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船舶からの大気汚染を防止するため，
「MARPOL 条約 改正附属書Ⅵ」に基づき，
排ガス規制が順次強化されている。富士電機
は，硫黄酸化物（SOX），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 2018 年
10 月に発売した。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
させて低減する。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　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た。
⑵　既存の棚板式と異なるサイクロン式の採
用により，小型化と低圧損を達成した。
⑶　SOX溶解のモデル実験と流体シミュレー
ションを行い，他社よりも低い圧力損失や
液滴飛散率を実現した。

船舶用排ガス浄化システム
（サイクロン式 SOX スクラバ）

近年，パワー半導体を用いた電力変換装置
は，さまざまな分野に普及し，装置の大容量
化と小型化が進んでいる。一層の大容量化と
小型化に応えるため，第 7世代「Xシリー
ズ」チップを搭載した電鉄向け大容量パワー
モ ジ ュ ー ル「HPnC」（High Power next 
Core）を開発した。
この HPnCではラミネート構造の内部端
子の採用と主端子位置を最適化したので，イ
ンダクタンスが 10nHと従来品「HPM」の
42nHよりも 76%低減した。これにより，
サージ電圧の抑制とスナバ回路の小型化が可
能になった。
また，超音波接合の採用により主端子接合
部の信頼性を高めた。低熱膨張の新ベース板
の採用により，はんだ疲労を低減した。これ
によりΔTcパワーサイクルを高耐量化した。

電鉄向け大容量パワーモジュール
「HPnC」
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富士電機は，IGBTモジュールの大容量
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）を製品化している。
定格電圧 1,200V 第 7 世代「X シリー
ズ」産業用 RC-IGBTモジュールの系列化
を進める中で，今回，RC-IGBTを搭載した
“PrimePACK™”を開発した。
同一パッケージを用いた従来製品である第

6世代「Vシリーズ」産業用 IGBTモジュー
ル“PrimePACK™”に比べ，最大定格電流
を 1,400Aから 2,400Aに拡大した。さらに，
過負荷や DCロック，低周波動作時のチップ
接合温度上昇を大幅に改善した。これにより，
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。

大容量 RC-IGBT モジュール

富士電機は，国内外で市場が急成長してい
る EVやHEV向けにパワーモジュールの市
場展開を図っている。車載用 IGBTモジュー
ルは，小型かつ大電力密度であることが求め
られる。そこで，業界トップクラスの容量で
ある定格 750V/1,200Aの IGBTモジュー
ルを開発した。
軽量で高放熱性を実現するため，冷却器
にはアルミニウム製のウォータージャケッ
ト一体型直接水冷構造を採用している。内
部配線にはリードフレームを，パワー素子
には IGBTと FWDを同一チップ上に形成し
た RC-IGBT（逆導通 IGBT）を用いること
で，面積効率を向上させて大電力密度化して
いる。また，RC-IGBTに内蔵した温度セン
サによってチップ温度を直接モニタすること
で，NTCサーミスタよりも設計マージンを
削減し，許容電流を増やすことができる。

車載用大容量直接水冷モジュール
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富士電機は，計測制御システムの実績
を生かし，データ収集端末と解析ソフト
ウェアを含んだシステムソリューション
「OnePackEdgeシステム」を新たに開発し，
発売した。CNC，PLC，各種センサなどか
らの環境データや加工データを収集し，製
品・生産サイクルごとにひとまとめ（ワン
パッケージ）に蓄積するシステムとした。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　各部門が必要な情報を統合データベース
から取得することができる。
⑵　現場情報の多角的な解析で設備異常や不
良発生を抑制することができる。

⑶　既存設備に後付けで容易に設置でき，導
入コストを抑制することができる。

止まらない設備を実現する
「OnePackEdge システム」

通常電力

変電所

高品質電力

スルヤチプタ工業団地インドネシア国有電力会社

（a）システム全体概要

（b）運転開始式（NEDO，インドネシア国有電力会社など）

電力品質の安定化

配電自動化
システム

…

高圧UPS

高品質電力
供給システム

富士電機は，2012 年度から 2018 年度に
かけて，NEDOから“インドネシア共和国・
ジャワ島の工業団地におけるスマートコミュ
ニティ実証事業”を受託し，配電自動化シス
テムを初めて海外の電力会社に導入した。次
の電力安定化技術に関する実証を行った。
⑴　配電自動化システムの導入による停電時
間短縮などの効果を実証した。
⑵　高品質電力供給システム（瞬時電圧低下
保護装置，高圧UPS）を電力会社の配電
系統に設置し，複数の需要家に高品質電力
供給サービスを提供した。その結果，瞬時
電圧低下の被害低減などの高い導入効果が
得られた。また，シェア型サービスモデル
の実現可能性を実証した。

インドネシア・ジャワ島の工業団地にお
けるスマートコミュニティ実証事業
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富士電機は，国外におけるシステム事業の
拡大の一環として，2018 年 10 月に冰山集
団と共同で大連富士冰山スマート制御システ
ム社（DFBCS）を設立した。中国市場向け
に EMS（エネルギーマネジメントシステム） 
パッケージを開発し，DFBCSから冰山集団
の傘下企業である大連冷凍機股分有限公司
の新工場に納入した。この EMSは，エネル
ギーの見える化と分かる化の機能を持ってい
る。
この工場を，中国におけるビジネス拡大を
図るための富士電機のモデル工場と位置付け，
今後，MES（製造実行管理システム）との
連携によるエネルギー原単位管理やエネル
ギーセンター設備の最適運用などの機能を追
加していく計画である。

中国向け EMSモデル工場の導入

富士電機は，ライフライン設備などの
高い信頼性を要求する市場向けに，プロ
グラマブルコントローラ「MICREX-SX 
SPH5000H」を 2019 年 4月に発売した。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　1Gbits/s 等値化バスによる高性能な
CPU二重化
⑵　1Gbits/s FL-net 採用による高速な制
御ネットワーク二重化
⑶　高速 I/Oリフレッシュが可能な E-SX
バスによる I/Oネットワーク二重化とルー
プ対応ネットワーク
⑷　CPUの RASに不揮発メモリを採用し，
高い保守性を実現
これらの機能により，安定した 24 時間連
続操業に貢献していく。

高信頼化二重化システム
「MICREX-SX SPH5000H」
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富士電機は，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
機プログラマブルコントローラ（PLC）で
ある「XCS-3000 TypeE」を開発した。従
来の計測制御システム用 DCSコントロー
ラ「XCS-3000」と，コントローラプラッ
トフォームの統一化を図っており，同一プラ
ントでの電機・計測制御システムの統合によ
るデータの一元管理や，両システムのシーム
レスな結合を可能とする。また，従来の電機
PLCが持つ機能を拡張して搭載することに
より，高速で信頼性の高い駆動制御システム
を実現できる。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　高速大容量制御 LANである SX-Netの
ループ構成

⑵　高速大容量 I/Oバスである E-SXバス
のループ構成
⑶　鉄鋼の駆動制御に必要な制御周期
（0.5ms）の実現

電機高速コントローラ
「XCS-3000 TypeE」

富士電機は，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
転を開始した。本発電所の使用燃料は，国
内チップ，輸入ペレット，輸入 PKS（Palm 
Kernel Shell：パーム椰子殻）などの木質系
バイオマスである。
本蒸気タービン設備では，これまで 75MW
以上の発電所で採用実績の多かった 1ケー
シング再熱タービンを，高信頼性と高効率を
維持しつつ，低容量域まで適用範囲を拡大し
て採用し，地域ごとの制約条件にフィットし
た設備を実現した。
今回の実績を生かし，引き続き類似容量帯

のバイオマス発電所向け蒸気タービン・発電
機設備の受注につなげていく。

サミット酒田パワー株式会社 酒田バイ
オマス発電所の営業運転開始
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富士電機は，今後の電力需要の伸びが期待
できる東南アジアなどのグローバル市場向け
に，115 kV，50MVAクラスの変圧器を開
発した。次に示すアプローチにより，世界最
小クラスの体格，質量，油量を実現した。
⑴　リード絶縁構造の最適化を図り，対タン
ク絶縁寸法を大幅に低減した。
⑵　巻線・鉄心締付構造の最適化，冷却器構
造の最適化により，変圧器質量を 28% 低
減した。

⑶　⑴と⑵の寸法低減と合わせてタンク構造
の最適化を図り，油量を 47% 低減した。

⑷　タンクシールド構造の最適化を図り，漂
遊負荷損を低減した。

グローバル市場向け変圧器

キヤノン・コンポーネンツ株式会社 66kV
特高変電所の老朽化に伴い，地球環境保全と
高性能化を実現した特高変電設備を納入した。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　変圧器（エコレトランス）の絶縁油は，
鉱油に代わり植物由来のパームヤシ脂肪酸
エステルを採用した。低粘度であるため冷
却性能が向上し，小型化を実現した。万一，
漏えいしても生分解性であるため，環境へ
の負荷を小さく抑えられる。
⑵　キュービクル形ガス絶縁開閉装置
（C-GIS）の絶縁には，ドライエア（乾燥
空気）を採用した。温室効果ガス（SF6）
を使用しないので内部点検時のガス回収が
不要である。万一，空気圧力が大気圧まで
低下しても系統電圧の絶縁性能を有してい
るので，安全性も向上した。

キヤノングループ向け環境対応型
66kV特高変電所
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富士電機の太陽光発電用パワーコンディ
ショナ（PCS）は，これまで 500 kW 以上
のセントラルタイプのみを日本市場に発売し
てきた。一方，中国市場では 50 kWクラス
のストリングタイプが主流であるため，低圧
インバータの技術を活用してストリングタ
イプの PCSを開発した。セントラルタイプ
500 kW機では，約 2,000 枚の太陽光パネル
を一括で最大電力点追従制御を行うが，富士
電機のストリングタイプは約 40枚ごとに制
御を行っている。これにより，天候による太
陽光パネルの出力低下の影響を最小限にする
ことができるため，発電量を数%増加する
ことができる見込みである。今後，中国以外
にも，日本，韓国，東南アジアで発売を予定
している。セントラルタイプとストリングタ
イプを供給することで，さまざまな顧客ニー
ズに対応していく。

太陽光発電用パワーコンディショナ
「PIS-50/500」

（a）高効率誘導炉炉体 （b）大容量 IGBTスタック

環境対策として省エネルギー規制が各国で
広がりを見せる中，富士電機は独自の誘導加
熱技術およびパワーエレクトロニクス技術に
より，日本国内だけでなく中国，東南アジア
を中心とした海外市場向けに高効率高周波誘
導炉を開発した。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　最適な継鉄構造およびコイル構造により，
電力使用量の従来比 5%削減を実現した。
⑵　独自の絶縁技術により従来比約 2倍の
コイル電圧を実現し，コイルなどのジュー
ル損失を大幅に低減した。

⑶　低損失型 IGBTモジュールを採用したコ
ンパクト型大容量 IGBTスタックを開発し
た。
今後，顧客の生産性，安全性，保守性を高

めるため，最適操炉機能，自己診断管理など
の付加機能を随時提供する。

海外市場向け高効率高周波誘導炉
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富士電機は，株式会社セブン -イレブン・
ジャパンと新型のセブンカフェ用コーヒーマ
シンを共同開発した。
主な特徴は次のとおりである。

⑴　メニューによって異なるカップをセンサ
で識別する機能を開発した。これにより購
入者は，ボタンの選択を迷ったり間違えた
りすることがなくなった。
⑵　シャワー状に湯を供給する抽出機構を開
発した。大容量のコーヒーの連続抽出が可
能になり，調理時間を短縮した。また，抽
出部の汚れもシャワーにより効率的な洗浄
が可能になった。
⑶　無線通信機能を搭載し，配信により大型
LCDパネルの表示内容や飲料設定の変更
が可能になり，売切れや故障などの稼動状
態が遠隔監視できるようになる。

株式会社セブン -イレブン・ジャパン
向けコーヒーマシン

既存のAI による異常診断モデル
（ブラックボックスモデル）　

圧力 温度 流量…

0.5

1

0異
常
へ
の
影
響
度

さまざまなモデルに
汎用的に対応可能

新規開発技術 新規技術による診断根拠の説明結果

…

温度が
異常の原因

………
診断結果

（正常 /異常）

診断根拠の
説明可能なAI 技術

運用データ
圧力，温度，
流量など（ ）

人工知能（AI）技術の進歩により，複雑
な現象の異常診断が可能になった。
しかしながら，既存の AIは，内部構造が
ブラックボックスであり，異常と判断した根
拠が分からず，異常発生時にその原因を速や
かに取り除くことはできなかった。そのため，
プラントや製造ラインなど信頼性が求められ
る分野では，異常診断の根拠が説明できる
AIが必要とされている。
富士電機は，診断根拠の説明可能な AIを

他社に先駆けて開発している。既存の AIに
本技術を追加することにより，異常の影響度
を数値化して，その原因を説明することが可
能となる。この結果，顧客の歩留り改善や品
質向上に寄与できる。

診断根拠の説明可能なAI 技術
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