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2019 年度の技術成果と展望
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富士電機は、新たな顧客価値の創出と社会課題解決に向
けて、強いコンポーネントとそれらを活用したシステムな
らびにソリューションの開発に注力するとともに、これら
の商材を支える基盤技術と先端技術の研究開発に取り組
んでいる。特に絶縁技術、EMC技術、材料技術、シミュ
レーション技術など八つの領域の基盤技術、および、パ
ワーエレクトロニクス（パワエレ）技術、パワーデバイス
技術、アナリティクス・AIなどの先端技術の中長期的な
強化を進めている。
次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の研究開発を進めている。2019
年度には、イオン注入プロセスで作製した縦型 GaN-

MOSFETにおいて、世界で初めて高耐圧かつ低オン抵抗
のトランジスタ動作に成功した。また、第一原理計算を用
いた GaN-MOSFETのゲート絶縁膜中の不純物の状態解
析技術を活用し、さらなる性能向上を進めている。
将来のパワエレ機器向けの技術として、絶縁、接合、熱
冷却、パワエレ、SiCパワーデバイス、パッケージなどの
先端技術を複合して、超高電力密度のモータ駆動用パワー
ユニットの研究を進めている。これまでに電力密度は、従
来技術を用いたインバータの 20 倍を達成した。今後、さ
らなるレベルアップを目指すとともに、この研究で培った
技術をパワエレ機器に展開していく。
電力機器やパワエレ機器のさらなる安全性向上に向けて、

絶縁評価技術を強化している。その一環として、電気的負
荷、機械的負荷、環境的負荷を組み合わせた環境を模擬で
きる絶縁評価技術を構築した。この技術を活用して、現在、
より厳しい複合環境ストレスにおける機器の絶縁性検証を

進めている。
地熱バイナリー発電設備のコンパクト化と送電端出力を
増大するため、熱交換性能を大幅に向上できる独自の高効
率フィンと不等ピッチ管群配置を適用した新型空冷凝縮器
を開発した。今後、フィールド検証を進める予定である。
ゴムや金属などの生産ラインにおける不良部材の流出や
ロットアウトの防止に向け、レーザ誘起ブレークダウン分
光法を用いて、部材の成分をインラインで自動計測する技
術を開発した。今後、検証試験を行い、FA 分野向け商材
への適用検討を進める。
化学プラントなどの安定操業に向けて、プログラマブル

コントローラに搭載できるエッジ型モデル予測制御技術と
モデル自動調整技術を開発した。モデル自動調整技術によ
り、プラントが経年変化しても安定した制御が可能である。
工業製品の外観検査システムへの適用に向けて、画像認

識AIの判断根拠可視化技術を開発した。これまで困難で
あった AIの判断根拠を明示でき、検査員による妥当性の
判断が可能である。今後、自社工場の検査ラインにて検証
を行う予定である。
シミュレーション技術として、ラグランジュ混相流と液
膜モデルの組合せにより、壁面に衝突した液滴による液膜
生成や液膜から液滴が再飛散する現象を数値計算で推定す
る技術を構築した。この技術を用いて、蒸気タービンや船
舶用スクラバなどのさらなる性能向上を進める。
今後も富士電機は、基盤技術をデジタル技術の活用によ
り徹底的に強化するとともに、新たな先端技術に挑戦し続
け、安全・安心で持続可能な社会の実現を目指していく。



富士電機技報　2020 vol.93 no.2

2019 年度の技術成果と展望

基
盤
・
先
端
技
術

127（37）

充電電極

各種
高電圧電源

（交流・直流・雷
 インパルスなど）

複合環境
模擬タンク

気圧・湿度
制御バルブ

ポンプ・加湿器
など

絶縁材

接地電極

複合環境における絶縁破壊一般環境における絶縁破壊

サンプル

複合環境
試験タンク

図 1　複合環境模擬絶縁評価システムと実験事例

1　複合環境ストレスを模擬した絶縁評価技術
パワーエレクトロニクス（パワエレ）機器は、用途拡大
に伴って海上や高地といった過酷な環境でも使用されるよ
うになってきている。従来の絶縁評価は海上や高地の複雑
な環境を再現しきれていない。そこで、電気的負荷や機械
的負荷、気圧や汚損をはじめとした環境的負荷などを複数
組み合わせて、複合環境ストレスを模擬した絶縁信頼性評
価技術を構築した。最も厳しい複合環境における絶縁破壊
電圧は、一般環境と比較して 25%程度まで性能が低下す
ることが判明しつつある。
複合環境ストレスにおける機器の絶縁性を検証し、周囲

環境の性質に応じた絶縁距離やダメージを受けない絶縁材
質を選定することで、安全なパワエレ機器を提供できる。
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図 2　誘電率傾斜機能材料（ε-FGM）適用絶縁スペーサ

2　誘電率傾斜機能材料による電界緩和・高絶縁化技術
富士電機は 2017 年から NEDOのプロジェクトに参画
し、電力の安定供給に不可欠な高電圧電力機器の小型化や
信頼性向上を実現する高機能絶縁材料を開発している。
このプロジェクトを通じて、電界強度を最適に制御す

るため絶縁材料の比誘電率εrを任意に設定できる誘電
率傾斜機能材料（ε-FGM）の技術を開発した。この
ε-FGMを適用して従来より 30%小型化したガス絶縁開
閉装置（GIS）用の絶縁スペーサ（245 kV 相当）を試作
した。雷インパルス耐電圧試験を行ったところ、IECの規
格値である耐電圧 1,050 kVを満足することを確認し、小
型化できることを実証した。
今後、絶縁材料の長期信頼性や絶縁母線で検証し、実用

化を目指す予定である。
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図 3　ローレンツ力を用いたアーク伸長状態の観測

3　低圧回路向け直流開閉技術
系統負荷の大容量化に伴い、給電容量が増加しているた

め、従来の電流や電圧よりも大きな電流や電圧を遮断でき
る直流開閉器の要求が高まっている。
直流電流を遮断するためには、電源電圧以上に消弧室内

のアーク電圧を高める必要がある。アークに対し狙いの磁
場分布を印加するための磁場設計（解析）と、実際のアー
クの観測を組み合わせて、遮断に必要なアーク長とローレ
ンツ力によりアークを伸長させるために必要な磁束密度が
導出できる技術を開発した。従来よりも大きな電流や電圧
の仕様の直流開閉器の開発において、この技術を適用して
消弧室内の磁場分布や消弧室サイズの最適設計を行ってい
る。
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図 4　コンテナ管理技術を適用した IoT システムの一例

4　ソフトウェアの遠隔管理を実現するコンテナ管理技術
ソフトウェアをコンテナと呼ばれる小さな単位に分割し、
それらを組み合わせることでシステム構築や変更を容易に
するマイクロサービス技術が注目されているが、多くのコ
ンテナから必要なものを選択し導入するための作業工数の
増加が課題となっている。そこで工場の IoTシステムで
使用するエッジコントローラやオンプレミスサーバ内のソ
フトウェアを管理サーバから遠隔監視し、複数の管理作業
を自動化するコンテナ管理技術を開発した。システム管理
者は分散して配置されているコンテナの状態を一つの画面
から一覧で監視し、ソフトウェアの停止や更新作業などの
操作を自動化することにより作業工数は従来の 4%とな
り、顧客からの要求に迅速に対応できるようなった。
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図 5　クレーンミニモデルの実験結果

5　多変数制御技術 －天井クレーン振れ止め制御への適用－
多変数制御は、PID 制御のようなワンループ制御とは

異なり、複数の制御入力と、複数のプラント出力を一括し
て制御し、システム全体の性能が向上できる。外乱やモデ
ル変動に強い多変数制御を開発し、天井クレーンの 3 軸
振れ止め制御に適用した。
⑴　設定値応答：従来法と同様に良好な吊荷搬送が可能で
ある。また、3 軸同時制御なので、従来の 1 軸ごとの制
御よりも搬送時間は 1/3に短縮した。

⑵　外乱応答：従来法と比較して、振れ幅が平均 46.4%
低減し、外乱抑制性能が向上した。
⑶　調整レス：吊荷の質量やロープ長など、最大 50%の
モデル変動が生じても、同じ制御定数のままで同じ外乱
抑制性能が維持できる。
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図 6　絶縁膜中Ga不純物の分子モデルおよび解析

6　第一原理計算によるGaN-MOSFET ゲート絶縁膜中不純物の影響解析
デバイス性能低下の大きな要因の一つに、微量不純物

がある。この影響を解明するために、第一原理計算を用
いて不純物の状態を解析する技術を開発した。本技術を
GaN-MOSFETのゲート絶縁膜中の GaN基板由来の Ga
不純物の解析に適用し、しきい値電圧への影響を検証した。
分析が困難なゲート絶縁膜中の Gaの安定な位置とその帯
電状態を計算により評価した。その結果、Gaが格子間位
置で安定に存在し、プラスに帯電することを見出した。こ
れは絶縁膜中の Gaがしきい値電圧を低下させることを示
唆し、実験結果を裏付けることができた。今後は Ga 不純
物の低減を行うとともに、帯電しない状態の探索に適用し、
GaN-MOSFETの性能向上を行う。また、本技術は金属
や樹脂などの他材料への水平展開が期待される。
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図 7　縦型GaN-MOSFET の構造と電気特性

1　世界初 イオン注入プロセスで作製した 1,200V級縦型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）
によるデバイス構造の制御が重要である。
富士電機では、p 形領域の形成にマグネシウム（Mg）

と窒素（N）との連続注入技術を適用しMOSFETの高耐
圧化を実現した（耐圧：1,200V）。さらに、酸素（O）の
イオン注入による JFET 領域の抵抗制御技術を確立した。
これらを用いて、自立GaN基板上に微細なMOSFET 構
造を形成し、高耐圧かつ低オン抵抗のトランジスタ動作に
成功した（特性オン抵抗：1.4mΩcm2）。今後も特性改善
を進めるとともに、大電流化を目指す。
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図 8　SiC-SJ-MOSFET の断面とオン抵抗の温度依存性

2　1.2kV SiC スーパージャンクションMOSFET
4H-SiC 基板を用いた 1.2 kV 耐電圧クラスのトレンチ

ゲート型 SiCスーパージャンクションMOSFET（SiC-

SJ-MOSFET）を開発している。従来のトレンチゲート型 
SiC-MOSFET 構造（セルピッチ 5 µ m）のドリフト層内
に、多段 n形エピタキシャル成長と Alイオン注入を繰り
返して SJ 構造を形成した。従来構造に比べて特性オン抵
抗の温度依存性が小さい。ジャンクション温度 175℃に
おいて、従来構造に比べて特性オン抵抗を 35%低減した。
損失の低減により、インバータなどに搭載すると装置の小
型・軽量化につながる。
本研究は、共同研究体 つくばパワーエレクトロニクス

コンステレーション（TPEC）殿の事業として行われた。

（単位：mm）

72

64

99

図 9　37kWモータ駆動用パワーユニット

3　SiC-MOSFET 搭載超高電力密度パワーユニット
絶縁や接合、熱冷却、パワエレ、SiC-MOSFETモ

ジュールなどの先端技術を複合して、モータ駆動用超高電
力密度インバータパワーユニットの研究開発を行っている。
以下の成果により、37 kWの強制空冷方式でW99×D64×
H72（mm）の小型サイズを実現した。
⑴　従来の IGBTを用いたインバータと比較し、損失を
70%低減し、電力密度を 20 倍に高めた。
⑵　ラミネート多層プリント基板をパワー回路に採用し、
低配線インダクタンス化や発熱抑制、安全規格に準じた
絶縁距離の確保を実現した。
今後、これらの高電力密度化の技術を応用し、幅広い分

野への展開を図る。
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図 10　ターンオフ時のサージ電圧抑制と損失低減

4　SiC-MOSFET のアクティブゲート駆動技術
SiCデバイスは、高速かつ低損失で動作できる性能を
持っており、パワーエレクトロニクス装置の小型・高効率
化への寄与が期待されている。
富士電機は、SiCデバイスの開発と同時にその性能を最
大限に発揮するためのアクティブゲート駆動技術を開発し
ている。本技術は、ゲート電流の通流期間を制御し、ドレ
イン・ソース電圧の変化率とサージ電圧を制御する独自の
ゲート駆動方式で、ターンオフ時におけるサージ電圧の
抑制とターンオフ損失の低減を両立する。図に示すよう
に、通常駆動時に発生するサージ電圧を従来と同等のまま、
ターンオフ損失を約 35%低減できることを確認した。今
後、製品への適用を進めていく予定である。
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図 11　気化式熱交換器における保水層の効果

5　室外機向け気化式熱交換技術
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでは、

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）
の改正・施行に伴い、一層の省エネルギー（省エネ）が求
められている。また、近年の外気温の異常な上昇により、
室外機にかかる冷却負荷増大も課題である。そこで室外機
に併設することで冷媒の冷却を補助し、省エネと冷却負荷
の軽減を同時に実現する気化式熱交換技術を開発している。
本技術は水の気化熱を利用した冷却構造が特徴である。

熱交換器表面に特殊な素材からなる保水層を付与すること
で、少量の水で効率的な冷却が可能である。例えば 28kW
級の室外機では、夏期に 3kWの冷却負荷が低減でき、約
10％の省エネに相当する。これは、室外機が夏期でも中間
期と同等の冷却性能を発揮できることを示している。

オフライン支援系

プラントモデル
自動調整

エッジ制御系（MPC）

上位系
制御システム
（DCS）

PLC

計測データ

制御信号

SV指令 エッジ型MPC

T
PV

（温度）
ジャケット

プラント

数式処理応用
最適ゲイン計算技術

モデル同定技術運用データ プラントモデル

制御仕様

図 12　エッジ型モデル予測制御の構成例

6　モデル自動調整機能を搭載したエッジ型モデル予測制御
富士電機は、PLC（Programmable Logic Controller）

「MICREX‒SX」に搭載できるエッジ型モデル予測制御
（MPC）を開発してきた。従来のMPCは、制御対象の未
来応答予測と制御目標との誤差を最小化する最適化問題を
解きながら制御が行われるため、計算リソースが大きな
PCが必要であった。
今回、開発したエッジ型MPCは、数式処理技術を応用

し制御系の設計段階で最適ゲインを事前計算することで、
計算リソースが小さな PLCのファンクションブロックとし
て搭載できる。さらに、プラント経年変化に対応できるよ
うに、PLCに設定したプラントモデルを稼働時の計測デー
タから自動で再調整できるモデル自動調整技術を開発した。
これらの技術により、プラントの安定操業に貢献する。
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図 13　製品開発への適用例

7　AI によるシミュレーションモデルの高精度化
ショーケースの制御ソフトウェア開発では、季節環境に
基づいた、さまざまな動作条件や故障条件のすべてを実機
で再現することはできなかった。
今回、冷凍機やショーケースなどの物理的シミュレー
ションモデルのパラメータを、AI 技術と現場データを用
いて同定する技術を開発することで、高精度なテスト装置
（HILS：Hardware-in-the-Loop Simulation）にする
ことができる環境を構築した。これにより、さまざまな条
件がコンピュータ上で容易に再現できるようになり、開発
期間の大幅な短縮が可能となる。
本技術を活用することで、冷媒配管長や店舗レイアウト

検討などのエンジニアリング、異常兆候検知、最適制御な
どへの応用も期待できる。

先端技術

重要度を決定し、
入力画像に
重ね合わせる

出力結果に
影響を及ぼす
箇所を特定

入力層

特徴マップ

中間層

畳込み

出力層

異　常

正　常

異常度
高

低

＋

図 14　画像認識AI の判断根拠の可視化フローの例

8　画像認識AI の判断根拠の可視化技術
近年、工業製品を高精度で安定した検査ができる外観検
査システムに高いニーズがある。これを実現する画像認識
AIを用いたシステムは、判断根拠の明示が困難であり、結
果の妥当性を確認することができず、現場への普及が難し
かった。そこで、この課題に対し、検査結果に影響を及ぼ
した箇所を次の手順で画像上に可視化する技術を開発した。
⑴　画像認識AIの特徴マップ（画像から抽出した特徴の
データ配列）から出力結果に対する影響度を算出

⑵　影響度の大きさから出力結果への重要度を決定
⑶　入力画像にフィードバックし、ヒートマップを表示
この可視化技術により、現場の担当者が画像認識AIの

判定結果の妥当性を判断できるようになる。今後、本技術
を社内の検査ラインに適用し、生産性の向上に貢献する。
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（a）LIBS 評価装置 （b）装置構成図

ディスク
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分光器

コンピュータ

デジタル
ディレイ

図 15　試作した LIBS 評価装置と装置構成図

9　レーザ誘起ブレークダウン分光法によるインライン成分自動計測
近年、FA 分野おいて、生産部材を連続監視し、不良部
材の流出や部材のロットアウトを防ぎたいなどの要求が増
えている。このような要求に応えるため、富士電機では
レーザ誘起ブレークダウン分光法（LIBS）を用いて、多
様な部材の成分をインラインで自動計測する技術を開発し
た。LIBSは被測定物にレーザを照射し、物質から生成す
るプラズマを分光計測することにより、含有元素量を計測
する技術である。この技術を生産ラインに適用することに
よって、品質保証の効率化、高度化にもつなげることが期
待できる。
今後、ゴム、金属、半導体などの生産ラインへの適用に
向け、検証試験を行っていく予定である。



＊ 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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