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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，システムおよびソリューションの開発に注力する
とともに，そのような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，計算科学を適用して SF6を代替
する絶縁ガスを設計するなど，差別化を実現する研究開発
に取り組んでいる。高電圧機器の小型化のため，フィラー
により誘電率を最適に設計した絶縁材料の開発や，計算科
学を活用した新規材料の設計などを推進している。
SiC（炭化けい素）デバイスの低抵抗化，高信頼性化を
狙い，最先端の分析・解析技術や計算科学を駆使し，メカ
ニズムを解明しながら研究を推進している。反応による材
料の分子構造変化を解析する分子シミュレーション技術を
開発し，SiC-MOSFETのゲート酸化膜界面の欠陥解析に
適用して性能に影響する欠陥構造を特定することができた。
SiCの次の世代のパワーデバイスとして，GaN（窒化ガ

リウム）を用いた縦型MOSFETを開発している。ポイン
トは，イオン注入による p 形形成とMOS界面制御である。
p 形（Mg）注入層上に原子層レベルで平坦なMOS界面
を形成する技術を確立し，GaN基板上にイオン注入だけ
で縦型MOSFET 構造を形成し，ノーマリーオフ FET 動
作に成功した。
SiCデバイスを搭載したパワーエレクトロニクス機器

として，3.3 kV 耐圧の SiCパワーデバイスを搭載した
MMC（Modular Multilevel Converter）を開発した。
本装置は，6.6 kV 電力系統に連系トランスなしで連系可
能で，98.5%の効率を達成するとともに，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
としている。
また，高圧機器の信頼性向上に関する技術開発も推進し

ている。粉じんによるブスバー間での放電メカニズムを解
明し，適切な絶縁設計を可能とする設計技術を構築した。
熱エネルギー技術として，二段階で圧縮する圧縮機を

使った高効率な 150℃高温蒸気発生装置を開発し，低温
排熱の有効活用を実証するフィールドテストを実施してい
る。

再生可能エネルギーの導入が進む中，大規模風力発電所
の落雷サージによる影響が懸念されている。一般財団法人
電力中央研究所が開発したサージ解析プログラムにより，
風車や配電網の詳細なサージ特性を把握し，その特性を電
力系統解析プログラムでモデル化した。これにより，大規
模な風力発電システムのサージを高精度に解析できる技術
を確立した。
制御技術として，プラントモデルによる予測で制御する
モデル予測制御をエッジデバイスにより実行可能とする技
術を開発した。従来は高速な計算機が必要であったが，数
式処理技術の応用により高速化してプログラマブルコント
ローラ（PLC）「MICREX-SX」に搭載した。
開発の効率化を狙い，開発初期から開発対象をモデル化
し，詳細なシミュレーションを駆使して開発するモデル
ベース開発手法の導入を推進している。例えば，サーボシ
ステムの制御アンプ，モータ，機械負荷の全てにおいて，
詳細モデルを作成し，模擬環境におけるバーチャル試験結
果に基づく制御アンプモデルを製品の制御プログラムに適
用している。
進展著しい人工知能（AI）技術の活用も進めている。
正常な製品の画像データにより特徴を学習し，それと異な
る特徴を持つ画像を段階的に分類可能な AIを適用した画
像認識技術を開発している。検査員の官能に依存する外観
検査の自動化を狙い，社内検査ラインに適用する予定であ
る。
異常診断への AI 活用が進められている。異常と判断し
た根拠を明確にするために，異常の影響度を数値化し，そ
の原因を説明可能な AIを開発している。
IoT（Internet of Things）技術の活用が拡大しており，

富士電機でも“Small， Quick Start & Spiral-Up”をキー
ワードに，豊富なフィールドデバイスと特徴ある高度な解
析技術を武器にソリューションの拡大を図っている。その
ために必須である組込機器のセキュリティ対策技術を開発
している。また，無線ネットワークの活用拡大に対応する
ため，無線機器に内蔵のファームウェアを効率的に配信し
て自動更新する技術の開発も実施中である。
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ソフトウェア開発技法として，マイクロサービスが脚光
を浴びている。変化に強く，新しいサービスを迅速かつ品
質を落とさずに適用可能にすることを狙った独立性の高い
複数のシステムで構成されており，その実現のための軽量
かつ高速なコンテナ型仮想化技術を開発している。

このように富士電機は，先端技術に挑戦し，製品開発を
支える基盤技術を徹底的に強化することにより，安全・安
心で持続可能な社会の実現のためのソリューションを提供
していく。

図1　ブスバー間絶縁沿面の粉じん汚損時直流放電高速観察事例

1　高圧機器の粉じん汚損に対する検証・設計技術
従来，耐汚損設計は，水溶性汚損による結露時の放電を

想定し，交流受配電機器の塩害研究を基礎としていた。粉
じん環境で使用されるパワエレ機器の信頼性の向上のため，
ブスバー間の粉じん汚損を検証し，粉じんの性質に応じて
適切な絶縁距離を設けることで安全なパワエレ機器を提供
できる設計技術を構築した。
⑴　スイッチング時に粉じんが完全にブスバー間を橋絡し
なくとも粉じん粒子間，あるいはブスバー間で放電アー
クが生じる。
⑵　粉じんでは，乾燥状態でも著しく耐圧が低下する。
⑶　スイッチング時に絶縁沿面の電圧分担が汚損部と非汚
損部で大きく変化し，いずれかの箇所がしきい値を超え
ることで放電が生じる。
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図 2　モデルベース開発手法を適用した製品開発・改良の取組み

2　モデルベース開発手法を適用した製品開発
開発初期から製品および適用対象をモデル化して詳細な
シミュレーションを行い，製品開発を進めていくモデル
ベース開発手法が広がりつつあり，富士電機の製品開発で
も導入を進めている。
一例としてサーボシステムにおいて，制御アンプ，モー

タ，機械負荷の全てについて，動作タイミングを含めた詳
細モデルを用意し，さまざまな模擬環境におけるバーチャ
ル試験を行っている。試験を行った制御アンプモデルを製
品の制御プログラムに適用することで，開発・検証の効率
化につなげている。サーボシステム以外の機械駆動系につ
いても同様の開発手法の導入を進めている。
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図 3　情報資産を保護する実行環境

3　組込機器向け資産保護技術
IoTの普及に伴い，組込機器におけるセキュリティ対策

が今まで以上に求められている。組込機器向け資産保護
技術では，ARMコアプロセッサの機能である TrustZone
を利用してメモリを保護領域と非保護領域に分離すること
により，機器が保有するデータとプログラムの真正性を保
証し，セキュアな実行環境を提供している。
また，領域間の通信インタフェースには，標準化団体

である GlobalPlatformが定義した Trusted Execution 
Environmentの APIを採用した。これにより，セキュア
な構造設計が容易になり，同時に機能選択による軽量化も
実現している。
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図 4　エッジ型モデル予測制御の構成例

4　汎用コントローラに搭載可能なエッジ型モデル予測制御
モデル予測制御（MPC）は，プラントモデルを用いて

未来の挙動を予測しながら，高精度な制御ができる優れた
制御方式である。しかし，従来は高速な計算機を必要とし
ていた。今回，MPCを廉価なエッジデバイス上で実行で
きるように，数式処理技術を応用して高速化し，国際規格
である IEC 61131-3 規格に準拠した汎用 PLC 言語を用
いて PLC「MICREX-SX」に搭載した。次に示す技術に
より，顧客プラントの高精度制御が，実績のある制御シス
テム上で低コストに実現可能となる。
⑴　運用データからプラントモデルを作成する“チューニ
ング支援技術”
⑵　制御仕様とプラントモデルに基づき，数式処理により
最適な制御式を生成する“数式解析技術”

（単位：m）

（a）風車モデルの仕様 （b）VSTL REV上
のモデル
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図 5　大規模風力発電システムのシミュレーションモデル例

5　大規模風力発電システムの雷サージ解析技術
風力発電設備は，主力電源として大規模化および大量導
入が予想されている。落雷による雷サージの流入に伴う風
力発電設備の破損などが懸念されており，送配電網を含む
風力発電システムの雷サージ解析の重要性が高まっている。
大規模風力発電システムの雷サージ解析を行うため，一
般財団法人 電力中央研究所が開発したサージ解析プログ
ラム VSTL REVと電力系統解析プログラム EMTPを用い
たシミュレーション技術の確立に取り組んでいる。本技術
によって，VSTL REVにて把握した風車や配電網の詳細
なサージ特性を EMTP 上で簡易モデル化することにより，
大規模な風力発電システムの高精度なサージ解析を行うこ
とができる。これにより，詳細な雷過電圧推定に基づく絶
縁設計が可能となる。
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図 6　無線によるファームウェア更新のシステム構成

6　無線によるファームウェア更新技術
IoTの普及に伴い，無線ネットワークを使った事業や製

品が拡大している。機能改良や障害対策として無線機器に
内蔵しているファームウェアを更新する際の保守費用や保
守期間の増大が問題になっている。
そこで，無線機器のファームウェアを効率的に配信して
自動更新する技術（FOTA：Firmware On The Air）を
開発している。主な特徴は次のとおりである。
⑴　同報通信による効率的なデータ配信が可能
⑵　差分圧縮技術によって配信データ量を削減して更新時
間の短縮が可能
今後，この FOTA をプラットフォーム化し，さまざま

な事業分野の製品に適用していく予定である。
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図 7　コンテナ型仮想化技術を適用したシステムの例

7　マイクロサービスを実現するコンテナ型仮想化技術
ソフトウェアの開発において，顧客ニーズの変化に対応

した新しいサービスを迅速にかつ品質を落とさずに提供す
るため，システムを独立性の高い複数のサービスで構成す
るマイクロサービス化が起きている。マイクロサービスを
実現する手段として，軽量（CPU，メモリ，ディスクの
リソース消費量が少ない）かつ，高速（起動が速く，オー
バーヘッドが少ない）なコンテナ型仮想化技術がある。
コンテナ型仮想化技術は，オンプレミスによるクラウド

サービスの提供や組込機器を含むシステムのエッジヘビー
化に迅速に対応することができる。また，コンテナ単位で
のシームレスな移動とソフトウェアの再利用がしやすくな
る。

第 1段階（正常画像のみで学習）

第 2段階

異常A

異常 B

異常C

分類器①

分類器② 分類器③

正　常

異常D

正常 /異常判定

異常分類 異常分類

図 8　画像認識AI 検出フローの例

8　画像認識AI を適用した自動外観検査技術
従来，工業製品の外観検査では，画像処理の専門家が試

行錯誤を重ねて対象製品に特化した検査アルゴリズムを構
築していた。また，正常品と異常品の差異が曖昧でルール
化が困難な場合は，検査員による官能検査に頼らざるを得
ないという課題があった。
そこで，この官能検査を自動化するため，次のような手
順で AIを使った画像認識技術を開発している。
⑴　正常な製品の外観画像から AI により特徴を学習
⑵　学習結果と異なる特徴を持つ画像を段階的に分類
このようにして，自動化した外観検査において安定な検
査結果が得られるようになった。今後，本技術を社内検査
ラインに適用する予定である。



富士電機技報　2019 vol.92 no.2

2018 年度の技術成果と展望

基
盤
・
先
端
技
術

114（50）

セ　ル

セ　ル

6.6 kV
電力系統

セル（単位
インバータ）

セル 7段直列

3.3 kV
SiC-MOSFET

セ　ル

セ　ル

セ　ル

セ　ル

セ　ル

セ　ル

Ｕ Ｖ Ｗ

図 9　MMC実証試験装置の全体回路構成と一相分の外観

1　6.6kV連系用トランスレス電力変換装置
富士電機は，内閣府総合科学技術・イノベーション会
議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）“次
世代パワーエレクトロニクス”に参画し，6.6 kV 電力
系統に連系用トランスを用いずに直接連系可能なMMC
（Modular Multilevel Converter）方式の電力変換装置を
開発した。2018 年度は，200 kVA試験装置による社内実
証試験を行い，目標効率 98.5%（損失：従来比 1/2 以下）
を達成した。本装置は，3.3 kV 耐圧の SiCパワーデバイ
スを搭載し，高効率を実現している。また，富士電機独自
のセル（単相インバータ）直流電圧均等化制御により，進
相・遅相無効電力だけでなく，逆相電力補償も可能である。
今後は，本技術を数 10MVA級の無効電力補償装置，フ
リッカ補償装置に適用する予定である。

先端技術

図10　フィールドテスト中のヒートポンプ蒸気発生装置

2　未利用排熱回収型高温蒸気出力ヒートポンプ
富士電機は，業界初となる 150℃の蒸気出力が可能な

高温蒸気出力ヒートポンプを開発している。2015 年から
NEDOのプロジェクトに参画し，現在，山梨工場でフィー
ルドテストを実施している。主な特徴は次のとおりである。
⑴　これまで再利用が進んでいなかった 100℃未満の排
熱を回収して 150℃の飽和蒸気をヒートポンプで高効
率に生成することが可能になった。
⑵　1台で 2 段圧縮が可能なスクロール圧縮機により，業
界最高クラスの成績係数COP3.4を実現した。
⑶　地球環境に配慮し，地球温暖化係数（GWP）が 2と
なる新冷媒を用いた。

SiO2
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（a）縦型MOSFET 構造

（b）MOS界面原子配列像 （c）縦型MOSFET の伝達特性
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図 11　縦型GaN-MOSFET の構造と電気特性

3　イオン注入による縦型GaN-MOSFET
窒化ガリウム（GaN）を用いた縦型MOSFET（図⒜）

は，炭化けい素（SiC）よりさらに低損失の次世代パワー
スイッチング素子として期待されている。コストや信頼性
の観点から，GaNデバイスの実現には，イオン注入（I/I）
による p 形形成とMOS界面制御が重要である。
富士電機は，p 形（Mg）注入層上に原子層レベルで平

坦なMOS界面の形成技術を確立し（図⒝），チャネル特
性の制御（しきい値 >3Vで移動度 >100 cm2/Vs）を可能
とした。また，この技術を用いて，自立GaN基板上にイ
オン注入による縦型GaN-MOSFET 構造を形成し，ノー
マリーオフ FET 動作に成功した（図⒞）。
SiC-MOSFETを上回るデバイス特性を実現するため，
今後も特性改善を進める。
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図 12　SiC とプロセスガスの反応シミュレーションおよび分析

4　分子レベル計算による SiC-MOSFET の界面の反応解析技術
デバイス性能低下の大きな要因の一つに，材料の表面や

界面での反応がある。これを解明するため，反応による材
料の分子構造の変化を解析する分子シミュレーション技術
を開発した。本技術を SiC-MOSFETの移動度低下要因
であるゲート酸化膜界面の欠陥解析に適用した。
ゲート酸化膜の形成を SiCとプロセスガスとの反応計

算で求めたところ，光電子分光分析で得られている界面終
端や欠陥構造を再現することに成功した。

詳細な解析から，移動度低下原因となる欠陥構造を特定
することができた。今後は，SiC-MOSFET の移動度を向
上させるため，欠陥構造を回避するようなガス条件などの
探索に取り組む。また，この技術は，金属や樹脂などの他
の材料への水平展開が可能である。
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図 13　SiC 積層欠陥断面の原子レベル走査透過電子顕微鏡像

5　4H-SiC 基板上積層欠陥の構造評価技術
SiC-MOSFET の信頼性を向上するため，SiC 基板中の

結晶欠陥の構造を詳細に評価し，欠陥生成メカニズムを解
明する必要がある。

富士電機は，原子レベルの空間分解能を持つ球面収差補
正走査透過電子顕微鏡法（Cs 補正 STEM）などの各種分
析手法を駆使して，SiC 基板の結晶欠陥の構造を原子レベ
ルで評価する解析技術を開発した。

SiC-MOSFETには，結晶構造が 4H 構造の SiC 基板
を用いる。ある製造条件において SiC 基板中に 3C 構造を
含むダブルショックレー型積層欠陥と呼ばれる結晶欠陥が
発生し，電気特性に影響を与えることを見いだした。得ら
れた知見を製造条件の改善に生かし， SiC-MOSFETの高
信頼化につなげた。
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