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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-Effect 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，1,700 V 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
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図₁　富士電機の技術



富士電機技報　2013 vol.86 no.1

成果と展望電気・熱エネルギーの革新

13（13）

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
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図₂　富士電機の技術と製品
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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 〜 63 AF 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 DC1,000 V 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
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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
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地域エネルギー
マネジメントシステム（CEMS）
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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.

⑵　Matsumoto, Y. et al.“Characteristics of the power 

electronics equipments applying the SiC power device”. 

Proceedings of ICPERE 2012.

⑶　土屋敏章, 倉馨. 自動販売機の高効率熱交換器. 富士電機技

報. 2012, vol.85, no.5, p.350-354.

113mm

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



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。


