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家庭用固体高分子形燃料電池は，家庭での電気と給湯に

関するエネルギー消費量を 20〜 30%削減できるため，家
庭への普及が期待されている。

家庭用として普及する際の最大の課題は，耐久性 10年
以上を確立することである。長期間運転後の電池スタック

の解体調査などによって，①電極触媒の劣化，②触媒担体
の腐食，③電解質膜の劣化，の 3点が耐久性を決める劣化
要因であることを見いだした。

それぞれの劣化について，加速評価方法を確立し，耐久
性 10年以上の見通しを得ることができた。なかでも触媒
担体の腐食の評価期間は，250日から 12時間に短縮できた。

今後，本加速評価方法を適用し，家庭用固体高分子形燃
料電池の商品化に向けてコストダウン開発を進めていく。

　固体高分子形燃料電池の加速評価方法の確立

図1　家庭用1kW固体高分子形燃料電池システム

　りん酸形燃料電池の新型商品機

図2　りん酸形燃料電池の新型商品機の外観イメージりん酸形燃料電池の普及を目指し，新型商品機を開発し

た。周辺設備を一体化し，設置面積を従来のシステムより

も 15%削減した。さらに，旧型商品機は，インバータ盤，

制御盤，機器収納盤の 3種類の盤構成となっていたが，今
回の新型商品機はすべて一つの盤内に収納し，統一感を持
たせたパッケージ構造を実現した。また，機能の向上も図
り，低温地域（最低気温－20℃まで）へも設置可能であり，

さらに，防じん・防まつ機能を備えた IP54Wの保護等級
を持つ発電装置としており，暴風雨の多い地域や粉じんの

多い環境の地域へも設置ができる。また，海外輸送時の衝
撃（3G）にも耐えることができる装置である。従来，国
内の比較的温暖な地域への納入に限定されていたが，今後
は，寒冷地および海外へも展開していく予定である。
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エネルギー・環境

　りん酸形燃料電池スタックの保温レス輸送技術

　中小規模下水処理場向け汚泥消化設備

図3　りん酸形燃料電池スタック

図4　汚泥消化実証試験用パイロットプラント

りん酸形燃料電池の輸送にあたっては，電池スタック内
のりん酸が低温になると凍結しセルが破損するおそれがあ

るため，ヒータで保温する必要があった。輸送中に電源が

必要なことは，特に，海外へ輸送する場合には大きな障害
となっていた。りん酸の凝固点はりん酸濃度が低いほど低
下することが知られていたが，全セルの面内のりん酸濃度
を制御することが難しかった。富士電機ではりん酸の吸湿
速度，乾燥速度を詳細に検討した結果，スタック内の全部
位のりん酸濃度を所定濃度に制御する技術を開発した。こ

れにより，スタック内のりん酸を希釈，濃縮しても，ス

タックの耐久性に影響がないことを確認した。今後，本方
法を用いることでりん酸形燃料電池の輸送が簡易に行える

ことになり，市場拡大に貢献できる。

中小規模処理場に適した下水汚泥などからのエネルギー

回収技術の開発を，地方共同法人日本下水道事業団と共同
で 2007年 4月から開始した。本開発では，従来に比べて

約 1/5〜 1/10という短い消化日数（4日程度）で，生ご

みを混合した場合において，消化率 70%以上，ガス発生
量 650m3N/t-VS以上を達成することを目指している。

2007年度のラボ実験およびパイロットプラント実験で，

目標をほぼ達成できる発酵条件を選定した。現在，パイ

ロットプラントを熊本県八代市の下水処理場に移設して，

2009年 9月までの予定で実証試験を行っている。この実
証試験を通じて，実汚泥の性状変動や長期の安定運転など

に対しての課題を把握し，対応を行うことで下水汚泥など

からのエネルギー回収技術を確立する予定である。

VHTR原子炉

原子炉施設

水素製造施設 電力

プロセス蒸気

水素

　実用超高温ガス炉技術

図5　VHTR原子炉とNGNPプロジェクト概念図次世代型実用原子炉の一つである超高温ガス炉（VHTR）
は，高温の熱が利用可能なため幅広い利用分野が期待でき，

最近世界的に開発が加速されている。わが国の原子力委員
会が 2008年 7月にまとめた革新的技術開発ロードマップ

においても，VHTRを用いた水素製造技術の開発が明示
されている。富士電機では，2005年度から財団法人日本
原子力研究開発機構と VHTR原子炉システムの共同研究
を開始し，米国型燃料体を採用することにより炉心の性能
向上が図れる可能性を示すとともに，VHTRに必須な耐
熱炉心拘束機構に用いる候補材料の特性確認試験などを進
めている。また，米国原子力水素計画ではジェネラルアト

ミクス社チームの原子炉設計メンバーの一員として参画し

ている。今後もこれらの活動を継続し，VHTRの実用化
を目指す。
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電子デバイス

　波長変換素子

アンカー部

可動ゲート電極
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100　m

図6　試作したSGFETの写真MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術と

MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect 
Transistor）技術を融合した新しいデバイスとして，SG
（Suspended Gate）FETを開発した。本デバイスは中空
構造体となっている可動ゲート電極が変位することによっ

てチャネルの電界を変化させ，ドレイン電流が変化すると

いう原理を用いており，急しゅんなスイッチ素子や変位量
センサへの適用を目指している。SGFETの原理試作にお

いて，犠牲層プロセスを用いて可動ゲート電極構造を実現
し，ゲート電圧を変化させることでゲート電極とゲート酸
化膜の接触・離脱によりドレイン電流を急しゅんに変化さ

せうることを確認した。今後，加速度センサなどへの適用
を目指し，加速度検知機能を確認していく予定である。

自発分極を周期的に反転させた分極反転構造〔図（a）〕
を有する強誘電体単結晶は，擬似位相整合により入射する

レーザ光を高い変換効率で波長変換することが可能である。

富士電機では高い非線形光学効果を有する LiNbO3（LN）
単結晶を用いて，擬似位相整合波長変換素子の研究を進め

ている。上記素子では分極反転周期Λにより変換波長が決
まるため，分極反転構造の精密な制御が重要となる。自発
分極の反転は電界印加法で行っており，周期電極を形成し

た LN結晶ウェーハに数 kVの電界をパルス印加すること

で図（b）に示す周期分極反転構造を得ている。

今後さらに分極反転の制御性を向上させて，良質なレー

ザ光源のない可視光（緑色），近中赤外レーザ光源への応
用を進める。

　MEMS技術を適用したSGFET
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（a）波長変換素子の構造

（b）周期分極反転構造の断面像
 　　（化学エッチング後）

Λ（27.5　m）

図7　 波長変換素子の構造および電界印加法により作製した周期
分極反転構造の断面像（化学エッチング後）

富士電機・熊本工場で量産しているフィルム太陽電池は，

アモルファス Si（a-Si）とアモルファス SiGe（a-SiGe）
の 2層構造になっている。ガラスを使用しないことにより，

軽量でフレキシブルという特徴を持つ製品となっている。

次世代型フィルム太陽電池は，a-Siと微結晶シリコン

（µc-Si）により構成される 3層構造を持っている〔図（a）〕。 
µc-Siは，従来利用できなかった長波長の光も発電に使用
できるため，軽量でフレキシブルという製品の特徴を維持
したまま高効率化が達成できる。µc-Siの製膜には，a-Si
とは異なる製造装置が必要となる。高効率デバイスおよび

その製造プロセスの開発だけではなく，ロールツーロー

ル製造装置の開発も進めている〔図（b）〕。この開発の一
部は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO技術開発機構）助成事業の成果によるものである。

　次世代型フィルム太陽電池とその生産設備
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図8　次世代型フィルム太陽電池の構造とその成膜装置
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電子デバイス

　ヒートポンプ自動販売機の商品温度解析技術

メカトロニクス・センサ
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　電磁－運動解析による電磁石設計技術

温度分布：熱・換気回路シミュレータ（熱抵抗回路，換気回路）

庫内気流：三次元流体解析シミュレータ 冷却ユニット：冷凍サイクルシミュレータ

侵入熱量
（入力）

流体温度

流速
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図10　電磁－運動解析結果

図11　自動販売機庫内の三次元熱流体解析例

電磁接触器は，回路の開閉を行う装置であり，可動・固
定接点，復帰・接圧ばねを備えた接点部と，コイル，永久
磁石，磁性体を備えた電磁石部で構成される。富士電機で

は，電磁石の吸引力特性と接点部の負荷特性をモデル化し，

次の三つの解析技術を連成した電磁－運動連成解析手法を

確立した。

①電磁石の可動部の変位に伴い変化するコイルのイン

ピーダンスを考慮した電気回路解析，②時々刻々と変化す

るコイル電流および磁気回路を考慮した有限要素法による

磁界解析，③接点開極位置および速度に伴って変化する機
械的負荷を考慮した運動解析
この解析手法を適用することで電磁石の小型化，高効率

化が可能になり，より信頼性の高い製品設計が可能となる。

缶ヒートポンプ自動販売機でのさらなる省エネルギー化
のためには，商品温度を推定し，筐体（きょうたい）への

侵入熱量を低減する最適設計が必要である。そこで，設計
段階での完成度を高めるため，商品温度を高精度に推定す

る解析技術を開発した。

従来の手法では，商品温度推定に必要となるヒートポン

プ運転時間は，供給熱量と熱移動経路が複雑に関連してい

るため推定が困難であった。運転時間推定には，冷却加熱
ユニットの冷却加熱能力と自動販売機庫内の気流，筐体な

どでの温度分布が必要となるため，汎用三次元流体解析
に冷却加熱能力を計算できる冷凍サイクルシミュレータと，

温度分布が計算できる熱・換気回路シミュレータを連携し

た。これにより，時系列で発生熱量を算出して運転時間を

推定し，高精度の商品温度推定を可能とした。

パネルの性能と生産性のバランスに優れる色変換法を

適用したフルカラー有機 ELディスプレイの開発を進め

た。輝度半減寿命 30,000時間（初期輝度 1,000 cd/m2，加
速試験から推定）の青色発光 EL素子と高効率色変換
技術を組み合わせたアクティブマトリックス駆動 2.8型
QVGA（240RGB×320画素）パネルを試作し，最大輝
度 150 cd/m2（白色 D65），消費電力 300mW（輝度 30%），
色再現性 100%（NTSC比）を達成した。赤と緑の画素に

適用する新しい色変換材料を開発した。これらはインク

ジェット印刷によりパターニングされる。この新規色変換
材料の変換効率は，膜厚にほとんど依存しないのでインク

ジェット印刷による塗りむらの影響を受けにくい。大画面
パネルを容易に形成できる技術として期待される。

　色変換法によるフルカラー有機ELパネル

図9　AM駆動2.8 型 QVGAフルカラー有機ELパネル
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情報・通信制御

　機能安全技術開発への取組み

ISO/IEC
ガイド51

機械類の安全性設計のための基本概念，一般原則
リスクアセスメントの原則

制御システムの安全関連部，
設計のための一般原則
制御システムの安全関連部，妥当性確認
非常停止
両手操作制御装置
安全距離
予期しない起動の防止
など

機械の電気装置
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具
低圧開閉装置および制御装置
電気･電子･プログラマブル電子
安全関連系の機能安全（IEC61508） 
など

タイプA規格（基本安全規格）：
すべての機械類で共通に利用できる基本概念，設計原則を規定する規格

機械系：ISO 電気系：IEC

タイプB規格（グループ安全規格）：
広範な機械類で利用できる安全面または安全防護物を規定する規格

タイプC規格 (個別機械安全規格 )：
個々の機械または機械群の詳細な安全要求事項を規定する規格

工作機械，産業用ロボット，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など

機械種ごとに規格化，
今後拡充されていく

　組込みシステム開発技術　── 組込みセキュリティ──

　製造トレーサビリティシステム

図12　安全規格の体系

セキュリティ機能選択ガイダンス

抽出ステップ

システム構成

情報資産

脅威と影響度

対策方針
セキュリティ機能

参照情報

情報資産と脅威

脅威と
対策方針

対策方針と
セキュリティ機能

図13　組込みセキュリティのガイダンス

図14　階層化分析支援イメージ

安全に対する要求は近年急速に増加してきている。この

“安全”に関係する IEC（国際電気標準会議）や ISO（国
際標準化機構）が制定した国際規格は多数あり，これらへ

の対応が欧州を中心に北米，中国，日本にも急速に浸透し

つつある。安全に関する世界標準的な考え方では，構造
自体を安全にする“本質的な安全”に加え，安全装置（機
能）で安全を確保する“機能安全（Functional Safety）”
が重要視されつつあり，国際規格として IEC61508（電
気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全）が

制定されている。この機能安全は，ハードウェアとソフ

トウェアを組み合わせて実現する場合が多く，故障率計
算，診断技法，開発管理などに配慮すべき点が多い。富士
電機グループでは安全規格に対応する研究開発を行ってお

り，順次製品への展開を図っていく。

近年，組込み機器のネットワーク接続が拡大する中で，

セキュリティ性の確保や安全への要求が高まっている。し

かしながら，セキュリティ機能の組込み方法は，組込み機
器特有のハードウェアリソース制限やシステム構成が多岐
にわたるなどの理由から一様には決められない状況にある。

そこで，製品へのセキュリティ機能要件組込みの検討を容
易にするためにガイダンスを整備した。

ガイダンスでは，製品群ごとにシステム構成・運用方法
とそれらから考えられる脅威・リスクを分類し，セキュリ

ティ機能組込み方針を体系化した。また，共通的に適用可
能なセキュリティ機能のプラットフォームとして，ハード

ウェアリソースに適した暗号・認証技術を開発，モジュー

ル化し，富士電機グループへ展開している。

製造業では，出荷製品の不具合対応によるロスコストが

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。そこで，

プリント板実装向けからプリント板を搭載したコンポーネ

ント製造向けへと適用範囲を拡大し，製造現場の品質分
析改善を支援する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。

（1）　部品構成に応じ製造履歴情報の階層的分析が可能（ト

レースバック/フォワード，不良要因分析など）（図参
照）

（2）　製造作業に関するヒューマンエラー防止機能を備えた

製造情報収集が可能
現在，プリント板を搭載したコンポーネント組立工場へ

の適用評価を実施して，ブラッシュアップを図っている。

部品
ロットNo.

（構成部品１）

部品
ロットNo.

（構成部品2）

製品ロットNo.に着目した分析

製品
ロットNo.

製品組立の
製造工程情報

部品
ロットNo.
（構成部品
１-１）

製造
工程
情報

構成部品１-１に関連する
製造工程情報＆
構成部品ロットNo.

階層化した部品構成に
応じて製造履歴情報の
分析が可能

構成部品１のロットNo.に着目した分析

構成部品１-１のロットNo.に着目した分析

部品
ロットNo.
（構成部品
１-１）

関連論文：富士時報 2008.2 p.114-120
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　X線による新しいひずみ解析技術
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（b）ωスキャン画像

（c）SiCらせん転位のひずみ像 （d）シミュレーション結果
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　多層薄膜デバイスの膜質評価技術

　発電機の大規模熱流体解析技術

図15　SiC らせん転位のひずみ解析結果
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図16　多層薄膜デバイスの膜質評価解析
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（a）解析モデル （b）風速分布

図17　解析モデルと風速分布

半導体デバイスの非破壊試験を目的として，X線マイ

クロビームを用いる新しいひずみ解析手法〔図（a）〕を開
発した。ひずみ分布像を得るために，Vスリットにより

試料内部の微小領域からの回折光を観測できるようにした

うえで，X線入射角度ωを変えながら試料をスキャンし

て連続した断面回折像〔図（b）〕を作成し，これらの回折
像をひずみ分布に変換した。図（c）は SiC（炭化ケイ素）ら

せん転位の解析結果（せん断ひずみの分布）であり，これ

はシミュレーション結果〔図（d）〕ともよく一致する。こ

の解析により転位ひずみとリーク電流との関係が明らかに

なりつつある。本解析手法の特徴は，①ひずみの定量解析
が可能（従来は定性解析のみ），②非破壊測定が可能（配
線，電極などがあってもよい），かつ③解像度が高い（0.5
〜 2 µm）ことである。

半導体デバイスの高性能化が進み，その構造は微細化，

多層薄膜化の一途をたどっている。積層された薄膜各層の

膜質は，デバイス性能を支配するため，その膜質評価技術
が重要不可欠となっている。富士電機では，電子線，X線，

イオンビームなどを用いた分析手法を駆使して表面，界面，

各層の評価解析を行っている。図（a）は，電極基板上に形
成された薄膜デバイスの透過電子顕微鏡による断面明視野
像，図（b）は二次イオン質量分析装置による微量元素の深
さ方向プロファイルを評価した例であるが，従来の手法で

は解決できない図（c）に示すような数原子層オーダからな

り，かつドーパント濃度差のあるような多層薄膜に対して

も，プローブ顕微鏡を駆使したアプローチなど 1層ごとの

膜質を評価できる解析技術の確立に取り組んでいる。

タービン発電機では，銅損や鉄損によるコイルの温度上
昇を抑制することが，製品の信頼性確保や長寿命化のため

に重要である。特に，回転子コイルの側面や内部を流れる

冷却風の流量配分を予測・制御し，コイルの温度分布を平
準化することが設計上の重要課題であり，熱流体解析によ

る発電機内部の風量，温度予測の取組みが進められている。

より詳細な内部冷却メカニズムの検討を行うため，発電
機全体を対象とした大規模熱流体解析モデルを作成し，複
数の CPUを用いた並列計算を行った。その結果，算出し

た冷却風量，温度上昇値は実測値とおおむね一致した。

今後，本解析技術を利用することで，これまで困難で

あった回転子コイルの冷却風量配分の最適化などが可能と

なる。
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　鉛フリーはんだ実装信頼性設計技術
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　プレス金型の長寿命化および損傷予測技術
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図18　囲い輪付タービン低圧翼の計算モデルと計算結果

図19　凝着部位断面解析とAE検知システム

図20　CAE寿命予測精度の高精度化と微小材料試験技術

富士電機では，蒸気タービンの振動低減と効率向上をね

らい，翼先端部に囲い輪を付けたタービン低圧翼の開発を

行っている。タービン翼の設計においては，定格回転数で

の共振回避が必須であり，従来構造（囲い輪なし）よりも

挙動が複雑な囲い輪付タービン翼の振動解析技術の開発を

進めている。囲い輪付タービン翼における固有振動数を高
精度に予測するため，次の 3条件を考慮した。

（1）　翼組立時の囲い輪間の初期接圧
（2）　遠心力による翼のねじれ戻り時の囲い輪間の圧縮力
（3）　高速回転時における翼脚部拘束条件の変動
計算モデルは翼の囲い輪間を実機同様の接触とし，低圧

翼全体をフルモデル化した。その結果，実測値との計算誤
差は 5%以下となり固有振動数の予測に十分な精度を得た。

プレス加工技術は，機器部品や電子製品の構成部材，筐
体（きょうたい）などの加工に広く使用されているが，金
型の突発的な損傷などによる生産計画の遅れや，金型修理
コスト，損傷金型の継続使用による部品ロスの低減が課
題となっている。富士電機では，金型の長寿命化および損
傷検知技術の開発に取り組み，これまでに金型の突発損傷
因子が表面化合物の偏在によるものと特定し，表面化合物
を分散させた長寿命金型を開発した（従来比 3倍）。また，

金型損傷をリアルタイムで検知するシステムとして，ア

コースティックエミッション（AE）波の累積エネルギー

から金型損傷を検知する手法を確立した。今後，これらの

技術をプレス加工ラインに適用することで，大幅なロス低
減ができる見込みである。

電子機器製品の信頼性設計には CAE（Computer Aided 
Engineering）が用いられる。信頼性を左右するはんだ接
合部の寿命予測精度は低く，実機検証試験を併用し信頼性
設計を行っていた。開発期間の短縮や CAEでの寿命予測
精度向上をねらい，接合部に対する高精度解析手法と材料
データベースの構築に取り組んでいる。

はんだ寿命予測手法として，移動硬化則を考慮した粘塑
性解析モデルを構築し，従来 18%であった疲労特性にお

ける応力－ひずみのヒステリシスの再現精度を 10%以下
に改善した。さらに，はんだ非平衡凝固組織を考慮した微
小疲労試験技術を併せて確立し，材料データベースを構築
している。

今後，さらに CAEによる寿命予測の高精度化を図り，

信頼性設計に反映する。

　囲い輪付タービン低圧翼の振動解析技術
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　配線用遮断器用樹脂部品の高精度成形技術

従来ゲート ゲート最適化後

圧力が長時間
維持されている。

（a）トリップクロスバー （b）保圧5.5 秒後の圧力分布

図21　トリップクロスバー近年，製品の小型・高機能化に伴いプラスチック成形部
品の寸法精度に対する要求が厳しくなっている。

富士電機では，成形部品の品質安定化の一環として，低
圧遮断器「α-TWIN」の主要機構部品であり，高い寸法
精度が要求されるトリップクロスバーの寸法安定化に取り

組み，成形中の金型内樹脂圧力測定，成形品のガラス繊維
配向および樹脂流動形態の観察，三次元樹脂流動解析など

の技術を駆使することにより，寸法ばらつきの大きい箇所
における成形中の挙動（樹脂に強いせん断力が掛かる，樹
脂圧力の低下が速い）を明らかにした。

これらの結果に基づきゲート位置の最適化などを行い，

寸法ばらつきを従来比 1/10まで低減し，高精度な成形を

実現した。
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