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特集

2013 年度の技術成果と展望

太陽系第三惑星，地球。私たちが住むこの地球は，温暖化とともに異
常気象や環境汚染などが進んでいます。世界中の人たちがこれを食い止
め，持続可能な社会を創り出そうと知恵を絞っています。富士電機は，
電気，熱エネルギー技術の革新の追求により，エネルギーを最も効率的
に利用できる製品を創り出し，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢
献したいと考えています。
“2013 年度の技術成果と展望”号は，これま
で年の初めにお届けしてきたものを改め，2013 年度を中心に技術成果
の集大成と今後の展望をまとめたものです。新しい社会を構築する上で，
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。

表紙写真
「MICREX-VieW XX」
，All-SiC モジュール，太陽光発電
用パワーコンディショナ，エアロゾル複合分析計
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特集に寄せて

エネルギー関連事業 で，
安全・安心で持続可能な社会に貢献

富士電機は，経営方針に“エネルギー関連事業の拡

SiC（炭化けい素）によるパワーデバイスの開発，な

大”
“グローバル化”
“チームによる総合力の発揮”を

らびにそのデバイスを適用したパワーエレクトロニク

掲げ，ブランドステートメント“Innovating Energy

ス製品の開発を加速しました。業界に先駆けて，SiC

Technology”には，電気，熱エネルギー技術の革新

の 6 インチウェーハ量産ラインを構築し，プレ量産を

の追求により，エネルギーを最も効率的に利用できる

開始しました。また，SiC デバイスを適用し，従来に

製品を創り出し，安全・安心で持続可能な社会の実現

比べて大幅な低損失や小型化を実現した太陽光発電用

に貢献するという思いを込めています。

パワーコンディショナやインバータを開発し，2014

2013 年度は，
“攻めの経営元年”と位置付けるとと
もに，2015 年度中期経営計画を策定し，将来の事業

さらに，富士電機独自のパワー半導体である RB-

拡大に向けた成長基盤の確立と，収益力のさらなる強

IGBT（Reverse - Blocking Insulated Gate Bipolar

化に取り組みました。

Transistor）を用いた新 3 レベル電力変換回路による

国内では，再生可能エネルギー，省エネルギー関連

パワーエレクトロニクス機器を多数開発しています。

分野が堅調に推移し，食品流通事業の新製品が好調で

これらはいずれも高効率で省スペースを実現していま

した。海外では，パワーエレクトロニクス機器やパ

す。一例として，アジアをはじめとする海外市場向

ワー半導体分野が堅調に推移し，タイにおいては変圧

けに開発した三相四線式大容量 UPS は，変換効率が

器メーカーへの資本参加や新工場の立ち上げ，中国で

96.5 % で従来機種に比べて設置面積を 30% 以上削減

は合弁会社の設立など，海外事業強化に向けた基盤づ

することが可能です。

くりが着実に進展しました。

このように，パワー半導体技術とパワーエレクト

研究開発では，エネルギー分野において特徴あるグ

ロニクス技術を融合させたコンポーネントの開発と

ローバル商材の開発にフォーカスして進め，大きな成

ともに，これらの機器を“つなぐ”
，制御システムの

果を得ることができました。

プラットフォームとして，中小規模監視制御システム

パワーデバイスに革命をもたらすと期待されている
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年度に製品を市場に投入する予定です。
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「MICREX-View XX」を開発しました。高信頼，小

型・高性能が特徴で，お客様のプログラムや画面の資

う）やビルの健全性を診断するシステムを開発し，実

産を継承できます。

証試験が始まっています。MEMS 技術の適用により，

エネルギーの利用効率の最大化を実現するソリュー

センサを小型・軽量化でき，設置場所の制約が少なく，

ションとして，電気エネルギーや熱エネルギーの最適

多くの箇所へ簡単に設置可能で，精度の良い診断が低

制御により省エネルギーを実現する各種エネルギー

コストで実現できます。

マネジメントシステム（EMS：Energy Management

また，大きな環境問題としてクローズアップされて

System）の開発を進めています。2010 年度に始まっ

いる PM2.5 の質量濃度と成分をリアルタイムで測定

た経済産業省“次世代エネルギー・社会システム実証

するエアロゾル複合分析計を世界で初めて開発し，実

事業”の北九州市の北九州スマートコミュニティ創造

証を開始しました。この分析計は，ガス分析計で培っ

事業では，富士電機はその中核として活動しており，

たレーザ分光技術を活用した分析部，MEMS 技術を

“地域節電所”を核とした地域 EMS（CEMS）を開発

適用した粒子濃縮部および質量分析部から構成されて

し，実証・評価を続けています。夏季や冬季の電力逼

おり，粒子成分のリアルタイム測定により，その発生

迫（ひっぱく）が予想される日に，そのピーク時間帯

源の特定に寄与できる画期的なものです。

の料金を高く設定するダイナミックプライシングによ
り，10 % 前後の需要削減が確認でき，その有効性が

富士電機は，社会のニーズを的確に把握し，電気，

実証されました。また，ビルの EMS（BEMS）や店

熱エネルギー技術を革新しながら，エネルギーの効率

舗の EMS（REMS）
，工場の EMS（FEMS）の開発・

利用を最大化する製品を創出し，安全・安心で持続可

実証も進めており，その成果を受けて，数多くの商談

能な社会に貢献していく所存です。皆様のご指導ご鞭

が進んでおり，今後の大きな展開が期待されます。

撻を心よりお願い申し上げます。

安 全・ 安 心 と い う 観 点 で は，MEMS（Micro
Electro Mechanical Systems）技術を適用した微小振
動を感知する感振センサを活用して橋梁（きょうりょ

取締役社長
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パワーエレクトロニクスで
エネルギー革新を目指す
—— デバイスのイノベーションで加速化するパワエレの応用 ——

東京工業大学 大学院理工学研究科
電気電子工学専攻 教授

赤木 泰文

富士電機株式会社
技術開発本部長

取締役執行役員

江口 直也

SiC デバイスの誕生により，これまで実現が難しかった分野へのパワーエレクトロニクス（パワエレ）の
応用が進んでいる。これからのパワエレはどこへ向かうのか，エネルギー技術により持続可能な社会づく
りを目指す富士電機に求められるものは何か。パワエレの第一人者である東京工業大学教授の赤木泰文氏
を迎え，パワエレの可能性と課題などについて，富士電機技術開発本部長の江口直也と意見を交換した。

■■ パワエレは富士電機のコア技術

ダイオードの製造を開始し，さらにその後，整流器

江口

なりました。

パワエレの第一人者である赤木先生には，これ

までも共同研究などを通じて，いろいろとご指導を

このように，富士電機の歴史を振り返ると，パワ

いただいてまいりました。あらためて感謝申し上げ

エレ技術がコア技術として一本通っていることがよ

ます。本日はパワエレの発展と弊社の発展のために，

く分かります。

闊達（かったつ）なご意見をいただきたいと思いま
す。
富士電機は今から 91 年前の 1923 年に，ドイツ語

利用できる，付加価値の高い，環境にやさしい製品
を継続して創り出していきます。そのために，富士

ス社と古河電気工業との共同出資により生まれまし

電機を特徴付けるパワーデバイスと，それを使った

た。フルカワの“フ”とジーメンスの“ジ”で，富

電力変換器などのパワエレ技術をコアに，周辺にさ

士電機と命名されました。

まざまな技術を組み合わせ，最適なソリューション

創業当初は電動機，変圧器といった重電機器をつ
半導体デバイス（パワーデバイス）としてシリコン

90（4）

富士電機は，今後も安全・安心で持続可能な社会
の実現に貢献するため，エネルギーを最も効率的に

ではジーメンスと発音しますが，ドイツのシーメン

くる会社として発展しました。1959 年には，パワー
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の提供を目指しています。
先生はいつ頃からパワエレに関わるようになった
のでしょうか。

特別対談

赤木

米国の GE（General Electric）社が 1957 年に

初めてサイリスタを製品化しました。実質的なパワ

パワーエレクトロニクスでエネルギー革新を目指す

す。ほとんどの家電品に入っているのではないで
しょうか。

エレのスタートはこの時点と言っていいでしょう。
私は電気工学科 4 年（1973 年）の卒業研究から

赤木

当初，ローテクの代表格である扇風機にはパワ

パワエレの研究を始め，学生時代にはサイリスタを

エレ技術は不要と思っていましたが，最新の扇風機

使用した強制転流回路の研究や電源転流形サイク

はインバータで動いています。掃除機も 10 年前は

ロコンバータの研究をしました。大学教員になっ

まだ交流整流子電動機が使われていましたが，今は

てからも，今はなくなった SIT（Static Induction

パワエレが使われています。LED 照明にもパワエ

Transistor）をはじめ，ほとんどのパワーデバイス

レが入っていますね。

を実際に使用しました。パワエレの世界に身を置い
て 41 年になります。

江口

自動車もパワエレの大きな応用対象になりまし

た。実に広い範囲で適用されるパワエレですが，研

■■ 人体に例えるとパワエレは筋肉
江口

究する上での基本的な考え方を，先生の研究成果と
豊富なご経験を踏まえて教えていただけますか。

パワエレの長い歴史の中で，先生は中核にずっ

といらっしゃったということになりますね。私も大
学 4 年生だった 1977 年からパワエレに携わり，入
社後もパワエレ一筋でやってきました。その間，パ
ワーデバイスは目まぐるしい変遷を遂げました。
最近でこそパワエレという言葉が聞かれるように

■■ ３レベルインバータと特許
赤木

大学の研究と企業の研究開発は微妙に違うと思

います。大学の場合は，どこに新規性を求めるか，
あるいは今はコストが高いけれども将来的にコスト

なりましたが，
「パワエレとは何ですか？」とあら

が下がるだろうと期待して，チャレンジングな研究

ためて聞かれたら，どう答えたらいいのでしょうか。

をします。逆に，もうすでに実用化されているもの
をあえて研究するときは，理論解析でも設計法でも

赤木

専門の異なる電気電子工学の研究者・技術者に

対しては，パワーデバイスを使用した電力変換技術

いいので，どこかに新規性を見いだす必要がありま
す。

をコアにした応用技術で，モータ駆動，各種電源，
電力系統機器など，さまざまなものが実用化されて

江口

瞬時無効電力理論やアクティブフィルタなど，

います，と説明しますが，一般の人に説明するとな

先生はいろいろな新理論・新技術を発表されていま

ると難しいですね。インバータエアコンが出始めて，

す。3 レベルインバータも先生のご研究ですよね。

インバータという言葉は一般になじみのある言葉に
なってきましたが，パワエレはインバータを含む
もっと広い技術ですから。

赤木

長岡技術科学大学在職中に，パワーエレクトロ

ニクス研究室（パワー研）の難波江章教授，高橋勲

太陽光発電を例に挙げると分かりやすいかもしれ

助教授と赤木の連名で 3 レベルインバータを発表し

ません。太陽電池の出力は直流ですから，それを

ました。1978 年に開学した新しい大学のため，当

50 Hz や 60 Hz といった電源系統につなぐには，直

時は大学院生がいなかったこともあり，私が実験を

流電力を交流電力に変換する必要があります。その

担当しました。1979 年 11 月ごろと思いますが，3

電力変換を高効率に実現する技術がパワエレです。

レベルインバータによる誘導電動機の可変速制御を
実験検証できたときのことは今でもよく覚えていま

江口

マイコンや LSI などのエレクトロニクス回路

す。

は電気信号を制御し，パワエレは電気エネルギーを
制御するということですね。

江口

この 3 レベルインバータは特許をお取りになら

なかったのですね。
赤木

そうです。人体に例えるなら，コンピュータが

頭脳とすれば，パワエレは筋肉です。

赤木

は い， 特 許 は 取 り ま せ ん で し た。 私 た ち は

1980 年 3 月の電気学会の全国大会で，3 レベルイン
江口

そう考えると分かりやすいですね。

今やパワエレはいろいろなところに使われていま

バータの回路構成とそれを使用した誘導電動機の可
変速制御について論文を発表していました。世の中
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■■ SiC は次世代パワエレの幕開け
江口

パ ワ ー デ バ イ ス の IGBT（Insulated Gate

Bipolar Transistor） が 普 及 し， 次 に 回 路 と し
て 3 レ ベ ル イ ン バ ー タ が 普 及 し， 最 近 で は RB
（Reverse-Blocking）-IGBT というパワーデバイス
も出てきました。新しい形にするのではなく，基本
から進化させていく余地が十分にあるのですね。先
生も新しいマルチレベル変換器の研究に取り組んで
いらっしゃいますし，まだまだやられることがたく
さんあるのではないでしょうか。
最近，富士電機は SiC（炭化けい素）の開発に
力を入れています。理論上は損失が従来の 10 分の

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

1 のものができる。サイリスタからトランジスタ，
IGBT と世代が移ってきたように，次世代の幕開け
であると考えています。先生は SiC について，どの
ようにお考えですか。

年 4 月から富士電機株式会社の取締役執行役員となり，技術開発本
部長を兼務している。

赤木

私の研究室でも実際に SiC-MOSFET（Metal-

Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect Transistor）や
は不思議なもので，ちょうど同じ頃アメリカで同じ

SiC-SBD（Schottky Barrier Diode）を使って実験

ようなことを考えた研究者がいて，日本にも特許を

していますから，その特性の良さは実感していま

出願しました。しかし，私たちが論文を発表してい

す。MOSFET の オ ン 抵 抗，SBD の オ ン 電 圧 と も

るので，日本の特許庁は彼の特許を認めませんでし

に IGBT に比べて小さいですし，スイッチング特
性も良いですね。例えば 100 kW ぐらいの変換器で，

た。

IGBT だとスイッチング周波数を 4 kHz ぐらいに抑
江口

特許が成立しなかったのが幸いして，その後，

える必要がありますが，SiC はオーディオ周波数

3 レベルインバータは，鉄道やプラントなど産業分

を超える 20 kHz で動作可能で，かつ損失も少ない。

野に広く普及しました。先生たちのおかげで日本の

さらに磁気騒音も発生しません。

パワエレが進んだと，つくづく感じます。

何といっても材料が違いますからね。水銀整流器
からサイリスタになったときに材料が全く変わった

1996 年にウィスコンシン大学に客員教授とし

わけですが，それに相当するように思います。バイ

て滞在しているときに，博士課程の学生から話が出

ポーラジャンクショントランジスタ，日本でいうパ

たのですが，アメリカでは 3 レベルインバータの特

ワートランジスタから IGBT への切り替わりも大き

許が成立したために，特許が切れるまで 3 レベルイ

なジャンプでしたが，今回の SiC への移行はそれ以

ンバータを実用化できず，後れを取りました。

上ではないでしょうか。

赤木

江口

特許にはそのような側面がありますから，どう

いうふうに取るのがいいのか，微妙な問題だと思い
ます。

江口

富士電機の研究はコーポレート研究と事業研究

に大きく分かれており，コーポレート研究の 3 分
の 1 ぐらいを今，SiC に投入しています。松本工場
にも SiC の 6 インチウェーハを使ったラインを立

赤木

基本特許となるようなアイデアについては大学

ち上げて，SBD については量産体制に入りました。

から特許を出願する，そうではない場合は論文を公

MOSFET にも着手しており，この 2〜3 年でかな

開して公知にするのがいいと私は考えています。基

りのものができるのではないかと思っています。

本特許となるようなアイデアは，そう簡単に出るも
のではありませんし。

赤木

パワートランジスタから IGBT に切り替わると

きがまさにそうでした。1986 年に実用化された第 1
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世代の IGBT は，値段が高い，オン電圧が高いと言
われましたが，使ってみると特性が良いので，2〜
3 年でかなり切り替わりました。優れた性能がパワ
エレ技術者に認知されると，流れはもう止められま
せん。1990 年代になると，パワートランジスタは
特殊なところ以外は使われなくなりました。現在は，
学会でも SiC-MOSFET を使った電力変換回路の論
文も少しずつですが，発表され始めています。
江口

富士電機が SiC を開発するようになった背景

には，産業技術総合研究所との連携があります。か
つては外部との研究開発の連携として，大学の研究
室への委託研究や共同研究が主流でしたが，なかな
か結果が実らない。やはり研究は，カウンターパー

赤木 泰文

あかぎ ひろふみ

トと四つに組んでやらないと形にならないのだと思

1951 年生まれ。1979 年長岡技術科学大学 助手。1984 年長岡

いました。現在は産業技術総合研究所に多数の人材

技術科学大学 助教授。1991 年岡山大学 教授。2000 年東京工業大

を送り込んでいます。本当の意味でのオープンイノ
ベーションですね。われわれの思うようなことがで
きますし，期待した以上の成果が挙がっています。

赤木

私も SiC パワーデバイスに関しては 10 年ほど

前から興味があって，世界の主要な学会で SiC デ

学 教授現職。1996 年 IEEE Fellow。2007 - 2008 年 IEEE Power
Electronics Society President。2015 年 1 月から 2016 年 12 月ま
で IEEE Division II Director に就任予定。その前の 2014 年の１年
間 IEEE Division II Director - Elect として活躍している。

うな気がしますね。例えば FACTS（Flexible AC
Transmission Systems）のように。

バイスあるいは応用に関する論文を注視していまし
た。正直なところ，当初，日本の SiC パワーデバ

赤木

そうですね。FACTS は 1990 年代に EPRI（米

イスは欧米よりも遅れていると思っていました。し

国 電 力 研 究 所 ） の Dr. Hingorani が 提 唱 し ま し た。

かし，欧米のメーカーはサンプル（SiC パワーデバ

ただ，当時は GTO（Gate Turn Oﬀ）サイリスタし

イス）ができたらユーザに気楽に販売するような感

かありませんでしたから，スイッチング損失が大き

じがするのに対して，日本のメーカーはサンプルを

かった。特に，常時運転するような電力用機器の場

ユーザに提供する場合でも非常に慎重ですから，単

合には，変換器の損失低減は重要です。自動車でい

純に欧米と比較できない面があります。

えば燃費向上に相当するようなものですから。その
ようなことがネックとなって，GTO サイリスタを

江口

先生からご覧になって，日本のパワエレは先頭

を切れているでしょうか。

使った FACTS 機器あるいは電力系統機器は，本格
的な普及とまではいきませんでした。
電力系統用パワエレ機器に SiC-MOSFET を使用

赤木

私の専門分野である中大容量の電力変換器など

すると，例えば 6.6 kV の配電線に設置する無効電

は，先頭を切っているのではないでしょうか。今，

力補償装置の効率は 99 % 以上になると考えていま

注力しているモジュラーマルチレベル変換器は，オ

す。この効率は同容量の商用周波数変圧器の効率と

リジナルはヨーロッパですが，彼らは非常に特殊な

ほぼ同じ程度です。ですから，変換器の電力損失に

ところをやっています。一方，日本では研究の対象

ついては問題にならなくなってくると思います。

が幅広く，普及という意味では勝っていると思いま
す。

江口

■■ パワエレは日米の国家プロジェクト
SiC パワーデバイスが開発されたことによっ

江口

電力系統を半導体で制御する時代が，もう来よ

て，高周波の分野はもちろん，高耐圧の分野にまで

うとしているのですね。パワーデバイスもおそらく

パワエレの将来は広がってきています。電力系統

もっと進化するでしょうから。

にも本格的に参入することになりそうです。先生

今，弊社でも，ワイドバンドギャップデバイスと

の研究されている世界にますます近づいていくよ

しては，GaN（窒化ガリウム）についても研究開発
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を行っています。その先にはダイヤモンドというも

Gate Array）の性能がさらに向上すれば十分に実

のもあるようです。

現可能です。

先生は将来，どのような夢をお持ちですか。
そのあたりについてぜひ，大学の先生と議論さ

江口
赤木

私の夢は，繰り返しにもなりますが，SiC イン

バータの電力損失を同容量の変圧器の電力損失より

せていただき，将来のパワエレを引っ張っていきた
いと思います。
オバマ米大統領が 1 月 15 日の演説の中で，次世

も少なくすることです。例えば 6,600 V で 1,000 kW
ぐらいのインバータの電力損失を変圧器と同程度か，

代パワエレ製造イノベーション研究の拠点をノース

場合によってはもっと少なくしたい。かなり挑戦的

カロライナ州立大学に立ち上げると言っていますし，

な夢ですが，SiC パワーデバイスを使用すれば実現

安部首相は 2013 年の総合科学技術会議の中で次世

できると思います。今後も SiC パワーデバイスの性

代パワエレの重要性の話をしています。日米ともパ

能は向上しますので。

ワエレが次代のキーワードになっています。

もう一つの夢は小型化です。小型にすればコスト

先生の出番は今後ますます増えてくるのでしょ

が下がり，マーケットが広がります。良い例が携帯

うね。IEEE（米国電気電子学会）でも重要なポジ

電話ですよね。発売当初は肩に掛けるほど大きく，

ションに就かれると伺いました。

また高価でした。それが小型化されて値段も手頃に
なり，今は中学生から高齢者までみんなが持つよう

赤木

IEEE は， 世 界 中 に 約 40 万 人 の 会 員 を 擁 す

る 世 界 最 大 の 学 会 で す。2015 年 1 月 か ら 2 年 間，

になりました。

IEEE の部門統括理事（Division II Director）の就
江口

私どもの夢は，パワエレをコアにしてさまざま

任が決まりました。今年は，正式就任前の理事代理
（Director-Elect）を拝命しました。IEEE の本部が

な事業に参入することです。
通信が無線でできるようになり，センサの需要
が 増 加 し て い ま す。 一 方 で 制 御 装 置 で あ る DSP

あるニューブランズウィク（ニュージャージー州）
に行く機会やその関係の仕事が増えると思います。

（Digital Signal Processor） が 高 性 能 化 し て い る。
このセンサと制御とパワエレとを組み合わせて，イ
ンテリジェント化できないかと考えています。

そのような国際的な舞台で，日本のパワエレの

江口

存在（プレゼンス）をぜひ高めていただきたいと期
待しております。

赤木

そうですね。パワエレの電力変換の例で言いま

すと，以前は 1,000 kW や 2,000 kW の大容量変換器

もちろん頑張ります。逆に私からお願いですが，

赤木

を製作するときは，高圧大電流のパワーデバイスを

企業の方々も積極的に IEEE に論文を出していただ

使用して 1 台の変換回路で実現するのが一般的でし

きたいですね。

た。しかし，ワイヤレスでセンサとの情報をやりと

IEEE に は， 部 門 統 括 の 下 に 約 40 の 部 門 学 会

りができて，かつ信頼性も向上すれば，標準化した

（Society）があります。その中で会員数が増加して

小中容量変換器

いる部門学会は約 1 割で，パワーエレクトロニクス

を多数台直並列に

部門学会は数少ないその一つです。アメリカでもパ

接続して大容量変

ワエレに携わる技術者は増えています。

換器を実現でき
るようになりま
す。複雑な制御に
ついては，デジタ

■■ パワエレとデバイスのシナジー追求
江口

パワエレには幅広い分野の知識が必要ですが，

ル信号を高速に

富士電機はデバイスの技術もアプリケーション回路

処 理 で き る DSP

の技術も持っていて，シナジー効果を追求できる環

やプログラマブ

境にあります。その点について先生のお考えをお聞

ルロジックデバ

かせください。

イスの一種であ
る FPGA（FieldProgrammable
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そうですね。エジソンの直流配電がテスラの交

流配電に負けたのには二つ理由があって，当時の技

ばいい。研究室の大学院学生にも言うのですが，高

術では直流の電圧を自由に変えるのが難しかったこ

性能モータ駆動システムに使用するベクトル制御を，

と，もう一つは直流事故電流の遮断です。現在では，

最初から全て独学で理解しようとしたら，それだけ

パワエレ技術を使ってこの両方ができるようになり

で 2 年はかかります。しかし，ちょっとしたポイン

ました。もちろん，直流を高周波の交流にいったん

トを教えてあげれば，学生の理解はすっと進みます。

変換するわけですが，そういう絶縁型コンバータも

江口さんをはじめ役員の方々が社内の垣根を低くし

十分ターゲットになってきます。直流による給電は

ておけば，自由に聞くことができるわけです。社外

家庭をはじめいろいろな用途で普及していくと思い

に聞くのは敷居が高いですから。

ます。
コ ス ト や 性 能 の 面 で GTO サ イ リ ス タ で は 残

パワーデバイスとパワエレの間に以前はセク

念 な が ら 実 用 化 に 至 ら な か っ た も の が，SiC の

ショナリズムの力が働いていたようですが，今は垣

MOSFET が開発されて新しい方向が開けてきたわ

根はないと思っています。弊社の技術開発部門の前

けです。

江口

任の責任者であった重兼がデバイス専門で，後継の
私が回路応用の専門ということもあり，二人して垣
根をつくらないように技術者を指導してきました。
3 レベルインバータ向けの新しいパワーデバイスの

■■ パワエレには幅広い知識が必要
江口

今，われわれの一番の悩みは，パワエレの技術

開発の際も，回路の要求から仕様を決めたり，SiC

者が足りないことです。何か良いアドバイスをいた

パワーデバイスの開発では，使いこなすためにいろ

だけないでしょうか。

いろな意見を回路とデバイスの双方から出し合った
りして，非常に良かったと思っています。

赤木

パワエレには幅広い知識が必要なので，当然の

ことながら人を育てるにも時間がかかります。です

■■ スマートグリッドへの取組み
江口

最近話題のスマートコミュニティやスマートグ

から，企業の需要に大学の供給がなかなか追い付き
ません。
パ ワ エ レ は， 回 路 が 基 本 で， 制 御 の こ と も 知

リッドは，おそらくパワエレの有効なマーケットに

ら な い と だ め で す し， 最 新 の A/D 変 換 器，DSP，

なると思いますが，それについて展望をお聞かせく

FPGA などのアナログ・デジタル信号処理の知識

ださい。

も要ります。モータ駆動の研究開発には，当然のこ
とながらモータの知識も不可欠。電力系統のパワエ

広い意味でのスマートグリッドの場合は，太陽

レ機器だったら電力系統の知識も必要。パワーデバ

光や風力などの変動する電力が送配電系統に大量に

イスを使いこなすためには半導体の知識も必須。こ

入ってくると，電圧安定，周波数の安定という課題

のように学部の電気電子工学科のほとんどの授業が

赤木

が出てきます。このため，需要家サイドである程度，

関係してきます。

電力使用量を調整する必要があります。時間帯に応

電気電子工学科

じて電力料金を変更するダイナミックプライシング

以外の学科を卒

が，日本でも実証試験が始まっています。一方で，

業した技術者は，

エネルギーを蓄える蓄電池の開発も急がれます。家

まず回路理論や

庭用の PV（太陽光発電）の値段が下がってきてい

電磁気学を勉強

ますから，今後さらに普及すると思います。

して，パワエレ
回路に進まなけ

江口

そうなると，マイクログリッドも重要ですが，

ればなりません。

DC（直流）をいかにうまく使うかということも非

もう一つ問題

常に重要になってきますね。先生のやられている

なのは，パワエ

DC/DC コンバータを介した技術が，ますます必要

レの研究指導が

になってくるように思います。

できる教員が少
な い こ と で す。
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拠点大学ですらパワエレの研究室は一つです。なぜ
そんなに少ないかと言いますと，大学教員の採用に
は研究業績，どうしても論文数を重視します。パワ

■■ パワエレ技術者を増やすには
パワエレの次世代を担う若手人材を育成するた

江口

エレの論文には研究テーマ設定，解析，シミュレー

めに，企業としてもさまざまな取組みを始めていま

ション，実験装置の設計・製作，実験データの評価

す。筑波大学にパワエレの寄附講座を初めて設けた

など工学の論文に必要なほとんど全ての内容が含ま

り，TIA（つくばイノベーションアリーナ）の中で

れているため執筆に時間がかかります。このため，

毎年 8 月に開催されるパワエレのサマースクールの

他分野の教員に比べて圧倒的に論文の数が少ないの

講師を担当させていただいたりもしています。

です。電気電子工学の分野で幅広く教員を採用する
のではなく，パワエレに限定するか，論文の数では

赤木

2012 年のスタート以来，私も講義を担当して

なく論文の質・内容を重視するなど，何かしらの手

います。富士電機の重兼さんの名物講義もありまし

だてが必要です。

た。副社長自らが 90 分講義されるとあって，若い
学生・技術者は感激して聞いていました。今年から

江口

大学で鍛えられた学生は即戦力になりますから，

江口さんにバトンタッチされるそうですね。
サマースクールで 4 日間の講義を受けても，今す

優秀な人材が来てくれることを切に希望します。
富士電機は今，ドイツやアメリカをはじめ海外で

ぐどうにかなるというわけではありませんが，あの

もパワエレの研究開発を行っていますが，海外の人

ときのあの一言がヒントになったと，後で役に立っ

材を採用するにもなかなか難しさがあります。先生

てくれればいいと思っています。

からご覧になって，日本の研究者と海外の研究者の
違いはありますか。

参加している大学院生は将来，大学や企業でパワ
エレの仕事に携わる人たちです。もちろん現役の企
業の技術者も参加しています。そういう人たちが相

赤木

アメリカとの大きな違いは，インターナショ

手だと，講義をしていても楽しいですね。受講生の

ナルという点です。アメリカのパワエレの学生に

目が輝いています。私は大学でも電気電子工学科の

は，アメリカ生まれアメリカ育ちの人は多くいませ

3 年生後期にパワエレを教えていますが，受講生 60

ん。インド人も多いし，中国人もいる。IEEE のパ

人ぐらいのうち，将来パワエレの仕事に就くのは

ワーエレクトロニクス部門学会の役員会のメンバー

10％いるかどうかという感じです。

も，約 30 人のうちアメリカ生まれアメリカ育ちの
教授は 3 人程度でした。アメリカ社会は能力さえ

江口

サマースクールのような試みを通して日本の技

あれば受け入れるということです。見方を変えると，

術者がどんどん育ってくれると，パワエレが発展す

英語を母国語とする人は大きなアドバンテージを与

ると思います。

えられているともいえます。
ただ，いろいろな面で日本はアメリカではなく，

赤木

パワエレのつらいところは，新幹線や冷蔵庫，

特徴が日本と近いドイツと比較した方がいいのでは

エアコンなど身近な製品に使われているにもかかわ

ないかと私は常々思っています。アメリカとは国土

らず，サブシステムであるために一般にあまり知ら

の大きさも資源も全然違いますから，電気代などエ

れていないという点です。新幹線（システム）のコ

ネルギーコストも比較対象にならず，研究の視点も

ア技術の一つであるモータ駆動システム（サブシス

おのずと異なってきます。

テム）などは一般の人にも興味深い話だと思いま
すから，マスコミの方々にはシステムの
中のサブシステムに焦点を当てた記事を
もっと書いてほしいものです。

江口

一般の人にアピールすることで，将

来パワエレに携わりたいという学生も増
えるのではないでしょうか。女性にも飛
び込んできてほしいですね。

赤木
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日本は残念ながら，女性のパワエレ

特別対談

パワーエレクトロニクスでエネルギー革新を目指す

人口は少ないですね。東京工業大学で 13 年間ほど
パワエレの講義をしていますが，女子学生は多くて
3 人，ゼロの年もあります。アメリカですと，MIT
（マサチューセッツ工科大学）でもウィスコンシン
大学でも女性が一定数います。
江口

富士電機のパワエレの開発センターでは，女性

は 4 人です。もう少し女性に活躍してもらえるよう
になると，パワエレ技術者ももっと増えるのではな
いでしょうか。

赤木

日本の大学でパワエレを理論から実験まできち

んと学べるのは 15 校ぐらいです。一つの研究室か
ら修士課程を修了する学生は年 6 人ぐらいですから，
15 大学で 90 人ぐらい。この貴重な 90 人の学生を
多くの企業が奪い合うことになり，企業は常に技術
者不足の状態です。

たちはデバイスが専門ですが，幅を広げるために回

逆に学生の側から見ると，就職に困ることは全く

路を学んでいます。ETH（スイス連邦工科大）に

ありません。私の研究室の修士学生は引く手あまた

行っている者はソフトウェアが専門ですが，シミュ

です。博士学生もいろいろなメーカーで活躍してい

レーションによるパワエレ装置の設計を学んでいま

ます。マスコミなどで報道されているような“博士

す。企業内の国際化が進むように，いろいろな国に

課程修了者の就職難”は，少なくともパワエレ分野

留学生を送っています。

には当てはまりません。
赤木

1 年あるいは 2 年留学していると，そこの研究

■■ 日本の技術者はもっと世界に出よ！

室と人的ネットワークができますから，富士電機と

江口

非常に重要ですよね。

富士電機も国際化を志向してはいますが，海外

からパワエレの学生を採用することは，まだ本格的

の交流も盛んになります。留学はそういう意味でも

私自身，これまでに世界中の多くの国に出張しま

にはできていません。入社後の言葉の問題があって，

した。数えたところ，1 泊以上した国は 36 か国に

なかなか踏み切れないのです。

なりました。宗教や人種の異なるさまざまな技術者
と接してきましたが，1 対 1 で技術の話をする上で

赤木

外国人にとって日本語の会話はともかく読み書

きが大変ですよね。そのたびに英語に翻訳していて

は，日本人との違いはほとんど感じません。個性の
範囲内です。

は仕事になりませんし。ただ，日本人技術者にとっ
て英語ができることに越したことはありませんが，

日本の研究者・技術者の皆さまにはぜひ，欧米の
トップクラスの国際会議に論文を発表するなど，日

良い技術を持っているということが大前提で，英語

本から積極的に海外に出て活躍していただきたいで

は 2 番目なのです。

すね。

ある日本人技術者の話ですが，彼は若い頃，たど
たどしい英語でしたが，仕事は何とかできたそうで

江口

富士電機は，パワエレ技術を核にして，省エネ

す。これはどういうことかと言うと，彼に技術があ

ルギー，再生可能エネルギーの利用促進，CO2 の削

るから，少しぐらい英語がまずくても相手は一生懸

減に取り組み，エネルギーと環境の側面から世界に

命聞いてくれるということです。技術がない人だっ

貢献していきたいという大志を抱いています。ビジ

たら，いくら英語がうまくても聞いてもくれません。

ネスの国際化で，世界に通用する技術者の育成は急
務です。赤木先生には富士電機へのご指導だけでな

それが物事の本質ですね。今，富士電機からは

く，将来のパワエレを背負って立つ若手技術者のご

6 名が海外に留学しています。ドイツのアーヘン工

指導もよろしくお願いいたします。本日はどうもあ

科大学と米国のウィスコンシン大学に行っている者

りがとうございました。

江口
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エネルギーソリューションの提供

江口

直也

富士電機株式会社

取締役執行役員

技術開発本部長

1. まえがき

2. パワー半導体とパワエレ

富士電機は，電気，熱エネルギー技術の革新の追求に

パワー半導体技術とパワエレ技術は富士電機のコア技術

より，エネルギーを最も効率的に利用できる製品を創り

であり，これら二つの技術のシナジーを生かして省エネル

出し，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献すると

ギー（省エネ）につながる特徴あるコンポーネントを開発

いう思いを込め，2012 年 7 月にブランドステートメント

しています。

“Innovating Energy Technology”を策定しました。この

パワー半導体としては，低損失化，低ノイズ化，小型化，

思いの実現のため，富士電機では，電気エネルギーを安全

高信頼性化を狙い，IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran-

･ 安心かつ効率的に供給・利用する技術や，熱エネルギー

sistor）モジュール，IPM（Intelligent Power Module）
，

を無駄なく活用する技術，ならびにそれらを最適に制御す

MOSFET（Metal - Oxide - Semiconductor Field - Effect

る技術の開発に研究資源を集中しています。2013 年に策

Transistor）
，ディスクリートデバイス，パワー IC などを

定した中期経営計画の中では，図

に示すように，パワー

開発しています。

半導体とパワーエレクトロニクス（パワエレ）の技術をコ

IGBT モジュールのさらなる小型化，高パワー密度化を

アにし，加えて差別化された計測機器・熱コンポーネント

実現するために，連続動作温度を現行の 150 ℃から 175 ℃

を強化し，これらを制御技術プラットフォームとしてパッ

に引き上げるパッケージ技術を確立しました。高温での連

ケージにしてエネルギーソリューションを提供する研究方

続動作によるパワーサイクル寿命の低下を防止するため，

針を掲げています。本稿では，その概要について紹介いた

高耐熱アルミニウムワイヤを開発するとともに，チップと

します。

絶縁基板間の接合はんだとして，高温で高強度の新しいは
んだ合金を開発しました。また，熱応力の発生を低減する
電極構造も併せて開発しました。これらを適用した 175 ℃
スマートコミュニティ

連続動作保証の IGBT モジュールは，現行の 150 ℃連続動
作保証のモジュールに比べて高寿命であることを確認しま
⑴

した。
電気エネルギー
発電，
グリッド

熱エネルギー

スマートファクトリー，
BEMS，REMS，
EV, HEV データセンターなど

食品流通，
要冷物流

エネルギーソリューション
監視
プロセス
制御 エネルギー 制御 クラウド
配電
コンピュー
マネジメント
系統
ティング
システム
制御ソリューション
パッケージ
計測機器・熱コンポーネント
パワー半導体・パワエレ
基盤技術

ハイブリッド自動車の電力を制御する IPM では，小
型・軽量化が要求されているため，二つのインバータと
昇降圧コンバータを結合した大容量 IPM を開発しました。
放熱設計技術と高温で高強度を持つ新しいはんだ技術に
よって，モジュールとアルミニウムヒートシンクを一体化
した直接冷却構造を実現し，従来品比で体積 30 %，質量
60 % の削減を達成しました。
先 進 の パ ワ ー 半 導 体 技 術 の 応 用 と し て， 富 士 電 機 独
自 の パ ワ ー 半 導 体 で あ る RB-IGBT（Reverse-Blocking
IGBT）を用いた新 3 レベル電力変換回路を適用し，高効
率でコンパクトなパワエレ機器を開発しています。アジア

図

富士電機のコア技術と注力分野

をはじめとする海外市場向けに，装置効率が 96.5 % で従
来機種に比べて設置面積を 30 % 以上削減できる三相四線
式の大容量 UPS「7000HX-T4」を開発しました。
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また，第 6 世代「V シリーズ」IGBT を適用した汎用イ
ンバータ「FRENIC-Ace」を開発しました。このインバー
タは，ユーザが独自に機能を追加できるカスタマイズ機能
を標準で搭載しており，伸線機，ホイスト，紡績機械など
のアプリケーションに最適なカスタマイズパッケージソフ
トウェアが使えます。
次世代デバイスの開発においては，Si デバイスの物性
(a) 高性能スタック型インバータ

限界を超えて劇的に損失を低減する，SiC（炭化けい素）
の化合物半導体の開発を進めています。
パワー半導体の生産拠点である松本工場では，業界に

(b) SiC ハイブリッド
モジュール

先駆けて前工程の 6 インチ SiC ウェーハ（図 ）のプロセ
ス生産ラインを構築・稼動し，600〜1,700 V 耐圧の SBD
（Schottky Barrier Diode）と 1,200 V 耐圧の MOSFET の

図

SiC ハイブリッドモジュールを適用した高性能スタック型
インバータ

量産を開始しました。
さらに，SiC の利点が発揮できる 3,300 V などの高耐圧
の SBD と MOSFET のデバイス開発を進め，試作品の評

SiC ハイブリッドモジュールを適用した，大型クレーンや

価をしています。

プラント用の 690 V 系列の高性能スタック型インバータ

同時に，SiC デバイスが持つ性能を最大限に発揮できる
ように，高温動作，高放熱，低インダクタンスの超小型・

（図 ）などを開発しており，2014 年度の発売を予定して
います。

モジュールも開発しています。現在，こ

受配電・制御機器コンポーネントにおいては，省スペー

のモジュールを適用した超低損失かつ省スペースの太陽

スかつ高信頼性という設備や制御システムのニーズに応

光発電用パワーコンディショナ（PCS）
（図 ）をはじめ，

える受配電機器を開発しています。取扱い性を向上し，

高信頼性

All-SiC

〈注〉

RoHS 指令 にも対応したストライカ引外し式限流ヒューズ
付高圧交流負荷開閉器（LBS）を開発しました。図

に示

すように消弧室の内部に固定側接触子とアークガイドを設
け，アークが消弧するために必要な距離や可動側接触子の
回動速度などを最適化して，消弧室の容積を従来品比で約
半分に小型化しました。
また，太陽光発電システムに対して，太陽電池パネルの
ストリング（10〜20 枚の太陽電池パネルからなる発電の
まとまり）単位で電流・電圧を計測し，上位システムと連
携することで太陽電池パネルの異常の早期発見と故障箇所
⑵

の特定に寄与するストリング監視ユニットを開発しました。

図

6 インチ SiC ウェーハ

アークガイド
消弧室

可動側接触子

固定側接触子

発生アーク

図
(a) 太陽光発電用 PCS

LBS の消弧部の構造

(b) All-SiC モジュール
〈注〉RoHS 指令：電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制

図

All-SiC モジュールを適用した太陽光発電用 PCS

限についての EU（欧州連合）の指令
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また，地球環境にやさしい自然冷媒である CO2 を使用

制御設備・機械用には，シンクロセーフコンタクトを搭
載した非常停止用押しボタンスイッチを開発しました。接

した自動販売機用冷却システムの高効率化を実現しました。

点部が外れた場合にメイン回路が開路となる機構にするこ

これは，動作圧力が高い CO2 冷媒の特徴を生かしたエジェ

とで安全性を高めました。

クタによる圧縮動力の削減や，高性能アルミニウム熱交換
器による高効率化，インバータを適用した圧縮機の最適運
転制御技術によるものです。

3. 計測機器・熱コンポーネント
計測機器では，プロセスの省エネに貢献する特徴ある製

4. 制御ソリューションパッケージ

品を開発しています。世界で初めて 2 成分（CO+ O2 ）を
リアルタイムに測定可能で高速応答が可能な直接挿入レー

制御ソリューションパッケージでは，エネルギーの安

に示すよ

定供給，省エネ，安全・安心，設備安定稼動に貢献する

うに，光学技術を応用して，各成分用の 2 レーザ発光素子

制御システムソリューションパッケージを開発していま

と受光素子を同軸上で結合させて 2 成分分析を実現してい

す。そのプラットフォームとして，図

ます。さらに，ダスト対策用パージガスとして，従来の窒

テムプラットフォームを開発しました。富士電機の制御

素ではなく，計装用空気を使用できるという特徴を持って

技術と機器をパッケージ化し，有機的につなげて， さま

います。ZSS の高速応答性を生かして燃焼プロセス制御

ざまな制御シーンに適用できます。また，これを実現する

に適用することにより，燃焼空気量制御を精密に実施する

ための制御システム層として，中小規模監視制御システム

ザ方式ガス分析計「ZSS」を開発しました。図

⑶

ことが可能になり，大幅な省エネに貢献できます。

に示す制御シス

。本システ
「MICREX-VieW XX」を開発しました（図 ）

熱コンポーネントでは，排熱回収型の蒸気発生ヒートポ

ムは，高信頼性かつ小型・高性能のシステムで，顧客設備

ンプシステムを開発し，三重工場で実証試験を実施中です。

の更新に当たっては，既存システムの画面やプログラムの

工場などにおいてこれまで未利用であった 100 ℃未満の温

資産を継承することが可能です。さらに，垂直水平統合エ

排水から排熱を回収し，蒸気として再利用するものです。

ンジニアリング環境により画面やプログラムの作成を効率

自動販売機などで培った冷凍サイクル技術を駆使し，60〜

化できます。高信頼性を実現するために，コントローラ，

80 ℃の温排水から 120 ℃の飽和蒸気を生成します。その

ネ ッ ト ワ ー ク，I/O，HMI（Human Machine Interface）
，

際の成績係数（COP）は 4.0 であり，業界最高クラスです。

データベースなど各機器単位での二重化が可能です。この

このヒートポンプシステムは，熱配管による損失を減らす

二重化システムでは共通部分がないので，多重故障モード

ために蒸気利用設備の近傍に分散して設置が可能なタイプ

に対してシステムの継続運転が可能です。

⑷

さらに，店舗内の冷設機器，空調・照明機器の管理制御

であり，熱利用も含めた工場のトータルな省エネソリュー

を一括で行い，総合的な省エネを実現する「エコマックス

ションのためのキーコンポーネントです。

。店舗内の多彩な
コントローラ」を開発しました（図 ）

発光部 計装エア

0.5〜10 m

計装エア 受光部

煙道

顧
富士電機

制御部

レーザ光

客
パートナー

・・・
システムアプリ
ケーション

電源
(a)

ZSS

システムアプリ
ケーション

システムアプリ
ケーション

制御システムプラットフォーム

の構成
：CO

ソフトウェアライブラリ
センサ，アクチュエータの機能・品質・コスト
を最大限に引き出すソフトウェア群
システムの品質を最大化し，コストを最小化
するシステムテンプレート

：O2

制御システム
プロセス制御からFAまでフルラインアップ
過去の資産活用を可能とするマイグレーション
システムの整備
インバータ，
センサ， サーボ，回転機
アクチュ
エータ

(b)

図

ZSS

直接挿入レーザ方式２成分ガス分析計「ZSS」
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パッケージ

の構造

図

高静圧発信器

国際標準
エンジニア
リング環境
IEC 61131-3

放射線センサ

・・・
オイル・ガス
パッケージ

制御システムプラットフォーム

放射線計測
パッケージ
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リモート監視・操作

エネルギーソリューションの提供

クラウド型 EMS

地域エネルギー
マネジメント
CEMS *5

BEMS *1
アグリゲータ

地域エネルギー
需給調整

Ethernet（1 Gbits/s）
ＨＣＩ

XDS-3000
（冗長化）
OPC-UA対応

XAL-3000
オールインワン

マルチ
XOS-3000 モニタ

アグリゲータ
MEMS *2
アグリゲータ
（100 Mbits/s,
1 Gbits/s）

FL-net
Ver.3
コントローラ

Jupiter
（冗長化）

ACS-2000
（冗長化）

EMS 統合プラットフォーム

XCS-3000
（冗長化）
ネットワーク
アダプタ

一括受電
マンション

Ethernet
T リンク
Ｉ／Ｏ

SX バス

SX-I/O

図

デマンドサイド
マネジメント

高圧中小口
需要家

E-SX バス

IPUⅠ

E-SX
(I/O)

IPU Ⅱ

REMS *3
大規模
ショッピング
センター

エネル
ギー
事業者

FEMS *4
工

場

地域グリッド
地域内 スマート
需要家
メータ
スマート
コミュニティ

高圧大口需要家

中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5

図
冷凍機

空

地産
エネル
ギー

BEMS ：Building and Energy Management System
MEMS：Mansion Energy Management System
REMS ：Retail Energy Management System
FEMS ：Factory Energy Management System
CEMS ：Cluster Energy Management System

富士電機が考える EMS

調

ギー・社会システム実証事業”では，四つの地域（横浜市，
ショー
ケース

換気扇

豊田市，けいはんな学研都市，北九州市）で，次世代エネ
ルギー・社会システムの実現を視野に，地域の再生可能エ
ネルギーの安定で高効率な活用や，EMS の開発・実証を
実施しています。

エコマックスコントローラ
照

明

水

道

富士電機は，北九州市，けいはんな学研都市の実証シ
ステムに積極的に参加しています。北九州市では，
“地域

電

気

ガ

ス

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）を開発し，

図

「エコマックスコントローラ」を用いた店舗管理システム
構成

デマンドレスポンスの実証試験を行いました。夏季や冬季
の電力需給の逼迫（ひっぱく）が予想される日に，ピーク
時間帯の料金を高く設定するダイナミックプライシングに

機器の各種インタフェースに対応可能とするとともに，次

より，夏季に 9 〜 13 %，冬季に 9 〜 12% の需要削減が確

に示す機能により，店舗機器全般の総合的な管理が実現で

認でき，その効果を実証しました。

⑹

⑸

きます。空調機と冷凍機の総消費電力が最小となるような

一方，大量のエネルギーを消費する百貨店やショッピン

空調機最適運転機能，最適な換気風量制御を実現する給排

グセンターといった大型商業施設では，省エネの徹底，エ

気制御機能，ならびに店舗全体の消費電力量が目標値を超

ネルギーの効率的な利用が求められています。

えないように制御するデマンド制御機能やスケジュール運

富士電機は，これら大型商業施設向けに特化した EMS
を開発しました（図

転機能です。

）
。すでに開発した柔軟性・拡張性
⑺

に優れた“統合 EMS プラットフォーム”の技術を適用し，

5. エネルギーソリューション

単独の大型商業施設への導入からスマートコミュニティに
おける他システムとの連携まで，幅広い領域での適用を実

エネルギーソリューションでは，創エネルギーの領域で

現しています。需要予測機能として，エネルギー消費特性

火力発電や地熱発電の高効率化を継続的に実施しています。

が異なる各エリアから集計した負荷実績を予測計算に用い

さらに，電気エネルギーや熱エネルギーの最適制御により

ることで，各エリアのミクロな予測値とそれらを合計した

省エネを実現する各種エネルギーマネジメントシステム

施設全体のマクロな需要予測を高い精度で算出しています。

（EMS：Energy Management System）の開発を進め，ス

各設備の最適運用のために，発電設備，蓄電設備，熱源な

マートコミュニティの構築を目指しています。富士電機が

どの設備をモデル化し，需要予測を基にエネルギーの需給

考える EMS を図

に示します。

2010 年 度 か ら 開 始 さ れ た 経 済 産 業 省“ 次 世 代 エ ネ ル

シミュレーションを実行し，それら設備の運用計画を作成
します。また，運用管理者への推奨操作ガイダンスを作成
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2013 年度の技術成果と展望

EMC（Electromagnetic Compatibility： 電 気・ 磁 気 的
CEMSなどの
外部システム

外部システム連携機能

な妨害を及ぼさないこと／及ぼされないこと）については，
機器の設計段階で精度良く評価できるシミュレーションを

予測・計画機能

実績情報

開発してきました。さらに，パワエレ機器と制御機器が同

予測機能

一盤内に収納される場合の配線間でのノイズ結合を解析す

需要予測
発電量予測

実績収集
分析支援機能

テナント管理
テナント向け通知
デジタルサイネー
ジ通知

計画機能

見える化・分析
ツール

最適運用計画

デマンド調整機能
デマンド調整ガイダンス
人
に対する調整

制御機能

省エネ行動支援

発電・負荷制御
充放電制御
：

テナント目標設定
行動メッセージ作成
：

盤内の配線設計が可能となります。
また，再生可能エネルギーの普及促進に欠かせない電力

省エネ行動依頼

収集データ

需給計画

物
に対する調整

る手法を開発しました。これにより，ノイズの観点からの

平準化機器として，リチウムイオン電池の活用技術が重要
となっています。リチウムイオン電池の寿命が充放電条件
などによりどのような影響を受けるかを定量的に推定する
手法を開発し，リチウムイオン電池の選定や最適容量設計
に適用しています。
そのほか，SiC などの高温動作デバイスのパッケージ用

指令

として 250 ℃に耐えられる樹脂の開発や，金属組織シミュ

フィールド機器連携機能

レーションを活用した異種金属接合技術の開発など，材料
コージェネレーション，ボイラ，燃料電池，蓄電設備，
空調設備，照明設備など

技術の開発も推進しています。
先端技術では，新たな環境問題としてクローズアップ

図

されている PM2.5 の質量濃度と成分をリアルタイムで測

大型商業施設向け EMS の機能構成

定し，発生源の推定に貢献する世界初のエアロゾル複合
することもでき，推奨する行動とその効果を運用管理者が

に示すよ

分析計を開発し，実証を開始しました。 図

⑻

認識することができます。

うに，レーザを使用して有機物を計測したのち，MEMS
（Micro Electro Mechanical Systems）技術を活用して希

6. 基盤・先端技術
硝酸塩，硫酸塩，
ブラックカーボン
有機物の測定
の測定
粒子トラップに捕集
レーザで加熱気化
(MEMS)

これまで述べてきた各技術を共通的に支える基盤技術や，
将来を見据えた先端的な研究開発を進めています。
パワエレ機器の開発時の試作回数を減らすためにデバイ
スの特性のシミュレーションと配線構造による L，C 成分
のシミュレーションとを連携させるデバイス・回路連携シ
ミュレーションを開発しました（図

粒子
トラップ

CO2レーザ

質量
分析計

試料
空気

）
。これにより，ス

質量分析セル

イッチング時の損失や跳ね上がり電圧などを試作前に推定
でき，プリント基板の試作時に反映することができます。

ターボ分子
ポンプ

赤外レーザ

さらに，シミュレーション結果と冷却構造設計ツールとを

白熱光検出部

連携させることにより，冷却構造設計まで可能となりまし

（a）外観

質量分析部
（b）分析方法

た。このシミュレーションの適用により，開発期間を従来
の 1/3 程度に短縮することが可能になります。

図

エアロゾル複合分析計

電気回路設計
配線構造モデル
（PCB パターン）

冷却構造・熱設計

温度，駆動条件にかかわらず
損失誤差 ±15% 以内
電圧

冷却構造（冷却フィン）
の 3 次元モデル
計算した損失
データの入力
冷却フィン

デバイスモデル
（スイッチング特性）

図

ディスクリート
デバイス

デバイス・回路連携シミュレーション
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デバイス
熱流体解析

損失データとの連携解析で温度誤差 5K 以内

回路シミュ
レーション
による波形
解析

冷却フィン

電解コンデンサ

電流
（

実測，

計算）

温度
高

低

成果と展望

エネルギーソリューションの提供

薄な PM2.5 を濃縮し，質量分析により成分分析まで行え

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。本分析計は，東京大学および独立行政法人 海洋研

ます。

究開発機構と共同で開発し，フジサンケイ ビジネスアイ
の第 27 回（2013 年度）独創性を拓く 先端技術大賞特別
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Highlights

屋内自立型太陽光発電用パワーコンディ
ショナ「PVI1000-3/660」
富士電機は，国内で市場が拡大している大
規模太陽光発電所（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。
屋内自立型太陽光発電用 PCS「PVI10003/660」は，最大直流入力電圧 1,000 V，単機
容 量 660 kW で あ り，3 レ ベ ル IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor） モ ジ ュ ー ル
により最高効率 98.4 % を達成した製品である。
主な特徴は次のとおりである。
PCS の高効率化により，筐体（きょう

⑴

たい）を従来機の 500 kW と同一サイズで
製品化した。
⑵

特別高圧連系とならない 2 MW 未満の
発電所を 3 台の PCS で構成でき，配線工

事費などを削減できる。
⑶

出力力率を 0.8 に設定した場合でも，500

kW 以上の出力を確保できる。

スマートマンション向けクラウド型
MEMS
マンション高圧一括受電事業者向け
遠隔検針・エネルギー分析支援
サービス

MEMSクラウド
サービスセンター

マンション入居者向け
家庭のエネルギー見える化
サービス

経済産業省“スマートマンション導入加速
化推進事業”の要求機能を満たした，クラ
ウ ド 型 MEMS（Mansion Energy Manage ment System）の開発を完了した。
本システムは，マンション入居者向けに
家庭のエネルギー見える化サービスを提案
するとともに，マンション高圧一括受電事

データ収集

業者向けの遠隔検針・エネルギー分析支援

インターネット

サービスを提供するものである。前者は，ス
マートメータおよび HEMS（Home Energy
Management System）コントローラにより
メータ
集約器

MEMS
集約器

収集したマンション専有部および共用部の電
気，ガス，水道の利用データを基に，マン
ション入居者各戸のエネルギー利用状況をス

空調
高圧
受電設備

照明

マートフォン，タブレット，パソコンなど，

HEMS
コント スマート
ローラ メータ

多彩なデバイスで閲覧が可能な Web サービ
スである。

共用部

専有部

ま た， 将 来 は 入 居 者 向 け に ECHONETLite 規格に準拠した家電機器の遠隔制御機能
を提供する予定である。
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中小規模監視制御システム
「MICREX-VieW XX」

とした高信頼化技術と，FA 分野で培った高

Ethernet（1 Gbits/s）
ＨＣＩ

XDS-3000
（冗長化）
OPC-UA対応

監視制御システムの豊富な納入実績を背景

既存システム

リモート監視・操作

IOS-2500 IDS-2500
AOS-2000 ADS-2000
マルチ
XOS-3000 モニタ

XAL-3000
オールインワン

速・高精度制御技術を融合し，計測制御と電
機制御を統合した新たな中小規模監視制御シ
ス テ ム「MICREX-VieW XX（ ダ ブ ル エ ッ

（HCI の
DPCS-F
接続）

クス）
」を開発した。既存システムとの互換
性を維持しながら，先進的なオペレーション
DPCS-F

機能やエンジニアリング機能を提供する。

（100 Mbits/s,
1 Gbits/s）

FL-net
Ver.3

コントローラ

Jupiter
（冗長化）

ACS-2000
（冗長化）

主な特徴は次のとおりである。
⑴

XCS-3000
（冗長化）

HCI（Human Communication Interface）

アーキテクチャの刷新による高い操作性
ネットワーク
アダプタ

ACS-2000
（冗長化）

ICS-2500
（冗長化）

シ ス テ ム 全 体 を 統 合 す る TAG・ 変 数

⑵

データベースによる高い拡張性と高効率エ
ンジニアリング

Ethernet
PEリンク

T リンク
Ｉ／Ｏ

SX バス

コ ン ト ロ ー ラ， ネ ッ ト ワ ー ク，I/O，

⑶

HCI など構成要素ごとに二重化が可能な

E-SX バス

高信頼システム
SX-I/O

IPUⅠ

IPU Ⅱ

E-SX (I/O)

MICREX-SX

MICREX-F

⑷

既存システムとの高い互換性による，顧

客の設備資産およびソフトウェア資産の継
承

間接外気活用省エネルギーハイブリッド
空調機「F-COOL NEO」
近年のデータセンターは，サーバの高性
能・高密度化により発熱量が飛躍的に増加し
ている。そこで省エネルギー化のために，自
然エネルギーである外気冷熱を用いた外気冷
房の導入が進められている。富士電機は，外
気を直接取り込まず，熱交換器を介して外気
冷熱のみを取り込む間接外気導入式の空調機
「F-COOL NEO」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

外気冷房と，内蔵した冷凍機との併用

運転により，年間を通して定格冷房能力
（40 kW）での省エネルギー運転が可能で
あり，年間の消費電力が一般の空調機の
1/3 に節約できる。
⑵

間接外気利用のため，外気に含まれる水

分，PM2.5 などのじんあい，腐食性物質の
影響を受けにくい。
⑶

必要なユーティリティは電源のみであり，

冷水や冷却水は不要である。

富士電機技報

2014 vol.87 no.2

105（19）

Highlights
国内トップランナー基準対応モルトラ
「FM-T14」
地球温暖化防止を背景に，モールド変圧器
には「エネルギーの使用の合理化に関する法
律」
（省エネ法）の特定機器として，2014 年
度から第二次トップランナー基準が導入され
た。富士電機はこれに先立ち，2013 年 6 月
にトップランナーモルトラ 2014「FM-T14」
をフルラインアップした。
鉄心への磁区制御材の採用，巻線設計の最
適化などによりエネルギー消費効率を大幅に
改善（従来品比 40 % 減）して省電力化と省
エネルギー化を図った。これにより，CO2 排
出量と電気料金を抑制できる。巻線構造には
従来の真空注型モールド技術とシート巻線を
継続して採用し，高い絶縁信頼性を確保した。
また，耐震性の大幅向上，低騒音化（従来品
比-10 dB）
，第一次基準品と同等の床面積な
ど，リプレースを考慮したユーザにとって扱
いやすい製品である。

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，カスタマイズロジック機能に対応し
た汎用インバータ「FRENIC-Ace シリーズ」
FRENIC-Ace

を開発した。
主な特徴は次のとおりである。

USB 付き遠隔タッチパネル
USB 接続

⑴

容量系列

◦単相 200 V 級：0.1〜2.2 kW

RS-485 接続

◦三相 200 V 級：0.1〜22 kW
◦三相 400 V 級：0.4〜22 kW

パソコンによる回路設計

適用例（紡績機械トラバース装置）

⑵

回路設計情報の
ダウンロード

カスタマイズロジック機能

◦プログラムステップ数：200 ステップ
◦プログラム命令数：55 命令

動作パターン例

◦プログラム方法：専用ビジュアルツール

降下量：

によるプログラミング

振幅：
中心周波数

降下量：

振幅

上昇時間：

u

下降時間：

d

◦アプリケーション例：伸線機，ホイスト
クレーン，紡績機械トラバース装置

〔FWD〕 OFF
〔X1〕OFF
〔Y1〕
〔Y2〕

富士電機技報

106（20）

2014 vol.87 no.2

ON
ON

OFF

ON

OFF

ON

Highlights

スタックタイプインバータ「FRENICVG シリーズ」
（690 V 系列）
近年，鉄鋼プラントやフローティングク
レーンなどの大規模設備では，インバータの
大容量化や高応答・高精度化の要求が高まる
とともに，設置や交換作業などのメンテナン
ス性の向上と省スペース化が求められている。
これらのニーズに応えるため，業界最高レ
ベルの性能を持つ「FRENIC-VG シリーズ」
のラインアップとして，400 V 系列のスタッ
クタイプを 2012 年度に発売した。
今回，このスタックタイプのラインアップ
に大容量化に有利な 690 V 系列を追加し，シ
リーズを拡充した。主な特徴を次に示す。
SiC（炭化けい素）を用いた SiC-SBD・

⑴

Si-IGBT の ハ イ ブ リ ッ ド モ ジ ュ ー ル を
採 用 し， 小 型 化 と 単 機 容 量 拡 大（ 最 大
450 kW）を実現した。
⑵

スタックの幅を 220 mm にし、寸法を統

一したスリム構造とした。
⑶

ダイレクトパラ接続方式により、大容量
化を図った。

海外向け大容量 UPS「7000HX-T4」
データセンターのバックアップ電源には，
高信頼・高効率の無停電電源装置（UPS）が
要求される。このたび，海外向け大容量 UPS
として「7000HX-T4」を開発した。本 UPS
は， 富 士 電 機 独 自 の RB-IGBT（ReverseBlocking Insulated Gate Bipolar Transistor）
を用いた 3 レベル電力変換方式を採用して効
率を向上させ，アジアをはじめとする海外で
主流の三相四線式 400 V 系電源に対応した常
時インバータ給電方式としている。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

世界最高レベルの装置効率 96.5 % を実

現し，空調機も含めた消費電力とランニン
グコストの削減に貢献する。
⑵

従来機に比べ 30% 以上の省スペース化

を実現し，サーバ機器などの設置スペース
の拡大に貢献する。
⑶

単 機 出 力 容 量 500 kVA/450 kW で， 最

大 8 並列（4,000 kVA）の大容量化が可能
である。
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ストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧
交流負荷開閉器（LBS）
限流ヒューズと組み合わせ，主に 300 kVA
以下の PF・S 形主遮断装置として使用され
る高圧交流負荷開閉器（LBS）をモデルチェ
ンジした。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

奥 行 寸 法 を 従 来 品 の 356 mm か ら

310 mm に す る な ど， 容 積 で 10 % の 小 型
化を実現した。
ヒューズを固定式とする構造の採用で，

⑵

ヒューズ交換時の作業性と安全性を向上さ
せるとともに，ヒューズ溶断接点出力を自
己保持形として配電盤側の回路構成を不要
にした。
⑶

相間バリアのワンタッチ取付け構造や，
補助開閉器の配線作業の簡略化などにより，

ユーザインタフェースを向上した。

非常停止用押しボタンスイッチ
φ 22，φ 30
富士電機は，パネルの取付穴サイズφ 22
とφ 30 に対応した非常停止用押しボタンス
イッチを市場に展開している。近年の安全性
に対する市場ニーズの高まりに応えるため，
新型のシンクロセーフシリーズを開発し，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

操作部と接点部を着脱できる分離構造

操作部と接点部が分離した状態では，独自
のメカニズムにより NC 接点を開離し，安全
状態に切り換わる。接点数は，NC 接点が 4，
NO 接点が 2 の合計最大 6 接点である。
⑵

取得済の海外の安全規格

™ CCC（GB14048-5）
™ IEC（EN60947-5-1，EN60947-5-5）
™ C-UL（UL508，CSA C22.2）
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第 2 世代 LLC 電流共振制御 IC
「FA6A00N シリーズ」
消費電力が 100〜500 W 程度の中間容量の
電子機器に使用するスイッチング電源におい
て，高効率化，低ノイズ化，薄型化に有利な
LLC 電流共振回路が注目されている。
富士電機は，LLC 電流共振回路の欠点で
あるスイッチング貫通現象の防止や低待機電
力を実現した第 1 世代 LLC 電流共振制御 IC
「FA5760N」を製品化しているが，さらなる
特性の向上，保護機能の充実および高品質
化を実現する第 2 世代 LLC 電流共振制御 IC
「FA6A00N シリーズ」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

600 V 耐圧起動素子・630 V 耐圧ドライ

バ回路内蔵
⑵

低損失バースト制御によるさらなる待機
電力の削減

⑶

補助巻線電圧を利用した一次側過負荷保

護機能
⑷

設計自由度の高い過電流保護

6 インチ製造ラインによる SiC-SBD
チップの量産開始
近年，次世代の半導体材料として SiC（炭
化けい素）の期待が高まっている。その中で
SiC-SBD（Schottky Barrier Diode） は，Si
ダイオードに比べてスイッチング損失を大幅
に低減できるという特徴を持ち，既に実用化
段階にある。富士電機では，600 V，1,200 V
ク ラ ス の SiC-SBD と Si-IGBT（Insulated
Gate Bipolar Transistor）を組み合わせたハ
イブリッドモジュールを製品化している。
SiC ウェーハの大口径化が進んでいる中
で，富士電機は 6 インチ製造ラインを構築し，
SiC-SBD チップの量産供給を開始している。
今回の製品では，製造条件の最適化によって
安定した品質のショットキー接合が実現でき，
従来の Si ダイオード並みの順方向損失を保
ちつつ，逆回復損失を約 70 % 低減すること
に成功した。
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IEC 規格対応グラスフロント自動販売機
「Twistar」
アジア各国の消費市場が拡大を続ける中で，
飲料単価の上昇や消費者の可処分所得の向上
に伴い，自動販売機市場は今後確実に拡大す
ると見られている。
このような状況の下，海外生産・現地仕様
を念頭に置いた IEC 規格対応のグラスフロ
ント自動販売機「Twistar」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

制御部は，基本機能に特化した金銭マル

チインタフェースを搭載し，ASEAN10 か
国の通貨に対応できる。
VTS と MDB の通信仕様に 1 種類のソ

⑵

フトウェアで対応できる。
⑶

多彩な形状の飲料を販売するツイスト型

と，スナックや小物の販売ができるスク
リュー型の 2 種類の販売機構を開発した。
販売機構を現地で容易に交換でき，ロケー
ションに合った多様な商品が販売できる。

次世代保冷コンテナ「D-BOX」
食品流通業界では，サプライチェーン全体
を通しての商品の品質保持が重要な課題であ
る。そのため，産地から小売店舗までの一気
通貫型物流による鮮度維持のニーズが高まっ
ている。富士電機では，物流工程における温
度維持管理を向上し，高鮮度の食品流通を提
供するため，冷熱技術を応用した次世代保冷
コンテナ「D-BOX」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

独自の冷却ユニットにより，急速冷却が
可能であり，短時間（3 時間）で蓄冷を完

了することができる。
⑵

自動販売機の高断熱技術を活用すること

により，輸送中は電源がない状態で，長時
間（5 時間）チルド温度帯で保冷をするこ
とができる。
⑶

輸送中の庫内温度データや扉開閉情報を
記録することができる。
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工場の温排水を利用した蒸気発生ヒート
ポンプシステム
工場などの 100 ℃未満の温排水は，低品質
な熱エネルギーと見なされてこれまで再利用
が進んでいなかった。富士電機は，この温排
水から排熱を回収し，蒸気として再利用する
排熱回収型の蒸気発生ヒートポンプシステム
を開発し，三重工場でフィールドテストを実
施中である。
主な特徴は，次のとおりである。
⑴

自動販売機の開発で培った冷凍サイクル

技術を応用し，業界最高クラスの性能であ
る成績係数（COP）4.0 を達成している。
⑵

60〜80 ℃の温排水から 120 ℃の飽和蒸
気を生成する。

⑶

蒸気利用設備のすぐ近くに分散して設置

が可能な小容量システムであり，配管によ
る熱損失を低減して省エネルギー性を向上
させている。

エアロゾル複合分析技術
富士電機は，粒子状物質（エアロゾル）の
成分分析が可能なエアロゾル複合分析計の研
究開発に取り組んでいる。この分析計は，健
康との関連が懸念されている PM2.5（粒径
2.5 µm 以下のエアロゾル）を測定対象とす
る。光学的な計測手法と質量分析法を組み合
わせることにより，PM2.5 の質量濃度と，主
要成分のブラックカーボンや硫酸塩などの質
量濃度とを同時に測定できる。従来は手分析
で 8〜12 時間かかっていた成分分析を，リア
ルタイムで行うことができる。これまでに要
素技術の開発を完了し，2015 年度の実用化
を目指している。
要素技術の開発は，独立行政法人 科学技
術振興機構の委託を受け，東京大学，独立行
政法人 海洋研究開発機構と共同で実施した。
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2013 年度の技術成果と展望

発電システム
火力・地熱プラント
風力発電システム
燃料電池
原子力

発電システム

展

望

2013 年以降，2012 年に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，太陽光発電設備を中

を適用した PCS の開発が完了した。
風力発電分野では，発電効率の高い風力発電設備の需要

心に認可・建設が本格化している。一方，原子力発電所の

が投資家を含めた発電事業者を中心に増加傾向にある。富

長期停止により，電力各社は火力電源更新・増強へかじを

士電機は，コンポーネント（風車用発電機およびコンバー

切り始めている。また，電力安定供給のための独立系発電

タ）
，システム（受変電設備および安定化装置）
，元請けを

事業者（IPP）
，特定規模電気事業者（PPS）を対象とした

三本の柱として，積極的に事業に取り組んでいく。

ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）
，高効率石
炭火力，バイオマス発電などの商談が活発化している。

燃料電池分野では，他の発電方式と比較して発電効率の
高い下水消化ガス発電用の燃料電池の期待が高くなってお

海外では，新興国を中心に長期的に電力需要の伸長が見

り，長年の下水消化ガス発電の実績を基に受注を増やして

込まれている。また，計画の遅れはみられたが地熱発電所

いく。また，燃料電池の高温排熱を空調やボイラの給水

の案件も東南アジア，アフリカを中心に計画が具体化され

予熱に利用することで，設備全体の省エネルギーを図るス

つつある。

マートファクトリーの実証を行っている。海外では，低酸

火力発電分野では，2013 年 5 月に GTCC を採用した吉
の浦火力発電所 2 号機の営業運転が開始され，海外では 7

素空気供給機能付きの火災予防システム向け燃料電池をド
イツに展開している。

か所で納入した火力設備（合計 783.4 MW）が運転を開始

原子力分野では，福島第一原子力発電所の事故から 3 年

した。また，タイでは既設発電所のタービンの大規模更新

が経過し，同発電所では着実なサイトの保全，廃止措置に

により延命化を図るとともに出力アップを実現した。
地熱分野では，国内案件は資源開発に時間がかかってい

向けた準備のフェーズに移り，中間貯蔵施設などが確実に
前進しつつある。このような環境で富士電機は，福島第一

るものの，積極的に提案活動を継続している。また，海外

原子力発電所の保全，廃止措置に向けた取組みに参画する

向けには，2013 年度中に，トルコとフィリピンでそれぞ

とともに，ニーズが高まっている放射性廃棄物の処理技術，

れ納入した発電設備（合計 80 MW）が運転を開始し，現

ならびに高放射線環境下における機器操作や材料などの保

在数台の案件があり，製作中である。

持・移送を遠隔で実施する技術などについて，提案と開発

太陽光発電分野においては，太陽光発電用パワーコン

を推進している。廃止措置に必要な関連技術についても継

ディショナ（PCS）
，昇圧変圧器，系統連系設備およびそ

続的な開発を進めており，耐震・安全に関する新規制基準

のコンポーネント〔リングメインユニット，保護継電器，

に対応できるよう，富士電機が既に納入した核燃料サイク

真空遮断器（VCB）
〕を市場に供給している。また，太陽

ル関連機器を中心に，耐震評価の見直し，安全設計，安全

光発電所における発電効率向上のため，太陽電池パネルの

性向上対策機器などの製作・納入などに関し，顧客と連携

直流電圧の高圧化，PCS 自身の高効率化のニーズが増加

して取り組んでいる。

しており，最大直流入力電圧 DC1,000 V，3 レベル IGBT
（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュール方式で電

富士電機は 2014 年度も引き続き，高効率，省スペース，
低炭素をキーワードとして，環境にやさしい高効率発電，

力の変換効率 98.4 % の屋内自立型 660 kW の PCS を開発

地熱，太陽光，燃料電池に代表される再生可能エネルギー，

した。この PCS は，3 台で 2 MW 未満の発電所（高圧連

ならびに福島第一原子力発電所の保全，廃止措置に必要な

系）を構成でき，既存の 500 kVA の PCS が 4 台の構成と

関連技術や核燃料サイクル分野に注力し，社会に貢献して

比較して，設置スペース，工事費などの削減を可能にした。

いく。

一方，さらなる高効率化を図るため，SiC（炭化けい素）
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火力・地熱プラント
インドネシア ISM 発電所向け火力発電設備の引渡し完了
2014 年 1 月，クラカタウ製鉄所内インドネシア ISM 発

図1

100 MW 蒸気タービン・発電機設備

図2

吉の浦火力発電所全景

電所向けに，韓国・ポスコ株式会社経由で受注した蒸気
タービンおよび発電機設備一式（100 MW×2 台）の顧客
引渡しが完了した。
この発電設備は，重油および製鉄所からの副生ガスを利
用した燃焼ボイラと組み合わせた再熱再生サイクル火力発
電設備であり，併設する東南アジア最大規模のクラカタウ
製鉄所に電力とタービン高圧抽気を供給する。
富士電機は，蒸気タービン・発電機とその制御設備・電

発電システム

気設備を納入した。蒸気タービンにはコンパクトな単機筒
復水再熱蒸気タービンを，発電機には実績豊富なブラシレ
ス励磁の空気冷却発電機を採用している。

吉の浦火力発電所 1・2 号機の営業運転開始
沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所 1 号機と 2 号機が，

関連論文 : 富士電機技報 2013，vol.86，no.2，p.94

2012 年 11 月と 2013 年 5 月にそれぞれ営業運転を開始し
た。本発電所は，電力の安定供給と温室効果ガスの削減を
目的として建設された，LNG 焚きの一軸式コンバインド
サイクルである。発電設備は，富士電機を含む共同企業体
のターンキー契約で納入された。主機は，シーメンス社製
ガスタービン SGT6-4000F，富士電機製の単車室軸流排気
式蒸気タービンおよび水素冷却式発電機で構成されている。
発電端出力は合計 502 MW で，沖縄本島で最大容量の発
電所となった。
地理的要因による小規模系統での迅速な起動停止や負荷
追従性，ならびに CO2 削減や低 NOX 排出といった環境対
応などの重要な役割を担って，運転を続けている。

中国向け PJG#1 コージェネレーション発電所の運転開始
2014 年 2 月 に Chang Chun Chemical Co., Ltd（ 中 国 ）

図3

蒸気タービン・発電機設備

向け PJG#1 コージェネレーション発電所用蒸気タービ
ン・発電機設備（71.4 MW×1 台）の試運転が完了し，運
転を開始した。
この発電設備は，石炭焚きドラムボイラを採用した化学
工場用電力およびプロセス蒸気供給のコージェネレーショ
ンプラントであり，タービンから排出される蒸気を工場の
プロセス蒸気として利用することに適した背圧タービンを
採用している。
この背圧タービンには，3 段外部制御抽気を採用してお
り，三つの抽気制御弁を負荷に応じて自動制御することに
より，低負荷から高負荷までタービンの効率を維持したま
ま蒸気を工場に供給することができる。
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火力・地熱プラント
トルコ・クズルデレⅡ地熱発電所の営業運転開始
2013 年 10 月，トルコ西部デニズリ県にあるクズルデレ

図4

クズルデレⅡ地熱発電所のタンデム式蒸気タービン

図5

マイバララ地熱発電所全景

図6

現地更新工事中の 12 号機高圧タービン

Ⅱ地熱発電所が営業運転を開始した。
富士電機の供給範囲は，蒸気タービン（60 MW）
，発電
機を含む主要機器と制御装置である。背圧式高圧・復水式
中低圧のタンデム式蒸気タービンは，富士電機として初の
試みであったが，各タービンへの流入蒸気を協調して制御
することで，スムーズな起動停止と負荷調整を可能にした。
また，16.7 重量 % というこれまでにない高濃度の不凝縮
ガスを含む高圧蒸気であったが，発電性能に与えるガスの

発電システム

影響を検討し，計画したとおりの性能を達成した。
トルコでは 2023 年までに地熱発電容量を 600 MW まで
引き上げる目標を掲げており，富士電機は本案件を足掛か
りに，さらなる地熱発電所の建設に貢献する。

フィリピン・マイバララ地熱発電所の営業運転開始
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，20 MW 地熱発電設備 1 台を受
注した。富士電機の供給範囲は，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
ウェ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。
本プロジェクトは，予定どおり 2013 年 3 月に機器を出
荷し，富士電機の指導員の下，タービンと発電機の据付
けを行った。さらに，電気，計装，試運転の指導員の下，
2014 年 1 月から調整試運転を実施し，その後の性能試験，
リライアビリティラン試験を完了した。2014 年 2 月に営
業運転を開始している。

タイ・電力庁マエモ火力発電所のタービンの更新
タイ・電力庁マエモ火力発電所は，タイ北部に位置する
東南アジア最大級の石炭火力発電所である。富士電機は，
この発電所に 10 台の蒸気タービン発電設備（4〜7 号機：
出力 150 MW，8〜13 号機：出力 300 MW）を納入してい
る。
今回，高圧・中圧・低圧の 3 ケーシングで構成された
12 号機の高圧・低圧タービンを，設備の延命化のために
新製し，交換した。新製するに当たり，タービンの翼やグ
ランドパッキング部の構造に最新技術を適用し，高効率化
を実現することにより設備全体の出力アップを達成した。
2013 年 10 月から 12 月まで現地更新工事を実施し，現在，
順調に運転中である。
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風力発電システム
風力発電と蓄電池による非常時自立運転システム
風力発電など再生可能エネルギーの導入拡大に伴い，こ

図7

非常時自立運転システムの構成

れを活用した非常用電源の要求が高まっている。富士電機
電力系統

は，蓄電池システムを設置することにより，系統連系時に
は風力発電の出力変動を緩和し，災害など非常時には重要

風力発電設備

負荷に電源供給を行う非常時自立運転システムを開発した。

SG

CNV

自立系統母線

INV

非常時には，蓄電池システムが確立した自立系統に風
PLC

力発電と重要負荷が連系し自立運転を行う。自立運転中

蓄電池
システム

は，風力発電の出力制限や負荷の調整・遮断を指示する制

PLC

御を行い，需給バランスを維持する。また，蓄電池システ

負荷
負荷
最重要負荷 重要負荷

ムは複数台での並列運転が可能であるため，系統規模に
応じて柔軟に対応できる。並列運転中は各蓄電池の SOC
（State of Charge：充電率）を均一化する制御により，重

PCS

PCS

PLC

蓄電池
運転制御

蓄電池
運転制御

負荷制御指令
統合制御PLC

自立系統母線周波数
自立系統母線電圧

監視制御装置

要負荷に長時間の電源供給を行うことができる。

燃料電池
燃料電池の国内納入事例
富士電機では自社工場に太陽電池や燃料電池を設置し，

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.2，p.134
図8

三重工場に設置した燃料電池

工場全体の省エネルギーを図るスマートファクトリーの実
証を行っている。
2013 年 12 月に三重工場に設置した燃料電池は，通常は
都市ガスを燃料とするコージェネレーションとして運用し，
都市ガスが遮断したときには燃料を LPG に切り替える機
能を備えている。この燃料電池は，高温排熱を空調に利用
している。
また，2014 月 3 月には，同じ機能を持つ燃料電池を国
内の某研修施設に納入した。そこでは，排熱を施設内にあ
る宿泊施設のボイラの給水予熱に利用している。

燃料電池の海外納入事例
ドイツは，原子力発電に代えて再生可能エネルギーの導

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.2，p.134
図9

ドイツへ納入した CE マーク適合燃料電池

入に積極的であり，その出力変動をバックアップする天然
ガスコージェネレーションへの期待が高い。
富士電機は，ドイツへの参入に必須な CE マーク適合を
完了し，2012 年に 1 号機を商業ビルに納入した。さらに，
従来の電気と熱に加えて低酸素空気も供給可能な火災予防
システム向け燃料電池を開発し，データセンターや倉庫を
持つ工場に納入した。
今後，ドイツで建設が進んでいる水素インフラに対応し
た高効率燃料電池を市場に投入し，燃料電池の特長を生か
した商品展開でさらなる拡販を図っていく。
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原子力
温度可変電流リードの納入
富士電機は，大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
核融合科学研究所向けに 4〜50K のヘリウムガスで冷却可
能な電流リードを製作し，納入した。核融合科学研究所で
は核融合原型炉の研究開発が進められており，マグネット
に高温超伝導導体（20K レベル）を適用する研究を行って
いる。今回納入した電流リードは，先進の高温超伝導導体
および，実績が多い従来の低温超伝導導体の双方の評価に
用いるもので，広い温度範囲の設定が可能である。
本電流リードは，液体ヘリウム温度の 4K において，連

発電システム

続定格 30 kA，短時間定格 75 kA である。短時間定格は，
製作実績での評価結果に基づく熱解析により決定している。
また，50K ヘリウムガスでの通電は，冷却条件を変えて
30 kA まで可能である。
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社会インフラ

系統・配電
エネルギーマネジメント
社会環境

展

望
ズがいっそう高まっている。
富士電機は，国内では北九州スマートコミュニティ創造

電源確保のため，水力発電所の有効活用も重要となってお

事業において幹事会社として，
“地域節電所”の核となる，

り，水系の特性に合わせたダムや調整池の運用の効率化，

富 士 電 機 が 開 発 し た CEMS（Cluster Energy Manage-

ならびに出水予測機能の導入などによる発電機運転の効率

ment System）を用いて，デマンドレスポンス，ダイナ

化が望まれている。さらに，日本での電力系統制御技術を，

ミックプライシング，同時同量制御などによる地域エネル

まだ電力供給設備が不足しているアジアなどの新興国へ展

ギー最適運用の実証を継続して実施した。また，経済産業

開する国際的な貢献も求められている。

省“次世代エネルギー・社会システム実証事業”に参画し，

富士電機は，この分野での監視制御システムを継続的に

け い は ん な プ ラ ザ ビ ル に BEMS（Building and Energy

納入するとともに，ダム管理システムや発電集中監視制御

Management System）を導入し，施設エネルギーの最適

システムの開発に力を入れている。関西電力株式会社の出

運用に取り組んでいる。新しい取組みとしてインテリジェ

し平ダム，ならびに国交省や県が管轄するダムに対して管

ント型直流多端子電源を開発し，直流給電による技術実証

理システムやダムの周辺装置を開発し，納入した。また，

を経済産業省“三重大学スマートキャンパス実証事業”で

東京都交通局に発電所遠隔制御装置を納入した。保護制御

検証した。また，経済産業省“次世代型双方向通信出力制

装置では，レトロフィット対応ユニット形リレーの開発を

御実証事業”において，双方向通信による新エネルギー発

行い，既設設備を有効に利用する更新手法を提案している。

電の出力制御実証を行った。この二つの技術は，再生可能

また，将来の電気所構内ネットワークのオールデジタル化

エネルギーの活用において効果的である。海外展開では，

を見据え，IED（Intelligent Electronic Device）の開発に

培ってきた技術や製品を活用し，トンガ王国のマイクログ

も取り組んでいる。さらに，配電自動化システムでは，海

リッドシステムを受注するとともに，中国舟山新エネル

外対応のソフトウェア開発を行い，日本に比べて平均停電

ギー実証に参画している。

時間が長いアジア諸国への展開を始めた。

今後は，実証事業で開発した CEMS について水平展開

今後は系統・配電分野で電力改革が進み，より効率的な

を行い，震災復興などの新しい街づくりに貢献していく。

エネルギーの運用を目指す必要がある。これを受けて，揚

加えて，海外展開を見据えた標準化動向や，新しいエネル

水発電所の上部・下部ダムの統合管理システムを開発済み

ギー制度に対応した高度なエネルギーサービスの提供に貢

であり，国内へ展開していく。また，ダム管理システムで

献していく。

培ったゲート制御技術を利用し，津波対策として水門や陸

社会環境分野では，自治体システムのクラウド化による

閘（りっこう）の遠方からの監視制御にも注力し，安全・

コスト削減効果が，先進自治体での導入事例により判明し

安心な社会の実現に貢献していく。

てきている。また，国民生活を支える社会的基盤として，

エネルギーマネジメント分野では，国内は原子力発電所

社会保障・税番号制度の導入が本格化してきている。

の停止の影響に加え，原油価格高騰による電力価格の上昇

このような状況下で，富士電機は，社会保障・税番号制

の影響を受け，エネルギーの有効利用がますます重要に

度に対応したクラウド型「e- 自治体 統合宛名システム」

なっている。また，アジアなどの新興国では，人口の増加

の開発に取り組んできた。クラウドサービスで既に多くの

や経済の発展により，エネルギー需要が急増している。こ

稼動実績を誇る基幹業務システムや内部情報システムに新

うした環境の下，電気や熱を効率よく使用することでコス

たなサービスを拡充することで，都道府県，市町村の枠を

ト削減や環境への配慮につながるエネルギーマネジメント

超えたクラウド型の共同利用を加速させ，自治体のさらな

システム（EMS：Energy Management System）のニー

るコスト削減に貢献していく。
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系統・配電分野では，原子力発電所の停止の影響もあり，
安定した系統運用が以前にも増して求められている。また，
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系統・配電
関西電力株式会社向け音沢発電所ダム監視操作卓
富士電機は株式会社エネゲートと協力して，2014 年 3

図1

ダム監視操作卓

図2

水力発電所監視制御システムの操作画面例

月に黒部川水系に位置する関西電力株式会社 出し平ダム
に，音沢発電所ダム監視操作卓を納入した。
ダム監視操作卓の主な特徴は次のとおりである。
⑴

放流設備の制御機能と，操作結果などの記録・保存を
行う情報機能とを分離した機能分散システムである。

⑵

制御機能を担う演算処理装置は，信頼性の向上を狙っ

て二重化構成とした。
⑶

制御機能の装置間通信は，日本電機工業会のオープン
ネットワーク規格である FL-net を採用した。

⑷

ダムの水位や放流量などの情報を給電制御所とリアル

タイムにデータ連係を行い，黒部川水系全体の円滑な水

社会インフラ

運用を実現した。

東京都交通局 発電所向け遠隔制御装置
東京都交通局 発電所向けに，水力発電所監視制御シス
テム，遠方監視制御装置およびダム監視操作装置を納入し
た。奥多摩にある 3 か所の水力発電所と 1 か所の調整池ダ
ムについて遠隔で監視制御を行う。主な特徴を次に示す。
⑴

水力発電所監視制御システムは，二重化した監視制御
サーバ（UNIX）と 3 台の表示操作卓で構成した。

⑵

水力発電所監視制御システムと遠方監視制御装置の通
信は，IP ネットワークとし，伝送方式に日本電機工業
会の産業用プロトコルである PMCN を採用した。

⑶

表示操作卓の画面には，ユニバーサルデザインを適用

し，操作性と視認性を向上した。
⑷

調整池ダムの監視制御は，緊急操作とバックアップ操
作を考慮して，専用のダム監視操作装置を設置した。

配電自動化システムにおける太陽光発電と負荷の推定技術
再生可能エネルギーの固定価格買取制度により，太陽光

図3

太陽光発電と負荷の推定結果の例

発電が急速に普及している。太陽光発電と需要家が混在し
旧の際に必要な実負荷を正確に分離し，把握する必要があ

推定結果

入力データ
配電線の有効電力
周辺の日射量

る。しかし，現状では太陽光発電の出力と需要家の実負荷
との合算値しか計測できていない。そこで，富士電機では，

計算機

次世代配電自動化システムの事故復旧機能として，計測し

3,000
2,500
有効電力（kW）

た配電系統では，通常時は負荷が軽く見えるため，事故復

太陽光発電
推定値

6:00

12:00
時

負荷計測器

から太陽光発電の出力と需要家の実負荷を推定する。この
結果，個別の計測器を設置することなく，事故復旧に必要
な負荷の把握を可能としている。

118（32）

太陽光発電
真値

1,000

0
0:00

主な特徴として，配電線の有効電力とその周辺の日射量

富士電機技報

1,500

500

た合算値からおのおのを分離推定する技術の開発に取り組
んでいる。

2,000

実負荷推定値

実負荷真値

2014 vol.87 no.2

需要家 太陽光 日射量計
発電

刻

18:00

0:00

2013 年度の技術成果と展望

系統・配電
海外向け配電自動化システム
日本での納入実績を生かし，海外向けの配電自動化シス

図4

監視制御ウィンドウの例

図5

ディジタル形 LR 制御ユニット

図6

PLC 評価技術の構成

テムを開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

機能をパッケージ化しており，小規模から広域運用ま
で要求機能や規模に合わせた構築が可能である。

⑵

日本で実績がある停電事故時の復旧機能を海外の配電
系統運用に適用し，停電時間の短縮に貢献する。
国際標準のインタフェース（IEC 60870-5-104）を実

⑶

装し，さまざまな機器ベンダのフィールド機器と接続が
可能である。
⑷

管轄範囲や担当業務などの職務権限に柔軟に対応する

ユーザ権限管理機能を持つ。
⑸

変電所結線図や配電系統図のメンテナンスを，描画イ

メージのユーザインタフェースで行うことができる。

社会インフラ

レトロフィット対応ディジタル形 LR 制御ユニット
中部電力株式会社 配電用変電所向けの配電盤に搭載す
るレトロフィット対応ディジタル形 LR 制御ユニットを開
発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

構造とインタフェース部は従来機種と完全互換であり，

配電盤の構造を変更せずにユニットを交換できる。
16 ビット AD 変換器と 5,760 Hz 高速サンプリング機

⑵

能を標準で搭載したディジタルリレーユニット「DUJ
シリーズ」により計測精度の向上を実現した。
⑶

従来，個々にモジュール化を行っていた入力変換部，

電源部，演算部などを一つのモジュールとした。構成部
品の簡素化により，従来品に比べて全体の質量を 10 %
低減し，消費電力を 50% 低減した。
耐ノイズ性能は JEC-2500（2010）に準拠している。

⑷

電力線搬送通信（PLC）評価技術
EMS やスマートメータなどに向けたネットワークであ
る中速電力線搬送通信（中速 PLC）のフィールド適用に
おいて必須となる次の評価技術を確立した。
⑴

通信モデム評価技術

伝送路特性のモデル化
電力線の構成（相線方式，分岐）や接続機器などで変化

伝送特性評価技術
モデム情報
（アナログ，
結合回路）

測定技術

する伝送路特性（ノイズ，インピーダンス）の位相や共振

電力パラメータ 低圧電力系統での
（電力構成，
通信可否を事前に
負荷機器など） 評価する仕組み

損失要素のモデル化技術
電力線，分岐，ブレーカ
インピーダンス，ノイズ

損失要素の測定技術
静特性 動特性

特性の測定方法とモデル化技術を確立し，シミュレーショ
ンなどによる事前評価と設定パラメータ抽出を可能とした。
⑵

試作による検証
試作 PLC モデムを用いて，工場や店舗などのフィール

モデム基本特性
（測定データ）

計算（ツール）

評価技術

モデル作成

損失量評価

計算
エンジン

データベース
（トランス特性，
ノイズ特性，文献）

既存モデムの絞込み
（メーカー，方式）

ドを模擬した環境で検証を行い，実際のノイズ環境下にお

通信 OK/NG

いても，事前に抽出したパラメータの設定により，通信エ

試作 PLC モデム

設定パラメータ

ラー率を低減して通信が可能であることを確認した。
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エネルギーマネジメント
北九州スマートコミュニティ創造事業における実証成果
富士電機は，北九州スマートコミュニティ創造事業にお

関連論文 : 富士電機技報 2013，vol.86，no.3，p.166

図7

地域節電所（CEMS）

図8

BEMS 全体構成

いて幹事会社として，コミュニティ設置型蓄電池，店舗向
け EMS，病院向け EMS，工場向け EMS（FEMS）
，全体
を統括する CEMS などを導入し，実証試験を実施してい
る。本事業では CEMS によるデマンドレスポンスの実証
を続けており，電気料金を変動させて需要を抑制するダイ
ナミックプライシングによって，一般需要家で 10%，店舗
向け EMS で 5% のピークカットを実現するなどの成果を
挙げている。また，自然エネルギー大量導入時代における
配電系統の不安定化を想定し，CEMS と蓄電システムの連
係による潮流制御の実証を実施している。系統連系点にお
ける需要と供給のインバランスを 3% 以内に抑えることを

社会インフラ

目標に同時同量制御を行い，1% 以内を実現している。

けいはんな BEMS 実証事業
経済産業省の次世代エネルギー・社会システム実証事業
において，けいはんなプラザビルに BEMS を導入し，実
証 に 取 り 組 ん で い る。2013 年 度 は ピ ー ク カ ッ ト 率 5 %
（75 kW 削減）および CO2 削減 5 % の達成を確認し，さら

給湯

温湿度センサ

空調
ほか

なる効果獲得を目指している。主な特徴を次に示す。
⑴

流量計

蓄電池を用いた負荷平準化
⑶

温湿度センサ

センティブプログラムによるデマンドレスポンス

計画・実績

省エネ
誘導

需要調整要求

空調
省エネ行動 見える化
計測値収集

その他センサ

エネルギー
コントローラ

運用計画と制御
直接制御

ビルに入居するテナント（オフィス，実験施設，レス

トランなどの店舗）およびホテルの宿泊客に対するイン

需要
予測
省エネ
誘導

テナント

照明，
パソコン
ほか

蓄電池用スマート PCS による次世代リチウムイオン

⑵

気象情報

宅内表示器

省エネ行動 見える化

電気・熱エネルギー供給設備における需要予測や太陽
光発電予測などを基にした最適設備運用

地域エネルギー
マネジメントシス
テム（CEMS）

ホテル宿泊者

スマート
子メータ

スマートPCS

PCS

既存ビル管理システム

リチウムイオン
蓄電池

太陽光
発電

氷
ガス
その他
蓄熱槽 冷温水器 熱源

ホテル予約システム
インターネット

＊PCS：パワーコンディショナ

ホテル宿泊者

CEMS との連携による地域エネルギーの最適利用

⑷

インテリジェント型直流多端子電源
経済産業省の三重大学スマートキャンパス実証事業にお

図9

インテリジェント型直流多端子電源のシステム構成

いて，再生可能エネルギーの高効率利用ならびに安定電源
インテリジェント型
直流多端子電源

化、および災害時対策用電源として期待できるインテリ

富士電機担当範囲

ジェント型直流多端子電源の実証を行った。系統連系用パ
外部 PC

ワーコンディショナ（PCS）
，太陽光発電用および蓄電池
系統連系用
PCS

用 DC/DC コンバータ，直流負荷（LED 照明）を直流母

A/D

線で連系し以下の成果を得た。今後，製品化を図っていく。
⑴

太陽光発電電力を直流で直接 LED 照明に給電し，交
流と比較して 18.1 % の電力削減を確認した。

⑵
⑶

D/D

…

（増設）

D/D
太陽光発電用
DC/DCコンバータ

直流母線に多数台の機器を接続し，発電および負荷変
動に対し，安定した運転を確認した。

富士電機技報

120（34）

2014 vol.87 no.2

直流母線 400V
V

制御装置

D/D

変換部
蓄電池用
DC/DCコンバータ

商用電源停電時の再生可能エネルギーによる持続的な

自立運転機能を実証した。

コントローラ

直流負荷用
DC/DC
コンバータ

直流 （LED
負荷 照明など）
太陽光発電 太陽光発電
パネル
パネル
＊PCS：パワーコンディショナ

蓄電池

コンビニエンスストア

…

D/D
（増設）

直流
負荷
（今後検討）

2013 年度の技術成果と展望

エネルギーマネジメント
次世代型双方向通信出力制御実証事業
経済産業省の次世代型双方向通信出力制御実証事業にお

図 1 0 次世代型双方向通信出力制御実証事業の全体構成

いて，太陽光発電の大量導入時の系統安定化対策について
電力会社や各メーカーが実証を進め，次の成果を得た。
⑴

電力系統へ

将来の標準化・認証化を見据え，共通的な通信方式を

ワーコンディショナ（PCS）を開発した。この PCS は，
上位サーバからの制御信号に応じて出力を制御できる。
⑵

制御用信号
カレンダー
情報

制御用信号
カレンダー
情報

決定した上で，双方向通信機能を備えた太陽光発電用パ
制御指令
装置

通信
モジュール
アンサー
バック

連系点電圧および太陽光発電出力に応じて進み無効電

アンサー
バック

太陽光
発電用
PCS

力を出力する電圧依存型定力率制御方式を PCS に実装
し，実証試験によって電圧上昇制御機能を確認した。こ

電力

れにより，PCS 設置者の太陽光発電機会を極力阻害し

富士電機担当範囲

ない電圧上昇抑制効果が期待できる。

太陽光発電

情報

＊PCS：パワーコンディショナ

社会インフラ

社会環境
社会保障・税番号制度対応「e- 自治体 統合宛名システム」
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に合

図 1 1 「e-自治体 統合宛名システム」の概要

わせて，自治体向けに同制度に対応した「e-自治体 統合
宛名システム」を開発した。このシステムは，地方公共団

中間サーバ

体が同制度に従って作業をしていく上で必須となる個人番
号・統合宛名番号の管理業務と，中間サーバとの特定個人
情報の提供・照会事務との二つの業務に対応するものであ

e-自治体 統合宛名システム
個人番号

る。主な特徴は次のとおりである。
⑴

個人番号や統合宛名番号の管理が可能である。

⑵

データ形式や通信方式が異なる中間サーバとのやり取

住記システム

税システム

統合宛名番号

福祉システム

給与システム

システム化して
いない業務

りが可能である。
⑶

人事給与やシステム化していない業務も含めて統合管

理が可能である。
⑷

基幹系業務

他の業務システムと柔軟な連携を実現している。
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変電システム
機電システム
計測制御システム

展

望

国内では，設備の老朽化が進み，安全・安定稼動，安心

テナンスに配慮した機器の開発を積極的に推進している。

操業，省エネルギー（省エネ）などを実現するため，機器
やシステムの更新の必要性が高まっている。また，海外で

機電システム

産業インフラ

は，東南アジア，中国に代表される新興国を中心に，設備

機電システム事業は，駆動制御システム，工業電熱，

投資が堅調に推移しており，エネルギーの安定供給，安

AIR 環 境，FEMS（Factory Energy Management Sys-

全・安定稼動，安心操業などが求められている。産業イン

tem）の強い商材や機種をベースに，工場や施設のエネル

フラ分野では，
“エネルギーの安定供給”
“省エネルギー

ギーを最適化する，ライフサイクルにわたるエンジニアリ

の実現”
“安全・安心の提供”を 3 本柱に，顧客の生産活

ングビジネスを提供している。

動全体を対象に，設備や施設のライフサイクル全般のソ
リューションを提供することを目指している。

駆動制御システム分野では，ドライブ，高速制御にデー
タ収集を組み合わせたパッケージや既設更新ツールを開発
し，制御システムの新設・更新に対応している。また，陸

変電システム

電設備は船内への給電と発電機負荷試験を行う多機能電源

変電システム事業は，電力，産業，施設，交通分野向け

であり，今後の他分野への適用が期待される。

に受変電設備，大容量パワーエレクトロニクス（パワエ

工業電熱分野では，富士電機（珠海）社で大容量誘導炉

レ）装置を駆使し，信頼性向上，高効率化，環境対応など

の製造販売を開始し，8,000 kW の IGBT（Insulated Gate

のソリューションビジネスを提供している。アジアではイ

Bipolar Transistor）電源方式の設備を納入した。

ンフラ拡大の期待に応えるため，タイのタスコ社に資本参

AIR 環境分野では，環境改善や省エネに貢献するシス

加を行い，電力用変圧器，配電盤の生産拠点として富士タ

テム開発を行っている。データセンターでは省エネ，短

スコ社を立ち上げた。営業拠点の強化にも注力し，納入か

工期のコンテナ型データセンター「F-eCoMo」
（エフエコ

らサービスまでの体制構築を進めている。

モ）を発売し，船舶分野では，SOX・PM 規制に対応した

電力変電分野では，安定して信頼性の高い電力供給を

小型・高性能な排ガス浄化システムの製品化を推進してい

支えるために，国内の火力発電所向けに 500 MVA を超え

る。高速道路上の交通情報や気象情報などを多言語で表示

る昇圧用変圧器 1 台を納入し，現在も 2 台を製作中である。

する休憩施設情報提供ターミナルを納入した。

また，バーレーン向けに 66 kV 変電所設備をターンキー方
式で納入した。

FEMS 分野では，新規に FEMS を導入する工場の初期
投資を軽減するため，配線工事が不要な自己給電式無線電

産業・施設電機の分野では，新トップランナー基準に適

力センサやクラウド型 FEMS を開発した。これらの開発

合した変圧器を開発し，2014 年 4 月から販売を開始した。

により，タイの富士電機マニュファクチャリング（タイラ

また，老朽化設備に対して，設備診断などの保全サービス

ンド）社の新工場や，独立行政法人 新エネルギー・産業

により信頼性向上への提案を積極的に展開している。

技術総合開発機構（NEDO）のインフラ輸出事業で展開を

産業電源分野では，世界最大設備となるアルミニウム精

進めている。

錬用整流設備が完成し，生産を開始した。同じく世界最大
級となる石油化学工場向けに変圧整流装置「S-FORMER」
を合計 10 台出荷した。

計測制御システム
計測制御システム事業は，産業計測システム，コント

鉄道の地上変電分野では，安定輸送を確保するための既

ローラ，計測機器・センサ，放射線機器・システム，パワ

設変電所の設備更新を受注し，納入するとともに，環境に

エレ機器，高度制御技術，サービス技術などの富士電機特

など，環境，省エネ，省メン

有の機器や技術を有機的につなぎ，顧客の多様な課題の解

配慮したドライエア
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決に取り組んでいる。

計測機器・センサでは，環境とエネルギーにフォーカス

産業計測システム市場では，老朽システムの更新と顧客

をした製品の展開を行っている。環境測定用途として赤外

新商品対応の新設の両面が盛んである。更新では既設資産

線方式やレーザ方式を応用したガス分析計，ならびにエネ

の活用や新旧切替え期間の短縮を図り，新設では仕様や工

ルギー測定に適した，カロリー計算機能搭載の超音波流量

期に柔軟に対応している。今後は，さらに安全性や利便性

計を業界に先駆けて開発し，製品化した。

を向上させたシステムを提供していく。

放射線機器・システムでは，福島第一原子力発電所の事

コントローラでは，中小規模向けの監視制御システム

故以来，その復旧・復興過程で必要となる個人線量計，高

「MICREX-VieW XX」を開発した。本製品は，既存シス

レンジ環境モニタ，緊急時放射線モニタリング機器などを

テムとの互換性を保ちながら，高い操作性と高信頼性を実

開発し，市場に投入してきた。今後は，廃炉・中間貯蔵施

現し，顧客の安定操業と安全・安心に寄与していく。

設向けの放射線計測機器の製品化に取り組んでいく。

産業インフラ
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変電システム
東京電力株式会社 川崎火力発電所向け主変圧器の納入
富士電機は 2007 年以降，東京電力株式会社 川崎火力発
電所の 1 号系列主変圧器（3 台）および

2 -1

図1

川崎火力発電所 2-1 軸主変圧器

図2

JBF66 kV 変電所

軸主変圧器（1

台）を順次納入してきた。引き続き 2-2 軸，2-3 軸主変圧
器を製作中である。図に示す 2-1 軸主変圧器は，定格電圧
15.8/283.3 kV，定格容量 545 MVA であり，2013 年 2 月に
営業運転を開始している。
東京湾に面している富士電機 千葉工場の利点を生かし，
東京電力株式会社の東京湾内における火力発電所の主変圧
器を，1990 年に納入した東扇島火力発電所から継続して
受注しており，合計 29 台を納入している。
今後，2-2 軸は 2016 年 7 月，2-3 軸は 2017 年 7 月に営
業運転の開始を予定しており，これに向けて変圧器の製
作・現地工事を行っていく。

産業インフラ

バーレーン電水庁向け JBF66 kV 変電所の運転開始
JBF66 kV 変電所は，バーレーン国に建設されるポリエ
ステルプラントに電力を供給する目的で建設され，2013
年 9 月に運転を開始した。本変電所は，66 kV ガス絶縁開
閉装置，11 kV 閉鎖配電盤，制御・保護盤，所内電源設備，
通信設備，高・低圧ケーブルなどで構成されている。本プ
ロジェクトは，運転可能な状態で顧客へ引き渡すターン
キープロジェクトとして契約したものである。株式会社日

（a）66 kV
ガス絶縁開閉装置

本 AE パワーシステムズの頃から継続勤務している外国人

（b）11 kV
閉鎖配電盤

エンジニアが主体の現地プロジェクト事務所が中心となっ
て進めた。変電所の基本設計をはじめ，各機器・材料の仕
様決定，見積りの入手，人員・機材の手配，工程管理，据
付け工事，試験，顧客との各種打合せなど，多岐にわたる
業務を現地で実行することで顧客の高い評価を得ている。

新日鐵住金株式会社 君津製鐵所向け 200 MVA 変圧器の納入
新日鐵住金株式会社 君津製鐵所向けに，工場の創業当
初から約 50 年運転されてきた受電用変圧器の更新工事を
実施した。設備増強に対応するため，100 MVA 器 3 台の
う ち 2 台 を 200 MVA 器 に 容 量 ア ッ プ し，100 MVA 器 1
台は予備器とした。
既設の倍の容量でありながら，基礎の流用や 1 次・2 次
側端子の取合いを合わせるなど現地工事の簡素化を図ると
ともに，負荷給電を停止せずに新旧の切替を可能とした。
また，負荷時タップ切替器には真空バルブ式を採用し，
外形寸法の縮小化に加えて長寿命化・点検の省力化（絶縁
油の浄油作業が不要）によるライフサイクルコストの低減
にも配慮した。保護システムは，CPU が二重化されたディ
ジタル型多機能リレーを採用し，信頼性も確保している。
富士電機技報

124（38）

2014 vol.87 no.2

図3

200 MVA 変圧器
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変電システム
「72 kV エコ C-GIS」
SF6 ガスを絶縁媒体として使用する現行の C-GIS に対

図 4 「72 kV エコ C-GIS」

し，地球温暖化係数が 0 の乾燥空気を絶縁媒体とする環境
対応型の「72 kV エコ C-GIS」を開発した。主な特徴は次
のとおりである。
⑴

低圧力の乾燥空気を使用する。

⑵

複合絶縁を採用し，表面仕上げなどの工夫によって絶
縁性能を確保している。

⑶

盤構成と寸法は，現行の C-GIS と同レベルである。

⑷

主要定格を次に示す。

⒜

定格電圧・電流：72 kV 800/1,200 A

⒝

定格周波数：50/60 Hz

⒞

定格短時間耐電流：25/31.5 kA

⒟

耐電圧：商用周波 / 雷インパルス：140/350 kV

VCB

産業インフラ

大阪市交通局 高速電気軌道第 5 号線北巽変電所の更新
電車用電力機器老朽化に伴う取替えと，駅舎用電力供給

図5

回生電力貯蔵装置

設備および回生電力貯蔵設備新設として，更新・新設工事
を実施した。主な設備は，24 kV ガス絶縁開閉装置，電鉄
用整流装置，回生電力貯蔵装置，直流 1.5 kV および交流
7.2 kV 開閉装置などである。主な特徴を次に示す。
⑴

24 kV ドライエア絶縁 C-GIS，純水沸騰冷却式シリコ

ン整流器などを適用することで，省スペース化，省メン
テナンス化，高信頼化を図っている。
電鉄用整流装置の 12 パルス化によって高調波抑止対

⑵

策を実現している。
⑶

回生電力貯蔵装置として大容量ニッケル水素蓄電池を
適用し，電車の回生制動により発生する回生電力を貯蔵
することで，電車用電力量の削減を実現している。

サウジアラビア・SADARA CHEMICAL 社向け変圧整流装置「S-FORMER」の出荷
SADARA CHEMICAL 社 が サ ウ ジ ア ラ ビ ア に 建 設

図 6 「S-FORMER」

中 の 世 界 最 大 級 の 石 油 化 学 工 場 向 け に， 変 圧 整 流 装 置
「S-FORMER」を 10 台出荷した。
現地の周囲温度が非常に高くなる大変厳しい設置環境の
ため，大電流により誘起されるローカルヒート発生部位を
事前に把握する必要があった。本設備では，ローカルヒー
トの対策として 3D 電磁界解析を使った最適設計を行い，
次の成果を得た。
⑴

変圧器タンクの板厚を従来に比べて 27 % 削減した。

⑵

従来，ステンレスを使用していた変圧器 2 次側ダクト
の一部に鉄板を使用し，ステンレスの使用量を 43 % 削

減した。
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変電システム
電気設備の劣化診断技術
電気設備機器は，インフラ，工場，ビルの電力供給・安

図7

代表的な劣化診断装置

定操業を下支えする役割を担っている。富士電機では，独
自に開発した劣化診断装置でこれらの機器の設備故障を予
知し，安全かつ経済的な保守・更新計画を提案している。
⑴

（本体）

（本体）

（本体）

回転機診断装置「ROPAS」
回転機の零相電流とフレーム電位を測定し，検出した部

分放電（PD）パターンから絶縁劣化状態を診断する。
⑵

モールド変圧器診断装置「Molmos」

（センサ）

（センサ）

独自光学センサでモールド樹脂の劣化度を評価し，樹脂
データベースを用いて，機器の余寿命を診断する。
⑶

（センサ）

（a） ＲＯＰＡＳ

配電盤診断装置「Copas」

（b） Ｍｏ
ｌｍｏｓ

（c） Ｃｏｐａｓ

盤内音波と接地線電流の連続測定により，高湿度時間帯
での PD 発生有無を判定し，絶縁異常を診断する。

機電システム
産業インフラ

既存の制御システム更新ツールの拡充
製鉄所などの既存の制御システムを更新するツールとし

図8

更新ツールを適用した制御システムの更新例

て，次の製品をラインアップした。
⑴

RFボード

1980 年から 1990 年代前半に納入した既存 PLC，HMI

DPCS→PEリンク

と新 PLC をネットワークで接続するレトロフィット
ボード（RF ボード）
最新の PLC 用 I/O を既存 PLC へ接続可能な T リン

⑵

クインタフェースモジュール

既存
HMI用
PLC

新 PLC と既存 DDC（サイリスタレオナードやイン

⑶

新
PLC

既存
PLC

新
HMI用
PLC

伝送中継器

Tリンク

カレントループや
Dライン

バータ）を接続可能にする伝送中継器
こ れ ら の 製 品 を 使 用 す る こ と に よ り， 連 続 焼 鈍 設 備
（CAL）や連続溶融亜鉛めっき設備（CGL）といった一括

既存HMI

更新が困難な大規模設備の部分更新を行うことが可能に

既設に接続可能なTリンク
インタフェースモジュール
と最新PLC用I/O
（I/OはPLC更新後も使用可）

なった。

船舶用多機能陸電設備
造船所向けに，船内への給電機能と船内発電機の負荷試
験機能を併せ持った多機能陸電設備を開発した。電力変換
装置や監視制御装置などの主要電気品は屋外用コンテナに
収納し，変圧器や配電盤を介して商用（構内）系統および
船内系統に接続する。主な特徴は次のとおりである。
⑴

容量：5,000 kVA（コンテナ 1 棟は 1,667 kVA）

⑵

コンテナ寸法・質量：W7,400×D2,600×H3,200（mm）
，

約 21 t
⑶

商用系統から船内系統に給電できる。

⑷

電源回生または抵抗消費による船内発電機の負荷試験
が可能で，負荷パターンは任意に設定できる。

⑸

商用系統や船内系統との同期投入が可能である。

⑹

船内系統変動時に商用系統のじょう乱を抑制できる。

富士電機技報

126（40）

2014 vol.87 no.2

図9
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機電システム
アルミニウム材表面処理プロセスライン電機設備
タイ某社向けにアルミニウム材表面処理プロセスライン

図 1 0 システム構成

電機設備を納入した。最新のプロセスライン制御システム
を採用し，高速・高精度を実現するとともに，保守性の向

エントリー
&センター
PLC

デリバリー
PLC

Data Collect and
Analysis
NISDAS System

HMIデータ
コントロール
PLC

Ethernet

上を図った。主な特徴は次のとおりである。

SX-Net

（VGM モード）を，各
インバータに「FRENIC-VG」

⑴

SXバス

Tリンク

FL-net

E-SXバス

セクションを統括するコントローラとインバータ制御
用のコントローラ（DMC）に「SPH3000MG」を適用し，
「SX-Net」でネットワークを構築した。

E-SXバス

DMC
マスタ

E-SXバス

ENT
CEN

DEL

DMC
スレーブ

I/O

I/O

Tリンク

ENT
CEN

Instrument
PLC
SXバス

AMP

ENT
CEN

AMP

DMC は 1 台で最大 64 台のインバータを制御する。ロー

⑵

ダ PC から Ethernet 経由で，DMC の遠隔監視・操作が

DEL

DEL

FAN

SERVO

MCC I/F

センター HMI
（MONITOUCH）

エントリー HMI
（MONITOUCH）
センサ
ソレノイド
バルブ

可能である。

Instrument PLC
I/O

センサ

SX-Net 上の「f（s）NISDAS7」で，数千点のプラン

⑶

OP

デリバリー HMI
（MONITOUCH）

ソレノイド
バルブ

OP

エントリー操作デスク

OP

デリバリー操作デスク

センター操作デスク

トデータの高速収集（1,024 ワード / 1 ms）が可能である。

産業インフラ

トルコ・EGE CELIK 社向け棒鋼線材圧延用電気品の更新
20 年前に富士電機が納入し，老朽化した棒鋼線材圧延

図 1 1 棒鋼線材圧延電気品の更新

電気品を，2 回の現地改造および試運転で全て更新した。
ステップ 1 では機器 4 台の更新を 4 日間で，ステップ 2 で

LEONIC-M400

LEONIC-M Compact
ユニット形直流電動機制御装置
全デジタル制御
容量系列 220 V : 27, 45, 75 kW
440 V : 55, 90, 150 kW

は機器 40 台の更新を 35 日間で完了させ，垂直立上げを

LEONIC-M700
150kW を超える直流機用サイリスタ制御装置
（盤タイプ）
全デジタル制御
容量系列 440 V : 〜 1,056 kW
750 V : 〜 2,250 kW
1,100 V : 〜 3,300 kW

行った。棒鋼，線材いずれかのラインの操業を継続しなが
ら，全ての機器を更新した。更新工事の特徴を次に示す。
サイリスタ制御装置「LEONIC-M400」を，最新機種

⑴

およ

び「LEONIC-M

Compact」

に更新した。

MICREX-SX

ＩＴＭ

ＩＴＭ

ＩＴＭ

P/T リンク
コネクタを交換
するのみ
既設 ITM を
新 ITM へ更新（端子
台は流用可能）

ＩＴＭ

ＩＴＭ

ＩＴＭ

ＩＴＭ

PLC「HDC-500」および「MICREX-F」を，最新機

ＩＴＭ

⑵

HDC-500

ＦＰＲＣ
Ａｏ
Ａｉ
Ｄｉｏ
Ｔリンク
Ｐリンク
Ｐリンク
ＭＰＵ

の「LEONIC-M700」

種の「MICREX-SX」に更新した。
⑶

棒鋼線材圧延の最新の制御機能を追加した。

⑷

HMI として「MONITOUCH」を新規に導入した。

現場または他の盤より
既

設

更新後

コンテナ型データセンター「F-eCoMo」
近年の急速な IT の革新やクラウドコンピューティング

図 1 2 「F-eCoMo」

の普及に伴い，データセンターの早期構築や段階的な増設，
スモールスタートといったニーズが高まっている。
富士電機は，このような要望に対してオンデマンドで対
応可能なソリューションとしてコンテナ型データセンター
（エフエコモ）を開発した。主な特徴は次の
「F-eCoMo」
とおりである。

（a） F-eCoMo

20 フィートコンテナをベースとした標準設計による

⑴

データセンターのコンパクト化を実現した。
⑵

外気エネルギーを活用した間接外気空調機による省エ
ネルギー運用が可能である。

⑶

サーバ負荷・IT 機器の負荷増加に対応した，段階的

（b） F-eCoMo

電源コンテナ増設

な増設で投資最適化が可能である。
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機電システム
東名高速道路 休憩施設情報提供ターミナル設備の納入
中日本高速道路株式会社向けに情報提供ターミナル設備

図 1 3 選択型モニタ

を納入した。本設備は，サービスエリアやパーキングエリ
アなどの休憩施設に設置され，高速道路上の交通情報や気
象情報などを多言語（日本語，英語，韓国語，中国語）で
表示し，高速道路の利用者に情報を提供している。
本設備は，制御部を収容する機器収容架，ならびに情報
表示を行う放送型モニタとタッチパネル操作機能を併せ持
つ選択型モニタで構成される。選択型モニタには人感セン
サを実装しており，通常は情報表示のみを行い，利用者の
接近を検知することで選択型モニタ画面に切り替わる。ま
た，Felica を使用した携帯電話への URL 情報の提供を行
うとともに，緊急地震速報システムと連動しているため，
即座に地震発生情報を表示することができる。

産業インフラ

グローバル対応型クラウド FEMS の導入
富士電機マニュファクチャリング（タイランド）社の新

図 1 4 新工場の外観とクラウド FEMS イメージ

工場にグローバル対応型クラウド FEMS を導入し，2014
年 3 月に運用を開始した。
本システムは，日本国内のデータセンターに設置された
クラウド型 EMS により，当該工場の消費エネルギーデー
タ，太陽光発電データ，空調制御データなどを収集し，イ

（a）新工場の外観

ンターネットによる Web 環境で，エネルギー需給状況の

PV 見える化・
分かる化
PV モニタ
Main GATE

監視サービスや分析支援サービスを提供するものである。

見える化・分かる
化・最適化
Energy GATE

エネルギー
分かる化・最適化
FEMS モニタ
見える化
監視システム Main GATE
SCADA

クラウド
サーバ

本システムはマルチ言語に対応しており，現地では英語に
インターネット

よる表示，日本国内の関連部門が閲覧する場合は日本語に

★

よる表示が可能である。

電力需給状況モニタ
電力監視モニタ

今後，本システムによる実際の運用事例を顧客に紹介す

太陽光発電状況モニタ
空調制御モニタ

エネルギー分析支援

（b）クラウド FEMS イメージ

ることで，タイでの EMS 拡販活動に活用していく。

クランプ式無線電力センサ
クランプ式無線電力センサ「FeMIEL-SC」
（簡易電力
計測子局）
，
「FeMIEL-WL」
（受信機）を 2013 年 7 月に発
売した。配線工事が不要で導入コストが抑制できる。
ま た， 系 列 拡 充 と し て「FeMIEL-SP」
（子機）や

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.68
図 1 5 クランプ式無線電力計測システムの構成
FeMIEL-SP

FeMIEL-VT
127mm

CT(50A)

70.6

91

「FeMIEL-CU」
（無線中継器）
，
「FeMIEL-VT」
（電圧変
換器）などを開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

電圧計測の追加で電力計測の高精度化（2 %FS）

⑵

多段中継（最大 5 段）とオートルーティングによる無

監視パソコン
（Webサーバ）

55mm

FeMIEL-ＷＬ

（1φ/3φ, 100Ｖ/200Ｖ）

920MHz
特定小電力
多段中継無線通信

電圧

電流

FeMIEL-CU

今回最長 600 m）
従来の簡易電力計測と高精度電力計測の混在が可能

⑷

FTP，HTTP の汎用プロトコルにより上位の EMS と
の通信が可能
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Ethernet
汎用プロトコル
FTP, HTTP

線通信性能向上および伝送距離の延長（従来最長 100 m，
⑶

MIEL-Bande

電流
CT

FeMIEL-SC
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機電システム
NEDO インドネシア実証事業
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

図 1 6 NEDO インドネシア実証事業の概念図

（NEDO）からの委託を受けて，住友商事株式会社，三菱
電機株式会社，NTT コミュニケーションズ株式会社と共

電力会社

同で，インドネシアでスマートコミュニティの実証事業を

通常品質電力ライン

推進している。優位性のある日本の技術をビジネスモデル
とセットで海外へインフラ輸出を実現することを目的と

工場

工業団地

配電自動化
システム
高品質電力
ライン

変電所

して，電力安定化，省エネルギー化，情報通信プラット

スイッチ
高品質電力供給
システム

DASサーバ

大容量UPS

フォームの構築をスリヤチプタ工業団地で実証する。

通信ライン

富士電機は，停電時に早期に自動復旧する配電自動化シ
ステム，大容量 UPS を用いて停電や瞬低などのトラブル

FEMS データ
収集装置
端末

クラウドFEMS
サーバ

から重要な設備を守る高品質電力供給システム，ならびに
工場のエネルギー使用量を見える化し，省エネルギー・省

クラウド
FEMS

DAS：Distribution Automation System
FEMS：Factory Energy Management System
UPS：Uninterruptible Power Supply

コストを実現するクラウド FEMS を導入する。

産業インフラ

低炭素開発活動を支援する気づきツール
株式会社本田技術研究所 四輪 R&D センターでは，低炭

図 1 7 気づきツールの構成

素開発活動に取り組んでいる*。 富士電機は，2013 年度に
計測システム

株式会社内田洋行と協力して，この活動を支援する気づき
ツールを構築した。研究開発部門全ての人が CO2 排出量
を把握し，排出量低減の施策を閲覧できる。気づきツール

LAN
従来

は，計測システムと表現システムで構成され，計測システ

計測
システム
サーバ

電力計

ムは，研究所全体の電力計測に加え，研究設備や装置の電
力を個別に計測できる。表現システムは，計測データの可

表現システム

電源系配線

表現
システム
サーバ
パソ
コン

研究
棟
新規

視化と，研究員が議論・提案をする SNS 機能を持つ。研
究員はパソコンなどからこれらの機能を使用し，低炭素開

閲覧および
投稿

設備

発に関するさまざまな気づきを得ることができる。
＊参考文献：筒井研也ほか . 研究開発における低炭素化の取り組み .

装置

エリア
サーバ

情報端末

自動車技術. 2014, vol.68, no.1, p.95-101.

計測制御システム
食品分野向け計測制御システム
食品分野では中小規模・低コストの監視制御システムの

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.9
図 1 8 市乳（牛乳）製造ラインの制御対象と納入設備

需要が高い。配管が密集した現場に制御用機器を設置する
場合には，電源と信号の省配線化が課題となる。
富士電機は，食品分野向け制御システムで蓄積したノウ
ハウを基に課題を解決し，ニチラク機械株式会社経由八ヶ
岳乳業株式会社 茅野工場向けに市乳（牛乳）製造ライン
の自動制御システムを開発し，納入した。主な特徴は次の
とおりである。
⑴

約 200 台の電磁弁を制御する。

⑵

小規模・低コストを実現するために，制御システムに

制御対象
（サージタンクと
電磁弁）

「MICREX-SX」を，監視装置に「MONITOUCH」を採
用し，省配線化のために AS-Interface 機器を採用した。
⑶

監視盤

制御盤

食品分野をはじめ小規模工場への展開が可能である。
富士電機技報
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2013 年度の技術成果と展望

計測制御システム
鉄鋼分野向け計測制御システム
近年，世界的に安全に対する取組みが進展し，国内では

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.9
図 1 9 燃焼安全システムのコントローラ

2008 年に工業用燃焼炉における安全通則（JIS B8415）が
改訂された。富士電機はこの取組みを強化し，製鉄所向け
に多くの安全システムを納入してきた。
「MICREX-NX」
による燃焼安全システムの特徴を次に示す。
⑴

コントローラは SIL3 の認証を受けており，さまざま

な安全規格に適用できる。また，通常制御と安全制御を
同一のコントローラに混在させることができる。
⑵

燃焼遮断回路を構築するためのアプリケーションパッ
ケージのラインアップを行い，従来，ハードウェアで構
築していた回路をソフトウェア化して燃焼制御と燃焼安
全を統合することにより，コンパクトで高信頼性かつ安
全なシステムの構築を可能とした。

産業インフラ

ごみ処理プラントの計測制御システム
近年，分別収集によるリサイクルが進み，焼却ごみ排出

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.9
図 2 0 明石クリーンセンターの中央制御室

量が減少しており，新規設備の建設は縮小方向にある。一
方，
「ダイオキシン類対策特別処置法」施行の 2000 年初頭
に建設された設備は 14 年を経過し，設備の安定稼動が求
められている。各自治体では，焼却施設の老朽化に対して
機能維持と安定操業のために，設備中枢を担う分散型制御
システム（DCS）の更新が相次いでいる。
明石クリーンセンターでは，2013 年 11 月の休炉期間中
に，モニタ切替制御システムを含め，計測制御システムを
一括で全面的に更新した。既設の盤，筐体（きょうたい）
，
外線ケーブルを流用することで切替期間を短縮しながら安
全第一に進め，トラブルなしで更新・立上げを実現し，設
備の安定稼動に大きく貢献している。

「MICREX-SX WEB 監視システム」
監視制御システムにおける制御コントローラ（PLC）の

図 2 1 「MICREX-SX WEB 監視システム」

内部データを Web 経由で監視する「MICREX-SX WEB
監 視 シ ス テ ム 」 を 開 発 し た。PLC に「WEB メ モ リ モ
ジュール」を組み込み，プログラムレスで PLC の内部
データを FTP 通信により上位サーバへ転送する。主な特
徴は次のとおりである。
⑴

収集データの登録が Web 経由で容易にでき，データ

の監視中も PLC の連続運転が可能である。
⑵

512MB の大容量メモリにより，一時的な通信異常が
あってもデータ欠損がない。また，生産管理システムで
必要となる大規模なデータロギングが可能である。今後，
さまざまな市場要求に応えて，機能を充実することが可
能である。
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（a） WEB メモリ
モジュール

（b） MICREX-SX WEB 監視システム
の画面例

2013 年度の技術成果と展望

計測制御システム
ボード型「SX バス I/O」
近年，中小機械制御装置用のコントローラ（PLC）は，

図 2 2 「SX バス I/O」

高性能化，小型化，低コスト化が進み，普及拡大が進んで
いる。富士電機は，PLC の小型化・省配線化・分散設置
の要求に応えるために，ボード型の「SX バス I/O」を開
発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

一つのボードに，電源，ベースボード，デジタル入出
力混合 64 点モジュールを搭載して小型化を実現した。
富士電機の基幹バス「SX バス」に直接接続できるの

⑵

で，PLC の制御動作に同期した高速 I/O リフレッシュ
が可能である。
⑶ 「MICREX-SX」 の リ モ ー ト I/O の 標 準 機 能 で あ る
SX バスの T 分岐接続やリピータ機能が使える。これに
より，I/O の分散設置が容易である。

近年，制御システムは，技術革新への対応や安全・セ

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.38
図 2 3 「MICREX-NX」V8.0 プラント画面の例

キュリティ対策が求められている。富士電機は，設備安全
性の向上や安定操業の実現のために，納入実績のある情
報・プロセス制御システム「MICREX-NX」の新バージョ
ン V8.0 を市場に投入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

ワイド画面や Windows 7 64bit 版への対応

⑵

プラント画面の視認性・操作性向上

⑶

国際規格に適合可能なアラームマネジメントの実現

⑷

Achilles（アキレス）認証 * を取得したコンポーネン
トの採用による高セキュリティなシステム構築の実現
ホワイトリスティング技術によるウイルス対策

⑸

＊ Achilles 認証：制御システムについてセキュリティの堅牢（けん
ろう）性を認定する国際的な第三者認証の一つ。

化学分野向けソリューション関連の「MICREX-NX」機能拡張
化学プラントでは，重大事故のリスクを低減するために

図 2 4 セーフティマトリクスによるエンジニアリング

安全システムの再構築が提言され，監視画面の視認性向上
や制御機能の高度化が求められ始めた。富士電機は，これ
に応えて，情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」

縦軸欄：
出力信号
（結果）
の定義

に新しい制御機能を追加した。主な特徴を次に示す。
アドバンストプロセス画面モジュール

⑴

操作におけるヒューマンエラーの削減と安全操作のため
の支援を行う。
アドバンストプロセス制御テンプレート

⑵

高度モデル予測などの高度な制御機能を容易に実現し，
プロセス値の安定と製品品質の向上に貢献する。
⑶

横軸欄：
異常状態
（原因）
の定義

交差欄：
安全ロジック
動作条件の定義

セーフティマトリクス

表形式で簡単に安全計装ソフトウェアを作成できる。
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情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」

2013 年度の技術成果と展望

計測制御システム
データ収集・解析支援パッケージソフトウェアの新機能
富士電機では，設備の運転安定化，高効率運用，予防保

図 2 5 変数名選択画面

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）NISDAS7」を販売して
いる。今回，利便性の向上と適用範囲の拡大のため次の機
能拡充を行った。
グローバル変数とローカル変数の変数名での収集を可

⑴

能にした。変数名は，国際規格 IEC 61131-3 準拠のプロ
グラミング支援ツール「SX-Programmer」で定義する。
従 来 の SX ア ド レ ス 指 定 収 集 機 能 に，SX-

⑵

Programmer の Standard タグファイルの読取り機能を
追加した。
⑶

統合コントローラ「SPH3000MM」と「SPH3000MG」

を適用機種に加えた。

産業インフラ

エンジニアリングツール「HEART」の新機能
富士電機では，制御機能仕様書から制御ソフトウェアを

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.51
図 2 6 新機種対応と新機能

自動で生成することができる「HEART」を開発し，運用
してきた。
「HEART」は高品質なエンジニアリングを効

新機種対応

新機能ラベルリスト

従来機種

率良く実現するエンジニアリングツールである。今回，新

ACS-2000

監視制御システム「MICREX-VieW XX」へ適用できるよ

ACS-250

うにするとともに操作性を向上した。主な特徴を次に示す。
MICREX-SX

ラベルリストによる一覧管理
使用箇所へのドラッグ &ドロップ

ラベルリストによる効率の良い大量編集・管理機能

⑴

Jupiter

アドレスを意識しないエンジニアリングやドラッグ &

部品化

ドロップによる信号定義などが可能で，操作が容易である。
⑵

他のシート
で使用

XX 制御

MICREX-NX

複数回使用する機能の部品化と部品呼出し機能

＋

同一機能の効率的な作成と簡素で見やすい仕様書を実現

XX 制御

した。また，従来と同様，部品内部についても仕様書上で

新機種 XCS-3000

新機能部品化

モニタリングが可能である。

2 成分（CO＋O2）測定用レーザガス分析計「ZSS」
富士電機では，世界で初めて 1 台の分析計に 2 台のレー
ザ素子を組み込み，CO と O2 の 2 成分を同時に測定でき
るレーザガス分析計を開発した。本製品の適用により，設
置コストが低減することやその後のメンテナンスが容易
であることにより，ユーザにとって大きなメリットが得
られる。主に，燃焼制御や可燃性ガス回収の用途向けに，
10 g/m3 以下のダストに適用可能な次の 3 タイプがある。
ppmCO＋燃焼制御用 O2（燃焼制御用）

⑴

適用温度：400〜1,200 ℃，パージガス：空気
⑵

ppmCO＋高ダスト用 O2（燃焼制御用）

適用温度：1,200 ℃以下，パージガス：窒素
⑶

vol%CO＋低出力 O2（可燃ガス回収用）

適用温度：300 ℃以下，パージガス：窒素
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図 2 7 「ZSS」

2013 年度の技術成果と展望

計測制御システム
転炉ガス回収効率を向上するレーザガス分析計
転炉では，炉内に酸素を吹き込んで脱炭を行う。この際

図 2 8 転炉ガス回収設備（OG）への設置例

に発生する CO ガスは，製鉄所の設備用燃料として回収さ
れる。回収のための設備は，転炉ガス回収設備（OG 設備）
と呼ばれ，燃料としてのカロリー測定用に CO 計，爆発防

サンプリング式
CO, CO2, O2, H2計

止用に O2 計を設置する。従来，OG 設備のガス濃度測定

散布水

はサンプリング式分析装置で行ってきたが，応答時間が遅

湿式除じん機

く，日常保守に人手が必要であるという問題があった。

冷却機
放出弁

レーザガス分析計でのガス濃度測定の特徴を次に示す。
⑴

放散回収弁

応答時間が約 2 秒と高速であり，ガス回収量の増加が

可能である。
⑵

日常保守が不要であり，保守費用を削減できる。

⑶

サンプリング式でない連続測定であり，プロセスの改

誘引送風機

排水
転炉

水封逆止弁

炉圧制御
レーザ式
CO/CO2，O2計

レーザ式O2計

転炉
ガスホルダ

善に役立つデータを収集できる。

産業インフラ

次世代グローバルスタンダード温度調節計「PXF シリーズ」
富士電機の温度調節計は，高品質で手頃な価格の「PXR

図 2 9 「PXF シリーズ」

シリーズ」を中心に，世界で販売累計 300 万台を超え，多
くの支持を得てきている。現在，さらに小型化，高機能化，
高性能化を図った次世代グローバルスタンダード温度調節
計「PXF シリーズ」を開発中である。2014 年度内の販売
開始を予定している。主な特徴は次のとおりである。
高輝度・広視野角カラー LCD の表示により視認性が

⑴

優れている。
50 ms の高速サンプリング，ユニバーサル入力および

⑵

±0.3 % の高精度 PV 入力が可能である。
⑶

盤内奥行寸法は 58 mm の超小型サイズである。

⑷

省エネルギーを支援する簡易電力測定機能（標準）と
100 A 電流モニタ機能（オプション）を備えている。

住宅用火災（煙式）
・ガス・CO 警報器「KN-95」
富士電機は，消防法の改正に伴い，日本消防検定協会の

図 3 0 「KN-95」

新しい検定規程に準拠し，総務大臣の型式承認を受けた住
宅用火災（煙式）
・ガス・CO 警報器を 2014 年 7 月に発売
する。主な特徴は次のとおりである。
⑴

製品の厚さ 41 mm の薄型デザインである。

⑵

監視時は 0.5 W の低消費電力である。

⑶

スイープ音による警報で高齢者にも分かりやすい。

⑷

火災警報のワイド表示により，ガス警報との識別性を
高くし，火災警報の視認性が向上した。

⑸

自動初期点検機能により，警報器の設置時にガスかけ

点検を必要としない。
⑹

新しいロジックでの警報判定やファインメッシュ構造
により誤警報を低減した。
富士電機技報
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計測制御システム
感振センサの高度化
富士電機は，2012 年度に MEMS 技術を応用し，高感度

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.63
図 3 1 感振センサ

に加速度を測定できる感振センサを発売した。感振センサ
は構造物の健全性診断用に開発したものであり，発売以来
さまざまな分野で使われている。
今回，用途を拡大するために計測範囲を拡大した。従来
以上に社会の安全・安心に貢献することが期待できる。こ
れまで重点的に適用されてきた建屋だけでなく，今後は橋
梁（きょうりょう）や道路関連など幅広く社会インフラへ
の貢献を目指していく。主な特徴は次のとおりである。
⑴

加速度計測範囲：±2.0 G（従来品：±1.5 G）

⑵

分解能：X-Y 軸 0.02 Gal＊，Z 軸 0.07 Gal

⑶

周波数範囲：0.1〜50 Hz

＊Gal：加速度の単位で 1 Gal=0.01 m/s²

産業インフラ

建物の構造ヘルスモニタリングシステム
MEMS を応用した感振センサを用いて建物の構造性能

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.63
図 3 2 構造ヘルスモニタリングシステムの構成例

を診断するモニタリングシステムを，戸田建設株式会社と
の共同開発により製品化した。サーボ式加速度計の代わり
に MEMS 応用感振センサを用いることで，低価格なシス
テムの構築が可能である。建物に複数台設置した感振セン
サで計測した地震時の加速度応答から，地震直後に建物が
健全かどうかの一次診断を可能とする。本システムにより，
建物使用者や管理者は実測データに基づく初動対応が可能
となる。主な機能は次のとおりである。

感振記録器

センサ設置階の建物震度，全階の最大加速度分布と最

⑴

大層間変形角分布の推定結果，一次診断結果などの情報
を表示する。
⑵

PoE ハブ

PC

放送システムなどと連携し，全館放送などを行う。

高性能個人線量計「DOSE e-nano」
富士電機は，半導体検出器を採用した新型個人線量計を
東京電力株式会社と共同で開発した。従来品の測定値表示
範囲（1 µSv *）よりも 1,000 分の 1 低い値（1nSv）から表
示可能で，微量な個人被ばく線量の表示・記録が可能であ
る。1 台で積算放射線量と放射線量率を同時に測定し，あ
らかじめ設定した値を超えた場合に警報を出す。主な特徴
は次のとおりである。
⑴

感振センサ

1nSv から積算可能

⑵

最大 9,000 件のトレンドデータ記録

⑶

本体表示部における積算線量と線量率の測定表示

⑷

手のひらサイズの小型・軽量

⑸

USB 給電（市販の USB 充電器でも充電可能）

＊ Sv（シーベルト）
：線量当量の単位
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関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.19
図 3 3 「DOSE e-nano」
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計測制御システム
高線量対応の電離箱検出器
中国の環境放射線モニタ市場では，高線量対応の電離箱

関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.19
図 3 4 電離箱検出器

検出器は測定上限が 1 Gy/h であることが要求される。一
方，国内市場では，測定上限がその一桁下の 0.1 Gy/h ま
での検出器が一般的であり，その範囲の検出器しか生産さ
れていない。富士電機は，中国市場への参入を目的として
測定上限が 1 Gy/h の電離箱検出器を開発した。
国内向けの電離箱検出器は，線量率の大きさに対応する
ために，内部に，高，中，低の 3 レンジの線量率処理回路
を設けている。同様に，中国向けにおいても 3 レンジの回
路で，より高い線量率に対応できるよう，おのおののレン
ジの範囲の拡大とオーバーラップ範囲の最適化を図った。
これにより，測定上限 1 Gy/h を実現した。

産業インフラ

緊急時放射線モニタリング機器
原子力発電所の再稼動に際し，緊急時用の放射線モニタ

図 3 5 緊急時放射線モニタリング機器の構成

リング機器の整備が急務である。富士電機は，災害発生時
も迅速な設置が可能で，地表に堆積した放射能の測定を目

環境γ線
測定器

データセンター

的とする緊急時放射線モニタリング機器を開発した。
本機器は，走行しながらの測定を目的とする車両搭載型
の走行モニタリング装置と，定点測定が目的で可搬性に優
れ容易に設置可能な簡易モニタリング装置とで構成する。

測定データ，
位置情報

各装置で測定したデータを位置情報と共に，無線多重化伝
送によりデータセンターに送信し，インターネットを介し
てリアルタイムに測定データを把握できる。
なお，簡易モニタリング装置で使用している検出器は，
新開発の環境γ線測定器である。主な特徴は，従来機種と

簡易モニタリング装置

走行モニタリング装置（車両に搭載）

比較して，広い測定範囲，小型・軽量，低消費電力である。
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ドライブ
パワーサプライ
輸送パワエレ
受配電・制御機器コンポーネント

展

望

東日本大震災を契機に，電気エネルギーの重要性に対す

現するスイッチング電源を開発した。さらに，産業機器や

る認識が深まるとともに，クリーンな電気エネルギーを賢

PC の常時商用給電方式小容量 UPS として，PC の OS の

く利用することへの関心がますます高まってきている。富

シャットダウンシステムの拡充と，バッテリ運転への高速

士電機は，エネルギーを“創る”
“つなぐ”
“使う”をキー

切替え機能などを充実させた「UX シリーズ」を開発した。

ワードに，電気エネルギーの発電・供給・利用（応用）の

輸送パワエレ分野では，2013 年 10 月の運転開始から話

パワエレ機器

基盤を担うパワーエレクトロニクス（パワエレ）技術の開

題となっている九州旅客鉄道株式会社のクルーズトレイン

発を進め，製品を供給している。また，グローバル化に対

“ななつ星 in 九州”の客車向けに，電力を供給する電源装

応して，機能安全をはじめとする国際標準に対応する技

置を製作し，納入した。また，東日本旅客鉄道株式会社 埼

術開発を進め，製品を拡充している。さらに，次世代のパ

京線・横浜線の E233 系車両向けに，リニアモータ駆動式

ワー半導体素子として期待されている SiC（炭化けい素）

ドアを製作し，納入した。さらに，リニアモータに代わる

素子とその応用技術・製品の開発を重点的に進めている。

偏平回転型の永久磁石型同期電動機とラックアンドピニオ

ドライブ分野では，受電電圧と異なる電圧の高圧モータ
を変圧器なしで直接駆動可能なタイプを高圧インバータ

ン機構とを組み合わせたドアシステムを，株式会社ゆりか
もめの新型車両向けに製作し，出荷した。自動車分野では，

「FRENIC4600FM5」のラインアップに加え，製品化した。

引き続き電気自動車やプラグインハイブリッド車向けの地

高応答・高精度インバータ「FRENIC-VG シリーズ」のラ

上充電器を製作して納入するとともに，これらのバッテリ

インアップに，スタックタイプの 690 V 系列を加え，ダイ

を交流電源から直接充電するための車載用充電器で，1 W/

レクトパラ接続で 800 kW までの大容量に対応を可能とし

cm3 という電力密度で業界最小クラスの大きさを達成した。

た。また，工場設備・加工機械向けに，ユーザが用途に応

受配電・制御機器コンポーネント分野では，電気エネル

じたインバータ制御をプログラミング可能なカスタマイズ

ギーをより安全かつ効率的に供給する技術や新エネルギー

ロジック機能を搭載した汎用インバータ「FRENIC-Ace シ

に対応する商品への期待が高まる中で，生産設備やオフィ

リーズ」を開発し，発売した。さらに，DC リアクトル，ノイ

スビル，商業施設などでは，省スペースで信頼性の高い受

ズ対策フィルタ内蔵の空調用途向けインバータ「FRENIC-

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

HVAC シリーズ」の電圧ラインアップを拡充した。IP55 構

いる。これに応える受配電機器として，限流ヒューズと組

造を IP21 と同一サイズとし，収納盤が不要である。サーボ

み合わせ，主に 300 kVA 以下の PF・S 型主遮断装置とし

アンプ「ALPHA5」には，富士電機独自の同期バス「E-SX

て使用される高圧交流負荷開閉器をモデルチェンジし，容

バス」対応機能を搭載した。
「MICREX-SX」と組み合わ

積で 10% の小型化を実現した。また，太陽光発電システム

せて高速・高精度なモーションシステムを実現できる。

向けに，複数の太陽電池パネルで構成するストリング単位

パワーサプライ分野では，これまでデータセンターな

で電流・電圧を計測し，上位システムと連携してパネル異

どの高信頼・高効率が要求されるバックアップ電源とし

常の早期発見と故障箇所の特定に寄与するストリング監視

て，無停電電源装置（UPS）を製作し供給してきた。これ

ユニット「F‒MPC PV」を開発した。制御機器では，シン

に加えて，富士電機独自の RB-IGBT（Reverse-Blocking

クロセーフコンタクトを搭載した非常停止用押しボタンス

IGBT）による新 3 レベル電力変換方式を採用し，海外で

イッチを開発した。接点部が外れた場合にメイン回路が開

主流の三相四線式 400 V 系電源に対応した常時インバータ

路となる機構にし，安全性を高めた。

給電方式の高効率大容量

UPS「7000HX-T4」を開発した。

パワエレ機器事業として，今後もさまざまなソリュー

また，サーバ用フロント電源として，Platimun ランクの

ションを提供する技術・商品系列の強化に取り組み，顧客

高い変換効率と業界トップクラスの高電力密度を同時に実

満足を追求していく。

富士電機技報

136（50）

2014 vol.87 no.2

2013 年度の技術成果と展望

ドライブ
空調用途向けインバータ「FRENIC-HVAC シリーズ」の系列拡大（200 V・575 V）
空調用途に適した「FRENIC-HVAC シリーズ」に 200 V

図 1 「FRENIC-HVAC シリーズ」
（200 V・575 V）

系列〔90 kW（125 HP）以下〕を加え，電圧ラインアップ
を拡充した。国内・北米地域が主なターゲットである。ま
た，575 V 系列（300 HP 以下）の製品化も予定している。
主な特徴は次のとおりである。
IP21/IP55 を同一サイズで提供できる。ノイズ対策

⑴

フィルタ内蔵の IP55 構造により，制御盤への収納が不
要となり，設備投資負担と設置スペースが削減できる。
⑵

BACnet 通信プロトコルを標準で搭載（BTL 認証済
み）した。
リアルタイムクロック，4PID（オートチューニング

⑶

機能付き）などの豊富な機能を搭載した。

コンパクト形インバータ「FRENIC-Mini（C2S）シリーズ」の容量拡大
コンパクト形インバータ「FRENIC-Mini（C2S）シリー

図 2 「FRENIC-Mini（C2S）シリーズ」

パワエレ機器

ズ」として三相 200 V および三相 400 V 入力系列の 5.5〜
15 kW 品を開発し，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

既に発売している 3.7 kW 以下の機種と同じ機能を搭
載しているため，周辺のシーケンスなどをそのまま流用
でき，さまざまなアプリケーションの大容量化のニーズ
に応える。

⑵

UL 規格および CE マークを取得しており，アジア，

中国，北米，欧州など世界各国での展開が可能である。

「E-SX バス」対応のサーボアンプ「ALPHA5」
サーボシステム「ALPHA5 シリーズ」に，富士電機独

図 3 「ALPHA5」

自の高速・高精度同期バス「E-SX バス」に対応した高速
シリアルバスタイプのサーボアンプを追加した。コント
ローラ「SPH3000MM」と組み合わせることにより，高速
かつ高精度な制御が実現できる。主な特徴を次に示す。
最小タクト周期は 0.25 ms である。タクト周期が 1 ms

⑴

の場合，32 軸の同期制御が可能である。
⑵

ALPHA5 シリーズの 200 V タイプの全 容 量（0.05 〜

5 kW）において，標準タイプ（VE タイプ）と位置決め
機能内蔵タイプ（LE タイプ）とをラインアップしている。
⑶

既存の「SX バス」との IQ 領域（通信データのメモリ

マップ）の共通化により，アプリケーションソフトウェ
アを流用することができる。
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ドライブ
自動車試験機用高速モータ「GNQ1165A」
ハイブリッド自動車や電気自動車に搭載する電動機の試

図 4 「GNQ1165A」

験用として，自動車試験機用高速モータ「GNQ1165A」を
開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

最大回転速度は 20,000 r/min，定格トルクは 100 N･m，
定格出力は 42 kW である。

⑵

慣性モーメントを低減するために永久磁石形同期電動
機（PM モータ）とし，独自のロータ形状で低コギング

トルクを実現した。試験機のトルク計測が高い精度で可
能となる。
⑶

軸受にはグリース封入タイプを採用し，メンテナンス
性を向上させた。
今後，400 N･m，170 kW まで容量拡大を実施していく。

入出力異電圧対応高圧インバータ
高圧電動機の直接可変速駆動が可能な高圧インバータは，

図5

入出力異電圧対応高圧インバータ

パワエレ機器

ファン・ポンプなどの省エネルギー運転のための適用が進
んでいる。新たに，入力電圧と出力電圧が異なる入出力異
電圧対応高圧インバータを製品化した。主な特徴は次のと
おりである。
⑴

電圧系列・容量系列
①

入力 11 kV，出力 3.3 kV，390〜3,500 kVA

②

入力 11 kV，出力 6.6 kV，780〜5,200 kVA

⑵

高圧電動機の直接可変速駆動が可能

⑶

入力変圧器の盤内収納
現地における変圧器と変換器の配線作業が不要

⑷

装置効率：約 97 %

⑸

電源力率：0.95 以上

パワーサプライ
常時商用給電方式小容量 UPS「UX シリーズ」
産業機器や PC のバックアップ電源には，高効率・安価
な常時商用給電方式の UPS が使用されている。
富士電機は，常時商用給電方式小容量 UPS「UX シリー
ズ」を開発した。PC の OS のシャットダウンシステムの
拡充，ならびに商用電源異常時にバッテリ運転への切替を
高速に行うモードを選択可能とし，機器に対して出力電圧
変動を低減し安定的な給電を継続する機能を付加している。
主な特徴は次のとおりである。
USB（HID）を用いた OS シャットダウンシステムの

⑴

構築により顧客の検証負担を軽減する。
⑵

商用電源異常の検出感度を高めて切替を高速化し，出

力電圧変動の低減により安定給電の継続を可能とする。
⑶

バックアップ時，正弦波出力を行う。
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パワーサプライ
サーバ用高効率フロントエンド電源「FH02650UAD」
拡大を続けるデータセンター市場において，情報通信機

図 7 「FH02650UAD」

器のエネルギー消費量の低減が急務となっている。このた
び，サーバ用高効率フロントエンド電源「FH02650UAD」
を市場に投入した。変換効率に関する規格（80PLUS）に
お い て，
“Platinum” ラ ン ク（ 基 準 例： 負 荷 率 50 % で
94 % 以上）という高い効率と，業界トップクラスの高電
力密度（1.7 W/cm3）とを併せて実現した。情報通信機器
の小型化，低消費電力化に貢献する。主な仕様は次のとお
りである。
⑴

入力電圧：200〜240 V，出力電圧：12 V

⑵

出力電力：2,640 W

⑶

寸法：W100×D400×H41（mm）

低圧大容量瞬低補償装置「UPS8000D-3/500S」
工場の高付加価値製品の生産ラインは，瞬時電圧低下

図 8 「UPS8000D-3/500S」

パワエレ機器

（瞬低）により多大な被害が発生する。今後，分散型電源
の普及により，瞬低発生は増加するものと予想される。
従来の大容量瞬低補償装置は高圧品（6,600 V 系）を適
用してきたが，今回，200 V 系の低圧大容量瞬低補償装置
（ 出 力 容 量 500 kVA/450 kW） を 開
「UPS8000D-3/500S」
発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

電気二重層コンデンサ（EDLC）を採用し，ランニン
グコストおよび環境負荷の低減に貢献する。

⑵

並列運転を行うことにより，さらなる大容量システム

の構築も可能である。
⑶

小型・軽量化（従来比 35 % 削減）を実現する。

輸送パワエレ
株式会社ゆりかもめ 7300 系車両向けラックアンドピニオン方式ドアシステム
富士電機は，株式会社ゆりかもめが 2014 年 1 月 18 日に

図9

ゆりかもめ 7300 系車両とドアシステム

営業運用を開始した新型車両（7300 系）向けに，ラック
アンドピニオン方式によるドアシステムを納入した。新型
車両は全体で 18 編成（108 両，ドア 432 台）である。主
な特徴は次のとおりである。
リニアドア製品の機構部分を継承することにより，そ

⑴

の高い信頼性と安全性を実現した。
⑵

モータ特性の改善により消費電力を 52% 低減した。

⑶

回転式モータの適用で永久磁石の使用量を削減して

モータの質量を低減し，全体質量で 23 % 低減した。
⑷

ドア開閉時の制御性能を向上した。乗客やその持ち物

がドアに挟まった場合の検知性能を向上し，より高い安
全性を実現した。
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輸送パワエレ
九州旅客鉄道株式会社 クルーズトレイン向け電源装置
九州旅客鉄道株式会社は，九州を代表する観光地を巡る

図 1 0 クルーズトレインと電源装置

観光寝台列車のクルーズトレイン“ななつ星 in 九州”を
制御盤

製作し，2013 年 10 月に営業運転を開始した。
富士電機は，これまでに納入してきた気動車用電源装置
発電機

の経験を生かし，発電機と補助電源装置で構成する電源装
置を製作した。超豪華で話題性の高い車両の客車部分に電
力を供給する要の機器である。主な特徴は次のとおりであ
る。
⑴

2 台の発電機を搭載し，1 台故障しても瞬時にもう 1
補助電源装置

台でバックアップする。冗長性を持たせた信頼性の高い
電源装置である。
⑵

床上に設置した制御盤で，エンジンを含めた電源シス
テムの状態監視と制御が可能である。

東日本旅客鉄道株式会社 埼京線・横浜線 E233 系車両向けリニア方式ドアシステム
富士電機は，東日本旅客鉄道株式会社の埼京線（2,000 台，

図 1 1 埼京線・横浜線 E233 系車両とリニア方式ドアシステム

パワエレ機器

2013 年 10 月全編成運用開始）と横浜線（1,792 台，2014
年 2 月 運用開始）の E233 系車両向けに，リニア方式ドア
システムを納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

制御電源を含めた完全二重化による待機冗長システム
の採用により，2 万台を超える納入実績で，故障発生率
は顧客要求仕様の 1/10 以下を達成した。
リニアモータによるダイレクトドライブ方式と最新の

⑵

パワエレ制御技術を採用することにより，高い制御安全
性と本質安全性を実現した。
⑶

長期運用のデータを基に，さらなる信頼性向上のため

にしゅう動部を強化する設計を行った。

環境対応車向け車載用充電器
世界的に環境対応車への取組みが加速しており，近年，
家庭用交流コンセントから気軽に充電が可能なプラグイン
ハイブリッド車などの新しい車種も登場している。
電気自動車を含む，これらのプラグイン対応車両には，
車内に AC-DC 電力変換器が必要である。このニーズに向
けて，富士電機は小型高効率電源技術や車載半導体技術な
どを応用し，車載用充電器を開発した。主な特徴は次のと
おりである。
⑴

3.3 kW 出力絶縁型，強制空冷方式

⑵

電力密度 1 W/cm3 を達成し , 業界最小クラスの充電器
を実現した。

⑶

国内外のさまざまな電源事情（AC100〜240 V）に対

応が可能である。
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図 1 2 車載用充電器（開発品）
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受配電・制御機器コンポーネント
電磁接触器「FJ シリーズ」の機種拡充（40〜95 A）
中国やアジアなどの新興国で用いられる電磁接触器では，

図 1 3 「FJ-B95」95A 定格品

安全性，品質，開閉耐久性および海外規格への適合に対す
る要求がユーザにより異なる。
富士電機ではこれまでの標準形に加え，海外向け専用品
として，小型かつ経済形仕様の「FJ シリーズ」をライン
アップしている。これまでも，用途の違いによる市場ニー
ズに合わせた製品の選択肢を増やすことで好評を得ている。
今回，40〜95 A 定格品を開発し，経済形仕様品のライン
アップを拡充した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

簡易制御回路で必要となる補助接点 1NO1NC（1a1b）

を本体に標準で装備している。
⑵

中国エネルギー効率等級 2 級を達成している。

「G-TWIN Λ シリーズ」における小型低圧遮断器の機種拡充
直流設備の普及に伴い，遮断器の高電圧対応，小型化が

図 1 4 直流高電圧回路用ブレーカ（DC500 V 対応 3 極品）

パワエレ機器

求められている。これらの市場ニーズに応えるため，
「GTWIN Λ（ラムダ）シリーズ」において，無極性の直流
高電圧回路用ブレーカ（DC500 V 対応 3 極品）を開発し，
ラインアップを拡充した。主な特徴は次のとおりである。
アーク転流遮断方式を採用し，高遮断性能（DC500 V，

⑴

10 kA）を実現した。
⑵

EV 充電回路や蓄電池システムなど極性が変化する回
路にも適用可能な無極性仕様である。

⑶

外形寸法を小型化（幅 54 mm）し，設置面積を従来

比で 30 % 削減した。
⑷

定格電流：10〜63 A

直流高電圧対応の無極性配線用遮断器（400〜800 AF）
太陽光発電などの新エネルギー市場で使用される直流機

図 1 5 「BW400RAG-3P400 CP」

器は，国内，海外共に需要拡大が見込まれており，安全性
の向上も求められている。今回，産業用太陽光発電設備向
けに直流高電圧対応の無極性配線用遮断器を開発した。太
陽光発電システムの安全性向上に貢献する製品である。主
な特徴は次のとおりである。
⑴

定格使用電圧，遮断容量，外形寸法は従来品と同一で

互換性を持たせ，無極性性能を実現した。逆接続が可能
で，逆潮流の電流も遮断が可能である。
⑵

定 格 絶 縁 電 圧 は，3 極 品 で は 従 来 品 の DC750 V を
800 V に，4 極 品 で は DC1,000 V を 1,150 V に 拡 大 し，
より安全性に配慮した。
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受配電・制御機器コンポーネント
太陽光発電設備向け電磁接触器「SC-N14/DS」
「SC-N16/DS」
太陽光発電設備用パワーコンディショナ（PCS）の交流

図 1 6 「SC-N14/DS」660A 定格品

側に設ける電磁接触器は，メンテナンスや設備故障時に太
陽光発電設備と電力系統との切り離しに使用される。した
がって，さまざまな太陽光発電設備の設置環境に対応する
必要がある。富士電機は，特に需要が増加しているメガ
ソーラー用 PCS のニーズに対応した 660 A，800 A 定格の
「SC-N16/
太陽光発電設備向け電磁接触器「SC-N14/DS」
DS」を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

通電時の性能を向上した接点構造により，発熱ロスを
約 7 % 低減した。

⑵

使用周囲温度を拡大し，多様な使用環境に対応した。
（従来品：−5〜＋55 ℃，開発品：−10〜＋60 ℃）

⑶

制御回路の改良により，保持電力を約 10 % 低減した。

高圧真空遮断器「AUTO・V シリーズ」
「AUTO・V シ リ ー ズ 」 は， 真 空 遮 断 器「MULTI・

図 1 7 「AUTO・V シリーズ」
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VCB」に過電流継電器と計器用変流器を内蔵した製品で
ある。配電盤の小型化や省配線が可能であるため，主に仮
設電源設備で使用されている。今回，使い勝手の向上を目
的としてモデルチェンジを行った。主な特徴を次に示す。
⑴

注油箇所の半減と注油周期の延長による保守性の向上

⑵

主回路構造の見直しと耐トラッキング性能の高いモー

ルド材料の採用による安全性と耐環境性能の向上
⑶

配電盤パネルカットの簡略化，および従来品との取付
け寸法の互換性維持
ソフトウェアディジタル演算による安定性と信頼性の

⑷

向上
⑸

限時 4 特性，瞬時 2 特性により保護協調が容易

小型コンタクタ「SK シリーズ」の機種拡充（SK18 形，SK22 形）
機械装置・制御盤の小型化，グローバル化に最適な世界
最小コンタクタ（電磁接触器）
「SK シリーズ」SK06〜12
形は発売以来好評を得ている。今回，その上位フレーム
となる小型コンタクタの SK18 形および SK22 形を開発し，
シリーズのラインアップを拡充した。近年，サーボシステ
ムによるモータ制御の普及拡大に伴い，電磁接触器をサー
ボアンプの一次側に設置する用途が増えている。SK18 形，
SK22 形は，特にこれらの用途向けに開発した製品である。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

幅寸法を 45 mm に統一した（従来比 15% 縮小）
。

⑵

直流操作形で 2.4 W を実現した（従来比 66 % 減小）
。

⑶

サーボアンプにより発生する突入電流に対応した。
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受配電・制御機器コンポーネント
太陽光発電システム用ストリング監視ユニット
太陽光発電システムでは，安全性の向上および効率の低

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.3，p.211
図 1 9 「F-MPC PV」

下を検出するため，ストリング（複数の太陽電池パネルで
構成）単位での状態監視の要求が高まっている。
太陽光発電システム用ストリング監視ユニット「F-MPC
PV」は，ストリング単位の電流・電圧を計測し，電流平
均値や電力値などの計算値を上位システムに伝送する。こ
れにより，パネル故障や施工ミスなどに起因する発電量の
低下を早期に発見することができる。主な特徴を次に示す。
⑴

発電電圧 DC1,000 V に標準対応

⑵

1 ユニットで 12 ストリングまで計測可能

⑶

耐湿コーティングによる結露対策

⑷

監視計測機能の付加（Di×2 回路，Ai×2 回路，接続

箱内温度×1 点）

パワエレ機器
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電子デバイス

パワー半導体
感光体
ディスク媒体

展

望
を採用して，パワー密度を 30 % 向上した。

パワー半導体
安全・安心で持続可能な社会を実現するために，再生可

自 動 車 分 野 で は， 高 精 度 な 電 流 検 出 を 可 能 に す る こ

能エネルギーの普及と，そのエネルギーを効率的に利用す

とで，車両の燃費改善・快適性に貢献する第 4 世代 IPS

るパワーエレクトロニクス技術に対する世の中の期待は非

（Intelligent Power Switch）を開発した。電源分野では，

常に大きい。これらのニーズが高まる中，富士電機では，

液晶ディスプレイなどの電源の高効率化，低ノイズ化，薄

エネルギー変換効率が高く低ノイズの，地球環境にやさし

型化に貢献し，低待機電力化や保護機能を第 1 世代品より

いパワー半導体製品を開発している。これらの製品は，環

も充実させた第 2 世代 LLC 電流共振制御 IC を開発した。

境・エネルギー，産業機械，自動車，家電製品などの分野
に広く適用され，世の中に貢献している。

電子デバイス

環境・エネルギー分野では，3 レベル電力変換回路に

また，逆回復時の寄生ダイオード損失を大幅に改善した
「Super J-MOS FRED シリーズ」を開発し，近年需要拡
大しているサーバ用電源の高効率化に貢献している。

対 応 す る RB-IGBT（Reverse-Blocking Insulated Gate
Bipolar Transistor）の系列を拡大した。従来系列の 600 V，
1,200 V に加え，900 V 耐圧チップを開発した。これにより，

感光体
感光体の総需要は微減傾向となることが予測されており，

モジュールおよびディスクリート製品への適用範囲が拡大

一部の感光体メーカーや感光体材料メーカーが事業撤退を

し，顧客アプリケーションの条件に合致した最適製品の

行うなど，事業環境は厳しさを増している。その一方で，

提供が可能となる。また，IGBT モジュール製品の裏面に，

装置側の高速・長寿命化のトレンドに対応し得る感光体の

フェーズチェンジタイプの TIM（Thermal Interface Ma-

高性能化が期待されている。

terial）を形成した 1,200 V/1,400 A および 1,700 V/1,400 A

富士電機は 2013 年度に，感度および耐久性を従来比で

2 in 1 製品を開発した。TIM には高熱伝導かつ高信頼性

30 % 向上させた感光体を開発・量産化し，装置メーカー

材料を選定し，形成した TIM の印刷パターンは顧客装置

の要求に応えた。今後も，シミュレーションを活用した新

に搭載した際に，TIM が均一かつ薄く延び広がるように

規材料の開発により，さらなる性能向上を図っていく。

最適な形成パターンに設計した。これにより，IGBT モ
ジュールの放熱性能を最大限発揮させることが可能となる。
産業機械分野では，高圧インバータ用 1,700 V 耐圧の

ディスク媒体
ハードディスクドライブ（HDD）向け垂直磁気記録媒

SiC ハイブリッド製品（1,700 V/400 A 2 in 1）を開発した。

体は，クラウドコンピューティングの進展に伴い，引き続

従来製品に対して，インバータ出力を 30 % 向上させるこ

き大容量化および低コスト化の要求が続いている。

とができ，システムコストダウンに貢献する。また，小

富 士 電 機 で は 2013 年 度 に，1 枚 当 た り の 記 憶 容 量 が

容量サーボ，インバータ用途の産業用小容量 IPM（Intelli-

1 TB の 3.5 インチアルミニウム基板媒体と同 500 GB の 2.5

gent Power Module）を開発した。最新の第 6 世代「V シ

インチガラス基板媒体について，特性改善品を開発し，量

リーズ」IGBT を適用し，低損失・小型パッケージを採用

産を開始した。これは，材料組成や製造プロセスの最適化

した。さらに，同じく最新の第 6 世代 IGBT 技術を適用し

による高性能化を進め，顧客の製造良品率の改善に貢献す

た IPM に，高放熱パッケージ技術を適用した 600 V/100,

るものである。今後も，大容量媒体の開発を強力に推進し，

150, 200 A, 1,200 V/50, 75, 100 A 製品系列を開発した。従

IT 社会の発展に貢献していく。

来のパッケージに高放熱 DCB（Direct Copper Bonding）
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パワー半導体
「Super J-MOS FRED シリーズ」
UPS，サーバ，通信電源，パワーコンディショナ（PCS）

図1

逆回復波形の例

な ど の 共 振 回 路 部， イ ン バ ー タ 回 路 部 で は， 内 蔵 ダ イ
オードの逆回復損失が低く，逆回復耐量の強い MOSFET
（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect Transistor）が
要求される。この要求に対応して「Super J-MOS FRED

：10 A/div

SD

0A

Super J-MOS
FMV20N60S1

シリーズ」を開発した。従来の Super J-MOS の低オン抵
抗・低スイッチング損失特性はそのままに，内蔵ダイオー

0V

ドの逆回復損失を低減し，逆回復耐量を大幅に向上させた。
⑴

逆回復時間 T rr：約 60 % 低減（従来比）
逆回復電荷量 Q rr：約 80 % 低減（従来比）

⑶

耐圧：600 V

⑷

オン抵抗（max.）
：42, 74, 132, 200 mΩ

：100ns/div
Super J-MOS
FRED シリーズ
FMV20N60S1FD

主な特徴は次のとおりである。
⑵

：100 V/div

DS

：10 A/div

SD

0A

0V

：100 V/div

DS

：100ns/div

産業用小容量 IPM
近年，システムの省エネルギー化の要求が高まり，産業

図2

産業用小容量 IPM

分野では，汎用インバータ，サーボの需要が拡大している。
富士電機では，小容量の産業用途向けに，三相インバー
タブリッジ回路と駆動回路を内蔵した，定格 600 V/15, 20,

電子デバイス

30 A の産業用小容量 IPM（Intelligent Power Module）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により省エネル
ギー化を実現し，さらに，高熱伝導アルミニウム絶縁基板
を採用した超小型パッケージの適用と各種保護機能を内蔵
することで，システムの小型化と使いやすさの向上を可能
にした。
また，UL 認証（UL1557）を取得することで，安全性
の要求にも対応している。

ワンチップ リニア制御用 IPS「F5106H」
自動車電装分野では，システムの小型化，高信頼性化，

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.273
図 3 「F5106H」

高機能化の要求が高まっている。これらの要求に応える
ため，従来の IPS（Intelligent Power Switch）に高精度
電流検出アンプを搭載したワンチップ リニア制御用 IPS
「F5106H」を開発した。
出力段パワー MOSFET をプレーナゲート型からトレン
チゲート型に変更し，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 IPS デバイス・プロセス技術を
適用している。これにより，ワンチップ化および SOP-8
パッケージへの搭載を可能にしている。さらに，接合部温
度の最大定格を 175 ℃とし，過酷な温度環境における耐久
性を向上するとともに，4.5 V までの低電源電圧動作を可
能にしている。
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パワー半導体
900 V 耐圧の逆阻止 IGBT（RB-IGBT）
近 年， 逆 阻 止 IGBT（RB-IGBT：Reverse-Blocking

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.253
図4

オン電圧波形比較

Insulated Gate Bipolar Transistor）は，3 レベル電力変換
150

回路の中間クランプ素子として使用されるなど，需要が高

太陽光発電分野の DC1,000 V 用大電流定格 RB-IGBT を
使用した変換器は，回路規模が大きくなるためモジュール
内外で浮遊インダクタンス成分が大きくなり，600 V 耐圧
RB-IGBT は適用が困難である。また，1,200 V 耐圧 RB-

125
コレクタ電流（A）

がる RB-IGBT の開発に取り組んできた。

15 V
125 ℃

GE：

まってきている。富士電機は，電力変換器の高効率につな

j：

900 V 耐圧
RB-IGBT

100
2.7 V

75
50
25

IGBT では定常損失が増える問題がある。そこで，このた
び，900 V 耐圧 RB-IGBT を開発した。

0

素 子 数 の 削 減 に よ り， 本 素 子 の オ ン 電 圧 は，1,200 V

4.05 V

-30%

1,200 V
IGBT+FWD
0

1

2

3

4

5

6

オン電圧（V）

IGBT＋FWD に比べて 30 % の低減を達成している。

パワー半導体のシミュレーション技術
富士電機では，デバイスやパッケージの設計をはじめ，

図5

パワー半導体の開発におけるシミュレーション技術

パワー半導体を搭載したパワエレ製品の設計におけるシ
ミュレーション技術を開発している。次に示すシミュレー
ション技術を相互に連携させることで，富士電機の製品の

パワエレ
製品設計

電子デバイス

高機能化や高品質化を支えている。

回路動作解析
ノイズ解析

プロセス・デバイス設計：プロセスやデバイス構造の

⑴

解析によるデバイスの性能と品質の最適設計
パッケージ設計：熱解析，応力解析，インダクタンス

⑵

解析による構造の最適化
パワエレ製品設計：デバイスの電気特性やパッケージ

⑶

の LCR 成分の高精度なモデリングによる高い確度での

プロセス・
デバイス設計

パッケージ設計
熱解析
応力解析
インダクタンス解析

パワー半導体

プロセス解析
デバイス構造解析
電気的特性解析

回路動作解析，およびノイズ解析による低ノイズ化

「V シリーズ」IPM の中容量・小型パッケージ
近 年， サ ー ボ 制 御 装 置 な ど に 使 用 さ れ る IPM に 対
し て は， さ ら な る 小 型 化 と 定 格 電 流 値 の 拡 大 の 要 求 が
高まっている。今回，サーボ制御装置をターゲットに，
600 V/100 A，1,200 V/50 A の容量帯をカバーし，さらに
ブレーキ用素子を内蔵した上で，フットプリントサイズを
従来品比で 26 % 小型化した「P636 パッケージ」の系列化
を完了した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

外形寸法：W90×D55×H18.5（mm）

⑵

定格：600 V/50, 75, 100 A, 1,200 V/25, 35, 50 A

⑶

素子構成：7 in 1，6 in 1 系列

⑷

熱抵抗：20 % 低減（従来品比）

⑸

性能・機能：第 6 世代 IGBT 搭載，IGBT 駆動回路・
保護回路内蔵，アラーム識別機能，デッドタイム短縮
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関連論文：富士電機技報 2014，vol.87，no.1，p.80
図 6 「P636 パッケージ」

2013 年度の技術成果と展望

パワー半導体
1,700 V 耐圧 SiC ハイブリッドモジュール
Si デバイスに替わり，耐熱性と高破壊電界耐量を持っ

関連論文 : 富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.240
図7

1,700 V 耐圧 SiC ハイブリッドモジュール

図8

TIM プリペースト IGBT モジュール（背面）

た SiC デバイスが，装置の高効率化や小型化を実現する
新デバイスとして有望視されている。富士電機では，省エ
ネルギーに貢献する高効率インバータ（690 V 系）向けに
1,700 V 耐圧の SiC ハイブリッドモジュールの開発を推進
している。
FWD には，独立行政法人 産業技術総合研究所と共同
で開発し，富士電機で量産立上げを行った SiC-SBD チッ
プを適用した。IGBT には，富士電機製で最新の第 6 世代
「V シリーズ」IGBT チップを適用した。
漏れ電流特性やスイッチング特性を改善することにより，
300 A 品モジュールにおいて，従来の Si モジュールに比
べ発生損失を約 26 % 低減できることを確認した。

TIM プリペースト IGBT モジュール
IGBT モジュールを実装するとき，IGBT モジュールか

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.263

ら発生する熱を速やかに伝達するために，冷却フィンと
IGBT モジュールの間にサーマルグリースを塗布する。こ
のサーマルグリース塗布を IGBT サプライヤーに求める顧

電子デバイス

客が増えている。
これに応えるために，フェーズチェンジタイプの TIM
（Thermal Interface Material） を 用 い た プ リ ペ ー ス ト
IGBT モジュールを開発した。採用した TIM は，従来の
サーマルグリースの 3 倍以上の放熱性能を持つ。45 ℃付
近で液状化し，それ以下の温度では固体状態が維持可能な
ため輸送性に優れている。これにより，放熱性と信頼性
（サーマルマネジメント）を向上させた IGBT モジュール
を実現した。

175 ℃連続動作を保証する IGBT モジュール
IGBT モジュールのさらなる小型化，高パワー密度化を

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.249
図9

パワーサイクル試験（T jmax=175 ℃）結果

実現するため，連続動作時のデバイス温度 T jmax の上限を，
IGBT モジュールの 175 ℃連続動作を保証するため，高
耐熱のアルミニウムワイヤ，高温で高強度のはんだ合金，
チップ表面電極に Ni を成膜した構造という三つの新接合
技術を開発した。このパッケージ技術により，高パワー密
度化を実現し，パワーサイクル寿命は全ての温度領域で従
来に比べて 2 倍以上を達成した。
また，これらの技術は現行の製造プロセスに適用するこ
とができ，175 ℃連続動作を保証する製品の量産において，
従来の設備をそのまま利用することができる。

107
パワーサイクル寿命（cycle）

現行の 150 ℃から 175 ℃に引き上げる必要がある。

jmax

=175 ℃
（新接合技術）
=150 ℃
（従来接合技術）
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106
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104
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2013 年度の技術成果と展望

パワー半導体
ハイブリッド自動車用 IPM のパッケージ技術
環境規制に対応するためハイブリッド自動車（HEV）

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.258
図 1 0 ハイブリッド自動車用 IPM

や電気自動車（EV）の普及が加速している。富士電機は，
HEV 用 IPM（Intelligent Power Module） の 量 産 を 開 始
した。
本製品は，二つのモータを制御するインバータ部と昇降
圧コンバータ部を内蔵し，アルミニウム直接水冷構造の採
用によりコンパクトかつ軽量で高出力を実現した製品であ
る。この直接水冷構造による放熱設計技術，ならびに熱膨
張率の差が大きいアルミニウムと絶縁基板のはんだ接合を
可能とする高強度はんだ技術の二つの新技術を開発した。
本製品は，インバータ・コンバータ回路およびコント
ローラを統合したオールインワン・パッケージを実現した
ことで，従来品体積比 30% 減，質量比 60% 減を達成した。

熱流体シミュレーション技術
ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車（HEV） や 電 気 自 動 車（EV） の

図 1 1 パワー半導体冷却システム部の冷媒流れの解析例

モータ制御用途にパワー半導体が用いられており，小型・
軽量化を目的に HEV や EV に搭載されるパワー半導体の
圧

冷却システムは水冷化が進んでいる。

力
高

電子デバイス

富士電機では，熱流体解析を用いた冷媒流れの解明と，
冷媒の放熱性解析を一貫して行うパワー半導体の水冷冷却
システム設計技術を確立した。

低

冷媒流れについて熱流体シミュレーション解析を用いた
冷媒速度の均一化，および腐食要因となる冷媒滞留箇所を
なくす冷却器設計を行っている。さらに，顧客ごとに異な
る冷却システムに対し，ポンプ性能を踏まえたトータル設
計を行うことで，HEV や EV のシステムの最適化と効率
向上を図っている。

600 V ディスクリート RB-IGBT「FGW85N60RB」
電力変換装置の高効率化のために，中性点クランプを持
つ AT-NPC（Advanced T-type Neutral Point Clamped）
電力変換回路が注目されている。順・逆バイアスの双方に
耐圧を持った RB（Reverse-Blocking）-IGBT を適用する
ことにより，中性点クランプに使用する素子数が低減でき，
さらなる高効率化が可能となる。
富士電機は独自技術の関発により，RB-IGBT の量産を
行っている。RB-IGBT を搭載した AT-NPC 用 IGBT モ
ジュールに続き，ディスクリート製品用に開発した RBIGBT を TO-247 パッケージに搭載した「FGW85N60RB」
を製品化した。モジュール製品に比べて，パッケージ内部
や主回路部のインダクタンスを小さくできるため，低損失
化と高周波動作が可能になる。
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関連論文 : 富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.284

図 1 2 「FGW85N60RB」

2013 年度の技術成果と展望

パワー半導体
パワーコンディショナ用 All-SiC モジュール
独立行政法人 産業技術総合研究所と共同で開発を
進 め て い る SiC デ バ イ ス の

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.244
図 1 3 All-SiC モジュールと太陽光発電用 PCS

MOSFET（Metal-Oxide-

Semiconductor Field-Eﬀect Transistor）と SBD（Schottky
Barrier Diode）を搭載した All-SiC モジュールの製品開
発を進めており，パワーコンディショナ（PCS）をはじめ
としたさまざまなパワーエレクトロニクス機器への適用
を検討している。図 ⒜ に示した 1,200 V/100 A 定格の AllSiC モジュールは，同定格の Si-IGBT モジュールと比べ，
モジュール内部インダクタンスは約 1/4，フットプリント
サイズは約 1/2 にし，また，樹脂封止構造とすることで高
信頼性を達成した。さらに，パワーモジュールの低損失

（a）All-SiC モジュール

（b）太陽光発電用 PCS

化・小型化を同時に実現し，太陽光発電用 PCS の高パワー
密度化に貢献している。

感光体
高耐久負帯電型有機感光体
プリンタ・複写機の長寿命化に伴い，感光体には高耐久

図 1 4 高耐久負帯電型有機感光体の耐刷特性

の要求が強まっている。一方，装置内では各種接触プロセ
スの増加により，感光体への負荷が増大し，摩耗がより加

0

速している。

2

富士電機では，これらのプロセスに対応できる高耐久負
帯電型有機感光体を開発するため，感光層表面にある電荷
輸送層の主成分となるバインダーの開発を進めている。硬
度や靱性（じんせい）に着目した独自のシミュレーション
による分子設計と，さまざまな外的ストレスを想定した試

高耐久負帯電型
有機感光体

3

電子デバイス

感光層摩耗量（µm）

1

4
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従来負帯電型
有機感光体
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向上

9
10

験により，従来の特性を大きく上回る新規バインダーの開
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発に成功した。このバインダーを適用した感光体では，従

0

5

来品に対して感光層の耐摩耗性を 30 % 向上させ，耐久性

10
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25

印刷枚数（万枚）

の強化を実現している。

高感度正帯電型有機感光体
電子写真方式のレーザプリンタや複写機において，高速

図 1 5 高感度正帯電型有機感光体の光減衰特性

化・小型化・省電力化が進む中，露光系の設計裕度を広げ
10℃/20 %RH

ることが可能となる，より少ない露光量で短時間に応答す

400

る高感度な有機感光体の需要が高まっている。

350

を開発することで負帯電型有機感光体と同等の感度特性を
持つ正帯電型有機感光体を提供している。
今回，さらに電荷輸送材料や電子輸送材料などの各種機
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が低下しやすい低温低湿環境においても約 30 % 少ない露
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後，当該技術を展開した有機感光体を提供していく。
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200

能材料の組合せ，配合比の最適化を進めることで，応答性
光量で機能する高感度正帯電型有機感光体を開発した。今
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2013 年度の技術成果と展望

ディスク媒体
大容量・高信頼性垂直磁気記録媒体
クラウドコンピューティングの拡大に伴い，HDD 市場
はその牽引（けんいん）役が PC からデータセンターの需
要へシフトしつつ堅調に拡大しており，磁気記録媒体の高
記録容量化への要求も依然として高い。富士電機では，媒
体潤滑膜およびカーボン保護膜の最適化による高信頼性
と磁気スペーシング低減の両立，ならびに多層グラニュ
ラー層を持つ媒体層構成の組成・成膜条件最適化による磁
性粒子の微細化や均一化などを推進した。さらに，社内で
HDD 実機評価が可能な体制を確立し，媒体特性評価の高
精度化と評価期間の短縮を実現した。これらの施策により，
他社に先行して 1,064 Gbits/in2 の記録密度（2.5 インチ媒
体 1 枚当たり 712 GB）を達成した。当該技術は，2014 年
度に製品化する HDD 向け媒体に適用する予定である。

電子デバイス
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図 1 6 開発した磁気記録媒体の断面および平面 TEM 像

2013 年度の技術成果と展望

食品流通

自動販売機
冷熱制御技術
通貨機器

展

望

2013 年度における食品流通分野の研究開発のキーワー

売することが可能なグラスフロント自動販売機を開発した。

ドは，
“省エネルギー”
“利便性”
“グローバル対応”
“安

新たな販売モジュールを搭載することにより，従来は扱え

全・安心”である。冷熱機器の省エネルギー（省エネ）を

なかったさまざまな商品を販売することが可能である。さ

進める冷熱制御技術の向上に対する取組みとして，特に東

らに，収容数を大幅に増加するとともに，ショーケースと

日本大震災以降，重点的に研究開発を進めている。

しての役割を向上するため，本体のガラス面積を大幅に拡

食品流通分野において冷熱制御技術を応用している製品
には，飲料の加温冷却を行う自動販売機をはじめ，店舗で
食料品を陳列するショーケースなどがある。

大した。
グローバル市場への対応を目指して，経済成長が著しい
東アジア地域に向けた IEC 規格対応グラスフロント自動

自動販売機においては，内部の排熱に加えて外気を熱源

販売機を開発した。この自動販売機は，ASEAN10 か国対
応の金銭マルチインタフェースを搭載し，各国の事情に応
じた多彩な形状の飲料が販売できるツイスト型と，スナッ

年モデルの生産を開始した。新規冷凍回路の開発により

クや小物の販売ができるスクリュー型の 2 種類の販売機構

ヒートポンプの加熱能力を向上するとともに，負荷となる

を搭載している。

自動販売機庫内の風回りを改善して加熱冷却負荷を低減し

冷熱制御技術を用いた新たな分野への取組みとして，次

ている。この結果，年間消費電力量は 590 kWh を達成した。

世代保冷コンテナ「D-BOX」を開発した。これは，サプ

また，自動販売機に搭載される硬貨・紙幣判別装置に

ライチェーン全体を通して安全・安心を提供するために，

おいても待機時の消費電力を 30 % 削減した。この装置は，

物流工程における温度維持管理を向上するものである。こ

自動販売機からの制御により省エネモードへ移行すること

の D-BOX は，短時間（3 時間）で蓄冷を完了でき，高断

で，大幅な消費電力の削減を可能にした。

熱技術の活用により，輸送中は“電源がない状態”で長時

ショーケースでは，コンビニエンスストア業界における

間（5 時間）の保冷が可能である。さらに，D-BOX の温

消費電力削減のニーズに対応したインバータ冷凍機内蔵型

度情報，稼動時間情報および位置情報を，クラウド環境に

壁面アイスショーケースを開発し，従来機に対して消費電

より一元管理する「ハイクオリティコールドチェーンシス

力量を 30 % 削減した。定常状態では，このアイスショー

テム」を開発した。

ケースの冷凍機を低速で連続して制御することで，従来機

通貨機器では，スーパーマーケットなどで用いられてい

に対して消費電力量を 24 % 削減している。さらに，新規

る自動つり銭機において，レジ業務の効率化のため，硬貨

吹出し構造により外気巻き込み量を抑制することで，必要

つり銭切れを予防する棒金ストッカーのセンサを見直し，

冷凍能力の低減と商品温度の安定を可能にした。

業界トップレベルの棒金収納量を実現した。

コンビニエンスストアの無人型サテライト店舗として，
施設内や職場内などにおいて，さまざまな商品を大量に販

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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食品流通

として利用する，富士電機独自のハイブリッドヒートポン
プ自動販売機の省エネ性能を，さらに 26 % 向上した 2014

2013 年度の技術成果と展望

自動販売機
インバータ冷凍機内蔵型壁面アイスショーケース
コンビニエンスストア業界において，店舗機器の消費

図1

インバータ冷凍機内蔵型壁面アイスショーケース

電力削減のニーズが高まっている。富士電機は，省エネ
ルギー性を強化したインバータ冷凍機内蔵型壁面アイス
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

最適プルダウン制御で素早く庫内を冷却すること，お
よび冷凍機を低速で連続して運転制御を行うことで高効
率運転を実現し，従来機比で冷凍機消費電力量を 24 %

削減した。
⑵

新吹出し構造により，ケース長手方向および吹出し口
の風速バランスを最適化することで外気巻込み量を抑制
し，必要冷凍能力の低減と商品温度の安定を可能にした。

⑶

風回りの改善および防露ヒータの容量と配置の最適化
により，防露ヒータの消費電力量を 9 % 削減した。

コンビニエンスストア向け物品自動販売機「FGS260W」
事業拡大を目指すコンビニエンスストア向けに，施設内

図 2 「FGS260W」

やオフィス内の無人型サテライト店舗となる物品自動販売
機「FGS260W」を開発した。
さまざまな商品を大量に販売するために，スパイラル
式とコンベア式の販売モジュールを開発した。いずれの
方式も設定変更や交換がフレキシブルに行える。これに
より，従来は扱えなかった幅 280 mm の袋入り菓子や，厚

食品流通

さ 7 mm のパッケージ商品など，幅広い商品の販売が可能
である。収容数は，おむすび換算で従来機の 192 個から
540 個へと大幅に増加している。また，ショーケースとし
ての役割を向上するため，本体のガラス面積を従来機比で
53 % 拡大した。
既に首都圏を中心に 500 台超を展開している。

ハイブリッドヒートポンプⅡ缶飲料自動販売機「FA25M5RD4WK-FOP」
ハイブリッドヒートポンプ（HP）II を搭載した缶飲料
自動販売機「FA25M5RD4WK-FOP」の生産を開始した。
年間を通じた省エネルギー（省エネ）性能は，業界トップ
レベルのハイブリッド HP 自動販売機からさらに 26 % 向
上している。適用した省エネ技術を次に示す。
⑴

庫外蒸発器の大型化や新規冷凍回路の開発による冷凍

サイクルの最適化で，HP 加熱の能力を向上した。
⑵

圧縮機の排熱を庫内へくみ上げることによる排熱の積

極的利用で，HP 加熱の効率を向上した。
⑶

庫内送風経路を短縮し，庫内温度分布のゾーン化を促

進させる風回りの改善で，加熱冷却負荷を低減した。
これらの技術により，FA25M5RD4WK-FOP の年間消
費電力量は 590 kWh を達成している。
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冷熱制御技術
「ハイクオリティコールドチェーンシステム」
次世代保冷コンテナ「D-BOX」の開発に合わせて，D-

図 4 「ハイクオリティコールドチェーンシステム」

BOX の温度情報，稼動時間情報，位置情報をクラウド
データ分析

環 境 に よ り 一 元 管 理 を 行 う「 ハ イ ク オ リ テ ィ コ ー ル ド
チェーンシステム」
（HQCCS）を開発した。本システムは，

エネルギー管理

D-BOX の庫内温度や扉開閉情報を収集することで，熱や
商品のトレーサビリティの管理が行える。D-BOX

POS システムなど
マーチャンダイジング

鮮度管理
データベース

温度管理

稼動時間管理
位置情報管理
出

ごとの
インター
ネット

時期を判断でき，品質保守体制の強化にもつながる。また，
とで，戦略的なマーチャンダイジングを顧客自らが作成で

力

温度
レポート
分析
レポート

識別管理と稼動率管理ができることから，メンテナンス
配送する商品の鮮度感と消費者の購買行動を関連付けるこ

POS
情報

各種顧客データ

温度情報
稼動時間情報
位置情報

日

本

トレーサビリティステーション

中

国

東南アジア

トレーサビリティステーション

トレーサビリティステーション

きるツールとしての活用も可能である。HQCCS を用いる
ことで安全かつ効率化された物流構造が実現でき，高品質
のコールドチェーンを市場へ展開することができる。

通貨機器
コインメック「FEVT シリーズ」
省エネルギー（省エネ）化がメーカーとしての社会的使

図 5 「FEVT シリーズ」

命であり，24 時間利用できる自動販売機についても消費
電力の削減が求められている。これに応えるために新型の
コインメックを開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

複数あるつり銭センサを，常時全て駆動する方式から，

個別に時分割制御を行う方式に変更することにより，消
費電力の大幅な削減（30 %）を実現した。さらに，自動

食品流通

販売機からの指令により，省エネモードへ移行すること
で，80 % まで削減を可能にした。
⑵

払出し確認センサを標準で装備し，つり銭払出しの信
頼性を向上した。

⑶

高度な偽造防止技術が用いられた硬貨の特徴を，より
微細に検出できるセンサを開発し，検銭性能を向上した。

大容量棒金ストッカー「CST770」
自動つり銭機の硬貨つり銭切れを予防するための棒金ス

図 6 「CST770」

トッカーには，レジ業務の効率化のため，さらなる容量
アップが求められている。富士電機はこの要望に応えるた
め，自動つり銭機と連動して動作する大容量の棒金ストッ
カー「CST770」を市場に投入した。主な特徴を次に示す。
⑴

従来の棒金収納（18 本）に対し，センサの見直しに

より業界トップレベルの大容量化（30 本）を実現した。
⑵

収納庫内部は棒金 4 本を 1 単位としたトレイ構成であ

り，レイアウトが自由にできる。これにより，多く利用
する金種を増やしたり，不要な金種を減らしたりするな
ど，顧客カスタマイズを容易にした。
⑶

金種判別に磁気センサを採用することにより，棒金の
厳正な管理を可能にした。
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基盤・先端技術

基盤技術
先端技術

展

望

アジアを中心とした新興市場の拡大が進み，グローバル
競争は激しさを増している。多くの日本企業は，事業の選

ベルの分解能で，原子の濃度分布や結合状態を比較できる
分析・解析技術を開発した。

択と集中を実行し，製品開発に研究開発資源を優先的に投

パワエレ製品において，半導体デバイスで発生する損失

下して構造改革を進め，競争優位性の確保に努めている。

を正確に予測するために，デバイス等価回路モデルを利用

一方，製品開発へ傾注することで，研究開発のスコープの

した損失予測技術を開発した。また，パワエレ製品のグ

短期化，先行研究への投資不足など，持続的な成長への懸

ローバル展開を推進するために，IEC 委員会活動と規格対

念も警鐘されている。対策として，外部リソースを求める

応技術の開発を進めた。

オープンイノベーション型の技術戦略を取る企業が増えて

システム化に必要な計測・制御技術として，計測データ

いる。また，この戦略は，選択と集中を行った結果，自社

をシンプルかつ大量に管理することができる高速データ

に存在しない技術に対する，顧客ニーズに迅速かつ的確に

ベース技術や，組込みソフトウェアの開発工数削減に貢献

対応するためにも重要である。

する仮想ハードウェア適用技術を開発した。計算機が大量

富士電機では，パワー半導体とパワーエレクトロニクス

の画像データ群から学習し，アルゴリズムを自動で生成す

（パワエレ）をコア技術の中心に据え，計測・制御技術でこ

る機械学習技術を開発し，ロボットビジョンへ適用した。

れらのコア技術をシステム化することで，電気・熱エネル
ギー関連ソリューションへの取組みを強化している。また，

回転機や変圧器などの電気機器で利用される電力用磁性
材料は，その製造条件や設計条件により磁気特性が変化し，

基盤・先端技術

これらのコア技術を支える基盤技術や将来の先端技術にも

機器の性能に大きな影響を与える。これらの条件を模擬し

積極的に取り組み，イノベーションの継続と研究開発の質

た状況で磁気特性を測定することで，電力用磁性材料の最

の向上に貢献している。オープンイノベーションとしては，

適利用技術を開発した。

産官学連携の大規模プロジェクトへ参画し，ワイドバンド

熱エネルギーソリューションに用いるコンポーネントと

ギャップパワー半導体技術など自社のコア技術を強化する

して，工場の温排水を利用した蒸気発生ヒートポンプシス

とともに，大学などの外部研究機関と共同研究を実施して，

テムを開発し，三重工場でフィールドテストを実施した。
面記録密度 1.4 Tbits/in2 以上のハードディスクにおいて，

基盤技術を錬成し，将来の先端技術を探索している。
パワー半導体の先端技術としては，独立行政法人 産業

次世代の記録方式として期待される熱アシスト磁気記録方

技術総合研究所と共同研究を実施して，またはプログラム

式向け磁性層技術に取り組み，現行の 2 倍の磁気異方性エ

に参画して，1,700 V 耐圧クラス

ネルギーを維持しつつ，キューリー温度を 100 ℃下げる材

SiC-SBD（Schottky

Bar-

rier Diode）
，1,200 V 耐 圧 ク ラ ス SiC-MOSFET（MetalOxide-Semiconductor

Field-Eﬀect

Transistor）
，13 kV 級

料を開発した。
緊急停止時に，自然放熱により原子炉冷却が可能であり，

超 高 耐 圧 SiC-IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

完全受動安全特性を備えた実用小型高温ガス炉の原子炉概

を開発した。SiC-SBD および SiC-MOSFET は，インバー

念を確立した。

タなどのパワエレ機器への搭載により，これらの機器の

PM2.5 を測定対象とし，光学的手法と質量分析法を組み

損失を大幅に低減することが期待されている。超高耐圧

合わせて，従来 8 時間以上を要した成分分析をリアルタイ

SiC-IGBT

は，送配電機器など超高耐圧分野への応用が期

ムで測定する複合分析計の要素技術開発を完了した。

待されている。これらの素子を開発するためには，金属と

富士電機では，今後も，電気・熱エネルギー技術や，計

SiC，酸化膜と SiC などの界面特性を再現性良く制御する

測・制御技術の革新につながる先端技術にチャレンジする

ことが必要となるため，放射光光電子分光法や透過電子顕

とともに，これらの開発を支える基盤技術を駆使して研究

微鏡を用いた分析手法を組み合わせることで，原子数層レ

開発の質の向上に取り組んでいく。
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基盤技術
次世代パワーデバイスの開発を支える分析・解析技術
SiC-MOSFET の信頼性を高めるためには，良好なゲー

図1

界面元素の濃度・分布・結合状態の模式図

ト酸化膜界面特性を確保する必要がある。ゲート酸化膜
放射光光電子分光法

は Si と同様に熱酸化により形成している。しかし，界面

透過電子顕微鏡分析
赤外分光法

二次イオン質量分析

特性を向上させる狙いで添加した元素や形成過程で放出さ
SiC

れる炭素が関わって，SiC 基板と酸化膜との間に複雑な構
造が現れ，これにより電子の流れが阻害されて信頼性を損

元素濃度

なう場合がある。富士電機は，放射光光電子分光法や透過
を駆使し，ゲート酸化膜界面の構造を，元素の濃度，分布，
結合状態などの観点から評価する手法を確立した。その結

結合状態
元素分布

酸

素

O
元素濃度

電子顕微鏡分析をはじめとするさまざまな分析・解析技術

SiO2

界面層

Si
Si

C

C

Si
Si

C

Si

O

Si

O

Si

果，酸化膜の形成過程と界面構造との関係をより深く解き

けい素
O

明かすことができ，ゲート酸化膜界面の特性を向上させて

位

炭

素

置

SiC-MOSFET の信頼性を高めることができた。

デバイス等価回路モデルを利用した装置損失予測技術
パワーエレクトロニクス装置において，半導体デバイス

図2

等価回路モデルを使った損失テーブル

で発生する損失を正確に把握することは，装置構造や冷却
等価回路モデル

体を設計する上で非常に重要になる。しかし，発生する損
失は，温度や電流などの動作条件，装置配線に起因する寄

損失テーブル

デバイス
（IGBT，ダイオード）

生インダクタンスおよびゲート駆動回路などの外部回路で
半導体物性
外部回路（ブスバーなど）

条件によらないデバイスの等価回路モデルと外部回路モデ

過渡解析

変化するため，損失の把握には試作と測定を繰返し行う必
要があった。富士電機では，デバイス物性に基づき，動作
ルとを組み合わせることで，発生する損失を予測できるシ

損失（mJ）

30
20
10

0
150

ミュレーション技術を開発している。また，損失と動作条

温度変化時の損失を予測でき，熱解析精度の改善が見込め

100
50

00

電流（A）

る。これにより，装置設計の検討期間の短縮が期待できる。

パワーエレクトロニクス関連の国際規格への対応
富士電機は，主力であるパワーエレクトロニクス製品の

図3

パワーエレクトロニクス関連の国際規格

グローバル展開を推進するため，IEC（国際電気標準会議）
の技術委員会の中で，特に TC22（パワエレ）
，SC22 G（ド
ライブ）
，CISPR（EMC）などの委員会活動と，規格に対

TC22：
パワーエレクトロニクス
システムと装置

鉄道：TC9

ソフトウェア：JTC1/SC7

応するための技術開発を行っている。主な成果を次に示す。
⑴

太陽光電力変換システムの EMC 規格のプロジェクト

機械の安全：TC44
太陽光：TC82

リーダーに就任し，規格作成を牽引（けんいん）している。

EV：TC69

ドライブ効率規格に対して日本国内で実証試験を実施

⑵

機能安全：SC65A
EMC：TC77，CISPR
EMF：TC106

産業用ネットワーク：
SC65C

し，規格会議で意見を提示して各国から理解を得た。
⑶

改定中の機能安全規格において，EMC 試験技術の原

案作成に取り組み，日本の意見を反映させた。
今後，審議が活発化する EMC 規格，系統連系に関する

風力発電：
TC88

スマートグリッド：
TC8，TC57

システム，製品

その他
TC42，TC89，TC2，
TC23，TC56，TC64

デバイス：TC47

設計，デバイス，概念

標準化において製品開発と規格作成を両立して進めていく。
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件の関係をテーブル化して熱解析と組み合わせることで，

150

100
温度（℃）50

電磁界解析
周波数特性
電気的特性

2013 年度の技術成果と展望

基盤技術
高速データベース技術
MDMS（Meter Data Management System）における

図4

HMDB のシステム構成と書込み計測データ点数

ス マ ー ト メ ー タ 検 針 値 や BEMS（Building and Energy
Management System）アグリゲータにおける各種エネル
ギー値など，定周期に計測するデータをシンプルに，か
つ大量・高速に管理できるデータベース（HMDB：High-

＊

Linuxサーバ
（マスターモード）
ネットワーク
ディスク

拠点B
WAN

speed Measurement Database）を開発した。
計測値データの格納に特化したことにより，シングル構
成の Linux サーバにおいても 3,000 万個のスマートメータ

1秒当たりの書込み計測データ点数（点）

拠点A

100,000
80,000

検針値を 6 分以内に格納することができる。

60,000

二重化システムやシステムの 2 拠点化などの高信頼性オ

Linuxサーバ
（スレイブモード）

プションもサポートしており，産業・社会システムの基盤
ミドルウェアとしても展開可能である。

40,000
20,000
〜1,000

0

一般的な
RDB

＊Windows版あり

〜10,000
フラッシュ
メモリ版
RDB

HMDB

組込み機器開発への仮想ハードウェア適用技術
組込みソフトウェアの開発期間短縮（35%）と開発工数

図5

仮想ハードウェア開発環境

削減（30 %）を目的に，組込み CPU のバイナリコードを
そのままパソコン上で動作可能とする組込み機器仮想ハー

仮想制御基板A
仮想CPUシミュ
レータA

ドウェア開発環境を開発した。

CPU
コアＡ INTR

この開発環境は，プログラムが動作する仮想 CPU シ
ミュレータ，シミュレーション間連携ツール，各種シミュ

仮想制御基板B
仮想CPUシミュ
レータB

レータ（仮想周辺デバイスモデル，ハードウェア論理シ

CPU
コアＢ INTR

駆

同期
クロック
同期
タイム
スライス

ツールを介して各仮想 CPU シミュレータと接続すること

動

ログ
トレース
試験ツール
試験データ
試験結果

CPU
コアＣ INTR

仮想周辺デバイスモデルは，シミュレーション間連携

仮想周辺デバイスモデル
SCI
INTR:
SCI:
TMR:
USB:

TMR

USB

LAN

ADC

DAC

LAN: Local Area Network
ADC: Analog to Digital Converter
DAC: Digital to Analog Converter

Interrupt Controller
Serial Communication Interface
Timer
Universal Serial Bus

開発工数の削減とともに信頼性の向上も可能である。

電力用磁性材料の最適化利用技術
回転機や変圧器などの電気機器に用いられる電力用磁性

図6

実使用環境下での磁気特性を考慮した設計手法の例

材料は，製品の製造・設計条件によって磁気特性が変化し，
機器の性能に大きな影響を及ぼすことが知られている。特

磁気特性測定システム
ヨーク

に電磁鋼板はこうした傾向が強い。そのため，磁性材料の

試料

実使用環境下での磁気特性を考慮した設計による電気機器
の最適化が求められている。

圧縮応力
印加

磁束密度（T）

基盤・先端技術

困難なハードウェア異常の試験も仮想環境で自動化でき，

ハードウェア論理 制御対象
シミュレータ
搬送メカ

通信
Read
Write
割込み

仮想CPUシミュ
レータC

ミュレータ，試験ツール）で構成される。

により，共通利用を可能とした。通常は発生させることが

シミュレーショ
ン間連携ツール

2

磁気特性データ

応力0 MPa

1

応力10 MPa
応力30 MPa

0
0

富士電機は，固定応力，プレス打抜き，かしめ，溶接な

1,000

どの製造条件と，インバータ励磁，周辺構造材への磁束漏
れ，偏磁などの設計条件とを模擬した環境下での磁気特性

磁界解析による
磁束密度分布

磁束密度
高

を取得し，磁界解析に適用することで，電力用磁性材料の
最適化利用技術を確立した。この技術を用いて，製品性能
の向上や試作回数の削減による設計期間の短縮を進めてい
る。
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先端技術
熱アシスト磁気記録方式向け磁性層技術
ハ ー ド デ ィ ス ク ド ラ イ ブ（HDD） は， 面 記 録 密 度

図7

熱アシスト磁気記録方式の構成

2

1.4 Tbits/in （65 mm ディスク当たり 1 TB）以上において，
熱アシスト磁気記録方式に切り替わっていくと予想されて

磁気ヘッド

いる。その記録層には，FePt 規則合金などの磁気異方性

再生素子

レーザ導波路

エネルギーの高い磁性材料を必要とするが，FePt 規則合

記録主磁極

金はキュリー温度が高い。記録時の加熱温度を抑え，加熱
源であるレーザのパワーを低くすれば，信頼性を高められ
加熱領域
（キュリー温度
近傍まで昇温）

るので，キュリー温度の低減が望まれている。現行の約 2
7

3

倍（1.6×10 erg/cm ）の磁気異方性エネルギーを持ちつつ，

ディスク媒体
記録層
（新磁性材料）
下地層

FePt 規則合金よりキュリー温度が 100 度以上低く，微細
なグラニュラー構造を維持できる材料を見いだした。本

ガラス基板

材料を適用した記録層は，レーザパワーを 20% 低減でき，
信頼性向上が期待できる。

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，緊急停止時にも自然放熱により原子炉冷

図8

地震時応答と構造解析の例

却が可能な優れた安全特性を持つこと，ならびに軽水炉に
比べて高温の熱により高効率ガスタービン発電や水からの
水素製造が可能なことなどが特徴の次世代の原子炉である。
富士電機は，さらに高温化を目指した超高温ガス炉にお

径方向
変位量
大

いて，完全受動冷却が可能な原子炉概念の確立を目指し，
研究開発を進めている。受動冷却時の原子炉構造物健全性

小

確保に関わる設計技術，黒鉛ブロック炉心の地震時応答解
析技術および高燃焼度化に対応した炉心設計技術などを開
発した。この結果，わが国初の超高温ガス炉である高温工

地震時応答解析モデル
（炉内燃料ブロックの
荷重評価）

を採用した出口温度 900 ℃の超高温ガス炉においても，完

受動冷却時の炉心上部
構造物解析モデル
（熱膨張による構造健全性評価）
原子炉

全受動冷却を実現する原子炉の基本構造概念が確立できた。

機械学習技術のロボットビジョンへの適用
ロボットビジョン分野において，ばら積みにされた部品

図9

機械学習による部品の位置と姿勢の認識結果

の位置と姿勢を認識し，ロボットで取り出す技術の研究開
発を行っている。
これまでの開発手法は，開発者が部品ごとに特徴的であ
ると考える形状パターンに着目し，部品の位置と姿勢を認
識するアルゴリズムを構築するものであり，部品が変わる
たびに開発をやり直す必要があった。
そこで，計算機が大量の画像データ群の中から部品の特
徴的なパターンを学習し，最適なアルゴリズムを自動生成
する手法の“機械学習”を適用することにより，新規部品
に対する開発工数を大幅に削減することが可能になった。
認識した部品：00，01，02，03，05，06，07
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学試験研究炉（HTTR）で実績のある金属製炉心拘束機構

2013 年度の技術成果と展望

先端技術
1,700 V 耐圧クラス SiC-SBD
パワーエレクトロニクス機器のさらなる省電力化に対応
するため，Si-FWD（Free

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.4，p.240
図 1 0 1,700 V 耐圧クラス SiC-SBD ウェーハ

Wheeling Diode）から炭化け

い素を用いた SiC-SBD（Schottky Barrier Diode）への置
き換えが進んでいる。
富士電機は，独立行政法人 産業技術総合研究所と共同
で 1,700 V 耐 圧 ク ラ ス SiC-SBD を 開 発 し た。 最 新 IGBT
モジュールの Si-FWD を SiC-SBD に置き換えることによ
り，インバータ発生損失を最大 39% 低減することに成功
した。さらに，チップ単体としても 200 ℃以上の高温で動
作し，Si-FWD と比べて 10 倍以上の破壊耐量を持つなど
のメリットがあり，さまざまな次世代パワーエレクトロニ
クス機器への搭載を計画している。

13 kV 級超高耐圧 SiC-IGBT
独立行政法人 産業技術総合研究所を中核とする最先端

図 1 1 13 kV 級超高耐圧 SiC-IGBT

研究開発支援プログラム（FIRST）に参画し，13 kV 級超
10,000

6,000

CE

（V）

リコン素子と比べて高耐圧かつ低損失であることから，装
置の省エネルギー化および小型・軽量化が可能である。

2,000

高品質なフリップ型ウェーハを使用しており，また，新酸

0

化膜形成法と C 面 IEMOS 構造を組み合わせることで良
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好な電気特性を実現している。これらの技術の適用により，
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80

4,000

素子の特徴として，全層をエピタキシャル自立膜とする

レベルの特性を実現した。

200℃
250℃

（a）SiC-IGBT ウェーハ

5.0
時間（µs）

-20
10.0

（b）ターンオフ特性

（A）

8,000

器など超高耐圧分野への応用が期待されている。従来のシ

微分オン抵抗 11 mΩcm2，耐圧 16 kV 以上という世界最高

100
室温
100℃
150℃

CE

高耐圧 SiC-IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）を
開発した。この素子はスマートグリッドにおける送配電機

略語（本号で使った主な略語）
AT-NPC

Advanced T-type Neutral Point Clamped

BEMS

Building and Energy Management System

CEMS

Cluster Energy Management System

地域エネルギーマネジメントシステム

COP

Coeﬃcient of Performance

成績係数

DAS

Distribution Automation System

DCB

Direct Copper Bonding

DCS

Distributed Control System

DMC

Drive Master Controller

ビルエネルギーマネジメントシステム

分散型制御システム
デジタルシグナルプロセッサ

DSP

Digital Signal Processor

EDLC

Electric Double Layer Capacitor

電気二重層コンデンサ

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

FACTS

Flexible AC Transmission Systems

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

FPGA

Field-Programmable Gate Array

FTP

File Transfer Protocol

FWD

Free Wheeling Diode

ファイル転送プロトコル
ガスタービンコンバインドサイクル

GTCC

Gas Turbine Combined Cycle

GTO

Gate Turn Oﬀ

HDD

Hard Disk Drive

HEMS

Home Energy Management System

家庭内エネルギーマネジメントシステム

HEV

Hybrid Electric Vehicle

ハイブリッド自動車

HMDB

High-speed Measurement Database

HMI

Human Machine Interface

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

IED

Intelligent Electronic Device

ハードディスクドライブ

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ

IPM

Intelligent Power Module

インテリジェントパワーモジュール

IPP

Independent Power Producer

独立系発電事業者

IPS

Intelligent Power Switch

インテリジェントパワースイッチ

LBS

Load Break Switch

高圧交流負荷開閉器

LPG

Liqueﬁed Petroleum Gas

液化石油ガス

MDB

Multi-Drop Bus
Meter Data Management System

メータデータマネジメントシステム

MEMS

Mansion Energy Management System

マンションエネルギーマネジメントシステム

MEMS

Micro Electro Mechanical Systems

微小電気機械システム

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect Transistor

金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ

PCS

Power Conditioner

パワーコンディショナ

PLC

Power Line Communication

電力線搬送通信

PLC

Programmable Logic Controller

PM2.5

Particulate Matter

微小粒子状物質

PPS

Power Producer and Supplier

特定規模電気事業者

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

SBD

Schottky Barrier Diode

ショットキーバリアダイオード

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SIT

Static Induction Transistor

SNS

Social Networking Service

SOC

State of Charge

TIM

Thermal Interface Material

UPS

Uninterruptible Power Supply

USB

Universal Serial Bus

VCB

Vacuum Circuit Breaker

VTS

Vivid Transaction System

静電誘導トランジスタ
充電率
無停電電源装置
真空遮断器
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略語・商標

MDMS

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
80 PLUS

米国 Ecos Consulting Inc. の商標または登録商標

Achilles 認証

カナダ Wurldtech 社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

Linux

Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標

UNIX

X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における商標または登録商標

Windows

米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標

Windows 7

米国 Microsoft Corp. 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。

技術業績の表彰・受賞一覧（2013 年度）順不同
経済産業省

一般社団法人 電気学会
●平成 24 年電気学会産業応用部門研究会

部門優秀論文発表賞

●平成 25 年度国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰）

「混合整数計画法とパラメータ予測に基づくエネルギープラ
ント最適化」

富士電機株式会社

高橋

弘

●平成 25 年度国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰）

富士電機株式会社
●平成 24 年開閉保護技術委員会

鈴木

富士電機株式会社

亮平

佐藤以久也

開閉保護研究発表賞
一般社団法人 日本経済団体連合会

「配線用遮断器の選択遮断シミュレーション」
富士電機株式会社
●平成 25 年電気学会全国大会

浅沼

岳

●第 11 回産学官連携功労者表彰

「産学垂直連携・共同研究体「TPEC」の創成」

優秀論文発表賞

「70 kW/L All-SiC インバータの開発」
富士電機株式会社
●平成 25 年開閉保護技術委員会

日本経済団体連合会会長賞

富士電機株式会社
松井

康平

〔独立行政法人 産業技術総合研究所，株式会社アルバッ
クとの共同受賞〕

開閉保護研究発表賞

「電気接点と IGBT を併用した低圧直流用開閉器の検討」
富士電機株式会社

山内

芳准

一般社団法人 日本電機工業会
●平成 25 年度（第 62 回）電機工業技術功績者表彰

一般社団法人 エレクロトニクス実装学会

「SiC デバイスを用いた産業用インバータの商品化」

●ミッションフェロー（2013 年 3 月〜2016 年 3 月）

略語・商標

富士電機株式会社

優良賞

渡邉

富士電機株式会社
裕彦

安達

健人，岩本

●平成 25 年度（第 62 回）電機工業技術功績者表彰

進

奨励賞

「屋外型大容量・高効率 PCS の開発」
社団法人 日本磁気学会
●平成 25 年度日本磁気学会表彰

富士電機株式会社

藤倉

政信，藤井

幹介

浜田

佳伸，細岡

洋平

「業界最小 TWIN ブレーカの開発」

新技術・新製品賞

「垂直磁気記録媒体用 Ru 下 地層 /CoPt 合金−酸化物グラニ

富士電機機器制御株式会社

ュラ磁性層材料の開発」
富士電機株式会社

竹野入俊司，渡辺

マレーシア富士電機社

上住

貞幸
洋之

〔株式会社東芝セミコンダクター & ストレージ社との共

一般社団法人 日本機械工業連合会
●平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰

資源エネルギー庁長

官賞

「新 3 レベル回路適用無停電電源（HX シリーズ）
・パワーコ

同受賞〕

ンディショナー（PVI シリーズ）
」
一般社団法人 日本機械学会東海支部
● 2012 年度日本機械学会東海支部賞

富士電機株式会社
プロジェクト賞
一般社団法人 日本鉄道車輛工業会

「自動販売機の環境適合と省エネルギー技術」
富士電機株式会社
〔国立大学法人 三重大学との共同受賞〕
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●平成 25 年度鉄道車両工業精励者表彰

富士電機株式会社

矢野

和博

一般財団法人 新エネルギー財団
●平成 25 年度新エネ大賞

第 20 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」
シンポジウム

新エネルギー財団会長賞

「屋外自立式太陽光パワーコンディショナ PVI シリーズ」

● Mate2014

開発奨励賞

「高温動作 SiC 素子実装のための金系はんだの融点制御技術」

富士電機株式会社

富士電機株式会社
株式会社 日刊工業新聞社
● 2013 年

超

髙橋

弘樹

〔技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発

モノづくり部品大賞

生活関連部品賞

機構において受賞〕

「パルス駆動型電子膨張弁」
PCIM Asia 2013

富士電機株式会社
●第 16 回（2013 年）オゾン層保護・地球温暖化防止大賞

● Young Engineer Award

「Investigation of T jmax=175℃ Continuous Operation in

優秀賞

「低 GWP 冷媒を用いたハイブリッドヒートポンプ自動販売
機の開発」

IGBT Module」
富士電機株式会社

齊藤

隆

富士電機株式会社
公益社団法人 発明協会
フジサンケイ ビジネスアイ

●平成 25 年度関東地方発明表彰

●第 27 回（2013 年度）独創性を拓く 先端技術大賞

特別賞

「PM2.5 発生源特定を可能にするエアロゾル複合分析技術の

「電力安定化システム制御装置（特許第 4432938 号）
」
富士電機株式会社

神通川

亨

〔一般社団法人 日本風力発電協会との共同受賞〕

開発」
富士電機株式会社

発明奨励賞

武田

直希，小泉

和裕

田原

雅哉

〔東京大学先端科学技術研究センター，独立行政法人 海
洋研究開発機構との共同受賞〕

「内燃機関点火用パワー半導体装置（特許第 4665452 号）
」
富士電機株式会社

岩水

守生，豊田

善昭
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エネルギー関連事業 で，安全・安心で持続可能な

掲載項目一覧
東京都交通局 発電所向け遠隔制御装置
配電自動化システムにおける太陽光発電と負荷の推定技術

社会に貢献

海外向け配電自動化システム
レトロフィット対応ディジタル形 LR 制御ユニット

特別対談

90（4）

パワーエレクトロニクスでエネルギー革新を目指す
― デバイスのイノベーションで加速化するパワエレの応用 ―

電力線搬送通信（PLC）評価技術
エネルギーマネジメント…………………………………… 120（34）

北九州スマートコミュニティ創造事業における実証成果
成果と展望

98（12）

エネルギーソリューションの提供

けいはんな BEMS 実証事業
インテリジェント型直流多端子電源
次世代型双方向通信出力制御実証事業

ハイライト

104（18）

屋内自立型太陽光発電用パワーコンディショナ

社会環境……………………………………………………… 121（35）

社会保障・税番号制度対応「e- 自治体 統合宛名システム」

「PVI1000-3/660」
産業インフラ

スマートマンション向けクラウド型 MEMS
中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」

変電システム………………………………………………… 124（38）

東京電力株式会社 川崎火力発電所向け主変圧器の納入

間接外気活用省エネルギーハイブリッド空調機

バーレーン電水庁向け JBF66 kV 変電所の運転開始

「F-COOL NEO」

新日鐵住金株式会社 君津製鐵所向け 200 MVA 変圧器の納

国内トップランナー基準対応モルトラ「FM-T14」
汎用インバータ「FRENIC-Ace
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シリーズ」

入

スタックタイプインバータ「FRENIC-VG シリーズ」
（690 V 系列）

「72 kV エコ C-GIS」
大阪市交通局 高速電気軌道第 5 号線北巽変電所の更新

海外向け大容量 UPS「7000HX-T4」

サウジアラビア・SADARA CHEMICAL 社向け変圧整流

ストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器（LBS）

装置「S-FORMER」の出荷

非常停止用押しボタンスイッチ φ22，φ30

電気設備の劣化診断技術

第 2 世代 LLC 電流共振制御 IC「FA6A00N シリーズ」

機電システム………………………………………………… 126（40）

6 インチ製造ラインによる SiC-SBD チップの量産開始

既存の制御システム更新ツールの拡充

IEC 規格対応グラスフロント自動販売機「Twistar」

船舶用多機能陸電設備

次世代保冷コンテナ「D-BOX」

アルミニウム材表面処理プロセスライン電機設備

工場の温排水を利用した蒸気発生ヒートポンプシステム

トルコ・EGE CELIK 社向け棒鋼線材圧延用電気品の更新

エアロゾル複合分析技術

コンテナ型データセンター「F-eCoMo」
東名高速道路 休憩施設情報提供ターミナル設備の納入

発電システム
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火力・地熱プラント………………………………………… 113（27）

グローバル対応型クラウド FEMS の導入
クランプ式無線電力センサ

インドネシア ISM 発電所向け火力発電設備の引渡し完了

NEDO インドネシア実証事業

吉の浦火力発電所 1・2 号機の営業運転開始

低炭素開発活動を支援する気づきツール

中国向け PJG#1 コージェネレーション発電所の運転開始

計測制御システム…………………………………………… 129（43）

トルコ・クズルデレⅡ地熱発電所の営業運転開始

食品分野向け計測制御システム

フィリピン・マイバララ地熱発電所の営業運転開始

鉄鋼分野向け計測制御システム

タイ・電力庁マエモ火力発電所のタービンの更新

ごみ処理プラントの計測制御システム

風力発電システム…………………………………………… 115（29）

風力発電と蓄電池による非常時自立運転システム
燃料電池……………………………………………………… 115（29）

「MICREX-SX WEB 監視システム」
ボード型「SX バス I/O」
情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」

燃料電池の国内納入事例

化学分野向けソリューション関連の「MICREX-NX」機能

燃料電池の海外納入事例

拡張
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関西電力株式会社向け音沢発電所ダム監視操作卓
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データ収集・解析支援パッケージソフトウェアの新機能
エンジニアリングツール「HEART」の新機能

温度可変電流リードの納入

2 成分（CO＋O2）測定用レーザガス分析計「ZSS」
転炉ガス回収効率を向上するレーザガス分析計
次世代グローバルスタンダード温度調節計「PXF シリーズ」
住宅用火災（煙式）
・ガス・CO 警報器「KN-95」
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掲載項目一覧

感振センサの高度化

900 V 耐圧の逆阻止 IGBT（RB-IGBT）

建物の構造ヘルスモニタリングシステム

パワー半導体のシミュレーション技術
「V シリーズ」IPM の中容量・小型パッケージ

高性能個人線量計「DOSE e-nano」
高線量対応の電離箱検出器

1,700 V 耐圧 SiC ハイブリッドモジュール

緊急時放射線モニタリング機器

TIM プリペースト IGBT モジュール
175 ℃連続動作を保証する IGBT モジュール

パワエレ機器

136（50）

ドライブ……………………………………………………… 137（51）

ハイブリッド自動車用 IPM のパッケージ技術
熱流体シミュレーション技術

空調用途向けインバータ「FRENIC-HVAC シリーズ」の

600 V ディスクリート RB-IGBT「FGW85N60RB」

系列拡大（200 V・575 V）

パワーコンディショナ用 All-SiC モジュール

コンパクト形インバータ「FRENIC-Mini（C2S）シリーズ」
の容量拡大

感光体………………………………………………………… 149（63）

高耐久負帯電型有機感光体

「E-SX バス」対応のサーボアンプ「ALPHA5」

高感度正帯電型有機感光体

自動車試験機用高速モータ「GNQ1165A」

ディスク媒体………………………………………………… 150（64）

入出力異電圧対応高圧インバータ

大容量・高信頼性垂直磁気記録媒体

パワーサプライ……………………………………………… 138（52）
食品流通

常時商用給電方式小容量 UPS「UX シリーズ」
サーバ用高効率フロントエンド電源「FH02650UAD」
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自動販売機…………………………………………………… 152（66）

インバータ冷凍機内蔵型壁面アイスショーケース

低圧大容量瞬低補償装置「UPS8000D-3/500S」
輸送パワエレ………………………………………………… 139（53）

株式会社ゆりかもめ 7300 系車両向けラックアンドピニオ

コンビニエンスストア向け物品自動販売機「FGS260 W」
ハイブリッドヒートポンプⅡ缶飲料自動販売機
「FA25M5RD4WK-FOP」

ン方式ドアシステム
九州旅客鉄道株式会社 クルーズトレイン向け電源装置
東日本旅客鉄道株式会社 埼京線・横浜線 E233 系車両向け
リニア方式ドアシステム

冷熱制御技術………………………………………………… 153（67）

「ハイクオリティコールドチェーンシステム」
通貨機器……………………………………………………… 153（67）

コインメック「FEVT シリーズ」

環境対応車向け車載用充電器
受配電・制御機器コンポーネント………………………… 141（55）

大容量棒金ストッカー「CST770」

電磁接触器「FJ シリーズ」の機種拡充（40〜95 A）
「G-TWIN Λ シリーズ」における小型低圧遮断器の機種拡
充

基盤・先端技術

154（68）

基盤技術……………………………………………………… 155（69）

直流高電圧対応の無極性配線用遮断器（400〜800 AF）

次世代パワーデバイスの開発を支える分析・解析技術
デバイス等価回路モデルを利用した装置損失予測技術

太陽光発電設備向け電磁接触器「SC-N14/DS」
「SC-N16/DS」

パワーエレクトロニクス関連の国際規格への対応

高圧真空遮断器「AUTO・V シリーズ」

高速データベース技術

小型コンタクタ「SK シリーズ」の機種拡充（SK18 形，

組込み機器開発への仮想ハードウェア適用技術

SK22 形）

電力用磁性材料の最適化利用技術

太陽光発電システム用ストリング監視ユニット

先端技術……………………………………………………… 157（71）

熱アシスト磁気記録方式向け磁性層技術
電子デバイス

144（58）

パワー半導体………………………………………………… 145（59）

「Super

J-MOS

FRED シリーズ」

産業用小容量 IPM

完全受動安全特性を備えた実用小型高温ガス炉
機械学習技術のロボットビジョンへの適用
1,700 V 耐圧クラス SiC-SBD
13 kV 級超高耐圧 SiC-IGBT

ワンチップ リニア制御用 IPS「F5106H」
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主要事業内容
発電・社会インフラ

パワエレ機器

環境にやさしい発電プラントとエネルギーマネジメントを融合させ，

エネルギーの効率化や安定化に寄与するパワーエレクトロニクス応

スマートコミュニティの実現に貢献します。

用製品を提供します。

発電プラント

ドライブ

火力・地熱・水力発電設備，原子力関連機器，太陽光発電システム

インバータ・サーボ，モータ，EV 用システム，輸送システム

社会システム

パワーサプライ

エネルギーマネジメントシステム，電力量計

無停電電源装置（UPS）
，パワーコンディショナ（PCS）

社会情報

器具

情報システム

受配電・制御機器

産業インフラ

電子デバイス

産業分野のさまざまなお客様に，生産ライン・インフラ設備に関わる，
省エネルギー化 ， ライフサイクルサービス

を提供します。

産業機器・自動車・情報機器および新エネルギー分野に欠かせな
いパワー半導体をはじめとする電子デバイスを提供します。

変電

半導体

受変電設備，産業電源設備

パワー半導体，感光体，太陽電池

機電システム

ディスク媒体

産業用ドライブシステム，加熱・誘導炉設備，工場エネルギーマ
ネジメントシステム，データセンタ，クリーンルーム設備

ディスク媒体

計測制御システム

食品流通

プラント制御システム，計測システム，放射線管理システム

冷熱技術をコアに，メカトロ技術や IT を融合し，お客様に最適な製

設備工事

品とソリューションを提供します。

電気・空調設備工事

自販機
飲料・食品自動販売機

店舗流通
流通システム，ショーケース，通貨機器
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