技術開発を行っている。活動を円滑に進め

るために社内委員会により展開するとともに，業界への貢
献を行っている。主な開発項目を次に示す。

⑴　ドライブ EMC規格についての測定キャンペーンに参
加し，限度値の妥当性を示した。

⑵　ドライブ効率規格に対して，測定器の特性を考慮し，

適切な効率測定方法を確立した。

⑶　大容量太陽光パワーコンバータの EMC測定方法を確
立し，国際審議において修正意見を多数出した。

鉄道：TC9

TC22：
パワーエレクトロニクス
システムと装置

システム，製品 設計，デバイス，概念

ソフトウェア：JTC1/SC7

EMC：TC77，CISPR
EMF：TC106

デバイス：TC47

その他
TC42，TC89，TC2，
TC23，TC56，TC64

EV：TC69
ISO（TC22）

太陽光：TC82

スマートグリッド：
TC8，TC57

風力発電：
TC88

機械の安全：TC44
（ISO機械安全）

機能安全：SC65A

産業用ネットワーク：
SC65C

図 9　摩擦・摩耗相関図と摩擦・摩耗試験装置

　トライボロジーによる機械設計の信頼性向上
回転機などの摺動（しゅうどう）部を持つ製品群では，

信頼性向上のため接触部の低摩擦化と低摩耗化が要求され

ている。これに応えるためには，トライボロジー（摩擦・

摩耗・潤滑）に関する設計技術を強化することが必要であ

る。

乾燥摩擦（潤滑剤なし）における各種金属や樹脂の摩
擦・摩耗相関図（Wear Map）を取得するとともに，表面
粗さ，表面エネルギー，材料強度，材料硬度を用いて摩擦
係数と摩耗量の相関関係を導き出す経験式を導出した。

この経験式を適用することにより，摺動部を持つ製品群
の信頼性向上を実現する。さらに，流体摩擦（潤滑剤あ

り）の領域まで技術範囲を拡張し，設計技術の強化を図る。

比
摩
耗
量

摩擦係数
（a）摩擦・摩耗相関図（Wear Map） （b）摩擦・摩耗試験装置

ステンレス鋼×
ポリカーボネート
（樹脂）

ポリアセタール（樹脂）×
アルミニウム

ポリカーボネート（樹脂）×
アルミニウム

ステンレス鋼×
真ちゅう

ステンレス鋼×
アルミニウム

×：材料の組合せ
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図 10　3Rエンジニアリングサーバが提供するサービスと運用管理

　3Rエンジニアリングサーバの構築（機能拡充）と運用
業務改善施策の一つとして，情報資産の“再利用”を軸

とした生産性向上の取組みを進めている。3Rエンジニア

リングサーバは，社内に蓄積された知識，技術，ノウハウ

などの情報資産を登録して全社員が活用するためのシステ

ムであり，2010 年 5 月から運用を開始している。高機能
の検索エンジンを使用し，サーバに登録された情報資産や

イントラネットに公開されている情報を検索して業務に活
用できる。

2012 年は，利用促進に向けた“インセンティブ機能”，

個人・部署別の利用状況や登録資産の一覧が参照できる

“見える化支援機能”を開発し，利用者に提供した。今後
も利用者からの意見・要望を反映し，より利用しやすいシ

ステムへの改善と利用促進に向けた活動を展開していく。

他システム連携

3R
エンジニアリング

サーバ

サーバ運用管理
○維持管理
○機能拡充

○利用者支援
○利用促進（WG運営）

○情報資産の検索・ダウンロード
　登録（ワークフロー）
○インセンティブ（ポイント付与）
○見える化支援（データ出力）

○サーバの情報資
　産を検索・ダウ
　ンロード

サーバ利用者

（プロジェクト管理システム、
ソフトウェア関連情報共有システム）

イントラネット

○イントラネットに
　公開の情報を検索・
　ダウンロード

設計・生産支援技術

材料技術

図11　開発中の垂直磁気記録媒体の断面TEM像

　高記録密度垂直磁気記録媒体 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0004 314

ハードディスクドライブには，引き続き大容量化が要求
されている。これに応えるため富士電機は，1 枚当たりの

記録容量が 1TBの 3.5インチアルミニウムディスク媒体
および 500 GBの 2.5インチガラスディスク媒体を製品化
した。これらの大容量化の達成には，多層グラニュラー記
録層および多層下地層の組成や微細構造の最適化による，

低ノイズ化と記録容易性の両立，ならびに保護膜との結合
を強めた新規潤滑剤の適用による磁気スペーシングの低下
が大きく寄与している。さらに，実際のハードディスクド

ライブを用いた記録再生特性の評価や，大容量化に対応し

た超微細欠陥の検出などの高度な媒体評価技術の開発と合
わせ，競合する半導体メモリをしのぐスピードで今後とも

大容量化を推進していく。

カーボン保護層

グラニュラー記録層

下地層

軟磁性層

密着層

ガラス基板

50nm

図 12　印字試験における感光体表面への異物付着量

　高耐久負帯電型有機感光体
デジタル印刷分野では，市場ニーズの多様化に合わせ，

さまざまな機能を持つ装置が日々上市されている。これに

伴い，感光体と接触する帯電ローラやクリーニングブレー

ドなどの周辺部材でも，多岐にわたる製品が展開されてい

る。そのため，多種多様な特性や品質を持つ周辺部材と良
好なマッチング特性を示す感光体が求められている。

富士電機は，これらの部材にマッチした高耐久有機感光
体を開発している。各部材による感光体への物理的負荷に

対する耐久性を高めるため，新規材料の開発や組成の調整
を行い，膜の靱性（じんせい），耐クリープ特性および耐
クラッキング特性に対する強度を向上した。これにより，

感光層の機械的特性を改善し，各種接触部材による感光層
へのダメージに起因する異物付着量の低減を実現した。

0 10 20 30 40
印字枚数 （千枚）

異
物
付
着
量

50

従来品
改良品
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図 15　クリームはんだの材料構成と微小チップ部品の接合例

　微小チップ部品接合補強用エポキシ系クリームはんだ
プリント配線板の高密度実装や機器の小型化を図るため

に，微小チップ部品〔0.6×0.3，0.4×0.2（mm）〕の採用が

有効である。しかしながら，微小チップ部品は，はんだ接
合部が縮小されるため，接合強度が低下する。

富士電機は，フラックス成分を従来のロジン系からエポ

キシ樹脂に変更することにより，接合強度の補強が可能な

クリームはんだフラックスを開発した。これは，はんだ接
合時の加熱工程を利用し，はんだ接合と同時にエポキシ樹
脂を硬化させることにより，はんだ接合部の補強を行うも

のである。ぬれなどのはんだ付け性は，適切な活性剤を添
加することにより従来のロジン系と同等である。

今後，実製品に適用するため，リフロー条件の最適化を

行い，製品への適用を進めていく。

フラックス ロジン系

従来 開発品
変更

主成分

アルコール系溶剤

グリコール系

エポキシ樹脂

エポキシ樹脂

チップ部品〔0.6×0.3（mm）〕

硬化剤

硬化ヒマシ油チキソ剤

アミド系

ハロゲン系活性剤

有機酸系

アミン系

有機酸などその他

はんだ合金

関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.0004 274

図 14　新添加剤による感光体の耐久性向上効果

　新添加剤による感光体の耐久性向上
小型化，省資源，リサイクルなど，感光体が搭載される

プリンタや PPCにおける環境負荷の軽減志向の高まりに

より，感光体の耐久性に対する要求が高まっている。また，

感光体は周辺環境に由来する物質や帯電ローラなどの周辺
接触部材に含まれる可塑剤などへの耐久性も求められる。

富士電機では，感光体の機能性材料の開発において，こ

れらの外的要因の影響を受けにくい設計に配慮するととも

に，最適な添加剤を設計し，膜形成材料との組合せの設計
自由度を高めている。

新しい添加剤は，クラック耐性を維持しながら同一条件
における高温高湿環境下での電位変化量が小さく，電位安
定性が向上することで，より設計の自由度が高い感光体の

提供を可能にした。
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図13　正帯電型OPCのタイプ別静電潜像

　高速対応正帯電型有機感光体 関連論文：富士電機技報 2012， vol.85， no.0， p.000

電子写真方式の画像出力機器では，高速化・高画質化・

カラー化が進み，小型・低価格化の要求も強い。有機感光
体（OPC）は，感度，応答性，耐久性，解像性，信頼性，

およびコストの要求を高次元で満たす必要がある。

富士電機は，高速化と高解像度化の両立が難しい積層
負帯電型OPC（タイプ 8B）と，その両立が比較的容易な

単層正帯電型OPC（タイプ 11）を上市してきた。さらに，

より高まる技術要求に対し，新たに独自の技術を結集し，

超高感度で応答性，解像性に優れ，かつ耐久性，信頼性に

も優れた積層正帯電型OPC（タイプ 12）を開発した。

図に両タイプの静電潜像の比較を示す。タイプ 12はタ

イプ 11に比べてシャープに電位が掘れており，より高解
像度の画像品質が得られることが分かる。
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図 16　レーザ選択加工を用いた低損失直列接続太陽電池

　フィルム基板太陽電池の低損失直列接続技術
フィルム基板太陽電池において，アモルファスシリコン

発電層に（アモルファスシリコン）熱的な損傷を与えるこ

となく，発電層上の薄い透明電極層を除去するレーザ選択
加工技術を開発した。これは，エキシマレーザを用いてリ

ング状の溝を一括で加工する技術である。

富士電機の太陽電池は独自の直列接続構造を持ち，ユ

ニットに区切った太陽電池を直列ホールと集電ホールを通
して電気的に接続している。この加工技術により，これま

ではユニットの両端部に配置していた直列ホール（図⒜）

を自由に配置できるようになった（図⒝）。その結果，金
属電極を流れる電流が分散され，抵抗損失が減少して出力
が 5% 向上した。また，ユニット両端部の非発電領域でも

発電が可能になり，出力がさらに 5% 向上した。

(b) 新構造 (c) 新構造の断面模式図

(a) 従来構造

選択加工部

直列ホール部

ユニット
セル

選択加工部

発電層
（アモルファス
シリコン）

集電
ホール 直列ホール

直列
ホール

直列
ホール

非発電
領域

集電ホール

透明電極

裏面電極

フィルム
基板

材料技術

図17　SAW櫛歯変換器とSAWセンサ

　バッテリレス・ワイヤレスセンシング技術
データセンターやショーケースなどの見える化センサの

電源配線やバッテリが不要なセンシング技術を開発した。

SAW（表面弾性波）が圧電基板上を伝播する際の伝播時
間が，基板表面の各種物理量（温度，湿度，圧力など）に

比例することを利用する。主な特徴は次のとおりである。

⑴　アンテナに実装した SAWセンサと，処理回路を備え

た送受信機というシンプルな構成である。

⑵　送受信機からの電波（2.45 GHz）を櫛歯変換器で

SAWに変換するため，バッテリが不要である。

⑶　一つの送受信機で複数の SAWセンサを同時に処理で

きるため，多チャンネル化が可能である。

温度検出用に開発中のセンサは，－5〜＋55℃の範囲で

温度精度＋－0.35℃以下，最大通信距離 6mを達成した。

（a）SAW櫛歯変換器 （b）SAWセンサ

パッチアンテナSAWデバイス

60mm

インキュベーション技術

図18　1軸MEMS光スキャナ

　MEMS光スキャナ
富士電機は，2010 年から九州大学との先端融合医療レ

ドックスナビ研究拠点事業に参画し，トップレベルの小型
化が要求される医療機器への適用を目指した光スキャナ

（レーザ光の方向を制御するデバイス）を開発している。

静電駆動方式を採用することで小型化を図った。この方
式は，Si 微細加工技術で形成した電極間の静電引力によっ

てミラー面を回転させるものである。

設計，製作，評価においては，電気－機械統合シミュ

レーション技術，TSV（Through Silicon Via：Si 貫通孔）

配線技術，マイクロバンプを使った低温接合技術などの最
先端技術を用いた 3D 配線技術を開発し，さらなる小型化
を目指している。今後，この技術を，光応用計測機器，映
像機器などの製品開発に適用する。

（b）仕　様

検出電極 駆動電極

櫛歯電極

ミラー

梁

1mm

（a）SEM画像

光学走査角

ミラーサイズ

共振駆動周波数

駆動電圧

±10°（1kHz）

1×2（mm）

1～20kHz

～20V
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図19　感振センサにおける適用例

　MEMSセンサのブラックボックス化技術
小型化，高機能化などの差別化を実現可能にする

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を応用
した各種センサの研究開発を進めている。MEMSセンサ

の信号処理部（アナログ回路）はコア技術の一つである

ため，グローバルに展開する際には回路部の模倣防止対策
が必要である。それを実現するため，MEMSセンサに用
いる低ノイズ回路部に，シリコン材料などによるインター

ポーザを用いる IMM（Intelligent Micro Module）技術を

適用し，ブラックボックス化する技術の開発に取り組んで

いる。この技術によって回路部の難読化が実現するととも

に，従来との面積比で 40% 削減の小型化も可能になる。

今後は，本技術を感振センサに適用し，2012 年度中の

開発完了を目指す。

ブラックボックス部

図 20　66kV/6.9 kV-2MVA三相超電導変圧器

　66kV/6.9kV-2MVA三相超電導変圧器
富士電機は，安定かつ効率的な電力供給システムの実現

を目指し，“イットリウム系超電導電力機器技術開発”の

一環として超電導変圧器の研究開発に取り組んでいる。本
研究開発は，独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）からの委託を受けた，九州電力株式会
社および公益財団法人 国際超電導産業技術研究センター

などとの共同プロジェクトであり，2012 年度が最終年度
である。66 kV/6.9 kV-20MVA級超電導変圧器の実用化
を目指し，本プロジェクトで事故電流を抑制する限流機能
や低損失化などの要素技術を開発してきた。現在，これ

らの技術を結集した 66 kV/6.9 kV-2MVA三相超電導変圧
器を製作中である。今後，性能評価を行い，その成果を

20MVA変圧器の設計に反映させる。

（a）超電導変圧器巻線部（三相分） （b）2MVA超電導変圧器の
　　完成イメージ

図 21　燃料ブロック変形と熱流動解析の例

　完全受動安全特性を備えた実用小型高温ガス炉
高温ガス炉は，緊急停止時に自然放熱により原子炉冷却

が可能といった優れた固有安全特性，ならびに軽水炉に比
べ高温（約 1,000℃）の熱により高効率ガスタービン発電
や水からの水素製造などを可能とする特徴などを備えた次
世代の原子炉である。富士電機では，独立行政法人 日本原
子力研究開発機構との共同研究などにより，受動安全特性
のさらなる強化や炉心の高温化，高燃焼度化を目指した小
型高温ガス炉の概念構築を進めている。受動安全特性の強
化については，受動冷却時の原子炉温度挙動評価や構造物
健全性確保に関わる設計技術開発を行っている。また，炉
心の高温化および高燃焼度化については，燃料の有効冷却
材流量確保に関わる燃料ブロックの熱照射変形とそれに起
因したバイパス流量評価技術の精度向上などを進めている。

変位

受動冷却時の
熱流動解析
（流速分布）

原子炉高燃焼条件下での
燃料ブロック変形解析

大

小

流速
大

小
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図22　汚染土壌乾式除染・減容装置

　汚染土壌乾式除染・減容装置
東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故によっ

て発生した汚染土壌から，高い汚染土を仕分ける装置を開
発した。汚染された田畑などは，表層数 cmの土壌を削り

取り除染をする。これらは仮置き，中間貯蔵を経て最終処
分される計画である。しかし，除染は広範囲であり，全量
を保管するには広大な場所を必要とする。削り取った原土
は，全てが汚染されているのではなく，高い汚染土を分離
すれば保管が必要な土壌を減らすことができる。

本装置は，汚染土壌を乾式研磨・分級して高い汚染土を

分離することにより，汚染土壌を減容するものである。ま

た，汚染の低い土壌は全量検査し安全性を確認する。汚染
廃棄物保管に関わる省スペース化，処理土壌の再利用に関
わる安全・安心の付与を目的としている。

乾式研磨・分級

仕分け

原土

投入

放射能
濃度測定



富士電機技報　2013 vol.86 no.1

76（76）

略
語
・
商
標

略語（本号で使った主な略語）

ABM Anti Bubble Measurement 
AT-NPC Advanced T-type Neutral-Point-Clamped アドバンスト Tタイプ NPC
BEMS Building and Energy Management System ビルエネルギーマネジメントシステム

CCTV Closed-Circuit Television 
CEMS Cluster Energy Management System 地域エネルギーマネジメントシステム

C-GIS Cubicle type Gas Insulated Switch  キュービクル形ガス絶縁開閉装置
CIM Common Information Model 共通情報モデル

COP Coeffi  cient of Performance 成績係数
DCS Distributed Control System 分散型制御システム

DPE Dual Pressure Element 
DPF Diesel Particulate Filter ディーゼル微粒子除去装置
DR Demand Response デマンドレスポンス

ECU Electric Control Unit エンジン制御用電子回路ユニット

EGR Exhaust Gas Recirculation 排気再循環
ELCB Earth Leakage Circuit Breaker 漏電遮断器
EMC Electromagnetic Compatibility 電磁両立性
EMS Energy Management System エネルギーマネジメントシステム

EV Electric Vehicle 電気自動車
FEMS Factory Energy Management System 工場エネルギーマネジメントシステム

FIT Feed in Tariff  固定価格買取制度
FTP File Transfer Protocol 
FWD Free Wheeling Diode 
GB Guo jia Biao zhun 中国標準規格
HDD Hard Disk Drive ハードディスクドライブ

HEMS Home Energy Management System 家庭内エネルギーマネジメントシステム

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 
ICT Information and Communication Technology 情報通信技術
IEC International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ

IH Induction Heating 誘導加熱
IMM Intelligent Micro Module 高密度小型モジュール

IPM Intelligent Power Module インテリジェントパワーモジュール

IPS Intelligent Power Switch インテリジェントパワースイッチ

IT Information Technology 情報通信技術
LED Light Emitting Diode 発光ダイオード

LiC Lithium Ion Capacitor リチウムイオンキャパシタ

LS Line Switch ラインスイッチ

MCCB Molded-Case Circuit-Breaker 配線用遮断器
MEMS Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eff ect Transistor 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ

MPU Main Processor Unit 主制御装置
NIC Network Interface Card ネットワークカード

OPC Organic Photoconductor 有機感光体
PCS Power Conditioner  パワーコンディショナ

PID Proportional Integral Derivative 
PIM Power Integrated Module パワー集積モジュール

PIO Process Input-Output Device プロセス入出力装置
PLC Programmable Logic Controller プログラマブルコントローラ

PoE Power over Ethernet 
PPC Plain Paper Copier 普通紙複写機
PV Photovoltaics 太陽光発電
PWM Pulse Width Modulation パルス幅変調
RAM Random Access Memory 
RB-IGBT Reverse-Blocking IGBT 逆阻止 IGBT
REMS Retail Energy Management System 店舗流通エネルギーマネジメントシステム

RPC Railway Static Power Conditioner 電力融通装置
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略語（本号で使った主な略語）

SAW Surface Acoustic Wave 表面弾性波
SBD Schottky Barrier Diode ショットキーバリアダイオード

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
SDHC Secure Digital High Capacity  SDHCメモリーカード

SEM Scanning Electron Microscope 走査形電子顕微鏡
SNTP Simple Network Time Protocol 
TM/TC Telemeter/Telecontroller 遠方監視制御装置
TSV Through Silicon Via Si 貫通孔
UPS Uninterruptible Power Supply 無停電電源装置
VCB Vacuum Circuit Breaker 真空遮断器
ZCT Zero phase sequence Current Transformer 零相変流器
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商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

Bluetooth 米国 Bluetooth SIG, INC.の商標または登録商標
Ethernet 富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
FeliCa ソニー株式会社の商標または登録商標
Foundation Fieldbus フィールドバス協会の商標または登録商標
HART 米国 HART Communication Foundation の商標または登録商標
LonWorks 米国 Echelon Corporationの商標または登録商標
MODBUS フランス Schneider Automation， Inc. の商標または登録商標
PROFIBUS-DP PROFIBUS User Organizationの商標または登録商標
VMware VMware， Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標
エコマーク 財団法人 日本環境協会の商標または登録商標
ビジネスイーサ 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の商標または登録商標

その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。

訂正：富士電機技報. 2012, vol.85, no.6, p.426-429.

図2　スイッチング波形（「7MBR35VKD120-50」）
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技術業績の表彰・受賞一覧（2012年）順不同

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 日刊工業新聞 モノづくり日本会議

●MES2011研究奨励賞

　「 SiCデバイスの特長を活かす高パワー密度，高信頼性を実

現するパワーモジュール構造」

　　　富士電機株式会社 梨子田典弘

● IEC 1906 Award

　　　富士電機株式会社 宮下　秀仁

●平成24年度（第61回）電機工業技術功績者表彰　最優秀賞

　「 トリプルフラッシュシステム採用による単機容量世界最大

の地熱発電設備（ニュージーランド国　ナ・アワ・プルア

地熱発電所）」

　　　富士電機株式会社 石井　大介，清水　康之

●平成24年度（第61回）電機工業技術功績者表彰　奨励賞

　「高効率大容量無停電電源装置『HXシリーズ』の開発」

　　　富士電機株式会社 山方　義彦，高橋　　昇

　「パームヤシ脂肪酸エステル変圧器の製品化開発」

　　　富士電機株式会社 牧野　喜郎，小出　英延

　「ミニコンタクタ・ミニサーマルリレーの開発」

　　　富士電機機器制御株式会社 大久保幸治，秦　淳一郎

●エンジニアリング功労者賞

　「 ニュージーランド・NAP地熱発電所新設プロジェクト

チーム」

　　　富士電機株式会社　 堀江　理夫

●平成24年度 IEC活動推進会議議長賞

　　　富士電機株式会社 宮下　秀仁

●第60回（平成24年度）電気科学技術奨励賞

　「アドバンスト NPC回路用 RB-IGBTの開発」

　　　富士電機株式会社 中澤　治雄，荻野　正明

 沖田　宗一

●グッドデザイン賞

　「線量計/ドーズ・イー」

　　　富士電機株式会社

●“超”モノづくり部品大賞　日本力（にっぽんぶらんど）賞

　「清涼飲料ディスペンサ用空中ミキシングノズル」

　　　富士電機株式会社 遠藤　伸之

●Best paper Award on Renewable Energy

　「 1-MW Solar Power Inverters using new Three-level 

IGBT Modules connected in parallel」

　　　富士電機株式会社 藤井　幹介

●GRC Best Presentation Award

　「 Laboratory Experiments on Inhibition of Silica Particulate 

Deposition in a Porous by Dosing of Chemical Regents 

into Reinjection Water ⑵ : Prevention and Dissolution of 

Silica Deposits By Alkali Dosing」

　　　富士電機株式会社 明翫　市郎，川原　義隆

●創意工夫功労者賞

　「ブレーカー用端子ブロックの構造改善」

　　　富士電機機器制御株式会社 渡辺　博昭

●平成24年度関東地方発明表彰　発明奨励賞　

　「 加工工程最適化及び制御プログラム生成装置 （特許 第

4165404 号）」

　　　富士電機株式会社 王　喜宏，黒谷　憲一，東谷　直紀

　「 高信頼半導体圧力センサ （特許 第 3901005 号）」

　　　富士電機株式会社 芦野　仁泰，篠田　茂，上柳　勝道

　「 高信頼パワー半導体モジュール （特許 第 4635715 号）」

　　　富士電機株式会社 両角　朗，征矢野　伸，高橋　良和

●平成24年度職場における創意工夫表彰埼玉県発明協会会長賞

　「 ネジ供給装置のストッパー治具考案」

　　　富士電機機器制御株式会社 吉村　賢介

　「 サーマルリレーの反転バネ調整機の改善」

　　　富士電機機器制御株式会社 堤　　則男，萩原　聖一

　「 高圧遮断器用配線組立の作業改善治具の考案」

　　　富士電機機器制御株式会社 木元　寛典

IEC（International Electrotechnical Commission）

PCIM（Power Conversion Intelligent Motion）

GRC（Gordon Research Conferences）

平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰

公益社団法人 発明協会

一般社団法人 埼玉県発明協会

一般社団法人 日本電機工業会

一般財団法人 エンジニアリング協会

一般財団法人 日本規格協会

公益財団法人 電気科学技術奨励会

公益財団法人 日本デザイン振興会
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14  次世代 SiC 低抵抗技術・超高耐圧 SiCデバイス技術および

超高パワー密度All-SiCインバータ

15  SiC 製品

パワーエレクトロニクス技術………………………………………34

1  SiC 半導体適用「FRENIC-MEGA GX-SiCシリーズ」

2  「FRENIC-VGシリーズ」におけるダイレクトパラ接続技

術

3  「FRENIC-HVAC/AQUA」の容量拡大とオプションカー

ドの拡充

4  コンパクトインバータ「FRENIC-Mini（C2）シリーズ」

5  3レベルインバータ「FRENIC4400」1,300 kVA

6  高圧インバータ「FRENIC4600FM5eシリーズ」の

CEマーク適合

7  メガソーラー用 PCSの IEC 第三者認証取得

8  「EX100シリーズ」のラインアップ拡大（2.4 kVA機）

9  CATV用柱上UPS

10  東北電力株式会社 原町火力発電所 2 号主要変圧器の据付け

完了

11  Eskom社 Kappa 変電所向け 765 kV 400Mvar 分路リアク

トルの据付け完了

12  北陸新幹線（長野・金沢間）新設変電所向け電力補償装置

13  北総鉄道株式会社 白井変電所向け 66 kV 受電直流変電設備

14  某国立大学向け 1MWh級大型鉛蓄電池用交直変換装置お

よび監視制御システム

15  東海旅客鉄道株式会社向け N700A新幹線電車用電機品

16  シンガポール地下鉄向け C151A増備車用電機品

17  電気めっき設備用整流器の完成（中国メーカー OEM）

18  自励式周波数変換装置

19  株式会社城南製鋼所向け自励式フリッカ補償装置

20  IHインバータユニット（50 kW）

21  山梨工場向けリチウムイオンキャパシタ適用高圧瞬停対策

装置

22  エコレトランス（パーム・ヤシ脂肪酸エステル変圧器）

23  急速充電器用コイン課金装置

24  大型プレス設備向け電力回生サーボクッション用電気品

25  中慣性サーボモータ「GYBシリーズ」

26  旭化成ケミカルズ株式会社 水島製造所向けコンプレッサ用

大容量同期電動機の更新

27  JX 日鉱日石エネルギー株式会社 知多製造所向け 1 号発電

機固定子の更新

28  フィリピン・カラヤン揚水発電所向け発電電動機固定子の

更新

29  常陽の非常用発電設備の更新

安全・安心技術………………………………………………………43

1  小型サーマルリレー

2  配線用遮断器「BW0シリーズ」400AF

3  無極性直流ブレーカ「Compact NSX DCシリーズ」

4  固定形マルチ VCB

5  1 回路形電力監視ユニット「F-MPC04E」SDカード形

6  Ior 方式「F-MPC Ior」絶縁監視ユニット

沖縄電力株式会社“安部メガソーラー”の営業運転開始

屋内型パワーコンディショナ「PVI750-3/500」

All-SiCモジュールを搭載した太陽光発電用 PCS 向け

インバータ

風力発電用 3,000 kW級ダイレクト駆動永久磁石発電機

単器世界最大容量アルミニウム精錬設備用変圧整流装置

「S-Former」

スタックタイプインバータ「FRENIC-VGシリーズ」

汎用インバータ「FRENIC-Aceシリーズ」

プラグインハイブリッド車用

インテリジェントパワーモジュール

インバータエアコン用小容量 IPM

小型低圧遮断器・漏電遮断器

「G-TWIN Λ（ラムダ）シリーズ」

インドネシア・ウルブル地熱発電所の営業運転開始

沖縄電力株式会社向け吉の浦火力発電所 1号機の営業運転開始

モジュール型データセンター

スーパーマーケット向けショーケース

「エコマックス Sシリーズ」

日本コカ・コーラ株式会社向けピークシフト型自動販売機

感振センサ

北九州スマートコミュニティにおける実証システムの

完成と実証成果

展　望…………………………………………………………………27

パワー半導体技術……………………………………………………29

1  AT-NPC3レベル回路用 IGBTモジュールの系列化

2  第 6 世代 IGBT-IPM「Vシリーズ」IPM

3  V 溝分離層を含む 1,200〜 1,700V RB-IGBT

4  車載用直接水冷 IGBTモジュール

5  第 6 世代 PWM電源制御 IC「FA8A00シリーズ」

6  車載用第 4世代ハイサイド IPS「F5101H」

7  車載用ローサイド IPS「F5065L」

8  絶対圧高圧センサ

9  第 6 世代相対圧センサ

10  IGBTモジュール開発における連携シミュレーション

11  SiC-SBD搭載ハイブリッド PIMの製品化

12  SiCデバイス開発（SiC-MOSFET，SiC-SBD）

13  SiCパワーモジュールパッケージ

年頭特別対談　 4

“ 研究開発の融合と連携による社会貢献の促進”
―エネルギー技術の革新を目指して―

成果と展望　“電気・熱エネルギー技術の革新” 12

ハイライト 18

新しい年を迎えて 2

電気エネルギー技術 27
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計測・センサ技術……………………………………………………59

1  DPE（Dual Pressure Element）センサ

2  超音波流量計「FLR」「FSV」

3  クランプ式電力計測システム

4  新型ユニット式電力量計の量産化

5  レーザ方式ガス分析計（CO＋O2 計）

6  食品放射能検査システム

7  新型都市ガス用ガス・CO警報器

8  低価格コンパクト温度調節計「PXE」

9  FF（Foundation Fieldbus）発信器

10  硬貨識別のための高周波領域における電磁気挙動解析の高

精度化

システム制御技術……………………………………………………62

1  ギガビット Ethernet 搭載コントローラ

「MICREX-SX SPH3000MG」

2  アジア市場向けプログラマブルコントローラ

「MICREX-SX SPMシリーズ」

3  「MICREX-SX」への置換えツール・アダプタ

4  PROFINET内蔵コントローラ「MICREX-SX 

SPH3000PN」

5  「MICREX-SX SPH3000」に搭載した ユーザアプリケー

ション保護機能

6  データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）

NISDAS7」

7  仮想化技術によるプロセスコンピュータの更新

8  行政クラウド・モール 住民情報サービス

9  在場者数管理を可能とした入退場管理システム

10  新東名高速道路遠方監視制御設備

11  大阪ガス株式会社向け広域監視制御用TM/TCシステム

12  某社 製鉄所向け高炉送風制御システムの更新

展　望…………………………………………………………………67

設計・生産支援技術…………………………………………………68

1  次世代パワーデバイスの開発を支える分析・解析技術

2  分子シミュレーションによる材料物性解析技術

3  デバイス製品の信頼性向上のための微小部ひずみ分布評価

技術

4  パワー半導体モジュールにおける部分放電可視化技術

5  パワーエレクトロニクス機器向け仮想テスト環境

6  配電盤の筐体耐震設計技術

7  高周波高圧変圧器の磁界解析技術

8  国際規格への対応

9  トライボロジーによる機械設計の信頼性向上

10  3Rエンジニアリングサーバの構築（機能拡充）と運用

材料技術………………………………………………………………71

1  高記録密度垂直磁気記録媒体

2  高耐久負帯電型有機感光体

3  高速対応正帯電型有機感光体

4  新添加剤による感光体の耐久性向上

7  直流配電系統における故障解析技術

その他…………………………………………………………………46

1  リビア電力庁ベンガジ発電所およびミスラタ発電所の現地

工事再開

2  韓国水力原子力会社 ゲサン発電所の完成

3  東北電力株式会社 豊実発電所向け立軸バルブ水車の主機の

据付け

4  ガラス固化技術開発施設向け天井クレーン

5  フィルム基板太陽電池セルの低電圧応用製品

6  日本地下石油備蓄株式会社 久慈国家石油備蓄基地の震災復

旧工事

展　望…………………………………………………………………48

熱利用技術……………………………………………………………49

1  トルコ・クズルデレ地熱発電所向け発電設備の出荷

2  フィリピン・マイバララ地熱発電所向け地熱発電設備

3  北海道電力株式会社 森発電所向け地熱用ガス抽出設備

4  米国バイオマス焚き発電所向けタービン・発電機の出荷

5  下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）向

け発電装置

6  燃料電池の CEマーク適合

7  川崎工場向け燃料電池

冷熱制御技術…………………………………………………………51

1  省エネルギーカップ式飲料自動販売機「FX21」

2  株式会社セブン -イレブン・ジャパン向けコーヒーマシン

3  コンビニエンスストア向け省エネルギーショーケース

4  海外向け冷蔵ショーケース

5  植物工場ユニットおよび栽培環境制御システム

6  データセンター用間接外気導入空調ユニット

7  富士通株式会社向けコンテナ型データセンター

展　望…………………………………………………………………54

EMS技術 ……………………………………………………………55

1  けいはんな BEMS実証事業

2  富士通株式会社 川崎工場向けマイクログリッド実証システ

ム

3  福島工業高等専門学校向けスマートグリッド実規模実験装

置

4  最適運用機能構築フレームワークによる統合EMSプラッ

トフォームの機能拡張

5  太陽光発電量予測技術

6  蓄電制御シミュレータ

7  デマンドレスポンス予測技術

8  中部電力株式会社向け長野給電制御所システム

9  秋田県向け大館発電事務所集中監視制御装置

10  中部地方整備局向け丸山ダム管理用制御処理設備

11  京都府畑川ダム河川総合開発工事湛水試験の開始

12  北海道電力株式会社向けユニット形ディジタルリレー

熱エネルギー技術 48

制御技術 54

基盤・先端技術 67
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3  MEMSセンサのブラックボックス化技術

4  66 kV/6.9 kV-2MVA三相超電導変圧器

5  完全受動安全特性を備えた実用小型高温ガス炉

6  汚染土壌乾式除染・減容装置

5  微小チップ部品接合補強用エポキシ系クリームはんだ

6  フィルム基板太陽電池の低損失直列接続技術

インキュベーション技術……………………………………………73

1  バッテリレス・ワイヤレスセンシング技術

2  MEMS光スキャナ
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特集　創エネルギー技術（発電プラントと新エネルギー）
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