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1. まえがき

2018 年度は，前中期計画 3年間の最終年度に当たりま
す。この間，顧客価値の創出により，売上・利益拡大に貢
献する効率的な研究開発の推進を基本方針として掲げ，研
究開発改革を推し進めてきました。2017 年度から製品開
発を事業部の開発統括部に集約して強化し，技術開発本部
は共通基盤技術と先端技術を担う体制を構築して役割を明
確にしました。また，製品開発の DR（デザインレビュー）
ステップを整備して顧客価値の検証のための仕組みを構築
し，本格的に運用を開始しました。さらに，技術マーケ
ティング部門を創設し，商品企画力の強化を図ってきまし
た。
技術開発としては，世界トップレベルのパワー半導体技
術，パワーエレクトロニクス（パワエレ）技術を組み合わ
せて強いコンポーネントを生み出し，お客さまに提供しま
す。これらのコンポーネントに計測・制御技術を組み合わ
せて特徴あるシステムを構築するとともに，IoT（Internet 
of Things）やアナリティクス・AIの活用によって新たな
顧客価値を提供します。

2. 富士電機の IoT 

富士電機では IoT 技術を，自社の生産プロセス改
善と顧客への新たな価値提供の両面で活用しています。
“Small， Quick start & Spiral-up”をコンセプトに，短
期間で顧客課題に答えを出しながら，IoT 活用の仕組みと
効果を横展開する形で価値を拡大する取組みを強化してい
ます。
富士電機の IoTプラットフォームは，このコンセプト

実現のために最適化されています
⑴

（図1）。散在し，同期の
取られていないフィールドのデータを収集し，かつ，それ
らのデータを現場で分析・解析するエッジデバイス，クラ
ウドインデペンデントにサービスを実装可能とするサービ
スインタフェース，ならびに顧客価値創出のコアであるア
ナリティクス・AIなどから成ります。
富士電機の分析・解析技術は，数多くの実績を持つ

MSPC（Multivariate Statistical Process Control：多変
量統計的プロセス管理）を入口としています。線形モデル
で解ける問題のほぼ全てに対応できるように長年かけて機
能強化とチューニングが行われており，極めて短い時間で
解析が可能となっています。一方，非線形問題などのより
複雑な問題には，ディープラーニングなどの手法を適用し
ますが，社会，産業のニーズに応えるために，富士電機独
自に“説明可能な AI”の機能を研究し，実装しています。
富士電機は，IoTを活用して，プラント・設備の異常予

知診断，製造品質分析，エネルギー需要予測と最適運用な
ど，具体的な顧客価値を創出します。

3. パワエレシステム エネルギー

エネルギー分野では，大容量パワエレ技術，エネルギー
監視制御技術などを基に，開閉装置，変圧器，保護リレー
などのコンポーネント，およびこれらを用いたシステムを
社会インフラ，産業市場に展開しています。
変電システムでは，中東や東南アジアを中心としたイン
フラ拡大の期待に応えるため，巻線・鉄心締付構造の最適
化，冷却器構造の最適化などにより変圧器質量を大幅に
低減し，世界最小クラスの体格，質量，油量を実現した
115 kV，50MVAクラスの変圧器を開発しました（図2）。
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図 1　富士電機の IoT プラットフォーム 
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また，最新の国際規格に準拠し，従来に比べて据付面積比
が 70%，質量比 65%と小型化した新型 145kVガス絶縁
開閉装置（GIS）を，オマーンの Bousher 変電所向けに
初めて納入しました（図3）。今後は，同国で納入実績を
さらに増やし，他の地域への市場参入も視野に入れ，拡販
に注力していきます。
施設・電源システム分野では，伸長する IT，産業分野
を中心に事業を展開しています。近年，データセンターの

無停電電源装置（UPS）システムの効率向上が求められ
ています。このため，常時インバータ給電時で軽負荷率に
おける効率を向上させる台数制御機能，および異常時に無
瞬断で常時インバータ給電に切り換わる常時商用給電機能
を付加した「UPS7000HX-T4」を開発しました（図4）。
これにより，本機のみで，三相 3線式と三相 4線式，な
らびにサーバ用と空調用の負荷に対応でき，企画設計，製
作，保守が容易になります。
今後も，さらに高まる電力安定供給のニーズに対して，

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
めていきます。

4. パワエレシステム インダストリー

オートメーション分野では，工場の自動化を推進するイ
ンバータやサーボ，計測機器，制御機器などのコンポーネ
ントと，それらを組み合わせた制御システムを開発し，顧
客の生産性向上と省エネルギーに貢献しています。サーボ
システム「ALPHA7」は，主に工作機械，印刷機，電子
機器組立装置および半導体製造装置などの用途で使用され
ています。2017 年にサーボアンプの VSタイプ（SXバ
ス）1.5 kW以下の出荷を開始し，2018 年は地域や業界
の幅広い要望に応えるためにラインアップを拡充しまし
た。インタフェースは，汎用インタフェースのパルス列タ
イプ，および高速・高精度なモーション制御を可能とする
EtherCAT 通信タイプです。定格出力は 2～ 5 kWの容量
を追加し，多様な機械への適応が可能な製品ラインアップ
をそろえました（図5）。
IoT 活 用 の 取 組 み と し て は， 生 産 現 場 に あ る
CNC（Computerized Numerical Control），PLC
（Programmable Logic Controller），各種センサなどさ
まざまな機器からのデータを時刻同期を取ってひとまとめ
に蓄積し，分析サービスまでを提供する新しいエッジデ
バイス「OnePackEdgeシステム」を開発し，製品化しま
した（図6）。蓄積した統合データベースから必要な情報
を取得して解析することで，設備異常や不良発生を抑制す図 3　オマーン・Bousher 変電所 145kV GIS

図 4 　「UPS7000HX-T4」と入出力盤 図 5　サーボシステム「ALPHA7」

図 2　グローバル市場向け変圧器
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ることに役立てることができます。本製品は，既存設備に
後付けで容易に設置することができ，導入コストの抑制が
可能です。制御機器としては，ライフライン設備などの
高信頼性が求められる市場向けに，二重化対応した PLC
「MICREX-SX SPH5000H」を開発しました。また，監
視制御システム「MICREX-VieW」に適用する駆動制御
システム用電機 PLCである電機高速コントローラ「XCS-

3000 TypeE」（図7）を開発し，鉄鋼プラントなどの高速
で信頼性の高い駆動制御システムの実現を可能にしていま
す。
船舶分野にも注目し，長年培ってきた集じん機技術や水
処理技術などを応用し，硫黄酸化物（SOX）や粒子状物質
（PM）規制に対応する船舶用排ガス浄化システム（サイ
クロン式 SOXスクラバ）を開発しました（図8）。本装置
は，排ガス中にアルカリ水を噴霧し，その液滴に SOXを
溶解させて低減します。既存の棚板式と異なるサイクロン
式の採用により，容積で他社品の約 50%に縮小した業界
最小サイズを実現し，設置を容易にしています。
社会ソリューションでは，SiCパワー半導体モジュール

を搭載して小型・軽量化を図った主変換装置（駆動用イン
バータ，コンバータ）を開発しました。その成果として，
東海旅客鉄道株式会社向けには，主変換装置，主電動機お
よび主変圧器を駆動システムとして納入し，2018 年 3月
から次期新幹線N700Sの確認試験車で現在も走行試験を
行っています。これらは，従来品と比較して駆動システム
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図 6　「OnePackEdge システム」

図 7　電機高速コントローラ「XCS-3000 TypeE」

図 8　船舶用排ガス浄化システム（サイクロン式 SOX スクラバ）

図 10 　5000系リニューアル車両

（写真提供：東海旅客鉄道株式会社）
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全体で 20%の軽量化を達成しています（図9）。
また，山陽電気鉄道株式会社向けには，5000 系リ

ニューアル車両向けに鉄道車両駆動用VVVFインバータ
を納入しました（図10）。本製品には，SiCパワー半導体
モジュールと走行風冷却方式を採用し，従来品と比較して
体積で 64%，質量で 45%の小型・軽量化を達成してい
ます。

5. 電子デバイス

パワー半導体は，世界のエネルギー需要拡大ならびに地
球温暖化の対策や安全・安心で持続可能な社会を実現す
るために，電気エネルギーを効率的に利用し，省エネル
ギー・創エネルギーに貢献できるパワエレ技術のキーデバ
イスとして期待されています。近年では，産業機器や家電
製品だけでなく，自動車，太陽光発電，風力発電などの幅
広い分野でパワー半導体の需要が拡大しています。その代
表的な素子の一つである IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）を富士電機は 1988 年に製品化し，その後，
多くの技術革新を生み出し，最新の第 7 世代 IGBTモ
ジュール「Xシリーズ」では，第 7世代チップ技術やパッ
ケージ技術を適用し，650～ 1,700V 耐圧の幅広い製品
を系列化しました。従来に比べて高信頼性を確保しつつ，
さらなる低損失化と小型化を実現しました。
富士電機では，パワー半導体技術とパワエレ技術をコ

ア技術として共に保有しており，そのシナジーを生かし
て，急速に進むモビリティーの電動化に貢献するために
技術開発を進めています。富士電機独自の IGBTと FWD
（Free Wheeling Diode）をワンチップ化した RC-IGBT
（Reverse-Conducting IGBT：逆導通 IGBT）と密閉型
アルミニウム冷却器を用いることで，小型・軽量化を
実現した車載用パワー半導体モジュール（図11）を開発
し，お客さまに提供するとともに，これを用いた車載用
パワエレ機器の開発も進めています。従来の Si 半導体に
比べて低抵抗かつ高耐圧で高温動作可能な SiC（炭化けい
素）半導体を適用した SBD（Schottky Barrier Diode）

とトレンチゲート構造の SiC-MOSFET（Metal-Oxide-

Semiconductor Field-Effect Transistor）チップを開発
し，世界最高レベルの性能を持った 1,200～ 3,300V 耐
圧のモジュールを開発しています。これらの SiCパワー
半導体モジュールを用いることで小型・軽量化に貢献する
主回路電気品は，次世代高速鉄道などの確認試験車両に適
用されて，走行試験にて機器の性能評価が進んでいます。

6. 発電プラント

発電プラント分野では，世界的に脱炭素の流れが加速す
る中，再生可能エネルギー分野へのシフトを進めています。
一括請負工事（EPC）で受注した 4 件の太陽光発電所は
2018 年度に竣工し，その中で苫小牧メガソーラー第一発
電所は，蓄電池併設型で北海道電力株式会社の出力変動対
策の技術要件に対応した国内最大級の設備となります。バ
イオマス発電分野では，住友重機械工業株式会社経由にて，
東日本で最大級のバイオマス発電所である，サミット酒田
パワー株式会社 酒田バイオマス発電所向けに 50MW 蒸
気タービン・発電機設備を納入し，2018 年 8月に営業運
転を開始しました（図12）。地熱発電分野においては，国
内で今後増加が予想される 15MWクラスの地熱タービ
ン発電設備を受注しました。水力発電分野は，「再生可能
エネルギーの固定価格買取制度」（FIT）の追い風を受け，
2018 年度の国内受注高は，新設およびスクラップアンド
ビルド案件 6件，ならびにサービス事業を含め富士・フォ
イトハイドロ社設立以来，過去最高額を達成しました。

図 11 　車載用大容量直接水冷モジュール

図 12 　  サミット酒田パワー株式会社 酒田バイオマス発電所
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7. 食品流通

食品流通分野では，店舗経営において従業員が常態的に
不足している状態が大きな課題となっていることに対し
て，働きやすい店舗環境を提供することなどによる働き方
の改革に技術で貢献するための検討を進めています。例を
挙げると，汚れにくいコーヒーミルの開発，IoT 技術の活
用による作業の簡略化に取り組んでいます。また，利便性
向上・省力化・省エネルギーという観点でも課題に取り組
んでいます。例えば，消費者の待ち時間に対するストレス
軽減のために，コーヒーの抽出プロセスを見直し，より
短時間にまろやかな味を提供することを可能にしました。
2018 年度は株式会社セブン-イレブン・ジャパンと共同
で新型のセブンカフェ用コーヒーマシンを開発しました
（図13）。これは，カップサイズを認識し，大容量コーヒー
の連続抽出を可能にして調理時間を短縮し，抽出部の汚れ
もシャワーで効率的に洗浄します。また，無線通信機能を

搭載し，配信により大型 LCD（Liquid Crystal Display）
パネルの表示内容や飲料設定の変更を可能としました。
今後拡大が見込まれる東南アジア市場を視野に，自動販

売機の製造拠点をインドネシアに置き，東南アジア向けに
飲料自動販売機を開発し，2018 年度に生産を開始しまし
た（図14）。日本に比べて商品の形状（寸法）が統一され
ていないため，商品形状に依存しない新しい販売機構とし
てスラントラックを搭載し，それに伴った気流制御技術を
新たに搭載しています。決済は，現地通貨に対応するだけ
でなく，日本においても主流となりつつあるQRコード決
済装置（内製品）を標準搭載しています。

8. 基盤・先端技術

事業ロードマップと技術マーケティングを起点とした，
中長期視点での基盤技術の強化と先端技術の研究を進め
ています。この中で研究開発のデジタル化を進めていま
す。すなわち計算科学を適用した材料設計やモデルベース
開発を適用した製品設計の開発期間短縮，ならびにプラン
トや製造ラインなど信頼性が求められる分野で活用するた

図 13 　株式会社セブン -イレブン・ジャパン向けコーヒーマシン

図 14 　東南アジア向け飲料自動販売機「FAG36JGCD8OY」
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めに，異常診断の根拠が説明できる AIの開発を進めてい
ます（図15）。また，パワー半導体とパワエレ技術のシナ
ジーも追求し 3.3 kV 耐圧の SiCパワーデバイスを適用し
たMMC（Modular Multilevel Converter）を開発しま
した。本装置は 6.6 kV 電力系統に連系トランスなしで連
系が可能で，98.5%の効率を達成し，独自の単相インバー
タ直流電圧均等化制御により逆相電力補償も可能としてい
ます（図16）。このように従来の技術にデジタル技術を融
合して，さらに強い技術基盤を構築していきます。

9. あとがき

富士電機が 2018 年度に取り組んできた，エネルギーと
環境分野で，電気エネルギーと熱エネルギーを効率的に利

用して省エネルギーに貢献する技術，そしてこれらを最適
に制御して IoTでつなぎ，顧客価値を生み出すソリュー
ション技術の概要を紹介してきました。
研究開発に関わる組織や仕組みの改革も進め，今後はさ

らに付加価値が高く，環境にやさしい製品をお客さまに提
供することにより，安全・安心で持続可能な社会の実現に
貢献してまいります。

参考文献
⑴　保川幸雄ほか. IoTから始まる新しい価値創出ソリュー

ションの現状と展望. 富士電機技報. 2018, vol.91, no.3, 

p.124-129.



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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