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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 1 TB 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），SC22 G（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 1 TB 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。
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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
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裏面電極

フィルム
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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 6 m 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
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1×2（mm）
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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　66 kV/6.9 kV-2 MVA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-20 MVA 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-2 MVA 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

20 MVA 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。
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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
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