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1．まえがき

ります。

新年あけましておめでとうございます。皆様方には佳き

が評価され，ニュージーランド・MRP 社向けカウェラ

新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
2006 年度から 3 か年間実行してきました中期研究開発

地熱発電システムでは，CO2 を排出しないという特徴
ウ地熱発電所をフルターンキーで受注し完成させるなど，
海外を中心に納入実績を重ねました。また，低温の地熱

計画では，
「エネルギーと環境」をキーワードとした取

資源で発電できるバイナリー発電システムの商品化開発

組みに注力してきました。グループのコア技術を強化し，

を行っており，実際に地熱流体を使用した実証設備を建

差別化した新製品の市場投入を加速するための技術開発，

設し，運転性，信頼性などについて検証を進めています。

基礎研究の充実を図るとともに，基幹事業を支えている

「消防法」上
りん酸形燃料電池発電装置（ 図 2）では，

重点機種に対して研究開発を行いました。その結果，お

の“非常電源”機能を開発し，認定第 1 号を取得しました。

客様の事業に貢献するとともに，地球環境にも有用な技

通常は 100 kW の高効率な発電装置として電気と熱を供給

術成果を獲得しました。
本稿では，2008 年の成果を中心に，過去 3 年間の中期

図

フィルム型アモルファス太陽電池

図

防災対応燃料電池発電システム

研究開発の主要な成果を紹介します。

2．研究開発成果
（ 1） クリーンなエネルギーの創出と供給

環境負荷の低い発電技術とそれらを活用していくため
の電力流通・制御システムおよび電力変換デバイスの開
発に注力し，オンサイトから広域までクリーンな電力を
お客様に安定して届ける取組みを行いました。
クリーンな発電技術では，フィルム型アモルファス太
陽電池，地熱発電システム，りん酸形燃料電池の開発に
重点を置きました。
フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE」
（図 1）は，
製品開発を完了し熊本工場で本格的な量産，出荷を開始
しました。厚さ約 50 µm のプラスチックフィルム上に薄

停電検出により解列し，
独立給電回路を構築

膜製造工程により太陽電池層を形成するため，きわめて
薄くフレキシブルで，ガラス基板を使用した太陽電池の
10 分の 1 と軽量です。これらの特徴を生かし，デザイン
性を考慮したコミュニティー施設の大型屋根や，町並み
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なりました。また，製造に必要なエネルギーは結晶シリ
コン太陽電池の約 2 分の 1 であり，ライフサイクルでの
環境負荷低減の効果が高く，国内外への大規模な展開に
よりグローバルな環境問題への貢献が行えると考えてお
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通常は系統連系
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景観に配慮した施設など，ガラス基板太陽電池モジュー
ルでは困難であった場所に設置することができるように
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要件を満たし，設備容量の大幅な削減を可能にしました。

非常時には 40 秒以内に系統連系運転から独立運転に切り

今後は，クリーンエネルギーの需要拡大に対応して，

替わり，防災用設備に供給する電源となります。今後は

発電装置，変換装置とともに，システム技術をさらに進

消防用途だけでなく，広く常用・非常用兼用電源として

化させることを計画しています。また，ESCO（Energy

災害時に活躍する電源としても期待されます。

Service Company）などのコンサルティング力を高め，

クリーンなエネルギーを創るだけでなく，供給する

自らの事業所でも活用を図り効果を立証しながら，環境

システムの技術も併せて開発してきました。オンサイト

負荷の低いクリーンな電力をお客様に届ける取組みを加

電源装置（太陽電池，燃料電池，風力発電など）のため
の電力変換装置，系統連系・保護装置，全体を統括する

速したいと考えています。
（ 2） システムの省エネルギー制御

制御システムなどの組合せにより高品位な電力を安定し

電力や熱などにまつわる省エネルギーを志向したシス

て供給することを目指しました。電力変換装置には，風

テム・機器の開発にも，パワー半導体やパワーエレクト

力 発 電 用 途 に 特 化 し て 開 発 し た IGBT（Insulated Gate

ロニクス，熱流体解析技術，最適化アルゴリズムなどを

Bipolar Transistor）モジュールや，電気二重層キャパシ

駆使して重点的に取り組みました。

タなどの大容量二次電池なども適用しています。また制

省エネルギーシステム技術では，エネルギー設備全体

御システムでは，マイクログリッドでの同時同量制御技

や工場全体のエネルギー消費を最適化するための，各種電

術，インターネットを活用した IP 対応・Web 対応遠隔監

力監視・制御システムを開発し，製鉄所のエネルギーセ

視操作技術などを開発し，オープンなネットワークイン

ンタや自動車工場全体の省エネルギー制御を行い，効果

フラ上で信頼の高い電力系統の運用を実現しました。こ

を実証しました。本制御システムは，モデル予測制御や

れらの技術はすべて実フィールドで検証を進めています。

非線形最適制御技術によりシステム全体の運用を最適化

独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構「タイ・

します。特に，JFE スチール株式会社の協力を得て開発

太陽光発電システム国際共同実証試験」
（ 図 3）では，関
西電力株式会社と共同で，タイ・バンコク市郊外にて太

図

ハイブリッド風力発電電力安定化装置

陽光発電が複数台連系されたシステムの電力品質向上技
電力系統

風車出力

術に関する実証研究を行いました。配電盤に接続したお

合計出力

のおのの太陽光発電システムの運転状態を一括監視・制
数分〜数十分周期の
変動電力

御するシステムを開発し，全体の電圧適正化と発電効率

平滑化された出力
安定化装置出力

の均一化を実証するとともに，従来の個別制御と比較し
双方向

検 システム
指
出 コントローラ 令

て監視対象全体での発電効率も改善できることを確認し

コンバータ

1

2

変動電力分を充放電

ました。さらに，熱帯地域でのアモルファス太陽電池の

(株)ウインパワー西目風力発電所

風速・風向

発電優位性についても併せて実証しました。本設備はタ
イ政府に譲渡され，順調に発電を継続しています。
風力発電電力の安定化（図 4）については，世界初とな
る二次電池および電気二重層キャパシタを電力貯蔵要素
とした，ハイブリッド電力発電安定化装置を，川崎重工

二次電池

業株式会社，新神戸電機株式会社，日産ディーゼル株式

電気二重層キャパシタ

数分〜数十分
風車の出力変動を
安定化

電力安定化装置

数秒〜数分
風車の出力変動を
安定化

会社と共同開発しました。これにより系統連系に必要な
図

図
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したエネルギー最適運用パッケージ「FeTOP」では，実

した第 6 世代 IGBT モジュール「V シリーズ PIM」など，

プラントへの適用時（図 5）に問題となる機器の非線形特

使いやすい新製品を開発しました。

性や設備の台数制御にかかわる非線形な混合整数計画問

さらにハイブリッド自動車向けとして，両面冷却によ

題をメタヒューリスティックと呼ばれる手法を用いて最

る高放熱構造を適用して高電流密度化を達成した低損失

適化することに成功し，運用コストの最小化（平均 1〜

パワーモジュール（図 8）を開発しました。これによりシ

3%）
，CO2 排出量の削減（7.2 万 t - CO2）の効果を得ました。

ステムの高出力化と小型化を実現しています。

同様の技術はコンビニエンスストア，スーパーマーケッ

今後は，さらなるエネルギー消費低減に貢献するため

ト向けにも適用しました。店舗全体の総合省エネルギー

に，パワーデバイス，変換装置，制御システムの性能を

制御システムを開発し，お客様のショーケース，冷凍機，

向上させていきます。特に，今後のエネルギー消費増大

空調機などをリモート監視することによって，省エネル

が懸念されるネットワーク施設（インターネットデータ

ギーと快適性を考慮した制御を行うシステムを実現しま

センタ：IDC）や装置産業化している FPD（Flat Panel

した。年間省エネルギー率はコンビニエンスストア向けで

Display）など薄膜デバイスプラントなどの省エネルギー

3%，スーパーマーケット向けで 4 % の実績を得ています。

のニーズにトータルに対応していきます。また，自動販

このような省エネルギーシステムを支えるコンポーネ

売機や電気化が進む自動車に代表されるエネルギー多消

ント機器の開発にも注力しています。産業分野用途には

費製品の省エネルギーのニーズにも対応していくことを

，マトリックスコンバータ，産業
汎用インバータ（ 図 6）

計画しています。

用ドライブ装置などのパワーエレクトロニクス機器・装

（ 3） 安全・安心な社会環境づくり

置の高性能化を推進しました。

富士電機は従来から，高信頼・高品位な製品を提供し，

情報機器用電源においては，同一体積で従来比 2 倍の

結果として暗黙知による安全を実現してきました。しか

出力密度の製品を低圧大電流制御技術により開発しまし

し，装置や施設の巨大化，高機能化，それに伴うブラッ

た。また，各種パワーエレクトロニクス装置に共通する

クボックス化の進展は，安全・安心な環境の維持にとっ

最適設計ツールを開発し，用途，容量とも多岐にわたる

て新たな脅威となりつつあると考えられます。このよう

製品開発のスピードアップを実現しました。

な状況に対応するため，製造現場，社会インフラ施設に

民生分野でも継続して省エネルギー性能の向上を進め
てきました。自動販売機では，省エネルギー技術として

まつわる設備や人などに関係する障害のリスクを低減し，
安全・安心に事業が継続できる技術を開発してきました。

CO2 冷媒や R134a 冷媒を適用したヒートポンプ自動販売
機を開発し，省エネトップランナー基準を前倒しで実現

図

環境対応自動販売機

図

ハイブリッド自動車向け低損失パワー半導体

しました。これにより，従来の自動販売機と比較して年
間消費電力量を 40% 低減しています。また，業界に先駆
けて，エコリーフラベルの取得を行い（ 図 7）
，総合的な
観点で地球環境に配慮しています。
ショーケースでは，3 面エアカーテン技術や電子膨張弁
のデジタル制御技術を開発することにより，庫内温度ば
らつきを 10% 低減し，省エネルギーに貢献しました。
これら省エネルギー機器に搭載される基幹デバイス
であるパワー半導体の開発では，低損失・低ノイズの
ト レ ー ド オ フ を 改 善 し た， 第 6 世 代 パ ワ ー MOSFET
「SuperFAP-E3 シリーズ」や，低損失で高制御性を実現
高性能多機能形インバータ「FRENIC-MEGA」

図

FRENIC-Eco

FRENIC-MEGA

ファン・ポンプ用インバータ

高性能・多機能形インバータ

冷却チューブ

放熱板
熱

FRENIC-Mini

コンパクト形インバータ

FRENIC-Multi

熱

高性能・コンパクト形インバータ

パワー素子
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安全ソリューションを支える機器については，FA 分野

記録媒体を製品化し，2008 年度には，さらに高記録密度

において国際規格に対応した低圧配電器具「G-TWIN シ

化 が 可 能 な ECC（Exchange-Coupled Composite） 垂 直

リーズ」や「16φコマンドスイッチ」などの新製品を開

磁気記録媒体へ移行し，3.5 インチで 500 G バイト/枚，2.5

発しました。また，高信頼性が求められる電源設備として，

インチで 250 G バイト/枚の製品を展開していきます。

電力の供給停止や設備の故障停止に備える大容量瞬低対

また，EMC 対応設計技術に関して，従来解析が困難

策装置「8000 H」を製品化しました。また，安全な環境

であった電子機器の放射ノイズの定量解析手法を開発し，

であることをモニタリングするためのセンサ・計測技術

製品設計の加速に貢献しました。

では，機能安全規格対応のための技術開発を行っている
ほか，電池駆動型の薄膜ガスセンサ，防爆仕様計測機器，

3．今後の展望

安全計装システムなどを開発し，人，設備，作業環境を

2009 年は「エネルギーと環境」に焦点を当てた研究開

安全を保つことに貢献しています。さらに，個別の機器

発をさらに加速いたします。例えば，再生エネルギーと

や装置の開発と並行して，既存の電気設備の不具合を未

しての太陽発電システムや燃料電池に関する研究開発で

然に防止できる，予防保全技術を開発しました。

す。太陽発電システムでは，セルの高効率化の研究を加

安全ソリューションを支えるシステムについては，こ

速するとともに量産性を高める製造プロセスの研究に注

れらコンポーネントを活用して，施設全体の業務運用の

力していきます。また，富士電機グループの技術シナジー

安全性を高める入退場管理，情報セキュリティ，設備監

として太陽電池発電システムに適用するパワーコンディ

視などの施設管理システムを開発しました。これらの技

ショナーやそれを構成するパワーデバイスの開発，エネ

術は発電施設や空港施設などに適用されています（ 図 9）
。

ルギー蓄積技術の適用開発に力を入れていく計画です。

また，製造工程から造られる製品の品質を確実に捕らえ

りん酸形燃料電池では，非常用電源を含め適用分野が広

改善する技術として，品質トレーサビリティシステムや

がりを見せてますが，いっそうの普及には低価格化が必

画像診断技術を開発しました。

須であり触媒をはじめとした構成コンポーネントのコス

その他，お金を安全・スピーディに取り扱うニーズに
対しては，近年決済額が増加している電子マネー取引の
ための決済支援ネットワークシステムや端末機器，金銭
取扱い機器などを開発し，安全・安心に貢献しています。
今後は，お客様企業のグローバル化の進展に対応して，
国際標準規格（機能安全規格，EMC など）に準拠した機
器，システム技術を高度化していきます。また，熟練労
働者が少なくなると予想される国内企業の現場において，
安全を保つための機器，システム技術を高度化し，安全

トダウン開発や信頼性向上のための開発を重要なテーマ
として取り組んでいきます。
もう一つのキーワードである「安全・安心」については，
安全規格対応のコンポーネントを開発するとともに，安
全システムソリューションを提案できるシステム技術の
開発を加速していきます。
パワーデバイスをみれば現在主流の IGBT の性能向上
はもちろん，ポストシリコン素子として注目を集めてい
るシリコンカーバイト（SiC）やガリウムナイトライド
（GaN）を使ったパワーデバイスの実用化に向け，パッ

で安心のできる環境を提供していきます。
（ 4） その他の取組み

ケージ技術や新しい回路トポロジーの研究を併わせて実

小型化・高密度化により省資源に貢献する製品として，
高密度化磁気記録媒体を開発しました。2007 年には業界
最大容量（334 G バイト/枚）の 3.5 インチアルミ垂直磁気

行することにより，低損失・超小型化の装置の開発を行っ
ていきます。
将来に目を向けた基礎研究では，オープンイノベーショ
ンでの取組みを推進し最先端の技術を研究することで，5

図

年後，10 年後の核となる事業・製品に結びつける取組み

施設管理ソリューション全体図

を強化していきます。例えば，将来のデバイスに適用が
期待されるスピントロニクス，太陽電池の透明電極など
設備投資管理

に期待ができるグラフェン，触媒技術に適用できるナノ

保全

金属技術などに取り組んでいく計画です。富士電機グルー

工事申請・立入申請

工事作業のワークフロー

施設管理
ソリューション

施設監視
24 時間運転可能な
施設設備監視システム

設備管理
故障管理
点検管理

フィジカルセキュリティ
入退管理
持出管理
侵入者監視
ホームセキュリティ

プの事業・製品群のベースとなる基盤技術の研究も重要
な取組みの一つであると考えます。各種材料高騰に端を
発した代替材料の適用技術開発や低銀化技術開発，先端
的技術開発を支えるラマン分光などの分析技術の研究な
どに取り組んでいきます。
2009 度年から始まる次の中期研究開発計画では市場環
境の変化に対応して製品ポートフォリオを変えていくた
めのベースとなる技術開発，技術シナジーを生かした製
品開発などに研究開発資源を投入していく所存です。
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