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2017 年度の技術成果と展望

富士電機は，エネルギー・環境技術の革新を追求し，エネルギーを安
定的に最も効率的に利用できる，環境にやさしい製品・システムを創り
出しています。強いコンポーネントとそれを活用した特徴あるシステム
の創出や，これらをつなぐ IoT（Internet of Things）技術の活用によ
り，お客さまの価値を徹底的に追求するため，研究開発を行っています。
本号は，2017 年度の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
フィールドデバイスと解析・最適化技術を生かした富士
電機の IoT ソリューションは，エネルギー利用の最適化
をはじめとしたお客さまにとって新たな価値を創造します。
また，店舗の省人化や省エネルギー化を図ったり，耐環境
インバータを用いて従来は設置できなかった過酷な環境に
おいてプラントのモータを制御したり，パワーモジュール
で EV の駆動を制御したり，地熱バイナリー発電による再生
可能エネルギーを利用したりして，ネガワットとエネルギー
ミックスなどの実現に貢献しています。
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特集に寄せて

エネルギー・環境技術の革新を追求し
経済と環境の両立による
安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献

富士電機は，1923 年の創業以来，エネルギー・環境技

されている SiC（炭化けい素）を用いた SBD（Schottky

術の革新を追求し，産業・社会インフラの分野で，広く世

Barrier Diode） や， ト レ ン チ ゲ ー ト 構 造 の SiC-

の中に貢献してまいりました。現在，国際社会では，温室

MOSFET を開発し，世界最高レベルの性能と安定性を両

効果ガス排出削減のための国際的な枠組みである「パリ協

立しています。

定」や，持続可能な開発目標である SDGs が採択されるな

この半導体技術をパワエレ機器に組み込み，冷却ファン

ど，経済成長とエネルギー・環境・人権などの社会的課題

レスで全閉自冷構造の耐環境インバータ「FRENIC-eFIT」

の解決を両立するための動きが広がってきています。

を開発しました。腐食性ガス雰囲気下や屋外などの過酷な

このような中，当社は，2017 年 4 月にパワエレシステ

環境における用途の拡大が期待できます。このように SiC

ム事業本部を発足させ，エネルギーの安定化と最適化を実

を用いた半導体モジュールは，付加価値が期待できるさま

現する

ざまなパワエレ機器に展開していきます。

エネルギーソリューション

省エネルギー（省エネ）を図る

と，工場の自働化や

インダストリーソリュー

インダストリーソリューション分野においては，工場の

の分野で，グローバルな事業拡大を目指しており

自働化などへの活況な投資を背景に，ファクトリーオート

ます。富士電機のエネルギー・環境事業は，まさに社会の

メーション分野の伸長が続いています。富士電機は，大型

要請やニーズに合致するもので，世界トップレベルの技術

圧延機やブロワ，ポンプなどの工場機器の駆動に使用する

を持つパワー半導体，そのパワー半導体を搭載したパワー

水冷式高圧大容量インバータ「FRENIC4800VM6」など

ション

エレクトロニクス（パワエレ）機器，ならびにセンサ・制

を製品化し，お客さまの使いやすさや省力化に貢献します。

御システムに IoT（Internet of Things）を組み合わせた

また，2016 年度から継続して開発してきたサーボシステ

システムソリューションを核にして，お客さまにとって価

ム「ALPHA7」や，
モーションコントローラ「SPH3000D」

値が高く，環境にやさしい製品やシステムを創出してまい

などの特徴あるコンポーネントを用いたモーション制御技

ります。

術で，精密な制御を必要とする工場の自働化などに貢献し
ます。さらに，加工設備の複数データを収集する際に，1

研究開発としては，半導体とパワエレ機器のシナジーを

サイクルごとにデータを集約して収集できる設備情報収集

追求し，急速に電動化が進む車載用途をターゲットに，車

システム「MICREX-OnePack」を開発し，製造加工ラ

載用ディスクリート，小型軽量で高電力密度を実現する車

インの IoT 化を進めています。

載用パワー半導体モジュール，車載用密閉型高電圧コンタ

また，プロセスオートメーション分野では，駆動制御技

クタ（HVC）
，およびこれらを用いた車載用パワエレ機器

術，計測制御技術，工業電熱技術などをコア技術として，

の開発を進めています。

生産設備の安定稼動とエネルギー原単位削減を実現するコ

半導体分野では，従来の Si 半導体と比較して，スイッ

ンポーネントやシステムを提供しています。鉄鋼・非鉄分

チング周波数が高い領域に至るまで低損失で，かつ，高

野では，機能拡充した「MICREX-VieW XX」を用いて，

温でも動作することから，次世代の半導体材料として注目

鉄鋼プラント向けの大規模監視制御システムを更新しまし
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た。セメント分野では，プラントの制御に必要な機能をプ

現場の機器からデータを収集して処理を行うエッジコント

ラットフォーム化したセメントプラント向け監視制御シス

ローラとクラウドとの通信機能，セキュリティ機能，なら

テムのパッケージを開発しました。これにより，国内外の

びにデータを診断・分析，予測，最適化する数理エンジ

パートナーやユーザによるエンジニアリングが容易になり

ンを備えた IoT プラットフォームを開発しました。これを

ます。
エネルギーソリューション分野では，パワエレ技術をコ

用いて，自社工場を含む複数のプロジェクトを運用し，生
産性の向上，製造品質の向上，運用・保守の効率化，プ

アとして，無停電電源装置（UPS）
，施設用電源設備およ

ラント効率の改善，工程品質トレーサビリティの確保など，

びデータセンターなどの空調設備などの開発を進めていま

ユースケースを増やしています。

す。情報・通信システムの高度化やクラウド化により伸長

広く製品に貢献する共通的な基盤技術や，将来を見据

を続けるデータセンター向けには，高効率化に加えて給電

えた先端技術の研究開発を行っています。一例を挙げる

信頼性の要求に応えるため，モジュール制御適用大容量

と，モデルベース設計技術を開発し，製品開発の設計プロ

UPS「UPS7400WX-T3U」を開発しました。モジュール

セスの変革を進めています。材料技術としては，実験とと

1 個当たり 330 kVA の容量で構成され，複数のモジュー

もに計算科学を取り入れて，固体絶縁，半導体界面の解析，

ルを組み合わせることで容量の対応性を向上し，お客さま

タービンの余寿命診断などに貢献する金属腐食予測などを

の設備に柔軟に対応できます。

対象に，理論的な裏付けを強化しています。

発電分野では，国内最大級の地熱バイナリー発電設備が
営業運転を開始するなど，低炭素社会の実現に向けて，地

富士電機は，経営の基本理念を

地球社会の良き企業

熱をはじめ，蓄電技術を組み合わせた太陽光や風力，さら

市民として，地域，顧客，パートナーとの信頼関係を深め，

にはバイオマス火力発電などの再生可能エネルギーの利用

誠実にその使命を果たします

に向け，積極的に取り組んでいます。
食品流通分野では，カップ式自動販売機で培った技術を

熱く，高く，そして優しく

とし，スローガンとして
を掲げています。新しい技

術や製品を生み出し社会に貢献するという

熱い

心， 高

応用し，海外市場をターゲットとした本格的なドリップ式

い

コーヒーマシンを開発するなど，グローバル市場への展開

そして，お客さまや仲間，支えてくれる家族に感謝し，大

を進めています。また，国内の流通・小売業界における人

切に思う

目標を掲げてどんなに困難でも立ち向かっていく気概，
優しさ

です。

手不足対策と働き方改革へ向けて，富士電機が得意とする

このスローガンの下，多 様 な 人 材 が チームとなり，

IoT，メカトロニクス（からくり）
，冷却・加熱の技術を組

SDGs の達成に取り組み，安全・安心で持続可能な社会の

み合わせ，利便性，省力化，省エネという三つをキーワー

実現に貢献していく所存です。皆様のご指導，ご鞭撻を心

ドに新たな製品やサービスを開発しています。

よりお願い申し上げます。

全社共通の IoT 関連では，汎用のクラウド技術をベー
スにサービスを容易に構築可能なインタフェース機能や，

代表取締役社長
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特別対談

−100 周年を迎える 2023 年，1 兆円企業を目指すには−

顧客価値起点の商品企画と研究開発に，
オープンイノベーションをどう活用するか
元橋 一之 東京大学 大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻 教授
近藤 史郎 富士電機株式会社 執行役員 技術開発本部長

中国をはじめとする新興国の台頭や，IoT や AI に代表される新たな技術の発展によるビジネスモデルの
変化など，富士電機を取り巻く環境はますます厳しさを増している。この先もお客さまに選ばれる商材を生
み出していくには，自前の技術やリソースを活用しているだけでは限界がある。オープンイノベーションを
加速させるにはどうしたらいいか。オープンイノベーション研究の第一人者である東京大学大学院教授の
元橋一之氏を迎え，顧客価値創出を進める上でのオープンイノベーションの在り方について，富士電機技術
開発本部長の近藤史郎と意見を交換した。

戦略があってオープンイノベーションがある
近藤

われわれメーカーはこれまで長い間，機種ごと

に比較的明確な競争軸に沿って研究開発を進めてき

りました。電力変換装置の主要な競争軸の一つは変
換効率ですが，既に 98.8 % に達しており，残りの
1.2 % を追求することを全てのお客さまが望んでい
るわけではありません。先生のおっしゃる

Good

ました。しかし，最近の技術の進歩や環境の変化が，

Enough Market（ほどほどに良い製品で十分な市

明確だった競争軸を変えつつあります。例えば，パ

場） に，まさにわれわれも直面しているといえま

ワーエレクトロニクス（パワエレ）技術を使った製

す。この現実を真摯（しんし）に受け止めるととも

品には，電源の電圧や周波数を安定化させたり，直

に，これからは顧客価値に向かい合った商品企画や

流を交流に変換したりする電力変換装置がありま

研究開発が必須であるとの認識を強くしており，そ

す。富士電機はこの電力変換装置を，国内外のお客

の価値を創造するためにオープンイノベーションな

さまのさまざまな用途に合わせて取りそろえてまい

どの手法を積極的に取り入れていきたいと考えてい
ます。
先生はさまざまな企業の分析を通じて，オープン
イノベーションの進め方や効果などについて多くの
知見をお持ちです。本日はいろいろとご教示いただ
きたいと思います。

元橋 一之

もとはし かずゆき

1986 年 通
 商産業省（現経済産業省）
入省
1998 年 O
 ECD 科学技術産業局エコ
ノミスト
2002 年 一
 橋大学イノベーション研
究センター助教授
2004 年 経
 済産業研究所ファカル
〜現在   ティフェロー
2004 年 東
 京大学先端科学技術研究
センター助教授
2006 年 東
 京大学先端科学技術研究
センター教授
2006 年 東
 京大学大学院工学系研究
〜現在
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科技術経営戦略学専攻教授  

元橋

よろしくお願い致します。

近藤

富士電機は，5 年後の 2023 年に創立 100 周

年を迎えます。その節目の年までに売上 1 兆円企
業となることを目指し，事業体制と研究開発体制を
見直してきました。
富士電機の事業は，パワエレシステム，発電，電
子デバイス，食品流通の四つに分かれており，事業
本部ごとに製品開発部門があります。
一方，コーポレートには，共通基盤技術や先端的
要素技術の研究，技術マーケティング，研究テーマ
の企画，知的財産の管理活用などの機能を持つ技術
開発本部があります。オープンイノベーションの推
進を担うチームも，
この技術開発本部の中にあります。

特別対談

元橋

顧客価値起点の商品企画と研究開発に，オープンイノベーションをどう活用するか

各事業本部の開発部門と技術開発本部とでは，

の手段です。ですから，まず企業としてイノベー

手がける内容がオーバーラップすることがあると思

ションの戦略があって，その上でオープンイノベー

います。その際，主にどちらがリードすることに

ションが手段として適当なのかどうなのか，という

なっているのでしょうか。イノベーションを考える

ことを検討する必要があります。

上で，この点は重要です。
近藤

イノベーションの戦略を立てる上で非常に重要な

先生，そこについて，ぜひ，お話を伺いたいと

のは，お客さまの業界でリーダー的存在に当たる企

思います。先ほども申し上げたとおり，各事業本部

業（リードカスタマー）が，5 年先，10 年先をど

が製品開発，技術開発本部が技術マーケティングか

う考えているか，ということです。ですからまず，

ら要素技術や基盤技術の開発と，役割を整理して現

お客さまと接する部分をどうするか，ということを

在の体制にしました。研究開発の効率化の視点ある

考えなくてはなりません。組織の問題はその後です。

いは顧客価値やイノベーションの創出の観点から，
各部門がどういうフェーズでどう協力していくこと

“ 探索 ”“ 開発 ”“ 収益化 ” の 3 プロセスがある

が富士電機全体を強くするのか，いわゆる全体最適
を今まで以上に図っていく必要があると考えていま
元橋

元橋

オープンイノベーションのプロセスは， 探索

開発

す。
先ほど近藤さんがおっしゃったように，今，

マーケットは大きく変化しています。技術が進歩

収益化

の 3 段階に分かれます。 探索

とは，技術を見つけてきて新しい製品コンセプトを
固めるまでのプロセスです。 開発

は，実際に新

するにつれ，お客さまは品質だけでなくユーザビ

製品やサービスを生み出すまでのプロセスで，効率

リティに価値を置くようになりました。また，著

化がポイントです。 収益化

は，出来上がった製

しい発展を遂げる新興国は，先進国にとって巨大

品からいかに経済価値を引き出すかというビジネス

マーケットであるとともに，ビジネスの競争相手と

モデルを構築するプロセスです。このように段階に

なっています。彼らのマーケットニーズは

Good

よって内容が全く異なりますから，どの段階である

ではありません。

か位置付けを明確にすることが重要です。全てをひ

の製品を生産する

とくくりにしてオープンイノベーションを論じると，

Enough

であって， 超一流

低いコストで

Good Enough

新興国の追い上げに，日本でも経営が悪化する企業
が出ています。

大変混乱したものになってしまいます。
近藤

最近， モノづくりからコトづくりへ

という言

葉をよく耳にするようになりました。 コトづくり
というのは，モノとそれに付随するサービスを一体

現状では，富士電機のオープンイノベーショ

ンは

開発

探索

や

のフェーズに取組みが集中しており，
収益化

への拡張が課題の一つです。

技術開発本部に技術マーケティングを行うチーム

化させ新しい価値を提供することをいいます。これ
までの日本企業は高品質の製品を作る

モノづく

り

で戦ってきましたが，これからは

コトづく

り

に取り組まなければ，激化するグローバル競争

に打ち勝つことは難しいでしょう。
ただ，お客さまのニーズは技術だけで解決できる
ものではなくなりましたが，そうはいっても技術的
な差別化はメーカーにとって大事なポイントです。

近藤 史郎

マーケットが大きく変化する中で，技術をどう対応

1984 年

させていくか。そういう視点はこれからも必要です。

2007 年

コトづくり

では自前

のリソースで研究開発する自前主義がうまく機能
しましたが， コトづくり

富士電機企業管理（上海）
有限公司董事長・総経理

2013 年

富士電機株式会社産業イン
フラ事業本部計測制御シス
テム事業部長

2016 年

富士電機株式会社技術開発
本部副本部長

オープンイノベーションに注目が集まるようになっ
たのは，このような背景からです。

富士電機アドバンストテク
ノロジー株式会社取締役

2012 年

のスピードと幅に対応

することは難しい。外部と協力して研究開発を行う

富士電機製造株式会社（現
富士電機株式会社）入社

にとってオープンイノベーション

は非常に有効な手段です。 モノづくり

こんどう しろう

2017 年

富士電機株式会社執行役員，
技術開発本部長兼務

オープンイノベーションはイノベーションの一つ
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る。これが戦略です。
近藤

われわれは，富士電機の強みを外からどう見え

るのかという視点で，いま一度，きちんと整理しな
いといけませんね。オープンイノベーションで相手
からパートナーに選んでもらうにも，魅力が必要で
す。
元橋

産学連携もオープンイノベーションの

探索

の一つです。ただ，産学連携の場合，大学の尖（と
が）った技術を入れて，製品を出すところまでもっ
ていくのは，効率がいいとはいえません。入口と出
口はできるだけ詰めなければならない。その点，入
口がベンチャー企業ならば，かなりマーケット寄
りですから出口も近い。そういう観点では，CVC
（Corporate Venture Capital） を 使 っ て

探索

するのも一つの方法です。
をつくり，特に

探索

にフォーカスして，将来の

築く上で必要な技術のリサーチに当たっています。

ています。ただ，メンタリティやスピードの面で日

さまの時間的・金銭的負担を大幅に軽減するため，

本と合うのかという課題があると感じています。
元橋

難しい問題です。最近は特に中国で，ものすご

お客さまの現場における ICT ソリューションを戦

い勢いでベンチャー企業が誕生しています。2015

略に掲げています。この戦略の実現に向けては，自

年の米国の VC 投資と同じぐらいの投資が行われ

社にない ICT の技術を国の内外を問わず外部から

ているというデータもあります。日本と比較する

引っ張ってくる。一方で，得意とする機械は，しっ

と 50 倍です。私は広州にある中山（ちゅうざん）

かりと自前で取り組み，かつマーケットも抑える。

大学をベースに，深圳（しんせん）の VC やベン

これならば

チャー企業について調べていますが，投資のスピー

探索

もうまくいきますね。

富士電機で考えると，例えば，われわれのお客さ
まは，現在から将来に向けて CO2 排出削減の問題

ドが全然違いますよね。即断即決です。
近藤

富士電機は一時期，現地化を目指して中国と米

を抱えています。このような課題に対してソリュー

国にラボを置いていました。研究開発にしても製品

ションを提供するために，われわれが何をやり，何

開発にしても，現地のニーズは現地で理解すべきで

を外に求めるのか。きちんと決め切れていないケー

すし，お客さまとのコラボレーションで開発を仕上

スがあります。このような状態でもビジネス機会の

げていくプロセスも違います。このことに対応する

創出に向けてオープンイノベーションを活用するこ
とができるでしょうか。
元橋

おっしゃるように，この企業は建設機械を扱う

建設業界のサービスにビジネスを広げる戦略がはっ
きりしています。戦略がクリアであれば，オープン
イノベーションで

探索

するものが見えてきます。

このような明確な戦略がないと，オープンイノ
ベーションはうまくいきません。例えば，エネル
ギーを考えるのであれば，マーケットは日本か海
外か。火力，新エネルギー，原子力など電力ミック
スはこれからどうなっていくか。ある程度の将来の
シナリオを何通りか作ってみることをお勧めします。
そのシナリオを基に，その機械メーカーと同じよう
にエネルギー業界を取り込むようなアプローチでい
くのか，あるいは一部をやるのかなどについて考え
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CVC については，事業ないしは技術でシナジー

が出るところとビジネスとして連携したい，と考え

先生もご存じのある有名な機械メーカーは，お客
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ため，商材の開発あるいは現地に合わせたモディ

元橋

収益化

の重要なコンセプトの一つに， エコ

ファイの機能を持った方がよいと考えました。今は，

システム

生産やエンジニアリングの拠点が整備されてきてい

クールのマルコ・イアンシティ教授が広めた概念で，

るので，これらを独立して置くことはしていません。

一つのイノベーションに対する相互補完的な企業の

改めて

探索

の機能強化という観点で検討すべき

時期に来ているのではないかと考えています。
ただ，会社の内外の情勢を考慮すると，もう一度

があります。ハーバード・ビジネスス

集合体を指します。そして，エコシステムにおける
役割は，キーストーンとニッチプレーヤーの二つに
分類されます。

海外にラボを持つことも検討する時期に来ているの

例えば，Google の Android は一つのキーストー

ではないかと考えています。どういう機能のラボを

ンです。自分が儲（もう）けるのではなく，エコス

作るかは大きな課題です。
元橋

現地化はマーケットによると思いますね。例え

ば中国の国家電網に進出したい場合，ナショナルセ

テムの中心として多くのニッチプレーヤーを引きつ
け，彼らを儲けさせてあげながらパイを大きくして
いきます。

キュリティの観点から日本企業を含めた外資系企業

キーストーンを目指すのか，あるいはニッチプ

は当然入れてくれません。企画をやっている清華大

レーヤーになって儲けるのかは，企業にとって大き

学と共同することになります。こういうケースは日

な分かれ道です。

本とは切れていますので，完全に現地でやる必要が

近藤

エコシステム同士の競争もありますね。

ありますよね。

元橋

そうです。富士電機はこれまで競合他社をベン

独自技術を持つ海外のベンチャー企業と連携する

チマークされてきたと思いますが，今後はエコシス

のであれば，現地の拠点は小さくていいでしょう。

テム単位で捉える必要があります。どういう企業が

中国は画像認識の技術を得意としていますし，米国

どのエコシステムにサプライしているか。複数のエ

は米国の，ヨーロッパはヨーロッパの得意技術があ

コシステムにサプライしている企業もあるかもしれ

ります。各地に拠点を置き，担当者はそれらをグ

ません。

ローバルに移動する。日本の本社とは 1 週間に 1 回，

近藤

富士電機が 21 世紀に生き残っていくには，

テレビ会議で話すようなイメージです。ゆくゆくは，

キーストーンが世の中の大きなトレンドをつかんで

現地にこういうサプライヤーがいるとか，現地の大

エコシステムをつくっていくときに，富士電機なし

学でこういう共同研究をやっているなど，情報ネッ

では成り立たないというポジションを確立すること

トワークの拠点のような位置付けとしても機能させ

だと考えています。

ることができると思います。

2 年前に IoT プロジェクト室をつくったときも，
富士電機はプラットフォーマーになるのではなく，

エコシステムで企業は二つの役割に分かれる
近藤

次は

収益化

についてお聞かせください。

どのプラットフォームでも動くアプリケーションを
作ろうと決めました。われわれは，お客さまのニー
ズに合わせてソリューションを展開できるよう，ア
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プリケーションと，その価値創造のための技術を徹
底的に強くすることに注力しています。
元橋

ニッチプレーヤーの価値はとても大きいと思い

ます。サービスを決めるのはデータで，データは
ニッチのところで発生します。プラットフォーマー
に全てのデータが集まることはありません。
また，B to B の世界は今，プラットフォームが
ありとあらゆるところにできていますので，どれが
勝っても対応できる形にしておくというのは非常に
優れた戦略だと思います。
場合によっては，自分のコアを取捨選択する必
要があるかもしれません。その際に一番大事なの
は，お客さまがどういう方向に行こうとしているか
をつかんでいるということです。加えて，お客さま
に「こちらに行ったらいいですよ」と言えるくらい
の自信を持っていることが大事だと思います。

Index：重要経営指標）の設定に苦慮しています。
元橋

ある会社の取組みが参考になるかもしれませ

ん。研究開発の計画を策定するときに，自前ではな
く外部から取ってくる場合を必ず比較することを要

オープンイノベーションを担う人材とは
元橋

ライン長は，普段のお仕事が忙しいでしょうか

する中に，オープンイノベーションが必ず入ってく

ら，本来はもう一段高い立場でオープンイノベー

るようになります。それを予算のシステムに組み込

ションを担う CTO がいるのが，オープンイノベー

むと，KPI もおのずから出てくるのではないでしょ

ションを推進する上で望ましい形です。
近藤

各社でオープンイノベーションの専門部署を置

く動きも起きているようです。
どのような人材で構成するかが非常に重要になる
と思いますが，理想的な適性はあるでしょうか。富

今，大学でやってもらった研究を，もし自分た

ちでやったらいくら投資が必要かという試算はして
います。それを予算にまで広げていけばいいのです
ね。
今回，いろいろとお話を伺いオープンイノベー

ステム経験者，海外経験者と，バックグラウンドが

ションを進める上での課題が見えてきました。富士

全く異なる社員を集めてスタートしました。

電機の将来の事業をどういうふうにしていくのかと

私は経団連の 21 世紀政策研究所の研究主幹を

いう，イノベーションの戦略が重要ということです

長年務めており，オープンイノベーションの研究の

ね。役割分担と組織形態を含めて検討し，前に進め

一環で度々企業に対してアンケート調査を行ってい

ていきたいと思います。

ます。多くの企業が，オープンイノベーションの人
材がいないと回答しています。理由はいくつかある

元橋

戦略を立てるには，競合他社の動向だけでなく，

お客さまやその先の競合関係，あるいはサプライ

と思いますが，日本企業の営業の人達は外の世界を

ヤーの情報など，もっと広くて深い情報が必要です。

知らないということが大きいように思います。その

コンサルタントやシンクタンク，今ではオープンイ

点，研究者の方が学会へ出席することもあり，外に

ノベーションのマッチングを手がけるような会社も

顔見知りがいます。私は営業の人よりも，意外と研

ありますから，そういう会社の持つ豊富な情報をう

究者に適性があるように思いますね。それにプラス

まく利用するのも一つの方法です。このあたりも非

して全体を回せるような能力のある人が少しいれば

常にオープンに考える必要があります。

いい。先ほど話題になった機械メーカーの CTO 室

近藤

そうですね。外の情報を取り入れると同時に，

も 10 人以下です。それほど大きな組織はいらない

富士電機の強みを外に対してもっときちんと発信し

のです。

なければいけないと，あらためて感じました。

オープンイノベーションによる効果や成果はど

お話を通じてオープンイノベーションについて理

のように評価すればいいでしょうか。事業化まで時

解が深まりました。本日は非常に貴重なお話をあり

間のかかる研究もあり，KPI（Key Performance

がとうございました。

近藤
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うか。
近藤

士電機では，デバイス経験者，パワエレ経験者，シ

元橋
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成果と展望

顧客価値を生み出す強いコンポーネント・
システムと IoT でつなぐソリューション

近藤

史郎

富士電機株式会社

執行役員

技術開発本部長

を進め，強いコンポーネントとシステムの創出に取り組み

1. まえがき

ました。
富士電機は，エネルギー環境技術の革新を追求し，世界
トップレベルのパワー半導体技術をコアに，これを駆使し

2. 顧客価値を生み出す IoT を活用した

て生み出す特徴あるパワーエレクトロニクス（パワエレ）

ソリューション

機器のコンポーネントを提供します。また，これらのコン
ポーネントに計測・制御技術を組み合わせることでシステ

IoT は，現場からデータを収集・蓄積し，サイバー空間

ムを強化するとともに，IoT（Internet of Things）技術

で新しい価値を創出するシステム概念の総称です。富士

を駆使してデータを収集し，最新の数理的手法を用いて解

電機では，IoT の活用を，事業拡大やビジネスモデル転換

析することで新たな価値をお客さまに提供していきます。

の手段と位置付けるベンダ視点と，生産性・品質向上，原
価低減などの手段と位置付けるユーザ視点の双方で捉え

研究開発方針の一つとして， 顧客価値を創出し，売
を掲

て推進しています。2017 年度は，フィールドデバイスと

げ，研究開発改革を推し進めました。2017 年度から，製

解析・最適化技術（アナリティクス・AI）の組合せを容

品開発機能は各事業本部の開発統括部門に集約し，技術開

易に実現するための基盤である IoT プラットフォームの

発本部は共通基盤技術と先端技術を担う体制を明確にして

基本開発，およびクラウド移行のための開発を完了しまし

再編を完了しました。また，ステージゲートに相当する

た。具体的には，汎用のクラウド技術をベースにサービス

DR（デザインレビュー）について，その上流プロセスの

を容易に構築可能なインタフェース機能や，現場の機器か

改革として顧客価値検証のための仕組みを構築するととも

らデータを収集して処理を行うエッジコントローラとクラ

に，技術マーケティング部門の創設による商品企画力の向

ウドとの通信機能，セキュリティ機能，ならびにデータを

上を進めました。さらに，先端技術と共通基盤技術の強化

診断・分析，予測，最適化する数理エンジンを備えた IoT

上・利益拡大を実現する効率的な研究開発の推進

監

視

異常診断

カスタム
サービス

お客さまへの
価値の提供
分

析

見える化

ビッグデータ解析

管理支援

IoT プラットフォームの範囲
データをためて活用する
クラウド・サーバ

現場の機器をつなぐ
エッジコントローラ

お客さまの工場の
フィールド機器

図1

蓄

積

FiTSA Σ

アナリティクス・AI

MONITOUCH

SPH3000-IoT

現場
改善

IoT プラットフォーム
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。これらのプラッ
プラットフォームを開発しました（図 1）

表1

トフォーム整備に並行して，社内工場における IoT 活用，
IoT ソリューションを顧客フィールドで効果検証するプロ

All-SiC モジュール系列
パッケージ

外形寸法（mm）

ジェクトなどを推進して，生産性の向上，製造品質の向

タイプ 1B

タイプ 2B

タイプ 3LB

W62 × D20
× H12

W68 × D26
× H13

W126 × D45
× H13

上，運用・保守の効率化，プラント効率の改善，工程品質
トレーサビリティの確保など，ユースケースを増やして

定格電圧

ゲート構造

1,200 V

トレンチ

25A, 50A

75A, 100A

200A, 300A,
400A

1,700 V

トレンチ

−

−

130A, 200A,
260A

います。富士電機の IoT 活用は， Small，Quick Start &
Spiral-Up

をモットーに，素早く始める IoT で，お客

さまと協働することにより，顧客価値を創出しています。

3. パワー半導体とパワエレ技術のシナジー
急速に電動化が進む自動車分野向けに，車載用ディスク
リート，車載用パワー半導体モジュール，車載用密閉型高
電圧コンタクタ（HVC）
，およびこれらを用いた車載用パ
ワエレ機器の開発を進めています。車載用パワー半導体モ
ジュールは，半導体スイッチの損失低減に加えて小型軽量
で高電力密度が重要な顧客価値となるため，ダイオードと
IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）をワンチッ
プで実現する RC-IGBT（Reverse-Conducting IGBT：
逆導通 IGBT）
，軽量なアルミニウム製で放熱性能に優れ
るウォータージャケット一体型構造の冷却器，ならびに内
部配線にリードフレームを用いたパッケージ技術を駆使し
て車載用大容量直接水冷 IGBT モジュールを開発していま
。これらの技術により，6 in 1 IGBT モジュール
す（図 2）

図3

耐環境インバータ「FRENIC-eFIT」

としては大容量の定格 750 V/1,200 A を実現しています。
従来の Si 半導体と比較して，スイッチング周波数が高

の高速動作や高信頼性を実現します。新構造モジュールに

い領域に至るまで低損失で，かつ，高温でも動作すること

1,200 V 耐圧の SiC トレンチ MOSFET チップを搭載した，

から，次世代の半導体材料として注目されている SiC（炭

定格容量 1,200 V/25 〜 400 A の All-SiC モジュールと，

化けい素）を用いた SBD（Schottky Barrier Diode）や，

新 た に 開 発 し た 1,700 V 耐 圧 の SiC ト レ ン チ MOSFET

SiC-MOSFET（Metal-Oxide-

チップを搭載することにより，定格容量 1,700 V/130 〜

Semiconductor Field-Effect Transistor）を開発し，世

260 A の All-SiC モ ジ ュ ー ル の 系 列 拡 大 を 行 い ま し た

トレンチゲート構造の

界最高レベルの性能と安定性を両立しています。パッケー
ジとしては，銅ピン接続と樹脂封止技術を用いた新構造

（表 1）
。
この SiC-MOSFET モジュールを用いたパワエレ機器

パッケージを適用し，All-SiC モジュールを開発してい

として，低損失で発熱が少なく，かつ，高温動作が可能な

ます。この新構造モジュールは，内部のインダクタンスを

特長を生かして，冷却ファンレスで全閉自冷構造の耐環

低減するとともに，高温動作が可能であり，SiC デバイス

。
境インバータ「FRENIC-eFIT」を開発しました（ 図 3）
腐食性ガス雰囲気下や過酷な環境における用途の拡大が期
待できます。このように SiC を用いた半導体モジュールは，
付加価値が期待できるさまざまなパワエレ機器に展開して
いきます。

4. インダストリーソリューション分野
工場の自働化などへの活況な投資を背景に，ファクト
リーオートメーション（FA）分野の伸長が続いています。
富士電機ではこの分野でお客さまの要望に応えるために，
パワエレ技術，制御技術，計測機器技術をコア技術として，
強いコンポーネントとシステムを開発しています。
図2

車載用大容量直接水冷 IGBT モジュール
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本性能の向上だけでなく，ユーザ支援機能の拡充による

生産設備の安定稼動とエネルギー原単位削減を実現するコ

使いやすさの向上も実現した産業用中大容量インバータ

ンポーネントやシステムを提供しています。

「FRENIC4400VM6」
「FRENIC4800VM6」 な ど を 製 品
化し，国内の鉄鋼・非鉄メーカー向けに納入しました。
2016 年度から継続して開発してきたサーボシステム
「ALPHA7」や，モーションコントローラ「SPH3000D」

製品製造，操業の安定化および監視の容易化に応えるた
めに，
「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」の機能
拡充を行いました。鉄鋼・非鉄分野では，これを用いて鉄
鋼プラント向けの大規模監視制御システムを更新しました。

などの特徴あるコンポーネントを用いたモーション制御技

セメント分野では，プラントの制御に必要な機能をプラッ

術で，精密な制御を必要とする工場の自働化などに貢献し

トフォーム化したセメントプラント向け監視制御システム

ています。

。これにより，国内
のパッケージを開発しました（図 5）

これらの技術の応用システムの一つとして，自動車産業

外のパートナーやユーザによるエンジニアリングが容易に

分野向けに，WLTP（乗用車等の国際調和排出ガス・燃費

なります。このほか，食品分野，発電分野などにも各種監

試験法）に対応したタイヤ試験装置を開発しました（図 4）
。

視システムの納入を進めています。

駆動技術と精密な制御技術を組み合わせ，電気慣性制御を
駆使することにより軽自動車から 4 t トラック相当までの

5. エネルギーソリューション分野

各種モード走行運転負荷制御が可能となります。
富士電機は，データ収集部の小型化や低価格化を行うた

エネルギーソリューション分野では，変電システム，受

め，工場などの加工設備の複数データを収集する際に，1

変電などの大容量パワエレ技術，エネルギーの監視制御技

サイクルごとにデータを集約して収集できる設備情報収集

術をコアとして，社会インフラ・産業分野において，開

⑴

システム「MICREX-OnePack 」を開発し，製造加工ラ

閉装置，変圧器，系統保護リレーおよび電力系統の監視

インの IoT 化を進めています。

制御システムや配電自動化システムなどを展開していま

プロセスオートメーション（PA）分野では，駆動制御

す。また，無停電電源装置（UPS）
，施設用電源設備お

技術，計測制御技術，工業電熱技術などをコア技術として，

よびデータセンターの空調設備などの開発を進めていま
す。情報・通信システムの高度化やクラウド化により伸
長を続けるデータセンター向け UPS では，高効率化に加
え，給電信頼性の要求が高まっています。これらの要求に
応えるため，北米向けにモジュール制御適用大容量 UPS
。モジュー
「UPS7400WX-T3U」を開発しました（図 6）
ル 1 個当たり 330 kVA の容量で構成し，複数のモジュー
ルを組み合わせることで容量の対応性を向上できます。ま
た，各モジュールの分担電流が高効率運転領域となるよう
に制御し，給電継続状態における修復を可能にしてお客さ
まの設備に柔軟に対応できます。
再生可能エネルギーの大量導入に起因する系統問題対策
の重要性が増している中，欧米で先行しているスマートイ
ンバータの開発にも取り組んでいます。富士電機は，系

図4

WLTP に対応したタイヤ試験装置

機能の選択・組合せ
設備

機

原料調合制御
原料

焼成

実設備に適用

ソフトウェア
標準機能

能
ソフト
ウェア

ミル出口温度
制御など
キルン回転数
制御
キルンフッドド
ラフト制御など

クリンカ・石膏
仕上 流量制御
ハード
げ 仕上ミル制御
ウェア
など

統サポート機能を持つパワーコンディショナ（PCS）と，

原

料

焼

成

仕上げ
ハードウェア
標準機能
展開接続図

HMI
端末

標準盤
コント
ローラ
I/O

外形図
端子表

図6
図5

セメントプラント向け監視制御システムのパッケージ

北米向けモジュール制御適用大容量 UPS
「UPS7400WX-T3U」
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分散型電源
マネジメントシステム
（DERMS）

スマートインバータ
IEC 61850
通信

DERMS
サーバ

フロントエンド
プロセッサ

通信端末
パワー
（IED） コンディショナ
（PCS）

図9
図7

スマートインバータの開発

GT-Λ

図8

バイナリー発電設備

SK ，TK

CP30F

リレー・タイマ用
ソケット

図 10

プッシュイン方式の省工数機器

IEC 61850 通信で通信接続を可能とする通信端末（IED）

固体酸化物形燃料電池（SOFC）システム

九電みらいエナジー株式会社から建設一括請負工事（土

を開発しました。また，スマートインバータと分散型電

木工事を除く）契約で受注したバイナリー発電設備（発電

源マネジメントシステム（DERMS）間の IEC 61850 通

端出力 4,990 kW）を納入し，2018 年 2 月 23 日に営業

信による遠方監視制御機能を検証するための機能検証用

。今まで発電に利用されず地
運転を開始しました（図 9）

DERMS を開発し，東京電力ホールディングス株式会社に

下に戻されていた熱水を，発電に有効活用できるようにし

納品しました。これは，国立研究開発法人 新エネルギー・

ました。低沸点媒体にノルマルペンタンを採用しています。

産業技術総合開発機構（NEDO）の
対応技術研究開発事業

電力系統出力変動

。
にて実証を進めています（図 7）

制御盤の配線工数低減に貢献するねじレスの新製品とな

太陽光発電分野では，DC32.14 MW 太陽光発電設備の
元請工事を受注し，2018 年 5 月から営業運転を開始して
います。

，電磁接触器「SK」
，
る配線用遮断器・漏電遮断器「GT-Λ」

高発電効率の固体酸化物形燃料電池（SOFC）システム

サーマルリレー「TK」
，サーキットプロテクタ「CP30F」
，

の実現を目指し，NEDO プロジェクトに参画し，50 kW

リレー・タイマ用ソケットのスプリング端子品を開発しま

級実証機の開発と 3,000 時間の運転評価を終了しました

した。挿入するだけで配線が完了するプッシュイン方式を

。
（図 10）

全機種に採用するとともに，スキルレスで使いやすさを追
求しています。また，IEC 規格，UL 規格などの主要な海

7. 食品流通分野

。
外規格認証を取得しています（図 8）
食品流通分野では，カップ式自動販売機で培った技術を

6. 発電分野

応用し，海外市場をターゲットとした本格的なドリップ式
。UL 規格および
コーヒーマシンを開発しました（図 11）

発電分野では，低炭素社会の実現に向けて，地熱，太陽

NSF 規格の認証を取得することで，高いレベルの安全性

光，風力などの再生可能エネルギーの利用に積極的に取り

を証明し，米国をはじめ，アジア・中国など，グローバル

組むとともに，火力や燃料電池を加え，電力供給における

市場への展開を進めています。

総合技術で社会に貢献していきます。
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鉄の
存在確率
1.0
酸性水溶液

結晶粒
0.0
結晶粒界

32 µm

16 µm
（a）腐食前

図 12
図 11

（b）腐食後

腐食進行を予測するシミュレーション技術

海外市場向けドリップ式コーヒーマシン

し，製品開発の設計プロセスの変革を進めています。パラ
飲料を販売可能とする自動販売機を開発しました。 衝撃

メトリックな 3D-CAD の形状変更，解析設定の自動化な

を与えると凍りだす

どによりパワエレ機器の温度と騒音の多目的最適化手法を

という過冷却現象を応用したもので，

目の前で凍りだす楽しさや，口の中に広がるかき氷のよう

確立し，性能向上を確認しました。今後は，フロントロー

な食感など，単にものを売るということから消費を促す演

ディングによる製品開発に応用していきます。
熱エネルギー技術としては未利用の低温排熱の有効活用

出をするということが可能となります。また，国内の流
通・小売業界における人手不足対策と働き方改革へ向けて，

を狙い，既に製品化した 120 ℃排熱利用ヒートポンプで

富士電機が得意とする IoT，メカトロニクス（からくり）
，

は到達できない高温水蒸気を提供するために，同一の圧

冷却・加熱の技術を組み合わせ，利便性，省力化，省エネ

縮機で二段階圧縮を可能とする技術を開発し，高効率な

という三つをキーワードに新たな製品やサービスを開発し

150 ℃高温蒸気発生装置を開発中です。

ていきます。

9. あとがき
8. 基盤・先端技術
富士電機が取り組んでいる，エネルギー環境技術の革新
富士電機では，これまで述べてきた各技術を共通的に支

を追求し，電気エネルギーを安全・安心で効率的に利用し

える基盤技術や将来を見据えた先端技術の研究開発を行っ

ていただく技術，熱エネルギーを有効に利用し省エネル

ています。共通基盤技術としては，電磁気，絶縁，EMC

ギーに寄与する技術，そしてこれらを最適に制御し，IoT

（Electromagnetic Compatibility）
， 熱 流 体， 機 械， 樹

でつなぐことによって付加価値を高めるソリューション技

脂・金属材料などの基盤技術に関わる実験，評価・解析や

術の概要を紹介してまいりました。また，富士電機では，

シミュレーションに取り組んでおり，先端技術としては，

新製品開発のプロセス変革に着手し，研究開発の仕組みの

SiC の先を担う半導体材料の研究や材料物性や劣化現象な

構築を進め，お客さまの価値創造に貢献できる商品を企画

どを予測する計算科学に取り組んでいます。

し，これに供する研究開発を進めてまいります。
このように今後も，技術革新を追求し，付加価値の高い，

材料技術においては，マルチフェーズフィールド法によ
る地熱タービンなどの腐食進行を予測するシミュレーショ

環境にやさしい製品・システムをお客さまに提供すること

。腐食液中のイオン拡散と
ン技術を開発しました（図 12）

により，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献してま

金属溶解を統一して取り扱うことができ，さまざまな腐食

いります。

環境・腐食モードにも対応でき，製品設計や予知保全など
に活用していきます。この事例のほかにも，実験だけでは
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なく計算科学を取り入れて，固体絶縁，半導体界面の解析
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VPP 対応需要家向けリユース蓄電池シ
ステム
富士電機は，2016 年度から経済産業省の
VPP 実証事業に関西電力株式会社などととも
に参画し，開発・実証を進めている。2017 年
度には，株式会社日本ベネックス，住友商事
株式会社とリユース蓄電池を用いた VPP 対
応需要家向け蓄電池システムを共同開発した。
蓄電制御には，富士電機の技術をベースとし，
VPP 実証事業に対応した標準システムを開発
した。状況に応じて次の機能の使い分けがで
きる。
⑴

ピークカット，デマンド制御機能

⑵

BCP（自立運転）機能

⑶

SOC（残容量）管理機能

⑷

VPP 連携機能

また，蓄電部は，日本ベネックス社の高密
度積載設計技術により，従来の 2 倍の積載効
率を実現し，20 フィートのコンテナに EV24
台分のリユース蓄電池を格納している。主に
工場やビルの電力需要ピーク時の補助電源と
して，今後，さまざまな需要家に展開していく。

モジュール制御適用大容量 UPS
「WX シリーズ」
UPS の市場において，特に伸長が期待さ
れているデータセンター向けでは，UPS の
給電信頼性に対する要求が強くなっている。
モジュール制御適用大容量 UPS「WX シリー
ズ」の北米向け製品「UPS7400 WX-T3U」
は，モジュール 1 個当たり 330 kVA の容量
で構成し，複数のモジュールを組み合わせる
ことで顧客設備に柔軟に対応できる。図に，
左から入出力盤，制御盤，モジュール盤
4 台で装置を構成した例を示す。
⑴

モジュールの冗長制御により，故障時

は故障したモジュールのみを切り離し，
UPS 給電を継続する。また，切り離した
モジュールは UPS 給電を継続した状態で
修復することができ，UPS の給電信頼性
を向上させている。
⑵

各モジュールの分担電流が高効率運転領

域となる運転・停止判定制御により，設備
負荷の広範囲で効率を向上させている。
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盤の配線工数低減に貢献するプッシュ
イン方式の新製品
富士電機は，制御盤の配線工数低減に貢献
するねじレスの新製品として，配線用遮断
器・漏電遮断器「GT-Λ」，電磁接触器「SK」，
サーマルリレー「TK」
，サーキットプロテク
タ「CP30F」
，リレー・タイマ用ソケットの
スプリング端子品を発売した。
挿入するだけで配線完了するプッシュイン
方式を全機種に採用し，スキルレスで使いや
すさを追求している。主回路系のコンポーネ
GT-Λ

SK ，TK

CP30F

ント（配線用遮断器・漏電遮断器，電磁接触
器など）では，プッシュイン方式の採用は国
内初となる。
また，IEC 規格，UL 規格などの主要な海
外規格認証の取得を完了した。

リレー・タイマ用ソケット

耐環境インバータ「FRENIC-eFIT」
今までインバータ化が困難とされた腐食性
ガス雰囲気下や屋外などの過酷な環境で，イ
ンバータ単体として設置可能な「FRENICeFIT」を開発した。主な特徴を次に示す。
⑴

IEC 規 格 の 環 境 パ ラ メ ー タ（4 K4H，

4C4，4S3）に準拠し，厳しい環境下でも
幅広く使用することが可能である。
⑵

低損失という特徴を持った All-SiC モ
ジュールを搭載することにより，全閉自冷
構造が可能となり，全容量で冷却ファンレ
スを実現した。また，ファンの清掃や交換
が不要となり，メンテナンスフリーを提供
できる。

⑶

Bluetooth 対 応 タ ッ チ パ ネ ル を オ プ

ションで選択できる。機能コードの編集や
インバータの各種情報のモニタリングなど，
携帯端末を使用して遠隔操作が可能である。
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「MICREX-VieW XX（ ダ ブ ル エ ッ ク
ス）
」による鉄鋼プラント向け大規模監
視制御システムの更新
富士電機は，某鉄鋼プラント向けに最新機

情報 LAN Ethernet

種である「MICREX-VieW XX（ダブルエッ
XOS
・・・
-3000

統合履歴画面

クス）
」を用い，大規模監視制御システムの
更新を実施した。更新後のシステムの特徴は

警報
運転操作

次のとおりである。
オペレータステーション「XOS-3000」

⑴

の統合履歴画面により，設備単位での異常
と運転操作の関連付けを容易にし，迅速な

制御 LAN FL-net Ver.3 準拠

異常要因の特定を可能とした。
⑵

高 速・ 大 容 量 の コ ン ト ロ ー ラ「XCS-

3000」を用いることで，制御機能の統合が
・・・

・・・

・・・

可能になり，最適なシステム構成を実現す

・・・

XCS
-3000

コント
ローラ

［第 1 設備］

［第 3 設備］

［共通設備］

るとともに，保守性も向上した。
⑶

［既存設備］

オープンネットワーク（FL-net Ver.3

準拠）を制御 LAN に用いることで，通信
データ量の向上と他システムの混在などが
可能となり，拡張性が向上した。

「MICREX-VieW XX（ ダ ブ ル エ ッ ク
ス）
」の機能拡充
富 士 電 機 は， 監 視 制 御 シ ス テ ム
①ナビゲーション機能

③データバンキング機能

数値から制御回路モニタに

記録データを簡単に取得

プラント画面

XCS-3000
（制御回路）

クライアント
（CSV/Excel）

」
「MICREX-VieW XX（ ダ ブ ル エ ッ ク ス ）
の機能拡充を行い，顧客の高品質な製品製造，
操業の安定化および監視の容易化を図った。
⑴

プラント画面に配置した制御ループ（内

数値を選択

部計器）の数値から，制御ループのアプリ
ケーション（制御回路）へのリンク表示を
可能とするナビゲーション機能を開発し，

情報 LAN

画面監視とともに制御回路の動作確認を可
能とした。
⑵

データベース
ステーション
XDS-3000

オペレータ
ステーション
XOS-3000

共有フォルダ
（NAS など）

改善し，内部計器数を 416 点から 512 点
に拡大することで，費用対効果が向上した。

制御 LAN FL-net Ver.3 準拠 LAN

⑶

コントロール
ステーション
XCS-3000

コントロールステーションの制御周期

（200 ms と 1 s）の処理性能を 20% 以上

操業・警報履歴，トレンド，帳票などの

②内部計器数の拡大

記録データを情報 LAN 上のクライアント

XCS-3000 のシステム高速化により実現

から CSV ファイルなどで簡単に取り出せ
る，データバンキング機能を開発した。
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第 7 世代「X シリーズ」産業用
RC-IGBT モジュール「Dual XT」
富士電機は，IGBT モジュールの小型化，
低損失化，高信頼性化といった市場要求に
応えるため，IGBT と FWD をワンチップ化
した RC-IGBT（逆導通 IGBT）を開発した。
現在，定格電圧 1,200 V 第 7 世代「X シリー
ズ」産業用 RC-IGBT モジュールの系列化
を進めており，今回，RC-IGBT を搭載した
「Dual XT」を開発した。
第 6 世 代「V シ リ ー ズ 」 産 業 用 IGBT モ
ジュール「Dual XT」の最大定格電流 600 A
に対し，定格電流を 1,000 A に拡大した。
同一パッケージを用いた従来製品と比較して，
実動作時のチップの接合温度の上昇を大幅に
改善した。電力変換装置のさらなる出力アッ
プや高寿命化が期待できる。

SiC トレンチ MOSFET 搭載モジュール
の系列拡大
低炭素社会の実現に向け，低消費電力が期
待できる SiC デバイスが注目を浴びている。
パッケージ

外形寸法（mm）

タイプ1B

タイプ2B

タイプ3LB

W62×D20
×H12

W68×D26
×H13

W126×D45
×H13

富士電機は，これまで銅ピン接続と樹脂封
止技術を用いた新構造パッケージを採用し
た All-SiC モジュールを開発してきた。こ
の新構造パッケージは，内部のインダクタ
ンスを低減するとともに，高温動作が可能

定格電圧

であり，SiC デバイスの高速動作や高信頼

ゲート構造

性を実現している。この新構造パッケージ
に 1,200 V 耐 圧 の SiC ト レ ン チ MOSFET
チ ッ プ を 搭 載 し た， 定 格 容 量 1,200 V/25
1,200 V

トレンチ

25 A, 50 A

75 A, 100 A

200 A, 300 A,
400 A

1,700 V

トレンチ

−

−

130 A, 200 A,
260 A

〜 400 A の All-SiC モジュールを開発した。
また，今回新たに 1,700 V 耐圧の SiC トレ
ンチ MOSFET チップを開発することにより，
定 格 容 量 1,700 V/130 〜 260 A の All-SiC
モジュールの系列を拡大する予定である。
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九電みらいエナジー株式会社 山川バイ
ナリー発電所の営業運転開始
山川バイナリー発電所は，九電みらいエナ
ジー株式会社から建設一括請負工事（土木工
事を除く）契約で受注したバイナリー発電設
備（発電端出力 4,990 kW）である。九州電
力株式会社の地熱発電所である山川発電所の
構内に位置し，2018 年 2 月 23 日に営業運
転を開始した。
バイナリー発電とは，加熱源により，沸点
の低い媒体を蒸発させ，その蒸気でタービン
を回す発電方式である。本発電所では，この
バイナリー発電方式を採用することで，今ま
で発電に利用されず，山川発電所から地下に
戻されていた熱水を発電に有効活用できるよ
うにした。低沸点媒体にノルマルペンタンを
採用した。
主機であるタービンは川崎工場で，発電機
は鈴鹿工場で製作した。熱交換器に腐食性の
高い地熱熱水を通すため，熱水の成分に応じ
た適切な材料を選定した。

蓄電池併設型太陽光発電用マルチ PCS
太陽光発電は，CO2 を排出しないクリー
ンなエネルギーというメリットがある一方，
発電出力が日射に影響されるため不安定な電
源というデメリットがある。この出力変動は
電力系統の不安定要因となるため，電力変動
を平滑化させる蓄電池を併設する発電所が増
えてきている。このような発電所向けに，太
陽電池と蓄電池を直流で接続可能なマルチ
PCS を製品化した。このマルチ PCS は，直
流入力が太陽電池用と蓄電池用で各 1.5 MW，
交流出力が 1.1 MVA であり，業界最大容量
である。従来の太陽光発電用 PCS と蓄電池
用 PCS を組み合わせた場合，それぞれに連
系用変圧器が必要であった。これに対してマ
ルチ PCS は，1 台の変圧器で連系が可能で
あり，システムコストと設置面積の低減に貢
献することができる。
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海外市場向けドリップ式
コーヒーマシン
富士電機は，カップ式自動販売機で培った
技術を応用し，海外市場をターゲットとした
本格的なドリップ式コーヒーマシンを開発し
た。
UL 規格および NSF 規格の認証を取得す
ることで，高いレベルの安全性を証明した。
米国をはじめ，アジア・中国など，グローバ
ルに展開を狙っていく。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

新開発のブリュア（コーヒー抽出部）で

は，独自開発のステンレス製メッシュフィ
ルタを採用することにより，限りなくペー
パードリップに近い高品質のコーヒー抽出
を可能とした。
⑵

海外での幅広い要求に対応するため，

コーヒーの容量アップを実現した。さらに，
大型のマイボトルが置けるワイドサイズの
ステージを搭載した。

富士電機共通基盤
IoT プラットフォーム

・・・

サービス

サービス

アナリティクス・AI

IoT プラットフォームは，現場のフィール
セキュリティ

ド機器のデータを収集し，アナリティクス・
AI 技術との組合せで，顧客に新たな価値を

IoT プラットフォーム

サービスインタフェース

提供する IoT サービス基盤である。汎用の
クラウドシステムをベースにサービスを容易

通信機能

クラウドシステム

に構築するためのサービスインタフェース機
能，現場データを収集するエッジコントロー
ラ，クラウドシステムとエッジコントローラ

通信機能

エッジコントローラ

セキュリティ

をつなぐ通信機能，ならびにシステムとデー
タを保護するセキュリティ機能を備えている
（図）
。

FiTSA Σ

MONITOUCH

SPH3000-IoT

IoT プラットフォームは，運用における高
信頼性と高安定性の確保，運用費の低減，な
らびに，リソースのスケールアウトによる新
規サービス・顧客・機器などの追加対応の容
易性を実現している。
2018 年度から運用を開始する予定である。

フィールド機器
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パワエレシステム・
エネルギーソリューション
エネルギーマネジメント
施設・電源システム
受配電・開閉・制御機器コンポーネント

パワエレシステム・エネルギーソリューション

展

望

エネルギーマネジメント
エネルギーマネジメントでは，変電システム，受変電な

性が増している中，欧米で進んでいるスマートインバータ
の開発を進めている。その他にも，社会インフラなどへの

どの大容量パワーエレクトロニクス（パワエレ）技術，エ

サイバー攻撃に備えた電力安定供給の模擬演習ができる模

ネルギーの監視制御技術をコアとして，社会インフラ，産

擬スマートグリッド・発電システム，ならびに経済産業省

業市場に，開閉装置，変圧器，系統保護リレー，電力系統

の VPP（バーチャルパワープラント）実証事業向けとし

の監視制御システムや配電自動化システムなどを展開して

て，VPP 対応需要家向けリユース蓄電池システムを開発

いる。

し，納入した。

国内においては，既設設備の更新・延命などが大半を占

今後も，社会インフラ，産業市場における新技術や新手

めるが，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技

法への期待，電力システム改革とエネルギーミックスの加

大会や環境・省エネルギー関連などの新設需要にも対応を

速，さらに高まる電力安定化や電圧制御のニーズに対して，

している。海外では，政情不安による停滞地域もあるが，

顧客の課題解決に向けた開発を推進し，市場への貢献を進

全体的には設備投資は微増傾向にあり，海外生産拠点を強

めていく。

化し，積極的に対応を進めている。
電力分野では，300 kV ガス絶縁開閉装置（GIS）を電

施設・電源システム

力会社に納入した。これに併せて，顧客標準仕様に合わせ

施設・電源システムでは，パワエレ技術をコアとして，

た三相一括形ガス絶縁母線（GIB）を開発し，納入した。

無停電電源装置（UPS）
，施設用電源設備およびデータセ

産 業 分 野 で は， キ ュ ー ビ ク ル 形 ガ ス 絶 縁 開 閉 装 置

ンターなどの空調設備を展開している。

（C-GIS）と特別高圧変圧器を直結構造とし，既設変電

情報・通信システムの高度化やクラウド化により，伸

所の空きスペースで老朽化した特別高圧変電所を更新し

長するデータセンター向け UPS は，高効率化に加えて

た。また，アルミニウム精錬・化学プラント向けの大容

給電信頼性の要求が高まっている。北米向けに開発した

量変圧整流装置「S-FORMER」とともに中小容量向け

「UPS7400WX-T3U」は，冗長化したモジュールを交換

「S-FORMER Mini」の市場展開を行っている。

することにより，給電継続状態での修復を可能にした。さ

交通分野では，電力回生吸収装置を電鉄会社の変電所に

らに，各モジュールを高効率な運転領域で動作するよう

納入した。電車がブレーキをかけたときに運動エネルギー

に制御を行うことで，より広範囲な設備負荷において効

を電力として回収し，駅の照明や電気設備の電源として有

率を向上した。また，設置スペース縮小の要求には，電

効活用することで，使用電力量の削減に寄与する。また，

力密度の高いリチウムイオン電池を採用した「7000HX」

大規模地震などで広域停電した場合でも列車を最寄り駅ま

（500 kVA）
，
「6000DX」
（100〜300 kVA）などを開発し，

で走行させることができるように，電鉄会社の変電所に非
常時における列車走行専用の大容量蓄電池設備を納入した。

省スペース化を実現した。
データセンターの大規模化に伴って要求が高まる発熱管

電力流通分野では，再生可能エネルギーの大量導入に起

理や最適空調制御，ならびにグローバル化に伴う地域特性

因する系統事故時の電力系統に及ぼす影響を低減する，出

や市場ニーズの多様化の要求に迅速に応える高い拡張性を

力 300 kW のモータ・同期発電機を開発し，電力会社に

持つモジュール型 UPS のプラットフォームの開発を進め，

納入した。事業用としては大規模な蓄電池駆動であり，再

市場ニーズに応える製品の開発を推進することで，社会イ

生可能エネルギーによる充電により，燃料を使用すること

ンフラのベースとなる施設・電源システムにおいて社会に

なく系統運用を行うことが可能である。また，この再生可

貢献していく。

能エネルギーの大量導入に起因する系統問題対策への重要
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受配電・開閉・制御機器コンポーネント

器「GT-Λ」
，電磁接触器「SK」
，サーマルリレー「TK」
，

受配電・開閉・制御機器コンポーネントでは，再生可能

サーキットプロテクタ「CP30F」およびリレー・タイマ

エネルギー関連設備，ビルディング・施設の電気設備，お

用ソケットを開発した。主回路系コンポーネントへのプッ

よび工場生産ラインの制御システムにおいて，電気を効率

シュイン方式の採用は，このクラスでは国内初となる。

的かつ安全に利用するための受配電機器・開閉機器，なら

受 配 電 機 器 の 保 護 継 電 器 で は， カ ラ ー LCD を 搭 載

びに生産設備や生産機械の自動化・最適化を図る制御機器

し，視認性と操作性を向上したディジタル形多機能リレー

に対する需要が高まっている。
低圧受配電・開閉機器では，スプリング端子を採用し

「F-MPC60G シリーズ」を開発した。CPU の二重化など
による自己診断機能により信頼性も向上している。

て制御盤の配線工数を低減する配線用遮断器・漏電遮断

パワエレシステム・エネルギーソリューション

エネルギーマネジメント
東北電力株式会社向け 300 kV 三相一括形ガス絶縁母線（GIB）
東北電力株式会社 超高圧変電所既納 300 kV ガス絶縁

図

変電所に納入した 300 kV 三相一括形 GIB

開閉装置（GIS）に増設した送電線回線の気中引き出し部
において，三相一括形ガス絶縁母線（GIB）を納入した。
当該電圧級の富士電機製の GIB は，相分離形を標準構造
としているが，今回の増設では顧客標準仕様に合わせた三
相一括形を開発した。開発に際しては，解析技術を駆使し
て設計最適化を図るとともに，試作器による温度上昇試験
や耐電圧試験などを実施し，検証課題をクリアした上で製
品化を実現している。また，系統と接続される気中ブッシ
ングには，ポリマーブッシングを国内電力会社向けに富士
電機として初めて採用し，軽量化による耐震性の向上とコ
ストダウンを図った。現在，現地試験を終えて営業運転を
開始している。

株式会社 ADEKA 富士工場向け 72 kV 特別高圧変電所の更新
1980 年代に設置されたキュービクル形ガス絶縁開閉装

図2

特別高圧変電所の外観

置（C-GIS）が老朽化を迎え，信頼性確保の見地から更
新が進んでいる。株式会社 ADEKA 富士工場の特別高圧
変電所は第 1 世代の C-GIS で構成されており，既設の変
電所の敷地内で短期間での更新を行った。特徴を次に示す。
⑴

C-GIS と特別高圧変圧器（タイ製）とを直結構造と

し，既設変電所の空きスペースに設置可能な構造とした。
⑵

バスダクトは変圧器上部を通る配置とし，設置面積を
削減させた。

⑶

保護リレーはディジタル形を採用し，信頼性向上，保
守の省力化を図った。

⑷

既設の架空線引込みをケーブル引込みに変更し，短時
間での切替を可能にした。
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エネルギーマネジメント
東亞合成株式会社 名古屋工場向け「S-FORMER Mini」
富士電機は，アルミニウム精錬・化学プラント向けの大

図 3 「S-FORMER Mini」

容量変圧整流装置「S-FORMER」を取り扱っている。こ
の技術を中小容量にも適用した「S-FORMER Mini」も
2006 年から市場に投入しており，20 台以上もの納入実
績を誇る。
こ の た び， 東 亞 合 成 株 式 会 社 の 名 古 屋 工 場 向 け に
S-FORMER Mini を受注し，2017 年 11 月に据付配線工
事・試験調整を完了した。設備の概要は次のとおりである。
S-FORMER Mini，特高降圧変圧器，高圧配電盤，

⑴

パワエレシステム・エネルギーソリューション

現場盤，遠方制御盤などで構成される。
⑵

コンパクトな S-FORMER Mini の特長を生かして，

限られたスペースへの機器配置を実現した。

長野電鉄株式会社 吉田変電所向け電力回生吸収装置
電車がブレーキをかけたときに運動エネルギーを電力と

図4

吉田変電所向け電力回生吸収装置（インバータ）

して回収する目的で，長野電鉄株式会社 吉田変電所に電
力回生吸収装置を納入し，運用を開始した。
主な構成機器は，インバータ，昇圧変圧器盤，制御盤で
ある。主な特徴は次のとおりである。
⑴

直流 1,500 V を交流 3,300 V に変換し，駅の照明や

電気設備の電源として有効活用することで，使用電力量
の削減を実現した。
⑵

想定される回生電力量から 2 面構成とした。これに

より，片側が停止しても運転継続が可能である。
⑶

長年培った電力回生吸収装置のノウハウを生かし，信

号や通信設備に影響を及ぼさないよう制御している。

神戸市交通局海岸線 御崎変電所向け大容量蓄電池設備
神戸市交通局海岸線 御崎変電所に非常時における列車

図5

御崎変電所に納入した大容量蓄電池設備の構成

走行専用の大容量蓄電池設備を納入した。
本装置により，万一，大規模地震が発生して広域停電し
た場合でも列車を最寄り駅まで走行させることができる。

蓄電池監視制御盤

大容量蓄電池盤

本設備は，直流高速度遮断器盤，直流リアクトル盤，大容

直流高速度
遮断器盤

量蓄電池盤，断路器盤，蓄電池監視制御盤で構成され，主
な特徴は次のとおりである。
⑴

非常走行専用とし，通常時には運転系統と切り離して
断路器盤

待機することで蓄電池の直列数を最適化し，冷却設備を
簡素化している。
⑵

ニッケル水素電池を使用しているので，発火・発煙お
よび有毒ガスの発生の心配がなく，鉛，水銀，カドミウ
ムなどの材料を使用していないため環境にも優しい。
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エネルギーマネジメント
沖縄電力株式会社 波照間発電所向けモータ・同期発電機
沖縄電力株式会社が，沖縄県より受託した

スマートエ

図6

モータ・同期発電機

ネルギーアイランド基盤構築事業 （小規模離島における再
生可能エネルギー最大導入事業分）において，富士電機は
発電出力 300 kW のモータ・同期発電機を沖縄電力株式会
社 波照間発電所に納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

再生可能エネルギーの導入拡大時に従来の発電機では

モータ
発電機

運用下限が制約となるが，今回納入したモータ・同期発
電機には運用下限がなく，再生可能エネルギーの導入拡
大に寄与することができる。
蓄電池によりモータを駆動し，その動力を用いて発電

パワエレシステム・エネルギーソリューション

⑵

することができるため，再生可能エネルギーで蓄電池を
充電すれば燃料を使用することなく系統運用を行うこと
が可能である。

模擬スマートグリッド・発電システム
独立行政法人 情報処理推進機構 産業サイバーセキュリ

図7

模擬プラントの外観

図8

スマートインバータと DERMS のシステム構成

ティセンターでは，増大する社会インフラなどへのサイ
バー攻撃に対抗するため，模擬プラントを用いた攻撃防御
の実践演習や調査分析を通じてセキュリティリスクに対応
する人材を育成している。富士電機は，産業サイバーセ
キュリティセンターに模擬スマートグリッド・発電システ
ムを納入した。島嶼などの独立電力系統を模擬したもので
あり，ディーゼル発電機，周波数調整用蓄電池，太陽光発
電所，風力発電所の模擬プラントおよび EMS で構成する。
系統の需要変動に対し，ディーゼル発電機のガバナフリー
制御と EMS の負荷周波数制御によって系統周波数を一定
に保ち，電力を安定供給する模擬プラントであり，社会イ
ンフラのサンプルとして演習に利用されている。

スマートインバータ
再生可能エネルギーの大量導入に起因する系統問題の対
策として，欧米では PCS に自律制御による系統サポート
機能と国際標準通信規格に対応した通信インタフェース
機能を持ったスマートインバータの導入が進んでいる。そ
の最適運用のためには，分散型電源マネジメントシステム

分散型電源
マネジメントシステム
（DERMS）

（DERMS）が必要となる。富士電機は，Volt-Var 制御，
Frequency-Watt

スマートインバータ
IEC 61850
通信

制御などの系統サポート機能を持つ

PCS と，IEC 61850 通信で接続が可能な通信端末（IED）
を開発した。また，スマートインバータと DERMS 間の
IEC 61850 通信による遠方監視制御機能を検証するため，
機能検証用 DERMS を開発した。本設備を東京電力ホー
ルディングス株式会社に納品し，NEDO の
力変動対応技術研究開発事業

DERMS
サーバ

フロントエンド
プロセッサ

通信端末
パワー
（IED） コンディショナ
（PCS）

電力系統出

にて実証を進めている。
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施設・電源システム
リチウムイオン電池（LiB）採用の大容量 UPS
情報化社会における情報通信システムの発展により，

図9

LiB 盤

データセンター市場は国内外で伸長しており，UPS 設備は
システムの安定稼動，高効率化に加えて設置スペースの縮
小が求められている。富士電機は，400 V タイプの UPS
「7000HX」
（500 kVA）と 200 V タイプの UPS「6000DX」
（100 〜 300 kVA）に，省スペース化が期待できるサムス
ン SDI 社製のリチウムイオン電池（LiB）を採用した。1
ラック当たりの LiB 盤の仕様は次のとおりである。
⑴

期待寿命

パワエレシステム・エネルギーソリューション

15 年間（周囲温度 25 ℃，5 % 放電 / 年 24 回，100 %
放電 / 年 2 回）
⑵

定格容量
34.6 kWh（400 V タイプ）
，24.4 kWh（200 V タイプ）

総合生産管理パッケージ

関連論文 : 富士電機技報 2018，vol.91，no.1，p.45

植物工場業界では，昨今の労働者不足（熟練農業者の減

図 1 0 パッケージの構成

少）の中で ，生産性の向上が課題となっている。
作業記録
生育記録

り，生産性の向上に貢献する総合生産管理パッケージの開
栽培
作業者

発を進めている。本パッケージは三つのパッケージで構成
され，その特徴は次のとおりである。
⑴

データ収集：作業状況などの記録の音声入力化により，

（環境制御コントローラ）

音声・画像

分析パッケージ
分

データベース
活

分析：独自に開発した収穫量予測機能（3 〜 4 日の短

析

収穫量予測
病害虫予測
環境分析

用

管理計画パッケージ

期予測において予測誤差 20 %）により，最適な作業人

制御目標

意思決定

員の配置ができる。
⑶

センサ（温湿度，
日射量など）

データ収集

手入力に比べて作業者の記録作業時間を短縮できる。
⑵

環境データ

データ収集パッケージ

富士電機は，栽培作業の一元管理や収穫量予測などによ

経営者
生産管理者

管理計画：データ収集と分析パッケージから得られた

見える化
生産管理
作業計画
労務管理

クラウド

情報を基に，生産状況を一元管理できる。

受配電・開閉・制御機器コンポーネント
ディジタル形多機能リレー「F-MPC60G シリーズ」
受配電設備の保守や管理および電力異常の検知のため各
種保護継電器が用いられている。今回， 視認性向上
作性向上

グローバル対応

操

をコンセプトとしてディジ

タル形多機能リレー「F-MPC60G シリーズ」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

カラー LCD の搭載により，視認性・操作性を向上した。

⑵

CPU および周辺電子回路を二重化構成とし，自己診

断機能による故障検知と不要動作の防止が可能である。
⑶

従来品と外形サイズ，取付方法，配線の互換性を持つ。

⑷

保護動作時の原因究明のため，事故波形記録機能を搭
載し，PC 操作支援ツールでデータ抽出が可能である。

⑸

海外でのスペックインを可能にするため，IEC 規格

（IEC 60255 シリーズ）に準拠している。
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図 1 1 「F-MPC60G シリーズ」
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受配電・開閉・制御機器コンポーネント
「F-MPC ZEBLA」
「 F - M P C Z E B L A 」 は， 中 ・大 規 模 向 け B E M S

関連論文：富士電機技報 2017，vol.90，no.3，p.164
図 1 2 「F-MPC ZEBLA」によるエネルギー管理システム構成例

（Building and Energy Management System）として
開発したエネルギー管理用のソフトウェアパッケージであ

F-MPC ZEBLA

PC

る。主な機能は次のとおりである。
⑴

過去の需要エネルギーデータを基に当日の需要を時間

ごとに予測する。
⑵

年間のエネルギー削減目標を設定するだけで過去の蓄
積されたデータおよび事業所の操業予定（カレンダー）

から，月ごと，日ごとの目標を自動的に決定する。時間

F-MPC
Web
RS-485
F-MPC
I/O
パルス信号

電力計測ユニット アナログ信号
入力ユニット
F-MPC 04P

F-MPC I/O 電力計測ユニット
F-MPC 04E
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ごとの需要予測を基に，消費が目標を超過しないように

LAN

省エネルギー制御を実行する。
パルス変換器

流量計

照明制御
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パワエレシステム・
インダストリーソリューション
ファクトリーオートメーション
プロセスオートメーション
社会ソリューション−交通・放射線−
情報ソリューション

展

望

パワエレシステム・インダストリーソリューション

富士電機は，強いコンポーネントを創出し，強いコン

御技術，誘導炉・誘導加熱装置などの工業電熱技術をコア

ポーネントでシステムを強化し，産業・社会インフラ分野

として，生産設備の安定稼動と原単位削減を実現するコン

を中心に展開を進め，そのシステムを海外市場でも拡大す

ポーネントとシステムを展開している。

ることでさまざまな分野に貢献している。

鉄鋼・非鉄分野では，
「MICREX-VieW XX（ダブルエッ
クス）
」を用いて鉄鋼プラント向け大規模監視制御システム

ファクトリーオートメーション
ファクトリーオートメーションでは，パワーエレクトロ
ニクス技術，制御技術，計測機器技術をコアとして，コン
ポーネントとシステムを展開している。
インバータでは，腐食性ガス雰囲気や屋外などの過酷
な環境下でもインバータ単体で設置が可能な「FRENICeFIT」を開発した。また，全容量で冷却ファンレスとなっ
ていることから，メンテナンスフリーを実現した。
回転機では，中国および米国の効率規制に対応したブ

の更新を実施した。また，海外向けに，機能安全を取り入れ
た連続式溶融亜鉛めっきラインの電機設備などを納入した。
セメント分野では，プラントの制御に必要な機能をプ
ラットフォーム化したセメントプラント向け監視制御シス
テムのパッケージを開発した。これにより，国内外のパー
トナーやユーザによるエンジニアリングが容易になる。
工業電熱分野では，電磁界解析および熱解析の技術を用
いて，薄板の誘導加熱装置などに適用しており，今後は新
しい用途に適用していく。

レーキ付モータを開発した。従来の標準効率ブレーキ付
モータと取合寸法が同一であり，置換えが可能である。
自動車産業分野では，WLTP（乗用車等の国際調和排出

社会ソリューション−交通・放射線−
鉄道車両では，シンガポール陸上交通庁（LTA）向けに，

ガス・燃費試験法）に対応したタイヤ試験装置を開発した。

2017 年 6 月に営業運転を開始した新型電車に，国内で実

電気慣性制御により軽自動車から 4 t トラック相当までの

績のあるラック・アンド・ピニオン機構のドア駆動装置を

負荷制御が可能である。

納入し，信頼性と安全性を向上させた。

工場などの省エネルギー（省エネ）分野では，温排水の

放射線機器・システムでは，国内の大型案件獲得や廃炉

熱を回収し，150 ℃の蒸気を生成する排熱利用蒸気発生

対策，新サービスなどの新規分野に向けた開発を推進して

ヒートポンプを製品化した。これにより，殺菌や乾燥工程

いる。新型電子式個人線量計は，1 台でγ線と中性子線

の省エネを図ることができる。また，ISO 50006 に準拠

を同時に測定が可能で，中性子線を発生する原子力施設で

したエネルギーマネジメントシステムの機能拡張を行うこ

の適用が期待される。また，通信機能により，遠隔監視シ

とにより，顧客の分析作業の負荷を軽減し，インバータや

ステムと連係し，作業者の被ばく低減に貢献できる。

排熱利用ヒートポンプなどを活用した運用効率改善活動の
スピードアップを図ることができる。

情報ソリューション

計測機器・センサでは，用途や適用場所を明確にし，シ

情報ソリューションでは，自治体・企業などの業務を

ステムを支える強いコンポーネントを開発していく。石

合理化するツールやシステムを展開している。交通系 IC

油・化学分野への適用を拡大するため，コリオリ式流量計

カードに蓄積された利用履歴のデータを利用する機能に

と同等レベルの精度をリーズナブルな価格で実現した，防

より，旅費精算業務の負荷を軽減する「ExchangeUSE」

爆形のスプール形超音波流量計「FST」を開発した。

V11 を開発した。また，企業内の異なるデータベースに
蓄積されている情報資産を専門知識のない業務部門のユー

プロセスオートメーション
プロセスオートメーションでは，駆動制御技術，計測制
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ザが簡単に検索や集計ができ，多言語に対応できる「軽技
Web7.0」を開発した。
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ファクトリーオートメーション
海外の効率規制対応ブレーキ付モータ
省エネルギーなどを目的として，各国・地域でモータ

図

中国向け GB2 級認証取得ブレーキ付モータ

（三相誘導電動機）の効率規制が広がりつつあり，ブレー
キ付モータもその規制対象機種となっている。富士電機は，
中国および米国の効率規制に対応したブレーキ付モータを
開発し，次に示す認証を取得した。
⑴

中国向け〔0.75 〜 15 kW（4 極，6 極は 11 kW）
〕

，中国版
GB18613-2012 の GB2 級（効率クラス IE3）
RoHS および CCC 認証（対象機種のみ）
⑵

米国向け〔0.75 〜 15 kW（4 極，6 極は 11 kW）
〕

NEMA MG1-12-12 の NEMA Premium（ 効 率 ク ラ
ス IE3）認証
従来の標準効率ブレーキ付モータとモータ枠番および取

パワエレシステム・インダストリーソリューション

合寸法が同一であり，スムーズな置換えが可能である。

産業機器向け直流バックアップ電源「FIP シリーズ」
世界的な産業分野における IoT への投資や，中国を中

図 2 「FIP シリーズ」

心とした製造ラインの自働化需要にけん引され，半導体製
造装置，産業用ロボットなどの製造装置市場が伸長してい
る。これらの装置の動作・制御用に多くの AC-DC 電源
が使用されているが，装置によって形状や出力仕様が異な
るため，おのおのの要求に応える必要がある。機能ブロッ
クの組合せにより，顧客仕様に柔軟に対応できる産業機器
向け直流バックアップ電源を開発した。最大 4 出力のマ
ルチ出力（出力電圧 5 〜 48 V）に対応し，オプションで
通信機能やバッテリバックアップ機能を付加できる。これ
により，顧客へのサンプル提供を最短約 1 か月（従来の
カスタム電源の 1/6）の期間で可能とし，顧客装置の開発
期間の短縮や開発費の圧縮に大きく寄与する。

スプール形超音波流量計「FST」の防爆認証取得
2016 年に発売したスプール形超音波流量計「FST」の

図 3 「FST」
（防爆形）

さらなる市場拡大のため，防爆認証を取得した。
FST は，3 測線方式（3 対の超音波センサによる計測）
と独自の演算アルゴリズムによって，コリオリ式流量計に
匹敵する 0.2 % の高精度を実現している。さらに，圧力
損失がないことや低価格である点で特に優れている。
今回，防爆認証を取得したことにより，コリオリ式流
量計が多用されている石油・化学分野での置き換えが可
能になった。また，一般に多く使用される電磁流量計で
は測定できない非導電性流体である油，純水なども測定が
可能であることから，これらのリプレース市場を中心に展
開を進めていく。取得した防爆認証は，国内防爆，IECEx，
ATEX，NEPSI である。
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ファクトリーオートメーション
タイヤ試験装置
富士電機は，自動車試験装置用途に駆動装置を多数納入

図4

タイヤ試験装置

している。これまで培ってきた技術を応用し，WLTP（乗
用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法）に対応したタイ
ヤ試験装置を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

5 分力計を採用し，フォース法によるころがり抵抗試
験，制駆動試験，加速度試験が可能である。

⑵

タイヤの実走行状態に近づけるため，スリップ角，

キャンバー角調整機能（ 5 ）により，タイヤアライメ
ントの再現が可能である。
⑶

タイヤ側の駆動・制動を再現するため，タイヤ回転用

モータの配置により，制駆動トルク制御が可能である。
⑷

ドラム側には電気慣性制御機能を搭載し，車両重量に

低 GWP 冷媒の 150 ℃蒸気の発生が可能な高温ヒートポンプ技術
工場では電力の省エネルギーに加えて，熱の省エネル

図5

150 ℃蒸気の発生が可能な排熱利用蒸気発生ヒートポンプ

図6

ISO 50006 に準拠したエネルギー運用効率診断機能

ギーと CO2 排出量削減を実現するヒートポンプのニーズ
が高まっている。また，代替フロン冷媒に替わる低 GWP
冷媒の実用化が世界的に求められている。富士電機では，
利用価値の低い温排水の熱を回収し，利用価値の高い蒸気
を生成する排熱利用蒸気発生ヒートポンプを製品化してい
る。このたび NEDO の研究助成事業を活用し，低 GWP
の新冷媒を用いた業界最高となる 150 ℃蒸気の発生が可
能な高温ヒートポンプ技術を開発し，試作評価を完了した。
⑴

新冷媒に対応した高効率冷媒圧縮技術の構築

⑵

高効率・低コスト冷媒回路・冷媒制御技術の開発

今後，実証試験を通じて熱負荷変動追従制御の開発およ
び信頼性の向上を行う。

ISO 50006 に準拠したエネルギー運用効率診断機能
従来の設備単位での省エネルギー対策に加えて，近年は，
エネルギー需要に合わせたよりきめ細かな設備の効率的運
用が求められている。国際規格である ISO 50006 に準拠し
たエネルギー効率指標，要因管理の管理フレームワークを
基に，エネルギーマネジメントシステムの新機能を開発した。
⑴

エネルギー管理ユニット単位（組織，ライン，設備な
ど）のエネルギーロス要因の自動診断機能

⑵

エネルギー効率（目標，実績）やロス要因（管理しき
い値）をリアルタイムに運用管理する汎用ダッシュボー
ド機能
これらの機能を用いることにより，顧客の分析作業負荷

の軽減および運用効率改善活動（PDCA サイクル）のス
ピードアップが可能となる。
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応じた各種モード走行運転が可能である。

効率悪化要因
ランキング表示

効率悪化

ロス要因の自動診断
⇒分析業務の自動化

効率改善
エネルギー供給量

〇〇温度 △△圧力 ×× 流量

効率悪化要因を影響
度順に自動抽出可能

（a）エネルギーロス要因の自動診断機能
汎用ダッシュボード機能
⇒各種指標の一瞥（いちべ
つ）管理
複数ダッシュボード画面，
部品をユーザにて設定可能
（b）汎用ダッシュボード機能

2017 年度の技術成果と展望

プロセスオートメーション
富士 Gemco 社向け鉄鋼プラント標準システムのパッケージ化
富士電機は，インドで鉄鋼圧延プラントを得意とする

図7

パッケージの例（ブロックミルパッケージ）

富士 Gemco 社向けに，鉄鋼プラント標準システムのパッ
ケージを開発した。パッケージの種類は次のとおりである。
⑴

標準ミルパッケージ

⑵

ブロックミルパッケージ

⑶

シャーパッケージ
富士電機のプログラマブルコントローラ（PLC）
，HMI

Ethernet
PLC
MICREX-SX
E-SX Bus
インバータ
FRENIC
-VG

（Human Machine Interface）端末，インバータなどと，
プラントのノウハウを組み合わせてパッケージ化すること

HMI 端末
TELLUS-HMI

IM

PG

IM

PG

IM

PG

IM

PG

IM

PG

IM

PG

ブロックミル

により，付加価値の高いプラントシステムの実現を可能と
した。
今後，インドならびに東南アジアの鉄鋼分野のユーザ向
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けに，市場展開を図っていく。

連続式溶融亜鉛めっきラインの電機設備の納入
海外某社に，連続式溶融亜鉛めっきラインの電機設備を

図8

監視制御システムの画面例

図9

連続アンローダの全景

納入した。最新の監視制御システムにより，高性能・高信
頼性かつ保守性や安全機能などの付加機能の向上を実現し
た。主な特徴は次のとおりである。
⑴

インバータ約 200 台，モータ約 250 台，プログラマブ

ルコントローラ（PLC）11 台，制御盤約 100 面ならびに
制御ソフトウェアと監視制御システム一式で構成している。
⑵

各セクション用コントローラとインバータ制御用コン

トローラを，SX-Net でネットワークで結び，数千点
のプラントデータの高速収集（1,024 ワード /1 ms）と
遠隔監視が可能である。
⑶

機能安全規格（IEC 61508）に準拠したシステムで
ある。

火力発電プラント向け連続アンローダ用電気設備
富士電機は，国内外において火力発電プラントの原料荷
役設備である連続アンローダ用電気設備を納入している。
このたび，海外火力発電プラント向け連続アンローダ用電
気設備を一括納入した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

ドライブ装置に，PWM コンバータと高性能ベクトル
インバータを採用し，高調波抑制・高精度制御を実現し
た。

⑵

制御盤および電動機を IEC 規格にて設計・製作する

ことにより，国際規格に準じて電気設備の安全確保を実
現した。
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プロセスオートメーション
プラント向け直流電動機制御装置「LEONIC-M700」のサイリスタスタック容量系列の拡充
多種多様な産業プラント設備の中で，直流電動機の活躍

図 1 0 「LEONIC-M700」サイリスタスタック

は少なくない。
富 士 電 機 は， プ ラ ン ト 向 け 直 流 電 動 機 制 御 装 置
「LEONIC-M700」のサイリスタスタックの容量系列を
拡充した。拡充した容量系列は，次のとおりである。
⑴

定格出力電圧：〜 DC440 V，定格出力電流：1,400 A

⑵

定格出力電圧：〜 DC750 V，定格出力電流：1,500 A

⑶

定格出力電圧：〜 DC750 V，定格出力電流：2,800 A
今後も，サイリスタスタックの開発に注力し，直流電動

機を使用した産業プラント設備の延命化に貢献する。
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セメントプラント向け監視制御システムのパッケージ化
富士電機は，セメントプラント向けに数多くの監視制御

図 1 1 パッケージの概要

システムを納入してきた。今回はさらに，顧客の利便性を
機能の選択・組合せ

考慮して，セメントプラントの制御に必要な機能を共通プ
ラットフォームである「MICREX-VieW XX（ダブルエッ

設備

クス）
」において，セメントプラント向け監視制御システ
ムのパッケージを開発した。主な特徴を次に示す。
⑴

原料

ケージ化した。
⑵

機能検証を行ったパッケージを使用することにより，

品質が確保できる。
⑶

パッケージを活用することにより，国内外のパート

焼成

ソフトウェア
標準機能

能

原料調合制御

ハードウェア，ソフトウェア，画面の標準機能を，セ

メントプラントの原料，焼成，仕上げの設備ごとにパッ

機

実設備に適用

ソフト
ウェア

ミル出口温度
制御など
キルン回転数
制御
キルンフッドド
ラフト制御など

クリンカ・石膏
仕上 流量制御
ハード
げ 仕上ミル制御
ウェア
など

原

料

焼

成

仕上げ
ハードウェア
標準機能
展開接続図
外形図
端子表

ナーやユーザによるエンジニアリングが容易になる。

自家用火力発電所向け監視制御システム
日新製鋼株式会社 呉製鉄所では，製鉄設備から発生す
る副生ガスを燃料にした新発電所を建設した。富士電機は，
最新の監視制御システムである「MICREX-VieW XX（ダ
ブルエックス）
」を納入し，2017 年 11 月から予定どおり営
業運転に入った。呉製鉄所の発電所には，次の要求がある。
⑴

重油，MIX ガス（高炉ガスと転炉ガスの混合ガス）
，

都市ガスという多様な燃焼形態に対応が必要である。
⑵

負荷遮断が発生しても，2 系統（3 MPa と 1.4 MPa）

ある工場送気を安定して行う必要がある。
⑶

ボイラ単独での工場送気状態から，後から起動する
タービンとの連係をスムーズに行う必要がある。

これらの要求およびタイトな試運転工程にも十分に対応
することで，予定どおりの営業運転の開始に貢献した。
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図 1 2 呉製鉄所 6 号ボイラ・11 号タービン発電設備

HMI
端末

標準盤
コント
ローラ
I/O
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プロセスオートメーション
バイオマス発電プラント向け監視制御システム
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」
（FIT）を

図 1 3 システム構成例

背景にバイオマス発電プラントが盛んに建設されており，
近年では特に，効率的な燃料確保の観点から小規模発電プ
ラントが注目されている。富士電機は，このような市場動
向に合わせて，コンパクトかつ高機能な監視制御システム
を開発した。監視制御システムの主な特徴を次に示す。
⑴

DCS 盤

電気，計装，発電制御の監視制御システムへの統合に
よる，オペレーションの一元化

⑵

リモート I/O 化による盤の小型化と配線工数の削減

⑶

機器操作フェースプレートパッケージによる操作画

発電機盤

計装・
電気用
PLC
UPS

面・制御ロジックの自動生成

ボイラ動力盤

発電用
リモート
I/O

発電用
PLC

電気用
リモート
I/O

計装用
I/O

本監視制御システムにより，オペレータの負荷軽減，保

食品工場向け監視制御システムの更新
富士電機は，某ビール会社向けのユーティリティ・排

図 1 4 システム構成例

水設備の監視制御システムを「MICREX-VieW FOCUS」
に更新した。このシステムは，クライアントサーバ構成で

現場

中央操作室

所掌範囲外

エネルギーを一元管理する。また，クライアントにはタブ
レット端末も使えるようにし，現場のオペレーションやメ

タブレット
端末

ンテナンスの負荷を軽減した。既設では水処理，電力，蒸

計算機
情報 LAN Ethernet

Wi-Fi
ルータ

気などの管理が混在していたが，機能分担を明確にするた
め，設備ごとに個別のコントローラで管理するシステム構
成とした。この変更により，ユーティリティごとの最適な

クライアント
電気室

バランス制御が可能になる。既設システムから蓄積してき
た

見える化

サーバ二重化
制御 LAN Ethernet（二重化）

PLC

PLC

PLC

のデータをフィードバックし，エネルギー

・・・

の最適運用を実現することにより，今後の改善効果が期待

水処理

電

力

蒸

気

できる。

設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」の機能拡充
富士電機は，履歴データの自動取得や情報の共有化な

図 1 5 新機能の例

ど，機能拡充を行った設備監視システム「MICREX-VieW
PARTNER」の新バージョンを開発した。特徴を次に示す。
⑴

履歴データを自動取得し，
保存するとともに，保存し
たデータを表示する
動作履歴
故障履歴
操作記録

設備の運転データ（動作履歴，故障履歴，操作記録）
を蓄積・表示するアーカイブビューア機能を搭載した。
アーカイブビューアを別アプリケーションとして動作さ
せたことで，事務所の PC でデータを共有・参照できる。

⑵

（a）アーカイブビューア機能

運転画面上に任意のシンボルやキーワード文字を追加

任意のシンボルやキー
ワード文字（現地調整
中など）を追加
付箋紙は全ての端末上
の同プラント図上に表
示

する付箋紙機能を搭載した。付箋にはファイル添付およ
びツールチップへのコメント入力が可能である。全ての
端末で同じ付箋紙情報を共有できる。
⑶

最 新 OS の Windows 10 お よ び Windows Server

（b）付箋紙機能

2016 に対応した。
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守性およびメンテナンス性の向上を実現した。
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プロセスオートメーション
情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」V9.0
富士電機は，プラントの安全制御，長期安定操業，高信

図 1 6 「MICREX-NX」V9.0 の概要

頼性システムの構築を実現する情報・プロセス制御システ
供を開始した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

OS
クライアント

最新 OS の Windows 10 の採用によりセキュリティ
性能が向上し，より安全なプラント操業を可能にした。

⑵

Web ブラウザでのバッチ制御監視や警報音声出力機

フェースプレート表示サイズ
カスタマイズ機能

Windows10 を採用

ム「MICREX-NX」の最新バージョンとして，V9.0 の提

200 %

OS
サーバ

ES

100 %
50 %

AS

能の追加により，OS クライアントと同等の監視・操作
を実現し，高度なリモート監視を可能にした。
⑶

アラームガイダンス機能とフェースプレート表示サイ

Web 監視操作機能の強化
バッチ制御画面
（OS クライアント）

同じ画面

バッチ制御画面
（Web ブラウザ）

Web
サーバ

ズのカスタマイズ機能の追加により，オペレータの視認
警報音
出力

性と操作性が向上し，プラント操業のタイムリーな監視
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と的確な操作を可能にした。

シミュレーションを活用した誘導加熱装置
生産性の向上や生産する製品の高度化などから，素材加

図 1 7 シミュレーション結果の例

工工程における加熱制御精度向上への要求が高まっている。
温

富士電機は，独自の磁場・熱シミュレーション技術により，

度
高

最適なコイル設計，電源設計を行っている。事例を次に示す。
⑴

薄板の連続加熱装置：制御性の向上を目的に，小容量
（a）連続加熱

に分割した 5 台の誘導加熱装置で連続的に板を加熱し，

低

全体を均等に昇温する。
⑵

薄板の局部加熱装置：連続搬送される板のエッジのみ
を選択的に加熱する。

⑶

異形薄板加熱装置：矩形に成形された板材を均温加熱

する。

（b）局部加熱

薄板以外にも，さまざまな形状の素材に対して，顧客要

（c）異形薄板加熱

望に沿った誘導加熱装置の提供を行っている。

社会ソリューション−交通・放射線−
シンガポール陸上交通庁（LTA）向け C151B 電車の電機品一括納入
富士電機は，シンガポール陸上交通庁（LTA）向けに，

図 1 8 シンガポール LTA 向け C151B 電車の電機品

電車駆動用機器（VVVF インバータ・主電動機など）や
補助電源装置（APS）を継続的に納入している。
2017 年 6 月に営業運転を開始した新型の C151B 電車
（45 編成，270 両）には，上述の機器に加えて，永久磁
石式同期電動機を利用したドア駆動装置を納入した。
本装置の特徴は次のとおりである。
⑴

国内の既存製品で実績のある，ラック・アンド・ピニ

（a）ドア装置

オン機構を採用することにより，高い信頼性と安全性を
継承した。
⑵

故障診断機能により，故障時の原因調査を容易にした。

⑶

乗客や持ち物がドアに挟まった場合の引抜き性を向上

し，より高い安全性を実現した。
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（b）VVVF インバータ

（c）主電動機

2017 年度の技術成果と展望

社会ソリューション−交通・放射線−
新型電子式個人線量計「NRF51」
富士電機は，γ線と中性子線を同時に測定する新型電

図 1 9 新型電子式個人線量計「NRF51」

子式個人線量計「NRF51」を開発した。NRF51 は，大
型ドットタイプ LCD，無線通信モジュール（900 MHz 無
，緊急時用コールボタンなどの機能を
線または Wi-Fi）
採用した従来の電子式個人線量計「NRF50」に，中性子
線測定用のセンサを実装し，1 台で γ 線と中性子線の同
時測定を可能としている。線量計の国際規格である IEC
61526 Ed3.0 および ANSI N42.20 に準拠するとともに，
IP65/67 の防水性能を持っている。無線通信機能により，
リアルタイム遠隔監視システムと連係し，作業者の被ばく
低減を図ることが可能であり，主に中性子線を発生する原
子力施設における被ばく管理に貢献できる。

ワークフロー「ExchangeUSE」V11
利用者の使いやすさを追求したワークフロー製品

図 2 0 「ExchangeUSE」V11 の交通系 IC カード連係例

「ExchangeUSE」において，交通系 IC カードに蓄積され
た利用履歴のデータを利用する機能を開発した。これは，
交通系 IC カードを，カードリーダまたはスマートフォン
で読み取り，履歴を取り込む機能であり，旅費精算業務の
効率化を図ることができる。主な特徴を次に示す。
⑴

利用者

経理担当者

カードリーダ，スマー
トフォンより，交通系
IC カードの利用履歴の
読取り

不正な伝票
が な い か，
チェックが
大変

定期利用区間の自動控除や精算金額の改ざんを防止で

導入前

きる。
⑵

利用者は，交通系 IC カードから読み取った履歴一覧
より対象を選択し，交通費伝票を電子データで作成する
ことにより，入力負担を軽減できる。

⑶

チェックの
手間が軽減
し，業務の
効率化

利用履歴から
選択し，旅費
精算の実施
導入後

経理担当者は，改ざんのない交通費電子伝票明細を確
認するため，伝票確認の負担を軽減できる。

「軽技 Web7.0」
「 軽 技 Web」 は， 企 業 内 の Oracle や SQL Server，

図 2 1 システム構成例

PostgreSQL といった異なるデータベースに蓄積されてい
る複数の情報資産を活用できるツールであり，専門知識の

グラフ出力

ない業務部門のユーザでもデータ検索・集計が簡単に行
える。今回，業務の見える化というニーズに応えるため，
「軽技 Web7.0」を開発した。主な特徴を次に示す。
⑴

リアルタイム
実行

設定したしきい値でデータを自動監視して，異常デー
タを瞬時に発見し，通知することが可能である。

⑵

生産管理
システム
Oracle

グラフ表示したデータ結果から，ドリルダウン，ドリ

販売管理
システム
SQL Server

スケジュール
実行
過不足・異常データ検知

ルアップを行うことにより，意思決定に必要なデータ分
析を容易に行うことができる。
⑶

多言語（英語，中国語を標準搭載し，他の言語も追加

会 計
システム
PostgreSQL

可能）に対応しており，海外拠点での利用が可能である。
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2017 年度の技術成果と展望

電子デバイス

半導体
ディスク媒体

展

望
世代車載用圧力センサを開発した。測定する圧力媒体に含

半導体
パワー半導体は，世界のエネルギー需要の拡大と地球温

まれる排出ガスによる腐食や，オイルミストによる帯電に

電子デバイス

暖化の防止や，安全・安心で持続可能な社会を実現するた

耐える構造とし，故障診断に関する出力電圧クランプ機能

めに，電気エネルギーを効率的に利用し，省エネルギー・

を追加して，製品体積の小型化（第 6 世代比約 48%）と

創エネルギーに貢献できるパワーエレクトロニクス技術へ

150 ℃での動作保証を実現した。さらに，HEV，EV な

の期待が高まっている。近年，産業機器や家電製品のみな

どのモータ駆動に用いられる車載用 IGBT では，前述の

らず，自動車，太陽光発電，風力発電などの幅広い分野で

RC-IGBT と富士電機独自の直接水冷構造を用いた製品の

電力変換素子のキーデバイスとして，パワー半導体の需要

系列化を進めている。

が拡大している。富士電機のパワー半導体は，エネルギー

ディスクリート製品では，産業や通信機器用電源の小型・

変換効率が高く，長年にわたり小型化や高性能化に貢献し

薄型化の要求に応えるため，新たに小型で薄型な面実装タ

てきた。パワー半導体の代表的な素子として適用されてい

イプの DFN8 8 パッケージの系列化を行った。本製品はプ

る IGBT を 1988 年に製品化し，その後さらなる高効率化，

リント基板への高密度実装が可能であり，サブソース端子

小型化，高信頼性化といった市場ニーズに応えるために，

を設けることにより，高速スイッチングにも対応している。

世代を重ねて低損失化，高放熱化，長寿命化などを，多く

スイッチング素子には，最新シリーズの「Super J MOS S2

の技術革新とともに実現してきた。

シリーズ」
「Super J MOS S2FD シリーズ」を搭載している。

最新の IGBT として第 7 世代 IGBT モジュールを製品

また，省エネルギーとメンテナンスの観点から施設用照明

化した。さまざまな用途に応えるため，650 〜 3,300 V

の LED 化が進んでいる。その施設用 LED 照明の電源向

耐圧の幅広い製品を系列化した。従来品に比べて高信頼性

けに，調光制御用 IC「FA7A00Y シリーズ」を製品化した。

を確保しつつ，さらなる低損失化と小型化を実現し，最大

本製品は，さまざまな調光用の入力信号に対応し，高精度

チップ温度保証の拡大を行った。また，小容量帯ではルー

で応答の早い LED 照明の調光制御を可能としている。さら

ムエアコンをターゲットに，駆動 IC と保護機能を内蔵し

に，改正された安全規格 IEC 61347-1 に対応した電源を

たデュアルインライン構造の小容量 IPM をラインアップ

少ない部品点数で容易に設計可能としている。

してきた。新たな系列拡大として業務用エアコンへの適用
を狙い，50 〜 75 A 品の開発を進めている ｡

これからも，地球にやさしいパワー半導体製品を開発し，
安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献していく。

近 年 開 発 し た RC-IGBT で は，IGBT チ ッ プ と FWD
チップの一体化を実現し，さらなる高密度化が期待できる。
富士電機は，第 7 世代チップとパッケージおよび

ディスク媒体

RC-

IoT の普及の加速に伴い，年率 40% で記録容量のニー

IGBT の技術を駆使し，同一パッケージで最大定格電流の

ズが増加している。Amazon や Google を代表とするハ

拡大を狙った新たな系列拡大を進めている。

イパーデータセンターの主要ストレージとして，ハード

一方，近年シリコンに代わる次世代半導体材料として

ディスクドライブ（HDD）がポジションを獲得し，HDD

注目されている SiC（炭化けい素）を適用した製品の開

市場の牽（けん）引役はデータセンター向け HDD のニア

発を進めている。SiC トレンチ MOSFET チップを搭載し

ライン機種へとシフトしている。富士電機は，2017 年度

た，1,200 V 耐圧の All-SiC モジュール製品に続き，今

にニアライン HDD 向け磁気記録媒体の量産を本格化して

回 1,700 V 耐圧の製品を開発した。
電装分野では，自動車の環境負荷の低減を背景に，エン
ジンの高効率化や排出ガスのクリーン化に寄与する第 6.5
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いる。さらなる大容量 HDD を，高い磁性層技術と信頼性
技術で開発し，社会インフラとなったデータセンターの拡
大に寄与し，高度情報化社会の発展に貢献していく。

2017 年度の技術成果と展望

半導体
Small-IPM「Large-type」
近年，高い省エネルギー（省エネ）化が求められる店舗

図

Small-IPM「Large-type」

やオフィス向けの大容量エアコンディショナ，および汎用
インバータ，サーボアンプの市場が拡大している。
富士電機は，これら機器のモータを駆動するインバータ
システムを簡便に構築できるパワーデバイスや保護回路，
駆動回路を内蔵して，ワンパッケージに集積した SmallIPM の大容量タイプの製品系列を開発中である。本製
品は，第 7 世代 IGBT 技術を適用し，低損失化を図った。
また，高耐熱パッケージ技術により動作温度を 150 ℃に
拡大した。これにより，対象機器の省エネ性能の向上と電
力密度の向上に貢献できる。製品外形は，79 31（mm）
の 小 型 デ ュ ア ル イ ン ラ イ ン 構 造 で あ り，650 V/50 A，
75 A からラインアップする計画である。

関連論文：富士電機技報 2017，vol.90，no.4，p.242

現在，自動車には環境負荷の低減が強く求められており，

図2

車載用圧力センサ

今回，エンジンの高効率化や排出ガスのクリーン化に寄与
する第 6.5 世代車載用圧力センサを開発した。この製品は，
測定媒体に対する耐腐食性能と耐帯電性能を付与し，出力
電圧クランプ機能を追加して，150 ℃での動作保証と小型
化（体積比約 48%）を実現した。主な特徴を次に示す。
⑴

製品サイズ（樹脂部）
：W7.5 H10 D5.6（mm）

⑵

使用温度範囲：-40 〜 +150 ℃

⑶

使用圧力範囲（吸気圧センサ）
：20 〜 120 kPa

⑷

出力電圧（電源電圧 5 V 時）
：0.5 〜 4.5 V

⑸

耐腐食性能：JASO M611-92/B 法

⑹

クランプ機能：クランプ電圧 0.3 V/4.7 V（typ.）

準拠

（ガソリン・ディーゼル成分）

（a）第 6.5 世代

（b）第 6 世代

LED 照明用電源向け調光制御用 IC「FA7A00Y シリーズ」
省エネルギーや長寿命の観点から LED 照明の市場が急

図 3 「FA7A00Y シリーズ」

速に拡大しており，その中でも調光機能を併せ持つ LED 照
明機器のニーズが高まっている。そこで LED 照明用電源に
おいても，高精度な調光機能を満足できることが求められ
ている。さらに，安全規格 IEC 61347-1 が改正（調光回
路の絶縁）され，電源も対応が必要となった。
富士電機は，これらの要求に応えるため，LED 照明用
電源向けの調光制御用 IC「FA7A00Y シリーズ」を開発
した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

3 種類の入力方式（DC 電圧，可変抵抗，PWM）に対

応し，出力 Duty の誤差は目標値に対して 5% を達成
⑵

輝度変化時の応答時間 50 ms 以内で高速応答が可能

⑶

安全規格 IEC 61347-1 に対応
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第 6.5 世代車載用圧力センサ

2017 年度の技術成果と展望

半導体
DFN8×8 パッケージの「Super J MOS S2 シリーズ」
「Super J MOS S2FD シリーズ」
富士電機は，電源の小型・薄型化の要求に応えるため，

図4

DFN8×8 パッケージ

図5

正帯電型有機感光体の耐刷特性

新たな面実装パッケージ製品（DFN8 8）の系列化を行っ
た。本製品は 8 8（mm）の正方形で，厚みが 0.85 mm
と非常に薄く，全ての電極パッドがパッケージ裏面に配置
されており，従来の D2-PACK よりもプリント基板への
高密度実装が可能である。端子配列ではサブソース端子を
設けることで，ドライブ電圧に影響を与えるソースコモン
インダクタンスに発生する逆起電力を最小限に抑え，高速
スイッチングにも対応している。スイッチング素子には，
最新シリーズの「Super J MOS S2 シリーズ」
「Super J
MOS S2FD シリーズ」を搭載している。特徴を次に示す。
⑴

耐圧：600 V

⑵

オン抵抗：91 〜 223 mΩ

電子写真プリンタおよび複写機は，高速化，高画質化，
ならびに長寿命化が進んでいる。これらに搭載される感光
体は，画像品質を担う重要なコンポーネントであり，各種
周辺プロセスからのストレスに対して影響を受けない高安
定性が求められている。特に，感光体に接触する紙粉やト
ナーの構成成分が感光体表面に付着・堆積する現象（フィ
ルミング）は，長寿命化の障害となるため，機械的に高い
耐久性も要求されている。
富士電機は，長期間の使用が可能で，安定した画像品質
を持つ高機能有機感光体の開発を進めている。今回，フィ
ルミングの起点となる紙粉・トナー構成成分の埋没抑制に
着目し，きず付き耐性を高めた樹脂を開発した。これによ

（悪）
← フィルミング耐性（％）→
（良）
（耐刷特性）

電子デバイス

正帯電型有機感光体の耐刷特性の向上

160
150
140
130
適用樹脂
従来樹脂

120
110
100
90
95

100

105

110

115

きず付き耐性（％）

り，耐刷特性を 50% 改善することに成功した。

車載用大容量直接水冷 IGBT モジュール「M660」
富 士 電 機 は， 国 内 外 で 市 場 が 成 長 し て い る 電 気 自 動
車（EV）やハイブリッド自動車（HEV）で使用される，
IGBT モジュールの市場展開を図っている。
車載用 IGBT モジュールは，自動車の限られたスペース
に搭載されることから，小型かつ大電力密度であること
が求められる。富士電機の車載用大容量直接水冷 IGBT モ
ジュールは，軽量なアルミニウム製で放熱性能に優れる
ウォータージャケット一体型構造の冷却器を採用してい
る。また，内部配線にリードフレームを，パワー素子には
RC-IGBT（逆導通型 IGBT）を用いることで，面積効率
を向上させて大電力密度化を実現している。これらにより，
汎用 6 in 1 IGBT モジュールとしては世界トップクラスの
容量である定格 750 V/1,200 A を実現している。
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関連論文：富士電機技報 2017，vol.90，no.4，p.238
図 6 「M660」

2017 年度の技術成果と展望

半導体
0.18 µm デジタル電源 IC 技術
電子機器に用いられるスイッチング電源の高安定化と高

図7

メモリ設定値と IC のソフトスタート時間の関係

効率化に寄与し，かつ顧客に設計の容易化と部品点数の削
80

た｡

70

本技術は，0.18 µm のデザインルールを適用すること
で，書き換えが可能なメモリとデジタル制御回路の搭載
を可能とした。また，40 V 耐圧のデバイスをデバイスメ
ニューに加えることにより，アナログ回路との混在も実現
している。本技術により，アナログ回路の特徴である高速
応答と低消費電力の性能を持ち，かつメモリ設定値の変更

ソフトスタート時間（ms）

減のメリットを提供する，デジタル電源 IC 技術を開発し

によって IC の特性調整や機能選択ができるデジタル電源
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IC 製品を提供することができる ｡
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ディスク媒体
電子デバイス

データセンター向け大容量・高信頼性磁気記録媒体
第四次産業革命と呼ばれる IoT，ビッグデータ，AI の

図8

磁気記録媒体

活用が本格化している。これには膨大なデータストレージ
が必要となることから，データセンターの需要が飛躍的
に増加している。HDD は大容量・低価格という特徴から，
引き続き本市場における 90 % 以上の記録容量を担うこと
が期待されている。
富士電機は，業界最高クラスの記録密度となる 1 TB/
枚の 2.5 インチ磁気記録媒体の量産を行っている。その
技術を応用して，データセンター向け大容量 3.5 インチ
HDD へ参入し，記録容量 8 TB の HDD 向け磁気記録媒
体の開発を行った。2018 年度は，さらなる大容量 HDD
（14 〜 16 TB/ 台）に向けた高記録密度技術と高信頼性技

（a）2.5 インチ

（b）3.5 インチ

術の高度化を進め，情報化社会の発展に貢献していく。
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発電プラント
新エネルギー

展

望

2017 年度の国内電力市場はおおむね堅調に推移した

中心に実績を積み上げてきた。蒸気タービン・発電機に求

が，2017 年 4 月 1 日に「電気事業者による再生可能エネ

められる効率化に引き続き取り組んでいくとともに，顧客

ルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する

のニーズを的確に入手するための体制強化を図っていく。

法律」
（改正 FIT 法）が施行されたことにより，2018 年

太陽光発電分野では，世界最小フットプリントを実現し

発
電

度以降は，その対象となる電源開発数は縮小に向かうと予

た屋外自立型 1,000 kW PCS は現在までに約 200 台の受

想される。さらに，CO2 排出量の継続的な軽減に向けて

注を達成している。このほかにも 2016 年度までに受注し

引き続き困難な状況である石炭火力の新規開発は，原子力

た 7 件の大型 EPC の建設が順調に進んでいる。一方，既

発電の再稼動基数とともにその動向に注視していく必要が

設太陽光発電所においては機器のメンテナンス時期を迎え，

ある。一方，再生可能エネルギーである地熱発電は，環境

メンテナンス需要が増大してきている。

影響評価の迅速化など計画環境の改善に伴い，発電所の新
設が具体化されつつあるなど，市場の活性化が期待できる。

燃料電池分野では，韓国に 5 台，ドイツ，フランスに
各 1 台のりん酸形燃料電池を納入した。韓国では，電気

太陽光発電の新規案件は縮小傾向であるが，メンテナンス

事業者に燃料電池を含む再生可能エネルギーによる発電を

需要が今後伸長する。風力発電ではアセスメントが完了し

一定の割合以上導入することを義務付けた RPS 制度など

具体化される見通しである。また，燃料電池は韓国市場に

の諸政策によって燃料電池の普及が拡大しており，今後の

おいて，再生可能エネルギーとして拡大が見込まれる。

販売加速が期待される。また，高発電効率の固体酸化物

海外の電力市場では，再生可能エネルギーの比率の増大

形燃料電池（SOFC）システムの商用化を目指し，NEDO

が急速に進む。このような中，電力需要の伸びが期待でき

のプロジェクトに参画し，50 kW 級実証機の開発と 3,000

ない先進国では，事業者が再編され，国外市場への進出が

時間の運転評価を終了した。今後，フィールド実証を進め，

進むと考えられる。

2018 年度中に販売を開始する。

エネルギー分野における電源の分散化，低炭素化，デジ

原子力分野では，発電所の再稼動，再処理工場と MOX

タル化，効率化，省エネルギー化といった大きな流れの中

燃料工場の建設推進に向け，新規制基準対応に適合した耐

で，発電設備の運転の柔軟性，蓄電技術，スマートグリッ

震高度化や防消火の技術と製品を提供している。一方，原

ドの活用が進んでいくと予想される。
火力発電，地熱発電の分野では，前述の市況変化に追随

子力発電所の廃止措置計画が進む中で，高速増殖原型炉も
んじゅの廃止措置が決定し，富士電機が納入した燃料取扱

するため，プラントの効率改善，デジタル化技術への取組

設備による燃料取出しに向けた準備作業を着実に進めてい

み，低炭素化や安全・安定操業などのサービス拡大のため

る。さらに，原子力施設の運転や廃炉の過程で発生する放

のメニュー拡充を進めている。
火力発電分野における 2017 年度の具体的な成果として
は，バイオマス混焼発電設備用の蒸気タービン・発電機を
国内で継続的に受注し，海外でも新規案件を受注した。
地熱発電分野では，国内で地熱バイナリー設備の実績

射性廃棄物の安定化処理の実現に向け，英国・John Wood
Group 社と共同で，ジオポリマー材料を用いた廃棄物固形
化技術を国内に適用するための開発を進めている。
富士電機は，低炭素社会の実現に向けた地熱，太陽光，
風力などの再生可能エネルギーの利用に積極的に取り組む

として 2 台目となるプラントを 2017 年度末に完成させ，

とともに，火力や燃料電池においては引き続き，環境に優

海外でも大型 EPC 案件の受注を確実なものとした。

しい高効率な発電機器の開発を推進し，さらに，安定な電

サービス分野においては，効率改善を主目的としたリハ

力を安全にそして継続して供給するため O&M（オペレー

ビリ案件を複数受注するとともに，2017 年度はニーズが

ション & メンテナンス）技術を加え，電力供給における

高まりつつある診断技術のメニュー拡大を推進し，国内を

総合技術で社会に貢献していく。
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発電プラント
日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 石巻雲雀野発電所 1 号発電設備の営業運転開始
富士電機は，株式会社 IHI を主契約者として，日本製

図

石巻雲雀野発電所 1 号発電設備の蒸気タービン・発電機

紙石巻エネルギーセンター株式会社の石巻雲雀野発電所の
再熱蒸気タービン発電設備をターンキー契約で受注し，蒸
気タービン・発電機，復水・ボイラ給水設備，および主回
路・所内電気設備の設計，製造，調達，据付け，試運転を
完遂した。本発電設備では，軸流排気式の単気筒再熱再生
蒸気タービン，および主端子上部配置の空冷発電機を採用
した。高効率で，かつ従来の発電設備よりも据付け高さを
抑えることで省スペース化し，建設費の低減に貢献した。
2018 年 3 月に営業運転を開始した石巻雲雀野発電所は，
木質バイオマスを混焼できることが特徴であり，宮城県内
を中心とした東北地方の未利用材を活用し，近年課題と
なっている国内森林の荒廃防止への貢献が期待されている。

アイスランド・セイスタレイキル地熱発電所の営業運転開始
富士電機は，ドイツ・バルケデュール社と共同で，アイ

図2

納入した地熱蒸気タービン・発電機

発

スランド電力公社（Landsvirkjun）からセイスタレイキ

電

ル地熱発電所向け（2 45 MW）の蒸気タービン・発電機
および冷却系統設備を受注した。富士電機は蒸気タービ
ン・発電機の設計・製造・供給を行い，現地での据付け・
試運転を経た後，2017 年 12 月に 1 号機，2018 年 4 月
に 2 号機の営業運転を開始した。年間発電量の 99 % 超を
再生可能エネルギー発電が担っているアイスランドにおけ
る，電力需要と送電網の安定化への貢献が期待される。
高い効率と信頼性が求められる蒸気タービン設備では，
地熱蒸気タービンとして最大級である 6.3 m2 の低圧翼を
採用した軸流排気式とし，かつ腐食性地熱流体に耐え得る
地熱発電特有の耐食（耐腐食・耐侵食）技術を適用した。

中山名古屋共同発電株式会社 名古屋第二発電所の営業運転開始
富士電機は，株式会社 IHI を主契約者として，中山名古

図3

名古屋第二発電所向け蒸気タービン・発電機

屋共同発電株式会社の名古屋第二発電所向けの，再熱蒸気
タービン発電設備をターンキー契約で受注した。蒸気ター
ビン・発電機，復水・ボイラ給水設備，主回路，所内電気
設備のエンジニアリング，機器設計，製造，調達，据付け，
試運転を完遂し，2017 年 9 月に営業運転を開始した。
高信頼性と効率が要求される蒸気タービン設備には中容
量 1 ケーシング再熱タービンを採用し，発電機には実績
も多く信頼性の高いブラシレス励磁方式の空気冷却発電機
を採用した。これにより，110 MW 再熱タービン・発電
機設備において，信頼性が高く，コンパクトな配置を実現
している。
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発電プラント
東北電力株式会社 能代火力発電所 既納発電設備の低圧タービン取替工事の完遂
富士電機は，東北電力株式会社 能代火力発電所第 1 号

図4

低圧タービンロータ

機発電設備において，2 基の低圧タービン主要機器（低圧
タービンロータ，低圧内部車室，ディフューザ）に最新技
術を適用し，耐力強化および効率向上となる取替工事を実
施した。
特徴として，反動段にはプロフィル損失と二次流れ損
失を低減させるため，最新の解析技術を用いて開発した
3DS 翼を採用した。また，古典的な反動段と衝動段の区
別をなくして最適化した 3DV 翼配列を採用した。さらに，
タービン排気損失を低減した高性能排気ディフューザを採
用して効率を改善している。
本発電設備は，当初の計画どおり工事を完了し，2017
年 12 月に運転を再開した。

サウジアラビア・海水淡水化公社（SWCC）向け他社製発電機空気冷却器の置換え
サ ウ ジ ア ラ ビ ア・ 海 水 淡 水 化 公 社（SWCC：Saline

発
電

図5

空気冷却器の水圧試験時の様子

図6

JT-60SA 本体と CTB

Water Conversion Corporation）所有の Shoaiba Power
Plant フェーズ 2 では，他社製の発電機が 5 基運転されて
いる。このうち 3 基に設置されている空気冷却器 12 台（3
基 4 台）の置換えを富士電機が受注した。現地調査結果
を反映した設計を実施し，製作完了後の顧客立会いの下で
の耐圧試験を経て，2018 年 3 月に出荷し，5 月に無事現
地への納入を完了した。
本件は，同プラントフェーズ 1 において，富士電機が
納入した発電機の良好な運転状態が SWCC から高く評価
されたことで受注につながった。引続き現地作業での品質
確保に取り組み，残る発電機 2 基の空気冷却器 8 台の置
換えにおいても，受注へとつなげていく。

JT-60SA 向け超伝導給電設備（CTB）の製作
JT-60SA は，核融合エネルギーの早期実現のために，
ITER 計画と並行して日本と欧州が共同で実施するプロ
ジェクトで，国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機
構が那珂核融合研究所に建設を進めている大型プラズマ試
験装置である。富士電機は，JT-60SA の超伝導コイルに

フィーダ

電力を供給する設備である CTB（Coil Terminal Box）を

真空容器

（b）CTB 内部構造

4 台受注した。2017 年 12 月に 2 台を納入し，2 台を製
作中である。CTB は，常温で受け取った最大 20 kA の電
力を液体ヘリウムにより 4K まで冷却しコイルに給電する
フィーダと，フィーダを収納する真空容器で構成される。
フィーダには，真空かつ低温環境での DC21 kV の耐電圧
性能と，温度変化に伴う熱変形対策が要求される。基本設

（a）JT-60SA 本体

（c）納入した CTB（CT05）

計や試作・試験を手掛け，JT-60SA の実現に貢献した。
資料提供：国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
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新エネルギー
太陽光発電用 PCS「PVI1000BT-3P/1000-F」のタイ地方電力公社（PEA）への製品登録完了
日本国内における事業用太陽光発電の導入ペースの低

図 7 「PVI1000BT-3P/1000-F」

下に対し，タイを含む東南アジア諸国では今後も導入量
の増大が見込まれている。そこで，タイ市場向けに太陽
（DC1,000 V，
光 発 電 用 PCS「PVI1000BT-3P/1000-F」
1 MW）を開発し，タイ地方電力公社（PEA）への製品登
録を行った。今回，系統連系機能（保護リレーや無効電力
出力など）に関して，国内要件と PEA 要件の違いを明ら
かにし，設定変更によってどちらの機能でも実現できるソ
フトウェアを開発した。さらに，大容量系統シミュレータ
に 1 MW 機を接続し，PEA 要件に定められた系統事故を
実際に発生させて，系統連系機能が正常に動作することを
確認した。PEA の試験官による立会試験において要件を
満足することを示し，2018 年 3 月に製品登録を完了した。

韓国・ユイル産業社向けりん酸形燃料電池
韓国では，電気事業者に一定割合以上の再生可能エネル

図8

納入したりん酸形燃料電池

発

ギー発電の導入を義務付けた RPS 制度などの諸政策によ

電

り，再生可能エネルギーの普及が拡大している。電力会社
は再生可能エネルギー由来の電力の買取りを進めており，
買取り市場が形成されている。燃料電池も，これらの政策
の対象となる新・再生可能エネルギーの一翼を担っており，
導入が急速に拡大している。
富士電機は，2017 年度に韓国・ユイル産業社向けに
100 kW りん酸形燃料電池を 5 台納入した。顧客は，燃料
電池で発電し，電気事業者へ売電する発電事業を実施して
いる。今後，今回の実績を生かし，中小規模の発電事業や
コージェネレーション利用を中心に，韓国におけるりん酸
形燃料電池の販売を加速させていく。
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食品流通

自動販売機
店舗流通

展

望
フロン排出抑制法が対象とするフロン類とは，オゾン層

自動販売機
氷点下飲料自動販売機の飲料は，容器のキャップを開く

を破壊して温室効果の非常に高いフロン，およびオゾン層

と，飲料がシャーベット状に凍りだす。この感覚が爽快感

は破壊しないものの温室効果の非常に高いフロンである。

を促すと話題になっている。富士電機の開発した氷点下飲

，CO2，水，空気，ハイド
そのため，アンモニア（NH3）

という過冷却

ロフルオロオレフィン（HFO）など，フロン類以外を冷

現象を応用したものであり，この現象をむらなく再現させ

媒として使用している業務用冷凍空調機器（ノンフロン機

るためには，一定時間をかけて飲料を静かに冷やす必要が

器）は，第一種特定製品には該当しない。

料自動販売機は

衝撃を与えると凍りだす

食品流通

ある。自動販売機であるがゆえにこの環境を整えることが

富士電機が製造販売しているノンリーク式内蔵ショー

可能になる。目の前で凍りだすという楽しさや，口の中に

ケ ー ス は， 冷 媒 に 地 球 温 暖 化 係 数（GWP） が 1 以 下 の

広がるかき氷のような食感など，単にモノを売るというこ

HFO-1234yf を使用しており，第一種特定製品には該当

とから消費を促す演出をするということが可能となり，自

しない。したがって，これらの管理や報告義務は必要では

動販売機に求められている役割を変えていくことの成功事

なくなる。また，別置型に比べて内蔵型の場合，漏えい箇

例であると考える。

所や漏えい量の確定が容易であり，自主的な管理に対して

演出といえば，カップ式自動販売機もその一つである。

も特別な技術を必要としない。富士電機は地球環境保護の

来日した外国人が，挽きたてのコーヒーを自動販売機が

観点から，2011 年度に業界で初めて自動販売機に HFO

キャップまでかぶせて差し出してくる完成度の高さに驚い

冷媒を採用し，GWP を約 1/1,300 に低下させ，低 GWP

たという話をよく耳にする。商品を購入する消費者への気

化を積極的に推進してきた。HFO-1234yf は，自動販売

配りが，外国人に感動を与えているのだと思われる。中国

機で採用していた冷媒 R134a との互換性が高く，富士電

市場において日本式のコーヒー自動販売機の需要が急速に

機が進めてきた技術的工夫が最大限に生かせる。これに

高まり，これを受けて 2017 年に，現地での生産を開始した。

より，低コストでハイパフォーマンスが得られることが

海外のニーズに合わせて順次，新機種を拡大していく。

HFO 冷媒の採用の理由である。また，これらの社会が抱
える課題に対して先駆けて取り組んできたことが，結果的

店舗流通

に製品を使用する顧客の業務の負荷低減にも貢献できてい

2015 年 4 月 1 日に施行された「フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に関する法律」
（フロン排出抑制法）

ると考える。
現状の業務負荷を改善することと同時に，新たな業務を

により，業務用冷凍空調機器の管理が強化された。自動販

増やさないことも省力化の一つだと捉え，幅広く課題に取

売機やショーケースもこの対象となり，冷媒としてフロン

り組んでいきたい。

類が使用されているものが第一種特定製品として指定され

国内の流通・小売業界において，人手を確保することが

る。業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の管理者（所有者）に

難しくなってきているが，流通・小売の現場での働きやす

課せられる義務とは，機器の設置に関する義務，機器の使

い環境づくりに向けて，富士電機が得意とする IoT，メカ

用に関する義務，機器の廃棄などに関する義務があり，特

トロニクス（からくり）
，冷却・加熱技術を組み合わせて，

に，機器の使用に関する義務の中には，機器の点検の実施

利便性，省力化，省エネルギーという三つをキーワードに，

や，漏えい防止措置，未修理の機器への冷媒充塡の禁止な

新たな製品やサービスを開発していく。

どに関して具体的に規定されている。
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自動販売機
氷点下飲料自動販売機「FAT30L6RT8IK」
富士電機は，アサヒ飲料株式会社と共同で，氷点下温度

図

「FAT30L6RT8IK」

域の商品を販売可能とする自動販売機を開発した。
本製品のコンセプトである

新しい驚き・楽しさ・おい

しさを持った商品を消費者へ提供し，自動販売機の魅力度
を増し，事業の成長を創出する

を実現するために開発を

進めた。主な特徴は次のとおりである。
⑴

商品の品温に影響を与えずに除霜を行うことができる，

冷媒の凝縮熱を利用したホットガス・デフロスト方式に
よる除霜システムとした。
⑵

販売する商品の品温を氷点下温度域とするため，庫内

は，氷点下温度域（次販売商品）
，予備冷却，補充商品
の三つのゾーンで冷却の温度管理を行う。

店舗流通
ノンリーク式内蔵ショーケースのラインアップの拡充
事業拡大を目指すコンビニエンスストア業界において，

図2

製品ラインアップ

店舗展開に制約のあるビルイン型店舗に対応したノンリー
ドリンク
ショーケース

ク式内蔵ショーケースのシリーズ開発と，製品ラインアッ

デザート
ショーケース

プを拡充した。このシリーズ開発は，店舗内にあるショー

食品流通

ケースに冷凍機を内蔵し，工事の簡素化を実現した。また，
製品ラインアップとして 5 機種を拡充した。主な特徴は
次のとおりである。
⑴

店舗外に配管と室外機の設置が不要である。

⑵

店舗レイアウトの対応や変更が容易である。

⑶

現地での冷媒封入が不要となり，冷媒漏れのリスクが
低減する。

⑷

冷凍機の排熱を利用した蒸気システムを採用し，ドレ

店

舗

リーチイン
ショーケース
オープンショーケース
（チルド・弁当 &チルド・
HOT&COLD）

アイス
ショーケース

ン排水をゼロにした。
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フィールドサービス

フィールドサービス

フィールドサービス
部分放電オンライン測定装置
高電圧配電盤の健全性の確認には部分放電測定が使用さ

図

部分放電オンライン測定装置

れている。測定のためにはさまざまな測定手法や装置が開
発されているが，オンライン化は進んでいない。
ノート
PC

FPGA

富士電機では，設備の長期連続稼動のニーズから常時部
分放電を監視する部分放電オンライン測定装置を開発し
た。プロトタイプの装置は，部分放電信号を検出する PD

DC 電源

センサ（高周波 CT）
，DC ブロック，FPGA で構成する。

フィールドサービス

FPGA では，信号からノイズ除去と部分放電の特徴量（部

DC ブロック

分放電の発生位相，波形）抽出を行い，放電発生の有無を
判定するロジックを内蔵するシステムとした。今後は，プ
ロトタイプのフィールド検証とポータブル部分放電検出装

PD センサ
（高周波 CT）

置の商品開発を行い，IoT 部分放電計測システムへとつな

スイッチ

スイッチ

げていく予定である。

VCB 一括監視システム
VCB 一括監視システムとは，電力供給に重要な真空遮

図2

VCB 一括監視システムの構成

断器（VCB）の動作電流を常時遠隔監視するものである。
インターネット網

VCB の制御電源回路に監視装置を設置し，電流が変化し

VPN 回線

た場合に，これらの電流・時間を自動計測し，VPN 回線
を使用してクラウドサーバにデータを送信し，記録させる。

サーバ
VPN ルータ

Ethernet

クライアント PC からサーバにアクセスすることで任意の
特徴は次のとおりである。
⑴

Ethernet
PLC

データ取得用の監視装置 1 台で複数の VCB の監視が
可能である。

⑵

VCB の投入，遮断時の動作特性を取得できる。

⑶

取得データのトレースにより特性を比較できる。

⑷

個別 VCB の動作信号をサーバ上で結合・識別できる。
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監視装置
（他社）

中継器

VCB の電流波形の表示，確認，比較が可能である。主な

クランプ CT

VCB 別
動作信号

直流
電源盤

VCB

VCB

VCB

クライアント
PC

2017 年度の技術成果と展望

フィールドサービス
ウェアラブル型遠隔作業支援パッケージ「FWOSP」の機能拡張
ウェアラブル型遠隔作業支援パッケージ「FWOSP」は，

図 3 「FWOSP」

現場における作業の品質や効率の向上，および技術ノウハ
クラウドサーバによる情報共有

ウの伝承や蓄積をサポートするクラウドサービスである。
作業者が装着するメガネ型ウェアラブル端末と，本部
の PC を音声と映像で双方向に接続し，指示・支援機能や，

現場作業者

３か所の本部と

事前に登録した作業手順と作業結果記録の音声入力機能な

現場端末で
同時会話が可能

ど，操作と管理の機能を拡張した。特徴を次に示す。
⑴

メガネ型の端末に音声入力コマンドを一覧で表示して

インターネット
接続可能な PC

現場の利便性を向上させ，確実な音声操作を実現した。
⑵

作業時間をサーバに記録し，本部の PC で確認とダウ
ンロードを行うことにより時間実績の管理を可能とした。

⑶

インターネット未接続環境でも，音声で手順表示や結

アンドロイド
OS 端末
＊ ②，
③は
オプション

主な拡張機能
①音声コマンドを端末に表示
②作業ごとの時間実績を記録
③オフライン時に端末を起動し
音声で操作や記録が可能

支援者側拠点

果記録を操作できるスタンドアローン機能を装備した。

フィールドサービス
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基盤・先端技術

基盤技術
先端技術

展

望

富士電機は，顧客価値を創出する圧倒的に強いコンポー
ネントや，それらを適用したソリューションの開発に注力
している。同時に，開発を支える基盤技術や差別化を実現
する先端技術の研究開発にも精力的に取り組んでいる。
材料技術においては，マルチフェーズフィールド法によ

強いクレーン制御技術を開発した。既存制御を補強するロ
バスト制御の導入により，導入コストが削減できる。
顧 客 価 値 を 創 出 す る ソ リ ュ ー シ ョ ン と し て，IoT
（Internet of Things）技術が脚光を浴びており，富士電
機でも

Small，Quick Start & Spiral-Up

をキーワー

る地熱タービンなどの腐食進行を予測するシミュレーショ

ドに，豊富なフィールドデバイスと特徴ある高度な解析技

ン技術を開発した。腐食液中のイオン拡散と金属溶解を統

術を武器にソリューションの拡大を図っている。汎用のク

一して取り扱うことができ，さまざまな腐食環境や腐食

ラウド技術をベースにサービスを容易に構築するための

モードに対応できる。今後，製品設計などに適用していく。

サービスインタフェース機能をはじめ，クラウドとエッジ

圧倒的な差別化を狙った SiC デバイスと，これを適用

コントローラの通信機能およびセキュリティ機能を備えた

したパワーエレクトロニクス機器の開発を推進している。

IoT プラットフォームを開発し，2018 年度から運用開始

SiC デバイスの低抵抗化，高信頼性化を狙い，最先端の分

予定である。

析・解析技術や計算科学を駆使し，メカニズムを解明しな

また，IoT 機器がデータ送信前にクラウドと相互認証を

基盤・先端技術

がら研究を推進している。また，放電理論により絶縁沿面

行い，クラウドにデータを送信するときにデータと共に

の電界分布と放電電圧の関係を数式化し，チップ内部構造

トークン（許可書）を送信することにより，不正機器の接

のシミュレーションと組み合わせることにより，耐圧を実

続を防止する IoT システム向け機器認証技術を開発した。

測値との差 5% 以内の高精度で予測可能とする耐圧予測技

高まる設備の異常診断技術の要求に応えるため，既取得

術を開発し，SiC デバイスの絶縁構造の最適化を実現した。
SiC-MOSFET

データによる異常診断可否を従来の 1/10 の時間で判断が

の性能を最大限に発揮するために，高

可能な診断性可視化技術を開発した。また，従来技術では

速スイッチング動作とサージ電圧抑制を両立させる独自

診断が困難であった複雑な対象でも診断を可能にする非線

のアクティブゲート駆動技術を開発した。この技術により，

形診断技術を開発した。

サージ電圧の跳ね上がりが約 20% 低減することを確認した。

高精度な推論が可能な深層学習技術を産業分野に適用す

熱エネルギー技術としては，未利用の低温排熱の有効

るために，モデル構造最適化によるパラメータ自動学習や，

活用を狙った先端的な技術を開発し，製品に適用中である。

入出力関係定量化による推論根拠説明により，自動学習と

同一の圧縮機で二段階圧縮ができる技術を開発し，高効率

推論根拠説明が可能な深層学習技術を開発している。

な 150 ℃高温蒸気発生装置を開発中である。また，圧倒的

試作回数を削減するため，大規模計算により複数の目的

な吸着性能を実現した新しいコンセプトの吸着剤の開発に

を最適化する手法を開発している。パラメトリックな設計

成功し，この吸着剤を使用した吸着式冷凍機を開発中である。

因子に対し，3D-CAD 形状，解析設定の自動化などによ

視認性が高く，投影面との距離や角度にかかわらず焦点

り，パワーエレクトロニクス機器の温度と騒音の多目的最

が合うフォーカスフリーの映像を投影することができる

適化手法を確立し，性能向上を確認した。今後，フロント

レーザディスプレイ技術を確立した。視覚効果を利用する

ローディングによる製品開発に展開していく。

ことにより，安全性と視認性を両立できる画期的な技術で

このように富士電機は，電気・熱エネルギー技術や環境

あり，ファクトリーオートメーション分野や食品流通分野

技術の革新につながる先端技術に挑戦するとともに，製品

のデジタルサイネージとして実用化を進めていく。

開発を支える基盤技術をブラッシュアップしながら，圧倒

システム技術としては，つり荷の重さやロープ長の変動
に対して制御パラメータの調整が不要で，風などの外乱に
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基盤技術
放電理論による半導体チップの沿面絶縁設計の最適化
SiC 半導体チップの周辺領域（チップパッシベーション）

図

SiC のチップパッシベーション模式図とその電界分布

の沿面絶縁破壊不良を未然に防ぐ設計技術を構築した。
（JTE 構造）のキャリア密度と移動度から絶縁破壊する電
圧（耐圧）を導出するのに対し，沿面構造部は最大電界に
基づく推定を用いていた。チップのパワー密度を向上させ
るためには，より短い絶縁幅で耐圧を保持したいものの，

各 JTE 構造による
電界分布解析結果

臨界電界を超える
電界の分布で
放電する電圧が決まる

定格電圧印加時の
電界強度

従来，チップ設計のプロセスでは周辺領域の内部構造

臨界電界 E0

沿面の絶縁破壊を正確に判定することは困難であった。

チップ沿面に沿った距離
p++

そこで，ガス空間の放電理論を応用して沿面の電界分布

多段 JTE 構造により
沿面電界分布が変化

と放電電圧の関係を数式化し，JTE 構造のシミュレーショ

多段 JTE 構造

p+

ン結果からチップ沿面の耐圧を実測値との差 5 % 以内で

SiO2

n ドリフト層

精度よく予測できる技術を確立した。

活性領域

周辺領域
（チップパッシベーション）

自動学習と推論根拠説明が可能な深層学習技術
高精度な推論（分類・回帰）が可能な技術として，画像

図2

深層学習技術による推論根拠説明の例

分野にて深層学習（ディープラーニング）が注目されてい
ンスのチューニングが必要であり，推論結果の解釈が困難

1

・・・

・・・

野では，これまで適用対象に限界があった。そこで，富士

・・・

2

である。そのため，長期運用や信頼性が求められる産業分
N

電機では，自動学習と推論根拠説明が可能な深層学習技術

250
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値
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本技術の導入により，産業分野への適用対象の拡大が実
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N

10

出力データ

現できる。

製品設計における CAE 活用の取組み（多目的最適化）
計算機の発展により，大規模計算による物理現象のメ

図3

多目的最適化の実施例

カニズムの解明や，計算時間の短縮化が可能となってきた。
これにより，代表条件だけの計算にとどまらず，機能向上

3D-CAD
構造決定

や品質向上に向けた数百の計算を伴う最適化実行環境が整
いつつある。機械系のシミュレーション分野での最適化は，
設定の自動化が必要となる。今回，CAE を活用し，パワ

最適化
機械系
CAE

高
電気系
CAE など
音

エレ機器の冷却構造を対象に相反する温度と騒音に対する
多目的最適化を行った。パラメトリックな設計因子に対し，
3D-CAD 形状，解析条件とその設定作業の自動化に加え，
短時間で騒音推定を行う手法により最適な構造を導出した。
導出した構造で実機検証し，性能向上が確認できた。今後，

初期構造
最適構造

設計空間

制約条件
稼動条件
寸法
機能
コスト
その他

騒

3D-CAD 形状の変更に伴う計算格子生成などの解析条件

良
良
低
低

温

度

高

フロントローディングによる製品開発への展開を図る。
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入出力関係定量化による推論根拠説明

予測値

40

・・・

至近学習によるメンテナンス自動学習

⑶

20

・・・

モデル構造最適化によるパラメータ自動学習

⑵

実績値

.

深層学習
（ディープラーニング）

の開発に取り組んでいる。主な特徴は次のとおりである。
⑴

出力因子

る。しかし，深層学習は人手によるパラメータやメンテナ

2017 年度の技術成果と展望

基盤技術
データ分析のプラットフォーム化技術
富士電機がビジネス化を進めているクラウドサービスに

図4

分析テンプレートの例（異常検出）

は，業種ごとのさまざまなデータが集まっている。この
データを価値のある情報として新たなビジネスにつなげる
ためには，多くの技術者が容易にデータの分析を行うこ
とができる環境が必要である。株式会社 NTT データ数理
システムのデータマイニング製品である
Studio

Visual Mining
異常検出

をベースとするデータ分析プラットフォームを
要因：温度 b

開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

温度 b

富士電機特有のデータ分析エンジンを利用した相関算

温度 a
湿度 a

出，異常検出，品質シミュレーションなどのさまざまな

湿度 b
湿度 c

分析が可能である。
⑵

複数の分析テンプレートと標準手順書を準備したこと
により，分析の専門知識がなくとも容易に利用できる。

IoT システム向け機器認証技術
IoT システムは，インターネットを経由して現場の IoT

図5

機器認証を適用した IoT システムの構成

機器からデータを収集する。このため，クラウド上のサー
クラウド

ビスに不正機器が接続されるリスクが存在する。

富士電機 IoT
プラットフォーム

富士電機は，クラウドにデータを送信する IoT 機器を
認証する技術を開発した。IoT 機器は，データ送信前にク
ラウドと相互認証を行い，トークン（許可証）を受け取る

業務サービス
IoT 基本機能

認証情報管理

データストア

機器認証

トークン検証
データ受信

③データ受信側
がトークンを
チェック

（図①）
。IoT 機器は，クラウドにデータと共にトークンも
IoT 通信
RESTS

送信する（図②）
。クラウドのデータ受信機能は，有効な
トークンが付与されたデータのみを受理する（図③）ため，

MQTTS
インターネット

基盤・先端技術

認証されていない不正機器からのデータを排除できる。今

①相互認証⇒トークン発行

後，富士電機の IoT プラットフォームに接続するエッジ

エッジコントローラ
（IoT 機器）
機器認証

デバイスなどの IoT 機器に適用し，安全・安心な IoT シ

IoT 基本機能
データ送信
トークン付与

②データ送信側
がトークンを
送信

ステムの実現に貢献する。

先端技術
SiC-MOSFET のアクティブゲート駆動技術
SiC-MOSFET は，高速かつ低損失で動作できる性能を

図6

アクティブゲート駆動技術によるサージ電圧抑制

持っており，パワーエレクトロニクス装置の小型・高効率
化が期待できる。しかし，スイッチング時に過大なサージ
電圧が発生することが装置適用への制約となり，その性能

アクティブゲート駆動あり
0

を十分に生かしきれないことが課題となっている。

アクティブゲート
駆動なし

富士電機では，SiC-MOSFET の性能を最大限に発揮さ
せるアクティブゲート駆動技術を開発している。図に示す
ように，ドレイン電流が減少している期間中に一定期間

ドレイン電流 D
（200 A/div）

ゲート電流の通流を停止させる独自の制御方式によって，
高速なスイッチング動作とサージ電圧抑制の両立を可能と
した。本方式により，通常駆動時に対してサージ電圧の跳
ね上がりを約 20 % 低減しつつ，ターンオフ損失は同等の
スイッチング特性となることを確認した。
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100 ns

ゲート電流

G

（2 A/div）

アクティブゲート駆動なし：
P=1,304 V
跳ね上り電圧 約 20％低減
アクティブゲート駆動あり：
P=1,191 V

ドレイン - ソース間電圧
（200 V/div）

=800 V
=400 A

DC
D

0

DS

2017 年度の技術成果と展望

先端技術
業務用固体酸化物形燃料電池
富 士 電 機 は， 現 在 販 売 中 の 発 電 出 力 100 kW の り ん

図7

業務用固体酸化物形燃料電池（実証機システム）

図8

ロバスト設計のブロック線図

酸形燃料電池（PAFC）に加え，固体酸化物形燃料電池
（SOFC）を開発中である。数十 kW 規模の業務用コージェ
ネレーションシステムを想定し，2014 年度から国立研究
開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
のプロジェクトである
進技術開発

固体酸化物形燃料電池等実用化推

に参画し，開発を進めてきた。2017 年度は，

50 kW 級実証機システムの社内実証試験を行い，3,000
時間以上の定格連続運転を検証し，目標性能である AC
発電効率 50% 以上，排熱回収効率 30% 以上を達成した。
2018 年度からは，社外でのフィールド実証を行うととも
に，市場導入機を開発し，2018 年度末に上市する予定で
ある。

クレーン振れ止め制御システムのロバスト設計
富士電機は，ファクトリーオートメーション分野におい
て，クレーン振れ止め制御システムを開発している。この
計方法を開発した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

FF

制御パラメータの再調整が不要

つり荷の重さやロープ長などのプラント変動に対しても

r

制御パラメータの再調整が不要となる。
⑵

外

既存制御

たび，つり荷振れの原因となる風などの外乱に強い制御設

プラント
＋

＋

＋

FB

2

−

1

＋
＋

＋

k

乱

＋

・
p

p

＋ ＋
2

導入コストの削減

−

l

既存制御を補強するロバスト設計により，システムの改

＋

・

pn

pn

造が小規模であり，導入コストが削減できる（図）
。
ロバスト性の向上

既存制御を
補強

港湾クレーンのシミュレーションでは，外乱に対するつ

＋ ＋

ロバスト設計

基盤・先端技術

⑶

2n

n

り荷の振れ止め制御性能が 32.9 % 向上した。

MEMS ガスセンサを用いた呼気計測技術
世界初の電池式都市ガス警報器用メタンセンサをプラッ

図9

MEMS ガスセンサを用いた呼気計測

トフォームとした応用展開で，MEMS ガスセンサを用い
マーカーとなる呼気ガス成分の例

スが含まれており，さまざまな体調管理に呼気計測が有効

アセトン

とのコンセプトに基づいている。近年，脂肪代謝時に産生
される呼気アセトンが，トレーニングやダイエットの指標，
糖尿病マーカーとして注目されている。そこで，呼気アセ
トンセンサを開発した。アセトン検知に最適化した触媒技
術により，従来はできなかった呼気アルコールとの区別を

→ 脂肪代謝
糖尿病
イソプレン → 高脂血症
一酸化窒素 → 肺疾患

動脈血

静脈血

呼気
吸気

た呼気計測の研究を行っている。呼気には血液中の揮発ガ

血流
呼気
吸気

口・鼻
気管

気管支
肺胞

主に
O2

肺

胞

行い，呼気アルコールの検知感度を小さくすることで呼気

主に
CO2

アセトンの検知精度を向上させた。また，MEMS ガスセ
ンサならではのセンサ駆動技術による高感度検知により，

毛細血管

MEMS ガスセンサ

呼気アセトン濃度 0.1 〜 20 ppm の範囲で検知できる。
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先端技術
高い視認性を実現するレーザディスプレイ技術
近年，さまざまな分野において，インタラクティブ広告

図 1 0 レーザディスプレイ試作機の動作原理と画像表示の例

や動画による作業者支援といったデジタルサイネージの活
用が広がっており，さまざまな場所に映像を投影できる映

スクリーン

像表示装置の要求が高まっている。富士電機では，視認性
が高く，投影面との距離や角度にかかわらず焦点が合う
フォーカスフリーの映像を投影することができるレーザ
RGB
レーザ光

は，明るい場所で映像の視認性が低下する問題があった。
ながら視認性を向上させる技術を開発し，レーザの安全性
を確保しながら高い視認性を実現した。今後，ファクト
リーオートメーション分野や食品流通分野のデジタルサイ

半導体
レーザ
信号処理・
レーザ駆動
回路

Red

そこで，人の視覚効果を利用してレーザ光の出力を抑え

Blue

ミラー
合波光学系

Green

ディスプレイ技術を確立した。従来のレーザディスプレイ

レーザ変調信号

（a）動作原理

（b）画像表示の例

ネージとして実用化の検討を進めていく。

診断性可視化技術と非線形診断技術
データを用いた設備やプラントの異常診断技術への要求

図 1 1 診断性可視化技術の例

が高まり，従来にない複雑な診断対象への診断が求められ
ている。異常診断においては，得られているデータを用い

正常データ

て診断が可能かどうかを迅速に判断し顧客に提示できるこ
とと，診断性能の高いモデルを構築することが重要となる。
富士電機では，診断対象の運転データから異常診断の可

異常データ

1.0
診断性可視化
処理

否を判断する診断性可視化技術，および複雑な設備やプラ

0.5

0

ントの異常診断を可能とする非線形診断技術の開発に取り
組んでいる。診断性可視化技術を実プロジェクトに適用し，

−0.5

1 週間以上を要していた診断可能性の判定を半日程度で行

基盤・先端技術

うことができることを確認した。また，非線形診断技術に

診断対象
の運転データ

より，従来技術では診断が困難であった診断対象の診断性

−1.0
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

散布図の分離性で診断可能性を判断

能が 20 % 以上改善することを確認している。

腐食シミュレーション技術
富士電機は，地熱タービンや船舶用排ガス洗浄システム

図 1 2 鉄の孔食進展シミュレーション結果

など，過酷な腐食環境下で動作する製品を展開している。
鉄の
存在確率
1.0

製品の長期安定動作を確保するためには，経年的な腐食進
行を精度よく予測する技術が求められる。製品ごとに腐食
環境は異なり，また，腐食形態にはさまざまなモードがあ

酸性水溶液

るため，腐食予測技術はこれらに対応する必要がある。そ
こで，マルチフェーズフィールド法により，各腐食環境や
腐食モードに対応した腐食シミュレーション技術を開発し
た。腐食液中のイオン拡散と製品表面での金属溶解を統一

結晶粒
0.0
結晶粒界

32 µm

して取り扱えるため，製品ごとに異なる腐食環境にも対応
16 µm

が可能である。金属組織の不均一性を計算モデルに取り込
むことにより，孔食を含む複数の腐食モードに対応した。
今後，この技術を製品設計に適用していく予定である。
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（a）腐食前

（b）腐食後

略語（本号で使った主な略語）
AI

Artiﬁcial Intelligence

BEMS

Building and Energy Management System

CAD

Computer Aided Design

CAE

Computer Aided Engineering

C-GIS

Cubicle type Gas Insulated Switchgear

CPU

Central Processing Unit

人工知能

キュービクル形ガス絶縁開閉装置

CTB

Coil Terminal Box

CVC

Corporate Venture Capital

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

EPC

Engineering, Procurement and Construction

EV

Electric Vehicle

電気自動車

FA

Factory Automation

ファクトリーオートメーション

FIT

Feed-in Tariff

再生可能エネルギーの固定価格買取制度

FPGA

Field Programmable Gate Array

FWD

Free Wheeling Diode

GIB

Gas Insulated Bus

ガス絶縁母線

GIS

Gas Insulated Switchgear

ガス絶縁開閉装置

GWP

Global Warming Potential

地球温暖化係数

HDD

Hard Disc Drive

ハードディスクドライブ

HEV

Hybrid Electric Vehicle

ハイブリッド自動車

HMI

Human Machine Interface

IC

Integrated Circuit

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

IoT

Internet of Things

IPM

Intelligent Power Module

JTE

Junction Termination Extension

KPI

Key Performance Index

LAN

Local Area Network

重要経営指標

LCD

Liquid Crystal Display

MEMS

Micro Electro Mechanical Systems

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

MOX

Mixed Oxide

NAS

Network Attached Storage

NEDO

New Energy and Industrial Technology Development Organization

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

PA

Process Automation

プロセスオートメーション

PAFC

Phosphoric Acid Fuel Cell

りん酸形燃料電池

PCS

Power Conditioning System

パワーコンディショナ

PLC

Programmable Logic Controller

プログラマブルコントローラ

PWM

Pulse Width Modulation

パルス幅変調

RC-IGBT

Reverse-Conducting IGBT

逆導通 IGBT

RPS

Renewables Portfolio Standard

SBD

Schottky Barrier Diode

微小電気機械システム
混合酸化物

Solid Oxide Fuel Cell

UPS

Uninterruptible Power System

無停電電源装置

VCB

Vacuum Circuit-Breaker

真空遮断器

VPN

Virtual Private Network

VPP

Virtual Power Plant

略語・商標

SOFC

固体酸化物形燃料電池

バーチャルパワープラント
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商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
Amazon.com, Inc. の商標または登録商標

Amazon
Bluetooth

Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標

Ethernet

富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

Excel

Microsoft Corporation の商標または登録商標

Google

Google LLC の商標または登録商標

Oracle

Oracle Corporation の商標または登録商標

PostgreSQL

PostgreSQL Global Development Group の商標または登録商標

SQL Server

Microsoft Corporation の商標または登録商標

Wi-Fi

Wi-Fi Alliance の商標または登録商標

Windows

Microsoft Corporation 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。
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技術業績の表彰・受賞一覧（2017 年度）順不同
一般社団法人

電気学会

「世界最小クラス屋外設置型大容量パワーコンディショナー

●開閉保護研究発表賞

の開発」

「配電盤内部アークにおける放圧装置の動作シミュレーショ

富士電機株式会社

大島

雅文，前田

● 2017 年度（第 66 回）電機工業技術功績者表彰

ン」
富士電機株式会社

浅沼

岳，恩地

俊行

磯崎

優

●平成 29 年産業応用部門表彰 - 部門活動功労賞

「自由な容量組合せができる省エネ特性に優れた多軸一体型
マルチサーボアンプの開発」
富士電機株式会社

鈴木

祐司，高山

富士電機株式会社

櫻井

賢彦

ソリューションパッケージの開発」
富士電機株式会社

「H28 年度パワエレ道場幹事としての貢献」
富士電機株式会社

田重田稔久

●平成 29 年優秀論文発表賞

山本

健，徐

● 2018 年度（第 67 回）電機工業技術功績者表彰

富士電機株式会社

定の高精度化検討」
満留

博，岡本

健次

谷口

克己，中村

瑶子

池田

良成

●平成 29 年 電子・情報・システム部門

佐藤以久也，國分

● 2018 年度（第 67 回）電機工業技術功績者表彰

博之

富士電機株式会社

ナの EMC 規格（IEC 規格）の策定」
富士電機株式会社

吉岡

〔太陽光発電システム EMC 検討委員会として〕

貴英

たサーボシステムの開発」
富士電機株式会社

●平成 29 年度電気規格調査会功績賞

金子

貴之，鷹見

裕一

谷口

亨

「JEC-2310（2014）
「交流断路器及び接地開閉器」の改正」
細井

智行

●第 34 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジ

「データセンターの停電対策と省エネに貢献するモジュール
」
型バックアップ電源「F-DC POWER」
富士電機株式会社

優秀ポスター賞

多和田信幸，大野

飛鳥

米盛

諒

「プローブ型共焦点内視鏡用 2 次元レーザー走査ユニットに
● 2018 年度（第 67 回）電機工業技術功績者表彰

よる細胞画像の取得」
石河

康哉

「業界最高レベルの高速・高精度化，高過負荷出力を実現し
田中

富士電機株式会社

優良賞

「日本主導による太陽光発電システム用パワーコンディショ

技術委員会奨励賞

「自己遮蔽方式 HVIC の ESD 耐量向上技術」

範明，河村

幸則

窪田

正雄

〔九州大学との合同受賞〕

一般社団法人

優秀賞

〔可変速駆動システム IEC 対応分科会として〕

〔九州工業大学との合同受賞〕

富士電機株式会社

金塀

「可変速駆動システムの効率に関する国際標準に対する提案」

「電磁波解析によるパワーモジュール内部の部分放電位置標

ウム

哲也

「業界トップレベルの振れ止め精度を実現する港湾クレーン

「H27 年度パワエレ道場幹事としての貢献」

富士電機株式会社

哲也

奨励賞

奨励賞

「蓄電池併設型メガソーラー向け世界最大容量マルチ PCS の
開発」
富士電機株式会社

古庄

泰章，佐藤

智希

岩丸

陽介

「鉄道車両用ドア駆動装置の安全性を従来よりも向上させた

日本電機工業会

● 2017 年度（第 66 回）電機工業技術功績者表彰

優秀賞

永久磁石式同期電動機および周辺機器」
富士電機株式会社

「パワーエレクトロニクス装置の通則的な規格の整備」
富士電機株式会社

吉田

優良賞

篤史

「超高効率モルトラ変圧器「スーパーエコモルトラⅡ」の開発」
富士電機株式会社

村岸

「製品や電子回路基板の温室効果ガス排出量算定方法確立と
その普及」

勲，梅澤幸太郎
北端

收志

〔パワーエレクトロニクス技術専門委員会として〕

● 2017 年度（第 66 回）電機工業技術功績者表彰

辻村

拓郎，宮田

智一

小林

澄弥

「世界最小・最軽量級の縮小型 72-145 kV ガス絶縁開閉装

富士電機株式会社

増田

昌彦

〔重電・産業システム機器 LCA 検討 WG として〕

置「SDH714」の開発」
富士電機株式会社

磯崎

「SiC 適用新 3 レベルモジュールによる高効率大容量 UPS の

宣行

山田

直人

佑高，佐藤

将志

「業界最小 電子式漏電遮断器の開発」

開発」
富士電機株式会社

優，高尾

村津

宏樹，黒﨑

智

富士電機機器制御株式会社

佐藤
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「業界最高の過電流耐量を実現した密閉型高電圧コンタクタ

公益社団法人

発明協会

●平成 29 年度近畿地方発明表彰

の開発」
富士電機機器制御株式会社

足立日出央，秦

淳一郎

特許庁長官賞

「電池式ガス警報器用超省電力ガスセンサ」
富士電機株式会社

一般社団法人

卓弥，岡村

誠

国原

健二

日本鉄鋼協会

●第 147 回圧延理論部会大会

優秀講演賞

「実施功績賞」

「機械位置制御装置の設計方法と自動調整」

富士電機株式会社

富士電機株式会社

常盤

欣史

〔大阪ガス株式会社との合同受賞〕

●平成 29 年度関東地方発明表彰

一般社団法人

鈴木

電気設備学会

●第 29 回電気設備学会賞技術部門

「高効率情報・通信用電源装置」
富士電機株式会社

開発賞

大野

山田

隆二，藤田

悟

俊，園部

孝二

鈴木

卓弥，長瀬

徳美

岡村

誠，村田

尚義

古田

稔貴

「マルチソース形 JFET 半導体素子」

「NITE 大阪事務所の大型蓄電池試験設備」
富士電機株式会社

発明奨励賞

健，王

喜宏

富士電機株式会社

斉藤

〔鹿島建設株式会社，株式会社きんでん，住友電設株式会社，
株式会社明電舎との合同受賞〕

公益社団法人

計測自動制御学会

● 2017 年度 SICE 技術賞

一般社団法人

日本ガス協会

「超低消費電力 MEMS ガスセンサの開発」
富士電機株式会社

● 2017 年度技術大賞

「電池駆動ガス警報器の開発」
富士電機株式会社

〔大阪ガス株式会社との合同受賞〕

〔矢崎エナジーシステム株式会社，新コスモス電機株式会社との
合同受賞〕

公益社団法人
一般社団法人

●第 72 回（2017 年度）日本セラミックス協会賞

日本鉄道車輌工業会

富士電機株式会社

「鉄道車両工業精励者表彰」
尾崎

卓弥，村田

溶接学会

日本デザイン振興会

「エネルギーデータ収集・コントローラ［F-MPC Web ユ

「炭化物複合レーザクラッディングにおける炭化物の溶融特

ニット］
」
富士電機株式会社

性」
中島

社長室

悠也

クラリベイト・アナリティクス社
一般社団法人

コージェネ財団

●コージェネ大賞 2017

優秀賞（産業部門）

「IoT との組み合わせでエネルギー供給リスク回避と省エネ
の両立を実現したコージェネレーションの導入
〜富士電機山梨製作所への導入事例〜」
富士電機株式会社
〔富士グリーンパワー株式会社との共同受賞〕
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尚義

● 2017 年度グッドデザイン賞

●平成 29 年度溶接学会優秀研究発表賞

富士電機株式会社

鈴木

覚

公益財団法人
一般社団法人

技術賞

「超低消費電力薄膜ガスセンサの開発」

●平成 29 年度（第 28 回）一般社団法人 日本鉄道車輌工業会

富士電機株式会社

日本セラミックス協会

● Top 100 グローバル・イノベーター 2017

「Top 100 グローバル・イノベーター 2017」
富士電機株式会社

デザイン部
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特集に寄せて

掲載項目一覧

64（ 2 ）
パワエレシステム・インダストリーソリューション

エネルギー・環境技術の革新を追求し
経済と環境の両立による

ファクトリーオートメーション…………………………… 89（27）

安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献
特別対談

海外の効率規制対応ブレーキ付モータ
産業機器向け直流バックアップ電源「FIP シリーズ」

66（ 4 ）

スプール形超音波流量計「FST」の防爆認証取得

̶̶ 100 周年を迎える 2023 年，
1 兆円企業を目指すには ̶̶

タイヤ試験装置

顧客価値起点の商品企画と研究開発に，

低 GWP 冷媒の 150 ℃蒸気の発生が可能な高温ヒートポン

オープンイノベーションをどう活用するか

成果と展望

88（26）

プ技術
ISO 50006 に準拠したエネルギー運用効率診断機能

71（ 9 ）

プロセスオートメーション………………………………… 91（29）

顧客価値を生み出す強いコンポーネント・
システムと IoT でつなぐソリューション

富士 Gemco 社向け鉄鋼プラント標準システムのパッケー
ジ化

ハイライト

76（14）

連続式溶融亜鉛めっきラインの電機設備の納入

™VPP 対応需要家向けリユース蓄電池システム

火力発電プラント向け連続アンローダ用電気設備

™モジュール制御適用大容量 UPS「WX シリーズ」

プラント向け直流電動機制御装置「LEONIC-M700」の

™盤の配線工数低減に貢献するプッシュイン方式の新製品

サイリスタスタック容量系列の拡充

™耐環境インバータ「FRENIC-eFIT」

セメントプラント向け監視制御システムのパッケージ化

™「MICREX-VieW

自家用火力発電所向け監視制御システム

XX（ダブルエックス）
」による鉄鋼プラ

バイオマス発電プラント向け監視制御システム

ント向け大規模監視制御システムの更新

™「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」の機能拡充

食品工場向け監視制御システムの更新

™第 7 世代「X シリーズ」産業用

設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」の機能
拡充

RC-IGBT モジュール「Dual XT」

™SiC トレンチ MOSFET 搭載モジュールの系列拡大

情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」V9.0

™九電みらいエナジー株式会社 山川バイナリー発電所の営業

シミュレーションを活用した誘導加熱装置

運転開始

社会ソリューション−交通・放射線−……………… 94（32）

™蓄電池併設型太陽光発電用マルチ PCS

シンガポール陸上交通庁（LTA）向け C151B 電車の電機

™海外市場向けドリップ式コーヒーマシン

品一括納入

™富士電機共通基盤 IoT プラットフォーム

新型電子式個人線量計「NRF51」
情報ソリューション………………………………………… 95（33）

パワエレシステム・エネルギーソリューション

82（20）

エネルギーマネジメント…………………………………… 83（21）

ワークフロー「ExchangeUSE」V11
「軽技 Web7.0」

東北電力株式会社向け 300 kV 三相一括形ガス絶縁母線
（GIB）
株式会社 ADEKA 富士工場向け 72kV 特別高圧変電所の更

電子デバイス

96（34）

半導体………………………………………………………… 97（35）

新

Small-IPM「Large-type」

東亞合成株式会社 名古屋工場向け「S-FORMER Mini」

第 6.5 世代車載用圧力センサ

長野電鉄株式会社 吉田変電所向け電力回生吸収装置

LED 照明用電源向け調光制御用 IC「FA7A00Y シリーズ」

神戸市交通局海岸線 御崎変電所向け大容量蓄電池設備

DFN8 8 パッケージの「Super J MOS S2 シリーズ」

沖縄電力株式会社 波照間発電所向けモータ・同期発電機

「Super J MOS S2FD シリーズ」

模擬スマートグリッド・発電システム

正帯電型有機感光体の耐刷特性の向上

スマートインバータ

車載用大容量直接水冷 IGBT モジュール「M660」
0.18 µm デジタル電源 IC 技術

施設・電源システム………………………………………… 86（24）

リチウムイオン電池（LiB）採用の大容量 UPS

ディスク媒体………………………………………………… 99（37）

データセンター向け大容量・高信頼性磁気記録媒体

総合生産管理パッケージ
受配電・開閉・制御機器コンポーネント………………… 86（24）

ディジタル形多機能リレー「F-MPC60G シリーズ」
「F-MPC ZEBLA」

発

電

100（38）

発電プラント…………………………………………………101（39）

日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 石巻雲雀野発電
所 1 号発電設備の営業運転開始
富士電機技報
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掲載項目一覧

アイスランド・セイスタレイキル地熱発電所の営業運転開始
中山名古屋共同発電株式会社 名古屋第二発電所の営業運転

基盤・先端技術

108（46）

基盤技術………………………………………………………109（47）

開始

放電理論による半導体チップの沿面絶縁設計の最適化

東北電力株式会社 能代火力発電所 既納発電設備の低圧タ

自動学習と推論根拠説明が可能な深層学習技術

ービン取替工事の完遂

製品設計における CAE 活用の取組み（多目的最適化）

サウジアラビア・海水淡水化公社（SWCC）向け他社製発

データ分析のプラットフォーム化技術

電機空気冷却器の置換え

IoT システム向け機器認証技術

JT-60SA 向け超伝導給電設備（CTB）の製作

先端技術………………………………………………………110（48）

新エネルギー…………………………………………………103（41）

SiC-MOSFET のアクティブゲート駆動技術

太陽光発電用 PCS「PVI1000BT-3P/1000-F」のタイ地

業務用固体酸化物形燃料電池

方電力公社（PEA）への製品登録完了

クレーン振れ止め制御システムのロバスト設計

韓国・ユイル産業社向けりん酸形燃料電池

MEMS ガスセンサを用いた呼気計測技術
高い視認性を実現するレーザディスプレイ技術

食品流通

104（42）

自動販売機……………………………………………………105（43）

氷点下飲料自動販売機「FAT30L6RT8IK」
店舗流通………………………………………………………105（43）

ノンリーク式内蔵ショーケースのラインアップの拡充
フィールドサービス

106（44）

フィールドサービス…………………………………………106（44）

部分放電オンライン測定装置
VCB 一括監視システム
ウェアラブル型遠隔作業支援パッケージ「FWOSP」の機
能拡張
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診断性可視化技術と非線形診断技術
腐食シミュレーション技術

主要事業内容
パワエレシステム

発

エネルギーの安定供給，最適化，安定化に貢献する「エネルギーソ

高度なプラントエンジニアリング力で，高効率な火力発電や環境に

電

リューション」
，工場の自動化・見える化により生産性の向上・省エ

やさしい地熱発電，水力発電，太陽光発電システム，風力発電シス

ネを実現する「インダストリーソリューション」を提供します。

テム，燃料電池を通じて，拡大する電力需要に対応します。

火力発電設備

●エネルギーソリューション

再生可能・新エネルギー

エネルギーマネジメント
工場エネルギーマネジメント（FEMS）
，電力流通，スマートメータ

地熱発電設備，水力発電設備，太陽光発電システム，風力発電シ
ステム，燃料電池

原子力関連設備

変電システム
変電設備，産業電源設備

電子デバイス

電源システム
データセンター，無停電電源装置（UPS）
，パワーコンディショナ
（PCS）
，配電盤

器

産業分野，自動車分野，民生分野において，パワーエレクトロニク
スのキーデバイスであるパワー半導体を提供し，電力変換の高効率
化や省エネに貢献します。

具

受配電・制御機器

IGBT モジュール，SiC モジュール，車載 IGBT，圧力センサ，電
力制御 IC，パワー MOSFET

●インダストリーソリューション

食品流通

ファクトリーオートメーション

コア技術である冷熱技術に，メカトロニクス技術や IoT を組み合わ

インバータ，モータ，FA コンポーネント，FA システム

せ，食品流通分野における最適な商材とソリューションを提供する

プロセスオートメーション

ことにより，食の安全・安心に貢献します。

駆動制御システム，計測制御システム

自販機

環境・社会ソリューション
物流システム，植物工場，計測機器・センサ，放射線管理システム，
輸送システム

缶・PET 自動販売機，食品・物品自動販売機（中国・アジア市場
モデル）

店舗流通

設備工事

ショーケース，自動釣銭機，環境配慮型店舗

電気・空調設備工事

IT ソリューション
情報システム
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