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2020 年度の技術成果と展望

富士電機は、エネルギー・環境技術の革新により、安
全・安心で持続可能な社会の実現に貢献するとの経営方針
に基づいて、顧客価値創出、社会課題解決に資する研究開
発を推進しています。事業戦略に沿った新製品開発、グ
ローバル事業拡大を目的とした商材創出、技術マーケティ
ングを起点としたテーマ探索の強化と共創の推進、中長期
視点に立った基盤技術の強化と人財育成に取り組んでいま
す。近年は、脱炭素社会に貢献する自動車、鉄道、船舶な
どのモビリティ分野における電動化や環境対応およびグ
ローバル市場の要請に応える商材と技術の開発に、リソー
スを重点的・継続的に投入しています。
以降、事業分野ごとに主要な取組みを紹介します。
パワエレ エネルギー分野では、大規模化が進むデータ
センター向けに、電力の安定供給とともに省スペース化と
省エネルギー（省エネ）化に貢献する大容量無停電電源装
置「UPS7500WX」を開発しました。最大 1,200 kVAの
大電力供給が可能で業界最小レベルの設置面積を実現し、
電力変換効率も業界最高レベルの 96.6%を達成しました。
また、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）の水素社会構築技術開発事業の一環として、
10MW級大型水電解装置向け電源装置を納入しました。
低圧受配電・制御機器では、労働力の減少に対応する

ため、盤の主回路母線に差し込むだけで接続できる母線
プラグイン形配線用遮断器と漏電遮断器や、省工数機器
「F-QuiQ」の系列を拡大しました。配線工数の削減と作
業品質の安定化により、電力供給の信頼性向上に貢献し
ます。
パワエレ インダストリー分野では、パワーエレクトロ
ニクス（パワエレ）技術をコアにインバータやサーボ、計
測機器、制御機器などの特徴あるコンポーネントに IoT
を組み合わせて、あらゆる産業分野の自動化、生産性向
上、省エネなどの価値創出に貢献するシステムを開発して
います。汎用インバータでは、高性能・多機能型インバー
タ「FRENIC-MEGA（G2）シリーズ」を開発し、性
能・機能を大幅に刷新しました。高速な演算処理と独自の
モータ制御技術により業界最高クラスの制御性能を達成
し、加工品質や加工速度が向上しました。さらに、IGBT
モジュールやインバータ冷却能力の予知保全機能を新た
に搭載し、装置停止の未然防止に貢献します。モーション
制御コントローラでは、演算処理能力を大幅に向上した
「SPH5000M」を発売しました。同期するサーボモータ
を倍増し、大規模で高速・高精度の多軸モーション制御に

より生産性や品質向上に貢献します。船舶向け排ガス浄化
システム（EGCS）では、船舶 IoTシステムを開発し、運
用を開始しました。船上の EGCSの運転状態を衛星通信
により陸上で遠隔監視し、安定稼働に貢献します。
半導体分野では、パワエレ機器の低損失化（高効率化）、

小型化、高信頼性化に貢献する第 7世代 IGBT-IPM、大
容量 RC-IGBTモジュール、All-SiCモジュールの系列
化開発ならびに車載システムの小型・軽量化と高効率化に
貢献する車載 IPMや車載 IPSの開発を進めました。車載
エアコン用小容量 IPMでは、第 7世代「Xシリーズ」の
チップ技術をベースに車載用途に最適化し、業界トップク
ラスの低損失を実現しました。
発電プラント分野では、カーボンニュートラルの実現に
向けた要請に応えるために、地熱・太陽光・水力・バイオ
マスなどの再生可能エネルギーを利用した発電プラントシ
ステムの建設や、蒸気タービン・発電機、蓄電池を活用し
た電力安定化技術の開発を進めています。
食品流通分野では、感染症予防へのニーズの高まりを受

け、自動販売機の選択ボタンに手を触れることなく商品
を購入できる「完全非接触自動販売機」を開発しました。
QRコードと Bluetoothを利用した機器認証技術により、
スマートフォンで商品選択と決済ができます。
続いて、共通基盤技術と先端技術の開発領域について紹

介します。パワエレ技術では、実装の高密度化が進むパワ
エレ機器向けに、冷却媒体の沸騰現象を利用した沸騰冷却
促進技術の開発を進めています。沸騰気泡の大きさを制御
する技術により、従来比 2倍以上の伝熱性能を達成しま
した。パワー半導体技術では、3.3 kV 耐圧 SiCスーパー
ジャンクション（SJ）MOSFETの開発を進めています。
SJ 構造により、オン抵抗は従来の SiCトレンチMOSFET
の 1/3 以下を達成しました。計測制御技術では、再生可
能エネルギーの大量導入に伴う系統周波数変動対策技術や
複雑化する電圧分布などに対応する配電系統監視技術の
開発を進めています。DX（デジタルトランスフォーメー
ション）関連技術では、拡張現実（AR）や AIを用いた
保守支援技術を開発しました。DXにより保守作業の効率
化や熟練作業者の技術伝承や情報共有を実現します。今後
も、設備保全のさらなる高度化を推進していきます。
富士電機は、お客さまの新たな価値創出と社会・環境課

題の解決に向け、サイバー空間とリアルフィールド、アナ
ログとデジタルの技術を連携、融合させて、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。

リアルフィールドとサイバー空間、アナログと
デジタルの技術を連携させて、お客さまの
新たな価値創出と社会課題解決を目指す

近藤　史郎  KONDO, Shiro

富士電機株式会社　取締役　執行役員常務　技術開発本部長



＊ 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。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B00270080623158480050002875270020006B30FA5765304F305D002000426631586E30480050002875673059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




