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フィルム型アモルファス太陽電池の
本格出荷開始

りん酸形燃料電池のコンパクト化

　富士電機は，100 kWりん酸形燃料電池を

1998年に発売し，病院・ホテル・オフィス

ビル・下水処理場などに納入してきた。耐久
性は，発売当初から業界目標の 4万時間を実
現し，現在 6万時間（7.5年相当）対応機を

すでに市場投入している。さらに，システム

の全面的な改良を行い，設置面積を 30%削
減した普及機を開発した。主な特徴は次のと

おりである。

（1） 　発電装置と排熱処理設備の 2ユニット構成
（2） 　15トン低床トラックでの一体輸送が可能
（3） 　量産に適した構成機器のユニット化
　また，従来の都市ガスタイプに備蓄 LPG
との切替機能を付加した災害対応機，ソーダ

工場などからの副生水素直接利用機，低負荷
時の水素供給機能機などの用途開発も併せて

行い，普及拡大を目指している。

　富士電機の注力機種であるフィルム型アモ

ルファス太陽電池は，熊本工場での本格的な

量産，出荷を開始した。製造ラインは，1m
幅のフィルム基板上に独自技術で開発した

ロールツーロール装置でアモルファスシリコ

ンの薄膜層を連続的に形成するもので，年間
12MWの生産能力を有する。写真は，フィ

ルム型アモルファス太陽電池の「軽い・曲が

る」という特徴を生かした，幅 0.5m×長さ

3.4mのモジュールである。ドイツのソロン

社は，本モジュールを建材一体型太陽電池に

適用している。太陽電池の需要は，今後も欧
州を中心に大きな伸張が見込まれるため，今
後，熊本工場に 2ラインの増設投資を行い，

2008年中に年間生産能力 40MW体制を整備
し，太陽電池事業の拡大を図る予定である。
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風力発電用電力安定化装置　

第6世代 IGBTモジュール
「Vシリーズ PIM」

　最新のチップ技術・パッケージ技術を機能
的に融合した第 6世代 IGBTモジュール「V
シリーズ PIM」を開発した。

　ゲート構造の改善やウェーハの比抵抗の最
適化により，低損失・高制御性を実現した。

　また，三次元熱解析シミュレーションによ

り，チップ間熱干渉の影響を受けないチップ

レイアウトを設計するとともに，内部回路パ

ターンの最適化を進め，熱分散，放射ノイズ

特性に優れ，かつチップ実装効率の高いパッ

ケージを実現した。

™  代表耐圧：1,200V
™  定格電流：

　 25〜 50A（パッケージ 107.5mm×45mm）
　 75〜 150A（パッケージ 122mm×62mm）
™  VCE（sat）（125℃）：2.2V（〜 75A），
　　　　　　　　　2.05V（100A，150A）

　風力発電の出力変動を抑制し，連系する電
力系統の電力品質を安定に維持させる「電力
安定化装置」を株式会社ウインパワー西目風
力発電所に設置し，2007年 8月にフィール

ド実証試験を開始した。

　本装置は，鉛蓄電池とニッケル水素蓄電池
の二次電池，および電気二重層キャパシタを

組み合わせた世界初のハイブリッド型電力安
定化装置であり，新神戸電機株式会社，川崎
重工業株式会社，日産ディーゼル工業株式会
社と共同で開発した。

　ハイブリッド構成のため，長・短周期の電
力変動の補償を最小の装置容量で実現できる

という特徴を持つ。

　今回の実証試験により，二次電池の容量削
減および長寿命化を目指した最適な運転制御
方式の確立を図る。

検
出

指
令

(株)ウインパワー西目風力発電所

二次電池 電気二重層キャパシタ

電力安定化装置

数分～数十分周期の
変動電力

数分～数十分
風車の出力変動を
安定化

数秒～数分
風車の出力変動を
安定化

風速・風向

1 2

平滑化された出力

変動電力分を充放電

風車出力
合計出力

安定化装置出力

双方向
コンバータ

システム
コントローラ

電力系統
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第6世代パワーMOSFET
「SuperFAP-E3 シリーズ」

1MW/500kHz 超高周波大容量
誘導加熱用インバータ

　大容量の電縫管溶接機に適用可能な超高周
波大容量のインバータ電源を開発した。主な

特徴は次のとおりである。

（1） 　500 kHzで単機 1,000 kWとこの周波数
では世界最大級の電源容量

（2） 　100 kW スタックの 10 並列化を可能
にする電流検出器を兼ねる電流バランサ

（HFCT）を開発し，これにより 1,000 kW
の大容量を実現

（3） 　電源の主回路配線は低インダクタンスと

なる構造とし，回路電圧の低減，放電を防
止

　スイッチング電源において，パワーデバイ

スは，低損失かつ低ノイズで壊れにくく，使
いやすいことが求められている。富士電機は

これらの市場ニーズに対応するため，低損失
特性と低ノイズを高次元でバランスさせ，高
性能と使いやすさを両立した第 6世代パワー

MOSFET「SuperFAP-E3シリーズ」を開発
した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　従来品に対して，同一チップサイズでオ

ン抵抗を約 18%低減
（2） 　新フレーム採用により，TO-220Fで

500V/0.245Ωmax品を製品化
（3） 　実機セットにおける放射ノイズとスイッ

チング損失のトレードオフを改善
（4） 　VGSリンギングの低減により基板レイア

ウトの自由度が向上

No.1 100kW MOSFET スタック

No.10 100kW MOSFET 

レギュレータ 

マッチングキャパシタ

ワークコイル

GDU

GDU

GDU HFCT

HFCT

GDU

Vo

I o

100kW MOSFET スタック
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N700系新幹線量産車主回路システム

高圧大容量瞬低対策装置         
「UPS8000Hシリーズ」

　従来，瞬時電圧低下（瞬低）対策には低圧
UPSで個別に対応してきた。これに対して

高圧回路で一括対応を可能とした，高圧大容
量瞬低対策装置「UPS8000Hシリーズ」を開
発し 2,000〜 12,000 kVAを製品化した。主
な特徴は次のとおりである。

（1） 　常時商用給電方式とし，機械式高速ス

イッチと変換器の高効率充電機能との組合
せで装置の効率は 99.6%以上を実現した。

（2） 　停電検出は，ハイブリッド停電検出方式
を採用し，高速・確実な検出を実現した。

（3） 　単機容量 2,000 kVAとし，最大 6台まで

並列増設することで負荷設備容量に応じた

対応が可能である。また，冗長システムに

することできわめて高い信頼性が得られる。

（4） 　蓄電池を採用し，瞬低や 1分程度の停電
も補償することで，繰返し瞬低や停電切替
などに安心して使用できる。

　2007年 7月に東海道・山陽新幹線では新
しい車両である N700系新幹線電車による営
業運転が始まった。富士電機は東海旅客鉄道
株式会社と西日本旅客鉄道株式会社に 1年半
の試作車での本線走行試験結果を踏まえて，

大容量 IGBT（3.3 kV 1.2 kA）適用の主変換
装置および階層型マルチプロセッサ制御方式
の制御装置を設計・製作し納入している。併
せて主変圧器・主電動機も納入している。

　IGBTの適用により高出力・高効率・低騒
音を実現するとともに，低損失化による小
型・軽量化も実現した。今後も先進のパワー

エレクトロニクス技術を適用して乗る人に心
地よく，環境に優しい鉄道車両用電気品を提
供していく。

受電盤
52RS

バッテリー盤

高速スイッチ盤
HSW

バッテリー充電

通常運転中

停電運転中

バッテリー放電

72B 52CTR1

負荷VCB盤
52CS

変圧器盤 遮断器盤変換器盤
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ノンフロンヒートポンプ自動販売機

直接挿入レーザ方式ガス分析計

　富士電機は，じんかい焼却炉などの煙道排
ガス中の塩化水素濃度やアンモニア濃度を連
続測定するレーザ方式のプロセス用ガス分析
計を国内で初めて商品化した。

　市場で使用されているガス分析計に比べて

次のような特徴を備えている。

（1） 　ゼロドリフトが＋－ 2.0% FS/6か月と長
期安定性に優れ，メンテナンスフリーを実
現している。

（2） 　交換部品がパッキンのみであり，また消
費電力が 50VAと低いので，保守・維持
費用を大幅に軽減することができる。

（3） 　応答が 2秒以下と速く，高ダスト雰囲気
でも使用できるため，消石灰の注入制御用
など，厳しい設置環境にも対応できる。

（4） 　煙道排ガス測定で低濃度レンジ 10 ppm
（光路長が 1mのとき）に対応できる。

　地球温暖化係数が小さいノンフロン冷媒で

ある CO2冷媒を使用した缶飲料自動販売機
をすでに製品化しているが，新たにヒートポ

ンプ式の缶飲料自動販売機を製品化した。

　ヒートポンプ方式は，従来は自動販売機
外に排出していた冷却時の排熱を使って商
品の加温を行う方式である。CO2冷媒は従来
の代替フロン冷媒（R407C）に比べて冷却の

COP（性能係数）が低いが，高温吐出ガス

を得やすい特性がある。この特性を利用し 1
台の圧縮機で冷却と加温を同時に行う運転制
御方式を開発した。冷却時の排熱を効率よく

ホット飲料の加温に用いることにより，ヒー

タだけを使用して加温した場合に比べ年間を

通した消費電力量を平均すると約 30%削減
することができる。

NHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNH3333333333333333333
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0.5～10m

煙道

レーザ光

発光部 受光部

電源

エアパージ エアパージ

制御部

左室
（冷却）

中室
（冷却）

排熱CO2
圧縮機

ヒータ ヒータ

右室
（冷却）

左室
（冷却）

中室
（冷却）

CO2
圧縮機

ヒータ ヒータ

右室
（加温）

右室
ヒート
ポンプ
運転

C-C-H
モード

C-C-C
モード
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高密度垂直磁気記録媒体

多種ブランド共用決済端末機器

　電子マネーや小額クレジットサービスなど

非接触 ICカードや携帯電話による決済の普
及にはめざましいものがある。しかし，異な

る事業者が提供するサービスに使用する決済
端末機器には互換性がなく，複数のサービス

を提供しようとする店舗では複数の機器を設
置する必要があった。

　富士電機は複数の決済サービスを 1台で実
現できる決済端末機器を製品化した。すでに

幾つかのチェーン店で利用が始まっており，

複数の決済サービスのセキュリティを保護す

るためのセキュリティ技術や操作性について

高い評価を得ている。今後は共用できるサー

ビスの組合せの拡大や，店舗用決済端末のほ

か自動販売機など自動機用の決済端末にも展
開していく予定である。

　2005年に初めて垂直磁気記録方式のハー

ドディスクドライブが市場に登場して以来，

長手磁気記録方式から垂直磁気記録方式へ急
速に切り替わった。2006年のドライブ生産
実績では 2.5インチでは約 9割，3.5インチ

でも約半数が垂直磁気記録方式となっている。

　富士電機では 2006年度に生産ラインの垂
直化対応を進め，その量産体制を整えて急速
な市場の要求拡大に応えてきた。第 1世代の

2層磁性層よりも書込み特性に優れた独自の

3層磁性層を開発し，2.5インチガラス媒体 1
枚で 160ギガバイトの記録が可能な媒体を他
社に先駆けて市場展開した。この 3層磁性層
に引き続いて 250ギガバイト用のセミ ECC
（Exchange Coupled Composite）媒体を展開
し，さらに次世代の ECC媒体につなげてい

く。

QUICPay-Edy 共用決済端末

カーボン

磁性層A（Co Cr Pt合金）

磁性層B

ルテニウム合金
コバルト合金

軟磁性層

基板

カーボン
磁性層A
磁性層B

磁性層C

ルテニウム合金
コバルト合金

軟磁性層

基板

第1世代（2層磁性層） 第2世代（3層磁性層）

iD-Edy 共用決済端末
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プログラマブル操作表示器 
「UG40シリーズ」

新型φ16コマンドスイッチシリーズ

　制御盤に取り付けて使用するコマンドス

イッチにおいて，取付け穴 16φ用の既存機
種「AH164・AH165シリーズ」に加えて，

新型の「AR16・AF16シリーズ」を開発した。

　新シリーズは近年高まっている制御盤の小
型化・薄型化のニーズに応えるために，小型
1c接点などの開発を進め，接点部一体構造
を達成し，盤奥行寸法の縮小化に効果的であ

る。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　すべてのスイッチ・表示灯に対して共通
に使用可能なソケット・保護カバーを開発
し，配線作業の簡略化・安全性の向上に貢
献

（2） 　薄型シリーズ，高強度キー，高輝度照光
など盤表面操作部のデザインを向上

（3） 　C-UL（米国・カナダ），GB（中国），IEC 
の規格認証を取得

　今回開発したプログラマブル操作表示器
（POD）「UG40シリーズ」は，リアルな映像
表示力，接続性，拡張性など，あらゆる性能
のレベルアップによるユーザビリティを追求
し，生産革新と，現場とオフィスの一層の融
合化を目指している。

　主な特徴は次のとおりである。

（1） 　65,536色の高画質表示が可能
（2） 　6 〜 12 インチのすべてのサイズに

Ethernet標準搭載タイプを用意
（3） 　全機種に USBマスタ・スレーブを標準
搭載し，画面データの高速転送を実現

（4） 　複数のプログラマブルコントローラ

（PLC）と温調計の組合せ使用を可能にす

る 8Way通信を実現
（5） 　作画ソフトウェア（V5エディタ）はコ

ンポーネント機能など画面作成工数の削減
を実現

UG540H-VH1

UG440H-TH1 UG340H-VH4
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Advanced-CCM
フルカラー有機ELパネル

大容量全含浸水素冷却タービン発電機

　固定子全含浸絶縁は，保守性・経済性に優
れており，これまで空気冷却タービン発電機
に採用されてきた。この全含浸絶縁をより大
容量の水素冷却タービン発電機に適用するた

めに，①実機大モデルコイルによる 22 kV級
全含浸絶縁システム，②圧力容器である円筒
状の固定子枠への固定子（鉄心＋コイル）の

挿入方法，冶工具などの新しい技術を開発し

た。

　このたび，これらの技術を適用したベトナ

ム HPJSC Hai Phong発電所向け 372.2MVA
発電機を製作・出荷した。工場試験で得られ

た固定子巻線の電気的特性は，要求値をすべ

て満たしており品質的に満足するものであっ

た。本機は，全含浸タービン発電機としては

当社の記録機であるだけでなく，世界的にも

最大容量クラスである。

　富士電機は，色変換方式（CCM）による

フルカラー有機 ELパネルの開発を行ってい

る。CCMは大面積化が容易で色再現性が高
いという特徴を持ち，他のフルカラー方式よ

り高性能なパネルを歩留り良く作製できる技
術である。今回，従来 CCMより色変換性能
を向上させ耐久性にも優れた新コンセプトの

Advanced-CCM材料の開発に成功した。さ

らに，Advanced-CCMを微細形成させるプ

ロセス技術と環境からの劣化を防御する封止
技術の開発により，2.8インチ型 QVGA（320
× 240ドット）フルカラー有機 ELパネルへ

の新技術の搭載を可能にした。開発したパネ

ルは，パッシブマトリックス駆動，アクティ

ブマトリックス駆動（アモルファス Si-TFT
を使用）の 2機種で，共に色再現性に優れ，

輝度は 150 cd/m2以上が得られる。


