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消防用非常電源対応りん酸形燃料電池
発電装置

フィルム型アモルファス太陽電池の
増産体制を構築

富士電機は，注力機種であるフィルム型ア

モルファス太陽電池（商品名：エフウェーブ）

の生産拠点である熊本工場の生産設備増強を

進め，2009年初めから増産体制での生産を

開始する。製造ラインは，フィルム基板上に

独自に開発したロールツーロール製法でアモ

ルファスシリコンの薄膜層を連続的に形成す

るもので，設備増強にあたっては各製造設備
をこれまでのノウハウを生かして改善した。

2008年 7月，富士電機のりん酸形燃料電
池発電装置が消防法上の“非常電源”の認定
基準をクリアし，認定第 1号を取得した。通
常時は 100 kWの高効率な発電装置として電
気と熱を供給し，省エネルギーや二酸化炭素
排出量削減に寄与する。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替わり，

消防用設備に供給する電源になる。また，都
市ガスの供給が停止しても，LPガスなどの

備蓄燃料に切り替えて連続運転ができる。

常用・非常用兼用電源として，消防用途だ

けでなく広く災害時に活躍する電源として期
待されている。品質検査や性能試験が定めら

れている認定を取得したことにより，りん酸
形燃料電池の性能と信頼性が実証された。
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ニュージーランド・MRP社向け
カウェラウ地熱発電所の完成

地熱蒸気性状のオンライン
モニタリングシステム

地熱エネルギーは，優れた石油代替効果が

得られるので，昨今の社会情勢を踏まえると，

さらなる活用が望まれる。

地熱蒸気には熱水を起源とする塩化物イオ

ンやシリカなどが多く含まれており，ター

ビン腐食やスケール付着の最大な負の要因に

なっている。地熱蒸気性状の自動分析が望ま

れていたが，蒸気に含まれる硫化水素ガスな

どが自動分析の障害となり実用化できなかっ

た。

このシステムでは，硫化水素ガスなどを

取り除く機構を設けた自動分析機能に加えて

データ解析して診断できるようにした。併わ

せて，非凝縮性ガス濃度の自動計測も可能
とした。このシステムの利用によって，蒸気
タービンの健全性が維持されるほかタービン

の点検間隔が延伸できるなど，プラント運用
上の大きな経済的効果が期待できる。

富士電機は 2006年 10月にニュージーラン

ド・MRP社と 90MW地熱プラントの EPC
契約（建設一括請負契約）を締結し，以降順
調に，設計・調達・建設を進め，契約納期よ

り 1か月以上早い 2008年 8月末に無事試運
転を終了し引き渡した。当プラントはダブル

フラッシュ式地熱発電設備で単機としては世
界最大容量を誇る。富士電機の供給施工範囲
は発電所に加え，地熱二相流体の蒸気分離清
浄設備を含む。同設備では還元井のスケーリ

ングを防止するため硫酸注入による pH制御
や，低圧セパレータの可変速式熱水還元ポン

プによる水位制御なども行っている。試運転
ではこれらを含めた全設備の高い信頼性が証
明された。カウェラウに引き続き次期地熱プ

ラントも同じMRP社からすでに受注し推進
中である。

オンラインモニタのシーケンシャル操作自動分析装置計器系統図

ガス濃度測定系統 シリカ濃度測定

ガス濃度測定

シリカ濃度測定

1サイクル60分

シリカ濃度測定

チッ素バブリング

導電率測定

1サイクル60分

酸導電率測定

チッ素バブリング

脱気膜通水

カチオン樹脂筒
通水ブロー操作シリカ濃度測定
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無停電電源装置
「UPS7700Fシリーズ」

富士PMモータドライブ
「FRENIC-MEGA」

永久磁石形同期電動機（PMモータ）をセ

ンサレスで駆動するインバータを「FRENIC-
MEGAシリーズ」に追加した。さらに，小型・
軽量・高効率な PMモータを開発し，省エ

ネドライブ機器の拡充を図った。

（1） 　インバータ

　負荷特性　二乗低減トルク，定トルク

　最高周波数　500Hz
　速度制御範囲　1：25
　始動トルク　150%以上
　PMモータ電気定数チューニング機能付き

（2） 　PMモータ（※印は当社誘導モータ比）

　出　力　11〜 300 kW
　効　率　3〜 5%向上※

　体　積　35%低減※

　質　量　40%軽減※

新型中大容量「UPS7700Fシリーズ」は中
国・東南アジアの配電系統である三相 4線式
400V系に対応したオール IGBT式 UPS（無
停電電源装置）である。主な特徴を以下に示
す。

（1） 　小型・軽量：ユニット化構成による構造
最適化により世界トップクラスの小型・軽
量を実現した。

（2） 　高効率：第 5世代 IGBTを用いた新回路
方式の適用により総合効率 94%を超える

トップクラスの高い効率を実現した。

（3） 　広範囲入力電圧：定格入力電圧の－45
〜＋25%を運転可能とし電源変動の大き

な地域でも蓄電池利用頻度を低減した。

（4） 　保守性：変換器ユ ニ ッ ト は 100 〜
600 kVAまで共用化し，質量を 33 kgと軽
量とすることで，高い保守性を実現した。
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第6世代「Vシリーズ」
IGBTモジュール

第6世代パワーMOSFET
 「SuperFAP-E3 900Vシリーズ」

スイッチング電源ならびにこれに使用され

るパワーデバイスには，低損失化・低ノイズ

化，さらには壊れにくく使いやすいことが求
められている。

富士電機はこのような市場ニーズに対応す

るため，低損失特性と低ノイズのトレード

オフを改善し，高性能と使いやすさを両立
した第 6世代パワーMOSFET「SuperFAP-
E3 900V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 8%低減
（2） 　新フレーム採用により，TO-220Fで

900V/1.0Ωmax品を製品化
（3） 　定格オン抵抗を従来品より 36%低減
（4） 　アバランシェ耐量を従来品の約 2倍に改
善

（5） 　VGSリンギングの低減により基板レイ

アウトの自由度向上に寄与

モータドライブなどに代表される各種電力
変換システムの小型化には，それらを駆動す

る IGBTモジュールの電力容量拡大が不可欠
である。

富士電機は最先端技術を用いた第 6世代の

低損失 IGBTチップ技術と高放熱パッケージ

技術を融合して，大幅にパワー密度を向上さ

せた第 6世代「Vシリーズ」IGBTモジュー

ルを開発した。高放熱パッケージ技術では，

従来のアルミナ DCB基板よりも，機械的，

熱的特性に優れた窒化ケイ素 DCB基板を適
用することで放熱性と信頼性を向上させた。

1,200V耐圧クラスにおいて電流定格が

PIM 系 列 で 100A か ら 150A へ，2 in 1 の
Dual系列で 450Aから 600Aと従来から 30
〜 50%の電流容量を拡大した構成が提供で

きるようになった。
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「超省エネ自動販売機」

地球温暖化防止のために，富士電機は自動
販売機の消費電力量の低減に注力して取り組
んでいる。2007年から，ホット室をヒート

ポンプで加熱する自動販売機を開発し市場へ

の投入を行っている。さらなる省エネルギー

を目指して「超省エネ自動販売機」を開発し

た。

従来は，ヒートポンプで加熱できる商品収
納室は 1室のみであった。ヒートポンプの効
率を向上させ，商品収納室 2室に対応できる

ようにした。さらに，効率のよい冷媒であ

る R134 aを採用して，ヒートポンプを利用
しない夏場における全室冷却運転においても，

運転効率を高めることができた。

この結果，年間を通して消費電力量を大幅
に削減することができた。

新型電子式個人線量計

サスティナブルな（持続性ある）社会を目
指す中で温室効果ガスを放出しない原子力発
電施設の計画・建設が国内外で進んでいる。

富士電機は，原子力施設の人の安全にかか

わる被ばく管理の電子式個人線量計において，

世界初の“γ線＋β線＋中性子”の 3線種同
時計測可能な線量計の商品化などで長年の実
績を積み重ねてきた。

新型電子式個人線量計として新 JISに対応
し，顧客利便性を向上させた「NRGシリー

ズ」（γ専用型・γ＋β線＋中性子同時計測
型の 2機種）を商品化した。入手しやすい市
販電池や表示したデータが見やすいカラー

LCD画面を採用した。使いやすさの向上と

ともに，溶接など作業環境での信頼性向上や

特定小電力無線による無線通信の安定性向上
も実現した。

熱交換器

補助ヒータ

蒸発器

放熱器

凝縮器 コンプレッサ

ヒートポンプ
運転

ヒートポンプ
運転

補助ヒータ

熱交換器
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7成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」

フルカラー細粒異物検査装置

医薬，化学メーカーで生産される顆粒
剤，細粒体などに混入する異物を，画像処
理を応用して高速（最大 100 kg/h），高精度

（φ50 µm）に検出，除去するフルカラー細
粒異物検査装置を開発し，発売した。

検査部であるパソコンベース型画像処理装
置では，内蔵した画像処理ボードによるリア

ルタイム性とWindowsGUIの快適な操作性
とを両立させている。検査ワークの特徴に応
じて，豊富な画像処理ライブラリとパソコン

プラットフォーム上の評価，開発環境を用い，

効率的にカスタム対応ができる。

細粒体の搬送は，振動フィーダとドラム回
転で行い，コンパクトで洗浄性，耐久性とも

に優れた方式を採用している。今後，微粉体
などへの適用拡大を図っていく予定である。

日本国内のじんかい焼却炉など一定量以上
のばい煙を発生する施設では，大気汚染防止
法により NOx，SO2，CO，O2，HCl，および

ばいじん濃度の常時測定が義務づけられてい

る。

富士電機は，実績があるサンプリング式ガ

ス分析装置と新規開発した直接挿入方式レー

ザガス分析計 HC1を組み合わせて，上記成
分に CO2を加えて最大 7成分の同時連続測
定ができるガス分析装置「ZSU-7」を製品化
した。特徴は以下のとおりである。

（1） 　省電力と HCl計保守の軽減：HCl測定
に新規開発した省電力でサンプリング機器
の不要な直接挿入レーザ方式分析計を搭載

（2） 　複合化による省スペース化：他社品を含
めて 2面分の設置スペースを 1面で対応

（3） 　保守点検の一元化：定期点検，保守を一
度に実施可能であり顧客の煩雑さを軽減

ドレン，排気

専用ケーブル

専用ケーブル

ガス採取器用電源
加熱導管用電源

加熱導管

NOx，SO2，CO，
CO2，O2測定

HCl測定

ばいじん測定

ガス採取器
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ネットワーク対応電子マネー決裁端末

FAシステムを構成する各機器の支援ツー

ル群を束ねる統合型エンジニアリング環境を

開発した。これにより FAシステムの開発か

ら保守にわたるトータルエンジニアリングコ

ストが削減できる。特徴を以下に示す。

（1） 　ネットワークに接属された支援端末 1台
で各種 FA機器のエンジニアリングが可能

（2） 　ネットワークに接続する機器の設定は，

システム構成図の機器の指定で可能
（3） 　システム構成図から操作機器の指定のみ

で，必要な支援ツールの起動が可能
（4） 　ビジュアルなシステム構成図上で，シス

テム全体の運転状況の視覚的な把握が可能
（5） 　パラメータやプログラムデータをシステ

ム構成図に関連付けた一元管理が可能

拡大を続ける電子マネー市場に向けて，従
来機に比べより高度なセキュリティ性能と処
理能力を向上させた決済端末を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

（1） 　1台の決済端末で，電子マネーやポイン

トサービスなどのアプリケーションを，最
大 14種類搭載可能

（2） 　各アプリケーションは上位システムから

個別にダウンロードでき，運用時は高速に

切換が可能
（3） 　ISO15408：EAL4認証取得のセキュリ

ティチップを搭載し，電子マネーに対する

万全なデータ保護を実現
（4） 　上位システムに接続するためのネット

ワーク連携機能を強化
（5）　従来機に対し，体積比で 52%小型化

統合型 FAシステム
エンジニアリング環境

PLC

統合支援ツール

POD インバータ サーボ

PC

PLC支援ツール

インバータ
支援ツール

サーボ支援ツール

POD支援ツール
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高密度記録ECC媒体

電子電器の放射ノイズ解析技術

電子機器の低ノイズ化への要求が近年ます

ます強まっている。しかし，電子機器から発
生する電磁波（放射ノイズ）は，回路動作と

構造が複雑に影響し合うため，予測はきわめ

て困難であり，試行錯誤的対策が一般的であ

る。

富士電機では，このような電子機器の放
射ノイズへの取組みとして，その発生原理と

定量解析手法について，プリント基板や筺
体（きょうたい）およびケーブルなどの装置
全体を対象に検討を行っている。図はシミュ

レーションを用いた定量解析の一例で，ケー

ブルから発生する放射ノイズの解析結果と実
測値を示している。解析値は実測値とほぼ一
致し，高精度な解析を実現している。

今後は，本技術の適用による設計段階にお

ける放射ノイズ対策の実現を目指す。

富士電機では高記録密度化技術として従
来の 3層磁性層の垂直磁気記録媒体に新しい

コンセプトの改良を加えた ECC（Exchange-
Coupled Composite）媒体の開発に取り組ん

できた。

2008年度，ECC媒体を業界に先駆けて製
品化し 7月から出荷を開始した。上部磁性層
に適切な材料を選ぶことで，ECC媒体は下
部磁性層の結晶粒径を微細化（高記録密度
化）させつつ，従来トレードオフの関係にあ

る書込み性能を大きく改善した媒体である。

特に下部磁性層の材料を工夫し，上部磁
性層との交換結合強度の最適化を図ることで

これを実現した。現在はさらに磁性層中間
層，プロセスの総合的な改善を進め，記録容
量 250Gバイトの 2.5インチ媒体と 500Gバ

イトの 3.5インチ媒体を量産している。

N

S
N

S

=

交換結合制御層

硬磁性層（強い磁石）
磁気異方性アップ

半硬磁性層（比較的弱い磁石）

記録密度：～400Gbits/in2

　3.5 in　500Gバイト /枚
　2.5 in　250Gバイト /枚

交換結合
強度の最適化

10 nm

ケーブルから発生する放射ノイズの解析値と実測値
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