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展

望

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社は，富士電

冷凍出力 35 % 増の小型・高性能機を開発した。直接挿入

機グループの研究開発専門会社として，差別化された新商

型ガス分析計においては，従来の塩化水素濃度測定に加

品や新事業に結びつく研究開発，グループ全体にかかわる

え水分濃度を同時に計測する技術を開発している。また，

基盤・共通技術の強化，基礎研究による将来技術の蓄積を

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利用

行っている。

した高感度な振動ジャイロ（角速度）センサの開発を進め

電子デバイス分野では，有機 EL パネルとして，フルカ

ている。

ラー表示に適した色変換方式（CCM）を採用した 2.8 型

情報・通信制御分野では，機器組込みソフトウェアの品

QVGA（320 × 240 画素）アクティブマトリックス駆動の

質・生産性の向上のために，開発プロセス再定義によるプ

有機 EL ディスプレイパネルを開発した。また，携帯機器

ロセス改善，プラットフォーム化によるソフトウェア再利

用のマイクロ電源インダクタでは，従来より大幅な小型化

用効率向上などの取組みを推進した。また，センサネット

を可能にする磁気飽和特性に優れた新しいダストコアを開

ワークに適用するマルチホップ無線システムにおいて，低

発した。次世代型太陽電池では，微結晶シリコン（µc-Si）

消費電力動作技術を開発し，無線システムの電池駆動化を

材料をボトム層に適用して高効率化の開発を進めている。

実現した。製造現場での品質分析改善を支援する品質ト

パワーエレクトロニクス分野では，瞬時電圧低下（瞬

レーサビリティシステムにおいては，プラットフォーム

低）や停電から重要負荷を保護する高圧瞬低対策装置にお

の開発を完了しプリント板実装工場への適用評価を実施中

いて 99.6 % 以上のシステム効率の装置を実現した。また，

である。非接触 IC カードを使った非決済系サービスでは，

PM モータ（永久磁石型同期電動機）の小型化とギヤレス

端末ソフトウェアの変更なしにサービスの追加，カスタマ

化を可能にするセンサレスベクトル制御技術や，汎用プロ

イズが可能な端末・サーバ連携技術を開発した。

グラマブルコントローラ（PLC）で実行可能なコンテナク

解析技術分野では，半導体素子の解析技術として有効

レーンの低コスト振動抑制技術を開発した。インバータ用

な，X 線三次元トポグラフィーの高解像度化を行う画像復

IGBT モジュールにおいては，伝導ノイズを従来比最大約

元法や，走査型広がり抵抗顕微鏡（SSRM）による半導体

13 dB 低減した IGBT モジュールを開発した。

中キャリヤ濃度評価技術などを開発した。熱伝導解析技術

環境・エネルギー分野では，家庭用燃料電池発電システ

においては，IGBT モジュール組立時の管理項目の一つと

ムにおいて，起動停止時に生じる電池劣化の主要因を解明

なっている，はんだ中の空げき（ボイド）を含んだ条件に

し，起動停止時の電池の性能低下を大幅に低減する技術を

おける熱伝導解析技術を確立した。

開発した。りん酸形燃料電池では，防災用非常電源に燃料

材料技術分野では，オンボード用 POL（Point of Load）

電池が認可されたことに対応し，消防法に対応した独立給

電源において，高熱伝導のエポキシ樹脂シートを用いてプ

電機能付きの燃料電池発電システムを開発した。また，水

リント配線板の中に電子部品を埋め込む技術を開発し , 実

素供給機能付燃料電池を開発し，夜間・休日の需要の少な

装面積を従来比 50 % に低減した。

いときは，水素ガスを発生するなど，電力需要に応じた柔

生産技術分野では，蒸気タービンロータの異種材料・

軟な運用を行うことを可能にした。メタン発酵システムに

狭開先溶接技術において，アーク長を従来の 1/3 〜 1/4

おいては，下水汚泥を高速に高分解率でメタン発酵してバ

（0.5 mm）とし，アーク集中性を大幅に向上させることに

イオガスを回収する研究を推進している。将来技術として

より短納期化，低コスト化を可能とした。また，電気めっ

は超高温ガス炉の技術開発を進めている。

きの理論的解明および高速・高品質化に取り組み，貫通穴

メカトロニクス・センサ分野では，超伝導フィルタ冷
却用のパルスチューブ冷凍機として，従来比容積 25 % 減，

を有する基板において，膜厚均一性と高速成膜（従来比 3
倍以上）を両立する技術を開発した。
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電子デバイス
フィルム型太陽電池の微結晶シリコンによる高効率化
富士電機で商品化しているフィルム型アモルファス太陽

図１

次世代型太陽電池の構造および成膜装置

電池は軽量でフレキシブルという特徴を有し，長波長光と
短波長光を吸収するボトムとトップの発電層から成り，光

入射光

を有効に利用する構造となっている。

透明電極

前記の特徴を生かした高効率次世代型太陽電池（目標変

p

換効率 12 %）として，長波長光に対する光電変換効率が

i

トップセル
（a-Si）

n

高い微結晶シリコン（µc-Si）材料をボトム層に適用する

2.5
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（a）
開発を進めている〔図
〕
。µc-Si 膜はフィルム基板上に

i

（b）
〕
，成膜条件の最適化
プラズマ CVD 法で形成され〔図

n

などを検討した結果，ボトム発電層として十分な変換効

50

m

プラズマ CVD 装置

金属電極
フィルム基板
金属電極

率を得ることができた。今後はトップ発電層であるアモル
ファス Si（a-Si）層との積層化によって目標変換効率の実

ボトムセル
（ c-Si）

（a）a-Si/ c-Si
太陽電池構造

現を図る。この開発の一部は NEDO 委託業務の成果によ

（b） c-Si 成膜用
プラズマ CVD 装置

るものである。

AM 駆動有機 EL ディスプレイ
フルカラー表示に適した色変換方式（CCM）を採用し

図

2.8 型 QVGA-AM 駆動有機 EL ディスプレイの画像

図

有機トランジスタ

た 2.8 型 QVGA（320 × 240 画素）アクティブマトリック
ス（AM）駆動有機 EL ディスプレイを開発した。
CCM は青色の発光層と，その発光波長を吸収しそれぞ
れ緑色・赤色に変換する色変換層を用いる。この方式は発
光層が 1 種類で済むため大面積の作製が容易で，かつカ
ラーフィルタ方式では遮断される光を波長変換することで
発光層から出射された光を無駄なく有効利用できる。
これまでに開発した高効率薄膜 CCM 技術・封止技術・
パーティクル制御技術などに加えて，発光面積比を大きく
できるトップエミッション構造を実現した。
今後，CCM の特徴を生かして発光層の長寿命化とパネ
ルの大面積化を進めていく。

有機半導体デバイス
有機半導体デバイスは低温プロセスで作製可能なため，
柔軟性・耐衝撃性のあるフレキシブル基板上に成膜可能で
あり，低コストで大面積に成膜できるという特徴がある。
10−2

富士電機では，そのための基本素子となる有機トランジ
トランジスタでは，微細化に有利なボトムコンタクト構造
酸化水素水（SPM）処理することで接触抵抗を下げ，オ
（b）
〕
。
ン抵抗の大幅低減に成功した〔図

今後，こうしたデバイス技術をベースとして，大面積か

ペンタセン
ソース
（Au）

ドレイン
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Ta2O5
ゲート（Ta）
ガラス基板
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ゲート電圧（V）

つフレキシブルといった有機デバイスの特徴を生かせる，
ディスプレイや各種センサへの応用を検討していく。

ドレイン電流（A）

スタを研究している。ペンタセンを活性層に用いた有機
〕において，ソース・ドレイン電極の表面を硫酸過
〔図
（a）

チャネル幅＝1 mm
チャネル長＝3 m
ドレイン電圧 =− 6 V

10−3

（a）構造

（b）電流 - 電圧特性
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パワーエレクトロニクス
高圧瞬低対策装置
富士電機が培ってきた低圧 UPS 技術と高速限流遮断器

図

技術を応用して，6.6 kV および 3.3 kV 系統で発生した瞬

高圧瞬低対策装置の電力フロー
受電遮断器
52RS

時電圧低下（瞬低）や停電から重要負荷を保護する高圧
瞬低対策装置（型式：8000 H）を開発した。この装置では，

高速スイッチ
HSW

蓄電池

系統正常時に高速スイッチを介した負荷給電を行い，異常

負荷側遮断器
52CS
変圧器
TR1

変換器

時は蓄電池に接続した低圧インバータの出力（400 V）を

TR 一次
遮断器
52C

負荷給電

PWU

変圧器で昇圧して負荷に給電している。系統正常時の損失

（a）系統正常時の状態

低減のため，導通損失の少ない機械式高速スイッチを採用

高速スイッチ
HSW

受電遮断器
52RS

し，かつ低スイッチング周波数でのバッテリー充電制御に
切り替えることにより，99.6 % 以上のシステム効率を実現

バッテリー充電

蓄電池

負荷側遮断器
52CS
変圧器
TR1

変換器

した。また，系統電圧の振幅と位相，瞬時値を使用した新
しい高速停電検出方式を開発し，0.5 ms 以内に系統の異常

TR 一次
遮断器
52C

PWU

バッテリー給電

を検出してインバータ給電に切り替えることができた。

（b）系統異常時の状態

PM モータのセンサレスベクトル制御技術
小型化と省エネルギーのニーズから PM モータ（永久

図

同期電動機と誘導電動機の寸法比較

磁石型同期電動機）の適用が進んでおり，富士電機では，

容量，回転数：1.5 kW，3,600 r/min

ファン・ポンプ用途向けに当社独自の「V/f 制御」による

同期電動機

低価格なセンサレス PM モータ駆動装置を提供してきた。

誘導電動機

316
240

今回，さらなる高性能化のため，定格の 150 % 以上の大き
なインパクト負荷がかかる用途や急加減速用途に最適な

（ 1） 最高周波数 400 Hz の高速モータを駆動でき，モータ

71

の小型化とギヤレス化ができる（右図参照）
。
（ 2） コンパクト型インバータのような低価格なハードウェ

90

φ187

りである。

φ131

「センサレスベクトル制御」を開発した。特徴は次のとお

アを使用でき，小型で高性能な商品を安く提供できる。
体積比：60 % 減
質量比：60 % 減

（ 3） モータ空転状態からの始動，および瞬時停電時の運転

継続ができる。始動時間は 0.2 秒以下である。

振動抑制技術のクレーンへの応用
近年，コンテナクレーンなどの荷役の分野では，世界的

図

コンテナクレーン振れ止め制御の例

に自動化のニーズが高く，振れ止め制御は自動化技術の必

汎用 PLC

須技術となっている。富士電機では，これまでの振動抑制
技術を応用し，独自のアルゴリズムにより振れ止め制御技

目標位置

最適
パターン

トロリ
制御系

振れ止め
制御

トロリ位置・速度

（ 1） つり荷・ロープ長・移動量に応じて，最適な横行時の

ロープ長など

動作パターンを自動生成
振れ角および天候などの外乱成分を抑制
（ 3） 手動運転，半自動運転に対応可能

このシステムは，比較的安価な汎用 PLC で実行可能で
あり，インバータとの組合せにより，トータルなコストダ
ウンが期待できる。

クレーン
システム

振れ角

術を開発した。主な特徴は次のとおりである。

（ 2） 振れ角センサによるフィードバック制御により，残留

イン
バータ

システム構成
ト
ロ
リ
速
度

0

振
れ
角

0

時間

時間

応答特性の例
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パワーエレクトロニクス
低ノイズ IGBT モジュール
近年，インバータが発生する伝導ノイズが問題となり，

図

低ノイズ IGBT モジュールの実装模式図と断面図

低ノイズ化の要求が高まっている。伝導ノイズの発生源

IGBT チップ（上面エミッタ）

は，装置各所に形成される浮遊容量を介してアース線に流

C1 電位

IGBT チップ（上面コレクタ）

れる高周波漏れ電流である。そして，IGBT モジュールの
浮遊容量は高周波漏れ電流の主要経路の一つである。今
回試作した低ノイズ IGBT モジュールは，下アーム IGBT

C2E1 電位

E2 電位

（a）低ノイズ IGBT モジュール実装模式図

チップを反転して実装することで，高周波漏れ電流の主要

金属ベース

経路となる浮遊容量を低減できる特徴を持つ。この低ノイ

C1 端子 （C1 電位）

ズ IGBT モジュールをインバータに適用し，伝導ノイズを

金属ベース
C2E1 端子 （C2E1 電位）

E2 端子

IGBT チップ

IGBT チップ

金属ベース
（E2 電位）

評価したところ，同一特性の IGBT チップを適用した従来

絶縁基板

のモジュールと比べ，4 MHz 以下の成分について最大約

浮遊容量

銅ベース

13 dB の低減効果が得られた。これにより伝導ノイズ対策

（b）低ノイズ IGBT モジュールの断面図

が容易となり，低ノイズなインバータの開発が可能となる。

環境・エネルギー
家庭用燃料電池発電システム
富士電機は，2005 年 3 月〜 2007 年 9 月に三重県四日市

図

家庭用燃料電池発電システム

図

防災用燃料電池（独立給電機能付）

市と鈴鹿市において，フィールドテストを実施し，四日
市市では，15,500 時間以上の運転時間を記録した。また，
2006 年 2 月〜 2007 年 3 月には九州大学，西部ガス株式会
社と省エネルギー性，環境性の評価を実施して，商品化の
ための課題を抽出した。さらに，2005 年 10 月から社内で
運転評価を開始し，耐久性評価を継続している。
2007 年度は，起動停止と連続運転による電池の主要な
劣化要因の解明と加速試験方法の開発を実施した。起動停
止時に生じる触媒層の担体腐食を防止する起動停止方法を
開発することによって，起動停止時の電池の性能低下を
低減することができ，連続運転時の低下率を 8 µV/h から
1.5 µV/h（目標 1 µV/h）に改善することができた。

防災用燃料電池（独立給電機能付）
2006 年 4 月に消防法が改正され，燃料電池は非常電源
（常用非常用兼用）として認可された。今回，消防法によ
り規定された下記 2 項目の機能を満たす燃料電池を開発し
た。

常用時

非常時
商用電力系統

（ 1） 非常時には備蓄燃料に切り替えること：常時は都市ガ

商用電力系統

ス 13 A を燃料とし，非常時には装置を止めることなく，
LPG に燃料を切り替える技術を確立した。
（ 2） 常用電源の停電から電圧確立および投入までの所要時

間は 40 秒以内のこと：所要時間 30 秒を達成した。
また，非常時の独立負荷への給電に関して，5 秒間隔で
5 台の回転機（3.7 〜 7.5 kW）を直入れし，安定に電力を
供給できることを確認した。
2007 年度中に消防法認証制度に合格し，2008 年度以降
は消防法非常電源を含めた防災用電源として拡販していく。
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一般負荷

消防用設備，
重要負荷

一般負荷

消防用設備，
重要負荷

排熱利用
都市ガス
燃料電池
（ＰＡＦＣ）

ＬＰＧ
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環境・エネルギー
水素供給機能付燃料電池
りん酸形燃料電池普及拡大のため，用途開発として水素

図

水素供給機能付燃料電池の概念図

供給機能付燃料電池を開発した。100 kW りん酸形燃料電
池に圧縮機および PSA（圧力スイング吸着法）を組み合

100 kW りん酸形燃料電池

わせることで，75 kW の発電を行いながら，7 Nm3/h の水

都市ガス

＊

素 を同時に発生することが可能である。日中は，発電主

改質器
CO
変成器

体で定格 100 kW の発電を行い，夜間・休日の電力需要の

改質ガス

電池
本体

燃料電池オフガス
水素精製装置オフガス

改質ガス

純水素

少ないときは，水素を発生するなど，電力需要に応じた柔
軟な運用を行うことができる。

改質ガス
冷却器

今後この技術により，燃料電池自動車へ水素を供給する
水素ステーション，水素を必要とする半導体工場などへの

高圧水素
蓄圧器
圧縮機

改質ガス
圧縮機

適用が期待できる。

フレアスタック

水素の取出し圧力は 0.7 MPa G，純度は 99.999 % である。

純水素
PSA

＊

水素精製装置オフガス

水素ディスペンサ

水素精製装置

実用超高温ガス炉技術
次世代の実用原子炉の一つである超高温ガス炉
（VHTR）

図

原子炉熱設計例と米国 NGNP プロジェクトの概念図

は，高効率発電以外にクリーンエネルギーとなる水素の
製造も可能であるため，世界的に実用化へ向けての研究
開発が推進されている。米国で 2006 年 11 月から開始され
た電気・水素併給高温ガス炉プラント（NGNP）プロジェ
クトでは，General Atomics 社の設計チームの一員として

1,500
1,400
1,300
1,200
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参画し原子炉熱設計などを実施している。また，国内では
日本原子力研究開発機構との共同研究により，日本独自
の VHTR 原子炉概念の構築を進めている。さらに，これ
らの VHTR 原子炉を具体化するために開発が必要な機器

水素製造施設

原子炉施設

（℃）

（例えば，耐熱炉心拘束機構）の要素試験を開始した。今
後は，これらの活動を継続し，原子炉設計技術の維持・向
上を図るとともに，VHTR の実用化を目指していく。

下水汚泥の高速メタン発酵技術
下水汚泥は，エネルギーとしての有効利用が望まれてい

図

メタン発酵のラボ実験装置

るが，処理速度と分解率の向上が課題である。
2007 年 4 月に，生ごみの高速メタン発酵技術を応用し
た制御技術によって，菌の高密度化と高活性環境を維持す
ることで，下水汚泥を高速に高分解率でメタン発酵してバ
イオガスを回収する研究を開始した。
初沈汚泥に生ごみを加えたラボ実験においては，従来の
7 倍以上の高速処理による安定発酵と 65 % 以上の高分解
率を達成した。
また，分解率が低い余剰汚泥を可溶化して発酵する研究
開発にも取り組んでいる。2008 年 4 月には，実処理場に
パイロットプラントを設置し，約 1 年間の実証運転を行っ
て，下水汚泥のメタン発酵技術を確立する予定である。
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メカトロニクス・センサ
小型・高性能パルスチューブ冷凍機の技術
今回，総務省委託による国家プロジェクトとして，富

図

小型・高性能パルスチューブ冷凍機

図

振動センサ

士電機は，超伝導フィルタ冷却用の小型・高性能パルス
チューブ冷凍機を開発した。
一般的にパルスチューブ冷凍機は，膨張部に可動部がな
いことから，スターリング冷凍機などの他方式冷凍機に
比べて，長寿命かつ低振動である。開発した冷凍機の主な
特徴は，可動磁石型圧縮機の採用により小型で高効率であ
る点，同軸型パルスチューブ膨張機の採用により小型で簡
便性に優れている点である。冷凍機の主な仕様は，冷却温
度 65 K において冷凍出力 2.5 W（消費電力 100 W 時）
，質
量約 7.7 kg，容積 1.9 L および設計寿命 50,000 時間である。
量産・販売されている現行のパルスチューブ冷凍機に比べ
て，性能 35 % 増，容積 25 % 減を達成した。

回転機の振動監視センサ・異常診断技術
産業プラントでは，ポンプやブロワなどを駆動する大型
電動機をはじめ，多くの回転機が使われている。富士電機
では，これら回転機の予防保全に関し，保全員の巡回や有
線の監視システムに代わる RFID による振動センサを開発
した。センサ内部でデジタル変換された回転機の振動デー
タは，無線で受信機に送信され，LAN を介しパソコンで
収集，管理できる。特徴は次のとおりである。
（ 1） 水平・垂直方向など軸受部の 2 方向の振動傾向管理と，

ころがり軸受のきずや摩耗による異常診断が可能
（ 2） ボルトのゆるみや地盤沈下など経年変化で発生する不

（a）振動センサ

（b）振動波形・周波数分析画面

釣合いや軸心の変化による異常振動の診断が可能
（ 3） 電池駆動のためセンサ敷設用配線が不要。また，無線

による計測のため環境の悪い場所での振動計測が可能

直接挿入型レーザ式ガス分析計における 2 成分検出技術
富士電機では，直接挿入型レーザ式ガス分析計を 2007

図

直接挿入型レーザ式ガス分析計

年に発売している。ppm オーダーの塩化水素濃度の測定
は，塩化水素が測定ガス中の水分と反応しやすくサンプリ
ングが困難なため，水分濃度と塩化水素濃度を同時に計測
する方法が望まれていた。現在，一つの半導体レーザで二
発光部

つ以上のガス濃度を検出する技術を開発中である。特徴は
次のとおりである。

受光部

制御部

（ 1） 半導体レーザによるガス吸収のスキャン範囲を拡大し，

複数成分を計測するので，従来と同じ機器構成で計測可
能である。
（ 2） 可動部がなく信頼性が高いため，長期安定性に優れる。
（ 3） 高速応答（2 秒以下）が可能である。
（ 4） 受光光量の変動を補正する機能を有し，ダストの影響

を受けにくい。
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メカトロニクス・センサ
高感度ジャイロセンサ
MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利

図

振動構造体の SEM 像

用した加速度，角速度計などの物理センサは，自動車の姿
勢制御，カメラの手ぶれ防止機能，ゲーム機器などに広く
使用されており，2007 年現在で約 800 億円の市場規模と
回転

なっている。富士電機では振動ジャイロ（角速度）センサ

強制振動

の高感度化を目指し，現在開発を進めている。
振動ジャイロは微小な振動体に回転を加えたときにわず
かに発生するコリオリ力をとらえて回転速さを測定するも

ジャイロ振動

ので，高度な振動制御技術とアナログ回路技術が要求され
る。図に示す構造体は，振動の基礎，すなわち振動の測定
および加振制御を解析するために，SOI 基板を用いて作製
したもので，複数の容量が加振もしくは振動測定を担う構
造になっている。

情報・通信制御
組込みソフトウェア開発技術−開発プロセス改善
機器組込みソフトウェアでは，開発規模が増大する一方

図

組込みソフトウェア開発プロセス改善への取組み

で，品質・コスト・納期の確保が大きな課題となっている。
目的：ソフトウェアのＱ
（品質）
Ｃ
（コスト）
Ｄ
（納期）の確保
原理：開発のプロセスの再定義による品質評価データ収集を通して，改善活動を
継続的に行う。
要求分析段階で非機能要件を抽出し，手戻りを少なくする。
部品化設計によるプラットフォーム化により，ソフトウェアの再利用効率を高める。

そこで下記の施策をグループ会社の機器組込みソフトウェ
ア製品開発に展開し，品質・生産性の向上を図った。
（ 1） 開発プロセス改善

改善対象部署の開発プロセスの再定義を行い，現状把握
や改善のための品質評価データの収集を可能にした。

要求分析

（ 2） 非機能要件の抽出

適格性試験

③

方式設計

不明りょうになりがちな非機能要件（保守性，移植性な
ど）の抽出支援用に考案した品質特性表の適用を図った。

②非機能要件の抽出

①開発プロセス改善

②

詳細設計

（ 3） プラットフォーム化

品質特性表

結合試験

③プラットフォーム化

単体試験

コーディング

製品のプラットフォーム化を目指す部署に対し，構造分

構造分析・改造提案

析・改造提案などの支援を行った。

電池駆動マルチホップ無線システム
ユビキタスネットワーク社会を実現するキーテクノロ

図

低消費電力マルチホップ無線システム

ジーの一つとして，センサネットワークが期待されている。

エンドノード

センサネットワークでは，センシング情報を供給するノー
ドは設置を容易にするためバッテリー動作が望ましい。
今回，センサネットワークに適用するために，ネット

データ転送

ワーク状態を自動探索して中継・伝送する富士電機独自の
マルチホップ無線システムを発展させ，低消費電力動作方

マルチホップ無線システム

式による電池駆動の無線機を実現した。無線機は所定の
周期で停止・起動を繰り返す間欠動作をしており，非同期
で間欠動作する無線機同士の同期を確立することでデータ

スタートノード
間欠周期（Ｔ）
転送先ノード
ID

を転送する。この方式により，データ伝送頻度 1回/時間，
電池容量 7 Ah にて約 3 年間の動作が可能である。

ID
送信待ち
時間（ｔ）

パケット

送信ノード
送信開始

低消費電力動作方式
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情報・通信制御
製造品質トレーサビリティシステム
製造業では，出荷製品の不具合対応によるロスコストが

図

品質分析改善を支援する基本画面構成

経営を圧迫するため，不具合発覚時の迅速かつ的確な対応
や不具合未然防止などの対応が強く望まれている。

【製造履歴一覧画面】

基本３画面を
遷移して分析
（検索条件引継ぎ）

そこで，日々の製造現場での品質分析改善を支援する製
造現場向けの品質トレーサビリティシステム構築用プラッ
トフォームを開発した。主な特徴は次のとおりである。

収集データの
指定項目一覧表示
製造ロット
不良率など

（ 1） マトリックス画面により製造管理単位に品質影響要因

となる製造条件の切替りを容易に判断可能（図参照）

【製造情報グラフ画面】

【製造条件マトリックス画面】

不

良

収集データの
指定項目グラフ表示
製造ロット
不良率など

（ 2） 品質情報の定義や収集方法をテーブル管理するツール

率

によりシステム導入・更新のエンジニアリングを容易化
現在，プリント板実装工場への適用評価を実施しており，

時系列に並べた製造ロット単位に製造条件
（作業者，部品ロット，使用設備・機器など）の
切替りが，製造不良率に対応させてビジュアルに分かる。

今後，プリント板を搭載したコンポーネント機器や装置シ
ステムへの適用に拡大していく。

非接触 IC カードシステムの端末・サーバ連携技術
非接触 IC カードを使った非決済系サービスを提供する

図

端末・サーバ連携技術によるサービスイメージ

ために，店舗に設置される非接触 IC 端末とサーバとをリ
サービス
データ

アルタイムに通信させ，端末で提供するサービス内容を
サーバ

サーバから制御するための基本技術を開発した。
この技術では，端末から通知される情報（端末の識別番
号やかざされたカードの情報など）を基に，サーバでサー
ビス内容を検索・選択し，端末に指示を与えることで，ダ
イナミックにサービス内容の変更が可能となる。このため，

店舗端末 1

端末のソフトウェア変更なしにサービスの追加，カスタマ

店舗端末 2

イズ，個別提供が可能となり，多様なサービスに迅速に対
応できる。
今後，この技術を製品に組み込み，適用を図っていく。

解析技術・材料技術
SPring-8 による X 線 3D トポグラフィーの高性能化

15
10

接合界面（p/n）とエピタキシャル

基板界面

（epi/sub）に一致した。解像度は 2 µm から約 0.5 µm に改
善された。この手法はデバイスの非破壊結晶解析に有効で，
パワー半導体の性能改善や新製品開発に生かす予定である。
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を開発した。3D トポは結晶内部のピンポイント X 線回折

図

y（

富士電機独自の技術である X 線三次元（3D）トポグラ
フィー（トポ）において，高解像度化のための画像復元法

0

p/n

−5

epi/sub

−100
−150
−150 −100 −50 0

x（

−15 −10 −5
50 100 150

x（

0

5

m）

10

m）

（a）SiC ダイオードの平面トポ像

（d）復元画像

15

富士時報

技術開発・生産技術

Vol.81 No.1 2008

解析技術・材料技術
走査型広がり抵抗顕微鏡による半導体中キャリヤ濃度評価技術
半導体素子において，イオン注入や熱拡散などによって

図

不純物拡散層の SSRM 解析結果

形成される不純物拡散層は，半導体素子の電気的特性を
左右する重要な役割を持つ。この不純物拡散層の評価には

そこで富士電機では走査型広がり抵抗顕微鏡（SSRM）

z（

に拡散層を評価するための手法が求められている。

m）

半導体素子の拡散構造の微細化・複雑化に伴い，より詳細

0

p 型領域
n 型領域

5
0

による半導体中キャリヤ濃度評価技術を開発した。SSRM

5
x（

の原理は，薄膜化した試料に導電性探針を当てて表面を走

10
m）

高抵抗

査して微小領域の電気抵抗を測定し，それをキャリヤ濃度

15

キャリヤ濃度 (/cm3)

二次イオン質量分析法（SIMS）が一般的に用いられるが，

低抵抗

（a）SSRM マッピング結果

に換算することにより，拡散層を評価するというものであ

1019
1018
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0

1

2

3

z（

m）
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5

（b）キャリヤ濃度の
深さ方向プロファイル

る。
この手法により，これまで困難であった微小領域や深い
領域について拡散層を評価することが可能になる。

IGBT モジュールの熱解析技術
汎用インバータ，工作機械などに使用される IGBT モ

図

熱伝導解析結果

ジュールは，高電圧・高電流を制御するために，チップ
の温度が非常に高くなるという課題を持つ。特に近年は，

ボイド

Ｉ
ＧＢＴチップ
はんだ

チップ・パッケージの小型化が進んだことにより発熱密度

絶縁基板

が上がり，より顕著となってきている。発熱を低減させる
実際のボイド（写真）

ためには，放熱を妨げる要因を減らすことが必要となる。

ボイドを反映してモデル化

そこで，その要因の一つであり，組立時の管理項目の一
つとなっている，はんだ中の空げき（以下，ボイドと呼
ぶ）を含んだ条件における熱伝導解析技術を確立した。こ
の解析により，試作によらず，さまざまなボイド条件に

ＦＷＤチップ

おけるチップ温度を求めることが可能となり（誤差 1 ℃以
下）
，管理値の設定および試作回数の削減に貢献すること
ができた。

絶縁基板

Ｉ
ＧＢＴチップ

ベース

ヒートシンク

次世代小型電磁開閉器用サーマルリレー伝熱解析
電磁開閉器用サーマルリレーは，主回路に流れる電流に

図

伝熱解析例

よりヒータを加熱し，バイメタルを熱変形させることで
電流を機械的な信号に変換し，トリップ動作を行う保護リ
レーである。そのため，バイメタルを含むヒータユニット
部では，熱を効率的にバイメタルに伝える伝熱設計技術が
重要となる。
そこで，富士電機ではヒータユニットの伝熱解析技術の

温度
高

構築を進め，絶縁材やバイメタルなどの構成部品の熱物性
値を実測することで解析モデルを適正化し，バイメタルの
熱変形量が解析可能となる伝熱・構造の連成解析技術を確
立した。今後，ヒータユニットのさらなる伝熱効率向上に

低

より，機器の信頼性向上や小型化を進めていく予定である。
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解析技術・材料技術
部品内蔵基板型 POL 技術
近年，オンボード用 POL（Point of Load）電源は小型

図

部品内蔵基板型 POL

化・高電力密度化が求められている。しかし従来の表面実
装方式による小型化では限界があり，また，電力密度が高

部品内蔵基板型 POL 電源

くなると放熱性も課題となる。
そこで富士電機では，高熱伝導のエポキシ樹脂シートを
用いてプリント配線板の中に電子部品を埋め込む技術を開
発し，部品内蔵プリント配線板方式による 20 W クラスの
POL 電源（図参照）を業界で初めて実現した。この電子
部品埋込み技術により，マザーボードへの実装面積は従来
比 50 % に低減し，また，放熱性を損なうことなく電力密

コンデンサ

インダクタンス

断面

コンデンサ

Ｉ
Ｃ

度を従来比 2.7 倍に向上した。
今後，より高密度な実装基板にも対応できるように，樹

エポキシ樹脂シート（多層）

IC 基板

脂シート材料のさらなる高熱伝導率化を検討していく。

生産技術
蒸気タービンロータの異種材料・狭開先溶接技術
中容量蒸気タービン用の短納期で低コストな高中低圧一

図

一体形ロータの構成図，従来式と本方式との比較

体形ロータ材を提供すべく，2004 年度に 1 %CrMoNiV 鋼
9 mm

と 3.5 %NiCrMoV 鋼の狭開先溶接技術を開発した。今回，

初層裏波ビード

さらなる溶接品質の向上のため，超短アーク長溶接技術を

狭開先溶接部

超短
アーク長
溶接

従来
アーク長
溶接

開発した。ロータは高速回転（3,000，3,600 r/min）する
ため，狭開先内（幅 9 〜 11 mm，深さ 125 mm）の初層溶
接部には，継手全周に均質な裏波ビードの形成が必須条件

1 ％CrMoNiV 鋼
ロータ

となる。

3.5 ％NiCrMoV 鋼
ロータ

溶融池

アーク長
標準

アーク長
極小

一体形ロータの構成図
裏波ビード

裏波ビード

そこで，ワイヤ送り位置精度の向上，溶接ヘッドの高
精度・高剛性化，アークモニタリング技術の確立により，

裏波ビード

アーク長を従来の 1/3 〜 1/4（0.5 mm）で溶接する新方式に

アークの広がりが狭い
分溶融池が小さく溶け
込みが確保しやすい

アークが広がり溶融池
が大きくなりやすい

溶接方向
溶融池

溶接中の裏から見たビード
超短アーク長による裏波ビード

した（0.1 mm 単位で制御）
。これにより，アークの集中性が

従来アーク長方式と超短アーク長方式との比較

大幅に向上し，安定・高品質な裏波ビード形成を実現した。

高速・高品質めっきプロセス技術
めっき技術は半導体製品や機器部品などに広く使用され

図

高速・高品質めっきプロセスの解析

ているが，経験則によるところが多く理論的解明が不十分
貫通穴

である。

めっき膜
治具

そこで，高品質・高機能が要求される電気めっきに対し，
理論的解明およびめっき制御・解析技術（高速・均質めっ

基板

基板
カソード

基板

ノズル

き成膜技術）の開発に取り組んでいる。これまでに，めっ
き槽内の流れ・電界・電極反応などの影響度を定量化する

（a）貫通穴の断面図（めっき速度 3 倍）

（b）流れ解析結果

ことにより，貫通穴を有する基板への膜厚均一性と高速成
図
は 3 倍速度で成膜したときの穴の断面である。さらに，
（a）

治具
基板
カソード

めっき制御に必要となる流れ・電界・電極反応の連成解析
（b）
，
〕もあわせて開発し，被めっき物の膜厚分
技術〔図
（c）

〕を可能とした。
布予測〔図
（d）
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計算値
実験値

アノード

（c）電位分布解析結果

めっき膜厚

膜（従来比 3 倍以上）を両立する技術のめど付けを行った。

基板位置

（d）膜厚分布の計算結果と実測の比較

