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新しい年を迎えて

新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

各種ä電源ĠĢįŉh可変速駆動ĠĢįŉ}čŜĹsĨ~
h

皆Ëô方áå佳Ã新春ĈÀ迎¾äÉÞÞÀ慶é申Í上È

ĺŘsĜŜİČĠŐĳàßäđĶŔės変換ĜŜņsĶŜ

ôÏg
2009 年å低炭素社会ä実現Ĉ指向ÍÕ諸政府ä政策Þ
産業界áþā投資ÂęŖsĹŔà進展Ĉ見Ñh持続可能à
経済成長Ĉ目指Ï新Õà市場ä姿Â鮮明áàÙÜÃÕ 1 年

ıÂ画期的á小型化j軽量化ËĂôÏgÕÞ¾æ電気自動
車äŋsĨ制御装置å 1/2 ä大ÃËáàĀhĹĬįœs搭
載量å 2 割減ÿÏÉÞÂÝÃôÏg
ôÕĦœŎsĠŐŜĈŘŜĢıĬŀÝÀ客Ëôá提供Ï

ÝÍÕg富士電機ęŔsŀÝå 2009 年度Áÿ始ôÙÕ新

āÕ÷h太陽光ú風力ä安定化送電ĠĢįŉhÀþé需要

Õà中期計画期間á臨ĉÝhÉäþ¼à地球規模ä問題á

家側ä全体最適運用Ĉ指向ÍÕ配電ĠĢįŉ技術}ĢŇs

前向Ãá対応ÍÜºÅÕ÷h
đĶŔėsj環境分野î

ıęœĬĲ~ä確立áø着手ÍôÍÕg産業j社会čŜľ

ä一層ä集中Ĉ進÷h技術ä革新Ĉ経営äĲŒčļŜę

Œ分野Ý電力Þ熱đĶŔėsĈ合ąÑÜ最適化Ĉ行¼ÉÞ

ľĒsĢÞ位置ÛÇÜ研究開発Ĉ推進ÍÜÃôÍÕgđĶ

Ýh電力Þ空調äđĶŔėsĈ大量á消費Ïā大規模à IDC

ŔėsĈ作Ā出ÍÜÁÿ使¼ôÝhđĶŔėsĞŀŒč

}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs~施設äđĶŔės効率

ĪĐsŜ全般áąÕÙÜ環境負荷Ĉ低減Ïā技術開発á一

Ĉ大幅á向上ËÑh環境負荷Ĉ低減ÏāÉÞÂÝÃôÏg

丸ÞàÙÜ取Ā組ĉÝºôÏg

富士電機ęŔsŀåhÀ客Ëôá利益ĈøÕÿÏ低炭素

Óä中核ÞàāäåĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ適用

化Ĉ実現ÏāÕ÷áhþĀĢŇsıàđĶŔėsäĸŜĲ

ÍÕđĶŔės変換ĜŜņsĶŜıÞhÓĂÿäĜŜņs

œŜę技術Ĉ提供ÍÜºÃÕºÞ考¾hÉä観点Áÿ先端

ĶŜıĈ使ºÉàÍÕÀ客Ëôä現場áľČĬıÏāĠĢ

的à技術課題ĈÀ客ËôäĴsģá求÷Ü開発á取Ā組ĉ

įŉđŜġĴċœŜęÝ¸ĀhÉä二ÚĈ両輪ÞÍÜŘŜ

ÝºÃôÏg

ĢıĬŀĦœŎsĠŐŜĈ目指ÍÜºÃôÏg

2009 年度áåh電気đĶŔėsä変換j蓄積àßĈ担

具体的áåhôÐđĶŔės変換ĜŜņsĶŜıä次

¼İĹčĢä開発Ĉ強化ÍôÍÕg前述ä次世代ĺŘsİ

世代ĖsİĹčĢÞÍÜ大Ãà期待Â寄ÑÿĂÜºā SiC

ĹčĢ}SiChGaN~äñÁh近年急速á関心Â高ôÙÜ

}炭化Çº素~İĹčĢĈ独立行政法人産業技術総合研究

ÃÕęŒľĐŜä研究Ĉ手ÂÇh従来ä 100 倍Ğčģä成

所ÞhGaN}窒化ĕœďŉ~İĹčĢĈ古河電気工業株式

膜á成功ÍôÍÕgĠœĜŜþĀø電子移動度Â 2 桁大Ã

会社ÞhÓĂÔĂ共同開発á着手ÍôÍÕgÉĂÿİĹ

ºàß非常á優ĂÕ物性Ĉ持ÙÜºāÉÞÁÿh半導体İ

čĢä特長Ĉ引Ã出Ñā回路技術ä開発Þ組õ合ąÑÜh

ĹčĢäĺŒĩčŉÂ変ąāÉÞÂ期待ËĂôÏgôÕ永

2011 年ä製品化Ĉ目標ÞÍÜºôÏgÉä技術áþÙÜ

久磁石ŋsĨÝå新規äĜċ材料Ĉ用ºÜ従来ä 3 倍äı
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ŔĘ密度Ĉ持ÙÕŋsĨĈ試作ÍôÍÕg蓄電áÚºÜå

ÉĂÿä技術課題Ĉ早期á解決ÏāÕ÷áh外部ä研究

燃料電池ä開発Ý培ÙÕ触媒技術ú電極技術Ĉ活用ÍÜč

機関ú他企業Þ強õĈ補完Í¸¼ēsŀŜčķłsĠŐ
ŜÂºôú不可欠ÝÏg富士電機ęŔsŀÝå次世代ĺ

ķłsĠŐŜá挑戦ÍôÏg
ËÿáhęœsŜàđĶŔėsä普及施策ÝęŖsĹŔ

ŘsİĹčĢä開発åøÞþĀh古河ęŔsŀàß異業種

áĴsģÂ拡大ÍÜºā製品á関Ïā技術áø注力ÍôÍ

企業Þä連携áþā新規製品開発úh大学Þä共同研究á

Õg太陽電池ä出力Ĉ向上Ïā製造技術úh地熱発電ŀŒ

þā先端的àİĹčĢä基礎研究àßä取Ā組õĈ拡大Í

Ŝıä発電効率Ĉ向上ËÑā開発Ĉ行ºh風力発電ú電気

ôÍÕgËÿá東京大学h北海道大学h九州大学ÞåhÀ

鉄道ä分野Ýø熱ÞÍÜ失ąĂā損失Ĉ低減Ïā電力変

äÀä包括連携äĢĖsŉä中Ý技術開発ÖÇáÞßôÿ

換技術Ĉ開発ÍôÍÕg産業j社会čŜľŒ分野Ý需要Â

Ðh循環型社会Þ公共政策h少子高齢化ÞŁŔĢĚċàßh

旺盛à中国áåh浙江大学Þ共同Ý R&D ĤŜĨsĈ開設

経営陣Â参画Ïā議論Ĉ進÷ÜÀĀh電機ŊsĔsÞ社会

ÍÜh主áĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野Ý高圧čŜĹsĨ

ÞäÁÁąĀáÚºÜ考察Ĉ深÷ÜºÃôÏg

àßäĜŜņsĶŜı製品開発ä現地化Ĉ進÷ôÍÕgô

低炭素社会ä実現á向ÇÕ動Ãåh近年Ýå生物多様性

Õ省đĶŔėsä基本ċčįŉÝ¸āčŜĹsĨÝå IEC

ä保護尊重ôÝÓä概念Â広ÂÙÜºôÏg2010 年å生

ä機能安全規格対応Ĉ進÷h電力čŜľŒĈ支¾ā高j低

物多様性条約ä締約国会議 COP10 Â日本Ý開催ËĂā予

圧器具áÚºÜø中国Ĉ中心ÞÍÜ製品äŒčŜċĬŀĈ

定Ý¸ĀhÉä観点Ýä企業ä社会的責任ÂôÏôÏ重要

整備Ïāàßh商品äęŖsĹŔ対応Ĉ進÷ôÍÕg

áàāøäÞ考¾ÿĂôÏg富士電機Ýå以前Áÿ耐久性

Ëÿáh社会環境面Áÿä関心Â高ôÙÜºā問題áø

Â高Å製造時ä材料ŖĢÂ少àº鉛ľœs 5 元åĉÖ

取Ā組ĉÝºôÏg自動販売機áÚºÜå従来ä個別制御

äŒčĤŜĢ供与Þ国際標準化Ĉ推進Íh自動販売機äœ

áþā省đĶŔėsä積重ãá加¾Üh前述ä電気Þ熱Ĉ

ĞčĘŔ化Ĉ進÷ÜđĜœsľŒłŔĈ取得Ïāàßh環

合ąÑÕ最適đĶŔės制御技術Ĉ適用ÍÕ製品Ĉ 2010

境保護á資Ïā技術開発áø取Ā組ĉÝºôÏg今後Þø

年Áÿ市場á投入Ïā計画ÝÏgôÕ SOXhNOX àßä

地球環境全体Ĉ考慮ÍÕđĶŔėsj環境分野ÝäË

有害à大気汚染物質ä濃度ĈœċŔĨčŉá測定ÏāÉÞ

ÿàā貢献Ĉ図ÙÜºÅ所存Ý¸Āh皆Ëôä一層äÊ指

ÂÝÃā直接挿入ŕsğ式ĕĢ分析計ä開発Ĉ完了Íh環

導Ê鞭撻Ĉ心þĀÀ願º申Í上ÈôÏg

境規制ä強化Â進ĉÝºā中国Ĉ主体á拡販ÍÜºÃôÏg
àÀhÉä製品å計測自動制御学会ä 2009 年度新製品開
発賞Ĉ受賞ÍôÍÕg

富士電機ホールディングス株式会社
取締役社長
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低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方
人と人との交流が先端シーズを生み出し，研究者を育てる

東京大学
教授
先端科学技術研究センター所長

富士電機ホールディングス株式会社
取締役，シニアエグゼクティブオフィサー，
CTO，技術開発本部長

宮野 健次郎

重兼 壽夫

低炭素社会の実現に向けた取組みが地球規模で広がっている。この大きなうねりの中で，富士電機グ
ループは，クリーンエネルギー創出と省エネルギー化技術に事業を集中。電機メーカーとして果たすべ
き役割を見据えている。一方，同じく「エネルギー・環境」をテーマに研究を推進する国立機関に東京
大学先端科学技術研究センターがある。今回は，所長の宮野健次郎氏を迎え，今後の研究開発のあり方
や若手研究者の育成などについて，当グループのシニアエグゼクティブオフィサー重兼壽夫と意見を交
換した。

その時々の社会問題が研究テーマ
独自性を発揮する東大先端研
重兼

宮野先生Â所長Ĉ務÷ÜºÿÙÍùā東京大学

先端科学技術研究ĤŜĨs}以下h東大先端研~Þ
富士電機Þåh2006 年 6 月á組織連携契約Ĉ締結Íh

ä研究ĈÏāÕ÷ä研究所Þº¼何々ÂÚºÜ
ºôÏÂh東大先端研åhÓä何々Â付ºÜºà
ºh唯一ä附置研究所àäÝÏgÝÏÁÿh
ąĂą
Ăå一体何ĈÍÕÿººäÖă¼Þº¼ÉÞåhº
Úø検討課題áàÙÜºôÏg
2004 年h東大先端研Â全学ĤŜĨsÁÿ附置研究

同年 7 月áå東大 FES ŒŅ}現在å東大 富士電機Œ

所á格上ÈËĂÕÞÃh私å設立趣旨á世ä中á役

Ņ~Ĉ開設g以来h研究員Ĉ派遣ÍÜÃÜºôÏg私

立ÚÉÞĈ研究ÍôÏÞ書ÃôÍÕg何ĈúÙÜø

ĈåÎ÷社員åh東大先端研á大ºá関心Ĉ持ÙÜº

ººgÕÖhÓä時々ä社会Â要求ÍÜºā問題Ĉ解

ôÏg本日å宮野先生Áÿ貴重àÀ話Â伺¾āÞh楽

決ÏāÕ÷ä研究ĈÏāÞº¼äÂh東大先端研ä位

ÍõáÍÜ参ĀôÍÕg

置付ÇÝÏg

ôÐh東大先端研ä位置付ÇÞ独自性áÚºÜÀ聞
ÁÑÅÖËºg

10 年ÅÿºäĢĺŜÝh次á何ĈúāÁÞº¼É
ÞĈ考¾ÜºôÏg今Áÿ 5 年ñß前áh
次å環境j
đĶŔėsÖãÞº¼ÉÞÂ決ôĀôÍÕg

独自性åh東大先端研áÞÙÜ実å大Ãà問題

東大先端研Ýåh研究ä分野分ÇĈôÙÕÅÍÜº

ÝÍÜh先端研å過去á何度øċčİŜįČįČjĘ

ôÑĉgÝÏÁÿh例¾æhđĶŔėsä研究Ĉ新Õ

ŒčĠĢĈ経験ÍÜºôÏg

á始÷þ¼Þ思ÙÕÿhôÐhđĶŔės研究ä分野

宮野

東大先端研åh文部科学省Â全国ä国立大学á設置

Ý最øþËÓ¼à人ĈßÉÁÁÿ採用ÍôÏgÓä後

ÍÜºā附置研究所ä一ÚÝÏg附置研究所åh通常h

ä研究åÓä人Ĉ中心á進÷h¼ôÅºÇæ大Ãà集

地震研究所
ú
ďčŔĢ研究所
Þº¼þ¼áh
何々
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団áàāÖă¼ÍhÖ÷ÖÙÕÿÓÉÝÀÍôºgÉ

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

äþ¼áÍÜ進÷ÜºôÏgÉ¼º¼運営ä仕方åh

º¼ÉÞáàĀôÍÕg

多分h日本ä附置研究所ä中Ý東大先端研Â唯一ÖÞ

太陽電池ÝåĖsáàā人Â二人ºôÏg一人å瀬

思ºôÏãg最近åhÉäñ¼Â研究所ÞÍÜ活躍Ý

川浩司教授Ýh有機太陽電池ĈÐÙÞ研究ÍÜºôÏg

ÃāÞ認識ËĂÜºôÏg

ø¼一人å岡田至崇准教授Ýh半導体ä量子ĲĬıĈ
研究ÍÜºôÏgß×ÿøhÉĂôÝä太陽電池研究

重兼

東大先端研åhđĶŔėsj環境äñÁáĹœ

ä主流Ý¸āĠœĜŜú化合物半導体Þå異àĀôÏg

ċľœsúĹčēįĘķŖġsä研究áø取Ā組ĉÝ

主流Þå違¼人Õ×Ĉ迎¾Üh新Íº切Ā口Ý何十年

ºôÏãg

Á先Ĉ見据¾Õ研究Ĉ進÷ÜºôÏg
ôÐ瀬川教授Þ岡田准教授Ĉ迎¾入ĂhÓä二人ä

宮野

Ĺœċľœs研究åh今Áÿ 15 年ñß前áh

周ĀáęŔsŀĈ作ÙÜºÅÞº¼形ÝhñÁä人Õ

次á何ĈúāïÃÁÞº¼議論Áÿ生ôĂôÍÕgô

×Â参加ÍÜºÃôÍÕg現在h太陽電池関係äŀŖ

ÐĖsáàā人物ÞÍÜ福島 智教授Ĉ迎¾ôÍÕg

ġĐĘıäœsĩsåhøÞøÞ東大先端研Ýŕsğ

福島教授å全盲全聾ä方ÝÏg現在å教授Â三人h准

ä研究ĈÍÜºÕ中野義昭教授Â務÷ÜºôÏg太陽

教授Â一人Þº¼ÁàĀ大Ãà所帯áàÙÜºôÏg

電池åŕsğÞ逆ä関係á¸ĀôÏÁÿãg今Ýåh

ĹœċľœsÝ重要àÉÞåh¸ā機能Ĉ失ÙÕ人
Âß¼úÙÜ世界Ĉ見ÜºāÁÞº¼ÉÞÝÏgß¼
ø健常者Þå別ä認識回路Â働ÅÿÍºäÝÏãgÓ

中野教授äøÞáºăºăà研究įsŇÂ広ÂÙÜº
ôÏg実å私ø少ÍÖÇ参加ÍÜºôÏg
É¼ÍÕĞčđŜĢhįĘķŖġsÞå別áh社会

¼ÏāÞh心理学ú脳科学ÞºÙÕ知識Â必要áàāg

ä問題á対応ÏāÞº¼意味Ýåh例¾æ経済的áß

É¼ºÙÕ分野ä研究者Õ×øhĹœċľœsĈ意識

¼ÁÞº¼ÉÞĈ言ąàÇĂæºÇôÑĉgÓÉÝ山

ÍÜ研究ÍÜºāąÇÝåàºäÝÏÂh外側ÝÁÁ

口光恒教授ĈåÎ÷h文系ä人øŀŖġĐĘıá迎¾

ąÙÜºôÏg

入ĂôÍÕg山口教授å IPCC}気候変動á関Ïā政
府間ĺĶŔ~äŕņsıø書ºÜºā方ÝÏg

重兼

長ºĢĺŜÝįsŇĈ設定ÍÜºāąÇÝÏãg

東大先端研ä特徴ÞÍÜh理系ÖÇÝåàÅh文系
ä先生øÁàĀ多ºÞº¼点Â挙ÈÿĂāÞ思ºôÏg

Éäþ¼à陣容Ýh
電気Ĉ作āÞº¼側面Áÿ
đĶŔės研究á取Ā組ĉÝºôÏg
Ëÿá個人的áåhđĶŔės関係ä違¼側面h例
¾æĢŇsıęœĬĲÝ¸āÞÁh二次電池Ý¸āÞ

宮野

ĞčđŜĢä問題åĞčđŜĢÝ閉ÎÜºôÏ

ÁhÓ¼º¼分野ä研究者Ĉ加¾ÕºÞ思ÙÜºôÏg

Âh社会ä問題å違ºôÏg例¾æ経済Ĉ例áÞāÞh
何ÁĈÍÜ価値Â¸āÁàºÁÞº¼問題áåh単純

重兼

富士電機ä目指Ï方向Þ近ºÝÏãg同Î夢Ĉ

à技術ä優劣比較Þå違¼ľĊĘĨsÂ¸āąÇÝÏ

抱ÃàÂÿ進ĉÝºÇāäÝåàºÝÍý¼Ág

ãgÓ¼º¼ÉÞå技術Ĉ研究ÍÜºā人間áåąÁ
ĀôÑĉgÝÏÁÿh社会ä問題Ĉ研究ÏāáåhĞ

宮野

本当áÓ¼思ºôÏg

čđŜĢ以外ä視点ĈøÙÕ人Â是非h必要àäÝÏg

富士電機の誇る創エネ・省エネ技術
東大先端研が進める太陽電池研究
斬新な切り口で文・理両面からアプローチ
重兼

àāñßhÓ¼ÝÏãg先ñßÀ話ä¸ÙÕ東

エネルギー問題はまさに追い風
宮野

私ä理解ÍÜºā富士電機åh例¾æ発電機Ý

¸ÙÕĀŋsĨÝ¸ÙÕĀhºąüā重電Ĉ得意ÞÏ

大先端研äđĶŔėsj環境分野îä取組õáÚºÜh

ā会社ÝÏgÓ¼º¼意味Ýåh昨今äđĶŔės問

ø¼少Í詳ÍÅÀ聞ÁÑºÕÖÇôÏÁg

題åh富士電機áÞÙÜ追º風Þ思ºôÏÂhºÁÂ
ÝÏÁg

宮野

大学ÞÍÜ一番取Ā組õúÏºøäåhúåĀ

ĞčđŜĢÞįĘķŖġsä分野ÝÏgÝÏÁÿhđ

重兼

ĶŔėsĈ次äįsŇá掲ÈÕÞÃh
úåĀ太陽đ

ĶŔėsĈ作āÞº¼仕事á一貫ÍÜ携ąÙÜÃôÍ

富士電機å 86 年前ä創業äÞÃÁÿh電気đ

ĶŔėsÝÍý¼gôÐ太陽電池ĈúĀôÍý¼Þ

Õg今å再生可能đĶŔėsîä変革ä動Ãá対応Í
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徴¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĈ組õ合ąÑÜh世
ä中áàº非常á高性能à省đĶŔės技術Ĉ作ÙÜ
ºÉ¼Þº¼発想ÝÏg
ĺŘs半導体ä身近à例ÞÍÜåhIGBT Þº¼İ
ĹčĢÂĸčĿœĬĲĔsá搭載ËĂÜºôÏgđŜ
ġŜáÞÙÜ代ąā走行用ŋsĨáhàÅÜåàÿà
º存在ÝÏg
一方h
đĶŔėsÞ対ĈàÏ環境ä分野Ýåh
ęŔs
ŀ内á水処理Ĉ担¼会社Â¸ĀhÓÉĈĜċá環境事
業á取Ā組öÉÞĈ考¾ÜºôÏg

他社にはない富士電機の継承技能
優位性を生かした事業特化を

宮野 健次郎

みやの けんじろう

宮野

1947（昭和 22）年生まれ。1974（昭和 49）年，カリフォル
ニア大学バークレー校物理学科，IBM ポストドクトラルフェ
ロー。1976（昭和 51）年，シカゴ大学付属アルゴンヌ国立研
究所所員。1983（昭和 58）年，
東北大学電気通信研究所助教授。

以前h富士電機ä発電機Ĉ作ÙÜºā工場Ĉ見

学ËÑÜºÕÖºÕÉÞÂ¸ĀôÍÕg¸äþ¼à発
電機åh言ÙÜõĂæ手作ĀÝÏþãg半導体ä微細
加工äþ¼áh機械Ĉ買ÙÜÅĂæÏÆáÝÃÜÍô

1988（昭和 63）年，
東京大学工学部助教授。1991（平成 3）年，

¼Þº¼øäÞå違¼g技術Â海外á流出ÍÜÍô¼

東京大学工学部教授。2001（平成 13）年，東京大学先端科学

ÞºÙÕ分野Þåh少Í違¼優位性Â¸āäÝåàº

技術研究センター教授。2007（平成 19）年 4 月から同センター
の所長を務める。

ÁàÞh工場Ĉ拝見ÍàÂÿ思ÙÕøäÝÏg
重兼

ß¼ø¸ĀÂÞ¼ÊÌºôÏg川崎工場Ýå火

ÜđĶŔėsj環境Ĉ研究開発äĖsŘsĲáh

力ú地熱発電äĨsļŜĈ作ÙÜºôÏÂhĿŕsĲ

創đĶŔėsÞ省đĶŔėsä両輪ÝđĶŔės問題

}羽根~ä 1 枚 1 枚Ĉ技能者ÂĸŜŇsÝŖsĨ軸á

á取Ā組ĉÝºôÏg

植¾込ĉÝ
ºÃôÏg少ÍÝø角度Â狂ÙÜºāÞh

ôÐ創đĶŔėsÝåh再生可能àđĶŔėsÞÍ
Ü太陽光発電Þ地熱発電á注力ÍÜºôÏg地熱発

回転ËÑÕÞÃá壊ĂÜÍô¼g非常á高度à技能Ý
ÏgÝÏÁÿhÓä継承áå非常á力Ĉ注ºÝºôÏg

注

電å世界Ýø高ºĠĐċĈ誇ĀhľŒĬĠŎ方式 Ý
37 % 近ºĠĐċĈ持ÙÜºôÏg

ôÕh半導体á関ÍÜøh富士電機ä作āĺŘs半
導体åh設備Ĉ買ÙÜÅĂæÝÃāÞº¼品物Ýå¸

Éä地熱発電á加¾Üh今h研究Ĉ進÷þ¼Þ考¾

ĀôÑĉg例¾æh厚õĈ 100 ňĘŖŜ前後á薄Å

Üºāøäá風力発電Â¸ĀôÏgÉäþ¼à自然đ

削ÙÕ状態ÝhİĹčĢĈ作ÙÜºÅºąæ技能á近

ĶŔėsĈ使ÙÕ創đĶŔėsáh企業ÞÍÜ軸足º

º技術Â要求ËĂôÏgÓ¼º¼特徴ä¸āÞÉăá

Ĉ移ÍÜºÉ¼ÞÍÜºôÏg

今h富士電機å事業Ĉ集中特化ÍÜºôÏg一方ÝĜ

一方ÝhÉ¼ÍÕ再生可能àđĶŔėsåh非常á
不安定ÝÏÁÿh電力系統á¼ôÅÚàÆÕ÷ä系統

ŋİČįČ化ÍÕøäå海外Ý作āÞº¼þ¼áh今h
棲õ分ÇĈÍÜºāÞÉăÝÏg

連系ä技術Â重要áàÙÜÃôÏg富士電機åh秋田
県ä西目風力発電所Ý電力安定化ĠĢįŉä実証実験
á着手ÍÜºôÏg
宮野

Ó¼ÝÏÁg

組織外にモチベーションを
学会での切磋琢磨が研究者を高める
重兼

先端的ĠsģĈ生õ出ÍhÓĂĈ研究開発Ïā

ĠĢįŉáÚºÜh先生áÀ伺ºÍÕºÞ思ºôÏg
重兼

省đĶŔėsÞº¼点Ýåh富士電機ä背骨ä

技術Ý¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÝ特徴Ĉ出Ó¼Þ
ÍÜºôÏgęŔsŀ内ä特徴¸āĺŘs半導体Þ特

注ľŒĬĠŎ方式k地熱蒸気Ĉ直接ĨsļŜî導入ÍÜ発電Ïā方式
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東大先端研ä中Ýh目標設定ú研究成果ä評価åßä
þ¼áËĂāäÝÍý¼Ág

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

宮野

東大先端研åhÓä目指Ï方向ä研究Ĉ行ÙÜ

ºā人Ĉ採用ÏāäÝh後ÁÿÉä研究ĈúÙÜÅ
ÖËºÞ言¼ÉÞåôÐ¸ĀôÑĉg
ø¼一方ä研究成果ä評価ÝÏÂh評価Þº¼øä
å非常á難ÍºÝÏg第一áh分野ÂËôÌôàäÝh
統一的á評価ÝÃàºÞº¼問題Â¸ĀôÏg第二áh
ÉĂå私ä勝手à持論ÝÏÂh執筆ÍÕ論文ä本数à
ß数値Ĉ基準áÏāäøººÞå思ºôÏÂh¸ā人
Â組織á対ÍÜ役á立ÙÜºāÁhºàºÁÞº¼É
Þåh見ĂæąÁāÞ思ÙÜºôÏg
É¼ÍÕúĀ方Â可能àäåh組織Â小ËºÁÿÝ
Ïg私å東大先端研ä全員Â何ĈÍÜºāÁh大体å
知ÙÜºôÏgÓä研究Â世ä中äßĂÅÿºä位置
付ÇàäÁøh一応知ÙÜºāÚøĀÝÏg
大学ø実å評価ĈËĂÜºôÏg評価項目Â¸Āh
ÓĂĈßĂÅÿº達成ÍÕÁÞÁh論文ä本数h特許
ä申請数àßĈ記入ÍÜ提出ÍàÇĂæàĀôÑĉg

重兼 壽夫

しげかね ひさお

1951（ 昭 和 26） 年 生 ま れ。1974（ 昭 和 49） 年， 富 士 電 機
製造株式会社（現富士電機ホールディングス株式会社）入社。
2004（平成 16）年，富士電機デバイステクノロジー株式会

ÕÖhÓĂĈ取ĀôÞ÷ā労力Ĉ思¼ÞhÓä時間Þ

社取締役に就任。同社常務取締役，同社取締役副社長を経て，

đĶŔėsĈ研究á使ÙÕñ¼Âh最終的áåċďı

2008（平成 20）年，同社代表取締役社長に就任。2009（平成

ŀĬıÂ大Ãºþ¼à気ÂÍôÏg

21）年 6 月から富士電機ホールディングス株式会社取締役，シ
ニアエグゼクティブオフィサー，CTO，技術開発本部長を兼務

宮野

逆áh企業Ýå評価Ĉß¼º¼ë¼áÍÜºā

している。

äÝÍý¼Ág私ÞÍÜå非常á興味Â¸āÞÉăÝÏg
重兼

富士電機Ýåh分析úåĉÖ付Çh樹脂材料Þ

評価å非常á難ÍºÝÏãg特á研究者ä評価

ºÙÕ基礎的à技術研究Â必要不可欠ÝÏÂh時間Â

ñß難Íºøäå¸ĀôÑĉgÓä年áúÙÕ研究ä

ÁÁĀôÏg大学Ý行ÙÜºā基礎研究åhßäþ¼

成果åh何年ÁÕÕàºÞ出ÜÉàºg言ÙÜõĂæ

á研究者äŋĪłsĠŐŜĈ維持ÍÜºāäÝÍý¼

未来á対Ïā期待値Ý評価ÍàÇĂæàĀôÑĉg

Ág

重兼

評価ĠĢįŉÞÍÜåh大ÃÅ 2 本ä軸áÚºÜ一
定ä基準Ĉ設ÇÜºôÏg一Úå技術評価g技術ä完

宮野

成度ú独創性h特許申請ä数àßĈ総合的á評価Íô

įČh狭Å言¾æ学会á属ÍÜºôÏÁÿhÓä中Ý

Ïgø¼一Úåh事業化ËĂÜßĂÖÇ売上Èú利益

ßäþ¼á評価ËĂÜºāÁÝh研究者ä評価åñÞ

á貢献ÍÕÁÞº¼評価ÝÏg

ĉß決ôÙÜÃôÏg同業者ä集ôĀä中Ýåh非常

研究開発ä出口Ĉß¼º¼ë¼á設定ÍÜºÅäÁ

研究者åÓĂÔĂ学会àßä研究者ĜňŎĴ

á有能à人Â全然評価ËĂàºÞº¼ÉÞå¸ôĀ¸

Þº¼ÉÞÂ盛ĉá言ąĂāþ¼áàÙÜÃÜºôÏg

ĀôÑĉgąĂąĂÂ評価Ïā以前áh彼ÿå大方h

出口Ĉ意識ÍÕ研究Ĉ進÷āÕ÷áhąĂąĂÂ取Ā

正当á評価ËĂÜºāgŋĪłsĠŐŜåh
þº評

組ĉÖäå R & D ä見¾ā化ÝÏg数字Ý表Ï

価ĈËĂÕºÞº¼願望Â¸ÙÜ維持ËĂôÏÁÿh

見¾ā化ÝåàÅh
報告Ĉ密áÏāÞº¼意味ÝÏg
今å重要à研究開発ŀŖġĐĘıå四半期ÊÞá経営

研究者ĜňŎĴįČä中Ý切磋琢磨ÍÜºā状況Âº
ºäÖÞ思ºôÏg

幹部Ĉ集÷Ü報告会Ĉ開催Íh会社ÞÍÜä事業戦略
Þ実際ä技術開発ÞÂ乖離Íàºþ¼áh常á擦Ā合

重兼

ąÑĈ行ºàÂÿ進÷ÜºôÏg

研究ä部分Ý学会活動ĈøÙÞ活発á行ąàÇĂæº

àāñßhÓ¼º¼意味Ýå富士電機åh基礎

ÇôÑĉãg応用技術äñ¼å学会Ý積極的á発表Í
宮野

企業ä場合åh事業Þ研究開発ĈŇĬĪËÑà

ÜºôÏÂh基礎研究äñ¼åôÖôÖÞ言¾ôÏg

ÇĂæàĀôÑĉãg
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工場ä開発h営業äßä部門àÿæÓä
人ä才能Ĉ開花ËÑÿĂāÁĈčŊsġ
ÍÜ採用ÍôÏg
宮野

昔Þ比ïÜh最近ä学生åÉÉÂ

困āÞº¼ÉÞå¸ĀôÏÁg
重兼

開発部長Ĉ長Å務÷ÜºÕ立場Á

ÿ言ºôÏÞh数学Â極÷Ü弱ÅàÙÜ
ÃÜºôÏg今åĠňŎŕsĨÝ簡単á
解ÇÜÍô¼øäÝÏÁÿ線形偏微分方
程式ø解Çàº人úh電気系ä出身Ý¸
āäáŒŀŒĢ変換Ĉ知ÿàº人Â時々
見受ÇÿĂôÏg彼ÿåh解ÅÉÞáÚ
ºÜåĜŜĽŎsĨĈ使¾æººäÝÏ
Âh反対á自分ÂúÙÕ実験結果Ĉ数式
áÏāÉÞåÝÃôÑĉgÉ¼º¼ÉÞ
Ý本当áººäÖă¼ÁÞº¼äÂh私

最近の大学生は数学と議論が不得手
問題には必ず解があると思っている
宮野

ßøä悩õÝÏg研究Ĉ深Å進÷ÜºÅÕ÷áåhô
Ð数学Ĉø¼少Í鍛¾āïÃÝåàºÁÞ思ÙÜºô
Ïg

ÞÉăÝh企業å人Ĉ採用ÏāÞÃhß¼º¼

ÞÉăĈ見Ü採ÙÜºÿÙÍùāäÁh今日å伺ºÕ

宮野

大変参考áàĀôÏg数学以外áhĔŒsÞº

ºÞ思ÙÜ来ôÍÕg大学Ýßäþ¼à人材Ĉ育成Ï

¼Á性向Þº¼ÁhÓ¼ÍÕ点ÝÀ感ÎäÉÞå¸Ā

āÉÞĈ企業Â希望ÍÜºāäÁhÞº¼話áøÚà

ôÑĉÁg

ÂĀôÏg
重兼
重兼

企業Â採用Ïāh採用Íàºåh相性ä問題Ö

ÞÞÿ¾ÜºôÏg企業文化ÝÏÞÁh企業ä目指Ï

開発Ý最ø重要àÉÞåh困難Áÿ逃Èàºh

困難Ý¸Ăæ¸āñßìÚÁÙÜºÅhÞº¼精神力
ÝÏg困難á向ÁÙÜºÇæ自分自身ø勉強ÍôÏÍh

方向áÓä人材Â合ÙÜºāÁß¼ÁÞº¼ÉÞÂh

人ø付ºÜÅāgÓ¼ºÙÕ逆境áÀÇā打ÕĂ強Ë

一番ņčŜıáàĀôÏgÝÏÁÿh採用面接á落×

Þº¼øäÂh昔äñ¼Â多ÁÙÕþ¼à気ÂÍôÏg

ÕÁÿ優秀ÝàºÞº¼ÉÞáå決ÍÜàÿàºgÀ
見合ºĈ断āÞÃÞ同ÎÝÏãg

宮野

ÓĂåh大学ä入学試験Â弊害Ĉ及òÍÜºā

Þh私å個人的áå思ÙÜºôÏg入試問題ä解Ã方
宮野

企業áÞÙÜh合¼合ąàºå確Áá¸āÝ

Ĉ勉強ÍÜÃÕ学生åhßĉà問題áø解Ã方ä正解

Íý¼ãg

Â¸āäÖÞ思ÙÜ入学ÍÜÃôÏg

重兼

å卒業研究ÝÏgºăºăàÉÞĈ試ÍÜõÜøhÏ

彼ÿÂôÙÕÅąÁÿàº問題á初÷Ü直面Ïāä

8

会社生活åh20 歳前後ÝĢĨsıÍ 60 歳ôÝ

続ÃôÏg何十年øä間h長距離ŒŜĳsÞÍÜ戦Ù

ÆáåąÁÿàºg¸ā時h一人ä学生Â先生hÉ

ÜºÁàÇĂæºÇôÑĉgôÕh人Þ付Ã合¼規模

Ăh本当åß¼àĂæººäÝÏÁÞº¼質問ĈÍ

Â大学þĀåāÁá大Ãºg例¾æh自分Â設計ÍÕ

ÜÃôÍÕgÉĂáåĠŐĬĘĈ受ÇôÍÕãgÓä

øäĈ生産現場á伝¾þ¼ÞÏāÞh何百人Þº¼人

答¾ÂąÁÙÜºÕÿ研究àßÍôÑĉþg

間á自分ä意思Ĉ伝¾àÇĂæºÇôÑĉgĜňŎĴ

Éäôô社会á出Ü行ÅÞh世ä中áå必Ð解Â¸

ĚsĠŐŜ能力h意志ä強Ëh持続力àßÂ非常á重

āÞ思ÙÜÍô¼äÝåàºÁgÉĂå非常á危惧Ë

要áàÙÜÃôÏgÓäþ¼à資質Þ併ÑÜh研究職h

ĂāÞÉăÝÏg

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

ÝÏÁÿ重兼ËĉÂ先ñßÀÙÍùÙÕþ¼àh困

øß¼ÍÜø解ÇàºÞÃhÀ客ËôäÞÉăÝ議論

難á立×向Á¼ÞÁh立×向ÁąàºÞº¼以前ä問

ÍÕĀh質疑応答ÍÕĀÍÜºā¼×áh意外Þċč

題ÞÍÜhÓä困難à問題Â自分ä問題ÖÞ思¾àº

İċÂ浮ÁìÞº¼ÉÞÝÏg
ÉĂåh
先生ÂÀÙÍù

Þº¼状況Â出現Ïā可能性Â¸ĀôÏg非常á深刻

ā質問ÍàËºÞº¼ÉÞÞ同ÎÝåàºÝÍý

à問題ÝÏÁÿh私ø日ÊăhÁàĀ口Ĉ酸ÙçÅÍ

¼Ág

Ü学生á言ÙÜåºôÏÂhàÁàÁ実感ÞÍÜąÁ
ÿàº学生åºôÏg

研究ä人間Ý¸Ăæh次工程Ý¸ā開発ä人間Þ議
論Ïāg開発ä人間Ý¸Ăæh次工程Ý¸ā設計ä人
間Þ議論Ïāg設計ä人間åÀ客Ëôú工場ä現場Þ

重兼

ÓäÞÀĀÝÏg実際ä世ä中å答¾äàºÉ

Þäñ¼Â圧倒的á多ºÝÏgôÕ答¾Â¸ÙÕÞÍ

議論Ïāg先生äÀ話Ĉ伺ºhÉ¼ÍÕ議論ÂºÁá
重要Áh
¸ÿÕ÷Ü思ºôÍÕg¸ĀÂÞ¼ÊÌºôÏg

ÜøhÓĂĈ実行Ïāáå資源Â足ĀàºÞÁh次善
ä策Ĉ取ÿÌāĈ得àºÞÁhºăºăà変化技Â要
求ËĂôÏg
確Ááh問題Ĉ解Å能力åÓĂàĀá重要ÖÞ思º

次なる環境問題は生物多様性の維持
複雑な系の「見える化」は難しい

ôÏgÍÁÍhÓĂ以上á重要àÉÞå課題Ĉ設定Ï

重兼

ā能力ÝåàºÝÍý¼Ág
ÉĂÂ問題ÖÞº¼

維持Â¸āÞ思ºôÏg2010 年åh
生物多様性条約

ÞÉăÁÿh
Éä課題Ĉ解ÇæººäÖÞº¼Þ

第 10 回締約国会議}COP10~
ä議長国Ĉ日本Â務

ÉăáôÝøÙÜÅāáåh実å非常á長º道äĀÂ

÷ôÏgÓ¼º¼意味Ýø日本全体Ý早急á取Ā組

必要ÝÏg課題Â設定ÝÃāÞÉăôÝÅĂæh問題

öïÃ問題ÝåàºÝÍý¼Ág富士電機ÝåhCSR

å解ÇÕø同然ÝÏg

活動ä一環ÞÍÜ里山ä再生á取Ā組öàßh生物多

今後重要áàÙÜÅā問題ÞÍÜ生物多様性ä

様性ä維持äÕ÷á積極的á活動Ĉ展開ÍÜºôÏg
宮野

Ó¼ÝÏãhÓäÞÀĀÖÞ思ºôÏg

ÉĂĈËÿá進÷Üh生物多様性Ĉ取Ā入ĂÜ何Á事
業Ĉ展開ÝÃàºÁÞ考¾ÜºôÏg

重兼

問題Áÿ課題á行ÅôÝä道äĀáÉÓhÓä

東大先端研áå生物関係ä研究者ø在籍ËĂÜÀĀh

人ä個性ú流儀ÞºÙÕøäÂ最ø表Ăā部分Ýåà

生物多様性ÞºÙÕ複雑à系Ĉ見¾ā化ÏāÉÞ

ºÁÞ思ºôÏãg

áÚºÜhºăºăàÉÞÂÝÃāäÝåàºÝÍý
¼Ág

宮野

私å学生á質問ÍàËºÞº

Úø言ºôÏgÁàĀºăºăàÉÞÂ
ąÁÙÜºàºÞ相手á伝ąāþ¼à形
ä質問åÝÃôÑĉÁÿgÓä過程Ý自
分Ý答¾ÂąÁÙÜÍô¼ÉÞå多々¸
ĀôÏgÓ¼º¼経験ĈÍÜºàºÞº
¼ÉÞåhÞÜø大事àøäÂ欠落ÍÜ
ºāÞº¼ÉÞÖÞ思ºôÏg
重兼

私å開発部長äÞÃh
開発Þº

¼øäå研究室ÝúāøäÝåàºgÀ
客Ëôä机ä上ÝúĂÞ若º人Õ×á
þÅ言ÙÜºôÍÕgß¼º¼意味ÁÞ
ººôÏÞh一Úå開発įsŇĈ設定Ï
āÞÃáhÓäįsŇÂ後工程hÏàą
×À客Ëôá喜ĉÝºÕÖÇāÁß¼Á
Â重要Ý¸āÞº¼ÉÞgø¼一Úåh
¸ā技術Ý行Ã詰ôÙÜh必死á考¾Ü
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宮野

生物多様性ÁÿąĂąĂÂ何Á学ìÉÞÂ¸ā

äÁß¼Áh正直àÞÉă私áåąÁÿàºäÝÏg

礎研究å別áÍÜh3 年以内á実用化ÝÃāøäá
絞ÙÜºôÏg4 年以上ÁÁā研究áÚºÜåËôÌ
ôàÞÉăÞ手Ĉ取Ā合ºàÂÿh可能性Ĉ一緒á追

例¾æĢŇsıęœĬĲä研究åh地球環境Ĉ

求ÍÜºÅgÉä形ĈēsŀŜčķłsĠŐŜÞ呼ĉ

守ÙÜºÅÞº¼意味Ýåh生物多様性áÚàÂāä

ÝºôÏg場合áþÙÜåh他社Þä共同研究ø¸Ā

重兼

ÝåàºÝÍý¼Ág

ôÏgÀ互ºäĠsģĈ出Í合ÙÜ進÷Õñ¼Â早º
場合ø¸ĀôÏÁÿãgìÿìÿ歩ºÜºÜ種Â見

宮野

ÓĂåhÓäÞÀĀÖÞ思ºôÏgÕÖÍhą

ÚÁāÞº¼ÉÞÝå¸ĀôÑĉg¸ā研究開発ĈÏ

ĂąĂÂĞčđŜĢÞįĘķŖġsä範囲Ý扱¼ÉÞ

āÕ÷á必要à種Â他社ä中á¸ā場合ø¸ĀôÏÍh

ÂÝÃā多様性Þåh数式á書Çā多様性ÝÏg先ñ

大学ä中á¸ā場合ø¸ĀôÏÍh研究機関á¸ā場

ß重兼ËĉÂÀÙÍùÙÕþ¼á数学å非常á重要Ý

合ø¸ĀôÏgÓ¼º¼Ġsģ探Íä間口Ĉ広ÈÕº

ÏgġŐsġjĕŋľá１h
２h
３x無限大Þº¼

Þº¼äÂh私ßøÝ言¼ÞÉăäēsŀŜčķłs

著書Â¸ĀôÏgÚôĀ１h
２h
３Ĉ議論ÍÜ無限大ô

ĠŐŜÝÏg

ÝąÁāÞº¼ÉÞåh数学ÂàºÞ不可能ÝÏg一

特á入Ā口äœĞsĪä部分åh将来Ĉ決÷ā非常

般論Ĉ語āÉÞÂÝÃāÞº¼äå数学ä本当ä強õ

á重要à種áàĀôÏÁÿh徹底的á行ºôÏg富士

ÝÏgÓ¼º¼意味ÝåhÓÉá載āøäå技術áà

電機ä中ÝàÒ開発ÍàÇĂæºÇàºäÁgß¼Í

ĀôÏÂh逆á生物ä種ä多様性äþ¼á数式Ý表Í

Üø特許ĈÞÿàÅÜåºÇàº研究àäÁgÓ¼Ý

áÅº問題ä解決åhÁàĀ先áàāäÝåàºÝ

àÇĂæ富士電機ä中ÝúÿàÅÜøººÝåàºÁ

Íý¼Ág

ÞgÓä結果h実用化á 4 年以上ÁÁā研究hÏàą
×ēsŀŜčķłsĠŐŜÝ進÷ā研究äñ¼Â多Å

オープンイノベーションで研究開発

àÙÜºôÏg

シーズ探しの間口を広げる
宮野

ÞÉăÝ最近h
ēsŀŜčķłsĠŐŜÞ

º¼ÉÞÂ盛ĉá言ąĂÜºôÏãg富士電機Ýåß
¼º¼ë¼áÀ考¾àäÝÍý¼Ág

異分子とのぶつかり合い
東大先端研との組織連携で成果を実感
宮野

ıŒčċŔ連携Þº¼形Ýh2006 年Áÿ今日

ôÝÊ一緒ÍÜÃÜhąĂąĂáÞÙÜå学ìÞÉă
重兼

私ßøäēsŀŜčķłsĠŐŜá対Ïā考¾

ååÙÃĀÍÜºôÏgęŔsŀ内Ý行¼研究åh基
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Â非常á多Å¸ĀôÍÕg富士電機ä側ÁÿÏāÞh
ßĂÅÿº役á立ÙÜºāäÝÍý¼Ág

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

重兼

従来ä産学連携åh共同研究ĈúāäÝÏÁh

重兼

Ó¼ÝÏãg私ßøÝÏÞh一番伸éāäå実

úÿàºäÝÏÁÞº¼ÉÞÁÿ出発ÍôÍÕÂh

å開発Ĉ失敗ÍÜÍôÙÕÞÃÝÏg例¾æhÀ客Ë

今回åľČsġļœįČĢĨİČÁÿ一緒á行ºh可

ôá納品ÍÕ製品Â壊ĂÜÍôºhÀ客ËôÁÿ説明

能性Ĉ議論ÍàÂÿ共同研究á持×込ĉÝºôÏgÉ

á来āþ¼á求÷ÿĂÕÞÃgÉ¼º¼ÞÃå必死á

äĢĖsŉå非常áººÞ思ºôÏãg本格的à研究

àāþ¼ÝÏãgººÞÃþĀø悪ºÞÃäñ¼Âh

á進ö前áhßäþ¼á取Ā組öÉÞÂłĢıàäÁ

皆ÂľĊsĢıŀŒčēœįČÝ結束ÍÜ集ôĀhċ

Ĉ研究者Â考¾āÉÞ自体Âh非常áºº教育áàā

čİċĈßĉßĉ出Ïþ¼ÝÏgÍÁø明朝hÀ客Ë

äÝåàºÁÞ思ºôÏg

ôäøÞá説明á行ÅÁÿh今日中á答¾Ĉ出ËàÅ

富士電機å電機会社ÝÏÁÿhñÞĉßÂ電気h電

ÜåºÇàºÞº¼時限付ÃÝÏÁÿhôËÍÅ火

子h機械関係ä研究者ÝÏgĘœđčįČĿàčķ

事場äæÁ力Â出ôÏgÉ¼º¼失敗åÁàĀ皆Ĉ

łsĠŐŜĈ推Í進÷āÕ÷áåhøÙÞ異質àøä

鍛¾ā感ÎÂÍôÏãg学会ÝäēsŒŔŀŕĥŜ

ÂìÚÁĀ合ąàºÞºÇàºäÝåàºÁÞ日Êă

įsĠŐŜø結構火事場äæÁ力á近ºÞÉăÂ

Áÿ考¾ÜºôÍÕg東大先端研ÞäıŒčċŔ連携

¸ĀôÏg

Ýåh20 名ä先生方á東京工場Ý出張講義ĈÍÜº
ÕÖÅ機会áø恵ôĂh若º研究者Õ×ä育成á大º

宮野

á役立ÙÜºôÏg専門分野ÝåàºÁÿÉÓ聴講Í

端研Ýø先日h炭酸ĕĢ排出ĈįsŇá技術h経済h

ÜþÁÙÕÞº¼声Â上ÂÙÜºôÏg

議論å持Üā以上ä力Ĉ引Ã出ÍôÏg東大先

外交àßä研究者Â議論Ĉ交ąÍôÍÕg多角的視野
Áÿä議論áå新Õà気付Ãø多Åh時á目Áÿ¼ă

宮野

Ó¼º¼ë¼á言ÙÜºÕÖÇāÞhÞÜø¼

ÉÂ落×āÉÞø¸ĀôÏg

ĂÍºÝÏãg
重兼
重兼

čķłsĠŐŜáÚàÂāœĞsĪá関ÍÜåh

東大先端研ÞäıŒčċŔ連携áþĀhąĂą

Ăå異分子ÞäìÚÁĀ合ºáþā成果Ĉ実感ÍÜº

大学îä期待å非常á大ÃºÝÏg異質ä分野ä人Õ

ôÏgÉĂÁÿø大ºá議論ÍÜh研究Ĉ発展ËÑÕ

×Â異質ä文化ú技術ĈìÚÇ合¼ÉÞÝ新Íºøä

ºÝÏãg

ÂÝÃàºÁgÉĂÂ富士電機ä考¾方ÝÏg特á東

本日åß¼ø¸ĀÂÞ¼ÊÌºôÍÕg

大先端研å基礎Áÿ応用ôÝ間口Â広ºgßÉÝøì
ÚÁÙÜºÇāÞº¼感ÎÂÍôÏg
宮野

先ñßø話題áàĀôÍÕÂh研究開発ä現場

ÝİČĢĔĬĠŐŜå非常á大事àÉÞÝÏg相手á
質問Ïāäå大変ÝÏÂh実åËĂāñ¼ø大変Ý
Ïg私å学生áÉ¼º¼İsĨÂ出ÕäÝÏÂÞ
質問ËĂāÞhËÏÂáÏÆá知ÿàºÞå言¾ôÑ
ĉÁÿhďsŜÞ考¾āąÇÝÏãgÓ¼úÙÜ考¾
ÜºāÞ意外ÞąÁÙÜÍôÙÕĀÏāäÝÏþg
火
事場äæÁ力Ýå¸ĀôÑĉÂh普段ÖÞ思ºøÚ
Áàºþ¼àÉÞĈ結構h思ºÚºÕĀÏāøäÝÏg
本Ĉ読õàÂÿ頭Ý考¾āäÞh質問Ïā人Â目ä前
áºÜ答¾àÅÜåºÇàºÞº¼状況Ýåh全然切
迫感Â違ºôÏgÉ¼ÍÕúĀ取ĀÂàºÞ新Íºø
äå出ÜÉàºÞº¼ÉÞÂh学生åąÁÙÜºôÑ
ĉgø×ăĉÓ¼º¼経験ĈÍÜ卒業ÍÜºÅ学生øh
少数ÝÏÂºôÏg彼ÿåúåĀ後Ý非常á伸éôÏ
ãg
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エネルギー・環境分野における
研究開発の成果と展望

重兼

壽夫

富士電機ホールディングス株式会社 取締役
シニアエグゼクテイブオフィサー CTO 技術開発本部長

新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

ÃôÏgÉäÉÞáþÙÜh商品Ĉ企画Ïā際áåhÓ

皆Ëô方áå佳Ã新春ĈÀ迎¾äÉÞÞÀ慶é申Í上È

ä使用環境条件á応ÎÕ最適à製品設計Ĉ最小äœsĲ
ĨčŉÝ行¼ÉÞÂ可能áàĀôÏg

ôÏg
昨今ä循環型低炭素社会á向Á¼世界ä動Ãåh電気

Éä成果ä一端ÞÍÜhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野

đĶŔėsä利便性Ĉ社会äĴsģá適応ÍÜ具現化Ï

áÀºÜåhĠœĜŜİĹčĢÞ変換回路ä融合最適化

āÉÞĈ事業ÞÍÜºā富士電機ęŔsŀáÞÙÜh¸

áþĀh回路素子Ĉ削減ÍÕ 3 ŕłŔ変換技術Ĉ確立Í

ÿÕ÷Ü使命Â問ąĂā状況ÞàÙÜºôÏg
đĶŔ

ôÍÕ}26 ŃsġĸčŒčı参照~
gôÕhĺŘsđ

注 1

ėsj環境ĈĖsŘsĲÞÍÕ富士電機ä技術戦略Þ

ŕĘıŖĴĘĢĈ含ö局所時空間ÝäđĶŔės変換技

今後ä展望áÚºÜ以下áÊ紹介ÍôÏg

術åĳķęœĬĲ制御ŀŒĬıľĒsŉÞ造語ÍÜ

環境負荷Ĉ低減ÝÃāđĶŔėsä利用技術áÀºÜ

取Ā組ĉÝºôÏÂhÓä成果Ĉ自動販売機ä中ä電気j

åh自然đĶŔėsä活用局面ĈåÎ÷ÞÍÜh¸ÿü

熱đĶŔėsä最適化技術ÞÍÜ具体化ÍôÍÕg今後

ā場面ÝđĘĤŔėsä最大化Ĉ図ā必要Â¸ĀôÏg

ÞøŀŒĬıľĒsŉä完成度Ĉ高÷āÞÞøáh多Å

ÉäÉÞåh電気h機械h熱h化学ä各種đĶŔės間

ä製品分野îä適用Ĉ進÷ÜºÃôÏg

ä変換効率Ĉ極限ôÝ向上ËÑāÕ÷ä技術開発Þ同義
Ý¸Āh今後Þø最ø注力ÍÜºÅ領域ÝÏ} 図

上述ÍÕđĶŔės利用技術Ĉ真ä顧客ŊœĬıÞÍ
Ü具現化ÏāÕ÷áåh単á製品äđĶŔės効率Ĉ上

~
gđ

ĶŔės効率ä理論的à限界Ĉ明ÿÁáÍÜºÅÕ÷á
課題Ĉ一般化ÍhđĶŔės変換技術äŀŒĬıľĒs

注 1
ċĲĹŜĢı NPC 用 3 ŕłŔ変換 IGBT ŋġŎsŔ適用ä

ŉÞÍÜ体系化Ĉ進÷h強ºĜċĜŜĽĨŜĢÞÍÜº

図

新型中容量 UPS

エネルギーフローとプラットフォーム技術

＜ナノグリッド制御＞
自然エネルギー

機械エネルギー

電気エネルギー

化学エネルギー

＜パワーエレクトロニクス＞
太陽光
風力

インバータ
発電機

地熱

PCS

回転機械
アプリケーション例

タービン

鉄道
EV
電源
空調
自動販売機

冷熱回路
熱エネルギー
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コンバータ

＜機・電変換＞

＜電力変換＞

モータ

インバータ

発電機
（回生）

コンバータ

二次電池

富士時報

図

=VS5V

プラットフォームによるソリューションの展開例

全体システム

グリーン IDC

サブ
システム・機能

ＥＭＳ
最適空調
局所空調
増設支援

コア
コンポーネント

IDC 用
UPS

トータル
エンジニアリング

グリーンファクトリ・店舗
エネルギー総合管理
設備台数制御
設備診断
無線計測

グリーンビルディング
EMS（太陽光･バッテリ最適制御）
電力メータ
（ウルトラバッテリ）
（クラウドコンピューティング）

モータ・ファン用
インバータ

高効率
サーバ部分負荷対応
最適空調

高効率
エネルギー全体最適
高信頼簡単計測

太陽光
PCS
電力有効利用
EV カーシェアリング
低初期投資

ナノグリッド制御プラットフォーム
制御技術

計測技術

ソフトウェア
エンジニアリング

パワー
エレクトロニクス

冷熱技術

安全・安心

パワー
デバイス

ÈāÖÇÝàÅhŘŜĢıĬŀĦœŎsĠŐŜĈ実現Ï

全体最適ĠĢįŉîä取組õĈ強化ÍÜºÃôÏg

āđŜġĴċœŜęÂ必要ÞàĀôÏgÉäđŜġĴċ

ÉĂÿäĜċĜŜĽĨŜĢä強化áÀºÜåh外部ä

œŜęĈ支¾ā技術領域ÞÍÜ 7 種Ĉ抽出ÍÜh同様à

優ĂÕ知見ú技術成果Ĉ積極的á取Ā入ĂāÉÞåøÞ

ŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ進÷ÜºôÏ}図

~
gĠĢįŉđ

þĀhęŔsŀ内外ä異質à技術ĔŔĪŌs同士ä相互

ŜġĴċœŜęäŀŒĬıľĒsŉ化áÀºÜåhĠĢ

作用áþāčķłsĠŐŜä創出á期待ÏāÞÉăÂ大

įŉä全体最適Ĉ実現Ïā広義äŋİŔ化ú評価関数ä

Ý¸ĀhÓäÕ÷ä環境整備áø注力ÍÜºÃôÏg次

定義技術Þh国際標準化対応Þº¼ÉÞÂ大Ãà課題Þ

世代äĺŘsİĹčĢÞÍÜ期待ä大Ãº GaN İĹčĢ

àĀôÏgÉĂÿäŀŒĬıľĒsŉä上áĜċÞàā

àßh近º将来ä実用化Ĉ目指Ïøäå企業資本Þä連

ĠĢįŉĜŜņsĶŜıÀþéĠĢįŉ機能á関Ïā技

携Ĉ重視Íh超高効率ä太陽電池ú二次電池àßh近未

術Ĉ体系的á積õ重ãāÉÞÝh顧客価値áÚàÂāĠ

来ä行程Â描ÃáÅºøäáÚºÜå大学àß研究機関

ĢįŉĈ効率的á構築ÍÜºÅÉÞĈ目指ÍôÏg

Þä交流Ĉ活用ÍÜ開発Ĉ進÷ÜºÃôÏg

Éä成果ä一環ÞÍÜhĦľıďĐċ開発ŀŖĤĢä

今後åhđĶŔės創出áÀÇā地熱発電h風力発電h

IEC 機能安全規格認証取得ú CMMI}能力成熟度ŋİŔ

太陽光発電àßhđĶŔės活用áÀÇā鉄道h自動車h

統合~ŕłŔ 3 評価取得á向ÇÕ対応Ĉ進÷hęŔsŀ

Àþé IDC ĈåÎ÷ÞÏā産業j社会施設àßá特á注

内ä展開Ĉ図ĀôÍÕgôÕhđĶŔės消費量Â急速

力ÍÜ技術ä適用Ĉ進÷ÜºÃôÏgËÿá水j環境分

á増大ÍÜºā IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs~

野Ýä取組õáÚºÜøh中国àß途上国Ýä持続可能

注 2

施設}28 ŃsġĸčŒčı参照~äđĶŔės最適

à経済成長á不可欠ä技術ä確立Ĉ目指ÍÜ強化ÍÜº

制御îø取Ā組õhôÐå局所空調技術Ĉ完成ÍôÍÕg

ÃÕºÞ考¾ôÏg

今後Þø各種ä産業施設ú社会施設áÀÇāđĶŔės

富士電機åęŔsŀ内外äĠĳġsĈ生ÁÏÉÞÝh
đĶŔėsj環境分野áÀÇā投資対効果ä最大化Ĉ推

注 2
富士通株式会社 İsĨĤŜĨ向ÇčŜįœġĐŜı分電盤

進Ïā所存Ý¸Āh今後Þø皆ËôäºÙÓ¼äÊ指導
Ĉ心þĀÀ願º申Í上ÈôÏg
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パワーエレクトロニクスと
パワー半導体のシナジーによる技術の強化
江口

直也

藤平

富士電機システムズ株式会社 取締役（CTO）
技術開発本部長
兼）富士電機ホールディングス株式会社
技術開発本部 先端技術研究所長
兼）エネルギー・環境研究センター長

龍彦

富士電機システムズ株式会社 取締役（半導体 CTO）
半導体事業本部 副本部長
兼）富士電機ホールディングス株式会社
技術開発本部 先端技術研究所
デバイス技術研究センター長

客Ý¸āĦœŎsĠŐŜŀŖĹčĩsîä貢献Ĉ通ÍÜ

1. まえがき

đĶŔėsÞ環境îä貢献ÞàāgÓÍÜh強ºĺŘs

持続可能à社会Ĉ実現ÏāÕ÷áh種々ä廃棄j排出

đŕĘıŖĴĘĢ応用装置ĈĜċĜŜņsĶŜıÞÍÜ

物ä低減Þ清浄化áþā地球環境ä保護強化Ĉ早急á進

活用Íh富士電機自ÿøĦœŎsĠŐŜŀŖĹčĩsä

÷àÇĂæàÿàºg中Ýø地球温暖化防止å喫緊ä課

一社ÞÍÜhđĶŔėsäęœsŜ化Þ地球環境保護á

⑴

題Ý¸Āh二酸化炭素Ĉ主ÞÏā温室効果ĕĢä排出量

貢献ÏāÉÞÂÝÃāg

⑵v⑷

本稿ÝåhôÐĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs半導

Ĉ今後大幅á削減ÏāÉÞĈ主要国首脳Â宣言ÍÜºāg
二酸化炭素ä排出量Ĉ大幅á削減ÏāáåhđĶŔės

体ä相乗効果Ĉ発揮Ïā意義Þ期待ËĂā効果áÚºÜ

äęœsŜ化}石炭h石油h天然ĕĢàßä化石燃料Á

解説ÍÕ後h現在ä具体的à取組õä事例Þ成果hÓÍ

ÿ風力h太陽光h太陽熱h水力h地熱h波力hĹčēŇ

Ü今後ä展望áÚºÜ説明Ïāg

Ģàßä再生可能đĶŔėsîä転換~Þ省đĶŔės
化Ĉ強力á推進ÍàÇĂæàÿàºgđĶŔėsäęœs

2. パワーエレクトロニクスとパワー半導体

Ŝ化åđĶŔės消費áÀÇā電力ä比率Ĉ高÷h電力
Ĉ効率的á利用ÏāÕ÷ä技術Ý¸āĺŘsđŕĘıŖ

図

á富士電機áÀÇā新型ĺŘs半導体ä開発ä歴

ĴĘĢä適用Â広ÂāgôÕhôÏôÏ重要Þàā省電

史Þ新型変換器ä開発ä歴史}ŋsĨ駆動Þ電源~Ĉô

力化áÀºÜøĺŘsđŕĘıŖĴĘĢåĜċÞàā技

Þ÷ÕgÉä図å二Úä重要àÉÞĈ示ÍÜºāg一Ú

術Ý¸ĀhÓä重要性å今後一層高ôāøäÞ考¾ÿĂāg

åĺŘsđŕĘıŖĴĘĢáÀÇā革新}新型変換器ä

富士電機ÝåhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞÓäĖsİ

誕生~ÂĺŘs半導体ä革新}新型ĺŘs半導体ä誕生~

ĹčĢÝ¸āĺŘs半導体á以前Áÿ力Ĉ入ĂÜÃÜÀ

Þ同期ÍÜ起ÃāÉÞÝ¸Āhø¼一ÚåĺŘsđŕĘ

Āh
{đĶŔėsj環境|ĈĖsŘsĲá掲ÈhđĶŔ

ıŖĴĘĢä革新Â小容量帯Ý始ôĀ大容量側î展開Ë

ėsäęœsŜ化Þ地球環境保護}排
出低減h清浄化h省đĶŔėsh省

図

パワーエレクトロニクスとパワー半導体の歴史

電力h省資源~á貢献Ïā事業îä
変革Ĉ進÷ÜºāgĜċÞàā技術

1960

年代

åĺŘsđŕĘıŖĴĘĢhĖsİ

△1964
サイリスタ

ĹčĢåĺŘs半導体Ý¸Āh富士
電機ä強õÝ¸āĺŘsđŕĘıŖ

パワー
半導体

△1959
ダイオード

1970

ĴĘĢÞĺŘs半導体ä相乗効果Ý

Þ地球環境保護á貢献ÍÜºÃÕºg

モータ
駆動

小中容量
サイリスタ
レオナード

大容量

ĺŘs半導体ä強化åĺŘs半導体
ä顧客Ý¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘ
Ģ応用装置ŊsĔsîä貢献Ĉ通Í

電源

中容量

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装置ä顧
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大容量

2000

△2002
IGBT
モジュール
（第 5 世代）
△2003
△1998 RB-IGBT
M-Power

サイクロコンバータ トランジスタ
PAM インバータ PWM インバータ
電流ソース
GTO
インバータ
PWM インバータ

マトリックス
コンバータ
IGBT
PWM インバータ

MOSFET コンバータ

小容量

ÜđĶŔėsÞ環境îä貢献ÞàĀh
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢä強化åĺ

1990

△1986
MOSFET

双方ä力ĈËÿá高÷àÂÿh顧客
Þ協力ÍÜđĶŔėsäęœsŜ化

1980

△1984
GTO
△1994
△1987
△1980
△1975
IGBT
IGBT
トランジスタ
トランジスタ
モジュール モジュール
モジュール
（第 1 世代）（第 3 世代）

ダイオード
整流器

サイリスタ
整流器

トランジスタ
コンバータ

サイリスタ
コンバータ

MOSFET 共振型コンバータ

GTO
コンバータ

IGBT
コンバータ

富士時報

=VS5V

⑸

ĂÜºÅÉÞÝ¸āg

úŇıœĬĘĢĜŜĹsĨä間áø同様à相乗効果Â存

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs半導体ä革新ä同期

在ÍÜºāg

性áÚºÜåh新型ĺŘs半導体Â備¾Õ革新的能力Þ

富士電機Â技術開発Þ新商品開発ä面ÝĺŘsđŕĘ

Óä能力Ĉ生ÁÍÜ誕生ÍÕ新型変換器ä革新的機能j

ıŖĴĘĢÞĺŘs半導体ä協力Þ相互作用Ĉ強化Ïā

性能ĈôÞ÷Õ表

Ĉ用ºÜËÿá詳ÍÅ解説ÏāgÓ

体制Ĉ構築ÍÕ目的åh上述äþ¼à相乗効果Ĉ引Ã出

ĂôÝ水銀整流器á頼ÙÜºÕ整流器áÀºÜhÓä小

ÏÕ÷Ý¸ĀhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs半導体

型化Þ高信頼化á対ÏāĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術者

ä新Õà革新Ĉ引Ã起ÉÏÕ÷Ý¸āgôÕh革新Þô

ä渇望ÂĺŘs半導体技術者ĈÍÜĩčēsĲĈ誕生Ñ

Ýå言¾àº場合ÝøhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs

Í÷hÓĂĈ生ÁÍÜĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術者Â

半導体ä技術ú新商品ä競争力Ĉ同様äŊĔĴģŉá

小型j高信頼性äĩčēsĲ整流器Ĉ誕生ËÑÕg自己

þÙÜ高÷āÉÞÂÝÃāgÉäþ¼áÍÜ生õ出ËĂ

点弧能力Þ自己消弧能力á対ÏāĺŘsđŕĘıŖĴĘ

ā革新的øÍÅå強ºĖsİĹčĢ}ĺŘs半導体商品~

Ģ技術者ä強º要求ÂĺŘs半導体技術者ĈÍÜĞčœ

ÞĜċĜŜņsĶŜı}ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装

ĢĨú GTO}Gate Turn-Oﬀ~ĞčœĢĨhıŒŜġĢĨ

置商品~Â増¾āÉÞáþÙÜh顧客Ý¸āĺŘsđŕ

Ĉ誕生ÑÍ÷hÉĂÿä新型ĺŘs半導体Â備¾Õ新Õ

ĘıŖĴĘĢ応用装置ŊsĔsúĦœŎsĠŐŜŀŖĹ

à能力ĈĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術者Â生ÁÍÜ PAM

čĩsä競争力向上á貢献ÏāÉÞÂÝÃāgôÕhÓ

}Pulse Amplitude Modulation~ č Ŝ Ĺ s Ĩ ú PWM

ĂÿĈ使ÙÕ富士電機äĦœŎsĠŐŜļġĶĢä競争

}Pulse Width Modulation~čŜĹsĨÞº¼新型変換器

力ø高ôāÉÞÂ期待ÝÃāgÓÍÜh顧客ÞÞøá目

Ĉ誕生ËÑÕgĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術者ÞĺŘs

指ÏäåđĶŔėsäęœsŜ化Þ地球環境保護îä貢

半導体技術者ä協力Þ相互作用Â極÷Ü好ôÍº相乗効

献Ý¸āg

果Ĉ発揮ÍhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs半導体
ä革新Ĉ生õ出ÍÕ訳Ý¸āgÉĂÿá続Å MOSFET
}Metal- Oxide- Semiconductor Field- Effect Transistor~

3. 現状の取組み

ú IGBT}Insulated - Gate Bipolar Transistor~hRB

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs半導体ä相乗効果Ĉ

}Revese-Blocking~-IGBT Þh 高 周 波 PWM č Ŝ Ĺ s Ĩ

引Ã出Ï最近ä取組õä中Áÿ代表的à事例Ĉ次á紹介
Ïāg

表

パワーエレクトロニクスとパワー半導体の革新の同期性と

.

相互の関係

新型変換器の開発
⑹

パワー半導体

半導体の能力

変換器

変換器の機能・性能

ダイオード

整流

整流器

整流機能

サイリスタ

自己点弧

PAM インバータ

交流出力

トランジスタ
GTO サイリスタ
MOSFET
IGBT

RB-IGBT

自己消弧

高速スイッチング

PWM インバータ
高周波
PWM インバータ

精度・効率改善

富士電機独自äĺŘs半導体ä一Úá RB-IGBT Â¸
⑺

āgRB-IGBT åh先á述ïÕŇıœĬĘĢĜŜĹsĨ
Ĉ実現ÏāÕ÷á 2003 年á開発ÍÕĺŘs半導体Ý¸Āh
逆耐圧Ĉ持Ú RB-IGBT Ĉ逆並列á接続ÏāÉÞáþÙ

体積低減

Ü低損失ä双方向ĢčĬĪĈ構成ÏāÉÞÂÝÃāg現

高精度・高効率・小型

在hÉä RB-IGBT Ĉ活用ÍÕ新型変換器ä開発Ĉ進÷
ÜÀĀh図

低損失・小型

マトリックス

高精度・高効率・小型

双方向スイッチング

コンバータ

双方向交流出力

áÓä回路ıņŖġsĈ示ÏgċĲĹŜĢı

NPC}Neutral Point Clamped~Þ命名ËĂÕÉä新型変
換回路åh3 ŕłŔ変換回路ä一ÚÝ¸Āh以前Áÿ知ÿ
⑻

ĂÜåºÕÂh低損失ä双方向ĢčĬĪÂàºÕ÷á実
図

アドバンスト NPC の回路トポロジー

用化ÝÃàÁÙÕg今回h富士電機Ýåh独自äĺŘs

図

＝

or

アドバンスト NPC 用 IGBT モジュールの外観と内部接続図

（ａ）モジュール外観
（1,200 V/300 A）

（ｂ）内部接続図
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半導体Ý¸ā RB-IGBT Ĉ用ºāÉÞáþĀhÉäċĲ
ĹŜĢı NPC ä実用化Ĉ可能ÞÍÜºāg

.

パワースタックの開発

RB-IGBT åčŜĹsĨä出力電位Ĉ中性点}直流ä

風力発電ú太陽光発電àßäęœsŜđĶŔėsä拡

1/2 電位~áĘŒŜŀÏāÕ÷á使用ËĂāg中性点ĘŒ

大ÞhÓä不安定à発生電力Ĉ安定á運用ÍÁÚ効率的

⑻

⑾

ŜŀáĩčēsĲĈ用ºÕ NPC Â近年使ąĂ始÷h電力

á消費ÏāĢŇsıęœĬĲ構想ä実現äÕ÷áhĺŘs

変換効率ä向上Þķčģä低減á効果Ĉ挙ÈÜºāgċ

đŕĘıŖĴĘĢ応用装置å必須äøäÝ¸āgÍÁÍ

ĲĹŜĢı NPC åhÓä素子構成ä違ºÂ効果Ĉ発揮Íh

àÂÿh発電方式h規模h地域性h消費形態àßËôÌ

従来ä NPC þĀËÿá高効率Ý低ķčģà変換器Ĉ実現

ôà要因ä違ºÁÿhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装置

⑼

ÝÃāg

á要求ËĂā仕様ø極÷Ü多様àøäÞàÙÜºāg既

富士電機ÝåhċĲĹŜĢı NPC ä特長Ĉ生ÁÍh
{đ

存äĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装置ŊsĔsÖÇÝ

ĶŔėsj環境|á貢献Ïā各種ċŀœĚsĠŐŜîä

åhÞÜøÉĂÿä多様化Ïā要求á対応ÏāÉÞÂÝ

展開Ĉ進÷ā計画Ý¸āgÓäÕ÷áhċĲĹŜĢı

ÃàÅàÙÜÃÜºāg特á中国àßä新興国áÀºÜ

NPC 用 RB-IGBT ä系列化}電流容量ä拡大Þ高耐圧化~

åh莫大à需要Ĉ背景á新規参入ú新会社ä設立Â盛ĉ

ÞhċĲĹŜĢı NPC 変換器ä構成á適ÍÕĺŘsŋ

áàÙÜºāÂh高度àĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装

⑽

ġŎsŔ化Ĉ進÷Üºāg 図

áh1,200 V/300 A ä第 6

置Ĉ開発ÝÃāŊsĔså少àºgÉä問題Ĉ解決Íh

世代 IGBT Þ 600 V/300 A ä第 2 世代 RB-IGBT Ĉ組õ合

ôÕ富士電機äļġĶĢĈ拡大ÏāÕ÷ä新商品ÞÍÜh

ąÑÕĺŘsŋġŎsŔä外観Þ内部接続図Ĉ示Ïg

ĺŘsĢĨĬĘä開発Ĉ進÷Üºāg

図

ĺŘsĢĨĬĘÞåhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装

åhċĲĹŜĢı NPC 回路Ĉ適用Ïā最初ä商品

Þàā新型中容量 UPS}Uninterruptible Power Supply~

置ä最ø難Íº部分Ý¸ā並列ĺŘsŋġŎsŔh駆動j

試作機}200 V 入力h50 kVA~ä外観Ý¸āg常時čŜ

保護回路h主回路ĿĢĹshDC œŜĘĜŜİŜĞhĢĳ

ĹsĨ方式ÞÍÜåıĬŀĘŒĢä効率}95 % 以上~Ĉ

Ĺ回路h冷却体àßĈ出力容量á合ąÑÜ設計j一体化

実現ÍÜÀĀh従来商品á比ïÜ損失Ĉ 50 % 低減ÍÜº

ÍÜ構成ÍÕŏĴĬıÝ¸ĀhºąæĺŘsđŕĘıŖ

āgċĲĹŜĢı NPC 用ĺŘsŋġŎsŔĈ開発j搭載

ĴĘĢ応用装置ä心臓部Ý¸āg富士電機Â開発ÍÕĺ

Ïāá当ÕĀh素子特性ä最適化Ĉ図āÞÞøáh素子

ŘsĢĨĬĘĈ変換器äŀŒĬıľĒsŉÞÍÜ提供Ï

ä性能Ĉ最大限発揮ÏāÕ÷áhĩčĳňĬĘĘŒŜŀ

āÉÞáþĀh新興国ä技術力Â比較的低ºŊsĔsÝ

技術ú中間ċsŉä短絡保護技術Ĉ同時á開発ÍÜºāg

ø地域ú顧客ä多様à要求á応ÎÕĺŘsđŕĘıŖĴ

低ķčģä特長Ĉ生ÁÍÜ入出力ľČŔĨ回路äœċĘ

ĘĢ応用装置Ĉ開発ÏāÉÞÂÝÃāgôÕh富士電機

ıŔÂ小型化ÝÃāÉÞøċĲĹŜĢı NPC äŊœĬı

ÞÍÜøhĺŘsŋġŎsŔá付加価値Ĉ付ÇÜ販売Ï

ä一ÚÝ¸Āh装置全体ä小型j軽量化á寄与ÍÜºāg

āÉÞúh国産化率àßä規制äÕ÷áĠĢįŉúĺŘs

Éä UPS å 2010 年 4 月á発売予定Ý¸ĀhÓä後ø順次h

đŕĘıŖĴĘĢ応用装置ÞÍÜå参入ÝÃàÁÙÕ地

ċĲĹŜĢı NPC 回路Ĉ用ºÕ新商品Ĉ展開ÍÜºÅg

域ú分野îļġĶĢĈ拡大ÏāÉÞÂÝÃāgĜŜņs

àÀhċĲĹŜĢı NPC 変換器用ĺŘsŋġŎsŔÞ

ĶŜıŕłŔäňĴĦœŎsĠŐŜļġĶĢÞº¾āg

第 2 世代 RB-IGBT åĺŘs半導体ä顧客各位î広Å展

図

åh2010 年 1 月ÁÿĞŜŀŔ出荷Ĉ開始ÍÕ風力
⑿

開Ïā計画Ý¸Āh顧客äĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用

発電用低圧大容量ĺŘsĢĨĬĘÝ¸Āh三相 690 V 入力h

装置ä性能向上î貢献ÏāÉÞÝh顧客ÞÞøáđĶŔ

出力容量 3 MW ä水冷式}一相分~Ý¸āgÉäĺŘs

ėsÞ環境îä貢献Ĉ広ÈÕºg
図
図

風力発電用パワースタック（一相分）

アドバンスト NPC を適用した新型中容量 UPS 試作機
DC リンクコンデンサ部分
パワースタック

IPM＋冷却体部分
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ĢĨĬĘåh主回路hDC œŜĘĜŜİŜĞhĢĳĹ回路

把握àß未知ä部分ø多ÅhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞ

á加¾Üh温度上昇ú過電流àßä保護機能ú最適ĺŔ

ĺŘs半導体ä協力Þ相互作用áþā相乗効果Â最ø期

Ģ分配機能àßĈ持ÙÜÀĀhŏsğä制御装置Â出力

待ÝÃāİĹčĢÖÞ考¾ÜºāgSiC ú GaN äİĹč

Ïā PWM 信号á従ÙÜh安全ÁÚ安定的á電力変換Ĉ

Ģåh動作特性ä面ÁÿhĸsĲĢčĬĪŜę動作þĀ

行¼gĺŘsĢĨĬĘáþāŀŒĬıľĒsŉåh電圧h

ĦľıĢčĬĪŜę動作ä方ÂÓä優位性ĈþĀ引Ã出

電流h冷却àßä観点Áÿ系列化Ĉ行ÙÜºÅÂh上位

ÏÉÞÂÝÃāÞ考¾ÿĂÜÀĀhĺŘsđŕĘıŖĴ

装置Þä通信機能àßø含÷Ü機能拡充Ĉ行ºh各種ċ

ĘĢ技術者ä力量Â問ąĂāg富士電機Ýåh共振形ä

⑸

ŀœĚsĠŐŜá提供Ïā予定Ý¸āgôÕh新興国î

電力変換装置îä応用á注目ÍÜÀĀh誘導加熱ú各種

ä展開áÞß÷Ðh日米欧Ĉ含÷Õ世界中ä顧客îø提

絶縁電源îä適用ĈôÐ図ĀÕºg図

供ÍhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装置îä多様化Ïā

ĢĈ用ºÕ共振形絶縁電源ä回路構成Ĉ示ÏgÉä回路

要求îä対応Ĉ顧客ÞÞøá進÷ÜºÃÕºg

äİĹčĢÞÍÜ SiC ú GaN äĺŘs半導体Ĉ適用Ïā

áh高周波ıŒŜ

ÉÞÝh装置ä飛躍的à高電力密度化Â期待ÝÃhĹĬ
įœ搭載ä電子機器ú電気自動車用充電器àßh幅広º

4. 今後の展望

分野ÝĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装置ä革新的進歩á

章Ý二Úä事例Ĉ紹介ÍÕgĺŘsđŕĘıŖĴĘ

寄与ÝÃāÞ考¾Üºāg

ĢÞĺŘs半導体ä相乗効果Ĉ発揮Ïā取組õå既á幾
Úø進÷ÜÀĀh今後øÓä実績Ĉ増úÍÜºÅgRBIGBT Ĉ活用ÍÕċĲĹŜĢı NPC 変換器用ĺŘsŋ

5. あとがき

ġŎsŔä系列化ÞhÓĂÿĈ用ºÕ最高効率ä変換器

富士電機åh技術開発Þ新商品開発áÀÇāĺŘsđ

ä開発Àþé各種ċŀœĚsĠŐŜîä展開hĺŘsĢ

ŕĘıŖĴĘĢÞĺŘs半導体ä協力Þ相互作用Ĉ強化

ĨĬĘä系列拡充Þ各種ċŀœĚsĠŐŜîä提供á加

ÍhÓä相乗効果ÝĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĜċĜŜ

¾Üh直近Ýå次ä取組õÂ重要ÖÞ考¾Üºāg

ņsĶŜı~ÞĺŘs半導体}ĖsİĹčĢ~ĈËÿá

ę œ s Ŝ IDC}Internet Data Center~ Ħ œ Ŏ s Ġ Ő
ŜäĜċĜŜņsĶŜıÞàā最高効率ä電源ÞÓä
Ė s İ Ĺ č Ģ Þ à ā 最 高 性 能 ä Superjunction}SJ~

強化ÍÜºÃÕºÞ考¾ÜºāgĖsİĹčĢä強化åh
ÓĂÿĈ使用Ïā顧客äĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装
置ä性能向上Ĉ通ÍÜđĶŔėsÞ環境îä貢献Þàāg

⒀

MOSFET hàÿéá{đĶŔėsj環境|分野各種Ħ

ĜċĜŜņsĶŜıä強化åhÓĂÿĈ用ºā顧客äđ

œŎsĠŐŜä次期ĜċĜŜņsĶŜıÞàā次世代ċ

ĶŔėsj環境ĦœŎsĠŐŜä強化Ĉ通ÍÜđĶŔės

ĲĹŜĢı NPC 変換器ÞÓäĖsİĹčĢÞàā第 7 世

Þ環境î貢献ÏāgôÕh強ºĜċĜŜņsĶŜıĈ活

代 IGBT Àþé第 3 世代 RB-IGBT åh同様à同期開発

用ÏāÉÞÝh富士電機自ÿøđĶŔėsj環境ĦœŎs

áþĀ相乗効果Ĉ最大限á発揮ËÑāgĠœĜŜĺŘs

ĠŐŜŀŖĹčĩsä一員ÞÍÜhþĀ一層ä貢献Ĉ果

半導体ä性能Â次第á理論限界á近ÛÃh変換回路方式

ÕÏÉÞÂÝÃāg
目 指 Ï ä å{ đ Ķ Ŕ ė sj 環 境 | Ý ä 社 会 貢 献 Ý ¸

øċčİċÞÍÜå出尽ÅÍÕ感ä¸ā現状áÀºÜåh
Ëÿá一段ä性能向上ú未実現ċčİċä実現äÕ÷á

Āh最高性能äĖsİĹčĢúĺŘsĢĨĬĘĈ世界ä

有効à開発手法ÖÞ考¾Üºāg

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ応用装置ŊsĔsî提供Íh最

ĠœĜŜİĹčĢä性能限界Ĉ大幅á超¾ā次世代材

高効率äĜċĜŜņsĶŜıĈ世界äĦœŎsĠŐŜŀ

料İĹčĢÞÍÜh富士電機Ýå 2009 年Áÿ炭化Çº素

ŖĹčĩsî提供ÏāgÓÍÜh最高効率äĜċĜŜņs

}SiC~ĺŘs半導体Þ窒化ĕœďŉ}GaN~ĺŘs半導

ĶŜıĈ活用ÍÕđĶŔėsj環境ĦœŎsĠŐŜĈh

⒁h⒂

体îä研究開発投資Ĉ大幅á増úÍÜºāgÉĂÿ新材

日本j中国jċġċ地域áÞßôÿÐ世界中î提供Ïā

料İĹčĢåhĠœĜŜİĹčĢĈ大幅á超¾ā高周波j

会社îÞ進化ÍÜºÃÕºg
忘ĂÜàÿàºäå人材ä強化Ý¸āgĺŘsđŕĘ

低損失j高耐圧Ĉ実現ÝÃā一方h安定動作領域ä限界

ıŖĴĘĢÞĺŘs半導体Þº¼異àā技術h異àā文
図

共振形絶縁電源の回路構成例

化ä衝突j融合å非連続à人材成長ĈøÕÿÍÜÃÜº
āgÉä人材成長ŊĔĴģŉĈËÿá応用Íh外国人技
術者ä採用増h顧客ú他企業j機関Þä共同ŀŖġĐĘ
ıĈ増úÏÉÞàßĈ通ÍÜh優ĂÕ技術者Ĉ大ÃÅ成
長ËÑā機会ĈËÿá増úÍÜºÃÕºÞ考¾Üºāg

PFC
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エネルギー・環境分野における研究開発と展望

地球環境保護を身近に支える
設備省エネルギー技術

井出

安俊

富士電機機器制御株式会社 執行役員副社長（CTO）
技術・開発本部長

国連気候変動首脳会合áÀºÜh2020 年ôÝá温室効果

1. 省エネルギーを取り巻く環境変化

ĕĢ排出量Ĉ 1990 年比Ý 25 % 削減ÏāÞº¼鳩山首相

人類å豊Áà暮ÿÍĈ求÷h便利à社会Ĉ実現ÍÜÃ

ä中期目標発表áÚàÂÙÜºāg

ÕgÓä反面h現在ä社会å大量äđĶŔėsĈ必要Þ

É¼ÍÕ地球社会á対Ïā責任Ĉ明確áÏāÕ÷h富

Íh地球温暖化h資源ä枯渇h自然破壊àßä問題Ĉ生

士電機åh
富士電機ęŔsŀ環境ļġŐŜ 2020 Ĉ策定

⑶

ÎËÑÜºāg人類Â豊Áà暮ÿÍĈ営õ続ÇÜºÅá

ÍÜºāgÉä中Ý{地球温暖化防止îä貢献|á向Ç

åhÉĂÿĈ人類共通ä課題ÞÍÜ解決ÍÜºÅ必要Â

Õ目標ÞÍÜh製品äđĶŔės効率Ĉ向上ËÑÕ省đ

¸āg日本政府åh
京都議定書ä削減目標Ý¸ā温室

ĶŔės製品hôÕ太陽光発電ĠĢįŉú燃料電池àß

⑴

効果ĕĢä 1990 年比 6 % 削減ä実現á向ÇÜh達成計画
Ĉ設定ÍÜºāÂh温室効果ĕĢ総排出量å 2007 年度Ý
逆á 9 % 増加ÍÜºāg一方 2007 年ä IPCC}気候変動

ä{創đĶŔės|製品Ĉ継続的á社会á提供ÏāÉÞÝh
{2020 年ôÝá社会ä CO2 排出量Ĉ 240 万ıŜ削減Ïā|
ÉÞĈ掲ÈÜºāg同時áh富士電機åh図

á示Ïþ¼

⑵

á関Ïā政府間ĺĶŔ~第 4 次報告ä発表åh科学的根

àh工場ú機械àßä産業設備Àþé小売店舗h遊技場

拠áþÙÜ各国á{低炭素社会|実現ä必要性Ĉ認識Ë

àßä業務設備ä省đĶŔės化á取Ā組ĉÝÃÕg

⑷h⑸

Ñā衝撃的àøäÞàÙÕgÉäÉÞÂh2009 年 9 月ä

図

社会の中の富士電機グループ

エネルギーの「供給」と「需要」を支える製品を通じて，
さまざまな産業や人びとの暮らしに貢献しています。

風力発電設備
火力発電設備

地熱発電設備
発電所

オフィス

水力発電設備

下水浄化センター

太陽光発電設備

工場
鉄道

事業用燃料電池

コンビニエンスストア
自動車

19

地球環境保護を身近に支える設備省エネルギー技術

場ä調査j計測h多Åä場合hđĶŔės監視ĠĢįŉ

2. 省エネルギーシステムへの要求変化

ä導入áþā現状把握ÞņčŜıÞàā設備ä抽出h②

最近ôÝäđĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律

PkņčŜı設備îä省đĶŔės施策導入áþā効果Ġ

}省đĶ法~ä改正åh事業者単位ÝäđĶŔės管理Ĉ

ňŎŕsĠŐŜÞ目標設定h③ Dk設備îä省đĶŔės

要求Íh活動ä活性化áþÙÜþĀ広範囲à設備Ý省đĶ

施策導入h④ Ck計測ôÕå監視ĠĢįŉáþā導入後

Ŕėsä実効性Ĉ引Ã出Ó¼ÞÏā方向î向ÁÙÜºāg

ä効果検証h⑤ AkİsĨ蓄積j効果判断àßä運用Ň

ÉäÕ÷h産業j業務設備ä省đĶŔėsĠĢįŉåh

ĴŎċŔ作成Þ新Õà課題ä抽出hĈ進÷āÉÞÝ¸āg

小規模à設備範囲ÝäđĶŔės状況ä分析Áÿh広範
à設備áôÕÂā省đĶŔės効果抽出î広ÈÜºÅ行

.

設備省エネルギーのポイント

動強化Ĉ支援ÝÃāøäÂ要求ËĂāgôÕöúõá省

産業j業務設備á限ÙÜõÜøhÓä省đĶŔėsä

đĶŔės機器ä導入Ĉ図āäÝåàÅh大Ãà効果Â

ņčŜıåÓĂÔĂä設備áþÙÜ異àāäå言¼ôÝ

得ÿĂāņčŜıĈ把握Íh計画Ĉ立Üh時間ĈÁÇÜ

øàºgÍÕÂÙÜh設備äđĶŔės利用状況ä把握

対策活動Ĉ行ÙÜºÅ必要Â¸āg

áþĀhņčŜıÞàā設備ä抽出Â重要Ý¸āg図

á

đĶŔės使用量Â比較的大Ãº計算機ĤŜĨs設備ä

3. 産業・業務設備の省エネルギーサービスとシステム・機器
富士電機åh顧客ä産業j業務設備ä省đĶŔėsĈ
支援Ïāh①ŀŕ設備診断jŀŕ設備計画提案h②省đ

省đĶŔėsņčŜıä例Ĉ示Ïg
.

エネルギー監視システム

省đĶŔės活動全体ĈĳļěsıÏāđĶŔės監

ĶŔėsņčŜıä把握àß活動全体ĈĳļěsıÏā

視ĠĢįŉåhÞĀąÇ重要Ý¸āg富士電機Â提供Ï

監視ĠĢįŉä導入ĞsļĢh③ņčŜıÊÞá省đĶ

āđĶŔės監視ĠĢįŉä構成Ĉ図

á示Ïg

ŔėsĈ実現ÏāĠĢįŉ導入ĞsļĢhÀþé④顧客

Web 型 小 規 模 設 備 向 Ç 電 力 監 視 Ġ Ģ į ŉF-MPC

îä省đĶŔėsĜŜĞŔįČŜęĞsļĢhĈ提供Ï

Webåh
{簡単|Þ{拡張性|ĈĜŜĤŀıÞÏāg

āgôÕh顧客自身Â省đĶŔės化設備Ĉ計画ÏāÉ

Web 方式äÕ÷既存čŜľŒĈ利用ÍÕ導入ä簡素化Þh

ÞÂ必要à小規模à設備á対ÍÜåh簡単á導入ÝÃā

ºÚÝøjßÉÁÿÝø{đĶŔės使用状態ä見¾ā

省đĶŔės監視ĠĢįŉĈ提供Ïāg

化|Â図ĂāÕ÷h管理者ÖÇÝàÅ設備運用者全員Ý
省đĶŔės活動ä PDCA ĞčĘŔĈ支援ÝÃāg

.

省エネルギー活動

監視機能ÞÍÜåh設備電力äđĶŔės監視h契約

省 đ Ķ Ŕ ė s 活 動 åhPDCA Ģ į Ĭ ŀ Ĉ Ğ č Ę Ŕ Þ

電力抑制äÕ÷äİŇŜĲ電力監視機能á加¾Üh他設

ÍÜ繰Ā返Ï必要Â¸āg活動ä基本åh① Pk設備現

備äđĶŔės使用量ú設備運転状態量ä監視Â可能Þ

図

計算機センターにおける省エネルギーのポイント設備

エネルギー監視システム
【エネルギー使用状況の見える化】

エアコン圧縮機節電制御
効果：中

冷却塔によるフリークーリング
・冬期の冷熱有効利用による冷水製造

効果：大
床下空調の最適運転化
・必要箇所への床吹出の設置
・不要な床吹出の排除
・インバータ下限設定変更

外気取入量の最適化
事務所エリア

効果：中〜大

事務所エリア

回転機器のインバータ化

・最低外気量に削減

効果：大

計算機センター

・流量の最適化

効果：大

各階空調機の最適運転化
・オーバーヘッド空調機運転台数削減

効果：大

熱源システムの最適運転化
計算機センター

・冷却水温度の設定変更

空調エリア

効果：小

空調エリア

空調機停止

低負荷変圧器の統合
効果：中

グリル塞ぎ

熱源の運用見直し
・運用の見直し

効果：大
自動制御の改善

インバータ

熱源機械室

インバータ

熱交換器

・自動制御温度指示値改善

回転機器の台数制御の最適化
・吐出圧設定変更
・台数制御設定変更

効果：大

効果：小
省エネルギー効果 - 大：20 ％以上，中：10 〜 15％，小：10 ％以下
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更á対応ÍÜh空調ĠĢįŉä更新úĪŎsĴŜęáþ

エネルギー監視システムの構成

āđĶŔės効率ä改善Â大Ãà課題Ý¸āg前出ä図
ＶＣＴ

高圧受配電盤
ＤＳ

受電パルス

監視パソコン
F-MPC-NetWeb

VT
自動力率
調整器

ＶＣＢ
ＬＡ

ＣＴ
ZVT

高圧フィーダ盤
ＶＣＢ

監視パソコン
（既設 PC）

視ĠĢįŉä導入Ĉ含÷Õ 5 Á月間ä活動áþĀh図á
示Ïþ¼à省đĶŔėsņčŜıĈ抽出ÍhÉĂÿîä

社内
LAN

省đĶŔės施策Ĉ実施ÍÕg本例Ýåh設備全体ä使

F-MPC Web
(GW)

用電力量比Ý年間 4.6 % ä削減Ĉ達成ÍÕg
⑵

RS
485

ＣＴ
SC

á示ÍÕ計算機ĤŜĨs設備áÀºÜåhđĶŔės監

エネルギー監視設備

F-MPC

ＺＣＴ

ＴＲ
MCCB

計測
Unit

MCCB
ＣＴ

低圧分電盤
MCCB

MCCB

ＣＴ

ＣＴ

受配電設備 / 計測

パルス

一時的à設備改善áÞßôĀhPDCA ĞčĘŔî進展Í

RS485

ÜºàºÉÞÂ多ºgÉäÕ÷đĶŔės監視ĠĢįŉ

パルス変換器

Ĉ使ÙÕİŇŜĲ監視áþā契約電力削減活動Âh活動

ＶＣＴ
パルス

小規模工場設備

小規模à工場設備Ýåh動力設備äčŜĹsĨ化àß

外気
流量計 圧力計
温湿度計
パルス

電力以外の
エネルギー設備 / 計測

全体ä活性化áÚàÂĀúÏºg¸ā事例ÝåhİŇŜ

4 〜 20 mA

Ĳ警報発生時ä設備停止範囲ä設定áþĀh約 23 % ä電
力量削減効果Ĉ¸ÈāÉÞÂÝÃÕgËÿáÉä事例Ý
åh見¾ā化ÍÕİsĨä解析áþĀ現場電気設備ä消

àÙÜºāgÉĂÿä機能Ĉ使ÙÜh①使用量実績Áÿ

Í忘ĂÂ多ºÉÞÂ浮Ã彫ĀáàĀh消Í忘Ă防止対策

äĽsĘ電力ä把握Þ負荷平準化案ä策定áþā契約電

ä実施ÖÇÝàÅh人感ĤŜĞáþā照明制御ä導入ø

力ä削減活動h②目標ÞÍÕ契約電力内運用äÕ÷äİ

行ąĂÕg

ŇŜĲ管理活動h③設備停止時間帯äđĶŔės使用ä
把握áþāŉĩä発見活動h④省đĶŔės取組õä効
果ä見¾ā化áþā現状確認ú成果ä共有hàßÂ可能

5. あとがき

Þàāg

本稿Ýåh富士電機ä省đĶŔėsîä貢献áÚºÜh
ÊÅ一部ä代表的àøää紹介ÍhÏïÜĈ語ĀÚÅÏ

.

エネルギー監視・解析支援ソフトウェア

ÉÞåÝÃàÁÙÕg省đĶŔėsá関Ïā要求åÀ客

þĀ大規模àĠĢįŉÂ必要à場合áåh同様á{簡

Ëôä設備ÊÞá異àāÉÞå言¼ôÝøàÅhÀ客Ë

単 | Þ{ 拡 張 性 | Ĉ Ĝ Ŝ Ĥ ŀ ı Þ Í ÕF-MPC-Net

ôäĺsıĳsÞÍÜ相談ĈÀ受ÇÍàÂÿhÊ要求á

Web監視ĦľıďĐċĈ適用ÏāgÉĂÿåĠĢįŉ

柔軟á対応ÝÃā機器 ･ ĠĢįŉjĞsļĢĈ提供Ïā

ÞÍÜä相互接続性Ĉ持ÙÜºāäÝhF-MPC Web Ĉ

ÉÞĈ通ÍÜh広Å産業j社会ä省đĶŔėsîä貢献

導入後á F-MPC-Net Web Ĉ追加導入ÏāÉÞÂÝÃāg
ôÕh収集ÍÕİsĨĈËôÌôà視点Ý分析ÍÕº

Ĉ目指ÍÜºÅ所存Ý¸āg今後ÞøÊ支援jÊ鞭撻Ĉ
À願º申Í上Èāg

場合åh省đĶŔės解析支援ĦľıďĐċF-MPCEco WebĈ提供ÍÜÀĀhŏĴĬıjĦľıďĐċä
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革新的環境対応技術の構築を目指して

牟田口 照恭
富士電機リテイルシステムズ株式会社 取締役（CTO）
ものつくり本部長
兼）埼玉工場長

富士電機Â取Ā組ĉÝºāđĶŔėsj環境分野áÀ
Çā技術開発åh電気Þ熱ä全体最適制御Ĉ強Å指向Ï

ä主要部品Þàā圧縮機ä最適化ÀþéÓä駆動方法ä
検討j評価Â主à開発項目Þàāg
自動販売機äđĶŔėsä全体最適Ĉ行¼Õ÷áåh

āøäÝ¸āgœįčŔĠĢįŉ部門Ýåh特á熱đĶ
Ŕės制御Ĉ主体ÞÍÜ基盤技術Ĉ整備ÍÜÀĀh代表

既存äĜŜņsĶŜıĈ用ºÜ冷却回路Ĉ構成ÏāÖÇ

例ÞÍÜ以下á環境対応冷熱技術áÚºÜ紹介ÏāgÉ

ÝåàÅhËÿá踏õ込ĉÝ冷却回路Ĉ構成ÏāĜŜņs

ä研究開発åh
{快適商空間ä創造|Ĉ目指ÍÜh省đĶ

ĶŜıä仕様Ĉ決÷hßäþ¼àĜŜņsĶŜıĈ用º

ŔėsĈ中心ÞÍÕ環境対応技術Ĉ構築Íþ¼ÞÏāø

Ăæ省đĶŔėsä見地Áÿ最適à冷却回路Ĉ構成ÝÃ

äÝ¸āg

āÁÞº¼設計緒元ä検討Â必要Ý¸āg
ÉĂÿä観点Áÿ最適設計Ĉ行ºh例¾æh代表的à

Éä研究įsŇä目的åh主力製品Ý¸ā缶飲料自動
販売機Ĉ中心ÞÍÜ革新的à消費電力量ä削減Ĉ行¼Þ

自動販売機Ý¸ā 30 ĤŕĘĠŐŜä缶飲料自動販売機á

ÞøáhÉä研究開発Ĉ通ÎÜ培ÙÕ技術ä水平展開Ĉ

ÀºÜåh2008 年á対ÍÜ 30 % 以上ä消費電力Ĉ削減Ï

図āÉÞá¸āg

āÉÞÂÝÃÕg
缶飲料自動販売機ä冷却j加熱技術ÞÍÜåh近年h

Éä研究開発åhœįčŔĠĢįŉ部門ä開発部門á
加¾h富士電機ä研究開発部門ĈåÎ÷ÞÏā他部門ä

ĻsıņŜŀ技術Â注目ËĂÜºāg 図

参画áþā体制Ĉ構築Í推進ÍÜºāg開発ä初期段階

ĻsıņŜŀ技術Ĉ用ºÕ自動販売機ä大Ãà特徴åh

Áÿh電気h機械ä専門家ÖÇÝåàÅh材料ä専門家

冷却時á吸熱ÍÕ熱Ĉ外á捨ÜÐá加熱á用ºāÉÞÞh

ø参加Íh製品ä評価j分析技術ä構築áÚºÜø意識

加熱Þ冷却Ĉ行¼運転ŋsĲĈ持ÙÜºāÉÞá¸āg

的á取Ā組ĉÝºāg

運転ŋsĲáþÙÜh加熱j冷却Ïā商品収納室Â隣Ā

革新的à消費電力量Ĉ達成ÏāÕ÷áåh図

á示Ïþ¼á

á示Ïþ

合¼ÉÞø¸ĀhÓä間ä熱移動ä低減å省đĶŔės

¼áh自動販売機全体ä断熱構造ä検討j評価h運転制

äÕ÷á重要Ý¸āg一方h余分à加熱Ĉ避Çh冷却Ï

御技術á加¾Üh冷却回路構成ä検討j評価h冷却回路

ā商品収納室îä影響Ĉ削減ÏāÉÞø有効à手段Þà
āg

図

自動販売機の省エネルギー技術
図

自動販売機でのヒートポンプシステム

グループの力を結集して圧倒的な省エネルギー技術を開発し，
自動販売機などに適用する。

断熱性・機密性
の向上

冷却

吸熱

冷却回路技術
冷媒挙動の可視化
熱交換機の高効率化
コンプレッサ駆動方式
の高効率化
流体素子の最適化
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加熱

放熱

熱交換器

熱交換器

コンプレッサ
（圧縮機）
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自動販売機の冷却回路構成

C-C-C モード

左室
（冷却）

中室
（冷却）

ヒータ

CO2
圧縮機

右室
（冷却）

C-C-H モード

左室
（冷却）

中室
（冷却）

ヒータ

ヒータ

右室
（加熱）

ヒータ

右室
ヒートポンプ
運転

排熱

CO2
圧縮機
右室のヒータは補助ヒータ

C-H-C モード

左室
（冷却）

中室
（加熱）

ヒータ

右室
（冷却）

ヒータ

中室
ヒータ運転
CO2
圧縮機

排熱

C-H-H モード

左室
（冷却）

中室
ヒータ運転

中室
（加熱）

ヒータ

右室
（加熱）

ヒータ

右室
ヒートポンプ
運転
CO2
圧縮機
右室のヒータは補助ヒータ

ÉĂÿä課題îä対策ÞÍÜåh缶飲料自動販売機ä

図

中性子線ラジオグラフィーによるリアルタイム解析

ËôÌôà運転ŋsĲáÀÇā熱収支ä評価j把握ÞÓ
ä制御ŋİŔä構築Â重要Ý¸āgÉÉÝh3 室þĀ構
成ËĂā缶飲料自動販売機Ĉ例á取Ā上Èāg冷却Ĉ Ch
加熱Ĉ H Ý表ÏÞh自動販売機áÀÇā基本的à運転
ŋsĲå C-C-ChC-C-HhC-H-ChC-H-H ä四Úä運
転ŋsĲÝ¸āg商品Ĉ加熱ÍÜºā商品収納室Þ冷却
ÍÜºā商品収納室å隣Ā合¼Õ÷hÓä間ä断熱機能
ä強化åh省đĶŔėsáÀºÜ有効à手段Ý¸āgÉ

（a）空

（b）液体で充填

（c）気液二層流

Ăá加¾Üh制御ŋİŔ解析Ĉ通ÎÜh加熱Ĉ抑制Ïā
ÉÞÂ省đĶŔėsá対ÍÜ有効Ý¸āÉÞÂ分ÁÙÕg
対象ÞÍÕ缶飲料自動販売機ÝåĻsıņŜŀ運転Ĉ行

術åhđċĜŜú冷蔵庫àßäþĀ生産量ä多º製品群

ºh商品ä冷却áþĀ生ÎÕ排熱Ĉ商品ä加熱á利用Ï

á用ºÿĂÜºāĜŜņsĶŜıĈ用ºÜh自動販売機

āgĻsĨáþā加熱ĈÉĂá加¾Ü行¼際áh商品ä

á適用Í実現ÍÜÃÕøäÝ¸āg汎用性Â高º部品Ĉ

加熱ĈĻsĨäēŜ

用ºāÉÞÁÿhĜĢı上äŊœĬıå得ÿĂāøääh

-

ēľ制御ÝåàÅh容量制御Ĉ

採用ÏāÉÞáþĀ加熱äÕ÷äđĶŔėsĈ低減ÍÕg

省đĶŔėsä見地Áÿåh自動販売機á用ºāĜŜņs

ôÕhÉĂÞÞøá加熱ÍÜºā商品収納室Áÿ冷却Í

ĶŜıÞÍÜ最適à特性Ĉ持ÙÜºāøäÝåàºg

Üºā商品収納室îä熱移動量Ĉ断熱構造Ĉ強化ÏāÉ
ÞÝh大ÃÅ低減ÏāÉÞøÝÃÕg
開発ÍÕ自動販売機ä冷却回路構成Ĉ各運転ŋsĲá
分ÇÜ図

á示ÏgÉä冷却回路ä特徴åh冷却Þ加熱ä

設定ÍÕ目標仕様Ĉ満足ÏāĜŜņsĶŜıä開発á
ÀºÜh特á重点áÀºÜ開発Ĉ進÷Üºā基盤技術å
流Ăä可視化Ý¸āg自動販売機ä冷媒ä流ĂáÚºÜ
åh従来ĠňŎŕsĠŐŜĈ用ºÕ設計Ĉ行ÙÜºÕg

同時運転Ĉ行¼ÉÞá¸āgÉä狙ºåh冷却Áÿä排

ĠňŎŕsĠŐŜä精度å年々向上ÍÜºāøääh

熱Ĉ最大限有効á加熱á用ºāÉÞÝ¸āgÉä開発á

相変化Ĉ伴¼冷媒äĠňŎŕsĠŐŜå複雑Ý¸Āh本

ÀÇā課題åh単独ä圧縮機Ĉ用ºÜhÉä技術Ĉ実現

質的áå実際ä現象Ĉ実機áþĀ確認Íh比較検証Íh

ÏāÉÞá¸ĀhÓäÕ÷áåh加熱負荷Þ冷却負荷ä

ĠňŎŕsĠŐŜä妥当性Ĉ検証Ïā必要Â¸āgÉä

ĹŒŜĢĈ取ÙÕ運転制御技術ä構築á¸āgÉä技術

Õ÷áø冷媒流Ăä可視化å重要àÉÞÝ¸Āh冷媒ä

áÚºÜø新Õá冷却ŏĴĬıĈ開発Í制御手法Ĉ実証h

挙動áÚºÜ中性子ŒġēęŒľČsĈ用ºÜ可視化Ĉ

実現ÝÃā見通ÍĈ得Õg

行ÙÕg

全体最適ä観点Ý改÷Üh冷却回路Ĉ構成ÏāĜŜņs

一般áh中性子線ä減衰åh元素á依存ÍÜÀĀhċ

ĶŜıä設計諸元Ĉ見直Íh自動販売機ä特性á合致Í

ŔňĴďŉh銅h鉄àßä金属Þh水素Ĉ含ö物質ÞÝ

ÕĜŜņsĶŜıä適用Ĉ進÷Õg自動販売機ä冷熱技

異àāgÍÕÂÙÜ金属容器Ĉ透視ÝÃh容器内ä水素
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Ĉ含ö流体ä可視化á適ÍÜºāg

ÿä技術áÚºÜåh今後h継続的à取組õĈ進÷h自

åh中性子ŒġēęŒľČsĈ用ºÜ可視化ÍÕ

動販売機îä適用Ĉ意識ÍÕĜŜņsĶŜıä小型化j

ĖŌĽŒœsĜčŔ内部ä状態Ĉ濃淡áþĀ示ÍÕ例Ý

軽量化ä徹底的à追求Ĉ図ĀhËÿàā自動販売機ä省

図

¸āg図中Ý濃ÅàÙÜºā箇所å液相Ĉ示Íh淡º箇

đĶŔėsĈ図ĀÕºgôÕh従来ä冷熱技術á代ąā

所å気相Ĉ示Ïg

斬新的à発想á基ÛÅ冷熱技術Ĉ構築Íh製品Â顧客á

Éäþ¼à可視化技術Ĉ実現ÏāÕ÷äņčŜıåh
空間解像度ä検討j評価úĔŊŒä暗電流h被写体Ýä
中性子ä錯乱àßĈ考慮ÍÕēľĤĬı設定úķčģ低
減àßäËôÌôà工夫j画像処理技術Â必要Þàāg

ÞÙÜ最大ä利益Ĉ生öøäáÚàÂāþ¼à基礎研究
áø取Ā組õÕºÞ考¾āg
缶飲料自動販売機Ĉ紹介ÍÕÂh別ä適用例ÞÍÜ既
áĔĬŀ式自動販売機àßîä技術ä水平展開ø進÷Ü

Éäþ¼à技術ä構築áþĀh可視化測定ä最大ä目

ºāgÓäñÁä商品ä加熱h冷却Ĉ行ÙÜºā自動販

的Ý¸ā気液二相流解析áÚºÜ金属容器内部ä状態Ĉ

売機úĠŐsĚsĢåø×ăĉäÉÞhœįčŔĠĢį

可視化ÏāÉÞÂÝÃÕgÉä結果åhĠňŎŕsĠŐ

ŉ部門ÖÇÝåàÅhÓäñÁä部門ä製品áÚºÜø

Ŝ結果Þø良Å一致ÍÜÀĀh開発ä効率化á有用à手

開発ÍÕ技術ä応用j展開Ĉ計画ÍÜºāg

段ÞàāgÉä技術áÚºÜåhËÿàā分解能ä向上

今後åhÉĂÿä技術Þ富士電機独自äĠĢįŉÝ¸

àßĈ追求ÍhËôÌôà分野á使¾ā技術ÞÍÜ展開

ā運転状態Ĉ最適化ÏāÕ÷äđĶŔėsŇĶġŊŜı

Ĉ図ĀÕºg

ĠĢįŉĈ統合ÍhĜŜņsĶŜıÖÇÝåàÅhĠĢ

ÉĂôÝá述ïÕ技術åh冷熱技術Ĉ必要ÞÏā自動
販売機ä環境対応推進äÕ÷á必要不可欠Ý¸āgÉ Ă
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įŉÞÍÜä省đĶŔės対応î貢献ÝÃā技術áÚº
Ü継続的à研究開発Ĉ進÷ÜºÅ所存Ý¸āg
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110 Wフィルム型アモルファス
太陽電池モジュール

富士電機åh注力機種Ý¸āľČŔŉ型
ċŋŔľĊĢ太陽電池ŋġŎsŔ}商品名k
FWAVE~ä生産拠点Ý¸ā熊本工場ä生産
能力Ĉ 2009 年初÷Áÿh倍増ÍÜºāg
ŋġŎsŔä出力改善áø取Ā組õh発電
面積ä拡大Þ抵抗ŖĢä低減Ĉ進÷Õg従来
ä 90 W ŋġŎsŔä 2 割増Íä性能Ĉ持Ú
110 W ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg生産ŒčŜä
改造Þ生産体制ä構築Ĉ進÷h2010 年初÷
áh新型ŋġŎsŔä本格的à製造h販売Ĉ
開始Ïāg

太陽電池工場向け
総合製造管理システム

富士電機ä製造ĦœŎsĠŐŜĺĬĚsġ
商品MainGATE ĠœsģĈ中核ÞÍÜh
富士電機ä太陽電池工場á総合製造管理ĠĢ
įŉĈ開発Í設置ÍÕg主à機能å次äÞÀ
ĀÝ¸āg
⑴

品質ıŕsĢĠĢįŉk製造á関Ïā各
種äİsĨĈ収集j保存ÍÜh品質分析Ĉ
支援Ïāg

⑵

生産計画ĠĢįŉk受注j出荷j製作指

示j購買j外注j在庫管理àßĈ行¼g
⑶

施設管理ĠĢįŉk製造á関ÏāđĶŔ

ės量Ĉ収集j保存Ïāg
2008 年度áåh製造現場îœċŔĨčŉ
à品質情報ĈľČsĲĹĬĘÏāÕ÷á製造
進捗}Íĉ×ýÅ~把握j統計的ŀŖĤĢ解
析àßä機能ä追加Ĉ行ÙÕg
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ワイドギャップパワー半導体素子

膨大à需要Â見込ôĂāĞsĹ用電源ú電
気自動車äŋsĨ駆動装置àßÝ低損失化ä
鍵Ĉ握āäåhĢčĬĪŜę用ĺŘs半導体
素子Ý¸āgŘčĲĹŜĲėŌĬŀ}WBG~
ä SiC}炭化Çº素~ú GaN}窒化ĕœď
ŉ~å Si}ĠœĜŜ~á代ąā次世代ĺŘs
半導体ÞÍÜ期待ËĂÜºāg
富士電機åhSiC ú GaN äĺŘs半導体
素子}MOSFET ÞĩčēsĲ~ä取組õĈ
強化ÍÜºāgSiC å独立行政法人産業技術
総合研究所Þ共同Ýh最先端ä性能Ĉ持Ú素
子Ĉ製品化ÏāÕ÷ä製造技術ä開発Ĉ進÷
ÜºāgGaN å古河電気工業株式会社Þ{次
世代ĺŘsİĹčĢ技術研究組合|Ĉ設立Íh
両社ä得意ÞÏā技術Ĉ結集Íh実用的à素
子ä早期実用化Ĉ目指ÍÜºāg

アドバンスト NPC 用 3 レベル変換
IGBT モジュール適用の新型中容量 UPS

富士電機独自ä RB-IGBT 素子}逆阻止型~
Ĉ用ºÕċĲĹŜĢı NPC}Neutral Point
Clamped~用 3 ŕłŔ変換 IGBT ŋġŎsŔ
Ĉ開発ÍÕg素子定格å 1,200 V/300 A Ý¸
āgŋġŎsŔ化áþĀhĺŘsđŕĘı
モジュール

ŖĴĘĢ機器îä適用Â容易ÞàÙÕg今後h
電力変換ĠĢįŉú駆動用čŜĹsĨ装置à
ßîä応用展開Â期待ÝÃāg
現在hÉäŋġŎsŔĈ適用ÍÕ新型中容
量 UPS Ġœsģä開発Ĉ進÷Üºāg本方
式áþĀh半導体損失Ĉ従来式 2 ŕłŔčŜ
ĹsĨÞ比ïÜh30 % 以上ä大幅à低減Â
可能ÞàĀh常時čŜĹsĨ給電方式ÝıĬ
ŀĘŒĢä 95 % 以上ä効率Ĉ達成ÍÕg装

モジュール内部接続図
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UPS 外観

置定格å入出力電圧 200 V Ý 30 v 100 kVA
äĠœsģĈ予定ÍÜºāg
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「V シリーズ 2 in 1
大容量IGBTモジュール」

近年h電力変換装置ä大容量化h高効率化
Â進ĉÝºāgÓĂá用ºāĺŘsİĹčĢ
á対Ïā高耐圧化h大容量化ä高ôā要求á
応¾āÕ÷新Íº 2 個組õä IGBT ŋġŎs
ŔV Ġœsģ 2 in 1 大容量 IGBT ŋġŎs
ŔĈ開発ÍÜºāg
第 6 世代 IGBT ĪĬŀĈ適用ÍÕÉä新構
造大容量 IGBT ŋġŎsŔåh業界最高水準
ä低ēŜ電圧化Þ同時áh低ĢčĬĪŜę損
失化Ĉ達成ÍhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器
ä省đĶŔėsá貢献Ïāg主à特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg
⑴

PP2 ĺĬĚsġk1,200 V-600 A/900 Ah

⑵

PP3 ĺĬĚsġk1,200 V-1,400 Ah

1,700V-650 A
1,700 V-1,000 A
⑶

VCE}sat~k2.00 V}標準耐圧h125 ℃~
1,200 V 素子

VCE}sat~k2.35 V}標準耐圧h125 ℃~

PP2 パッケージ

PP3 パッケージ

1,700 V 素子
⑷

ĺĬĚsġ絶縁耐圧k4 kV}ACh1 分~

EPA5.0規格対応
多機能PWM電源制御IC

ķsıĺĦĜŜ用電源ä高効率Àþé低待
機電力îä市場要求á応¾āÕ÷hPWM 制
御 IC Ĉ開発ÍÕg
低 待 機 電 力 Þ 高 効 率 Ĉ 両 立 Íh 待 機
時 低 消 費 電 力 化 Ĉ 規 定 Í Õ ENERGY
STARPROGRAM Version5.0}EPA5.0h
2009 年 7 月発効~á対応ÍÜºāg次ä機
能áþĀ 65 W 電源áÜ平均効率 89 % 以上h
無負荷入力電力 100 mW 以下Ĉ達成ÍÜºāg
⑴

750 V 耐圧ä起動回路

⑵

負荷á応ÎÕ動作周波数低減機能

⑶

電流検出抵抗ä損失低減

⑷

周波数拡散機能áþā低 EMI ķčģ

⑸

ĺŔĢ負荷対応ä過負荷保護機能

⑹

二次側短絡検出保護機能
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小規模設備向け電力監視システム
「F-MPC Web」

画面例
電力量積算値グラフ

電力使用量jıŕŜĲjİŇŜĲ監視j設
備ęŔsŀ比較àßh電力使用状況ä監視
á必要à計測İsĨä収集j蓄積Þh表示
Ïā Web ĞsĹ機能ĈhĜŜĺĘıà筐体
}Ãý¼Õº~á搭載ÍÕ小規模設備向Ç電

F-MPC Web

力監視ĠĢįŉF-MPC WebĈ開発ÍÕg
加工・表示

F-MPC Web å専用ĦľıďĐċÂ不要Ýh

収集・蓄積

ĺĦĜŜàßä汎用ĿŒďğ端末Â¸Ăæ簡

デマンド監視

単á{見¾ā化|ÂÝÃh全員参加型ä省đ
ĶŔės}省đĶ~活動Ĉ推進ÏāĭsŔÞ
ÍÜ使用ÝÃāg
導入時äÀ客Ëôä投資Þ手間Ĉ抑¾Õ電
設備グループ比較

力監視ĠĢįŉàäÝh従来ä産業設備ÖÇ
ÝàÅh新Õà省đĶ推進ä対象ÞàÙÜº
ā学校j病院j商業施設}小売店舗h遊技
場~àßä小規模à設備áÀºÜøh導入Í
úÏÅàÙÜºāg

F-MPC04P

FePSU

F-MPC04S

富士通株式会社 データセンタ向け
インテリジェント分電盤

電流ĤŜĞ付ÃŀŒęčŜ MCCB}配線
用遮断器~Þ電力計測ŏĴĬıĈ搭載ÍÜ最
大 38 回路ä配電á対応Ïā分電盤Ĉ開発Íh
富士通株式会社äİsĨĤŜĨá納入ÍÕg
増加Ĉ続ÇāİsĨĤŜĨä消費電力最適
化Þ省đĶŔės}省đĶ~ä IT ĦœŎs
ĠŐŜáÀºÜhęœsŜčŜľŒä基幹Ĉ
担¼分電盤Ý¸āg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

負荷}ĞsĹ~ÊÞá電力量Ĉ計測ÍÜ
顧客ä{従量課金|á対応

⑵

消費電力ä{見¾ā化|Ý顧客管理

⑶

省đĶáþāęœsŜľĊĘıœs化

}環境負荷低減~
⑷

主à機能

™計測値ä時間ÊÞŕņsı作成
™ıŕŜĲİsĨ作成
™İġĨŔ入力čłŜıİsĨ作成
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インドネシア・ワヤンウィンドゥ
地熱発電所2号機の営業運転開始

ŘōŜďČŜĲĎ地熱発電所 2 号機åh計
画 ß À Ā 2009 年 3 月 á 営 業 運 転 Ĉ 開 始 Íh
順調á最大出力Ý運転Ĉ継続ÍÜºāg2 号
機åh地熱ĨsļŜ単機ÞÍÜ世界最大Þà
ā定格出力 117 MW Ý¸āg契約後 21 Á月
Ý営業運転開始Þº¼短納期Ĉ達成ÏāÕ÷h
狭º建設現場Ý多Åä作業員Â同時á各種作
業Ĉ行¼必要Â¸ÙÕg本ŀŖġĐĘıä最
重要課題ä一ÚÝ¸ÙÕ安全確保j事故防止
äÕ÷á現地組織Ý¸ā安全衛生管理Īsŉ
ä権限Ĉ強化Íh全作業員Ĉ対象áÍÕ安全
教育j安全ĺıŖsŔj安全表彰Ĉ実施Íh
着工ÁÿŀŒŜı引渡ÍôÝ{110 万時間無
災害|Ĉ達成ÍÕgÉä発電所åh自然豊Á
àġŌŘ茶畑ä中á建設ËĂh機器配置ú塗
装色選定áåh周囲環境Þä調和Ĉ十分á配
慮ÍÕg

電源開発株式会社 磯子火力発電所
新2号機用統括管理装置

電源開発株式会社 磯子火力発電所新 2 号
機建設á伴º 2008 年 6 月統括管理装置Ĉ納
入ÍÕg装置å映像監視Ĉ主体ÞÍÕŀŒŜ
ı巡視機能h防災情報Ĉ一元的á管理Ïā防
災監視機能h各装置間Ĉ接続Ïā LAN 機能
Áÿ構成ËĂāgŀŒŜı巡視機能Ýåh常
設用ÝđŜĲŕĢ回転機能Ĉ持Ú高速旋回型
ĔŊŒh一時用ÞÍÜ IP 型可搬ĔŊŒĈ設
置ÍÕg防災監視機能å防災情報発生時á
ŇĬŀ表示Ïā機能Ĉ持ÚgÉĂÿä映像À
þé防災情報å LAN 機能áþĀ監視操作用
ĺĦĜŜá統合的á配信ËĂhŀŒŜıä効
率的管理Þ安全運用á寄与ÍÜºāg現在Ý
å監視ĔŊŒäĸčļġŐŜ化Ĉ行ºh高解
像度Ĉ必要ÞÏāĴsģáø対応ÝÃāþ¼
高速旋回型カメラ

可搬カメラ

統括管理装置制御盤

áÍÜºāg
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タイ向けコンバインドサイクル
プロジェクト用安全計装システム

安全計装機能 01
スチーム圧力 高

タービン保護ロジック実行
例）スチーム圧力高で高圧蒸気遮断弁，制御弁閉
検出

MICREX-NX Safety
電

近年h機械装置úŀŒŜıÝä重大事故Â

源

増加ÍÜÀĀh安全j安心îä社会的関心Â
世界的á高ôÙÜºāg富士電機åhŀŒŜ
ıú機械設備Ĉ対象ÞÏāĤsľįČčŜĩ
ĢıœēsıŊsĠŐŜîä取組õĈ強化Í

・
・
・
・

ÉäÕéhĨč向ÇĜŜĹčŜĲĞčĘŔ
ŀ Ŗ ġ Đ Ę ı ä Ĩ s ļ Ŝ 保 護 ä Õ ÷h
MICREX-NX SafetyĈ適用ÍÕ安全計装

SV1 SV2

圧力発信器

Üºāg

全 17 ループ

2 oo 3 構成

1oo 2D* 構成

電磁弁

コントロール油圧

安全計装機能 05
ベアリング温度 高

制御弁（A）
検出

遮断弁（A）

ĠĢįŉĈ納入ÍÕg

油圧開放

本ĠĢįŉåh国際安全規格á基ÛºÕœ
高圧側

ĢĘÞ安全ä定量化}見¾ā化~Ĉ実現Ïā
ÞÞøáh異常検出ĤŜĞĈ 2 oo 3 構成ÞÏ
āàßä安全ĠĢįŉ設計áþĀ高º安全性

蒸気

パーシャル
ストローク
テストを採用

熱電対 温度変換器

Ĉ実現Íh予期Ñâ事故úıŒĿŔÁÿĨs

＊D：Diagnostics（診断）

ļŜ設備Ĉ保護ÏāÉÞÂÝÃāg

2009年度SICE新製品開発賞
「直接挿入レーザ方式ガス分析計」

0.5〜10 m

発光部

エアパージ

煙道

レーザ光

エアパージ

受光部

制御部

2009 年度á環境jŀŖĤĢ向Çá開発Í
Õ直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計åh独
自性Þ新規性Àþé優ĂÕ性能Ĉ評価Ë
Ăh国際的à権威ä¸ā計測自動制御学会
}SICE~ä新製品開発賞Ĉ受賞ÍÕg
富 士 電 機 ä 工 業 用 ĕ Ģ 分 析 機 器 å 技 術h

電源

ĠĐċh製品機種àßä点Ý国内ıĬŀĘŒ
Ģä実力Â¸āg富士電機åĜŜņsĶŜı
機器ú DCS àßä上位ĠĢįŉ製品Ĉ持×h
ÉĂÿä機器Ĉ組õ合ąÑÜ計測ĠĢįŉĈ
構築ÏāŀŒŜı技術力ø併Ñ持ÙÜºāg
今後h二酸化炭素ú一酸化二窒素ä排出規
制h新興国ä NOxhSOx 排ĕĢ規制開始強
化àß世界規模Ý環境規制Â厳ÍÅàā中Ý
市場äĴsģáŇĬĪÍÕ価値ä¸ā環境機
器Ĉ開発Íh社会á貢献ÍÜºÅg
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MEMS応用ガスセンサ
（薄膜メタンセンサ）

触媒層

酸化すず薄膜
センサ電極

宿泊施設ú民家àßá設置Íh建屋内ä安
全j安心äÕ÷áhĕĢ漏ĂĈ検知ÏāĕĢ
警報器á使用ÏāŊĨŜĕĢĤŜĞä開発

Si 基板

薄膜ヒータ
（空洞部）

á取Ā組ĉÝºāgMEMS}Micro Electro
Mechanical Systems~技術Ĉ適用Í微細à
三次元構造ÞÏāÉÞÝhĤŜĞ部ä熱容量
Ĉ低減ÍhÁÚ熱絶縁性ä良º構造ÞÍÕg
薄膜ĻsĨáþā局所j短時間加熱Ĉ行¼É
ÞÝ応答性Â良Å}400 ℃h数十 ms~
h従来
製品ä約 1/2,000 Þº¼超低消費電力化Ĉ実
現ÍÕg従来å AC 電源Ĉ必要ÞÍÜºÕÂh
ĕĢĤŜĞä超低消費電力化áþÙÜ電源配
線Â不要à電池駆動áþāĕĢ警報器Â実現
ÏāgËÿáĕĢ警報器ÖÇÝàÅhËôÌ
MEMS応用ガスセンサ

ôà場所á持×運é可能àĕĢ検知器îä応
用ø可能Ý¸āg

配送センター向け冷凍食品フローラック

富士電機åh伸長分野Ý¸ā冷凍食品ä宅
配事業向Çáh冷凍食品専用äľŖsŒĬĘ
Ĉ開発ÍÕg
冷凍食品フローラック

食品冷凍庫

従来äēsŀŜĠŐsĚsĢþĀøh開口
高ËÂ約 2 倍Þ高Åh外気Áÿä熱侵入Ĉ低
減ÏāÉÞÂ最大ä課題Ý¸ÙÕgÓÉÝh
冷気吹出構造Ĉ最適化ÍÜ外気遮断性能Ĉ向
上ËÑÕ高性能đċĔsįŜĈ開発ÍÕg
ÉäđċĔsįŜáþĀh冷凍食品ä配送

商品搬送コンベヤ

ĤŜĨsÞÍÜå業界初Þàā−18 ℃以下
á対応ÏāľŖsŒĬĘĈ提供Íh
{食品ä
温度管理|Þ{ĽĬĖŜę作業効率ä向上|
ÞºÙÕ顧客äĴsģá応¾ā製品ÞÍÜ好
評Ĉ得Üºāg今後h気流構造ĈåÎ÷ÞÍ
Õ各部ä効率追求áþĀËÿàā省đĶŔ
ės化Ĉ図ā予定Ý¸āg
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グラスフロント型自動販売機
「FGE シリーズ」

見¾Üºā商品ÓäøäĈ購入ÝÃā安心
Ëh商品Â搬出ËĂāôÝä動作Ĉ見āÉÞ
ÂÝÃā楽ÍËhËôÌôàĺĬĚsġä商
品Ĉ販売ÝÃā汎用性ÁÿhęŒĢľŖŜı
型自動販売機å成長分野ä自動販売機Ý¸āg
2012 年á省đĶ法á基ÛÅ特定機器á指
定ËĂāÕ÷省đĶıĬŀŒŜĳs目標値ä
消費電力Ĉ達成ÏāÕ÷áhLED 照明ä採
用úh庫内気流ĠňŎŕsĠŐŜáþā冷却
Þ加熱気流ä最適化Ĉ行ÙÕgËÿáĹĚĬ
ı動作Ĉ簡略化ÏāÉÞÝ従来 18 秒Ý¸Ù
Õ商品ä搬出Ĉ 10 秒以内áÍh販売機会ä
向上Ĉ図ÙÕg
省đĶú販売時間ä短縮h主力商品á特化
ÍÕ設定変更ĈĜŜĤŀıá新型ęŒľľŖ
Ŝı型自動販売機FGE ĠœsģĈ開発
ÍÕg

高記録密度ECC（Exchangecoupled Composite）磁気記録媒体

半硬磁性層
トラック方向

富 士 電 機 åh2008 年 9 月 Á ÿ 10 月 á Á
Çh第二世代 ECC 媒体ÞÍÜh250 G Ĺč
ıä 2.5 čŜĪİČĢĘÀþé 500 G Ĺčı
ä 3.5 čŜĪİČĢĘä量産Ĉ開始ÍÕgÓ
ä後h特性Ĉ改善ÍÜ完成度Ĉ高÷h各種
HDD}Hard Disk Drive~îä適用Ĉ進÷Õg
2009 年 8 月áh次世代ä高密度媒体ÞÍÜ
第三世代 ECC 媒体ä開発á着手ÍÕg
ECC 媒体ä特徴åh記録ä長期安定性Þ
硬磁性層

ビット方向

高密度化Ĉ両立ÝÃāÉÞá¸āg第二世代
以前ä ECC 媒体Ýåh主áļĬı方向ä記

交換結合エネルギー制御層

録密度向上Ĉ図ÙÕg第三世代 ECC 媒体Ý
磁性粒断面構造

平面 TEM による ECC 媒体
の磁性粒とビットイメージ

å多層化技術Ĉ用ºhıŒĬĘ方向ä記録密
度ø同時á高÷Üºāg今後åËÿá検討Ĉ
進÷h早期ä量産適用Ĉ図ā予定Ý¸āg
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高性能サーボシステム
「ALPHA5 Smart」

好 評 Ĉ 博 Í Ü º āALPHA5 Ġ œ s ģ 
á使ºúÏËĈ追求ÍÕALPHA5 Smart
ĠœsģĈ加¾Õg主à仕様Àþé特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

高速j高精度位置決÷Ĉ実現k周波数応

答 1,500 Hzh20 ļĬı高分解能đŜĜs
ĩ搭載
⑵

顧客ä機械構成á合ąÑ制御系調整ĈË
ÿá簡素化ÏāÕ÷h四ÚäēsıĪŎs

ĴŜęŋsĲĈ装備
⑶

現場ÀþéēľČĢÝäĞsŅ調整結果
Ĉ扱ºúÏÅÏāĞsŅēŃŕsĨĈ用
意g4 台分äĞsŅċŜŀ設定状態Ĉ記憶

Íh現場ÞēľČĢÝäİsĨ管理Ĉ簡素
化
⑷

長寿命設計k電解ĜŜİŜĞj冷却ľĊ
Ŝàßä有寿命部品áÚºÜåh規定条件
下áÜh設計寿命 10 年Ĉ達成

富士電機の「鉛フリー５元はんだ」

富士電機ÝåhRoHS 規制á対応Íh優Ă
ÕâĂ性Þ高温安定性Ĉ持ÚēœġĳŔä
鉛ľœs 5 元åĉÖĈ開発Íh日本hĲ
čĭh米国特許Ĉ取得ÍÜºā}ŒčĤŜĢ
供与 53 件~
gôÕh近年ä素材高騰îä対応
ÞÍÜh標準Ĩčŀ}Ag 含有量 3.5 %~á加
¾h経済性Ĉ重視ÍÕ低銀Ĩčŀ}Ag 含有
量≦ 1.0 %~øŒčŜċĬŀÍÜºāg低銀

強度
（MPa）

温度と強度の
関係

30

富士電機標準鉛フリー 5 元はんだ

Ĩčŀåh5 元ä特徴Ý¸ā優ĂÕâĂ性Þ

25

高温安定性Ĉ継承ÍÜÀĀh一般的à低銀Ĩ

20

čŀä 3 元鉛ľœsåĉÖþĀø扱ºúÏË

15
10
5
0

Þ高º信頼性Ĉ実現ÍÜºāg

鉛フリー低銀 5 元はんだ

™ ĴĬĚŔ}Ni~添加áþā高温強度向上

鉛フリー低銀 3 元はんだ
0

50

100
温度
（℃）

}低銀Ĩčŀ 3 元比k約 13 % 改善~
150

™ ěŔŇĴďŉ}Ge~添加áþāâĂ性向
上}低銀Ĩčŀ 3 元比k約 10 % 改善~
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展

望

2009 年度åh金融危機ä影響Ĉ受ÇÜĜŜņsĶŜı

置áÏāÕ÷ä大容量ĺŔĢĪŎsĿ冷凍機Ĉ納入ÍÕg

Ĉ中心á非常á厳Íº市場環境Â続ÃhºôÖ先行Ã不透

đĶŔėsj環境ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh環境負荷低

明à状況á¸āg富士電機Ýåh地球環境á貢献ÝÃā

減対応Ĉ狙ÙÕ戦略的開発Ĉ実施Í大ÃÅ事業貢献ÍÕg

{đĶŔėsj環境|分野îä取組õá注力ÍhısĨŔ

内部電源ÝåĺĦĜŜúĞsĹä低消費電力国際認証Ý¸

ĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ目指ÍÜºāg
産業j社会ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh鉄鋼圧延Ĉ中心á

ā{80PLUS|ä{GOLD|ŒŜĘĈ達成ÍÕ高効率高密
度ľŖŜĲđŜĲ電源Ĉ開発ÍÕg本製品åĞsĹàß情

設備増強h最新化更新Ĉ目的ÞÍÕ電気品h制御ĠĢįŉ

報j通信機器äęœsŜ化á大ÃÅ貢献ÏāgôÕ中大電

ä多数ä納入実績Ĉ得āÉÞÂÝÃÕg厚板粗圧延機用

源Ýåh小型j軽量Ý定期交換不要äœĪďŉčēŜĖŌ

ÞÍÜ世界最大級äıŔĘĈ誇ā同期電動機Þ 3.3 kV ä

ĺĠĨĈ蓄電İĹčĢá適用ÍhÁÚ 98 % ä変換効率Ĉ

IGCT čŜĹsĨ 2 台ñÁÁÿàā大規模ĲŒčĿĠĢį

達成Ïā超高効率 UPS Ĉ開発ÍÕg近年h電力消費量Â

ŉĈ納入ÍÕg棒鋼圧延設備îåhĪŎsĴŜęŕĢ制御

大ÃÅ注目ËĂÜºā IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜ

機能Ĉ搭載ÍÕ高性能 IGBT čŜĹsĨĈ納入ÍÕgôÕh

Ĩs~áÀºÜĞsĹ用内部電源Áÿ UPS ôÝısĨŔ

海外Ýä鉄鋼薄板ä需要増á対応ÍÕ海外ŀŖĤĢŒčŜ

ä低消費電力化Ĉ実現ÍhIDC äęœsŜ化Ĉ牽引}Ç

向Ç電気計装計算機ĠĢįŉĈ出荷ÍÕg高炉向ÇÝå製

ĉºĉ~ÍÜºāg今後øhôÏôÏ高ôā環境負荷低減

鋼二次精錬設備ä電気計装品Ĉ更新Íh操業操作性Þ保守

äĴsģá対Í差別化ÍÕ製品Ĉ開発Í社会á貢献ÍÜº

性Ĉ向上ËÑÕg製紙ŀŒŜı設備向Çáåh永久磁石形

Åg

同期電動機}PM ŋsĨ~ÞłĘıŔ制御形čŜĹsĨĈ

複合商品ĦœŎsĠŐŜ分野ä回転機関連Ýåh小型j

導入Íh小型化Þ省đĶŔės}省đĶ~Ĉ実現ÍÕg省

軽量j高効率àĤŜĞ付Ã PM ŋsĨĈ開発Íh一般産

đĶhCO2 削減ä市場要求á対応ÝÃāŇŔĪŕłŔ制御

業用途îø適用範囲Ĉ拡大ÍÕg可変速機器関連Ýåh汎

高圧čŜĹsĨĈh日本国内ÖÇÝàÅ製造拠点Ĉ設立Í

用čŜĹsĨFRENIC-MEGA Ġœsģä機能拡大j

Õ中国ĈåÎ÷ÞÏā海外市場îø展開ÍÕg

性能向上Ĉ行ÙÕg前述äĤŜĞ付Ã PM ŋsĨä高性

輸送ĦœŎsĠŐŜä車両分野Ýåh東海旅客鉄道株式
会社 N700 系新幹線ä IGBT 式主変換装置ĈåÎ÷h主変

能駆動áþā印刷機jŀŕĢàßîä適用Ĉ可能áÍÕg
ôÕhĤŜĞŕĢ PM ŋsĨä速度制御範囲ä拡大Ĉ行ºh

圧器h主電動機ä当初受注分ä出荷Ĉ完了Íh引Ã続Ã増

横行搬送úĘŕsŜàßáø適用Ĉ可能áÍÕg高性能

備車両向ÇĈ生産中Ý¸āg電源装置関連Ýå北海道旅客

łĘıŔ制御形čŜĹsĨFRENIC5000VG7 Ġœsģ

鉄道株式会社h東日本旅客鉄道株式会社ä交流電車向Ç補

áÀºÜ 1,000 kW/690 V 品Ĉ開発ÍhľŖsįČŜęĘ

助電源装置ä出荷Ĉ開始ÏāÞÞøáh中国j重慶ŋķ

ŕsŜî適用ÍÕg今後h系列拡充ĈÍÜºÅgËÿáĘ

ŕsŔ向Çä補助電源装置Ĉ出荷ÍÕgôÕh2008 年度

ŕsŜ駆動分野Ýåh回生電力ĈĹĬįœàßá回収Ïā

á出荷Ĉ開始ÍÕēsĢıŒœċ向Ç屋上設置型ä補助電

省đĶĠĢįŉ用ÞÍÜ電源側電力制御jĹĬįœ充放電

源装置áÚºÜø引Ã続Ã順調á出荷中Ý¸āgœĴċĲ

制御äĪŐĬĺĠĢįŉĈ開発ÍÕgĞsŅĠĢįŉÝåh

ċå東日本旅客鉄道株式会社ä常磐緩行線 E233 系第一編

高精度j高応答ÁÚ扱ºúÏºALPHA5-Smart Ġœs

成向ÇĈ出荷Íh順調á運用Ĉ開始ÍÕgôÕhĴŎs

ģĈ開発ÍÕgôÕALPHA5 ĠœsģåĞsŅŀ

ősĘ地下鉄 R160 車両向ÇœĴċĲċå出荷Ĉ完了Íh

ŕĢàß適用分野Ĉ広ÈÜºāg

同地下鉄Â要求Ïā信頼性指標Ĉ大ÃÅ上回ā好成績Ĉ維

富士電機åhĜċÝ¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ

持ÍÚÚ順調á運用中Ý¸āg特機分野Ýåh国立天文台

łsĢáhĜŜņsĶŜıÞĠĢįŉĈ組õ合ąÑÕĦ

向ÇáhÏæā望遠鏡Ĉ広º視野Ý高性能à次世代観測装

œŎsĠŐŜÝh顧客満足Ĉ追求ÍÜºÅg
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中国・酒泉鋼鉄社向け連続溶融亜鉛めっきライン用電気計装計算機システム
中国j酒泉鋼鉄社向Ç連続溶融亜鉛÷ÙÃŒčŜ}No.1

図１

直流配電・多段積みインバータ「FRENIC4000VM5」

Àþé No.2~用電気計装計算機ĠĢįŉĈ製作ÍÕg酒
泉鋼鉄社å中国北西部最大ä鉄鋼会社Ý¸āg今回ä 2 Œ
čŜáÜ家電j高級建材用ä亜鉛÷ÙÃ鋼板ä生産Ĉ年間
75 万ıŜ計画ÍÜºāg本ĠĢįŉ製作ä概要å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
⑴

ĲŒčĿĠĢįŉáåh国内外ä鉄鋼ŀŖĤĢŒč

ŜÝ実績ä¸ā直流配電j多段積õčŜĹsĨFREN
IC4000VM5Ĉ採用Íh配電j配置ä効率化Ĉ実現ÍÕg
⑵

電気計装ĠĢįŉáåhĠsŊŜĢ社製 PCS7 Ĉ採用
ÍÕg

⑶

2 ŒčŜä並行đŜġĴċœŜęáþĀh設計j試験

ä効率化Ĉ実施ÍÕg

王子特殊紙株式会社 東海工場向けＰＭモータドライブシステム
王子特殊紙株式会社 東海工場ä抄紙機設備á初÷Ü永

図

稼動中のインバータ・PM モータ（ギヤ付き）

図

圧延主機用 3 レベル IGBT インバータ盤

久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~Ĉ採用Íh更新工事Ĉ
完了ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

PM ŋsĨä採用áþĀh電動機ä小型化j高効率化

Ĉ達成ÍÕg
⑵

高性能j多機能čŜĹsĨFRENIC-MEGAä採

用áþĀhPG}速度検出器~付ÃłĘıŔ制御Àþé
ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御Ýä運転Ĉ可能áÍÕg
⑶

電動機軸受jčŜĹsĨ主要部品ä期待寿命改善áþ

ĀhŒčľĞčĘŔĜĢıĈ削減ÍÕg
⑷

操作ĢčĬĪ類Ĉ大型ŀŖęŒŇĿŔ操作表示器

UG630á機能移管ÏāÉÞÝh操作İĢĘĈ大幅á
簡素化ÍÕg

平鋼圧延設備用ドライブシステムの更新工事
国内某電炉ŊsĔsáÀÇā設備ä老朽化対応hÀþé
増強j能力ċĬŀĈ目的ÞÍÕœľŕĬĠŎ工事á伴ºh
圧延主機用直流電動機Ĉ交流電動機î更新ÍÜºāg長期
休止Â取ĂàºÕ÷多年度áąÕā分割更新Þàāg
短期間}5.5 日間/1 回~Ýh既設品撤去ú据付Ç配線工
事h調整試験Ĉ完了ËÑāÕ÷á事前調査j準備Ĉ十分á
行ºh無事故j無災害ä垂直立上ÈĈ実現ÍÕg
Ĳ Œ č Ŀ Ġ Ģ į ŉ á åh 高 精 度j 高 機 能 ä 3 ŕ ł Ŕ
IGBT čŜĹsĨĈ適用ÍÕgčŜĺĘıĲŖĬŀ抑制ē
ĿğsĹ制御á加¾h高÷設定機能Ĉ採用ÏāÉÞáþĀ
材料噛込}ÁõÉõ~時äŖsŔ回転数変動Ĉ大幅á抑制
Íh製品ä品質向上á寄与ÍÕg調整試験åhĪŎsĴŜ
ęŕĢ制御ä導入áþĀ調整時間ä大幅à短縮Ĉ図ÙÕg
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台湾・某大手セメント会社向け高圧インバータ電気品の納入
排気ľĊŜ用高圧čŜĹsĨFRENIC4600FM5e26

図

セメントミル排ガス誘引ファン設備

ĤĬıĈ納入ÍÕg本高圧čŜĹsĨåh省đĶŔėsÀ
þé CO2 排出量削減îä貢献á寄与ÏāøäÝ¸āg主
à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

主回路受電時ä系統電圧降下極小化k突入電流抑制専
用入力変圧器hĤŔ初期受電回路ÝäĜŜİŜĞ容量影

響回避
⑵

安全čŜĹsĨk専用冷却ľĊŜÝ騒音 76 dB 以下h

電子装置部îä防虫ĶĬıh盤内高圧部保護ĔĹs適用
⑶

環境čŜĹsĨk業界最小級ä 36 相整流áþā電源

側îä高調波発生量低減Þ電動機îäčŜĹsĨĞsġ
電圧
⑷

排熱処理ĠĢįŉkčŜĹsĨ廃熱容量Áÿ最適à空
調ĠĢįŉäđŜġĴċœŜę

新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向け製鋼二次精錬設備電気計装制御システム
高純度鋼製造äÕ÷ä脱ĕĢj脱炭j介在物ä除去Àþ

図

EI 総合したシステム構成

éh鋼ä諸性質Ĉ決定Ïā成分元素濃度Ĉ調整Ïā二次精
錬åhôÏôÏÓä重要性Â高ôÙÜºāg

HMI

中央操作室

データ収集，監視
F
（s）
NISDAS-X

二次精錬áÀÇā 2 基ä RH 脱ĕĢ設備Ýå異àāŊs
Ĕsä制御ĠĢįŉĈ使用ÍÜºÕg富士電機åhÉä二

計算機室

ÚäĠĢįŉĈ統合ÏāÕ÷hPLC łsĢäēsŀŜ統
プロコン
（RH）
＜顧客
所掌＞

合化制御ĠĢįŉFOCUS-JupiterĈ採用Í更新ÍÕg
2 基ä RH 真空脱ĕĢ炉ä制御設備Ĉ全Åä同一構成h

計装 DDC 室

RH
電気室

情報 LAN
（Ethernet）
制御 LAN
（Ethernet-A）
制御 LAN
（Ethernet-B）

同一機能ÞÏāÉÞáþĀh操業操作性ä共通化ÞŊŜį

PE
リンク

ĳŜĢ性ä向上Â図ĂÕg設計Áÿ試験ôÝäĜĢıĈ従
来Þ比較ÍÜ大幅á削減ÍÕgôÕh設備停止期間Â短期
間ÝÁÚ複雑àĠĢįŉĈ更新ÏāÕ÷hđŜġĴċœŜ
上位通信装置
（制御 LAN）

ęÁÿ試験ôÝ顧客操業ĞčĲÞ綿密à打合ÑĈ実施Íh

Jupiter
-A

Jupiter
-A

Jupiter
-A

Jupiter
-B

Jupiter
-B

Jupiter
-B

CPU
ロッカ
[Ａ]

CPU
ロッカ
[Ｂ]

NISDAS
-SX

CPU
ロッカ
[ｎ]

HMI

ÉĂĈ具現化ÍÕÉÞáþĀh順次垂直立上ÈĈ実現ÍÕg

新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向け厚板粗圧延機用電気品
新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向Çáh厚板粗圧延機
用電気設備Ĉ納入ÍÕg
本粗圧延機åhŅıŉľĒŘsĲ配置ĭčŜĲŒčĿÝ
ňŔŋsĨ定挌 8,000 kWh40/88 r/min Ý駆動Ïā世界最
大級äøäÝ¸āg駆動装置áå 3.3 kV 級 IGCT 3 ŕł
ŔčŜĹsĨĈ採用ÍÜºāg本駆動設備å既設ä仕上圧
延機ňŔŋsĨÞ回転子ä互換性Ĉ持ÕÑāÉÞÝ大幅á
保守費用Ĉ削減可能ÞÍÜºāg
ôÕh関連ÍÕ圧延補機ÞÍÜh油圧圧下制御装置hĞ
čĲĕčĲàßø同時á納入Íh既設ä前後įsĿŔå
交流電動機化ÍÕ上Ý更新ÍÕg主幹制御装置ÞÍÜå
MICREX-NX ÞMICREX-SX ä ĸ č Ŀ œ Ĭ Ĳ 構
成ÞÍhHMI}ĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨľĐsĢ~áå
POD Ĉ採用ÍÜºāg
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輸送ソリューション
北海道旅客鉄道株式会社 札幌圏用通勤電車向け補助電源装置
北海道旅客鉄道株式会社åh札幌圏ä輸送ĞsļĢä向

図

補助電源装置

図

補助電源装置

上h環境負荷ä低減àßĈ目的áh2009 年度á車両Ĉ新
製Íh置Ã換¾ÜºÅ予定Ý¸āg富士電機åh今後投入
予定ä札幌圏用通勤電車ä試作車向Ç補助電源装置Ĉ製作
Í納入ÍÕg本装置ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

補助電源装置ĜŜĹsĨ部áĪŐĬĺ方式Ĉ採用ÍÕg

⑵

ĪŐĬĺ方式ä採用Àþé制御部äŘŜŅsĲ化áþ

Ā部品点数Ĉ削減Íh保守部品ä低減Ĉ図ÙÕg
⑶

İġĨŔ制御áþā制御応答性能ä向上Ĉ図ÙÕg

⑷

基板ä耐振性向上äÕ÷áh取付Ç部分á防振ĝŉĈ
挿入Íh信頼性向上Ĉ図ÙÕg

中国・重慶モノレール向け補助電源装置
目覚ôÍº経済発展Ĉ遂Èā中国Ýåh急速á普及ÍÕ
自動車áþā交通渋滞ú大気汚染h騒音àßä生活環境悪
化ä改善Â課題ÞàÙÜºāgÉä解決策ÞÍÜh中国j
重慶市å起伏á富ĉÖ地形á適ÍÕ都市交通ÞÍÜ跨座
}ÊÌ~形ŋķŕsŔĈ導入ÍÜÀĀh富士電機åÓä増
備車向Ç補助電源装置Ĉ製作Í納入ÍÕg主à特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg
⑴

車両用入力遮断器á半導体遮断器Ĉ採用Íh信頼性向

上Þ小型化Ĉ実現ÍÕg
⑵

制御部äŘŜŅsĲ化áþĀh部品点数Ĉ削減Íh信
頼性向上Þ小型軽量化Ĉ実現ÍÕg

⑶

温度検知Þ電源負荷ä管理Ĉ組õ合ąÑāÉÞÝh寒
暖差ä激Íº大陸性気候áÀºÜ温度保護áþā装置ä
無用à停止Ĉ防Äh安定à車両ä運用Ĉ可能áÍÕg

東日本旅客鉄道株式会社 常磐緩行線 E233 系電車向けリニアドア
富士電機åh東日本旅客鉄道株式会社Â 2009 年 9 月 9

図

常磐緩行線 E233 系とリニアモータ駆動ドアシステム

日Áÿ運用Ĉ開始ÍÕ常磐緩行線}東京ŊıŖ千代田線直
通運転~E233 系電車áh待機冗長型ĹĬĘċĬŀ方式ä
œĴċŋsĨ駆動ĲċĠĢįŉĈ製作Í納入ÍÕg特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

駆動回路hĤŜĞĈ含÷ĜŜıŖsŒä完全二重化

⑵

機器内Ý冗長化Â完結Í特別à機器間配線àßÂ不要

⑶

ĹĬĘċĬŀ時Ýø機能 ･ 性能Â低下ÍàºÉÞ

⑷

信号čŜĨľĐsĢĈ完全無接点化
本ĲċĠĢįŉåhĹĬĘċĬŀ時ä機能ú性能ä低下

ÂàºÉÞÁÿh万Â一ä不具合発生時øÓäôô運用継
続Â可能Ý¸āg運行障害ú列車遅延ä防止îä貢献åø
ÞþĀhºąüā事後保全ÞÍÜä保守容易化Â期待ËĂ
āg
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輸送ソリューション
国立天文台 すばる望遠鏡用パルスチューブ冷凍機
天体観測äÏæā望遠鏡ä広º視野åh富士電機äĺŔ

図１

完成した 50 W パルスチューブ冷凍機

図１

12 V/2,000 W 出力のフロントエンド電源

図１

リチウムイオンキャパシタ適用高効率 UPS

ĢĪŎsĿ冷凍機Ĉ含ö観測装置Ý支¾ÿĂÜºāg現在
ä 8 m 主鏡ÝåhCCD 素子 10 個ä熱ķčģĈ除去ÏāÕ
÷á−100 ℃程度á冷却ÏāĺŔĢĪŎsĿ冷凍機Â使ą
ĂÜºāg
ôÕh国立天文台Â後継装置ÞÍÜ開発Ĉ進÷Üºā視
野Â 10 倍ä大型広視野ĔŊŒáÀºÜåhCCD 素子 116
枚Ĉ−100 ℃程度á冷却Ïā必要Â¸āg富士電機åh2
台ä 50 W ĺŔĢĪŎsĿ冷凍機Ĉ設計j製作Íh納入Í
Õg
本冷凍機åh¸ÿüā姿勢áÀÇā温度安定性Þ 5 万時
間ä長期信頼性ä設計技術Â評価ËĂh採用ËĂÕøäÝ
¸āg

エネルギー・環境ソリューション
高効率高密度フロントエンド電源
電源ä変換効率ä高ËĈ示Ï指標ÞÍÜh
{80 PLUS|
Þº¼認証Â¸āg富士電機ÝåhÉä認証ä{GOLD|
ŒŜĘä効率Â得ÿĂā電源Ĉ開発Íh製品化ÍÕ}認証
申請済~
g
開発目的åh近年ä IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs~
市場ä拡大áþā情報分野áÀÇāđĶŔės消費量低減ä
要望ä一ÚÞÍÜhĜŜĽŎsĨ装置ä消費電力低減á貢献
ÏāÕ÷Ý¸āg従来ä富士電機ä電源Þ比較ÏāÞh1 年
間ä低減電力量å 35 kWh Þàāg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
外 形 Â W100×H41×D375（mm~
h 出 力 電 圧 12 Vh 電
力 2,000 Wh電力密度å 1.3 W/cm3 Ý¸āgGOLD ŒŜĘ
ä効率ÞÍÜh負荷率 50 % Ýä効率 92 % Ĉ達成ÍÜh従
来品ä効率þĀ約 4 % ä向上Ĉ図ÙÕg

リチウムイオンキャパシタ適用高効率 UPS
富士電機åh環境負荷低減äÕ÷áh蓄電İĹčĢáœ
ĪďŉčēŜĖŌĺĠĨĈ適用ÍÕ高効率 UPS Ĉ開発Í
製品化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

独自äİŎċŔŀŖĤĬĠŜę方式Ĉ採用Íh超高効

率 98 % Þ JEC-2433 無停電電源ĠĢįŉĘŒĢ一番ä
高性能Þä両立Ĉ実現ÍÕg
⑵

電気二重層ĖŌĺĠĨþĀø容量密度Â 2 v 3 倍Þ優
ĂÕœĪďŉčēŜĖŌĺĠĨĈ適用ÏāÉÞÝh2 v
20 秒ôÝä長時間停電á対応ÏāÞÞøáh小型化Ĉ

実現ÍÕg
⑶

従来 7 v 9 年Ý交換Â必要Ý¸ÙÕ鉛ĹĬįœá対Íh

蓄電İĹčĢáœĪďŉčēŜĖŌĺĠĨĈ適用Íh蓄
電İĹčĢä交換不要Ĉ実現ÍÕg
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エネルギー・環境ソリューション
Windows 標準電源管理システム対応 USB カード
富士電機åh小容量 UPS ä運用管理Ĉ簡単á行¼Õ÷

図１

Windows 標準電源管理システム対応 USB カード

áhWindows 標準電源管理ĠĢįŉá対応ÍÕ UPS 搭載
用ä USB ĔsĲĈ開発Í製品化ÍÕg主à特徴å次äÞ

Windows 標準電源管理システム

ÀĀÝ¸āg
⑴

USB カード

ċŀœĚsĠŐŜúĲŒčĹĈčŜĢısŔÏāÉÞ
àÅhWindows 標準ä電源管理ĠĢįŉáÜh停電時

USB ケーブル

á OS ĠŌĬıĩďŜú UPS ä停止Â可能Ý¸āg
⑵

čłŜıŖęúİsĨŖęä保存機能Ĉ持×hĺĦĜ

パソコン

UPS

ŜÞ接続ÏāÖÇÝĲŒčĿ割Ā付ÇËĂāÕ÷Ŗę
バッテリとして
管理される

İsĨä入手Â容易Ý¸āg
⑶

外部áĢčĬĪŅĬĘĢĈ接続ÏāÉÞáþĀhĢ
スイッチボックス

č Ĭ Ī ä ē ľ 信 号 á 連 携 Í Ü OS Ġ Ō Ĭ ı ĩ ď Ŝ ú
UPS ä停止Â可能Ý¸āg

複合商品ソリューション
PM モータドライブ「FRENIC-MEGA シリーズ」の新機能
永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~Ĉ駆動Ïā高性

図１

インバータ本体とセンサ付き PM モータ

図１

1,000 kW/690 V インバータスタックおよび収納盤

能j多機能形čŜĹsĨFRENIC-MEGA Ġœsģá
機能追加ú性能向上Ĉ行ºh適用用途ä拡大Ĉ図ÙÕg主
à改良点åh次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĤŜĞ付ÃłĘıŔ制御機能k速度j磁極位置ĤŜĞ

Ĉ用ºÕłĘıŔ制御機能Ĉ搭載Íh速度制御精度ú高
応答Â必要à印刷機ú昇降機hŀŕĢàßîä適用Ĉ可
能ÞÍÕg
⑵

誘導電動機駆動機能kĺŒŊsĨ切換¾áþÙÜh誘

導電動機Ĉ駆動可能ÞÍÕg
⑶

ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御性能向上k速度制御範囲Ĉ 1

対 100 î拡大ÝÃā技術Ĉ確立ÍÕg高始動ıŔĘÂ必
要à横行ú上下搬送îä適用Ĉ狙¼g

1,000 kW/690 V インバータ
近年hĘŕsŜ用途àßä大型設備äċŀœĚsĠŐŜ
áÀºÜh大容量化ä要求ÂôÏôÏ強ÅàÙÜºāg今
回h690 V 電源用čŜĹsĨÞÍÜh高性能łĘıŔ制御
形čŜĹsĨFRENIC5000VG7S Ġœsģ1,000 kW Ģ
ĨĬĘĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

1 相ÊÞá分離ÍÕĢĨĬĘ型構造ä採用úh専用œ
ľĨä使用áþĀh優ĂÕŊŜįĳŜĢ性Ĉ実現ÍÕg

⑵

直流並列ĠĢįŉîä対応úh盤ä配線作業Ĉ簡素化

ÏāÕ÷áh直流j交流端子Ĉ上下á分離ÍÜ配置ÍÕg
⑶

čŜĹsĨÞ同一äĢĨĬĘ構造Ýh1,500 kW 連続

回生可能à制動ŏĴĬıÂ接続可能Ý¸āg
今後h690 V 電源用äčŜĹsĨÞÍÜh容量系列ä拡
充Ĉ検討Ïā予定Ý¸āg
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複合商品ソリューション
省エネルギー RTG システム
富士電機åh港湾äŒĹsĨčōsĲ式ĕŜıœsĘ

図１

港湾のラバータイヤード式ガントリークレーン（RTG）

ŕsŜ}RTGkRubber Tired Gantry-crane~用ä省đĶ
Ŕės}省đĶ~ĠĢįŉĈ開発ÍÕgRTG åh無軌道
路面上Ĉ自走ÏāÕ÷İČsĥŔđŜġŜĈ動力ÞÍÜº
āgÉäÕ÷省đĶ対策ÞÍÜĸčĿœĬĲĠĢįŉä導
入Â進÷ÿĂÜºāg
富士電機ä省đĶ RTG ĠĢįŉåhĹĬįœjĖŌĺ
ĠĨÞĪŐĬĺĈ現状ä RTG ĠĢįŉá付加ÏāÖÇÝ
構成可能à特徴Ĉ持Úg巻上È用čŜĹsĨàßÞäč
ŜĨľĐsĢĈ使用ÍàÅÜøhĹĬįœjĖŌĺĠĨ
îä適切à充放電Â可能Ý¸āgôÕh作業負荷á応ÎÜ
İČsĥŔđŜġŜä回転数制御Â可能àčŜĨľĐsĢ
ø備¾Üºāg実機試験áþĀ 40 % 以上ä省đĶ効果Ĉ
確認ÍÕg

高性能サーボシステム「ALPHA5」のプレス機への適用
従来äŊĔĴĔŔŀŕĢh油圧ŀŕĢá代ąā次世代ŀ

図１

サーボプレス制御のシステム構成

ŕĢÞÍÜ注目ËĂāĞsŅŀŕĢá高性能ĞsŅĠ
ĢįŉALPHA5Ĉ適 用ÍÕg駆動部ĈĞsŅáÏā

タッチパネル

ÉÞáþĀhċčĲœŜęĨčŉĈĥŖá近ÛÇāÉÞÂ
可能áàÙÕg省đĶŔėsáø貢献ÍhŊŜįĳŜĢä

ＳＸコントローラ

ÍúÏËÞ操作性ä良ËĈ実現ÍÕg主à特徴å次äÞÀ

非常停止基板

ĀÝ¸āg
⑴

ĜŜıŖsŒÞĞsŅĈĹĢĚsĿŔÝ直接接続Ïā

ＡＬＰＨＡ５
サーボアンプ

省配線ĠĢįŉáþĀh配線作業効率Ĉ大幅á向上ÍÕg
⑵

専用ĸsĲďĐċĈ使用ÑÐhĦľıďĐċä FB

}ľĊŜĘĠŐĿŖĬĘ~áþā制御Ýh仕様変更á柔
軟á対応ÍÕg
⑶

ＡＬＰＨＡ５
サーボモータ

表示器Þä組合ÑáþĀhŀŕĢ圧ä波形表示ú運転

ĺĨsŜä登録h異常状況äŋĴĨàßÂ可能Ý¸āg

新型ブロワ「リングブロー低騒音シリーズ」
近年h小型j軽量j高性能化Â進öáÚĂÜ低騒音化î
ä要求Â強ºgÉä要求á応¾āÕ÷新型ĿŖŘœŜę
ĿŖs低騒音ĠœsģĈ開発ÍÕg特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

羽根通過部ä構造最適化
羽根ÞĚsĠŜęÂ通過Ïā構造Ĉh急à流ĂÁÿ徐々

á低減ÍÜºÅ構造áÏāÉÞÝ騒音Ĉ約 10 % 軽減ÍÕg
⑵

ŋsĨ冷却ľĊŜä羽根形状ä最適化

流通抵抗Ĉ軽減ÏāÕ÷従来äŒġċŔľĊŜá対Íh
新Õá翼形状ľĊŜä開発áþĀ騒音Ĉ約 5 % 軽減ÍÕg
⑶

軸受冷却構造ä最適化

ŋsĨ冷却風Ĉ利用ÍÕ軸受冷却構造áþĀh吸込õ全
閉運転Ĉ可能ÞÍÕg
⑷

環境保全Ĉ考慮ÍÕ標準仕様
RoHS 指令hEC 指令}CE ŇsĖŜę~á適合ÍÕg
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オートメーション

エネルギーオートメーション
インダストリオートメーション
ソシオオートメーション

展

望

富士電機åh電力h産業ĈåÎ÷広範囲à分野Ý自動化h

ÕāĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ拡大ÍÜºÅgôÕh
改正

省力化h省đĶŔės}省đĶ~化h高効率化h高信頼度

省đĶ法
hISO 50001 îä動ÃàßđĶŔės管理ä強

化Ĉ実現ÏāēsıŊsĠŐŜ事業á取Ā組õh実績Ĉ挙

化ä流ĂĈ踏ô¾hĤŜĞúčŜĹsĨàßäľČsŔĲ

ÈÜÃÕg地球温暖化ú少子高齢化h安全j安心àßä社

機器ÁÿĶĬıŘsĘĈ用ºÕ制御ĠĢįŉ全体ôÝä

会的課題ú競争力向上àßä経営課題ä解決á貢献ÏāÉ

ŘŜĢıĬŀĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜÃÕg特á省đĶ

ÞĈ目指Íh
{đĶŔėsj環境}安全j安心~
|á注力Í

ĦœŎsĠŐŜÞ情報制御ĠĢįŉMICREX-NXú

Ü技術j製品開発á取Ā組ĉÝºāg事業分野ĈđĶŔ

製造管理ĠĢįŉĺĬĚsġMainGATEĈ一体化Í

ėshčŜĩĢıœhĦĠēá区分ÍÜhēsıŊsĠŐ

ÜhþĀ経済的à計測制御ĠĢįŉĈ拡充ËÑÜºÅg一

Ŝ事業分野ÝäĢŇsı化hĤsľįČ化hęœsŜ化ä

方h計測ĜŜņsĶŜıÝåh環境志向ÞŇĬĪÍÕ特徴

活動Ĉ紹介Ïāg

¸āĤŜĞÂ需要Ĉ拡大ËÑÜºāg温調計ú超音波流量

đĶŔėsēsıŊsĠŐŜ分野Ýåh低炭素社会ä実

計àß広範囲á適用ËĂā製品ä経済性ĈËÿá高÷āÞ

現á向Çh電力hĕĢh石油àßäđĶŔėsä供給Áÿ

Þøáh海外îä供給体制Ĉ強化ÍÜºāgËÿáh各種

利用á至ā流通基盤全般Ĉ対象á高効率h高品質h高信頼

SCADA úŀŖęŒŇĿŔ表示器ÞĜŜıŖsŒÞä組合

度Ĉ実現ÏāĦœŎsĠŐŜàÿéáĜŜņsĶŜıĈ提

ÑáþāĢĚsŒĿŔàÁĉÕĉ計装ĠĢįŉàßä

供ÍÜºāg具体的áåhþĀ複雑化Ïā電力流通設備運

品Ôă¾Ĉ拡充ÍÜhčŜĩĢıœ分野äĤsľįČ化Þ

用ä高度化ú合理化äĴsģá対応ÍÕ給電制御所ĠĢį

ĢŇsı化Ĉ推進ÍÜºÅg

ŉh次世代配電自動化ĠĢįŉh保護制御装置h特定小電

ĦĠēēsıŊsĠŐŜ分野Ýåh
{環境á調和ÍÕ快

力無線方式自動検針ĠĢįŉä開発h納入Ĉ進÷Üºāg

適à生活Ĉ送ā社会|ä実現á向ÇhĤŜĞhŘčōŕĢ

ôÕh放射線管理用機器jĠĢįŉåęŖsĹŔ安全商品

ĶĬıŘsĘh広域分散ĠĢįŉàßĈĜċ技術áh環

ÞÍÜä市場拡大Ĉ図ÙÜºāgËÿáh風力発電h太陽

境j省đĶÞ安全j安心áÁÁąāĦœŎsĠŐŜĈ提供

光発電àßä再生可能đĶŔėsä本格導入期Ĉ迎¾h電

ÍÜºāg具体的áåh電気 ･ 空調 ･ 照明àß施設設備全

力安定化装置ä納入úh離島àßÝä地産đĶŔėsĈ有

体Ĉ対象áh中央監視ĠĢįŉÞļŔđĶŔėsŇĶġŊ

効á活用ÏāÕ÷äŇčĘŖęœĬĲ構築j実証案件á注

ŜıĠĢįŉÞĈ連携ËÑāÉÞáþĀ{快適性|
{環境

力ÍÜºāg一方hđĶŔėsä安全供給Ĉ図āïÅh大

á配慮ÍÕ施設運営|Ĉ実現ÍhčŜįœġĐŜıļŔà

規模ĕĢĺčŀŒčŜä集中監視制御ĠĢįŉú安全度基

ßîä展開 ･ 納入Ĉ図ÙÜºāg行政ĦœŎsĠŐŜÝåh

準Ĉ考慮Í安全ĜŜıŖsŒĈ採用ÍÕĨsļŜ保護装置

電子申請ú文書管理ĠĢįŉĈ統合化Íh従来á比ï一層

ä納入àßhđĶŔės流通制御ä技術基盤ä確立ÞÞø

ä効率向上Ĉ実現ÍÕgËÿáh食ä安全j安心Â注目Ë

á安全確保á向ÇÕ技術導入j開発Ĉ積極的á進÷Üºāg

Ăā中h
SmileAGRI ĠœsģäŋĹčŔ生産履歴管

今後åhęŖsĹŔ化Â進ö市場環境ú新技術ä変化á即

理ĠĢįŉä提供Ýh農薬使用量ä適正化ú散布実績ä

応ÍÕ研究開発Ĉ進÷hđĶŔėsä高度利用Ĉ実現Ïā

証明h出荷前ä確認作業Ĉ支援ÍÕg一方h高感度型ú多

製品ä拡充ÞđŜġĴċœŜęĞsļĢä向上Ĉ図āg

機能型ä放射線ĞsłčŊsĨh放射線透過式配管診断装

čŜĩĢıœēsıŊsĠŐŜ分野Ýåh工場火災ú

置ä開発j製品化úh本体容量ä 50 % 削減Þ保守性ø追求

医薬品j食品ä異物混入àßä事故áþā社会的h経済

ÍÕæºÎĉ測定機能付Ã直接挿入ŕsğĕĢ分析計

的影響Ĉ受ÇÜh安全性îä要求Â高ôā中h国内外á

ä納入àßh特徴¸āĜŜņsĶŜıh装置Ý環境ä安

向ÇÕ安全ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg今後øĜŜ

全j安心á貢献ÍÜºāg今後øĦĠē分野äęœsŜ化

ĞŔįČŜęÁÿ保守ĞsļĢôÝŒčľĞčĘŔáą

ĈËÿá発展ËÑh持続可能à社会ä実現á貢献ÍÜºÅg
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中部電力株式会社向け豊橋給電制御所システム
富士電機åh中部電力株式会社向Ç豊橋給電制御所ĠĢ

図１

豊橋給電制御所システム

図

新配電自動化システム

図

集中監視制御システムの構成

įŉĈ完成ÍÕg本ĠĢįŉåh愛知県三河地区 47 Á所
ä変電所ä監視制御Ĉ行ÙÜºāg
通信ĶĬıŘsĘä IP 網化á伴ºh遠隔監視制御装置
}TChHDLC-TChITC àß~ÞäİsĨ入出力h基幹給
制h他給制ĠĢįŉÞä連携áÀºÜåh社団法人日本電
機工業会}JEMA~ä産業用ŀŖıĜŔÝ¸ā PMCN Ĉ
採用Íh電力用ňĲŔďĐċĈ開発Í適用ÍÕgÉäňĲ
ŔďĐċåhIP 対応型ňĲŔďĐċÞÍÜh今後äĠĢ
įŉî展開Ĉ図āgňĲŔďĐċä機能Ĉ次á示Ïg
⑴

分散ŀŖĤĢ管理ňĲŔďĐċ

⑵

構成制御jRAS 管理ňĲŔďĐċ

⑶

ĠĢįŉ連携ňĲŔďĐċ}PMCN~

中国電力株式会社向け配電自動化システム
富士電機åh中国電力株式会社á 2007 年Áÿ運転集中
化Ĉ目的ÞÍÕ新配電自動化ĠĢįŉĈ納入ÍÜºāg
従来ĠĢįŉÝå個々ä営業所Ý配電系統ä運転Ĉ行Ù
ÜºÕg新ĠĢįŉÝå最大 5 Á所ä営業所đœċä集中
運転Ĉ可能ÞÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

高速分散ňĲŔďĐċĈ用ºÕ広域分散型äĘŒčċ

ŜıĞsĹĠĢįŉÝ¸āg
⑵

拠点ä営業所á最大 10 台hñÁä各営業所áå各 1

台ä操作卓Ĉ配置Íh操作権ä排他制御áþÙÜßä営
業所Áÿø同Î運用Ĉ可能áÍÕg
⑶

İsĨłsĢä差分高速等価h複数系統図ŋİŔä高
速切替¾áþĀh瞬時Ýä営業所切替¾j運転ŋsĲ切
替¾Ĉ可能ÞÍh運転状況á応ÎÕľŕĖĠĿŔà運用
Ĉ実現ËÑÕg

島根県企業局向け水力発電所集中監視制御システム
富士電機åh島根県企業局向Çá水力発電所集中監視制
御ĠĢįŉĈ納入ÍÕg従来h東部Þ西部事務所ä 2 Á所
á分ÁĂÜ運用Ĉ行ÙÜºÕÂhÉäĠĢįŉä導入áþ
Āh東部事務所áÀºÜ統合運用Â可能áàÙÕg

東部事務所

ダム管理事務所
KB
マウス

監視制御
監視制御
操作装置 1 操作装置 2

監視制御
操作装置 3

IP ネットワーク

納入ĠĢįŉåhĘŒčċŜıĞsĹ方式Ý構成ÍhIP

ルータ

ルータ
IP ネットワーク

ĶĬıŘsĘĈ使用ÍÜĞsĹÁÿ関連部署ä端末á情報

監視制御
装置

Ĉ配信ÍÜºāgĠĢįŉ機能å水力発電所äŀŖĜŜĢ
ĚġŎsŔ運転úĠňŎŕsĠŐŜĈ持ÙÕ監視制御äñ

ダム支援
端末

ダム監視
制御装置

情報配信
装置

（2 か所）

ルータ

西部事務所
カラー
プリンタ

遠方監視
制御装置
親局

時計
装置

Áh監視記録j帳票j報告書ä生成Àþé異常値発生時ä

ルータ

ルータ

回線切替装置

回線切替装置

ŊsŔ送信àßä機能Ĉ充実ËÑÜºāg
今後ÉäĠĢįŉáåhĴŎsŒŔĶĬıŘsĘ技術Ĉ
適用ÍÕĩŉ流入量予測úěsı操作支援àßäĩŉ管理
支援機能Ĉ併設Ïā予定Ý¸āg
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情報伝送
装置

IP ネットワーク

飯梨川
第一
（発）

飯梨川
第二
（発）

飯梨川
第三
（発）
①

飯梨川
第三
（発）
②

三成
（発）

三成
ダム

逆調
整池

含む
加倉水位
・鳥上雨量
・八川雨量

東部各電気所子局

布部
ダム

志津見
（発）

八戸川
第一
（発）

八戸川
第二
（発）

三隅川 御部
（発） （発）

浜田川
（発）

木都賀
ダム

勝地
（発）

矢原川
（発）

含む
浜田ダム
管理所

含む
弥栄雨量
・
安城水位

含む
勝地
堰堤

八戸川
第三
（発）

西部各電気所子局
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電力会社向け水力発電所用新型遠方監視制御装置
富士電機åh中小規模発変電所Ĉ対象áÍÕ電力会社向

図

水力発電所用新型遠方監視制御装置の構成図と外観

Ç新型遠方監視制御装置Ĉ開発Í納入Ĉ開始ÍÕg
親局システム

新型 MPUSTDÞ汎用œŋsı PIOPROGRESSIO
Ĉ採用Íh実装容量å制御 100POSh数値制御 4 量h表示

TC 装置

440POSh計測 48 量Ý¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

小型化}前機種ä 30 % 小型化~

⑵

多様à伝送仕様}ĞčĘœĬĘhHDLChIP~

⑶

ŊŜįĳŜĢĺĶŔáþĀİsĨ表示j設定Â容易

⑷

部品点数削減áþā故障率低減}前機種ä 50 % 以下~

IP 通信

HDLC/ サイクリック伝送
モデム

MPU

ネットワーク
I/F

モデム I/F

ネットワーク
I/F

DI・DO I/F

RAS ĤsĿ時間短縮}前機種ä 10 % 以内Ý対応可~
RAS 情報ä充実}詳細情報İsĨä採取ø可能~

⑺

ĦľıďĐċ変更Ý HDLC Áÿ IP îä対応Â容易

汎用 PIO
ユニット MPU

制御出力
リレーユニット

変換器

⑸
⑹

STDMPU
ロジック部

外線端子
ユニット

制御

表示

メンテナンス
パネル

電源部

電源供給
DC110 V

電源ユニット
DC110 V/DC24 V

Ry

計測 数値
制御

大規模ガスパイプライン監視システム
天然ĕĢåhĘœsŜđĶŔėsÞÍÜ注目ËĂÜÀĀh

図

パイプライン監視システムの構成

国内áø数少àºÂĕĢ田Â¸āgÉÉÝ生産ËĂāĕĢ
［第1プラント］

å気体äôôĺčŀŒčŜÝ輸送ÏāÉÞÂ多ºg

サーバ
二重化

苫小牧市á¸ā勇払ĕĢ田Áÿ札幌地区áĕĢĈ供給Ï

監視
クライ
アント

プリンタ

āĺčŀŒčŜÂ¸ā JFE đŜġĴċœŜę株式会社経

監視
クライ
アント

メディア
コンバータ

čŀŒčŜä監視制御ĠĢįŉĈ納入ÍÕg

IDU

光
ファイバ

メディア
コンバータ

ルータ

［第2プラント］
メディア
コンバータ

監視
監視
クライ クライ
アント アント

サーバ
二重化

メディア
コンバータ

由Ýh石油資源開発株式会社áhÉä勇払 ･ 札幌間ĕĢĺ

光
ファイバ

本ĠĢįŉÝåh天然ĕĢä安定供給Ĉ行¼Õ÷ĺčŀ

プリンタ

メディア
コンバータ
メディア
コンバータ

ルータ

IP-VPN

ŒčŜä状態Ĉ集中監視ÏāgĺčŀŒčŜá沿ÙÜ子局

現場用監視パソコン

}冗長化 PLC~Ĉh勇払ŀŒŜı中央監視室á監視操作用

ルータ

ルータ

IDU

ルータ

IDU

ä計算機ĠĢįŉ}冗長化ĞsĹ~Ĉ設置ÍÜºāg特徴
ÞÍÜh機器ä二重化á加¾Ü通信回線Ĉ IP-VPN 回線
Þ衛星通信Ý二重化ÍÜÀĀh汎用性Þ信頼性ä向上Ĉ

一般子局×7

重要子局×5

北広島受渡設備

図ÙÜºāg

風力用電力安定化装置
風力発電普及ä課題Ý¸ā出力変動抑制åh連系Ïā電

図

風力用電力安定化装置

力系統ä電力品質Ĉ安定á維持ËÑā上Ý必須ä技術Ý¸
āg株式会社ďčŜĺŘsä西目風力発電所áÜ 2007 年

電力系統

風力用電力安定化装置

8 月Áÿ実運用ÝäľČsŔĲ実証試験Ĉ行ºh商用機Þ
有効電力指令値

有効電力

ÍÜ製品化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

無効電力

単機容量 750 kVA ä大容量Ý片方向 96 % 以上ä高効
率čŜĹsĨĈ複数台一括制御Íh大出力ŀŒŜıîä
適応Â可能Ý¸āg

⑵

電圧

750 kVA
双方向
インバータ

無効電力指令値
システム
コントローラ

周波数

風力発電機

有効電力指令値
無効電力指令値

750 kVA
双方向
インバータ

3 ŕłŔ PWM 方式čŜĹsĨĈ採用Íh高調波含有
率ÂĕčĲŒčŜä 1/2 以下Ĉ達成ÍÕg

⑶

高圧同期機能Ĉ付加ÏāÉÞáþĀh系統Þä連系時
á発生Ïā連系変圧器ä励磁突入電流áþā瞬時電圧低

下Ĉ抑制ÍÕg

750 kVA双方向インバータ

二次電池

二次電池

数分〜数十分
周期の出力
変動を安定化

数分〜数十分
周期の出力
変動を安定化
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中部電力株式会社向け三河変電所１：N 形回線単位制御盤
中部電力株式会社 三河変電所á 1kN 形回線単位制御盤

図

1：N 形回線単位制御盤

図

システムの構成

}DAC~Ĉ製作Í納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

275 kV 系最大規模ä変電所Ý¸Āh3 電圧階級h1k
N 装置 10 面hDAC66 面ä大規模ĠĢįŉÝ¸āg

⑵

三河変電所系統á接続ËĂāľœĬĔ負荷対策ÞÍÜh

ľœĬĔ対策付Ã電圧調整}90~œŕsĈ開発Í採用Í
ÕgôÕh標準ÞľœĬĔ対策付Ãä 2 種類ä 90 œŕs
Ĉ実装ÍhľœĬĔ負荷ä母線接続状態Ĉ判別ÍÜ 90 œ
ŕsä選択h運用Ĉ自動切替¾Ïā制御方式Ĉ構築ÍÕg
⑶

EthernetLAN Ý結合ËĂÕ運用保守 LAN ĠĢįŉ
á接続ÏāÕ÷ Web HI 方式Ĉ採用ÍÕgÉĂáþĀh
遠方Áÿä運転j保守支援情報ä確認Ĉ可能ÞÍh保守
ä効率化Ĉ実現ÍÕg

大規模製造施設向け瞬時電圧低下監視システム
液晶工場ú半導体工場àßÝåh電圧ä一時的à低下Â
製品ä品質á影響Ĉ及òÍÁãàºÉÞÁÿ電圧ä安定性
á対Ïā要求Â高ôÙÜºāg

計測箇所の例
ⓐ受電点
ⓑ一般負荷母線
ⓒ重要負荷母線

a

特別高圧受電

富士電機åh瞬時電圧低下}瞬低~監視ĠĢįŉá次ä

VT

計測装置

機能Ĉ付加Íh大規模à製造施設áÀºÜø安全á安心Í
⑴

④データ
取込み

瞬低情報Ĉ施設管理ĠĢįŉàßîœċŔĨčŉá配
信Ïā機能

⑵

瞬低補償装置
c

áþā電圧低下ä予兆Ĉ検出Ïā機能

VCT

光LAN
瞬低監視
②予兆の検出
予兆監視
トリガ配信/受信
波形記録
電力諸量記録

瞬低補償装置ä記録İsĨĈ取Ā込ö機能

特定小電力無線方式自動検針装置

①情報の
配信

計測装置

計測装置Ý一斉á電圧波形Ĉ記録Ïā機能

電力会社ä自動検針å大口äÀ客ËôÁÿ始ôĀh高圧

施設管理
システムなど

計測装置

光LAN

6.6 kV補償負荷

¸ā計測装置Ýä瞬時低下ú予兆検出時áhÏïÜä

⑷

VCT

6.6 kV一般負荷

従来ä実効値演算方式á加¾h電圧波形äèÐõàß

⑶

③トリガ情報の配信

b

Ü活用ºÕÖÇāĠĢįŉÞÍÜ機能向上Ĉ図ÙÕg

瞬低情報の送信

サーバ

瞬低警報
時系列記録
波形データ保存
電力諸量記録

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.
（59）
.

図

特定小電力無線方式自動検針システム構成

äÀ客ËôôÝä導入Â進ĉÝºāg今後å需要家数ÞÍ
Ü膨大Ý¸ā低圧äÀ客ËôÂ対象ÞàāgÉäÕ÷通信

公衆網

線工事Þ無線局免許Â不要à特定小電力無線自動検針装置
Ĉ開発ÍÕg低圧äÀ客ËôäŊsĨá無線機}子機~Ĉ

コンセントレータ
センター装置

電柱

接続Íh半径約 100 m äđœċÊÞá公衆網àßá接続
Ïā通信媒体変換器}ĜŜĤŜıŕsĨ~Ĉ設置ÏāgĤ
ŜĨs装置ÁÿĜŜĤŜıŕsĨĈ経由Íh遠隔ÝŊsĨ
ä検針値Ĉ収集ÏāgĠĢįŉäĢœŉ化ÁÿĜŜĤŜı
子機 2

ŕsĨ設置台数Ĉ削減ÏāÕ÷h管理ÝÃā子機台数ä拡
大Ĉ図ÙÕg遮蔽}Íùîº~物áþā通信ÂÝÃàº区間
Ĉ回避ÏāÕ÷h子機間Ý最大 2 段ôÝ中継Ĉ可能áÍÕg
目下h水道hĕĢîä適用ø含÷Ü標準化Ĉ進÷Üºāg
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子機 1

子機 4

子機 3
半径 100 m 以内
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産業分野向けエネルギー管理システム
富士電機åh製造管理ĠĢįŉMainGATE/Process

図

エネルギー管理システム構成

ä中ä実績分析ĺĬĚsġPPA}Process Performance
Analysis~
Ĉ用ºÕđĶŔės管理ĠĢįŉĈ提供ÍÜ

エネルギー管理 ＋ 製造情報管理
分析・評価グラフ

EMS

ºāgÉäĠĢįŉåh①đĶŔės計測}消費đĶŔ

工場エネルギー
分析管理システム

ės分析~
h②đĶŔės監視}設備ä動作分析j性能分

エネルギー
情報

設備稼動
情報

期間指定
自動出力

＋生産量

析~
h③đĶŔės原単位管理àßä機能Ĉ実現ÏāÕ÷
á数十種類ä分析j評価ęŒľ}įŜŀŕsı~Ĉ用意

監視システムなど

ÍÜÀĀhĔĢĨŇčģÂ容易Ý¸āgôÕhEUC}End
エネルギー監視

製造情報

User Computing~ä思想á基ÛºÜ開発ÍÕĠĢįŉà
DCS＋
MES

for EM

äÝh導入後áŏsğáþāĜŜįŜĭä追加úŊŜįĳ
ŜĢÂ可能Ýh継続的à省đĶŔės活動Ĉ強力áĞņs

エネルギー計測
フィールド機器

ıÏāgÓÍÜhĠĢįŉäēsŔ Web 化áþĀhºÚ

受配電
設備

ÝøßÉÝøđĶŔės情報ú設備稼動情報àßÂ見¾ā

コンプ
レッサ

給排水
設備

ボイラ

生産
設備

製造ライン

環境Â実現ÝÃh効率ä良ºĠĢįŉ運用Â可能Þàāg

製造品質傾向分析システム
製造品質傾向分析ĠĢįŉMainGATE/SPCåh製

図

品質予測・モデル検証画面とオンライン品質傾向監視画面

図

医薬品製造品質管理用工程分析システム

造ŖĢ低減ú製品品質向上h歩留Ā改善àßä支援Ĉ目的
ÞÍÕĦľıďĐċĺĬĚsġ製品Ý¸āg本製品åh次
á示Ïä二Úä機能Ĉ持ÙÜºāg
⑴

品質解析/予測ĠňŎŕsĠŐŜ機能}MSPC~

多量ä製造実績情報Þ製品品質ú製造ŖĢÞä因果関係
Ĉh多変量解析äŋİŔĈ用ºÜ{簡単à操作|Þ{数値
}寄与ŀŖĬı~
|Ý{見¾ā化|Ĉ実現Ïā機能
⑵

ēŜŒčŜ品質傾向監視機能}ēŜŒčŜ SPC~

QC 管理手法Ĉ用ºÜ製造ŀŒŜıáÀÇā品質挙動ä
傾向ĈœċŔĨčŉá監視Íh一定期間á¸ÿÁÎ÷指定
ÍÕ傾向Â発生ÍÕ時点ÝċŒsŉĈ発報Ïā機能àÿé
á過去ä品質挙動ä傾向Ĉ検索j閲覧Ïā機能

医薬品製造品質管理用工程分析システム
医薬品製造業界åhFDA}米国食品医薬品局~ĕčĩ
ŜĢhICH}日米 EU 医薬品規制国際調和会議~ĕčĲŒ
医薬品製造工程分析システム

čŜàßþÙÜhþĀ進ĉÖ製造品質管理Â求÷ÿĂÜº

工程分析用パソコン

āg富士電機Ýåh以前Áÿ取Ā組ĉÝÃÕ医薬製造向Ç
ä検査装置ú監視制御ĠĢįŉh搬送装置hĘœsŜ化技
術àßä実績Ĉ背景áh今回h医薬品製造工程内Ý使用Ï
ā PAT}Process Analytical Technologyk工程分析技術~

Ethernet
監視制御用
コントローラ

NIR（近赤外分光分析装置）
システム

Ĉ用ºÕ工程分析ĠĢįŉĈ開発ÍÕgÉĂåhNIR}近
赤外分光分析装置~áÜh水分量àßä重要品質特性İs

カラーレーザ
プリンタ

記録計
Ethernet

操作表示器
コントローラ
ネットワーク

ĨĈčŜŒčŜÝ取得Íh¸ÿÁÎ÷設定ÍÕ目標値Þä
差異Ĉ演算Ïāg重要工程ĺŒŊsĨĈ監視制御用ĜŜı
ŖsŒáÜľČsĲĹĬĘ制御Ĉ行ºh製品品質Ĉ一定á

現場機器
各種測定器など

造粒乾燥機など

保ÚĠĢįŉÝ¸āg今後åŏsğ}製薬会社~ÞÞøá
生産ŒčŜÝä分析j制御ķďĸďĈ蓄積ÍÜºÅg
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エネルギーセンタ計測制御システム
近年hCO2 削減àßä環境問題Ý重要à位置付ÇÞàÙ

図

エネルギーセンタ計測制御システムの構成

ÜÃÕđĶŔėsĤŜĨÝåh製鉄所全体äđĶŔėsä
【エネルギーセンタ DCS 既設システム】
MICREX-PⅢ

省力化Þ安定供給äÕ÷á集中管理Ĉ行ÙÜºāg

【エネルギーセンタ更新システム】
MICREX-NX
OS クライアント

OCS-1500

富 士 電 機 Ý åh1990 年 代 á 納 入 Í Õ đ Ķ Ŕ ė s Ĥ Ŝ

EWS-500

Ĩ 計 測 制 御 Ġ Ģ į ŉMICREX-PⅢ  åh 約 20 年 Â 経
DBS-1500

過ÍÜ保守}予備品確保~Â困難àÕ÷áh最新機種ä

OCS OCS OCS

ターミナルパス
：100 Ｍｂｐｓ

DBS DBS

MICREX-NXîä更新Ĉ行ÙÕgÉä既設ĠĢįŉ

既設光ケーブル

å 20 数台äĜŜıŖsŒ}PCS~Â接続ËĂÕ大規模Ýh

OS サーバ

既設データウェイ（DPCS-F） 重畳ユニット
：10 Ｍｂｐｓ

ÁÚ長期停止Â困難àĠĢįŉÝ¸āÕ÷áh既設ä光
ĚsĿŔĈ流用Ïā重畳ŏĴĬı}既設ĶĬıŘsĘÞä

PCS

PCS

PCS

PCS

プラントパス
：100 Ｍｂｐｓ

PCS

更新
AS

共存ěsıďĐč~Ĉ開発ÏāÉÞÝh既設ĠĢįŉá影
響Ĉ与¾āÉÞàÅ部分更新Ĉ行¼ÉÞÂÝÃÕg今後å
環境問題áËÿá貢献ÝÃā最適àĠĢįŉä提案Ĉ行Ù

動力設備

電力設備

用水設備

：重畳ユニット

ÜºÅg

鉄鋼向け計算機制御システム
鉄鋼業界Ýåh操業ä監視h自動化Àþé製品品質ä向

図

計算機制御システムの構成

上Ĉ目的ÞÍÜhŀŖĤĢ計算機制御ĠĢįŉĈ導入ÍÜ
上位計算機

ºāg最近ä経済状況Áÿ計算機制御ĠĢįŉä設備投資
ø抑¾ÿĂÜºāg

上位ＬＡＮ

富士電機åhēŃŕsĠŐŜä効率Ĉ高÷Üh安定ÍÕ

A 設備プロセス
計算機

操業ĈĞņsıÏā鉄鋼向Ç計算機制御ĠĢįŉĈ納入Í
Õg

稼動系

開発系

端末系
ＬＡＮ

本ĠĢįŉå設備ä状態ĈŋİŔ推定áþĀ同定ÍhÓ

DB
サーバ

B 設備プロセス計算機

MODEL
サーバ

稼動系

開発系

制御系
LAN

ä同定結果ĈęŒľČĔŔá表示ÏāÉÞÝ視認性Ĉ高÷h
監視作業Ýä判断Â正確ÁÚĢĽsİČá行¾āgôÕē

A 設備用
端末 ×6

ŃŕsĨåh今回納入ÍÕ設備ä表示端末ÖÇÝàÅh既
制御装置 ８回線
（ＤＣＳ/ＰＬＣほか）

存設備ä端末Ýø相互á必要à情報Ĉ表示ÝÃāäÝh監

モデル推定
結果グラフィ
カル表示例

B 設備用
端末 ×6

事務所用
端末 ×2

端末を共有し，両設備の操業情報を相互表示

視作業ä効率化Â図ĂÕgOS áå Linux Ĉ採用ÍhĠĢ
įŉä保守性ú信頼性Ĉ高÷Üºāg

株式会社 ADEKA 向け化学プラント計測制御システム
化学分野Ýå高付加価値素材ä需要ä高ôĀÞÞøáh

図

化学プラント計測制御システムの Excel ファイル操作

製品納入先Áÿä品質要求Â厳ÍÅàÙÜÃÜºāg
富 士 電 機 åh 株 式 会 社 ADEKA 鹿 島 工 場 ä 化 学 品 製
造ŀŒŜıä更新áh中小規模向Çä計測制御ĠĢįŉ

ダウンロードの流れ
監視用パソコン 監視用パソコン
（FOCUS） （FOCUS）

FOCUS-JupiterĈ納入ÍÕg従来hĺĶŔ計装áþā

①品種パラメータ元データを手入力
②設定データ範囲内チェック
③ダウンロード
品種パラメータシート

運用Ýåh運転ĺŒŊsĨÂ多Å複雑àÕ÷h本ĠĢįŉ
TAG NO. ○○○

Ýå随時元İsĨÞ照合Ĉ行ºÚÚ安全性áø考慮ÍÕ設

パターン

Ethernet

計Ĉ行ÙÕg従来hēŃŕsĨÂĺĶŔ操作Ý設定j変更
ÍÜºÕ数十種類ä品種ĺŒŊsĨĠsıĈh監視ĺĦĜ

ステーション 1

ステーション 2

ŜFOCUSä Excel ľĊčŔ操作áþĀ設定監視ÝÃ

データ照合の流れ

āþ¼áÍÕgĜŜıŖsŒ内部ÞäİsĨ照合機能Ĉ持
×h利便性h安全性Ĉ満足ËÑÕĠĢįŉĈ実現ÍÕg
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021
10 ＸＸＸＸ999
20 ＸＸＸＸ999
30 ＸＸＸＸ999
40 ＸＸＸＸ999
50 ＸＸＸＸ999
60 ＸＸＸＸ999
98 ＸＸＸＸ999
99 ＸＸＸＸ999

MICREX-SX
Jupiter
（二重化）

MICREX-SX
Jupiter
（二重化）

①入力ツール起動
②整合チェック
③MICREX-SX にダウンロード
④パラメータデータの表示
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FDA 21 CFR Part11 対応中小規模医薬品向け計測制御システム
医薬品分野ÝåhFDA}米国食品医薬品局~21 CFR

図

中小規模医薬品向け計測制御システムの構成

Part11 á代表ËĂā ER/ES}電磁的記録j電子署名利用~
対応ú国内ä薬事法áÀÇā日本版 ER/ES 指針対応

上位
サーバ

áÀºÜh製造過程áÀÇā製造情報ä改ÌĉúĠĢįŉ

指紋認証
マウス

ターミナルバス

îä不正ċĘĤĢàßĈ防ÆÉÞÝ製品ä安全Ĉ確保Ïā

Simatic Batch

CAS

タイムサーバ
システム時刻同期
GPS，FM，
電話回線など

計測制御ĠĢįŉÂ要求ËĂÜºāg今回hĹĬĪĞsĹ

ES

Ĉ不要ÞÏā 21 CFR Part11 対応中小規模医薬品向Ç計

OS サーバ
（二重化）

OS クライアント

ゲートウェイパソコン

プラントバス

測制御ĠĢįŉĈ確立ÍÕg
本ĠĢįŉåhĠĢįŉîäċĘĤĢ権限Ĉ権限種別j

MPU

権限đœċÊÞá設定ÍhĠĢįŉ内äĤĖŎœįČĈ確

I/O

保Íh電子署名機能áþĀh
{ºÚ|
{誰Â|
{ßÉÝ}操

PLC

MPU

MPU

MPU

I/O

I/O

I/O

動力盤

カードリーダ

作端末h画面~
|
{何Ĉ|
{ßäþ¼á|
{操作理由|àßä
電子記録Ĉ残Ï機能Ĉ持×hFDA 21 CFR Part11 á対応

発信器・操作端・動力負荷

ÍÕ計測制御ĠĢįŉMICREX-NXĈ提供ÍÜºāg

中小規模制御システムプラットフォーム
中 小 規 模 制 御 Ġ Ģ į ŉ ŀ Œ Ĭ ı ľ Ē s ŉ åh 各 種

図

中小規模制御システムプラットフォーム

SCADA ĈċĲčŜÍÜ動作ËÑāÉÞĈ可能ÞÍÕ中
小監視制御ĠĢįŉÝ¸āg具体的áåhiFIX łsĢä
SIRIUS
hCitectSCADA

Web 表示

łsĢäPartner-ITÀþé

InTouch łsĢäFOCUSàßĈċĲčŜÍh既設資
産ä継承Â容易á実現ÝÃāg

異常情報などの
メール配信

ôÕh各種 SCADA á依存Íàº Web ĿŒďğÝäŀ
ŒŜı画面áþĀh各拠点áÀÇā広域Ýä監視j操作Â

既設システムの資産継承

可能Ý¸āg専用đİČĨÝä編集á加¾h汎用ä豊富
à Web ĜŜņsĶŜı部品ä使用áþĀh分ÁĀúÏÅ
視認性ä良ºŀŒŜı画面ÞÏāÉÞÂ可能Ý¸āgôÕh
異常情報àßäŊsŔ配信機能úhWeb Ğčı表示ø備

「SIRIUS」
(iFIX)

¾h多用途áø使用ÝÃāg

「Partner-IT」
(CitectSCADA)

「FOCUS」
(InTouch)

スケーラブルな「かんたん計装システム」
ÁĉÕĉ計装ĠĢįŉåhHMI ÂŀŖęŒŇĿŔ

図

かんたん計装の従来システムとスケーラブルなシステム

操作表示器}POD~
hPLC ÂMICREX-SXä構成Ýh
PID 調節計àßä計器機能Ĉ簡単àđŜġĴċœŜęÝ構

従来システム

スケーラブルなシステム
【現場 A】

【中央監視室】

築ÏāÉÞÂÝÃāg

SCADA

【現場 B】
・・・・

従 来 ä Ġ Ģ į ŉ 構 成 åhHMI Þ PLC Â 1 対 1 接 続 ä
ĢĨŜĲċŖŜĠĢįŉÝ¸ÙÕg新ÍÅ n 対 m 接続ú

POD
（MONITOUCH） SCADA 接続
1 対 1 接続

n 対 m 接続

SCADA Þä接続Ĉ可能áÏāÉÞÝhĢĚsŒĿŔÝ柔
軟àĠĢįŉ構成Â実現ÝÃāgôÕhPID 調節計機能Ĉ
入力処理h演算処理h積分処理h出力処理ä四ÚäľĊŜ
ĘĠŐŜĿŖĬĘ}FB~á分割ÍÕÉÞÝh計器機能ä
ĔĢĨŇčģÂ簡単áÝÃāþ¼áàÙÕg
小規模à計装ĠĢįŉîä新規適用á加¾hSCADA Þ
ä共存úh更新時期Ĉ迎¾ÕŔsŀĜŜıŖsŒä置換¾

PODn

POD1

・・・・
MICREX-SX
PID 調節計機能 FB

PLC1

MICREX-SX

PLCm

PID 調節計機能 FB
無分割 FB

4 分割 FB

＋
機能のカスタマイズが容易

áø対応Â可能àĢĚsŒĿŔ性Ĉ併Ñ持ÕÑÕg
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インダストリオートメーション
高速モーション制御向けコントローラ「SPH3000」
MICREX-SX ĠœsģáÀºÜ IEC 61131-3 準拠

図

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.
（54）
.

ベースボード搭載の「SPH3000」

äŀŖęŒňŜęàßä特徴Ĉ継承ÍàÂÿhŋsĠŐŜ
制御jĠsĚŜĢ制御ä高速化j高精度化j高機能化Ĉ実
現ÍÕĜŜıŖsŒSPH3000Ĉ開発ÍÕg
800 MHz 動作ä高性能ŇčĜŜh高速同期型ŊŋœĈ
搭載Íh任意ŀŖęŒŉäĖŌĬĠŎ常駐化h実行ĜsĲ
最適化àßä高性能化技術áþĀh従来ä富士電機ä最速
機種SPH300á対ÍhĠsĚŜĢ制御ä実行時間łs
ĢÝ 3 倍速Ĉ実現ÍÕgÉĂáþĀĠsĚŜĢŀŖęŒŉ
16 kstep ÞhĞsŅ 27 軸äŋsĠŐŜ制御ä同時制御Ĉ
2 ms 周期Ý実行可能Ý¸āgËÿáhŏsğİsĨŊŋ
œĈ 2 MWord 搭載ÍÜÀĀh高速数値演算機能Þ合ąÑ
āÉÞÝ高度àİsĨ処理ø実行可能Ý¸āg

直感的に使えるプログラミング支援ツール「SX-Programmer Standard V3」
MICREX-SXäŀŖęŒňŜę支援ĭsŔSX-

図

本支援ツールのプログラミング画面例

Programmer Standard V3Ĉ開発ÍÕg本支援ĭsŔåh
ĭsŔĹsäŊĴŎs構成úŅĨŜ配置hĖsŅsĲ入力
方法àßä改善áþĀhŇĴŎċŔàÍÝø直感的á操作
ÂÝÃāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ŀŖęŒŉ作成方法å従来äĕčĩŜĢ方式áhĴs
ŋĴĬĘ方式ÞĠŜŅŔäŅĨŜ入力方式Ĉ加¾hŏs
ğäĢĖŔú習熟度á応ÎÜ最適à方式Â選択ÝÃāg

⑵

ŀŖęŒŉú回路ä検索Þ絞込õÂh回路ľČŔĨú

ĘŖĢœľĊŕŜĢàßä検索条件Ĉ細ÁÅ設定ÏāÉ
ÞÂÝÃāäÝh簡単á速ÅÝÃāg
⑶

操作Ý必要àďČŜĲďĈ併設ÝÃāäÝhďČŜĲ
ď切換¾Â簡単ÝhİĢĘıĬŀÂ使ºúÏºg

既設コントローラ「MICREX-FⅡ/FⅢ」の設備更新ツール
既設設備á搭載ËĂÜºāMICREX-FⅡ/FⅢĠĢį
ŉ
}FⅡ/FⅢ~ÁÿMICREX-SX ĠĢįŉ
}SX~î
ä置換¾Â簡単á実現ÝÃā設備更新ĭsŔĈ開発ÍÕg
本ĭsŔåhFⅡ/FⅢä入出力ŋġŎsŔäčŜĨľĐs
ĢĈ SX äčŜĨľĐsĢá変換Ïā変換ċĩŀĨÞhÓ
ĂÿĈ固定ÍÜ SX Ĉ設置Ïā標準架台ÞÝ構成ËĂāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

FⅡ/FⅢä各入出力ŋġŎsŔá接続ËĂÜºā既設

ä配線ĈÓäôô活用ÝÃh配線作業ÞÓä確認hàÿ
éá試運転á要Ïā時間Â大幅á短縮ÝÃāg
⑵

既設設備ä取付Ç穴ĈÓäôô利用ÍÜ標準架台Â設

置ÝÃh既設設備îä追加加工Â不要Ýh既設ä設置面
積ÝœŀŕsĢÂ可能Ý¸āg

48

図

「MICREX-SX システム」への設備更新ツール

富士時報

オートメーション

Vol.83 No.1 2010

ソシオオートメーション
施設管理に寄与するビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）
富士電機åh利用者îä快適à時間Þ空間ä提供h施設

図

施設全体を管理する中央監視システムと BEMS の構成

Ĉ長期áąÕĀ高º価値Ý維持ÏāÉÞĈ目的áh施設Ĉ
構成Ïā設備全体ĈŋĴĨœŜęÏā中央監視ĠĢįŉÞ

施設の全設備を対象とした中央
監視システムとビルエネルギー
マネジメントシステム
（BEMS）の構成

ļŔđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}BEMS~ä提案Ĉ

中央監視システム

ＢＥＭＳ

施設の全設備
監視データの収集と設定
制御

設備毎エネルギー使用量
の見える化

監視・制御

エネルギー使用量

進÷Üºāg中央監視ĠĢįŉåh電気設備ú空調設備h
給排水設備h照明設備h防災設備h昇降設備h駐車場設備h

■電気設備監視

ĤĖŎœįČ設備h情報通信設備àß施設全体ä設備ä稼

■空調設備監視制御

稼動状態，故障情報

電力使用量

稼動状態，故障情報，
設定制御

電力使用量，
循環水量・温度

■給排水設備監視

動情報ÞđĶŔės使用量Ĉ収集ÍhđĶŔėsŇĶġŊ

稼動状態，故障情報

排水量，中水処理量，
ガス使用量
電力使用量

■照明設備監視制御

ŜıÞ機器äŊŜįĳŜĢá必要àİsĨĈ BEMS Þ共

稼動状態，故障情報，
設定制御

■防災関連設備監視

稼動状態，故障情報

電力使用量

有ÏāgÉĂáþĀh運用ĜĢıúđĶŔės消費h設備

■昇降機関連設備監視

稼動状態，故障情報

電力使用量

更新àßäŒčľĞčĘŔŇĶġŊŜıĈ長期áąÕĀ支

■駐車場関連設備監視

稼動状態，故障情報

電力使用量

援Íh相反ÏāįsŇÝ¸ā{快適性|Þ{環境á配慮Í

■通信設備監視

稼動状態，故障情報

電力使用量

Õ施設運営|Ĉ実現Ïāg

■セキュリティ設備監視

稼動状態，故障情報

電力使用量

農業分野向けソリューション「Smile AGRI」の「モバイル生産履歴管理システム」
2003 年á施行ËĂÕ農薬取締法ä改正áþĀh農

図

「モバイル生産履歴管理システム」の概要

業生産者å生産段階áÀÇā{農薬使用基準ä順守àÿé
á生産履歴記帳|Ĉ義務付ÇÿĂÕgÍÁÍh繁忙Ĉ極÷

生産者

農業団体
データの収集

データの提出

ā生産現場ÝåÓä取組õĈ 100 % 徹底ÍÃĂàº実情Â
¸Āh喫緊ä課題ÞÍÜ対策Â求÷ÿĂÜºāg

安全な農作業
安心を記帳

富士電機Â提供Ïā農業分野向ÇĦœŎsĠŐŜ
Smile

記帳内容確認

農薬自動チェック
現場での記帳

AGRIÝåhŋĹčŔ端末ä利用áþĀh作業現場áº

情報管理
記帳実績
（生産履歴） フィードバック

農薬データベース
過去の防除履歴

自動対比

àÂÿáÍÜ効率的á最新ä農薬使用基準ä確認Þ実績登

効率的な収集
容易な管理

録Ĉ可能ÞÏāŋĹčŔ生産履歴管理ĠĢįŉĈ提供

マスタ

ÍÜºāg
ÉĂáþĀh農薬使用基準ä誤認識áþā事故ú記帳漏

最新農薬データ
分析データ

最新農薬データの取得

ĂĈ防止Íh安全à生産ŀŖĤĢä実現Þ消費者îä安心ä
農薬データ・分析データの配布

提供Ĉ支援Ïāg食ä安全j安心ä一翼Ĉ担¼仕組õÞÍÜh
現在h国内約 500 名ä農業生産者áþÙÜ利用ËĂÜºāg

環境システム「グリーンユース」
ęœsŜŏsĢkGreenUSEå各種ĤŜĞä計測情

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.
（17）
.

図

全社的な環境データの

見える化

報Ĉ収集ÍhÓä後ä手続Ãú判断ä効率化Ĉ支援ÏāĠ
ĢįŉÝ¸āg富士電機ä得意分野Ý¸ā DCS úĤŜĞ

エネルギー計測〜省エネルギー活動

àßh現場ä環境jđĶŔėsä情報ĈŘsĘľŖsÞº

データ収集

データ計測

¼共通ŀŒĬıľĒsŉá取Ā込õh全社ä環境判断ú基

エネルギー把握

②計測データ集計

準ÞÍÜ提供Ïāg報告書ú省đĶŔės対策ä履歴øđ

環境報告書作成・承認
環境報告書

エネルギー使用量

③エネルギー使用量の把握

④環境報告書作成

省エネルギー活動の見える化
①エネルギー計測

ļİŜĢÞÍÜ{GreenUSE ĖŌļĶĬı|á共有管理
Ïāg企業ä基幹ĠĢįŉá現場äđĶŔės使用実績Ĉ
提供Íh環境報告業務ä効率向上Ĉ実現ÏāøäÝ¸āg
例¾æh電力量àßäđĶŔės計測値å各工場ú事業
所þĀ自動収集Íf定期報告書ä承認İsĨÞÍÜŘsĘ
ľŖsÝ流ÏgĕĢ分析計àßä安全j安心áÁÁąāċ
ŒsŉåhœċŔĨčŉá企業内ä関連組織á情報伝達Ĉ

環境報告書作成・承認フローイメージ
環境報告書作成・承認ワークフローシステム
統括部門責任者

各事業所

全社環境委員

政

事業責任者

府

本社
作成

申請

北関東工場

提出
環境報告書

経済産業省

・
・
・

郡山工場

承認

GreenUSE キャビネット

行ºh企業ÞÍÜä判断Ĉ支援ÏāÉÞÂÝÃāg
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一元的な文書管理システム
政府Â推進Ïā文書管理業務ä業務jĠĢįŉ最適化計

図

一元的な文書管理システム

の概要

画á基ÛÃh政府全体Ý利用Ïā{一元的à文書管理ĠĢ
įŉ|Ĉ受注Íh開発ÍÕg

国の文書管理業務システムの全体最適化
全府省のシステムの統合化による運用コストの低減化
業務機能のシステム化範囲拡大，操作性の向上，職員にとっての
利便性向上

本ĠĢįŉåhÉĂôÝ各府省Ý個別á導入ÍÜºÕ文
書管理ĠĢįŉĈ統合j最適化ÏāÉÞÝh行政文書事務

最適化前

最適化後

各府省庁が個別に文書管理システムを導入

全府省で文書管理
システムを統合化
（一元的な文書管理システム）
A省
B省
Z省

ä効率化j高度化Ĉ実現Íh政府機関áÀÇā電子決裁ú
電子文書ä保存j管理Ĉ一元的á行¼ĠĢįŉÝ¸āg

A省

B省

Z省

本ĠĢįŉä開発åh富士電機ä共同利用型文書管理Ġ
最適化

ĢįŉäĺĬĚsġĦľıďĐċĈłsĢáh大規模ĠĢ
įŉ構築技術Àþé業務ċŀœĚsĠŐŜ開発技術Ĉ結集
文書
管理

ÍÕøäÝ¸āg高ºŏsğļœįČh汎用性ÀþéĤ

電子
決裁

文書 ・・・
管理

・・・

電子
決裁

ĖŎœįČ機能Ĉ兼ã備¾Üºāg

文書管理
電子決裁基盤

A省
データ

B省
Z省
・・・
データ
データ

環境放射線サーベイ車
原子力施設周辺ä環境放射線ŋĴĨœŜęáåh地域住

図

環境放射線サーベイ車

民ä安全j安心äÕ÷á高ºĴsģÂ¸āg通常å固定式
ŋĴĨœŜęņĢıàßÝ測定ÏāÂh固定式ä測定器Ý
å測定ÝÃàº地点å移動式ä環境放射線Ğsłč車Ý実
施Íh緻密}×õÚ~à観測áþĀ地域ä安心Ĉ確保ÍÜ
ºāg富士電機åh新型ä環境放射線Ğsłč車Ĉ青森県
六ş所村ä日本原燃株式会社 環境管理ĤŜĨsá納入Í
Õg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

高ŕŜġŋĴĨÀþé β 線ĕĢŋĴĨáþā再処理

施設特有ä測定機能ä追加
⑵

操作j表示機器ä集約Àþé機器配置h測定動線ä最
適化áþā測定作業性ä向上

⑶

４WD ÀþéđċĞĢŃŜĠŐŜä導入áþā低振動
化Þ雪道走行îä対応

高感度環境放射線サーベイメータ
放射線管理区域内Ýä作業環境ä線量率測定作業ä改善
á向ÇÜh高感度環境放射線}γ 線~ĞsłčŊsĨĈ
製品化ÍÕgÉĂåh応答時間Ĉ当社比 3 倍以上á速÷Ü
測定時間Ĉ短縮Íh軽量化ÍÜ操作性Ĉ改善ÍÕøäÝ¸
āg2010 年 3 月áå第 2 弾ÞÍÜ環境線量計Ĉ投入Í測
定İsĨä電子化á対応Ïāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸
āg
⑴

ĹĬĘęŒďŜĲ}0.1 μSv/h~Áÿ 999 mSv/h ôÝ
ä広º測定範囲

⑵

ĔŒs有機 EL 表示器áþĀ暗所áÀÇā優ĂÕ視認
性Ĉ確保

⑶

測定値äŊŋœ保存Þ赤外線通信áþāİsĨ伝送

⑷

高感度半導体ĤŜĞá対応ÍÕ新規開発ä低消費電流
ċŜŀä採用áþā使用可能時間ä長時間化}12 時間~
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多機能環境放射線サーベイメータ
医薬品業界àß増加Ïā放射線使用職場á向ÇÜh操作

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.
（42）
.

図

中性子サーベイメータと汚染サーベイメータ

図

配管診断装置

図

ばいじん同時測定・レーザ方式 HCl 計

性Ĉ改善ÍÕĞsłčŊsĨ 3 機種Ĉ開発ÍhĠœsģ化
ÍÕg各機種ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

中性子ĞsłčŊsĨ
新開発ä混合有機ĕĢĤŜĞáþĀh測定範囲Ĉ変¾Ð

áņœđĪŕŜŋİŕsĨĈ削減ÍÕg従来ä質量 7 kg
Ĉ 2 kg á軽量化Íh世界ıĬŀĘŒĢä操作性Ĉ実現ÍÕg
⑵

汚染ĞsłčŊsĨ
ASIC 化ÍÕ新ċŜŀ回路Þ大面積ä新半導体ĤŜĞá

þĀhα 線ú β 線用ĞsłčŊsĨĈ軽量化ÍÕg
⑶

ŘčĲŕŜġĞsłčŊsĨ
薄膜化ÍÕ入射窓Þ低đĶŔėsä感度補正方式Ĉ開発

Íh1 台Ý X 線Áÿ γ 線ä測定Â可能ÞàÙÕg

配管診断装置
近年h放射線透過式配管減肉検出装置ä応用ÞÍÜh蒸
気j冷却配管àßä経年劣化検出h異物検出àßäĴs
ģÂ高ôÙÜºāg富士電機Ýåh25 A ä小径Áÿ 500 A
ä大口径ôÝä配管肉厚h配管内流体ä密度hŕłŔàß
ä測定hàÿéá付着物hËéàßä検出Ĉh非接触j非
破壊Ý行¾ā放射線透過式配管診断装置Ĉ開発Íh製造 ･
販売ÍÜºāg
特á小径配管 25 〜 80 A ä測定áåh検出部ä小型化Â
必要Ý¸āÉÞÁÿh従来ä NaI}þ¼化ĳıœďŉ~検
出器Áÿ CsI}þ¼化ĤĠďŉ~検出器Ĉ採用ÏāÞÞø
áh新Õá屋外àßä悪環境下Ýø使用可能à補正機能Ĉ
開発ÍÕgËÿá放射線á対Ïā安全性Â認証ËĂh放射
線ä被æÅ管理àßÂ不要à表示付認証機器ÞÏāÉÞÝh
幅広º分野Ýä配管診断á利用ËĂÜºāg

ばいじん同時測定・レーザ方式 HCl（塩化水素）計
Êõ焼却炉ä排ĕĢ測定ÝåhHCl}塩化水素~Þæº
Îĉ測定å必須項目Ý¸āg富士電機åh直接挿入ŕsğ
方式 HCl 計áæºÎĉ測定機能Ĉ追加ÍÕg従来åhHCl
計hæºÎĉ計Ĉ煙道á個別á設置ÍÜ測定ÍÜºÕÂh
本分析計ÝåhHClhæºÎĉä各濃度Ĉŕsğ光ä吸収
ú透過光Ĉ利用ÍÜ一Úä装置Ý監視測定ÏāÉÞÂÝÃ
āg直接挿入ŕsğ方式 HCl 計ä高速応答性h省đĶŔ
ės性h省ŊŜįĳŜĢ性ä特徴ÂæºÎĉ測定áø適用
ÝÃāgôÕh測定成分ä複合化áþĀ設置工事h納入調
整h点検á必要à費用ø削減ÝÃāÕ÷á利便性ø大Ãºg
測定範囲å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

HClk最小 0 〜 100 ppmjm

⑵

æºÎĉk0 〜 100 mg/Nm3・m

最大 0 v 1,000 ppm・m
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ソシオオートメーション
7 成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」の仕様拡充
7 成分同時測定ĕĢ分析装置ZSU-7åh環境監視á

図

７成分同時測定ガス分析計装置「ZSU-7」

図

検出器「ExdⅡBT4」と変換器「ExdⅡBT6」

必要à NOxhSO2hCO2hCOhO2hHCl}塩化水素~
hæ
ºÎĉä最大 7 成分äĕĢ濃度Ĉ 1 台Ý連続測定Ïāg赤
外線式ĕĢ分析計hġŔĜĴċ式酸素計hĕĢĞŜŀœŜ
ę機器Àþé直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計Áÿ構成ËĂ
Üºāg各種ŅčŒhÊõ焼却炉àßä煙道排ĕĢ測定用
途Ý使用ËĂāg今回h直接挿入ŕsğ方式 HCl 計äæ
ºÎĉ測定機能追加áþĀĖŎsļĘŔĈ小型化Íh本体
容量Ý従来比約 50 % ä省ĢŃsĢ化Ĉ実現ÍÕg一層ä
使ºúÏËĈ追求Íh完全前面ŊŜįĳŜĢÞÍÕg
ôÕhæºÎĉ測定機能ä追加áþĀ設置施工費用ä削
減áøÚàÂāg本分析装置åh日本国計量法á基ÛÅ型
式承認Ĉ取得済õÝ¸āg

防爆分析計（ジルコニア酸素計）の TIIS 認証取得
防爆分析計}ġŔĜĴċ酸素計~åh産業用ŅčŒú加
熱炉ä燃焼ĕĢ中ä酸素濃度Ĉ直接挿入áþĀ連続測定Íh
燃焼管理j省đĶŔės制御á使用Ïā分析計Ý¸āg石
油化学ŀŖĤĢàßä爆発危険性ä¸ā場所Ý安全á使用
ÝÃāþ¼á耐圧防爆構造ÞÍÜ設計Íh日本áÀÇā工
場用防爆機器ä認証Ĉ TIIS}社団法人産業安全技術協会~
Áÿ取得ÍÕg爆発性雰囲気ä¸ā場所Ýø煙道á直接挿
入ÍÜ測定ÏāÉÞÂ可能Ý¸āg
本 酸 素 計 åh 検 出 器ExdⅡBT4 Þ 変 換 器ExdⅡ
BT6ÁÿàĀhĞŜŀœŜę設備Â不要Ý設置Â容易á
行¾āg検出器åh内部ĤŜĞÂ簡単á着脱j交換可能Ý
¸Āh劣化時àßäŊŜįĳŜĢø容易Ý¸āg変換器á
åhĤŜĞ診断機能úĤŜĞ復活機能àßä特徴Â¸Āh
検出器Ĉ長期間áąÕĀ安定ÍÜ使用ÝÃāg
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施設電機システム
交通・道路システム
クリーンシステム

展

望

産業j社会čŜľŒ分野åh2009 年å急速á設備投資

ÏôÏ成長Â期待ËĂāÕ÷積極的á拡販ÍÜºÅg

ø陰Āh厳Íº事業環境Ý¸ÙÕ中ÝhÉĂôÝ培ÙÕ高

交通ĠĢįŉ分野Ýåh延伸jċĘĤĢ線àßä新線建

º技術力ÞķďĸďÝ多ÅäŀŒŜıĦœŎsĠŐŜĈ供

設á伴¼変電所ä新設Àþé既設変電所ä老朽化áþā機

給ÍÕg今後ø特徴¸ā技術Þ強º製品Ĉ基盤ÞÍh産

器更新Â活発á行ąĂÕg新線建設Ýåh九州新幹線延伸

業j社会čŜľŒä広範à事業領域Ĉ担ºh環境j省đĶ

区間}博多−新八代~ú成田新高速鉄道線á変電所設備Ĉ

Ŕės}省đĶ~áø大ÃÅ貢献ÍÜºÅg

納入ÍÕg設備ä更新ú新設á対ÍÜåh環境性h安全性h

産業電源ĠĢįŉ分野ÝåhċĿĩļ向Ç世界最大級ċ

省ŊŜįĳŜĢ性á配慮ÍÕ各種機器Ĉ納入ÍÕg

Ŕň精錬用整流設備ä第 1 ņĬıŒčŜÂ 2009 年 12 月á

道路ĠĢįŉ分野Ýåh環境Þ省đĶá注力ÍÜºāg

現地完工ÞàĀhċŔňĴďŉä生産Ĉ開始ÍÕg引Ã続

環境対策用ä電気集Îĉ設備ÞÍÜåh長峰ıŜĶŔ向Ç

Ã第 2 ņĬıŒčŜä工事ø順調á進ĉÝºāgċŔň精

Ĉ受注Í鋭意製作中Ý¸āgôÕhETC 用äĜŜĺĘı

錬用整流設備å大容量化ä傾向á¸Āh電磁界解析技術ú

Ĩčŀ車両判別機h道路遠方監視設備向Ç Ethernet 対応

製造技術ä革新ÂôÏôÏ重要ÞàÙÜºāg一方hĦs

äĜŜĺĘıŋİŉĈ開発j納入ÍÕg省電力用ÞÍÜh

ĩ電解用ÞÍÜĜŜĺĘıËĈ特徴ÞÍÕS-Former

ġĐĬıľĊŜäŀŖęŒŉ制御ä設定値Ĉ自動更新Ïā

Miniåh2008 年á開発Ĉ完了ÍÜÁÿ好評Ĉ博Íh既

機能Ĉ開発ÍÕg

á 8 ĤĬıĈ納入ÍÕg今後Ëÿá保守性向上úĜĢıĩ

ĘœsŜĠĢįŉ分野Ýåh
世界最大ä第 10 世代}G10~

ďŜĈ図ÙÜºÅg次á電気炉分野Ýå国内最大級ä直流

液晶ĺĶŔ用ĘœsŜŔsŉ}CR~ĠĢįŉä一期工事

製鋼ċsĘ炉向Ç電気品Ĉ納入Íh2010 年 3 月á操業Ĉ

Ĉ完了ËÑh継続ÍÜ二期Ĉ施工中Ýh2009 年度内á引

開始Ïā予定Ý¸āg工業電熱åh誘導炉電源ä大容量

渡ÍĈ完了Ïā予定Ý¸āgÉä大規模液晶工場åh短

自励化}10 MW 級~Ĉ目指Í技術開発Ĉ完了ÍÕgôÕh

工期Ý完成ËÑāÕ÷áh新ĠĢįŉĈ開発Í実機ŋİŔ

誘導加熱技術Ĉ応用ÍÕ過熱水蒸気発生装置àß特色¸ā

Ýä検証Ĉ経Ü実現ËÑÕøäÝ¸āgôÕhĜŜņsĶ

製品ø開発ÍÕg

ŜıáÀºÜåhCR 用ĘœsŜ冷却装置ÀþéĘœsŜ

施設電機ĠĢįŉ分野Ýåh製造業j非製造業j官公庁

đċĔsįŜàßä装置Ĉ製品化Í液晶工場á多数納入Í

Þ顧客Â多岐áąÕāÂh製造業Ĉ中心á能力増強á伴¼

ÕgËÿáh最先端ä露光ŀŖĤĢh検査工程Ý要求ËĂ

設備導入計画Â延期j凍結ËĂāàß投資抑制ä状況á¸

ā＋
−0.005 ℃ä超精密温調装置Ĉ開発j商品化ÍÕgÉĂ

āg一方Ý依然活発à IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜ

åh内部負荷Àþé外乱á影響ËĂàºċĲĹŜĢı PID

Ĩs~関連需要ÞÞøá省đĶj温暖化対策h電力品質向

制御Ĉ導入ÍÕ信頼性ä高º製品Ý¸āgôÕ IDC 分野

上àßä新Õà市場ĴsģÂ高ôÙÜºāg電力品質向上

îä対応ÞÍÜhčŜįœġĐŜıÝ高効率àĢņĬı冷

対策機器ÞÍÜh高圧瞬低対策装置ä蓄電İĹčĢá世界

却ŏĴĬıĈ開発j商品化Í富士電機ä工場áÜ検証試験

Ý初÷ÜœĪďŉčēŜĖŌĺĠĨ}LiC~Ĉ適用Íh当

Ĉ実施中Ý¸āgÉäþ¼áhCR ÀþéĞsŇŔįĘķ

社従来比 60 % äĜŜĺĘı化Þ長時間ĹĬĘċĬŀĈ実

ŖġsĈ基盤á液晶j半導体Àþé IDC 分野áh今後Þ

現ÍÕ装置Ĉ発売Íh多数ä商談Ĉ展開中Ý¸āg今後ô

ø積極的áĦœŎsĠŐŜ展開Í拡販ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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産業電源システム
黒鉛化炉用直流電源設備の納入
昭和電工株式会社向Çá黒鉛化炉用直流電源設備Ĉ納入

図１

黒鉛化炉用直流電源設備

図

熊本工場の変電所

図

高圧瞬低対策装置とリチウムイオンキャパシタモジュール

ÍÕgÉä設備ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

低 電 圧j 大 電 流 ä 直 流 電 源 装 置 Ýh 最 大 電 流 å
DC100 kA Ý¸āgĞčœĢĨ式整流器áþĀ連続電流
制御Â可能Ý¸āg

⑵

複数ä黒鉛化炉î直流電源Ĉ供給ÏāÕ÷h移動台車

上á変圧器h整流器h冷却装置h整流器制御盤àßĈ搭
載ÍÜºāg
⑶

移動台車ä省ĢŃsĢ化Ĉ図āÕ÷h整流器Ĉ変圧器

上部á取Ā付Çā構造Ĉ採用ÍÜºāg

富士電機・熊本工場受配電設備の特高化工事
富士電機j熊本工場ä特高受配電設備Ĉ完成ÍÕg従
来å 6.6 kV 高圧受電Ý¸ÙÕÂh製造設備ä増強Àþé
電源ä信頼性向上äÕ÷h110 kV ä特高受電ÞÍÕg主
à 機 器 構 成 å 110 kV GIS À þ é 15 MVA 受 電 変 圧 器h
6.6 kV 高圧盤hĺĦĜŜĈ使用ÍÕ変電所監視ĠĢįŉ
LOGFINE-SIRIUSÝ¸āg現在å受電変圧器 1 ĹŜĘ
Ý¸āÂh将来ä製造設備ä増強Ĉ想定Íh増設可能à構
成ÞÍÜºāgôÕh既存ä設備監視ĠĢįŉáþā変電
所ä状態監視Ĉ可能ÞÏāÕ÷h
LOGFINEå FL-net
áþāİsĨœŜĘĈ行ÙÜºāg保護œŕsåİČġĨ
Ŕ多機能œŕsĈ採用Íh伝送áþā省配線化Þ常時監視
機能áþā高信頼性Ĉ実現ÍÜºāg

施設電機システム
リチウムイオンキャパシタ適用高圧瞬低対策装置
半導体àßä高付加価値製品ä生産ŒčŜåh瞬時電圧
低下}瞬低~áþĀ多大à被害Â発生ÏāgÓäÕ÷h工
場ŒčŜ一括ä大規模à瞬低対策Â求÷ÿĂÜºāgÉĂ

従来型高圧瞬低対策装置（鉛蓄電池使用）
装置幅 12.6 m

ôÝä鉛蓄電池áþā高圧瞬低対策装置ä欠点ÞÍÜh鉛
蓄電池ä寸法Â大ÃÅh定期的à保守j交換作業Þ廃棄物
処理Ĉ必要ÞÍÜºÕÉÞÂ挙ÈÿĂāg
今回hœĪďŉčēŜĖŌĺĠĨ}LiC~Ĉ適用ÍÕ高
圧瞬低対策装置Ĉ開発ÍÕgLiC åh従来ä電気二重層
ĖŌĺĠĨá対Í容量密度Â 2 v 3 倍Þ優ĂÜºāgĖŌ
ĺĠĨ盤ä大ÃËĈ従来ä半分以下áÍÜh装置寸法ä小
型化j長時間ĹĬĘċĬŀĈ実現ÍÕgôÕh変換装置ä
制御見直ÍáþĀ業界最高ŕłŔä高効率Ĉ達成Íh環境
負荷低減á貢献ÝÃā製品ÞÍÕg
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施設電機システム
富士通株式会社向け高圧瞬低対策装置「UPS8000 H」の納入
IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs~á使用ËĂā

図

高圧瞬低対策装置「UPS8000 H」2,000 kVA

図

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構松虫変電所

ĞsĹåh近年h高性能化Þ集約化áþĀ 1 ŒĬĘ¸ÕĀ
ä発熱量Â飛躍的á増加ÍÜºāgÉäÕ÷h商用Â停電
ÏāÞ非常用発電機Â起動Í電源Ĉ供給ÏāôÝä間áh
室温Â急激á上昇ÍhĞsĹä安定運用Ĉ維持ÝÃàº恐
ĂÂ¸āg
ÓÉÝh空調電源ä補償用ÞÍÜh高圧瞬低対策装置
Ĉ提案j納入ÍÕg富士電機ä高圧瞬低対策装置å 99.6 %
ä高効率Ĉ実現ÍÜÀĀhPUE}全体ä消費電力Þ IT 機
器ä消費電力ä比~ĈñÞĉß悪化ËÑāÉÞÂàºg
高圧瞬低対策装置ä導入áþĀh停電時ÝøĞsĹ室ä
温度Ĉ一定á保ÚÉÞÂÝÃhIDC ä一層ä安定運用Â
可能ÞàÙÕg

道路・交通システム
成田新高速鉄道線受変電設備の一括納入
成田国際空港îċĘĤĢÏā新Õà鉄道路線Ý¸ā{成

直流閉鎖配電盤

田新高速鉄道線|Â建設中Ý¸Āh松虫j松崎j長田ä 3
変電所Àþé取香Ã電区分所Â新設ËĂāgÉĂÿä受変
電設備一式Ĉ一括納入ÍÕg
主要機器åh72 kV ĖŎsļĘŔ形ĕĢ絶縁開閉装置h
整流器用変圧器h純水沸騰冷却式整流器h直流 1,500 V À
þé高圧配電用閉鎖配電盤h主制御用配電盤àßÝ¸āg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

気中ÝäċsĘä発生Âàº直流高速度真空遮断器ä
採用áþĀh安全性j信頼性向上Þ縮小化Ĉ図ÙÕg

⑵

1 面当ÕĀä盤幅 350 mm ä回線単位形主配電盤ä採
用áþĀh据付Ç面積Ĉ大幅á縮小化ÏāÞÞøáh回
線区分ä明確化áþā保守性向上Ĉ図ÙÕg

九州新幹線新那珂川き電区分所ほか３か所への変電設備の納入
全国新幹線鉄道整備法á基ÛÅ整備新幹線事業ä一
環ÞÍÜh現在建設中Ý¸ā九州新幹線延伸区間}博多−

図

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構新那珂川き
電区分所

新八代~ä新那珂川Ã電区分所ñÁ 3 Á所á変電設備Ĉ納
入ÍÕg新那珂川Ã電区分所åh九州新幹線Þ山陽新幹線
ä直通運転Ĉ担¼重要à変電ņĢıÝ¸āg両新幹線ä複
雑Ý異àāĠĢįŉäčŜĨľĐsĢĈ図ĀhËôÌôà
運用形態áÀºÜ確実à保護Ĉ行¼九州新幹線ÞÍÜø特
有ä配電盤ĠĢįŉĈ構築ÍÕg
主要納入機器åh5 MVA 単巻変圧器h36 kV Ã電延長
用遮断器h36 kV 切替用開閉器hME 形配電盤}İġĨŔ
形保護連動装置~
hıŜĶŔ防災断路器用 36 kV ĖŎsļ
ĘŔ形ĕĢ絶縁開閉装置àßÝ¸āg
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道路・交通システム
首都高速道路株式会社 中央環状新宿線電気集じん機設備
都市部á建設ËĂā高速道路åh交通渋滞h環境àßä

図

電気集じん装置

図

新型 IP-IG 子局

問題Áÿ地下ıŜĶŔ化ËĂÜºāgıŜĶŔ内空気áå
自動車Áÿ排出ËĂÕ浮遊粒子状物質}SPM~Â含ôĂ
ÜÀĀh換気塔Áÿä排気Â環境基準Ĉ満足ÏāÕ÷ä対
策設備Â必要Þàāg
電気集Îĉ装置}ESP~åh静電作用áþÙÜ SPM Ĉ
電極板á付着ËÑ除去ÏāøäÝ¸āg
当該工事ÝåËÿàā高処理風速h高除去性能ä実現á
加¾Üh除去ÍÕ SPM ä再飛散Ĉ抑制ÏāÕ÷áh集Î
ĉ部á矩形}ÅÇº~波交流電圧Ĉ印加Ïā交流式 ESP
Ĉ採用ÍÜºāgôÕh新Õà管理手法ÞÍÜhESP Ý
発生ËÑā放電電流Þ除去性能ä相関関係Ĉ利用Íh放電
電流Ĉ常時検出ÏāÉÞÝ除去性能Ĉ常時監視ÍÜºāg

道路遠方監視制御設備の R（Renewal）ビジネス展開
各高速道路会社Ýåh現在h遠方監視制御設備ä老朽化
Â顕著áàÙÜÃÜºāgôÕh伝送方式áÀºÜøh従
来ä HDLC 方式Ĉ用ºÕŋİŉ通信ÁÿhTCP/IP Ĉ用
ºÕ Ethernet 通信方式îä変更ä過渡期Ý¸āg
富士電機Ýå次ä機能Ĉ持ÙÕ新型ä遠方監視制御装置
Ĉ開発ÍhœŀŕsĢ案件á向ÇÕ取組õĈ行ÙÜºāg
⑴

ŋİŉÀþé Ethernet 両機能Ĉ持ÙÕ機器ä開発

⑵

従来þĀ 30 % 以上小型化ÍÕ装置ä開発

⑶

管理事務所管内 LAN 監視機能Ĉ持ÙÕ子局ä開発

上記機器ä開発áþĀh通信方式ä過渡期îä対応Àþ
é既設機器ä設置場所îä容易à置換¾Ĉ可能ÞÍÜºāg
IP：インターネットプロトコル
IG 子局：インテリジェント子局

富士電機Ýå既á 10 台以上ä製品納入Ĉ完了Íh現在 46
台ä更新工事中Ý¸āg

クリーンシステム
超精密温調装置
半導体製造ĈåÎ÷ÞÏā最先端分野Ýåh製造ŀŖĤ
Ģh評価h研究開発àßäÕ÷áh高精度á温度制御ËĂ
ÕĘœsŜ環境Â要求ËĂāg富士電機Ýå温度制御精度

＋
− 0.005 ℃ä超精密温調装置Ĉ開発j製品化ÍÕg
高精度à温度制御Ĉ実現ÏāÕ÷áh高速j高分解能
AD 変換ŅsĲĈ付加ÍÕ温度調節計Ĉ開発ÍÕgôÕ温
度制御áå従来ä PID}比例j積分j微分動作~制御á加
¾h内部負荷ú周囲温度ä変動Ĉ予測制御Ïā機能}ċĲ
ĹŜĢı PID 制御~Ĉ付加ÍÕg外乱ú内部負荷àßá
þā温度変動Â発生ÍÕ場合Ýøh温度Ĉ安定ËÑāôÝ
ä時間Â短Åh特á生産工程ÝäĢŔsŀĬıá貢献ÝÃ
āg
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クリーンシステム
クリーンエアカーテン
近年ä大規模液晶工場向ÇĘœsŜŔsŉÝåh清浄度

図１

クリーンエアカーテンの設置状況

図１

IDC 冷却ユニット

ŕłŔä異àāđœċÂ混在ÍÜºāgôÕh製品ä受渡
Íú装置搬入ä都合上hđœċĈ区画Ïā手段ÞÍÜ物理
的àĺsįČĠŐŜÂ適Ëàº箇所Â多数存在Ïāg
本装置å富士電機ä大容量 FFU}Fun Filter Unit~Ĉ
使用ÏāÉÞÝh吹出Í風ä高速化Ĉ実現ÍhËÿá吹出
Í風ä直進性Ĉ高÷ā構造ÞÏāÉÞÝhĺsįČĠŐŜ
ŕĢhĠŌĬĨŕĢĈ実現Ïā装置Ý¸āg製品性能Â高
Å評価ËĂh国内液晶ĺĶŔ製造最大手ŊsĔsá約 4,500
台納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

吹出Í風速k12 m/s}吹出Í 3 m 下Ý 3.8 m/s 確保~

⑵

清浄度kISO ĘŒĢ 3

⑶

ĠĢįŉ天井á設置可能

グリーン IDC 用局所空調システム
IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs~内ä局所Ý発生
Ïā熱ÖôĀä解消策ÞÍÜhIDC 用局所空調ĠĢįŉ
Ĉ開発ÍÕgÉäĠĢįŉå富士電機Â得意ÞÏā冷蔵
ĠŐsĚsĢàßä技術Ĉ活用Íh小型Ý高効率à冷却Ĉ
実現ÍÕgĞsĹŒĬĘ上部ä余剰空間Ĉ活用ÍÜºāÕ
÷hĞsĹ室ä省ĢŃsĢ化á貢献Ïāg
本ĠĢįŉä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

省đĶŔėsk冷媒ņŜŀ方式ä採用áþĀ COP}成
績係数kCoeﬃcient Of Performance~10 以上ä高効率

⑵

信頼性向上k室内ŏĴĬıÀþé冷媒ņŜŀŏĴĬı
ä冗長化

⑶

結露防止機能k冷媒蒸発温度ä露点最適制御
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đĶŔės需要å今後ø新興国Ĉ中心á増加ÏāgÓä

ċŔŊĴċúœļċhľČœĽŜhłıĳŉhĨčh台湾

一方Ý{温室効果ĕĢä排出低減|å世界的á取Ā組ô

向ÇäĨsļŜj発電機Ĉ製作Íh世界各国äđĶŔės

àÇĂæàÿàº大ÃàįsŇÞàÙÜºāg富士電機

需要ä増加á対ÍÜ貢献ÍÜºāg

å{đĶŔėsj環境|á注力Í社会Þä共生ĈįsŇá

原子力部門ÝåhąÂ国äđĶŔės自給率向上á

事業ä展開Ĉ進÷Üºāg発電部門ÝøđĶŔės社会î

不可欠à核燃料ĞčĘŔ完成î向ÇÕ各施設ä建設j整備

ä貢献Þ地球環境保護Ĉ目指ÍÕ取組õĈ行ÙÜÃÜºāg

áÁÁąÙÜÃÕg青森県六ş所村á建設ËĂÜºā日本

特á自然đĶŔėsĈ有効活用Ïā地熱発電ú水力発電h

原燃株式会社ä再処理工場á納入ÍÕ各設備ä点検整備

CO2 Ĉ排出Íàº原子力発電関連á力Ĉ入ĂÜÃÕgôÕh

Ĉ通Î本格操業á向Ç貢献ÍÜºāgôÕh建設計画中ä

火力発電分野Ýø温室効果ĕĢä排出低減á貢献ÏāÕ÷

MOX}ďŒŜjŀŔıĴďŉ混合酸化物~燃料加工施設

ĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電ú蒸気ĨsļŜj発電機ä高効

ä設備ä耐震設計àßä設計作業Ĉ推進中Ý¸āg

率化Ĉ目指ÍÕ研究開発Ĉ進÷ÜÃÕg
2009 年度ø世界的à大型地熱発電設備ú揚水発電設備

高速増殖原型炉{øĉÎû|Ýåh燃料取扱設備h液体
廃棄物処理設備ä点検hÀþé洗浄設備系ä配管更新工事

ä設計j製作Ĉ推進ÍhËÿá高効率化ú高機能化àßä

àßĈ通Îh設備Â安全á機能Ïāþ¼設計建設段階Áÿ

研究開発ø進÷成果Ĉ出ÍÜÃÕg

ÁÁąÙÜÃÕ経験j技術Ĉ生ÁÍÜ運転再開î向Ç協力

火力部門Ýåh特á環境á優Íº再生可能đĶŔėsÝ

ÍÜºāgĹĬĘđŜĲ分野á関ÍÜøh日本原子力発電

¸ā地熱発電á注力ÍÜºāgčŜĲĶĠċÝå単汽筒地

株式会社 東海発電所ä廃止措置関連ä設計検討Ĉ継続実

熱ĨsļŜÝ世界最大容量機Ý¸āŘōŜďČŜĲĎ地熱

施ÍÜºāñÁh
{ëÈĉ|ĈåÎ÷各原子力発電所á保

発電所}1 台 ×117 MW~Ĉ含÷Ü 2 発電所Â完成Í営業

管ËĂÜºā廃čēŜ交換樹脂á注目ÍhICP 技術Ĉ応用

運転Ĉ開始ÍÕgĴŎsġsŒŜĲÝå大型地熱発電所Þ

ÍÕ減容安定化処理装置ä安定運転àßäÕ÷ä商品化開

ÍÜ注目ËĂāĔďĐŒď地熱発電所}1 台 ×114 MW~

発á取Ā組ĉÝºāg今後ø国内外Ý高ôā原子力発電設

ä運転Â開始ËĂh引Ã続Ã 3 段ľŒĬĠŎĨsļŜÞ

備ä需要ä高ôĀá対応ÏāÕ÷h特徴¸ā技術Ĉ生ÁÍ

ÍÜå世界最大容量äĳ ċŘ ŀŔċ地熱発電所}1 台 ×

Õ製品jĞsļĢä提供Ĉ展開ÍÜºÅg

132 MW~Â 2010 年 5 月ä運転開始á向Ç試運転Â進÷

水力部門Ýåh海外大型案件ä製作h据付ÇÂ続ºÜ

ÿĂÜºāgÓäñÁ地熱発電分野Ýå米国úċčĢŒŜ

ºāg韓国jĪŐŜĽŐŜ発電所}1 台×65.2 MW~Ýåh

Ĳ向Ç地熱発電機器ä製作Ĉ進÷出荷ÍÕgËÿáh低温

製作Â順調á進ĉÝÀĀh2010 年 1 月ä吸出Í管据付Ç

ä地熱資源Â有効利用ÝÃā地熱Ĺčĳœs発電設備ø実

開始á引Ã続ºÜh水車本体ä出荷j据付ÇÂ予定ËĂÜ

証試験Ĉ終了Íh2 MW ŀŖıĨčŀ機ä製品化Â完了Í

ºāgıŔĜjďģŜĪŌō発電所}3 台×31 MVA~Ý

具体的à受注Ĉ目指Í商談Ĉ展開ÍÜºāg今後ø地熱発

å 1 号発電機Â運転Ĉ開始Íh引Ã続Ã 2 号h3 号発電機

電設備äıĬŀŊsĔsÞÍÜh高効率Ý信頼性ä高º機

Â運転開始ËĂā予定Ý¸āgčŒŜjĠċļĠ揚水用発

器Ĉ今後ø提供Í続ÇÜºÅg

電電動機}4 台 ×300.6 MVA/275.55 MW~ø据付ÇÂ開

高効率Ý CO2 排出低減á寄与ÏāĜŜĹčŜĲĞčĘ

始ËĂāgôÕh再生可能đĶŔėsÞÍÜä水力発電Þ

Ŕ発電分野Ýåh沖縄電力株式会社 吉ä浦発電所}2 台

負荷平準化äÕ÷ä揚水発電å世界的á注目ËĂÜÀĀh

×250 MW~向ÇĕĢĨsļŜj発電機ú付属機器ä設計h

機器ä高効率化h高機能化Ĉ積極的á進÷Üºāg

製作Â進÷ÿĂÜÀĀh沖縄地域ä環境対策á貢献ÝÃā
Þ期待ËĂÜºāg
一般火力分野Ýåh中国向Ç 600 MW 機 2 台ĈåÎ÷h
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ニュージーランド ・ ナ アワ プルア地熱発電所の建設

富士電機åh先行ŀŖġĐĘıÝ¸āĔďĐŒď地熱発

図１

建設中のナ アワ プルア地熱発電所

図

工場試験中の 300 MVA 空気冷却タービン発電機

電所}2008 年 8 月運転開始~ä建設実績Ĉ評価ËĂh引
Ã続ÃĴŎsġsŒŜĲä電力会社ŇčįČs œĹs ĺ
Řs社Áÿ 132 MW 地熱発電所建設工事Ĉ 2008 年 4 月á
受注Íh2010 年 5 月ä運転開始Ĉ目指ÍÜ建設h試運転
Ĉ進÷Üºāg土木建築工事Ĉ除Ãh蒸気発生設備Áÿ発
電所ôÝä広º範囲Ýh設計h機器調達h据付Ç工事h試
運転ôÝĈ富士電機Â請Ç負ÙÜÀĀh主要設備Ý¸ā蒸
気ĨsļŜh発電機h復水器å富士電機製Ý¸āg
同国ä豊富à地熱資源Ĉ生ÁÍh世界Ýø例Â少àº三
重圧ĞčĘŔĈ採用ÍÕ高効率h大容量äŀŒŜıÝ¸Āh
運転開始後å単機容量Ý世界最大ä地熱発電所Þàāg

世界最大容量級空気冷却タービン発電機の出荷
空気冷却ĨsļŜ発電機å水素ú水冷却方式á比ïÜ低
価格Ý保守j運転Â容易Ý¸āÉÞÁÿh中規模火力ú地
熱発電ä市場Ý多Åä需要Â¸Āh大容量化Â望ôĂÜº
āg一方hñÁä冷却方式á比ïÜ冷媒ä冷却性能Â低
ºÕ÷h大容量化ä実現áåh通風j冷却àßä各種課題
á対ÍÜ高ºŕłŔÝä設計精度ú検証技術Â必要Ý¸āg
富士電機Ýå空気冷却ĨsļŜ発電機ä出力拡大á取Ā組
ĉÝÀĀh2009 年hœļċ電力庁向Çá受注ÍÕ世界Ý
ø最大容量ĘŒĢÞàāĨčŀ出力 300 MVA ä空気冷却
ĨsļŜ発電機Ĉ製作Íh工場試験Ĉ無事完了ÍÕg本機
}定格 290 MVA~åłŜĕġ発電所î出荷ËĂh2010 年
á運転開始予定Ý¸āgËÿá同仕様äňĢŒĨ発電所向
Ç発電機áÚºÜø 2009 年á出荷Ĉ完了ÍÕg

インドネシア・ラヘンドン地熱発電所３号機の営業運転開始
ŒŁŜĲŜ地熱発電所 2 号機á続ºÜh2007 年 3 月 21

図

ラヘンドン地熱発電所 3 号機の全景

日á 3 号機Ĉ受注ÍÕg本地熱発電所åh2 号機Þ同ÎÅ
主契約者ä住友商事株式会社ä下ÝhčŜĲĶĠċä国有
電力会社þĀ出力 20 MW 容量ä設備ĈľŔĨsŜĖs契
約ÞÍÜ受注ÍÕøäÝ¸āg
富士電機å総力Ĉ挙ÈÜ建設á従事Íh全体工程 22 Á
月Þº¼短納期áøÁÁąÿÐh2 号機Ýä経験Ĉ生ÁÍ
Ü工事Ĉ推Í進÷Õ結果h予定þĀø早Å工事Ĉ完了Íh
顧客Áÿä高º評価Ĉ得ÕgÉĂåh富士電機発電部門ä
高ºđŜġĴċœŜę能力Þ技術力Â成Í得ÕøäÝ¸āg
本地熱発電所å 2009 年 2 月 22 日á引渡ÍĈ完了Íh営業
運転Ĉ開始ÍÕg
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ヨルダン向け蒸気タービン・発電機設備の運転開始

2007 年 3 月á韓国ä斗山重工}主契約者~Þ契約ÍÕ

図

アンマンイーストコンバインドサイクル発電所

őŔĩŜjċŜŇŜčsĢıĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電所
向Ç蒸気ĨsļŜj発電機設備}1 台 ×140 MW~Â 2009
年８月á営業運転Ĉ開始ÍÕg本設備å富士電機Áÿ斗山
重工îä初ä納入設備Ý¸Āh実績豊富à FET 中容量蒸
気ĨsļŜÀþé空冷発電機Ĉ納入ÍÕg
Ë ÿ à ā 斗 山 重 工 î ä 納 入 設 備 Þ Í Ü ĺ Ė Ģ Ĩ Ŝj
ĩ ĸ œ Ė Ĝ Ŝ Ĺ č Ŝ Ĳ Ğ č Ę Ŕ 発 電 所 向 Ç}1 台 ×
64 MW~ÞľČœĽŜjĤĿ石炭火力発電所向Ç}2 台
×103 MW~ä蒸気ĨsļŜj発電機設備Â¸ĀhÞøá
機器å出荷済õÝ¸āg2010 年ä営業運転開始Ĉ目指Íh
現地áÜ試運転Àþé据付Ç工事Ĉ鋭意推進中Ý¸āg

一般火力および地熱向け蒸気タービン・発電機設備の出荷
富士電機ä 2009 年度ä一般火力Àþé地熱向Ç蒸気

図

船積みされる中国・華陽（洛陽）電業向け発電機設備

図

追加設置したエゼクタおよびインタクーラ全景

Ĩ s ļ Ŝh 発 電 機 設 備 ä 出 荷 台 数 å 16 台h 総 出 力 約
2,900 MW Ý¸āgÉĂå中国華陽}洛陽~電業向Ç 2 台
×600 MWhłıĳŉjĸčľĒŜ向Ç 1 台 ×300 MW Þ
比較的大容量機ä出荷Â継続ÍÕÉÞáþāg仕向Ç地å
東南ċġċÂ大多数Ĉ占÷ÜÀĀh地域ä経済産業ä発展
á寄与ÍÜºāg
大容量地熱設備Þ出荷時期Â重àÙÕÕ÷超繁忙ä時期
Â¸ÙÕÂ整然ÞÍÕ工程調整ä結果h遅滞àÅ出荷ÝÃ
ÕgôÕh出荷最盛期áå月 3 ŏĴĬıÂ出荷ËĂh川崎
工場内ä白石岸壁ºÙçºá配置ËĂÕĺĬĚsġÂ連日
船積õËĂÕg
ÉĂÿäŀŒŜıå 2009 年Áÿ相次ºÝ試運転Â開始
ËĂÜºāg

東北水力地熱株式会社 松川地熱発電所の高効率化
東北水力地熱株式会社 松川地熱発電所åh1966 年á日
本Ý最初ä地熱発電所ÞÍÜ運転Ĉ開始Íh43 年経Õ現
在ø順調á運転ËĂÜºā}現在ä定格出力 23.5 MW~
g
ÍÁÍàÂÿh井戸元Áÿä蒸気量ä減少Þ既設äĕĢ圧
縮機ä性能低下áþĀh出力Â定格ä 60 % 程度ôÝ低下
ÍÜºāgÉäÕ÷h出力増加Ĉ目的ÞÍÕ真空度ä改善
Ĉ行ºhĕĢ抽出装置ä高効率化対策Ĉ実施ÍÕg今回ä
対策åh従来Ýå全Å例ÂàÁÙÕ新ÍºĠĢįŉÝhĕ
Ģ圧縮機ä入口側áđĥĘĨĈ追加設置Íh既設ĕĢ圧縮
機Þä組合ÑáþĀhĕĢ抽出装置ä能力増強Ĉ行ÙÕg
ÉĂáþĀh最小限ä改造Ý高真空度ä運用ÂÝÃāĠĢ
įŉÞàĀh蒸気量Ĉ増úÏÉÞàÍáh約 10 % äĨs
ļŜ出力ċĬŀĈ実現ËÑÕg
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海外火力プラント向け電気ガバナ盤の更新

富士電機Ýåh海外既納火力発電ŀŒŜıä長期安定運

図

海外火力プラント向け CPU 二重化電気ガバナ盤

図

核燃料サイクル

用Ĉ目的ÞÍÕMICREX-SX採用äĨsļŜ速度制御
用電気ĕĹĳ盤ä更新活動Ĉ積極的á展開Íh実績Ĉ挙È
ÜÃÜºāg制御装置å演算処理速度向上h多重化áþā
信頼性ä向上ÖÇÝåàÅh設備運用監視Ğņsıá対
応Ïā遠隔運転監視ĠĢįŉ}RMSkRemote Monitoring
System~îä適用Ĉ可能ÞÍÜºāgËôÌôà設備更
新Ĵsģá対応可能àĠĢįŉÝ¸Āh特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

高信頼性áþāĨsļŜ設備運用稼動率ä向上

⑵

現地調整簡素化áþā指導員派遣期間ä低減

⑶

RMS 機能採用áþā運転員îä運用Ğņsı

⑷

迅速à予備品調達áþāŒčľĞčĘŔĜĢı低減

原子力
核燃料サイクル
原子力発電所ä使用済燃料å青森県六ş所村ä再処理工
場î輸送ËĂh化学処理法ÝďŒŜÞŀŔıĴďŉä粉末
á精製ËĂāgÉä粉末åh再処理工場á隣接ÍÜ建設Ë

ウラン精鉱
（イエローケーキ）

ウラン鉱石

Ăā MOX}ďŒŜjŀŔıĴďŉ混合酸化物~燃料工場
ウラン鉱山

Ý新ÍÅ MOX 燃料á加工ËĂh再é原子力発電所Ý再利

放射性廃棄物
（高レベル）

用ËĂāg

再処理工場

回収ウラン

転換工場

再利用
（回収ウラン・
プルトニウム）
ウラン濃縮工場

高レベル放射性廃棄物
貯蔵管理施設

富士電機åh再処理工場áŊĔıŖ技術Ĉ駆使ÍÕĕŒ

六フッ化
ウラン（UF6）

製錬工場

使用済燃料

MOX 燃料工場
二酸化ウラン
（劣化ウラン）

Ģ固化体ä取扱装置úhďŒŜÞŀŔıĴďŉä混合脱硝

六フッ化
ウラン
（UF6）

使用済燃料

á関ÏāęŖsĿŅĬĘĢ設備Ĉ納入ÍÜºāgŀŔıĴ

MOX 燃料
使用済燃料
高レベル放射性廃棄物
中間貯蔵施設
処分施設

ďŉ燃料ä製造分野ÝåhMOX 粉末ä混合ú成形h外周

原子力発電所
放射性廃棄物
（低レベル）

研削hŃŕĬı検査設備áÚºÜ多Åä納入実績Â¸āg

再転換工場
二酸化ウラン
（UO2）

燃料集合体
成型加工工場

ÉĂÁÿø伸長Â期待ÝÃā核燃料ĞčĘŔäĞŀŒč

低レベル放射性廃棄物処分施設

ĪĐsŜä中核Þàā技術á取Ā組ĉÝºÅg

もんじゅ

運転再開に向けた取組み

独立行政法人日本原子力研究開発機構Â福井県敦賀市á

図

燃料出入機全景

建設中ä高速増殖原型炉{øĉÎû|åh性能試験前準備
Þ設備点検Ĉ実施中Ýh2009 年度ä運転再開Ĉ目指ÍÜ
ºāg富士電機åh運転再開á向ÇÕ作業ÞÍÜh燃料取
扱設備h廃棄物処理設備àßä点検áþĀ燃料交換îä
備¾Ĉ行¼一方h微小à腐食漏¾ºĈ生ÎÕ総延長 500 m
á及ì洗濯系ä配管Ĉh洗濯設備ä停止Ĉ最小限áÞß÷
ā計画ä下Ý 3 年間á及ì配管èÃ直Í工事Ĉ実施Íh無
事 2009 年度á完成ÍÕg2009 年 7 月áåĳıœďŉ漏¾
º事故以来約 10 年実稼動äàÁÙÕ燃料取扱設備Ĉ用ºh
約 100 体ä燃料交換作業Ĉ工程ßÀĀá完了ÝÃÕg今後h
建設以来 20 年近Å経過ÍÕ設備ä改善j更新Ĉ計画的á
提案Íh円滑àøĉÎû運転á貢献ÍÜºÅg
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原子力
廃樹脂減容安定化処理装置
原子力発電所ä運転á伴º発生Ïā放射性廃čēŜ交換

図１

実証規模試験装置

樹脂åh廃棄処分ÏāÕ÷ä合理的à方法ÂàÅh各発電
所ÝåĨŜĘàßá大量á保管ÍÜºā状況á¸āg将来h
廃樹脂å廃棄体容器á入ĂÜ埋設処分ËĂā計画Ý¸āÂh
樹脂ä体積Ĉ小ËÅÍÜ量Ĉ減ÿÏÞÞøáh埋設処分á
適切à性状Ĉ確保ÏāÉÞÂh廃棄ĜĢı低減Þ安全à処
分体ä製作á必須ä技術Ý¸āg富士電機Ýåh減圧酸素
ŀŒģŇä活性Ĉ利用ÍÜh高減容Þ安定化性能ĈĜŜĺ
Ęıà構成Ý実現Ïā装置ä開発Ĉ進÷Üºāg実証規模
ä試験装置Ĉ製作Íh減容j安定化性能ú粒子状放射性物
質ä高保持性能àß基本性能ä確証Ĉ終¾h現在h高線量
ä廃樹脂Ýø取Ā扱ºúÏÅh耐久性Àþé保守j補修性
á優ĂÕ製品Ĉ目指ÍÕËÿàā開発Ĉ進÷Üºāg

水

力
ネパール・クレカニⅡ発電所水車・発電機ほか改修工事の完了

ĶĺsŔjĘŕĔĴⅡ発電所向Ç立軸ľŒŜĠĢ水車

図１

クレカニⅡ発電所の発電機全景

}2 台 ×16.5 MW~Àþé 18.8 MVA 発電機ä改修工事Â
2009 年 7 月á完了ÍÕg
本工事åĶĺsŔ国内ä電力不足Â深刻化Ïā中h2007
年 3 月á発生ÍÕ 1 号発電機ä経年使用áþā不具合Ĉ復
旧ËÑāøäÝ¸ÙÕgÉä不具合áþĀ首都ĔıŇŜģ
Ýåh計画停電Â 6 時間以上áø及éhÓä復旧å急務Ĉ
要ÍÕg約 1 年間Ý発電機固定子鉄心Àþé巻線更新Þ水
車ēsĹsńsŔĈ完了Íh顧客ÁÿÓä迅速à対応Ĉ感
謝ËĂÕgôÕh1 号機á引Ã続Ã 2009 年 7 月á 2 号機
äēsĹsńsŔ工事ø完了ËÑÕg
現在åhĘŕĔĴⅠ発電所向Ç立軸ŃŔıŜ水車}2 台
×31 MW~Àþé発電機äēsĹsńsŔĈ実施中Ý¸āg

トルコ・ウズンチャヤ発電所の発電機現地据付け工事の完了
ı Ŕ Ĝj ď ģ Ŝ Ī Ō ō 発 電 所 向 Ç 発 電 設 備}3 台 ×
30 MW~å富士電機Â 2007 年 9 月á受注Íh機器設計j
製作j出荷Ĉ経Üh2009 年 6 月Áÿ発電機ä据付Ç工事
Â本格的á開始ËĂh富士電機ä据付Ç指導員ä指導ä下h
1 号機ä据付Ç工事Â完了ÍÕg
本ŀŖġĐĘıåĲčĭjľĒčıĸčĲŖ社äēsĢ
ıœċäęŔsŀ会社Þ共同Ý取Ā組ĉÖ案件Ý¸āg同
社å 3 台×31 MVA 立軸三相同期発電機ä設計j製作j納
入Ĉ担当ÍÜºāg本ŀŖġĐĘıä成功Â成長著Íºı
ŔĜÝä水力市場参入îä足掛ÁĀÞàāÉÞĈ期待ÍÜ
ºāg
今後å 2010 年 1 月ä 1 号機運転開始á向Çh調整j引
渡Í試験h試運転Â進÷ÿĂÜºÅ一方h2 号機h3 号機
ä据付Ç作業ø順次並行ÍÜ進÷ÿĂā予定Ý¸āg
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据付け中の１号機発電機
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力
東北電力株式会社 森吉発電所向け下部吸出し管据付け工事の完了

東北電力株式会社 森吉発電所向Ç立軸ľŒŜĠĢ水車

図１

据付け完了した下部吸出し管

発電機}1 台 ×11.5 MW~ä下部吸出Í管据付Ç工事å
2009 年 9 月á完了ÍÕg下部吸出Í管å輸送制限áþĀ
4 分割Ý出荷Íh現地Ý溶接ÏāÉÞáþĀh一体物ÞÍ
ÕgôÕh建屋Â未完成äÕ÷h天井ĘŕsŜÂ使用ÝÃ
Ðh65 ıŜŒľĨsĘŕsŜÝ部品äÚĀ込õĈ実施ÍÕg
本発電所å秋田県北秋田市根森田地内á位置Íh米代川
水系小又川á国土交通省Â建設Ïā森吉山ĩŉä共用取水
設備Áÿ最大毎秒 20 m3 取水Íh約 1.5 km ä水圧管路Ĉ
経Üh最大出力 11 MW ä発電Ĉ行¼ĩŉ水路式発電所Ý
¸āg
今後å 2010 年 10 月á水車本体Àþé発電機ä据付Ç工
事Ĉ実施Íh無水j有水試験Ĉ経Üh2011 年 5 月末á運
転開始予定Ý¸āg
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太陽光発電

太陽光発電モジュール
太陽光発電システム

展

望

富士電機åh太陽光発電h風力発電h燃料電池h地熱発

形成ÏāÉÞÝh安定Ýh夏場á結晶系太陽電池ŋġŎs

電àß各種自然đĶŔėsĈ利用ÍÕ電力ĠĢįŉĈ扱Ù

ŔÞ比ïÜhþĀ発電Ïā太陽電池Ĉ実現ÍÜºāgËÿ

ÜÀĀh地球環境úđĶŔės資源á関Ïā諸問題á対Í

áh独自á開発ÍÕSCAF}Series Connection through

積極的á取Ā組ĉÝºāg

Aperture formed on Film Substrate~
構造Þ呼æĂā直

Éä中Ýh太陽光発電市場åh2000 年以降h年率 30 v

列接続構造áþĀhľČŔŉá開ÇÕ穴}ĢŔsńsŔĜ

50 % Þ急成長ÍÜºāg特áh2008 年å 80 % Ĉ超¾ā成

ŜĨĘı~Ĉ通ÍÜ直列接続Ĉ行ÙÜºāgÉä構造Ĉ用

長Ĉ見ÑÜºāgÉä急激à成長åh地球温暖化àßä

ºāÉÞáþĀh高ºŋġŎsŔ電圧Ĉ取Ā出ÏÉÞÂÝ

環境á対Ïā国際的à認識ä高ôĀÞÞøá整備ËĂÜ

Ãh太陽電池ŋġŎsŔ間ä配線Ĉ簡略化ÝÃāg

ÃÕ補助金h助成金制度ä充実áþāÞÉăÂ大ÃºgÉ

ľČŔŉ基板太陽電池ŋġŎsŔä生産拠点Ý¸ā富

Ăÿä制度ä中ÝhĲčĭÁÿ始ôÙÕľČsĲčŜĨœ

士 電 機j 熊 本 工 場 åh2008 年 á 増 産 体 制 ä 整 備 Ĉ 終 了

ľ制度åh世界最大ä太陽電池市場ä形成ĈÇĉ引ÍÜº

Íh2009 年áå太陽電池ŋġŎsŔä出力改善á取Ā組

āgÉÉ数年åhĢŃčŜàßĲčĭ以外ä EU 諸国Ýøh

õh従来 90 W Ý¸ÙÕŋġŎsŔ出力Ĉ 110 W î改善Í

ľČsĲčŜĨœľ制度Ĉ導入Ïā国Â増加ÍÜÀĀh市

ÕgÉä新型ŋġŎsŔå 2010 年初頭Áÿä発売Ĉ計画

場ä立上ĀĈËÿá加速ÍÜºāg

ÍÜºāg質量 1 kg/m2 äľŕĖĠĿŔŋġŎsŔåh端

Éäþ¼à市場環境ä中Ýh太陽電池ŋġŎsŔĈ生産
ÏāĖsŀŕsōsä生産能力増強úh設備ŊsĔsáþ

子取出Í方法ä改良Ĉ進÷ÕÉÞÝh主á欧州Ý建材î接
着Ïā用途ä適用Â進ĉÝºāg

āľŔĨsŜĖs供給á後押ÍËĂÕ新規ŊsĔsä参入

ĠĢįŉ用太陽電池ŋġŎsŔÞÍÜ開発ÍÕ鋼板ŋ

áþĀh世界ä太陽電池ŋġŎsŔ供給能力Â大幅á増加

ġŎsŔåh2009 年á富士電機j東京工場îä設置Ĉ完

ÍÜºāgÉäÕ÷h2008 年後半Áÿ太陽電池ŋġŎs

了ÍÕg結晶系ä太陽電池á比ïāÞ軽量Ýh既設屋根î

ŔÂ供給過剰ÞàÙÕÉÞá加¾Üh金融危機àßä経済

ä施工Â容易Ý¸Āh既á販売Ĉ開始ÍÜºāgôÕh鋼

情勢ä変動ø影響ÍÜh2009 年á入Ā競争Â激化ÍÜºāg

板îŒňĶsıÍÕ半完成品Ĉ顧客î販売ÍhÉĂĈ顧客

Óä中ÝhċŋŔľĊĢĠœĜŜ}a-Si~太陽電池ú化

Â折Ā曲Èā建材一体型鋼板ŋġŎsŔø販売Ĉ開始Í

合物太陽電池àßä薄膜太陽電池ŋġŎsŔä生産量比率

Üºāg現在開発中äŋġŎsŔåh2 v 3 kg/m2 Þ鋼板

å毎年増加ÍÜÀĀh結晶系太陽電池Áÿ薄膜系太陽電池

ŋġŎsŔÞ比ïÜ軽量àÕ÷h仮設ú軽量ÝàÇĂæ取

îä移行Â進õÚÚ¸āgÉĂÿä薄膜太陽電池áåh透

Ā付ÇÿĂàº用途Ĉ狙ÙÕøäÝ¸āg既á東京工場Ýh

明電極付ĕŒĢ基板Â用ºÿĂÜºāÕ÷h薄膜系太陽電

試験設置Ĉ完了Íh2010 年á販売Ĉ開始ÏāgÉĂ以外

池ŋġŎsŔøh形状h質量å結晶系太陽電池ŋġŎsŔ

áh防水Ġsıî張Ā付ÇÕ応用製品ŋġŎsŔä開発Â

Þ同様áàĀh価格Â主要à競争ċčįŉÞàÙÜºāg

進ĉÝºāg防水Ġsıä施工Þñò同時áh太陽電池ŋ

富士電機åh基板áŀŒĢĪĬĘ基板Ĉ用ºÜċŋŔ
ľĊĢ太陽電池Ĉ形成ÍhÉĂĈ耐候性ä高ºëÙ素系

ġŎsŔä設置Â完了ÏāÕ÷h施工費ä大幅低減Â期待
ÝÃāg

ŀŒĢĪĬĘĈ採用ÍÕŋġŎsŔ構造Ý封止ÏāÉÞ

富士電機ÝåhŋġŎsŔ出力ä改善ÞÞøáh建材一

Ýh約 1 kg/m2 Þ軽量}結晶系ä 1/10 以下~ÝľŕĖĠ

体太陽電池市場Ĉ中心ÞÍÕ用途開発Ĉ進÷ÜºÅgËÿ

ĿŔ性Â¸Āh割Ăàº太陽電池Ĉ開発ÍhÉĂôÝáà

áhÉĂôÝ富士電機Ý培ÙÜÃÕĠĢįŉ技術Ĉ駆使Ï

º新市場Ĉ開拓ÍÚÚ¸āgôÕhŀŒĢĪĬĘ基板上á

āÉÞÝh幅広ÅhđĶŔėsj環境問題á貢献ÍÜºÅ

a-Si/a-SiGe 二層ĨŜİŉ構造ä薄膜ċŋŔľĊĢ接合Ĉ

所存Ý¸āg
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太陽光発電モジュール
鋼板型太陽電池モジュール
富士電機Ýå新規建造物ĈĨsěĬıáÍÕ建材一体型

図１

鋼板型太陽電池モジュール

図

フィルム型アモルファス太陽電池モジュール

図

防水シート一体型太陽電池モジュールと施工例

太陽電池ä製品ÖÇÝàÅh既設建造物îä組込õĈ意識
ÍÕ鋼板型太陽電池ŋġŎsŔä開発ø行ÙÜºāg
ŋġŎsŔä作製å鋼板上á太陽電池Þ樹脂Ĉ配置Í
熱融着Ý一体化ËÑāgÓä後h独自ä曲È加工Ĉ施Íh
雨j風j雪àßä外力á耐¾¼ā強度Ĉ備¾ÕŋġŎs
Ŕá仕上Èāg鋼板Ĉ使用ÍÜºāáøÁÁąÿÐ 9 kg/
m2 以下ä質量Ĉ実現ÍÜºāg設置å陸屋根}ăÅúã~
h
折半屋根àßá簡便à架台Ý設置可能Ý¸ĀhŋġŎsŔ
出力å 2010 年 10 月á 90 Wh2010 年 3 月áå 100 W á出
力向上Ĉ実施Ïāg
作製時ä CO2 排出量å結晶系ä太陽電池á比較Í少à
Åh地球環境á配慮ÍÕ製品ÞàÙÜºāg

簡易設置型太陽電池モジュール
富士電機Ýåh太陽光発電ĠĢįŉ事業ä拡大á向ÇÜ
ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä{軽ºj曲Âāj割Ă
àº|Þº¼特徴Ĉ生ÁÍh現在ä鋼板一体型ŋġŎsŔ
á加¾h簡易的á設置Â可能à軽量型ä太陽電池ŋġŎs
Ŕä開発Ĉ 2009 年 3 月Áÿ行ÙÜºāg
ļŔä屋上h壁面h遊休地àßĢŃsĢå¸ĀàÂÿ有
効á利用ËĂÜºàº箇所î適用Ĉ図āÕ÷h軽量性Ĉ生
ÁÍ建物ä補強工事àÍá簡単á設置ÝÃā製品á仕上È
āg現在h自社工場Ý実証試験Ĉ実施中Ý¸Āh設置ø含
÷設備導入ĜĢıĈ小ËÅ抑¾āÉÞĈ主題ÞÍÜºāg
今後h実証試験ä成果Ĉ展開ËÑāÉÞáþĀh新đĶ
Ŕėsä導入Ĉ加速ËÑh低炭素社会ä実現Ĉ目指Ïg

防水シート一体型太陽電池モジュール
富士電機ÝåhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä{軽
ºj曲Âāj割Ăàº|Þº¼特徴Ĉ生ÁÍÕh防水Ġs
ı一体型太陽電池ŋġŎsŔĈ開発中Ý¸āg本ŋġŎs
Ŕä定格出力å 90 Wh外形寸法å 3.5 ×0.5 m Ý¸āg特
徴ÞÍÜh2.5 kg/m2 Þ非常á軽量Ý¸āÉÞh防水Ġs
ıá太陽電池ŋġŎsŔĈ熱溶着ËÑāÉÞÝ強固à接着
性Þ優美à外観Ĉ実現ÍÜºā点Ý¸āg本ŋġŎsŔåh
上記ä特徴á加¾hľŕĖĠĿŔ性Þ防水機能Ĉ持ÙÜº

施工例＊

āÕ÷h耐荷重ä低º工場屋根ú防水機能Â必要àēľČ
ĢļŔä屋上á設置ÝÃāàßh幅広º適用Â可能Ý¸āg
今後h地球環境問題ä切Ā札ÞÍÜ期待ËĂā太陽電池
ä普及拡大á向ÇÜh防水Ġsı一体型太陽電池ŋġŎs
ŔÂ貢献ÝÃāÉÞĈ期待ÍÜºāg

＊提供写真：
住友ベークライト株式会社
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太陽光発電システム
富士電機・東京工場へのアモルファス太陽電池設置
富士電機j東京工場Ĉ訪ĂāÀ客Ëôáø見ÜºÕÖÇ

図

南壁面に設置した太陽電池

図

鋼板一体型太陽電池（壁面設置）

āþ¼áh建屋ä南壁面Àþé屋上á約 30 kW äċŋŔ
ľĊĢ太陽電池Ĉ設置ÍÕg建屋ä電力系統á接続ËĂ工
場内á電力供給Ĉ行¼g3 種類ä太陽電池ŋġŎsŔ}鋼
板一体型hľŕĖĠĿŔ型hċŔňľŕsŉ型~Ĉ壁面À
þé陸屋根}ăÅúã~ä 2 種類ä取付Ç場所áh架台À
þéŘčō固定áÜ施工Íh富士電機äŋġŎsŔä特徴
Ĉ生ÁÍÕ取付Ç仕様úĠĢįŉ運転ä観点Áÿ見Õŋ
ġŎsŔ構造Ĉ検討Íh開発ÏāÞÞøáh運転İsĨĈ
収集j解析ÍÜ屋外運転特性Ĉ把握ÍÜºāg今後ø新規
á開発ÍÕ太陽電池ŋġŎsŔäĠĢįŉ運転実証設備Þ
ÍÜ活用ÍÜºÅ予定Ý¸āg

富士通株式会社向けアモルファス太陽光発電設備
富士通株式会社向ÇáċŋŔľĊĢ太陽光発電設備
}20 kW~Ĉ納入ÍÕg本設備å屋上ä空調機械ä周囲á
壁面設置型ä太陽電池Ĉ設置Íh空調機械ä化粧ĺĶŔø
兼ãÕ設備Ý¸āgĺŘsĜŜİČĠŐĳå富士電機Ý新
規開発ÍÕPVI7700Ĉ使用ÍÜºāg本設備ä主à特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

鋼板一体型太陽電池Ĉ使用Íh化粧ĺĶŔä材料ÞÍ
Ü兼用ËÑÜºāg

⑵

遮光用壁部分Ĉ発電用ĢŃsĢÞÏāÉÞÝ従来ä

İĬĲĢŃsĢ部分Ĉ有効活用ÍÜºāg
⑶

表面áđŜŅĢ加工Ĉ施ÍÜÀĀh防眩}ò¼Èĉ~
性Â¸Āh壁面設置Ýø反射光Â抑¾ÿĂÜºāg

フィルム型太陽電池の適用拡大による低炭素社会実現モデル事業
富士電機ä{ľČŔŉ型太陽電池ä適用拡大áþā低炭
素社会実現ŋİŔ事業|åh平成 21 年度ä経済産業省áÀ
Çā{低炭素社会á向ÇÕ技術発掘j社会ĠĢįŉ実証ŋ
İŔ事業|á採択ËĂÕgÉäŋİŔ事業åh財団法人Å
ôøÞįĘķ産業財団Ĉ管理法人ÞÍh富士電機Þ熊本大
学Â事業実施者h熊本県ñÁÂ協力機関ÞÍÜ参加ÍÜºāg
公共施設jļŔj遊休地àßáÀºÜ{太陽光発電ä導
入ĢŃsĢå¸ĀàÂÿ有効活用Â図ÿĂÜºàº|Þº
¼課題Ĉ克服ÏāÕ÷h富士電機äľČŔŉ型太陽電池ä
特徴{軽º ･ 曲Âā ･ 割Ăàº|Ĉ生ÁÍÕ新Íº取付Ç
方式Ý活用実証Ĉ熊本大学Àþé熊本県内ä主要施設Ý行
¼g得ÿĂÕ耐久性j安全性jĜĢıàßä実証成果Ĉ今
後展開ËÑāÉÞáþĀ新đĶŔės設備ä導入ä加速h
低炭素社会ä実現Ĉ目指Ïg
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共通技術
プラットフォーム

パワーエレクトロニクス
制御技術
予防保全サービス

展

望

富士電機ä各事業Ĉ支¾ā基盤技術ÞÍÜĺŘsđŕĘ

化ÍÜ推進ÍÜºāg次世代電力ĠĢįŉÝ¸āĢŇsı

ıŖĴĘĢh回転機h制御hĤŜĞh生産Àþé予防保全

ęœĬĲh工場jIDC àßä環境負荷低減Ĉ実現Ïāę

技術ä中ÁÿhÓä成果Þ今後ä取組õáÚºÜ述ïāg

œsŜľĊĘıœshęœsŜ IDC 技術hŀŒŜıĠĢ

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野ÝåhIGBT àßä電力用

įŉä安全評価Ĉ可能ÞÏāœĢĘċĤĢŊŜı技術h各

半導体Ĉ適用ÍÕ主回路設計áÀÇā発放熱計算ú冷却設

種ĤĖŎœįČ組込õ技術àßĈ開発ÍÕg基盤技術Ý

計手法h制御方式äĠňŎŕsĠŐŜúŀŖęŒŉ設計

åh計測制御ĠĢįŉĈ構築ÏāÕ÷hĜŜĽŎsĨŕł

ĭsŔh磁気部品設計ĭsŔh盤装置ÞÍÜä盤内気流解

Ŕä制御Ĉ可能ÞÏā C 言語組込õĜŜıŖsŒhľČs

析技術hEMC 設計手法àßĈŀŒĬıľĒsŉ技術ÞÍ

ŔĲ機器ä一元管理Ĉ容易ÞÏā FDT/DTM 適用技術à

Ü開発ÍÜÃÕg現在h製品開発ĈĜŜĔŕŜıá行¼Õ

ßä開発Ĉ行ÙÕg生産実行ĠĢįŉ}MES~Ýåh現

÷hÉĂÿäŀŒĬıľĒsŉĈ統合化ÍhøäÚÅĀá

場ä見¾ā化ÞÞøáhēŜŒčŜÝä統計的ŀŖĤĢ診

連携ÍÕ三次元 CAD ĈłsĢáh構造hEMCh冷却à

断j予兆監視機能h設備ä総合効率ä管理機能Ĉ開発ÍÕg

ßĈ一度á解析可能ÞÏā取組õĈ行ÙÜºāgĲŒčĿ

ĤŜĞ分野Ýåh単体機器áþā計測Áÿ安全j環境監

装置Ýåh製品設計段階Áÿ安全Ĉ考慮ÍÕ取組õÂ重要

視ĠĢįŉŁ適用範囲Ĉ広Èh放射線監視ĠĢįŉhĨč

Ý¸āgÓÉÝh機械安全規格 EN954-1 Cat.3 á対応Í

ō空気圧監視ĠĢįŉàßĈ製品化ÍÜºāg今後h無

Õ機能Ĉ実現ÏāÕ÷ä技術開発Ĉ行ºhŀŒĬıľĒs

線j制御技術Ĉ融合ÍÕĤŜĠŜęĠĢįŉÝh安全j環

ŉÞÍÜ製品展開ÏāÉÞĈ可能ÞÍÕg電源ĠĢįŉÝ

境分野Ł展開Ïāg

åhĞčĘŔ用途úĢĨŜĹč用途áÀºÜh装置ä電力

生産技術分野Ýåh変種変量生産á対応Ïā生産ĠĢį

変換方式ÞĖŌĺĠĨú二次電池àß蓄電İĹčĢÞä最

ŉáÀºÜœsĲĨčŉ短縮Þ在庫圧縮Ĉ実現Ïā工程設

適à組合ÑĈ実現ÏāÉÞÂ課題Ý¸āgÉĂĈ解決Ïā

計技術ä開発h製造áÀÇā化学物質規制Þ環境配慮型製

Õ÷h適用ĠĢįŉä充放電ĞčĘŔú電力補償量ä解析h

品á対応Ïā情報ĠĢįŉä開発Ĉ推進ÍÜºāg

ËÿáÓĂÿá基ÛÅ蓄電İĹčĢÊÞä特性評価Ĉ行ºh
最適適用技術Ĉ構築ÍÕg
産業用電動機ä分野Ýåh従来ä誘導機á代¾効率ä高

予防保全ĞsļĢ分野Ýåh近年老朽化ÍÕ設備ä増加
Â顕著áàÙÜÀĀh更新計画Ĉ低ĜĢıÝ安全安心Ĉ
保ÙÜ実行ÏāÉÞÂ注目課題ÞàÙÜºāgÉĂÿá応

º永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~ä採用Â進ĉÝºāg

¾āÕ÷á各種診断技術Ĉ開発ÍÜÃÕgčŜĹsĨÝåh

富士電機Ýå一般産業用Áÿ艦船用電気推進àßä特殊用

老朽化機器ä急増á対応ÏāÕ÷h2008 年á実施ÍÕ有

途向ÇôÝ多Åä PM ŋsĨĈ製作ÍÜºāgPM ŋsĨ

寿命部品ä余寿命診断技術ä開発á加¾hŀœŜı板ä腐

ä拡大Þº¼市場ä要求á対応ÏāÕ÷h製品ä迅速à市

食j塵埃}Îĉ¸º~劣化診断技術Ĉ確立Íh2009 年度

場投入Ĉ目的ÞÍÜ熱冷却h電磁気設計àß設計ĭsŔä

ä日本ŀŒŜıŊŜįĳŜĢ協会ä PM 優秀商品賞}開

拡充Þ設計ŀŒĬıľĒsŉä構築Ĉ推進ÍÜºāg
制御技術分野Ýåh共通化j標準化äŀŒĬıľĒsŉ

発賞~Ĉ受賞ÍÕg回転機軸受ä振動診断技術Ĉ簡便á提
供ÏāÕ÷hĤŜĞ技術Þ無線技術Ĉ融合ÍÕ RFID 無線

化Àþé新技術j基盤技術ä開発Ĉ推進ÍÜºāgŀŒĬ

方式ä振動診断ĠĢįŉĈ開発ÍÜÃÕg2009 年度áå

ıľĒsŉ化áÀºÜåhĦľıďĐċ開発Ĉ効率化Ïā

ĤŜĞ分離化àßh機能向上Ĉ図ÙÕg高機能àœŋsı

3 R đŜġĴċœŜę環境Ĉ構築ÍÜºāgĜŜĽŎsĨ

監視Ĉ富士電機ä全製品Ý実現ÝÃāþ¼á取Ā組õh既

ÀþéĜŜıŖsŒäĦľıďĐċ資産Ĉ適用分野áþÿ

áĲŒčĿĠĢįŉÞ燃料電池Ý対応Íh今回外付Çŋ

Ð共有化可能ÞÍh短期間á高品質äĠĢįŉÂ提供可能

ġŎsŔĈ開発ÍÜ対応機種Ĉ拡張ÍÕg

ÞàÙÕg新技術開発ÝåhđĶŔėsj環境h安全á特
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パワーエレクトロニクス
ドライブ機器の機能安全技術
欧州Ĉ中心áh機能安全á対応ÍÕĲŒčĿĠĢįŉî

図１

安全機能インバータの構成

ä要求Â大ÃÅàÙÜºāg機能安全á対応ÍÕĲŒčĿ
パワー回路

機器Ĉ使用Ïā利点å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

制御回路

ĺŘs遮断回路ä二重化á必要à遮断機器ä設置Â不

要ÞàĀh簡略à回路Ý機能安全á対応ÝÃāg
⑵

安全減速停止機能ú速度制限機能àßh安全機能Ĉ充

安全トルク
オフ

安全減速

実ËÑÕäÝh幅広º応用分野îä使用Â容易Ý¸āg
電源

富士電機Ýå上記ä機能安全á対応ÍÕĲŒčĿ機器ä

ブレーカ インバータ
コンタクタ

開発Ĉ行ÙÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
13849-1}PL-d~
hIEC

⑴

ISO

⑵

安全減速停止機能h速度制限機能á対応Ïā独自速度

モータ

安全回路
速度信号

61508}SIL2~適合
安全ブレーキ

監視方式ä開発

安全スイッチ
負荷

電子機器の構造設計プラットフォーム
電子機器å年々小型j低ĜĢı化Â進õhþĀ省ĢŃs

図

CAD データと解析データおよび出力例

Ģj省資源ÁÚ信頼性ä高º製品Â求÷ÿĂÜºāgÞÉ
CAD データ

ăÂh小型化ÏāÞ部品間ä熱ú電磁ķčģä相互影響Â

解析データ

出力例
温度

構造

大ÃÅàĀh影響度Ĉ定量的á把握ÍÜĹŒŜĢËÑÕ最
適部品配置設計Â重要à課題áàÙÜºāg
富士電機Ýåh詳細à構造三次元 CAD úŀœŜı板
CAD İsĨĈ取Ā込ĉÝh熱流体解析ŋİŔÞ電磁界解
析ŋİŔĈ作Āh熱計算Þķčģ計算Ĉ同時á行ºh最適
à構造Ĉ設計ÏāŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÜºāg

プリント板

ôÕh設計者ä利便性Ĉ考慮Íh解析ĦľıďĐċá合

ノイズ

致ÍÕ CAD ŋİœŜę方法ú手順Ĉ確立Íh設計上流段
階ÁÿİsĨĈ作Ā込öÉÞÝh設計進捗}Íĉ×ýÅ~
ĢįĬŀÊÞá再計算ÝÃāÉÞá重点Ĉ置ºÜºāg

蓄電デバイスの適用技術
電源ĠĢįŉáå電源設備容量ä低減úđĶŔėsä有

図

新型キャパシタ，二次電池の適用マップ

効利用àÿéá系統連系àßä観点Áÿ電力ċĠĢıh回

ĹčĢä適用å不可欠Ý¸Āh充放電時間Ĉ基準ÞÏā出
Ĉ適用ĠĢįŉÊÞá評価Íh最適à蓄電装置Ĉ構成Ïā
必要Â¸āg富士電機Ýå電源ĠĢįŉîä蓄電İĹčĢ

瞬低対策装置

エレベータ用
非常用電源

［２s］

サイクル用途

力}kW~
h出力容量}kWh~àÿéáĞčĘŔ寿命特性

スタンバイ用途

ÉĂÿä実現áåh新型ĖŌĺĠĨh二次電池àß蓄電İ

パワーエレクトロニクス装置

生電力吸収h電力品質改善àßä機能向上Â要求ËĂāg

高頻度

低頻度

サーボプレス フォークリフト

［数百 ms］ ［５s］

［１min］

高頻度
地上変電
回生電力
吸収装置

［20 s］

適用時ä特性評価Ĉ行ºhĞčĘŔ用途ÀþéĢĨŜĹč
化h高ĞčĘŔ化àßh蓄電İĹčĢä最適適用技術Ĉ構
築ÍÜºāg瞬低対策装置îä世界初äœĪďŉčēŜ
ĖŌĺĠĨä適用åÓä具体例ä一ÚÝ¸Āh最適化Â図
ÿĂÜºāg

68

Ｌ
Ｉ
Ｃ
適用デバイス

用途電源ĠĢįŉÝä蓄電装置ä小型化h軽量化h長寿命

EDLC
Li-ion
Ni-MH
NAS

LIC：リチウムイオンキャパシタ

鉛

EDLC：電気二重層キャパシタ

無停電
電源装置

［３min］

高頻度

低頻度

港湾クレーン

負荷平準化
ピークカット

［数十 s］

［数十 min
〜数 h］

概略
保持
時間

概略
保持
時間
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制御技術
パソコン用 C 言語組込み CPU モジュール「SPH3000C」
近年äĜŜıŖsŒ応用åh生産状況ä監視hıŕsĞ

図

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.5, p.
（54）
.

C 言語オブジェクト組込み形式

ļœįČİsĨä蓄積h省đĶŔės監視àßh現場Ý
ä監視制御ä統合ä必要性Áÿ情報処理領域Þä融合Â
進õh従来ĺĦĜŜÝ処理ÍÜºÕÉÞøhĜŜıŖsŒ

支援ツール

Ý実施ÏāÉÞÂ望ôĂÜÃÜºāg
MICREX-SXä

ダウンロード

CPU ŋġŎsŔSPH3000CÝåhÉĂÿ情報処理機能

コントローラ
プログラム

Ĉ容易á統合ÝÃāþ¼áhC 言語ēĿġĐĘıä組込õ
Ĉ可能ÞÍÕgÉĂáþĀh情報ú管理系機能ĈhĺĦĜ

C 言語
FB

C 言語
タスク

コントローラ
基本
システム

MICREX-SX

プログラム管理

ŜÝåàÅľČsŔĲá適ÍÕ高信頼à監視制御用ĜŜı

SX プラットフォーム

ŖsŒÝ行¼ÉÞÂÝÃāgC 言語ēĿġĐĘıä組込õ

汎用 OS

åh従来äĜŜıŖsŒäŀŒĬıľĒsŉá C 言語 FB

SPH3000C

汎用マイコン

}Function Block~ôÕåĨĢĘĈ追加Ïā形式ÞÍÜº
āgÉĂáþĀh開発期間短縮Àþé品質ä向上Ĉ図ÙÜ
ºāg

3 R エンジニアリング支援ツール
顧客Áÿ受注ÍÕ情報j制御ĠĢįŉĈ構築ÏāÕ÷ä

図

3 R エンジニアリング支援ツールの機能

đŜġĴċœŜę業務åhôÏôÏ低ĜĢıh短納期h高
品質Ýä提供Â要求ËĂÜºāg
ドラッグ＆ドロップ
で部品取入，結線

富士電機Ýåh
3 R đŜġĴċœŜęŀŒĬıľĒs

業務フロー：出庫業務
棚

在庫

パラメータ
設定

【データ項目】

ŉä開発á取Ā組ĉÝÀĀhĠĢįŉ構築ä 3 R削減

生産
管理

出庫予定

・品番
・数量
・ロット№1

整合性チェック

・ロット№2
・置き場所
・列連段
・予定数量1〜5
・予定単位1〜5

}Reduce~
h再利用}Reuse~
h再資源化}Recycle~
Ĉ推

【データ項目】
・品番

倉庫
事務

進Ïā上Ýh次äÉÞĈ実現ÍÜºāg
⑴

分野別įŜŀŕsıÀþéĦľıďĐċ部品間ä結線

出庫
指示

出庫
引当

出庫
指示

実績
登録

・ロット№2
・置き場所

部品間接続プログラム，
DB 自動生成

・列連段
・予定数量1〜5
・予定単位1〜5

DB
実
行
環
境
へ

倉庫
現場

áþāŀŖęŒňŜęŕĢÝäĠĢįŉ構築ä実現
⑵

・数量
・ロット№1

プログラム

部品間結線ä保証àÿéá部品間İsĨä整合性Ĉ保
証ÏāÉÞáþā試験工数ä低減

⑶

ĺĦĜŜÀþéĜŜıŖsŒÝ共通äđŜġĴċœŜ
ę環境ä提供

オンライン統計プロセス管理（SPC/MSPC）技術
MainGATE SPC
MainGATE MSPC å ŀ Ŗ Ĥ Ģ

図

「MainGATE MSPC」の機能

系Àþé組立加工系ä製造ŒčŜáÀÇā歩留Ā向上h品
質改善ĠňŎŕsĠŐŜáþā品質管理ŕłŔä向上Ĉ目

管理限界設定
温度

的ÞÍÕ支援機能Ĉ持Úg主à機能j特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg
⑴

MainGATE SPCkXbar-R 管 理 図 À þ é X-Rs 管 理

正常データ
の範囲

上下限値
による
正常範囲

図áþā 1 変数ä統計管理Â可能
⑵

圧力

MainGATE MSPCk①通常ä上下限値検出Ýå見Ú
ÇÿĂàº異常Â多変量解析手法Ĉ用ºÜ検出可能h②
品質á一番影響Â与¾ā入力変数Ĉ見ÚÇāÉÞÂ可能h
行ºh品質評価値ä最適入力値Ĉ見ÚÇāÉÞÂ可能
本技術áþĀh
MainGATEä統計ŀŖĤĢ管理機能

入力変数

モデル

強度

評価値

評価値

③入出力変数ä相関Ĉ保ÙÕôô品質ĠňŎŕsĠŐŜĈ

入力変数を振ること
により最適な入力値
を見つける

品質シミュレーション
温度
圧力
・
・
・
回転数

上下限管理では検出
できない異常データ
を検出可能

入力変数

Ĉ実現Í顧客îä高度à製品品質管理Ĉ提供Ïāg
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制御技術
設備総合効率管理（OEE）技術
装置産業ú大型機械Ĉ配置ÍÕ専用加工設備Ĉ持Ú工場

図

「MainGATE/OEE・DTM」の機能

àßÝå計画的á設備総合効率Ĉ上Èā改善Â重要Ý¸āg
稼動時間

MainGATE/OEEjDTMåh設備故障原因ä分析
Þ特定hKPI}設備ä品質率h効率性àßä重要指標~計

時間範疇（はんちゅう）

故障停止ロス
段取り調整ロス
刃具交換ロス

KPI ÀþéÓä計算式å顧客äŔsŔÝ定義可能

⑵

収集ÍÕ設備稼動実績İsĨÁÿ KPI Ĉ計算ÏāÕ

÷äİsĨ項目Ĉ定義ËĂÕ集計ŔsŔá基ÛºÜhĠ
ĢįŉÂ時h直}Ġľı~
h日h週h月àßä単位á自
ęŒľ出力ĺĨsŜĈŏsğÂ登録可能

⑷

ĲœŔĩďŜ形式Ý設備故障原因h状態ĈĪĐĬĘ可

チョコ停ロス
速度低下ロス
空転ロス

停止ロス

生産効率
指標を
自動演算

KPI
データ
ベース

データベースサーバ

現場設備
PLC

性能稼動率
性能ロス

KPI グラフ表示
Web
サーバ

KPI Excel 出力

データ収集
パソコン

動的á集計ÍhKPI Ĉ自動計算ÏāÉÞÂ可能
⑶

時間稼動率

設備稼動
データ

不良ロス

設備総合効率（OEE）
= 時間稼動率 × 性能稼動率 × 良品率

DTM

支援Ïāg主à機能j特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

良品率

立上りロス
工程不良
（手直し）

故障

段取り

算àßáþĀh設備性能Ĉ分析Íh設備ä生産性ä改善Ĉ
⑴

計画停止

実稼動時間
正味稼動

KPI ：Key Performance Indicator
（業務の達成度を定量的に把握するための指標）
OEE ：Overall Equipment Effectiveness
〔可用性（性能稼動率）
，稼動状況（時間稼動率）
，出力品質
（良品率）の３側面から総合的に評価〕
DTM：Down Time Management
（時間範疇で KPI を算出し設備の生産性，故障率を分析管理）

能

FDT/DTM 技術を適用したエンジニアリング支援プラットフォーム
制御ĠĢįŉäđŜġĴċœŜę環境áhēsŀŜà

図

FDT/DTM 技術を使用した統合支援システム

FDT/DTM}Field Device Tool/Device Type Manager~

使用シーンに応じ
どこからでも自在に
ツール接続可能

技術Ĉ適用ÏāÕ÷äŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕgFDT

アプリケーション

åľČsŔĲ機器Þ監視j管理ĠĢįŉàÿéáđŜġĴ

コンフィグ 監視 アセット
その他
レーション （HMI） 管理

ċœŜęĠĢįŉÞäİsĨ交換äÕ÷äľŕsŉŘsĘ

FDT フレームワーク

Ý¸āgôÕhDTM å FDT äľŕsŉŘsĘ上Ý動作
Ïā機器ĦľıďĐċŋġŎsŔÝ¸ĀhľČsŔĲ機器
á対ÍęŒľČĔŔÝ分ÁĀúÏº操作性Ĉ実現Ïāg

DTM
DTM
DTM
DTM

富士電機åh制御ĠĢįŉä垂直統合Ĉ実現Ïā上Ýh
ľČsŔĲ機器á対ÏāđŜġĴċœŜę支援技術ÞÍÜ

ソフトウェア
モジュール群

FDT/DTM 技術Ĉ適用ÍÜºÅñÁh管理j監視ĠĢįŉ
áÀÇā機器情報収集技術ä核ÞÍÜø適用Ĉ図Āh他社
ľČsŔĲ機器Ĉ含÷Õ容易àĠĢįŉ構築Ĉ可能ÞÏāg

予防保全サービス
インバータの劣化診断システム
čŜĹsĨä劣化診断技術ÞÍÜh有寿命部品ä余寿命

図

環境劣化診断システム・腐食劣化のマスタカーブ

診断Þ環境áþā劣化診断Ĉ開発ÍÕg
余寿命簡易診断ĠĢįŉåh電解ĜŜİŜĞj冷却ľĊ

腐食膜厚
（ m）

ŜÞºÙÕ有寿命部品Ĉ対象ÞÍh実測温度j運転条件à
ßÁÿ劣化診断j余寿命診断Ĉ行¼g
環境劣化診断ĠĢįŉåŀœŜı板Ĉ対象ÞÍh環境ĕ
Ģú塵埃}Îĉ¸º~áþā劣化診断j余寿命診断Ĉ行¼g

腐食劣化診断
マスタカーブ

しきい値

現在の
腐食膜厚

環境ĕĢáþā配線ĺĨsŜ}銅åÅ~ä腐食減肉Þh塵
埃堆積}ÕºÑÃ~áþā配線間čŜĽsĩŜĢ減少Ĉ予
測Íh劣化j余寿命Ĉ算出Ïāg
診断ĠĢįŉáþĀh余寿命Â定量的á算出ÝÃāg

設置時（または
前回交換時）

時間（ｈ）
運用期間

余寿命

腐食膜厚 ＝ ƒ （時間，ガス濃度，温度，湿度）
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予防保全サービス
RFID 回転機振動診断システムの機能向上展開
回 転 機 ä 保 守 業 務 支 援 ĭ s Ŕ Þ Í ÜhRFID}Radio

図１

センサ分離高機能型を加えた新システム構成

Frequency IDentiﬁcation~回転機振動診断ĠĢįŉĈ開
発ÍÕg従来äēŜŒčŜ型úņsĨĿŔ型á比ïh振動
ĤŜĞÞä配線Â不要àÕ÷h設備費Þ工期Â大幅á改善h

Ethernet

既存設備îä適用Â容易hēŜŒčŜ化áþā診断作業ä

ＬＡＮアダプタ

安全性j省力化j診断精度Â向上Íh保全業務ä改善á向

送受信機

ÇÜ適宜ŏsğá適用ËĂÚÚ¸āg
現在h回転機Â密閉状態ä設置環境下Ýø無線Â適用Ý

外部電源
供給

Ãh狭º箇所Ýø設置可能à小型ĤŜĞĈ組õ合ąÑÕ高

無線振動センサ
（標準型）

機能型úh外部電源駆動äēŀĠŐŜø用意ÍÕ無線型振
動ĤŜĞĈ開発ÍÜºāg現場環境hĴsģá対応ÍÕÃ
÷細Áº運用ÂÝÃāþ¼áhŏsğä使º勝手ä良ºĠ

高機能型無線振動センサ
（分離型開発中）

Ģįŉ拡張Ĉ図ÙÜºāg

リモート監視モジュールの機種展開
ŀŒŜıä納入Áÿ更新ôÝäŒčľĞčĘŔáąÕā

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.
（40）
.

図１

リモート監視モジュールの種類

安定操業h運転操作向上hŊŜįĳŜĢ効率化äÕ÷hŀ
ŒŜıäœŋsı監視Â容易á実現ÝÃā環境účŜľŒ

中大インバータ

組込み型

ä整備Â要求ËĂÜºāg
富士電機ÝåhŀŒŜıĈ構成Ïā機器ÞÓĂÿĈ遠隔
外付け型

Ý監視ÏāĠĢįŉÞĈ容易á接続Ïā機能ÞÍÜhœ
ŋsı監視ŋġŎsŔĈ開発Íh富士電機Â供給Ïā全製
品îä実装Ĉ進÷ÜºāgÉäŋġŎsŔå機器á 1 対 1

富士電機
コールセンター

燃料電池
パワーエレクト
ロニクス機器
分析装置

á対応ÍÕ組込õ型Þ外付Ç型ä 2 種類Â用意ËĂÜÀĀh
中大čŜĹsĨú燃料電池àßá適用ÍÜºāg

汎用インバータ
外付け集合型

上記ä種類á加¾h複数ä機器ä組合Ñá対応ÍÕ外付
Ç集合型ŋġŎsŔĈ開発ÍhËÿàā機種展開Ĉ目指Í
Üºāg
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コンポーネント

受配電・開閉機器
電力監視・制御機器

展

望

2009 年åh2008 年á発生ÍÕĞĿŀŒčŉŖsŜ問題

á漏電監視機能ä強化h既設電力量計äĺŔĢ取込õàß

á端Ĉ発Ïā経済環境悪化ä影響áþā設備投資抑制Â継

ä機能拡充Ĉ行ÙÕgôÕhÓä上位設備á設置ËĂā

続Íh海外ä一部地域ú国内ä一部業種Ý回復ä兆ÍÂ見

İČġĨŔ形多機能œŕsF-MPC60BÝåhRS-485

ÿĂāøäähĞĿŀŒčŉŖsŜ問題発生前äŕłŔî

通信á Modbus-RTU ŀŖıĜŔĈ追加Íh適用ĠĢįŉ

ä回復áåñß遠º状況Ý¸ÙÕgÉäþ¼à過酷à経済

ä範囲拡大Ĉ行ÙÕg小規模工場j学校j商業施設àßä

環境ä中á¸ĂæÉÓhþĀ中長期的àĢĜsŀÝ市場環

中小ĠĢįŉáÀÇā全員参加型省đĶŔės活動ä活性

境j要求ä変化Ĉ動向ÞÍÜ理解ÍhęŖsĹŔj省đĶ

化Ĉ支援ÏāÕ÷h計測İsĨä収集j蓄積j表示Ĉ行¼

Ŕės}省đĶ~ĈĖsŘsĲÞÍÕ新Õà顧客価値ä提

Web ĞsĹ機能Ĉ搭載ÍÕF-MPC WebĈ開発ÍÕg

供á努÷Õg例¾æh顧客ä世界的à競争環境Ĉ共有Í

ôÕh当分野Ýå 2008 年 10 月 1 日付ÇÝľŒŜĢj

Ü貢献ÝÃāhęŖsĹŔĴsģá対応ÍÕ新製品ä開発h

ĠŎĳčĩsđŕĘıœĬĘ社}SE 社~ä日本法人Þ事

機種ä拡充Ĉ進÷ÕgôÕh改正ÍÕđĶŔėsä使用

業統合Ĉ行ÙÕ富士電機機器制御株式会社Ĉ設立Íh受配

ä合理化á関Ïā法律
}改正省đĶ法~Ĉ背景ÞÍÕ省

電j自動化機器分野Ýä世界äœsİČŜęĔŜĺĴsÝ

đĶ活動ä活性化îä必然性ĈÞÿ¾Õh工場j事業所j

¸ā SE 社ä製品ŒčŜĈ加¾ÜhþĀ付加価値ä高º製

店舗àßä省đĶ活動Ĉ支援ÏāĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÕg

品jĞsļĢä提供Ĉ開始ÍÜºāg受配電j開閉機器分

Ëÿáh顧客ä競争力ä基礎Þàāh信頼性Ĉ持ÙÕ製品

野Ýåh
TeSysD Ġœsģá 40 Ah50 Ah65 A ä 3 機

Ĉ安定ÍÜ提供Í続ÇāÕ÷h商品設計j改良äĜŜĽį

種Ĉ追加ÍhŒčŜċĬŀä拡大Ĉ行ÙÕgôÕh欧州Ý

ŜĠsä強化á努÷Õg

ŊčŜĢčĬĪÞÍÜ適用ÝÃā負荷開閉器VARIO Ġ

受配電j開閉機器分野Ýåh新 JIS/IEC}日本~
hGB

œsģĈ拡充ÍÕg制御機器分野Ýåh操作j表示Ģ

}中国~
hUL}米国~ä各規格ÏïÜá対応ÍÕh真ä

čĬĪĸsŋĴsĠœsģáÚºÜľŔŊĨŔĨčŀ

Ġ œ s ģ 125

Ýh重機h金属加工機械àßäċŀœĚsĠŐŜá最適à

v 800 AF ä 下 位 ľ ŕ s ŉ Þ à ā 32 v 100 AF ú 630 v

φ22XB4 形ĈåÎ÷hφ22XB5 形
hĜŜıŖsŔ

ę Ŗ s Ĺ Ŕ ĭ č Ŝ Ŀ ŕ s ĔG-TWIN

800 AF ä 4 極配線用遮断器Ĉ開発ÍhĠœsģä拡充Ĉ

ŅĬĘĢXAL 形Ĉ機種拡充ÍÕg電力監視機器分野

行ÙÕgôÕh高ºŕłŔä製品信頼性ú生産安定性äÕ

Ýåh電力計測İsĨä収集j管理Ĉ行ºh電力使用量ŕ

üôâ向上Ĉ目指ÍÜhĞsŇŔœŕs専用解析ĭsŔĈ

ņsıø簡単á出力可能àċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċ

開発Íh製品設計ä重要要素Ý¸ā精度検証ŀŖĤĢä手

ION Enterpriseä日本語版Ĉ開発ÍÕg今後øh従来

法Ĉ大幅á強化ÏāÉÞÂÝÃÕg

ä機器提供á加¾Üh省đĶĦœŎsĠŐŜÞÍÜä高機

制御機器分野ÝåhļŔ照明úđĢĔŕsĨàßäþ¼

能電力監視機器h安全機器ä品Ôă¾áŀŕĜŜĞŔįČ

à身近à小規模ĠĢįŉä制御ĈĨsěĬıáĨčŇúœ

ŜęĈ加¾Õ安全ĦœŎsĠŐŜh高性能受配電機器ä品

ŕsä代替ÞÍÜ幅広º用途á使用ÝÃāčsġsŖġĬ

Ôă¾Ĉ使ÙÕĘœįČĔŔĺŘsĦœŎsĠŐŜàßh

ĘĜŜıŖsŒŖġœċ}Logilier~
ä 12 点ĨčŀĈ

þĀ高付加価値àĦœŎsĠŐŜ提供Ĉ進÷ÜºÅg

製品系列á加¾ÕgôÕhφ16 接点一体形ĜŇŜĲĢčĬ

富士電機åh産業j社会ÂŅıŔĶĬĘÞÍÜ抱¾āË

ĪAR16/AF16 Ġœsģá視認性Ĉ高÷ÕĽŎċńŘ

ôÌôà問題ĈĢĽsİČá解決ÝÃāþ¼顧客ä課題Ĉ

čı色Ĉ追加ÍhĔŒsĹœđsĠŐŜä拡充Ĉ行ÙÕg

共有j理解Íh問題解決á貢献Ïā技術j製品ä強化Þ商

電力監視機器分野Ýåh省đĶĈ目的ÞÍÕ電気đĶŔ

品jĞsļĢä提供Ĉ進÷ÜºÅ所存Ý¸āg今後Þø顧

ėsä計測監視h配電設備ä異常監視Ĉ行¼F-MPC04

客各位äàÀ一層äÊ支援hÊ指導ĈÀ願º申Í上Èāg
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受配電・開閉機器
配線用遮断器（MCCB）
/漏電遮断器（ELCB）
「G-TWIN シリーズ」32 〜 100 AF の機種拡充
新 JIS/IEC} 日 本 ~
hGB} 中 国 ~
hUL} 米 国 ~ ä 各 規

図１ 「G-TWIN シリーズ」
（100 AF）

格 Ï ï Ü á 対 応 Í Õh 真 ä ę Ŗ s Ĺ Ŕ ĭ č Ŝ Ŀ ŕ s Ĕ
G-TWIN Ġœsģ125 v 800 AF å発売以来好評á使
用ºÕÖºÜºāg今回hÓä下位ľŕsŉÞàā 32 v
100 AF ä MCCB/ELCB Ĉ開発ÍhĠœsģŒčŜċĬ
ŀä拡充Ĉ行ÙÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴ G-TWIN ĠœsģÞ同一äńŘčıęŕs外観色
ÞÍh銘板h端子ĔĹs色àßĈ含÷ÜĠœsģ統一
⑵

端子部直付Ç方式äĿŖĬĘ端子Ĉ加¾h顧客要求ä

多様化á対応ÍÕh使ºúÏËj小型化Ĉ実現
⑶

ELCB áå欠相対応形ä三相電源制御回路Ĉ標準採用

Íh安全性Ĉ向上
MCCB

ELCB

配線用遮断器（MCCB）
「G-TWIN シリーズ」630 〜 800 AF/4 極品
新 JIS/IE}日本~
hGB}中国~ä各規格áÏïÜ対応
ÍÕ真äęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔG-TWIN

図

「G-TWIN シリーズ」
（800 AF）

Ġœsģ

125 v 400 AF ä上位ľŕsŉÞàā 630 v 800 AF ä 4 極
配線用遮断器Ĉ開発ÍhĠœsģŒčŜċĬŀä拡充Ĉ
行ÙÕg主要外形寸法Ĉ従来品Þ変¾āÉÞàÅh次äþ
¼à特徴Ĉ備¾Üºāg
⑴

AC400 V 系 遮 断 容 量 ä 格 上 ÈkAC440 V/50 kA

}従来å 42 kA~
⑵

高遮断形ä機種追加kAC440 V/70 kA

⑶

4 極 4 素子形ÞÍh中性極ä過電流保護Â可能

⑷

内装付属品Ĉ 400 v 800 AF äľŕsŉ間Ý共用化Íh
顧客Ýä保守Ĉ容易化

⑸

ķŜēsı SW 形ĈŒčŜċĬŀ

⑹

DC 回路îä適用仕様品Ĉ提供

熱回路網法による電流−熱−機構連成解析ツール
ĞsŇŔœŕsä安定ÍÕ製品特性Ĉ実現ÏāÕ÷áåh

図

解析結果と実験結果の比較

使用ÍÜºÕ有限要素法j流体解析ĭsŔÝå条件設定ú

湾曲量＊1

内部ĻsĨä発熱ÞĹčŊĨŔ湾曲量ä相関Ĉ各Ĺœđs
ĠŐŜá応ÎÜ正確á把握Ïā必要Â¸āgÍÁÍh従来
計算á膨大à時間Ĉ要ÏāÕ÷h多ÅäĹœđsĠŐŜĈ
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持ÚĞsŇŔœŕsî適用Ïāáå実用的ÝàÁÙÕgÉ

解析値
実測値

0

間Ý繰Ā返ÏÉÞÂÝÃhÉĂáþĀh例¾æ部品寸法ä
æÿÚÃĈ考慮ÍÕ反復ĠňŎŕsĠŐŜĈ行¼ÉÞá
þÙÜhĞsŇŔœŕsä最適化設計Ĉ短期間Ý達成ÝÃ
āg

3

（a）バイメタル湾曲量の過渡応答
2.5
温度上昇＊2

網法áþā熱解析ÞĹčŊĨŔ湾曲量計算Ĉ正確ÁÚ短時

2
通電時間（h）

ä問題Ĉ解決ÏāÕ÷h簡易ŋİŔÝä連成解析ÂÝÃā
専用解析ĭsŔÂ望ôĂÜºÕg本解析ĭsŔåh熱回路

1
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バイメタル全長
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バイメタル根元からの距離（mm）
（b）バイメタルの温度分布
＊1：湾曲量は 3 h 後の定常状態を 1 として無次元化
＊2：温度上昇値はバイメタル根元の温度を 1 として無次元化
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電力監視・制御機器
イージーロジックコントローラ「ロジリア（Logilier）
」の機種拡充（AC 電源 12 点品）
Ŗġœċ}Logilier~
åh従来äĨčŇúœŕsä代

図

「ロジリア（Logilier）
」
（RQ2P12-R52 形）

替ÞÍÜ幅広º用途á利用ÝÃh制御盤ä小型化j省配線
化Ĉ可能ÞÏā商品Ý¸ĀhĺĦĜŜáþā簡単àŀŖę
ŒňŜęÂ好評Ĉ得Üºāg
今 回h 入 出 力 点 数 Â 少 à º 農 産 物 加 工 制 御 ú Ĳ ċj
ĠŌĬĨ制御h照明ä省đĶŔės制御àßá最適à AC
電源j小型ĨčŀĈŒčŜċĬŀá追加ÍÕg特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg
⑴

AC100 v 240 V 電源対応 12 点ĨčŀÝhDC24 V 補助

電源Â不要
⑵

DC24 V 電源対応 12 点ĨčŀÞ同一ä 71.2×90×57.9

}mm~ä小型ĞčģĈ実現
⑶

定格電流 8 A}電圧AC250V~ä大容量œŕsĈ 4 点
装備Íh照明jĹŔĿàßĈ直接運転j制御可能

集合形配電監視ユニット「F-MPC04」の機能拡充
集 合 形 配 電 監 視 ŏ Ĵ Ĭ ıF-MPC04 åh 省 đ Ķ Ŕ

図

集合形配電監視ユニット「F-MPC04」

ėsĈ目的ÞÍÕ配電電力ä計測監視Àþé配電設備ä異
常監視Â可能Ýh好評ä¼×áÊ使用ºÕÖºÜºāg今
回hčŜĹsĨ設置á起因Ïā高調波増大á対応ÍÕ漏電
監視機能ä強化h既設電力量計äĺŔĢ取込õhıŒŜĢ
ĈåÎ÷ÞÍÕ設備機器ä異常信号取込õäÕ÷äčŜĨ
ľĐsĢ強化àßä拡充Ĉ行ÙÕg主à特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
⑴

漏¾º電流計測á基本波漏¾º電流計測機能Ĉ追加

⑵

国外Ý需要Â多º Modbus-RTU 通信機能ä追加

⑶

ĺŔĢ入力ÀþéēŜ - ēľ状態入力Â可能à DI4

点Ĉ追加
⑷

操作性向上äÕ÷ĺĶŔ操作ĢčĬĪä配置改良Þ数

値表示器ä大型化

ディジタル形多機能リレー「F-MPC60B」の機能拡充
高圧受変電設備á用ºāŊsĨh保護継電器h制御機器h
ıŒŜĢİŎsĞä機能ĈĜŜĺĘıá一体化ÍÕİČġ
ĨŔ形多機能œŕsÞÍÜF-MPC60BÂ好評Ĉ得Ü
ºāg今回hĠĢįŉä多様化á対応ÍÜh適用範囲拡大
äÕ÷ä機能拡充Ĉ行ÙÕg主à改良点Þ特徴å次äÞÀ
ĀÝ¸āg
⑴

RS-485 通信áhModbus-RTU ŀŖıĜŔĈ追加Íh

既存ä F-MPC 専用ŀŖıĜŔÞ設定切換Â可能
⑵

本体áŖsĩ接続ĜĶĘĨĈ装備ÍhĺĦĜŜ上ä

ŖsĩĦľıďĐċ}無償提供~áþĀ整定値ä変更Â
可能
⑶

RoHS 指令á適合}T œŜĘ伝送品å除Å~

⑷

ıŒŜĢİŎsĞ出力ä出力要素Ĉ固定方式Áÿ設定
áþā選択方式á変更
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図

ディジタル形多機能リレー
「F-MPC60B」
の受電ユニット
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展

望

2009 年å日米Ý新政権ÂĢĨsıÍÕgēĹŇ大統領
åęœsŜjĴŎsİČsŔ政策Ý太陽光発電àßäĘ

Ĉ開発ÍÕgËÿàā大電流密度化îä対応Ĉ可能ÞÍh
ĸčĿœĬĲ車技術ä躍進î貢献ÍÜºÅg

œsŜđĶŔės技術Ĉ中心ÞÍÕ新Õà産業ä創出Ĉ提

ĺŘsİČĢĘœsı分野Ýåh電源用途Ýå UPS ú

唱Ïā一方h鳩山首相å日本Â 2020 年ôÝá 1990 年比Ý

太陽光発電äčŜĹsĨ用á適用可能à高速İČĢĘœs

温室効果ĕĢĈ 25 % 削減ÏāÉÞĈ世界á宣言ÍÕgÉ

ı IGBTh大電流低損失 600 V 高速ĩčēsĲĈ開発ÍÕg

äþ¼á各国äœsĩså地球環境保護á向ÇÕ強ºŊĬ

車載用途ÝåĸčĿœĬĲ車ä DC-DC ĜŜĹsĨ用途ä

ĤsġĈ打×出Íh今後å世界ä産業ä基軸Â{đĶŔ

高信頼性高耐圧 MOSFET}Metal-Oxide-Semiconductor

ėsj環境|関連á急激áĠľıÏāÞ考¾ÿĂāg

Field-Eﬀect Transistor~Ĉ開発ÍÕg

富士電機ÝåhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ用ºÜ

ĺŘs IC 分野ÝåhęœsŜ IDCj通信j産業向Ç製

{đĶŔėsj環境|関連事業áœĦsĢĈ集中Íh省電

品ÞÍÜh電源ä高効率化Þķčģ低減áþā外付Ç部品

力化ú再生可能đĶŔės分野á対応可能à技術Àþé製

点数削減Ĉ可能ÞÏā大容量 PFC 電源 ICh低待機電力Ý

品開発á取Ā組ĉÝºāgÓĂÿĈ実現ÏāÕ÷ä基幹部

高信頼性Ĉ確保ÍÕŅŔįsġŋsĲ PWM 電源 ICh液

品Ý¸āĺŘs半導体á関ÍÜh2009 年å次ä開発成果

晶įŕļàßä民生製品ä低消費電力化Þ電源小型化Ĉ

Ĉ得Õg

可能ÞÏā臨界 PFC 電源 IChķsıĺĦĜŜ電源ä高効

ĺ Ř s ŋ ġ Ŏ s Ŕ 分 野 Ý åh 独 自 ä 最 新 FS}Field

率化Þ低待機電力化Ĉ可能ÞÏā EPA 5.0 規格対応多機能

Stop~ıŕŜĪ技術Ĉ適用ÍÕ第 6 世代 IGBT}Insulated

PWM 電源 IC Ĉ開発ÍÕg車載用途Ýåh環境対応車向

Gate Bipolar Transistor~ ŋ ġ Ŏ s ŔV Ġ œ s ģ  ä

Ç製品ÞÍÜhĸčĿœĬĲ車ä電力変換ĠĢįŉá用º

系列Ĉ拡大ÍhPIM}Power Integrated Module~
h6 in 1

ÿĂā高信頼性ä IGBT 駆動用 IChİČsĥŔ車ä排気

製 品 á 続 Ãh2 in 1 製 品 Ĉ 開 発h 量 産 Ĉ 開 始 Í ÕgIPM

圧Ĉ検出Ïā耐腐食性ä高º圧力ĤŜĞĈ開発ÍÕg

}Intelligent Power Module~製品ÝåhV Ġœsģ IGBT

以上äþ¼à新製品Ĉ開発ÏāÞÞøáh将来ĴsģĈ

技術á加¾hċŒsŉ要因別ä出力機能Ĉ追加ÍÕ新Õ

予測ÍÜ次世代技術ä開発ø行ÙÜºāgďĐsĸ技術Þ

à制御 IC Ĉ搭載ÍÕ第 6 世代 IPM Ĉ開発ÍÕg今後h順

ÍÜđĽĨĖĠŌŔ成長技術Ĉ用ºÕ拡散構造形成hİĹ

次系列拡大Ĉ図āgôÕh医療機器h溶接機hËÿáå

čĢ技術ÞÍÜ Superjunction MOSFET Þ HVIC ä技術

UPSh太陽光čŜĹsĨ機器Ý必要ÞÏā高周波ĢčĬ

開発h実装技術ÞÍÜ銅端子超音波接合技術Þ冷却技術Ĉ

ĪŜę用途á高速 IGBT Ĉ開発ÍÕgÓäñÁh3.3 kV

開発ÍÕg

IGBT å電鉄用途äõàÿÐh今後系統電圧ä高圧化Â進

今後ø引Ã続Ã富士電機ÝåhđĶŔėsj環境問題á

ö風力発電用ĜŜĹsĨîä適用拡大Â期待ËĂāg車載

対応ÏāïÅh高効率j高信頼性äĺŘs半導体ä技術開

用途ÝåhĸčĿœĬĲ車用ĺŘsĜŜıŖsŔŏĴĬı

発j製品開発á取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg

ä両面冷却ŋġŎsŔá適用ËĂā第 2 世代÷ÙÃĪĬŀ
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半導体
第 6 世代 IGBT モジュール「V シリーズ」
近年h電力変換装置á使用ËĂāĺŘsŋġŎsŔå低

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（24）
.

図１ 「V シリーズ」

損失化h小型化Â求÷ÿĂÜºāg富士電機Ýå第 6 世代
ŋġŎsŔV ĠœsģĈ製品化ÍhPIM 系列hDual
系列á加¾hËÿáĢĨŜĩsĲ 2 in 1hEconoPACK ™
Ĉ系列化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

小型化k前世代ĪĬŀá比ï 30 % ĞčģĩďŜ

⑵

低損失化k新ıŕŜĪ構造hľČsŔĲĢıĬŀ層ä
最適化áþā低ēŜ電圧h高速ĢčĬĪŜęh発生損失
低減ä実現

⑶

ķčģ制御性ä向上kěsı抵抗áþā EMI ķčģ
ä原因ÞàāĨsŜēŜĢčĬĪŜę時ä IGBT 電流À
þé FWD 電圧ä制御ä向上

⑷

高信頼性kRoHS 指令対応鉛ľœsåĉÖÝäĺŘs

ĞčĘŔ耐量ä向上

第 6 世代 IGBT-IPM「V シリーズ IPM」
ŋsĨ駆動装置ú電源装置àßá使用ËĂā IPM åh

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（28）
.

図

「V シリーズ IPM」

高効率化j小型化j高信頼性化Â要求ËĂÜºāgÉä要

P630
600 V/50〜200 A
1,200 V/25〜100 A

求á応¾āÕ÷hIPM 用á最適化ÍÕ V Ġœsģ IGBT
ĪĬŀÞ駆動方法Ĉ改善ÍÕĲŒčĿ IC Ĉ開発Íh小

P626
600 V/50, 75 A
1,200 V/25〜50 A

型j薄型ä新規ĺĬĚsġá搭載ÍÕV Ġœsģ IPM
Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

定格電圧/電流k600 V/20 〜 400 Ah1,200 V/10 〜 200 A

⑵

ısĨŔ発生損失ä対 R-IPM3 比 17 % 低減

⑶

小型化j薄型化}RoHS 指令対応~

⑷

İĬĲĨčŉä短縮

⑸

ċŒsŉ要因別ċŒsŉ出力機能

⑹

内蔵機能kĲŒčĿ機能h過電流j短絡jĪĬŀ過

P629
600 V/20〜50 A
1,200 V/10〜25 A

熱j電源電圧低下保護機能

高速 IGBT モジュール
近年hMRI ú X 線装置ä医療用電源h電磁調理器h溶
接機hŀŒģŇĔĬĨ用電源àßä市場Â拡大ÍÜºāg
ÉĂÿä機器ÝåĢčĬĪŜę周波数Â 20 v 50 kHz ä
領域Ý IGBT ŋġŎsŔĈ使用ÏāgÉäþ¼à高周波Ģ
čĬĪŜęÝä使用á適ÍÕ高速 IGBT ŋġŎsŔĈ開発h
製品化ÍÕg製品系列å 2 個組 1,200 V/100 v 200 A ä 3
型式ÞhĪŐĬĺ用 200 v 400 A ä 3 型式Ý¸āgĺĬ
Ěsġå標準的à外形äøäáhDCB 基板ÞÍÜ窒化Ç
º素ä絶縁材料Ĉ適用ÏāÉÞÝ放熱性Ĉ向上ÍÕg高速
ĢčĬĪŜęá適応ÍÕ性能Ĉ実現ÏāÕ÷hIGBT ĪĬ
ŀä裏面 p 層ä濃度ĜŜıŖsŔh表面ĤŔĽĬĪ間隔
ä短縮hÀþé FWD ĪĬŀäŒčľĨčŉĜŜıŖsŔ
Ĉ最適化ÍÜhĢčĬĪŜę損失Ĉ低減ÍÕg
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高速 IGBT モジュール
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半導体
3.3 kV IGBT モジュール
産業用čŜĹsĨú車両čŜĹsĨàßä市場Ĵsģ

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（15）
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図4

3.3 kV IGBT モジュール

á 応 ¾ ā Õ ÷h3.3 kV 耐 圧h1,200 A 電 流 定 格 ä 大 容 量
IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg製品ŒčŜċĬŀÞÍÜh
3.3 kV/1,500 A Àþé 3.3 kV/800 A IGBT ŋġŎsŔĈ開
発中Ý¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ıŕŜĪhľČsŔĲĢıĬŀ適用ä IGBT ĪĬŀá
þā低損失化

⑵

1

⑶

0

m

m

低熱抵抗ä AlN}窒化ċŔňĴďŉ~絶縁基板áþ

14

ā優ĂÕ熱性能
⑷

1

9

高ºĢčĬĪŜę耐量

m
0m

（a）1in1 3.3 kV/
1,200 A, 1,500 A

高º長期信頼性

3

0

m

m

m

0m

14

（b）1in1 3.3 kV/800 A

™高絶縁性能äĺĬĚsġ樹脂材Ĉ採用
™ AlSiC}ċŔňĴďŉjĠœĜŜĔsĹčĲ~łs
ĢáþĀh高ºĺŘsĞčĘŔ耐量

ハイブリッド車用第 2 世代めっきチップ
普及ä進öĸčĿœĬĲ車äĠĢįŉåh高出力化h小

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（6）
.

図

第２世代めっきチップ

型化ä要求Â増ÍÜºāgÉĂá対Íh高電流密度化h両
面冷却構造á対応ÍÕ半導体ĪĬŀÂ要求ËĂh表面電極
áĴĬĚŔ}Ni~÷ÙÃ膜Ĉ形成ÍÕ構造ä第 2 世代ĪĬ
ŀĈ開発ÍÕgIGBT ĪĬŀå 1,200 V-FS}ľČsŔĲĢ
ıĬŀ~ıŕŜĪ IGBT 構造ä技術Ĉ用ºh第 1 世代ĪĬ
ŀþĀ高電流密度á対応ÍÕ設計ÞÏāÉÞÝh特性改
善Ĉ達成ÍÕgĩčēsĲĪĬŀå FZ}ľŖsįČŜę
ħsŜ~ďĐsĸĈ採用Íh特性æÿÚÃĈ改善Ĉ行ÙÕg
ôÕh÷ÙÃ工程Ýå自動式装置Ĉ導入ÏāÉÞÝh膜質
ä改善Þ膜厚æÿÚÃĈ低減ÏāÞÞøáh新生産ŒčŜ
Ĉ構築ÍÜºāg

（a）IGBT チップ

（b）ダイオードチップ

自動車用高耐圧 MOSFET
環境対策ÞÍÜ注目ËĂāĸčĿœĬĲ車ú電気自動車

図

高耐圧 MOSFET（500 V，600 V，900 V）

áÀºÜh高電圧ĹĬįœÞ低電圧ĹĬįœ間Ý電力変換
Ĉ行¼ DC-DC ĜŜĹsĨå重要部品ä一ÚÝ¸āg富士
電機Ýåh構造設計ä最適化áþĀ耐久性Þ放熱性Ĉ改善
Í 500 〜 900 V ĘŒĢä自動車用高耐圧 MOSFET Ĉ製品
化ÍÕg500 V Àþé 600 V 品åh内蔵ĩčēsĲĈ高速
化ÍhĢčĬĪŜę時ä損失Ĉ抑制ÍÕg主à特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg
⑴

定格電圧/定格電流k500 V/48 Ah600 V/42 Ah
900 V/2.6 Ah900 V/7 A

⑵

耐久性ä向上k1.5 〜 2.0 倍}当社従来品比~

⑶

逆回復時間

ktrr}代表値~
＝160 〜 175 ns
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ňĴ UPS ú太陽光čŜĹsĨÝåh高周波化Àþé高

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（19）
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図

高速ディスクリート IGBT のターンオフ波形

効率化ä要求Â強ºgÉĂÿä機器向ÇáhŋġŎsŔÝ
業界ıĬŀŕłŔä低損失技術Ĉ持Ú IGBT Þ FWD Ĉ高

従来品 IGBT

周波用途向Çá最適化ÍhİČĢĘœsıĺĬĚsġá集

V CE =200 V/div

積ÍÕg図å高速İČĢĘœsı IGBT äĨsŜēľ波形
ä一例Ý¸Āh従来品á比ïĢčĬĪŜęÂ高速ÞàĀh

I C =5 A/div

ĨsŜēľ損失Ĉ約 50% 低減ÍÕg主à特徴å次äÞÀ

t =200 s/div

ĀÝ¸āg
⑴

高速 IGBT

低ēŜ電圧h高速ĢčĬĪŜęj低ĢčĬĪŜę損失h

V CE =200 V/div

高速œĔĹœs
⑵

定格電圧/電流k600 V/30 Ah50 Ah75 Ah
I C =5 A/div

1,200 V/15 Ah25 Ah40 A
⑶

t =200 s/div

外形kTO-247 ĺĬĚsġ

大電流低損失 600 V 高速ダイオード
čŜĨsĶĬıä情報通信量ä飛躍的à増加á伴ºh

図

大電流低損失 600 V 高速ダイオード

IDC 機器}UPShĶĬıŘsĘĞsĹàß~á搭載ËĂ
āĢčĬĪŜę電源áåh単位体積当ÕĀä電力容量増加
ÞÓĂá伴¼高効率j低損失化Â要求ËĂāg一方hÉĂ
ÿä電源áå高調波対策ÞÍÜ力率改善回路}PFC 回路~
Â必須ÞËĂh回路á使用Ïā高速ĩčēsĲä低損失化
Â電源ä効率向上á必要Þàāg富士電機ÝåhŒčľĨ
čŉĖŒsä拡散ŀŖľĊčŔúĠœĜŜ基板Ĉ最適化Ï
āÉÞáþÙÜhVF Þ trr äıŕsĲēľĈ向上ÍÕ大電
流h高速ÁÚ低 VF 特性Ý電源ä高効率化á有効à低損失
600 V ĩčēsĲĈ開発j製品化ÍÕg製品系列å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
⑴

定格電流k20 Ah30 Ah50 A

⑵

ĺĬĚsġkTO-247

大容量 PFC 電源 IC「FA5610 シリーズ」
大容量電源向Çä平均電流方式ä連続ŋsĲ PFC-IC

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（57）
.

図

伝導ノイズ特性の比較

}Power Factor Correction-IC~
FA5610 ĠœsģĈ開
発ÍÕg
圧ú負荷条件áþĀ最適àĢčĬĪŜę周波数Ĉ設定Ïā
ÉÞÂÝÃh従来機種þĀ 6 dB 程度äķčģÂ低減ÝÃ
āgÉä機能áþĀh入力ľČŔĨĈ簡素化Íh効率ä向
上h部品削減Â可能Þàāg
ôÕh8 ĽŜ小型ĺĬĚsġĈ採用ÍàÂÿh起動時ä

レベル（dB V）

本 IC åĢčĬĪŜę周波数ä分散機能Ĉ持×h入力電

90

伝導ノイズ（QP 値）

80
70

FA5502 55 kHz
FA5502 60 kHz

60

QP

50
40

Ave
FA5610/FA5611

音鳴Ā対策h負荷急変時ä出力電圧低下対策h高電圧入力
時ä電力制限àßä機能Ĉ搭載Íh使ºúÏËh安全性Ĉ
向上ÍÕ電源ĠĢįŉĈ実現ÏāÉÞÂÝÃāg

30
0.1

1
周波数（MHz）

FA5610/FA5611 のノイズレベルは FA5502 より 6 dB 低い

78

富士時報

半導体

Vol.83 No.1 2010

半導体
新臨界 PFC 電源 IC「FA5590 シリーズ」
民生機器ä低消費電力化j小型化á貢献Ïā臨界 PFC-

図１

「FA5590 シリーズ」

ICFA5590 ĠœsģĈ開発ÍÕg
本 IC Ý åh 入 力 電 圧 検 出 Ĉ 不 要 Þ Íh 待 機 電 力 Ĉ
100 mW 低減ÍÜºāgôÕh周波数制限機能áþĀ軽負
荷時ä効率Ĉ最大 6 % 向上ÍÜºāg
ËÿáhčŜĩĘĨäĥŖ電流検出方法Ĉ変更ÏāÉÞ
áþĀh外付Ç部品}補助巻線hĹčĺĢĩčēsĲ~Ĉ
不要ÞÍh電源ä小型化á貢献ÍÜºāg
加¾Üh次ä改良áþĀ安全性Â高Åh高性能à電源Â
実現ÝÃāg
⑴

応答性ä向上áþā力率ä向上

⑵

ĩčĳňĬĘ過電圧保護hĦľıĢĨsı機能áþā
起動時j負荷急変時äčŜĩĘĨ音鳴Ā防止

ボルテージモード PWM 電源 IC「FA5604 シリーズ」
電源装置ä小型化h低待機電力化h高効率化h高安全

図１

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（52）
.

「FA5604 シリーズ」

性àßä要求á対応ÍÕŅŔįsġŋsĲ PWM 電源 IC
FA5604 ĠœsģĈ開発ÍÕg
ĢĨŜĹč機能Ĉ内蔵Íh低待機電力化h軽負荷時ä効
率改善Â可能ÞàāgôÕhĺŔĢĹčĺŔĢ電流制限h
定電流垂下特性h過負荷時ĻĔĬŀ動作àßä保護機能á
þĀ高º安全性Ĉ確保ÍÕ電源装置Â構成ÝÃāg
特á定電流垂下特性Ĉ少àº外付Ç部品Ý実現ÝÃāÉ
ÞÁÿhĹĬįœàß定電流特性Â要求ËĂā負荷î接続
Ïā電源装置àßø含÷hËôÌôà用途ä電源îä応用
Â可能Þàāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĢčĬĪŜę周波数設定可能}100 〜 300 kHz~

⑵

小型 8 ĽŜĺĬĚsġá豊富à機能Ĉ内蔵

排気系圧力検出用センサ
自動車ä排出ĕĢ規制Â年々強化ËĂh内燃機関ä効率

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.
（62）
.

図１

排気系圧力検出用センサ

化Þ低排ĕĢ化Â進ö中Ýh排ĕĢä圧力検出ä要求Â高
ôÙÜºāg今回開発ÍÕ排気系圧力検出用ĤŜĞåhđ
ŜġŜä吸気圧用ĤŜĞÞÍÜ実績Â¸āŘŜĪĬŀĨč
ŀä半導体式圧力ĤŜĞĈ応用Íh金電極h金ŘčōĈ採
用ÍÕ耐腐食構造áþĀh排ĕĢ中á含ôĂā腐食性物質
á対Ïā耐性Ĉ持ÙÜºāg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

圧力ŕŜġ/出力電圧範囲k〜 400 kPa abs/0.5 〜 4.5 V

⑵

h
出力誤差精度k＋
−1.2 %F.S. 以下}25 ℃~

＋
−2.0 %F.S. 以下}−40 ℃h135 ℃~
⑶

EMI 耐性k100 V/m}1 〜 1,000 MHz~

⑷

EMC 耐 性kJASO D00-87hISO 11452-2hISO 7637
準拠

⑸

耐腐食性}SO2 ĕĢ試験~
kDIN 50018-SFW 1.0S 準拠
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ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi009」
地球温暖化防止á対Ïā全世界的à関心Â高ôÙÜºāg
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図１

ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi009」

図１

銅端子接合部

図１

800 V 保証自己分離型 HVIC のチップ

ĕĦœŜ車Þä価格差ä減少àßáþĀĕĦœŜđŜġŜ
Þ電気ŋsĨĈ併用ÍÕĸčĿœĬĲ車ä需要Â急増ÍÜ
ºāg
富士電機ÝåhĸčĿœĬĲ車ä電力変換ĠĢįŉá用
ºÿĂā IGBT 駆動 ICFi009Ĉ開発ÍÕgÉä製品åh
IGBT 駆動用ä 15 V 系ĲŒčĿú保護機能}過熱h過電
流h電源電圧低下hĦľı遮断~ĈŘŜĪĬŀ化ÍÜÀĀh
IGBT ä安定動作ú異常時ä焼損回避ÀþéĠĢįŉä小
型化á貢献ÝÃāgĪĬŀå従来品þĀ汎用性Ĉ高÷h微
細ŀŖĤĢĈ用ºÜ小型化ÍÕgĺĬĚsġå鉛ľœs対
応ä SSOP-20 ÞÍÕgôÕh175 ℃Ýä放置á耐¾ā高
信頼性耐量Ĉ確保ÍÜºāg

銅端子超音波接合技術
近年ä風力発電ú太陽光àßä新đĶŔės利用ä拡大
á伴ºh大容量領域ä IGBT ŋġŎsŔä要求Â増加ÍÜ
ºāg大電流容量域áÀºÜå銅端子áþā配線Â有効Ý
¸āgÍÁÍ大型ä IGBT ŋġŎsŔÝå加熱時ä熱変形
ä影響Â大ÃÅh従来äåĉÖ付Ç技術ä適用å難Íºg
ÓÉÝh代替接合技術ÞÍÜh超音波接合技術Ĉ開発ÍÕg
超音波接合ä課題åh①銅端子−銅回路部ä接合強度ä確
保h②絶縁層Ý¸āĤŒňĬĘĢ部îäĩŊsġ低減h③
温度ĞčĘŔ試験Ýä信頼性hÝ¸āg材料硬度h端子形
状h接合加圧ĺĨsŜàßäĺŒŊsĨ最適化Ĉ図āÉÞ
Ýh本技術Ĉ確立ÍÕg従来þĀø大面積ä大容量 IGBT
ŋġŎsŔä製品化Ĉ容易áÍÕg

自己分離型 HVIC 技術
近年hIT 分野Ýå機器ä台数増加á伴º使用電力量Â
急増ÍÜÀĀhęœsŜ IDC 化áþā電源ĠĢįŉä省
đĶŔės化j高効率化Â求÷ÿĂÜºāg富士電機Ýåh

レベルシフタ（800V 系 LDMOS）

ハイサイド側駆動回路部

低電圧制御回路部

ローサイド側駆動回路部

ęœsŜ IDC 電源向Çá 800 V 保証 HVIC}High Voltage
IC~ä製品開発Ĉ行ÙÕgHVIC Þåh低電圧制御回路Þ
高電圧駆動回路ĈŘŜĪĬŀá集積ÍÕ半導体製品Ý¸
āg今回h自己分離方式Ĉ採用ÍÕ HVIC 技術Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

800 V 系 LDMOS Þh30 V 系 À þ é 5 V 系 CMOS Ĉ
ŘŜĪĬŀá集積

⑵

低寄生容量高耐圧 LDMOS áþā高速応答ä実現}ĸ
čĞčĲĨsŜēŜ−ēľ伝達遅延時間k75 ns~
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図１

パワー MOSFET の発生損失比較（出力 400 W）

電力化対策ÞÍÜh電力変換効率Ĉ向上ÏāÕ÷ä低損失
1.2

àĺŘs MOSFET Â強Å求÷ÿĂÜºāgÉä要求á応
¾h富士電機Ýå不純物濃度制御á優ĂÕ多段đĽĨĖ

1.0
14％低減

MOSFET}ĺĬĚsġkTO-220~Ĉ開発ÍÕg開発品åh
SJ 構造ä不純物濃度Àþé n 型ĹĬľĊ層ä最適化áþ
Āh業界最高ŕłŔä性能Þàā低 RonjAh高 L 負荷ċ
ĹŒŜĠĐ耐量Ĉ達成ÍÕgôÕh400 W ĘŒĢ ATX 電

発生損失（a.u.）

ĠŌŔ成長方式áþā 600 V/0.16 Ω ä Superjunction}SJ~
0.8

ターンオフ
損失

0.6

0.4

ターンオン
損失

源 á 使 ą Ă ā 従 来 型 MOSFET}
FHM23N60ES
kTO0.2

3P 搭載最大Ğčģ品~Ĉ SJ-MOSFET á置Ã換¾āÖÇ

導通損失

ÝhısĨŔ損失Â約 14 % 改善ÝÃāÉÞĈ確認ÍÕg
0.0
SJ-MOSFET

「FMH23N60ES」

エピタキシャル成長技術を用いた拡散構造形成
ĺ Ř s İ Ĺ č Ģ ä 小 型 化j 高 性 能 化 ä Õ ÷h Ġ œ

図１

シリコン基板拡散構造（SCM 像）

Ĝ Ŝ 基 板 ä 拡 散 構 造 設 計 Â 重 要 á à Ù Ü Ã Ü º āg
Superjunction MOSFET ĈåÎ÷ÞÍÕ新ÍºİĹčĢ
用áđĽĨĖĠŌŔ成長技術Ĉ用ºÜ三次元ä拡散構造形
成Ĉ行ÙÕgĠœĜŜ基板表面ä段差Ĉ基準á所定ä領域
n型

áčēŜ注入Ý不純物Ĉ入ĂhÓä後段差形状Ĉ維持ÍÜ
đĽĨĖĠŌŔ成長Ĉ行ºh再é段差Ĉ基準á所定ä領域
á不純物Ĉ入ĂāgÉĂĈ繰Ā返ÍÕ後h不純物ä拡散熱

p型

処理Ĉ行º深Ë方向á分離ÍÜºā不純物同士ĈÚàÈāg
ÉĂáþĀ深Ë数十 μmh幅数 μm äĔŒŉÂ並ì拡散構
造Ĉ形成ÍÕg図åĠœĜŜ基板á形成ÍÕ拡散構造ä観
シリコン基板

察結果}SCM 像~Ý¸āgn 型Þ p 型ĔŒŉÂ並ìh設
計ßÀĀä三次元拡散構造ÂÝÃÜºāÉÞĈ確認ÍÕg

熱流体解析を用いた冷却技術開発
ĸčĿœĬĲ車用ĺŘsŋġŎsŔå高º信頼性ÞËÿ

図１

解析モデルと特性値

àā小型化Â求÷ÿĂÜºāgôÕŋsĨ駆動áå大電流
温度
高

Â必要Ý¸Āh素子ä冷却設計Â課題Ý¸āg発熱ÍÕ素
子Ĉ効率的á冷却ËÑāÕ÷h三次元熱流体解析ĠňŎ
ŕsĠŐŜĈ活用ÍÕ高精度à解析Ĉ行ºh信頼性ä高º
ĺŘsŋġŎsŔ用冷却構造ä開発á取Ā組ĉÝºāg

入口

IGBT

低

FWD

図á示Ïþ¼áh発熱状態Þ冷媒ä温度ú流Ă方Ĉ考慮

（b）チップ表面温度分布
（非定常解析）

ÍÕ流路設計Ĉ行¼ÉÞÝh冷却性能Ĉ向上ËÑÕ小型Á

温度
高

Ú低圧力損失ä冷却構造Ĉ開発ÍÕg
ĺŘsŋġŎsŔä最適設計ä一手段ÞÍÜ熱流体解析
Ĉ利用Íh冷却ŊĔĴģŉĈ解明ÏāÉÞÝhċŀœĚs

出口

（a）解析モデル

低

ĠŐŜá合ÙÕ構造最適化Ĉ図Āh信頼性ä確保ÞÞøá
開発期間ä短縮Ĉ実現ÍÜºÅg

（c）冷却構造温度分布
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磁気ディスク媒体
感光体

展

望

磁気ディスク媒体

感光体

2008 年Áÿä世界的金融不安ÞÓĂá伴¼不況åhĸs

金融危機ú地球温暖化ä課題á対Íh今後å新興国Ýä

ĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~市場ø直撃Íh2008 年度下

経済的需要ä拡大ú環境配慮型äđĶŔės効率ä高º社

期åĸsĲİČĢĘ媒体ä需要øÁÚÜàºñß落×込

会á移行ÏāÞ考¾ÿĂāg富士電機ęŔsŀåĺŘsđ

õĈ見ÑÕgÍÁÍ 2009 年 4 月以降ĶĬıĿĬĘĺĦĜ

ŕĘıŖĴĘĢú制御技術h半導体技術àßäĜċ技術Ĉ

Ŝä需要ú Windows7 ä発売àßáþĀh市場å急速á

駆使ÍÜ{đĶŔės|Þ{環境|ä分野î事業集中Ĉ図

回復ÍÚÚ¸āgHDD Ĉ含öŊŋœ市場áÚºÜåhľ

Āh地球環境問題ä解決á寄与Ïā製品j技術ä提供á力

ŒĬĠŎŊŋœĈ使ÙÕ SSD}Solid State Drive~Â小

Ĉ注ºÝºāg

型j低価格j低消費電力Ĉ武器áhŋĹčŔ家電ä大部分

感光体Â関係Ïā電子写真äŀœŜĨhİġĨŔ複写機

Ĉ占÷ā結果ÞàÙÕgŋĹčŔ家電ÝİġĨŔ化Â進ĉ

àßä市場áÀºÜø環境対応型ú低đĶŔės型ä電子

Ö影響ÝhİġĨŔļİēĔŊŒh音楽ľĊčŔàß一般

写真装置Â上市ËĂÚÚ¸āg最近ä感光体á対Ïā要求

ŏsğÂ大容量äľĊčŔĈ扱¼機会å着実á増加Íh大

品質ÞÍÜåh低đĶŔėsŕsğ光源用高画質感光体Þ

容量 HDD äĴsģø増加ÍÜºāg

ĨŜİŉĔŒsŀœŜĨ用ÞÍÜıĳs消費量低減型感

Éäþ¼à環境下ÝhĸsĲİČĢĘ媒体á求÷ÿĂā

光体hÓÍÜ環境á対応ÍÕēħŜ発生ä少àº正帯電型

Ĵsģåh高記録密度j信頼性á加¾低価格Þº¼要求Â

感光体ä高感度化Â求÷ÿĂÜºāgôÕh最近å開発Ģ

強ÅàÙÜÃÕg富士電機Ýå 2.5 čŜĪĞčģáhċŔ

ĽsĲä要求Â高ôĀh顧客満足度Ĉ高÷āþ¼研究開発

ň基板Ĉ使ÙÕ小径ċŔňİČĢĘ媒体Ĉ開発ÍÕg小径

ä仕組õĈ変¾Üºāg特á要求特性Áÿ展開ËĂā物性

ċŔňİČĢĘ媒体åh記録容量åĕŒĢ媒体Þ同等Þº

ŊĔĴģŉ解析Ĉ開発部門Þ新規解析Â必要à研究部門Þ

¼特徴Áÿh外付Ç HDD 用媒体ÞÍÜ急激á売上ÈĈ伸

á機能分担Íh要因Þ対策Ĉ早期á見極÷h開発ĢĽsĲ

æÍÜºāg高記録密度j信頼性åh磁性層Þ保護膜j潤

Ĉ速÷Üºāg感光体ä材料開発áÀºÜø分子設計技術

滑膜ä改善Ĉ実施ÍÕg磁性層á求÷ÿĂāh書Ã込õú

ä高度化áþĀh最先端技術Ý¸āĜŜĽŎsĨ分子設計

ÏËÞhıŒĬĘáÎõÂ少àÅh低ķčģĈ満足ËÑ

ĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ確立Íh有機感光体ä性能ú合成

āÕ÷áh従来ä 3 層Áÿ 4 層磁性層áþā ECC 構造Ĉ

時ä化学反応àßĈ検討ÍÜ分子構造ä決定Ĉ早÷Üºāg

開発ÍÕg保護膜åhCVD 単層保護膜Ĉ新規á開発ÍÕg

2009 年å市場要求á対応ÍÕ感光体ÞÍÜh①低đĶ

ĔsŅŜ表面Ĉ窒化処理Ïā新ŀŖĤĢĈ導入ÏāÉÞÝh

Ŕėsŕsğ光源用高画質感光体h②低ıĳs消費量型Ĩ

高º耐久性Þ耐食性Ĉ維持ÍàÂÿh保護膜膜厚Ĉ 20 %

ŜİŉĔŒs用感光体h③高感度正帯電型感光体ĈÓĂÔ

低減ËÑÕg磁気ŁĬĲä浮上量åh潤滑剤ä分子áìÚ

Ă開発完了Íh市場î展開ÍÕg

Áā領域ôÝ下ÂÙÜÃÜºāg潤滑剤膜厚Ĉ薄ÅÏāÞ

今後ä技術動向ÞÍÜå電子写真装置áÀºÜ最øđĶ

Þøáh潤滑剤分子ĈĔsŅŜ表面á密着ËÑāÉÞÝ低

ŔėsÂ消費ËĂāıĳs定着ä低温度化hÓÍÜ省Ģ

浮上化Ĉ実現ÍÕg

ŃsĢá対応Ïā超小型化ú長寿命à電子写真装置àßh

HDD å今後ø記録容量ÞļĬıĜĢıä優位性Ĉ維持
ÍàÂÿh誰øÂ数įŒĹčı}TB~ä個人İsĨĈ持

{đĶŔės|Þ{環境|á対応ÏāøäÝ¸āg
将来技術ä先取ĀÞÍÜ低温定着用高潤滑型感光体Àþ

Ú時代á移行Íþ¼ÞÍÜºāgÓĂá適応ÍÕ高記録密

é小径高機能型感光体ÓÍÜ高速機用高耐久型感光体á向

度äĸsĲİČĢĘ媒体ä開発Ĉ継続ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ÇhËÿàā材料開発Þ富士電機ä強õÝ¸āĜŜĽŎs
Ĩ分子設計技術Ĉ活用Íh新製品創出á取Ā組ĉÝºÅ所
存Ý¸āg
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磁気ディスク媒体
垂直磁気記録媒体用ガラス基板技術
現在hĕŒĢ基板Ĉ用ºÕ垂直磁気記録媒体åh2.5 č

図

ガラス基板の表面プロファイルと欠陥個数

ŜĪĞčģáÀºÜ記録密度 250 ėĕĹčı}GB~
/枚Ĉ
中心á生産ÍÜÀĀhËÿá 320 GB/枚ä生産Â始ôÙÜ
ºāg継続的á高ôā記録密度á対ÍÜhĕŒĢ基板表
面áåËÿàā平滑化Þ表面形状ä最適化hÀþé欠陥

1.5
欠陥数相対値

低減Â求÷ÿĂÜºāg平滑性Þ表面形状å磁性配向ú磁
気ŁĬĲ浮上性àßä性能á影響Íh表面欠陥å品質á影
響Ĉ及òÏg富士電機Ýå表面形成技術hÀþé洗浄技術
á対ÍÜh新Õà材料ä開発Þ製造ŀŖĤĢä最適化á

1.0

0.8

（ m）

250 GB 用基板表面の AFM 像
0.5
0.0

þĀ超平滑化Þ欠陥低減Ĉ両立Íh今後ä 500 GB/枚ä性

0.2
0.4
0.6

250 GB

320 GB

基板表面欠陥個数（相対値）

能Þ品質Ĉ保証ÏāĕŒĢ基板技術Ĉ確立ÍÕgÉä技術

0.2
0.4
0.6

å 320 GB/枚ä製品áø展開ËĂÜºāg今後ø高記録密
度化ä要求á対応ÍÜhËÿàāĕŒĢ基板技術ä向上Ĉ

0.8

（ m）

320 GB 用基板表面の AFM 像

図ÙÜºÅg

HDI（Head Disk Interface）技術 ――超薄膜保護膜――
高記録密度Ĉ実現ÏāÕ÷áåhŁĬĲ素子Þ磁性層Þ

図

HDI 特性の開発課題

ä距離Ý¸ā磁気ĢŃsĠŜęĈ小ËÅÏāÉÞh磁気
ŁĬĲÂ媒体上Ĉ低º浮上量Ý安定ÍÜ浮上ÏāÉÞÂ必

ヘッド振動の抑制
（基板うねり）

要Ý¸āgôÕh媒体ä表面技術ÝåĔsŅŜ保護膜Þ潤
滑層Þä組合ÑĈ最適化ÏāÉÞÂ重要Ý¸āgÉĂôÝ

ヘッド素子

以上á低磁気ĢŃsĠŜęÂ求÷ÿĂāÉÞÁÿh富士電
ヘッドへの
潤滑剤の移着

機Ýå薄膜ĔsŅŜ保護膜Àþé薄膜潤滑層ä開発á取Ā
組ĉÝºāgĔsŅŜ保護膜Ýåh2.0 nm ä超薄膜化Ĉ

保護膜表面
（保護膜 / 潤滑層）

実現ÍÜºāgôÕh潤滑層Ýå新規高耐久性潤滑剤材料

磁気スペーシングの低減
（保護膜 / 潤滑層の薄膜化）

ä適用Ĉ検討ÍÜÀĀh潤滑層Ĉ薄膜áÍÜø高º信頼
磁性層

性}浮上性Àþé耐久性~Ĉ確保ÝÃāþ¼à研究開発Ĉ
行ÙÜºāg今後å 1 Tbits/in2 á適用ÝÃāþ¼à表面
技術}保護膜Àþé潤滑層~ä開発á取Ā組ĉÝºÅg

磁気転写サーボ媒体
1 Tbits/in2 Ĉ超¾ā磁気記録媒体用äĞsŅŒčı技術

図

磁気転写媒体の再生サーボ信号波形

ÞÍÜh磁気転写技術Ĉ開発ÍÜºāg磁気転写åhĞs
Ņ情報Ĉ軟磁性体áĺĨsĴŜęÍÕŇĢĨÞ記録媒体Ĉ
密着ËÑh外部磁界Ĉ印加ÏāÉÞáþÙÜĞsŅ情報Ĉ

磁気転写された
サーボ情報

一括記録Ïā手法Ý¸āgĞsŅ情報Â記録ËĂÕ高付加
価値記録媒体Ĉ顧客á提供ÏāÉÞÂÝÃāg数百 nm 以
下ä微細àĺĨsŜĈ形成Ïā技術ÞhÓĂĈ磁気情報Þ
ÍÜ正確á記録媒体á転写Ïā技術Â必要Þàāg富士電
機Ýåh実際äŁĬĲáþĀĞsŅ信号Ĉ読取Ā可能à磁

0.2
0.1
0.0

−0.1

気転写媒体Ĉ試作ÍÕg今後åh進展Ïā記録密度á対応
Ïā微細化技術Ĉ進展ËÑÜºÅg

信号強度（a.u.）

0.3

ヘッド
による
再生

ヘッド

媒体

−0.2

時間
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磁気ディスク媒体
垂直媒体シミュレーション技術
ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~áÀºÜ年率 40 % 以

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.3, p.
（22）
.

図

TAMR の解析モデルと解析結果

上ä記録密度向上Ĉ今後Þø実現ÍÜºÅÕ÷áåh搭載
再生素子

記録ヘッド

ËĂā垂直媒体ä高性能化ú新Íº記録方式ä適用Â必須

主磁極

Ý¸āg富士電機å最新äĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ駆使Í

記録層

加熱領域

ÜhÉĂÿä先端磁気記録ä早期開発Ĉ推進ÍÜºāg

裏打ち層

例¾æh媒体ĈŕsğÝ加熱ÍÜ高保磁力媒体îä記録
ディスク移動方向

Ĉ可能ÞÏā熱ċĠĢı磁気記録}TAMR~方式ä媒体

（a）解析モデル
クロストラック位置（nm）

開発áÀºÜåh媒体内ä微小領域Ýä熱挙動Ĉ解析Ïā
Õ÷á熱伝導ĠňŎŕsĠŐŜ技術ĈhôÕ記録信号ä詳
細à解析äÕ÷áŇčĘŖŇęĶįČĬĘĠňŎŕsĠŐ
Ŝ技術Ĉ確立ÍÕgÓä結果h1 Tbits/in2 ä面記録密度達
成á必要à媒体仕様Þ加熱記録条件Ĉ導Ã出ÏÉÞÂÝÃ

ディスク移動方向

記録ビット間隔

40
30
20
10
0
ー10
ー20
ー30
ー40

記録トラック
0

50

100

150

200

ダウントラック位置（nm）

Õg

（b）解析結果（記録層の磁化パターン）

2 Tbits/in2 を狙う高 K u 材料
2015 年Êăä製品化Ĉ想定Íh記録密度 2 Tbits/in2 級

図

L11 構造 Co-Pt 薄膜の模式図（左）と電子線回折像（右）

磁気記録媒体á必要àh非常á高º異方性定数 Ku Ĉ持Ú
＜111＞

磁性材料ä開発Ĉ行ÙÜºāg記録ļĬıä微細化á伴ºh
温度áþĀ記録磁化Â不安定áàā熱緩和現象Â顕在化Ï
āg高 Ku 化åÉĂĈ抑制Ïā技術Ý¸āg富士電機å東
北大学Þ共同Ýh世界Ý初÷ÜĢĺĬĨ法Ĉ用ºÜhL11
型ä規則構造Ĉ持Ú Co-Pt 合金薄膜ä形成á成功ÍÕg
本材料åĕŒĢ基板上áÀºÜ 2×106 J/m3 ä高º Ku

Ｌ11 輝点

Â得ÿĂÜÀĀh良好à結晶配向性Ĉ持×ÁÚ低温成膜可
能à点Áÿh将来ä高記録密度化á不可欠à材料Ý¸āÞ
見込ôĂāg今後åËÿàā低温成膜化ÀþéęŒĴŎ
Co

Œs構造化Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý¸āg

Pt

感光体
高画質有機感光体
電子写真ŀœŜĨå高速化h高画質化àÿéá低価格化

図

富士電機の感光体感度ラインアップ

Â進ĉÝÀĀh画像品質Ĉ担¼感光体åËôÌôà要求Ĉ

100

受Çāg特áh高速化á伴¼露光光源側ä制約Áÿh低露

富士電機Ýåh低感度Áÿ高感度ôÝñò全感度域á対
応ÝÃā負帯電型有機感光体ĈÓă¾ÜºāÂh高感度域
Þ中感度域間äŒčŜċĬŀ充足Þ性能向上Ĉ目的áh中

保持率 V k5 (%)

光量領域Ýø十分à感度Ĉ持Ú感光体ä要求Â強ÅàÙÜ
ºāg

95
高感度域

中感度域
高感度タイプ
（新規）
中感度域
中・低感度
タイプ
（従来）

90

感度域Ýä高感度Ĩčŀ有機感光体Ĉ開発ÍÕg従来ä中

低感度域
高感度
タイプ

低感度域

感度有機感光体þĀø帯電性能Â高º上h電荷輸送層Þä
組合ÑáþÙÜ解像性Â高ÅhËÿá繰返Í疲労á強º特
徴Ĉ持ÙÜºāg今後øËÿá高º画像品質Ĉ提供Í¼ā
製品ä開発á努÷āg
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感光体
タンデムカラー用有機感光体
İġĨŔ印刷分野Ýåh市場Ĵsģä多様化á合ąÑh

図

帯電ローラへのトナー固着不具合

ĔŒs機ä伸長Â著ÍÅh電子写真方式機器áÀºÜø同
様ä傾向Â見ÿĂāg最近äŀŖĤĢ動向ÞÍÜåh印刷
速度á有利à感光体Ĉ 4 本使用ÏāĨŜİŉĔŒs方式Â
主流áàĀhÉĂá適ÍÕ感光体ä提供Â求÷ÿĂÜºāg
富士電機ÝåhÉĂÿĨŜİŉĔŒs方式対応型有機感
光体Ĉ開発ÍÜºāg市場îä展開Ĉ進÷ā上Ýåhŋķ

（a）従来品（帯電ローラおよび感光体へのトナー固着が顕著）

ĘŖ用ıĳsá比ïÜ外添材添加量Â多ºĔŒs用ıĳs
á対Íh良好àŇĬĪŜę特性Ĉ確保ÏāÉÞÂ必須Ý¸
āgôÕh4 本äĲŒŉáþā色ĹŒŜĢĈ維持ÏāÉÞ
ø要求ËĂāgÓäÕ÷h新規材料ä開発Àþé組成ä調
整Ĉ行ºhıĳsä付着性Àþé膜ä硬度Ĉ改善ÍÕgË
ÿáıĳsá起因Ïā不具合Ĉ低減Íh安定ÍÕ画像品質

（b）改良品（帯電ローラおよび感光体へのトナー固着は改善）

Ĉ実現ÍÕg

高感度正帯電型有機感光体
電子写真ŀœŜĨå高機能化h小型化h低価格化Â進õh

図

印字出力結果

Óä心臓部品Ý¸ā感光体îä要求品質hĜĢıå年々厳
ÍºøäáàÙÜºāg画像品質ä優位性Áÿ需要Ĉ伸æ
ÍÜºā正帯電型電子写真ŀœŜĨ用感光体áÀºÜåh
ŀŖĤĢ設計ŇsġŜä点Áÿh高感度特性ä実現Â重要
à課題ÞàÙÜºÕg
富士電機Ýå高移動度電荷輸送材ä開発h高量子効率電
荷発生材ä開発Àþé分散性ä向上Ĉ図Āh負帯電型感光
体Þñò同等ä高感度特性Ĉ示Ï正帯電型感光体ä開発á
成功ÍÕgÉĂáþĀh従来å負帯電型感光体á比ïh感
度領域Â狭ÁÙÕ正帯電型感光体ø低感度Áÿ高感度ôÝ

（a）低感度特性感光体
の印字結果

（b）高感度特性感光体
の印字結果

ä広範囲領域ĈĔĹsÝÃh多様化Ïā要求品質á対応Ý
Ãāþ¼áàÙÕg
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流通機器

自動販売機
通貨機器
コールドチェーン

展

望

œįčŔĠĢįŉ部門åh
{快適商空間ä創造|ĈĢ

ÚºÜhøäÚÅĀÞä連動Ĉ推進ÍÜ吸収Ĉ図ÙÜºāg

ŖsĕŜÞÍÜh飲料ú食品ä流通Àþé小売現場Ýä決

ĢsĺsŇsĚĬıúĜŜļĴđŜĢĢıċàßä店舗

済á関連Ïā機器hĠĢįŉhĞsļĢĈ提供Ïā事業Ĉ

Ý用ºāĠŐsĚsĢàßä機器áÀºÜø冷熱技術åh

展開ÍÜºāg当部門áÀÇā研究開発ä目的åh現在ä

đĶŔėsÞ環境áÀÇā重要à技術ÞÍÜ位置付ÇāÉ

事業á貢献Íh企業ÞÍÜä収益基盤Ĉ強化ÏāÕ÷ä基

ÞÂÝÃāgÉä分野Ýåh店舗Ý用ºÿĂā空調機器Þ

盤技術ä構築Þh中長期的à視点Áÿ新事業h新製品áÚ

ä冷媒ä統一Àþé電子膨張弁àßä制御áþā運転状態

àÂāčķłsįČĿà基礎研究ä推進Ý¸āg

ä最適化áþā店舗全体ä省đĶŔėsĈ目指ÍÕĠĢį

œįčŔĠĢįŉ部門Â基盤技術ÞÍÜ重点的á取Ā組

ŉ技術ä開発Ĉ行ÙÜÃÕg現在åhľČsŔĲįĢıĈ

ĉÝºā技術åh冷熱技術Ý¸āg以前Áÿh省đĶŔ

通ÎÜ実用化ä検証Ĉ進÷Üºāg検証前á行ÙÕ評価Ý

ėsä推進ú自然冷媒îä対応Ĉ目指ÍÕ技術開発Ĉ自動

åh従来ĠĢįŉÞ比較ÍÜ 10 % 以上ä省đĶŔėsÂ

販売機ú店舗用ĠŐsĚsĢàßĈ対象ÞÍÜ進÷ÜÃÕg

可能Þàā見通ÍĈ得Üºāg

現在åhđĶŔėsÞ環境îä貢献Ĉ目指ÍÜhœįčŔ

ĠŐsĚsĢä省đĶŔės対応áÀºÜåhÓä鍵Ĉ

ĠĢįŉ部門ä事業領域ÖÇÝåàÅh富士電機全体äŀ

握ā技術ÞÍÜhđċĔsįŜáþāĠŐsĚsĢÁÿä

ŒĬıľĒsŉ技術ÞÍÜh部門Ĉ越¾ÕŀŖġĐĘı体

冷気漏Ăä防止Â¸āgœįčŔĠĢįŉ部門åh冷媒対

制áþĀ技術開発á取Ā組ĉÝºāg具体的áåh富士電

応ä取組õá加¾Üh冷気漏ĂĈ防止ÏāđċĔsįŜä

機ä研究開発部門Þ関連部門ÞÂ結集ÍÜŀŖġĐĘı体

革新的à技術á注力ÍÜ開発Ĉ進÷Üºāg2009 年á開

制Ĉ構築Íh省đĶŔės技術Ĉ中心ÞÍÕ環境á対応Ï

発ÍÕđċĔsįŜåh従来äđċĔsįŜÞå異àĀh

ā冷熱技術ä基盤技術ä向上h製品îä適用Ĉ進÷Üºāg

商品Ĉ冷却Ïā冷気ä流ĂÞđċĔsįŜä流ĂĈ組õ合

対象Þàā技術ÞÍÜhĻsıņŜŀàßä排熱利用技術

ąÑÕøäÝh冷気漏ĂĈ従来Þ比較ÍÜ大幅á低減Ïā

ú高効率冷却回路ÀþéÓĂá用ºā流体素子h熱交換器

ÉÞÂÝÃā見通ÍĈ得ÕgÉä冷気漏Ă防止ä効果å大

ä高効率化h断熱特性ä向上àßÂ挙ÈÿĂāgÉĂÿä

ÃÅhœįčŔĠĢįŉ部門ä従来äĠŐsĚsĢÞ比ï

冷熱技術åh現在注目Ĉ受ÇÜºā技術ä一ÚÝ¸Āh特

Ü 30 % 以上ä省đĶŔėsÂ可能Ý¸āg

áh現在関心Â高ôÙÜºā地球温暖化防止h環境破壊î
ä対応Ĉ可能ÞÏā技術Ý¸āg

今後åhÉä技術á富士電機Â持Ú幅広º技術Ĉ加味Íh
冷気漏Ăä少àºđċĔsįŜ技術Ĉ追究Í続ÇÜºÅ予

応用例ÞÍÜh缶飲料自動販売機Â¸āgÉä自動販売

定Ý¸āg同時áhĘœsŜŔsŉàßáø適用ÝÃā気

機áÀºÜåh2009 年ä成果ÞÍÜh以前Áÿä取組õ

流解析j制御技術ÞÍÜh部門Ĉ越¾Õ連携Ĉ図Āh応用

á加¾h飲料加温時äĻsĨ制御技術ä改良h断熱構造ä

範囲ä拡大Ĉ進÷āg

強化áþā周囲温度Àþé加温飲料Þ冷却飲料ä収納室間

ÉĂôÝá述ïÕ冷熱技術áÚºÜh自動販売機ú店舗

ä熱移動ä抑制h加熱j冷却đĶŔėsä徹底的à有効利

ÖÇáÁÁąÿÐh富士電機ä各部門ä技術Ĉ融合ÍhÓ

用á取Ā組õh2008 年Þ比ïÜ富士電機製品Ý 30 % 以上

ä徹底的à向上Ĉ図Āh地球環境á優Íº技術ä構築Àþ

ä省đĶŔėsĈ達成ÏāÉÞÂÝÃÕg

é普及hÓÍÜÓä適用製品ä拡大îÚàÈÕºÞ考¾Ü

ÉĂÿä省đĶŔėsáÚºÜåhËÿàā強化Ĉ継続
的á取Ā組ĉÝºÅÞÞøáh性能向上ÁÿÅā原価増á
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自動販売機
2010 年度環境対応缶飲料自動販売機
缶飲料自動販売機å 2010 年度áËÿàā省đĶŔės

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.4, p.
（29）
.

図１

2010 年度環境対応缶飲料自動販売機

図

コンパクトカップ自動販売機

図

新型食品自動販売機「FNX115NR」

性能向上á取Ā組õhĻsıņŜŀĈ標準装備ÞÍÜ環境
対応機äŅœŎsŉ拡大Ĉ図ÙÕg消費電力量低減ä具体
的施策ÞÍÜå次ä内容Ý¸Āh2009 年度機比Ý 25 % ä
削減Ĉ図ÙÕg
⑴

庫内ä熱œsĘhĕĢœsĘä箇所Ĉ徹底的á追及Í

断熱気密性能Ĉ大幅改善
⑵

R134a 冷媒ĻsıņŜŀ冷凍回路ä最適化

⑶

回路内Ýä熱交換能力Ĉ高÷hĜŜŀŕĬĞä容量縮
小化
ôÕhĻsıņŜŀ対応ä機種Ôă¾ÞÍÜå低温室効

果ĕĢ仕様}CO2 冷媒~Ĉ 22 型式h消費電力Ĉ抑¾Õ超
省đĶŔės追求機（R134a 冷媒~Ĉ 20 型式ôÝ適用Íh
豊富à製品ĹœđsĠŐŜĈ展開ÍÜºāg

コンパクトカップ自動販売機
人Â入ĂÕ場合á匹敵ÏāŕėŎŒsĜsĻsá加¾h
新Õà飲料ÞÍÜœsľįČsÂ販売ÝÃh売上È向上Â
期待ÝÃāĜŜĺĘıàĔĬŀ自動販売機Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

1 台Ý茶葉Áÿ入ĂÕœsľįČsÞ 2 種類ä豆Áÿ

èºÕŕėŎŒsĜsĻsÂ販売可能
⑵

業界初ä水発泡製氷機Þ低温室効果ĕĢĈ冷媒ÞÍÕ

冷却ŏĴĬıä搭載
⑶

消費電力量å従来機比 35 % 減ä省đĶŔės化ä達

成
⑷

清掃 ･ 取扱ºÂ簡単à新型Ńsĺs式抽出機Ĉ搭載

⑸

大型 LED 丸ŅĨŜÞ人体ĤŜĞ連動ä LED 照明Ĉ
採用ÍÕ新İğčŜ扉

新型食品自動販売機「FNX115NR」
今後有望à食品自動販売機ä市場Ĉ拡大j開拓ÏāÕ÷h
多種多様à販売商品á対応ÍhÁÚ食品ä販売á安心Ĉ与
LED 照明

¾ÿĂh環境áø優Íº自動販売機Â求÷ÿĂÜºāgÉ
¼ÍÕ市場要求á応¾h新型食品自動販売機Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

多種多様à販売食品á対応ÍÕh棚段数jĤŕĘĠŐ

ŜÂ可変Ý¸ā高汎用性ŒĬĘ構造
⑵

操作部
スパイラル
ラック
ガラス扉

搬送đŕłsĨä PWM 制御áþāh商品á優Íº

ĦľıŒŜİČŜę搬送機構
⑶

庫内風回ĀĈ適正化Íh冷却装置付Ã機Ýä防露Ļs
ĨŕĢ扉構造ä実現gLED 照明化áþĀh消費電力量

搬送機構

30 % 減ä大幅á省đĶŔės化ÍÕ構造
⑷

部品jãÎ点数 20 % 減Ĉ実現Íh質量Ĉ 20 % 低減
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自動販売機
新型アイスクリーム自動販売機
ċčĢĘœsŉ自動販売機Ýåh従来h自動販売機専用

図

新型アイスクリーム自動販売機

図

サンプリングマシン

ä箱物商品Ĉ主流ÞÍÜÃÕg近年多様化Ïā消費者志向
á適合Ïā販売商品対応Ĉ実現ÍhÁÚ市場要求Ýø¸ā
大幅à環境対応機ÞÍÜ新型機Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
⑴

箱物商品á加¾袋物商品jĪċĺĬĘ商品Â併売可能

à高汎用性ŒĬĘ
⑵

庫内ä風回Ā適正化Ĉ図Āh防露ĻsĨÀþé庫内温

度ä外気温制御Ĉ実現ËÑ 30 % 省đĶŔės化
⑶

部品点数jãÎ点数Ĉ 50 %h質量Ĉ 15 % 削減

⑷

消費者ä購買意欲Ĉ上Èā LED 付Ã新İğčŜ

⑸

販売機会h設置環境Ĉ促進ÏāŇŔĪĿŒŜĲ電子Ň
Ķs対応

サンプリングマシン
GMS àßä大規模小売店舗á設置Íh消費財ŊsĔs
商品ä販促ĭsŔÞÍÜh試供品ú景品Ĉ配布Ïā機材Ĉ
凸版印刷株式会社Þ共同開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
⑴

ÕæÉ自動販売機機構ĈłsĢáÍÜ試供品Ĉ搬出Íh

HMI 部Ĉ組込õ用ĺĦĜŜh操作用 15 čŜĪĨĬĪĺ
ĶŔhFeliCa œsĩhQR ĜsĲœsĩÝ構成Ïāgô
Õh自動販売機ä商品展示ķďĸďĈ活用ÍÕ試供品展
示部ä LED 照明Ĉ備¾hËÿá商品Ĉ宣伝ÏāÕ÷ä
İġĨŔĞčĶsġ用 32 čŜĪ LCD ø接続ÍÜºāg
⑵

事前á携帯Ğčı経由Ý取得ÍÕ QR ĜsĲĈ本機á
ÁÌÍh会員認証ÏāÉÞÝh試供品ú景品Ĉ入手ÝÃ
āĠĢįŉÝ¸āg

通貨機器
マルチブランド端末「FAP10」による対応アプリケーションの拡大
決済端末ä複数電子ŇĶs対応化Â進ö中hËÿàā顧
客獲得á向ÇÜŇŔĪĿŒŜĲ端末FAP10Ĉ開発Íh
対応ċŀœĚsĠŐŜä拡大Ĉ行ÙÕg主à特徴å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
① 次 ä 電 子 Ň Ķ s Ŀ Œ Ŝ Ĳ}EdyhQUICPayhiDh
SmartplushVISA TOUCH~á対応済õh②電子ŇĶs
以外ä FeliCa ÀþéŋĹčŔ FeliCa 活用ċŀœĚsĠŐ
Ŝáø対応可能ÞÍh電子ĘsņŜhņčŜıĞsļĢ
àßä販売促進戦略Ĉ強力áĞņsıh③ 14 種類äċŀ
œĚsĠŐŜĈ同時搭載可能h④ċŀœĚsĠŐŜä切替
ŖĢ時間ÂàÅh高速à決済処理Ĉ実現h⑤各ċŀœĚs
ĠŐŜåŀŕčŜĢısŔ出荷äñÁh上位ĠĢįŉÁÿ
ä追加ĩďŜŖsĲ/削除ÂÝÃh弾力的à運用Â可能g
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通貨機器
セキュリティカメラ搭載景品管理システム
ĺĪŜĜńsŔÝå遊技客ú店員ä不正á対ÏāĤĖŎ

図

セキュリティカメラシステム

図

省エネルギー型ショーケース

œįČä強化Â要望ËĂÜºāÂh従来ä監視ĔŊŒÝå
導入ĜĢıú映像確認ä手間Â大ÃºÞº¼問題Â¸ÙÕg
ÓÉÝh従来ä監視ĔŊŒä置換¾ÞÍÜh既存ä景品管
理ĠĢįŉÞ容易á接続可能Ý画像撮影j管理Ĉ行¾āĤ
ĖŎœįČĔŊŒĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÕg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
⑴

玉jŊĩŔ計数機Þ接続Í景品ĔsĲ発行機á連動Í

Ü遊技客ú店員ä自動撮影Ĉ行¼g
⑵

景品交換 POS Þ接続Íh景品ĔsĲ交換時ä遊技客
Ĉ自動撮影ÏāÞÞøáĔsĲ発行時ä画像表示Ĉ行¼g

⑶

撮影İsĨá通番ú玉数j時刻Ĉ付加Íh景品管理
ĞsĹáÜ画像Ĉ管理Íh容易á検索Ĉ可能ÞÍÕg

コールドチェーン
ショーケースの気流制御
近年ä環境対応á呼応ÍhĠŐsĚsĢá対ÍÜøıĬ
ŀŒŜĳs方式Â導入ËĂā予定Ý¸āgÓÉÝh全体熱
負荷ä約 80 % Ĉ占÷ā外気侵入ä抑制Ĉ図āÕ÷h高遮
断性能äđċĔsįŜ構造Ĉ開発ÍÕgÓĂáþĀ飲料専
用機Ý約 30 % ä省đĶŔėsĈ達成ÍÕg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĠŐsĚsĢ上方ÁÿÖÇÝ構成Ïā従来äđċĔs
įŜ方式á対Íh各棚ÊÞá構成ÍÕ背面気流Þ上方Á
ÿäđċĔsįŜä併用áþā棚間細分化気流制御方式
Ĉ採用Íh外気侵入ä抑制Ĉ図ÙÕg

⑵

各商品陳列棚ä先端部áĢœĬı構造Ĉ設Çh上方Á

ÿäđċĔsįŜä拡散抑制Ĉ行ºh外気Þä遮断性Â
向上ÍÕg

89

富士時報

Vol.83 No.1 2010

技術開発・生産技術
エネルギー・環境
電子デバイス
メカトロニクス・センサ
情報・通信制御
解析技術・材料技術
生産技術
エレクトロニクス

展

望

低炭素社会ä実現á向ÇÜhđĶŔėsj環境関連市場
Â急速à立上ĀĈ見ÑÜºāgÉä中Ýh富士電機åÉ
Ăÿä市場á対応ÍÜhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘ

úh世界的水環境保全á貢献Ïā水処理関連技術ä探索ø
進÷Üºāg
CO2 削減ú資材削減á貢献ÏāİĹčĢ技術分野Ýåh

đŕ~
jĺŘsİĹčĢàßä省đĶŔės技術h太陽電

ÉĂôÝä半導体開発Ý培ÙÜÃÕ最先端技術Þ富士電機

池j燃料電池j地熱j風力発電àßä新đĶŔėsj代替

Â得意ÞÏāĺŘđŕ技術Ĉ融合ÍÕ超高効率変換装置Ġ

đĶŔės技術hËÿá電気輸送áÁÁąāęœĬĲ制御

Ģįŉä開発á取Ā組õhÉĂĈŀŒĬıľĒsŉÞÍÜ

技術àß数多ÅäĜċ技術Ĉ持×h積極的á今後ä事業強

多種多様à用途á小型j高効率技術Ĉ展開ÍÜºÅgôÕh

化Ĉ進÷Üºāg富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社 先

đĶŔės効率ä良ºİsĨ蓄積Ĉ目指Íh磁気記憶媒体

端技術研究所åÉ¼ÍÕļġĶĢ拡大ä機会ĈÞÿ¾h技

ä大容量化Ĉ実現Ïā磁性材料技術úh生産性向上äÕ÷

術経営戦略Þ連動ÍÕ先端的研究ú基礎基盤研究á取Ā

ä磁気転写技術ä開発Ĉ進÷Üºāg

組õh富士電機ä技術革新Ĉ推進ÏāÕ÷ä組織ÞÍÜ
2009 年 10 月á発足ÍÕg

事業j製品群Ĉ支¾ā基礎j基盤技術分野Ýåh先端ĺ
ŘđŕĈ含öđŕĘıŖĴĘĢ技術h電磁気応用技術ú

先端技術研究所åh
{đĶŔėsÞ環境á関ÏāŀŖ

ľČsŔĲĠĢįŉ技術á取Ā組ĉÝºāg設計工数削

ġĐĘıĈ創出ÏāđĶŔėsj環境研究ĤŜĨs|
{次

減Þ設計精度向上ĈøÕÿÏ永久磁石形同期電動機}PM

世代ĺŘs半導体j次世代媒体開発Ĉ担¼İĹčĢ技術研

ŋsĨ~ä設計ŀŒĬıľĒsŉ拡充úh国際規格îä対

究ĤŜĨs|
{富士電機共通ä基礎j基盤技術ä強化ú次

応Â強Å要望ËĂÜºā機能安全技術ä開発Ĉ進÷Üºāg

世代先端技術育成Ĉ担当Ïā基礎技術研究ĤŜĨs|
{ø

ôÕh富士電機共通ä組込õĠĢįŉ構築hĦľıďĐċ

äÚÅĀ技術ä開発j維持向上Ĉ担当Ïā生産技術研究Ĥ

ä自動生成技術ä高度化úŋsĨĈ含÷Õ実機ŕłŔÝä

ŜĨs|ä四ÚäĤŜĨsÁÿ構成ËĂh中長期的à視野

ĦľıďĐċ検証技術ä開発áø取Ā組ĉÝºāgËÿáh

á立ÙÕ技術開発ŖsĲŇĬŀáäÙÞÙÜ研究開発Ĉ

太陽電池ú電気自動車ä普及áþā直流給配電ĠĢįŉä

行ÙÜºāg

増加Ĉ見据¾h直流遮断機器ú給電ĠĢįŉä開発áø注

富士電機ä将来Ĉ担¼ïÃđĶŔėsÞ環境分野全体á
関Ïā研究分野Ýåh社会ä基盤Ĉ支¾ā電力供給網ä将

力ÍÜºāg
øäÚÅĀĈ支¾ā技術分野Ýåh信頼性ú生産性Ĉ維

来像Ĉh既存ä大規模発電áþā電力供給網Þ太陽光発電

持向上Ïā生産技術ä研究h最先端ä生産技術Ĉ実現Ïā

ú風力発電àßä分散型発電j出力変動型発電ä組合Ñá

設備技術ä開発hËÿá製品ú構成材料ä分析h製造ŀŖ

þā次世代電力網Þ想定Íh安定的ÁÚ効率的à電力供給

ĤĢáÀÇā事象äŊĔĴģŉ追求hĠňŎŕsĠŐŜá

Ĉ実現ÏāÕ÷äęœĬĲ制御技術Ĉ追求ÏāgôÕh石

þā解析技術ä高度化á取Ā組ĉÝºāg電子đĶŔės

油代替äĘœsŜđĶŔėsÞÍÜh
{軽量jľŕĖĠĿ

損失分光法hX 線吸収端微細構造法àßh媒体保護膜h薄

Ŕj割Ăàº|Þº¼特徴Ĉ持ÙÕ高効率薄膜太陽電池Ĉ

膜材料àßäĳķŊsıŔēsĩä膜質評価技術úh構成

開発ÍÜºāgÉä中Ýåh発電ŖĢĈ極小化ËÑā太陽

Â複雑Ý従来å予測Â困難Ý¸ÙÕ発電機ĜčŔđŜĲä

電池透明導電膜ä開発áø取Ā組ĉÝºāg電気Ĉ自在á

高精度à固有振動数予測技術h分子ĠňŎŕsĠŐŜáþ

使¼Õ÷äĖsĜŜņsĶŜıÝ¸āĺŘs半導体áÚ

ā高分子材料ä物性予測技術ä開発Ĉ進÷Üºāg

ºÜåh圧倒的低損失化ä鍵ÞÍÜ期待ËĂāŘčĲĹŜ

以上h新ÕàňĬĠŐŜä下á発足ÍÕ先端技術研究所

ĲėŌĬŀİĹčĢÝ¸ā SiC}炭化Çº素~ú GaN}窒

åh技術革新j研究開発ĈĲŒčļŜęľĒsĢÞÏāę

化ĕœďŉ~ä早期実用化á向ÇÕ開発Ĉ進÷Üºāgô

Ŕsŀ運営ä実現á向ÇÕ活動Ĉ展開ÍÜºÅ所存Ý¸āg

Õh低炭素化社会á直接貢献Ïā熱đĶŔėsä有効活用
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エネルギー・環境
実用超高温ガス炉技術
超高温ĕĢ炉}VHTR~åh高温ä熱Â利用可能àÕ

図１

VHTR 原子炉と NGNP プロジェクト概念図

÷幅広º利用分野Â期待ÝÃh次世代型実用原子炉ä一
ÚÞÍÜ最近世界的á開発Â加速ËĂÜºāg富士電機
åh米国Ý 2006 年Áÿ開始ËĂÕ電力j水素併給高温ĕ
Ģ炉}NGNP~ŀŖġĐĘıá当初ÁÿġĐĶŒŔċıň
ĘĢ社Īsŉä一員ÞÍÜ参画Íh原子炉熱設計àßĈ実

電力

原子炉施設

施ÍÜºāg国内áÀºÜå日本原子力研究開発機構Þä
共同研究áþĀh日本独自ä VHTR 原子炉概念ä構築Ĉ

水素

目指ÍÜÀĀh事故時ä安全特性向上Ĉ狙ÙÕ出力分布平

水素製造施設

坦}îºÕĉ~化炉心ä開発àßĈ実施ÍÜºāgôÕh
同概念Ĉ具体化ÏāÕ÷á必要à機器Ý¸ā耐熱炉心拘束

化学コンビナート
プロセス蒸気

機構á用ºā候補材料ä強度試験àßĈ実施Íh基本的à

VHTR 原子炉

İsĨä取得Ĉ終了ÍÜºāg今後øÉĂÿä活動Ĉ継続
ÍhVHTR ä実用化Ĉ目指ÍÜºÅg

高性能燃料電池の電極触媒
Āĉ酸形燃料電池ä電極触媒ÞÍÜ白金Ĉ数 nm ä微粒

図

開発した触媒の透過電子顕微鏡写真（黒丸が白金）

図

大面積モジュールの接着施工実験

子ÝĔsŅŜ担体á担持ÍÕ触媒Ĉ使用ÍÜºāg白金ä
使用量Ĉ減ÿÏÉÞåĜĢıĩďŜá大Ãà効果Â¸ā反
面h電池性能Â低下ÏāÞº¼問題Â¸ÙÕg
今回hĔsŅŜ担体á比表面積ä大ÃàĔsŅŜĿŒĬ
ĘĈ使用ÏāÞÞøáhĀĉ酸á対Ïā耐食性Ĉ向上Ïā
Õ÷á黒鉛化温度ä最適化Ĉ行ÙÕgÓä結果h白金微粒
子äËÿàā微細化Þ粒子径ä均一化Ĉ達成Íh白金ä質
量当ÕĀä表面積Ĉ 2 倍á向上ÝÃÕg本触媒Ĉ使用Ïā
Þh白金使用量Ĉ減ÿÍÜø現行触媒Ĉ使用ÍÕ場合Þ同
等ä性能Ĉ維持ÝÃāg今後h電極ä最適化Þ耐久性ä検
証Ĉ行ºh実用化Ĉ目指Ïg

フィルム型太陽電池の製品開発に関する接着技術
ľČŔŉ型太陽電池ŋġŎsŔáÚºÜh
{軽量Ë|Ĉ
生ÁÍÕ応用用途開発Ĉ進÷ÜºāgÉä一ÚÞÍÜh
{接着|áþā簡易à設置Â期待ËĂÜºāg裏面ÂëÙ
素系ľČŔŉ}ETFE~Ý¸āŋġŎsŔĈhËôÌôà
øäá長期信頼性Ĉ確保ÍàÂÿ貼}å~Ā付Çā技術ä
開発Ĉ行ÙÜºāg
Ñĉ断jåÅ離強度試験äõàÿÐh動的粘弾性àßä
物性評価h断面観察ú超音波顕微鏡áþā接着状態ä評価
Ĉ通ÍÜh総合的à接着技術開発Ĉ進÷Üºāg
接着ä長期信頼性試験方法áÚºÜøh
{20 年屋外暴露
相当ä試験時間短縮}判断ĨčňŜę短期化~
|Ĉ目指Í
Ü開発á取Ā組ĉÝºāgËÿáh大面積ä実ŋġŎsŔ
Ĉ使用ÍÕ接着施工実験Ĉ実施Íh現地施工Ĉ想定ÍÕ手
順ä確認úŇĴŎċŔ作成àßø行ÙÜºāg
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エネルギー・環境
次世代フィルム型太陽電池とその生産設備
富士電機j熊本工場Ý量産ÍÜºāľČŔŉ型太陽電

図

トリプル接合太陽電池の構造と大型連続搬送製膜実験装置

池åhċŋŔľĊĢ Si}a-Si~ÞċŋŔľĊĢ SiGe}aSiGe~ä 2 層構造Áÿ成āgĕŒĢĈ使用ÍàºÉÞáþ

入射光
透明電極

Āh
{軽量jľŕĖĠĿŔj割Ăàº|ÞºÙÕ特徴ä¸
p
i
n
p

ā製品ÞàÙÜºāg次世代ľČŔŉ型太陽電池åha-Si
Þ微結晶 Si}μc-Si~áþĀ構成ËĂā 3 層構造Ĉ持ÙÜ
2.5

ºā図⒜
gμc-Si åh従来利用ÝÃàÁÙÕ長波長ä

m

光ø発電á使用ÝÃāÕ÷h軽量ÝľŕĖĠĿŔÞº¼製

i
n
p
i
n

品ä特徴Ĉ維持ÍÕôô高効率化Â期待ÝÃāgËÿá次

50

m

世代äŖsŔĭsŖsŔ製膜装置ÞÍÜh材料歩留Āú生
産性Ĉ画期的á改善Ïā連続搬送製膜装置ä開発ø進÷Ü

トップセル
（a-Si）
ミドルセル
（ c-Si）
ボトムセル
（ c-Si）
金属電極
フィルム基板
金属電極

（a）a-Si/ c-Si/ c-Si
トリプル接合太陽電池の構造

（b）大型連続搬送製膜実験装置

ºāg既áh1 m 幅ľČŔŉ対応ä大型連続搬送製膜実験
装置ä導入Ĉ行ÙÜºā図⒝
g

電子デバイス
QPM 波長変換素子
擬似位相整合}QPM~áþā波長変換Þåh分極Ĉ周

図

QPM 素子の断面写真と QPM による波長変換

期的á反転ËÑÕ強誘電体結晶áŕsğĈ透過ËÑh異à
ā光Ĉ取Ā出Ï方法Ý¸āg分極構造ä設計áþĀËôÌ
ôà波長äŕsğ光Ĉ作Ā出ÏÉÞÂÝÃāÞº¼特徴Ĉ

Λ=27.7 m

持Úg

出力（λ=0.532 m ）

富士電機Ýå高º非線形光学効果Ĉ持Ú LiNbO3}LN~

500 m

単結晶Ĉ用ºÜhQPM 波長変換素子ä開発Ĉ進÷Üºāg

QPM 素子

分極方向

現在ôÝá高精度ä分極反転技術Ĉ確立Í図⒜
h可視
Àþé赤外ä波長変換Ĉ確認ÍÕg図⒝áå QPM 素子á
þā赤外ŕsğÁÿ可視ŕsğîä波長変換ä様子Ĉ示Ïg
今後h波長変換ä高効率化Ĉ進÷hQPM 波長変換法ä

入力（λ=1.064 m ）
（a）QPM 素子の断面写真
（エッチング後）

特徴Ĉ生ÁÍÕ光源Ĉ開発Íh医療ú計測àßä分野îä

（b）QPM による赤外レーザ
（波長：1,064 nm）から可視
レーザ（波長：532 nm）への
波長変換

適用Ĉ進÷ÜºÅg

グラフェン成膜技術
炭素 1 層äĠsıÝ¸āęŒľĐŜ図⒜åh他ä材
2

料Ĉ凌駕}Āý¼Â~Ïā 15,000 cm /
}Vs~以上ä移動度

図

グラフェンの結晶構造と化学的はく離で得られたグラフェ
ンの SEM 像

Ĉ持ÙÜÀĀh機能材料ÞÍÜ大Ãà可能性Ĉ持ÙÜºāg
Éä材料Ĉ太陽電池ä透明導電膜á適用ÝÃĂæ赤外域Ý
ä高透過率Â実現ËĂh変換効率向上Â期待ÝÃāg
É¼ÍÕ応用äÕ÷áåh大面積ÁÚ高品質àęŒľĐ
ŜĈ生成ÏāÉÞÂ必須Ý¸āg富士電機ÝåęŒľĊč
ıĈ酸化Íh単層åÅ離Ïā化学的åÅ離äŀŖĤĢĈ改
良ÏāÉÞáþĀh従来ä報告þĀø大面積äęŒľĐŜ
ĠsıĈ作製ÏāÉÞá成功ÍÕ図⒝
gÉĂÿĈ用º
Üh未知ä可能性Ĉ秘÷āęŒľĐŜä物性Ĉ明ÿÁáÍh
品質ä改善Ĉ行ÙÜºāgàÀh本研究ä一部åh独立行
政法人新đĶŔėsj産業技術総合開発機構}NEDO 技
術開発機構~Áÿä委託áþĀ実施ÍÜºāg
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2.461 Å

1.421 Å

（a）グラフェンの結晶構造

（b）化学的はく離で得られた
グラフェンの SEM 像
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メカトロニクス・センサ
省エネトップランナー方式対応エアカーテン技術
ēsŀŜĠŐsĚsĢåh省đĶıĬŀŒŜĳs方式ä

図

省エネトップランナー方式対応ショーケース

対象機器á指定ËĂāÕ÷h省đĶŔės}省đĶ~化Â
必須Ý¸āgĠŐsĚsĢ熱ŖĢä約 80 % åđċĔsį
ŜÁÿä熱侵入Ý¸āÕ÷hđċĔsįŜä外気遮断性能

前面
エアカーテン

Ĉ向上ËÑā気流制御技術Ĉ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
⑴

商品Ĉ搭載Ïā棚先端äĕsĲľĐŜĢÞĢœĬı

循環冷気

áþĀh各棚Ĉ冷却Ïā循環冷気Þ外気Ĉ遮断ÏāÕ
÷ ä 前 面 đ ċ Ĕ s į Ŝ ä 風 向 Ĉ 制 御 Í Õg É Ă á þ
ĀhĠŐsĚsĢ庫外îä冷気漏ĂÂ抑制ËĂh飲料用
ĠŐsĚsĢáÜ約 30 % ä省đĶĈ実現ÍÕg
⑵

循環冷気Þ前面đċĔsįŜä風速ĹŒŜĢĈ適正化
ÏāÉÞáþĀh全体ä風量Ĉ低減ÏāÉÞÂ可能Þà

ガードフェンス

スリット

風速分布図

Ā省đĶ化Â向上ÍÕg

サーマルリレーの電流−伝熱−構造連成解析
低圧誘導電動機àßä過負荷保護装置ÞÍÜ使用Ïā電

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.3, p.
（40）
.

図

サーマルリレーの電流 - 伝熱 - 構造連成解析

磁開閉器用ĞsŇŔœŕsåh通電電流áþā発熱ÝĹč
温度
高

ŊĨŔĈ湾曲変位ËÑā加熱部Þh変位量Â規定値Ĉ超¾
Õ際á反転動作ÍÜ補助接点Â切Ā換ąā操作部ÞÁÿ構
成ËĂÜºāgÓäÕ÷hĞsŇŔœŕsåhĹčŊĨŔ

低

Þ加熱部Ĉ含öĻsĨŏĴĬı部ä設計技術Â重要Þàāg
富士電機ÝåhĻsĨŏĴĬı部äĹčŊĨŔ熱変形量Ĉ
解析可能ÞÏā電流−伝熱−構造ä連成解析技術Ĉ確立Í
Õg今後hÉä解析手法Ĉ適用ÍhĻsĨŏĴĬıä主回
路相間ä熱干渉Â影響Ïā欠相特性úhıœĬŀ特性ä検
討Ĉ行ºh機器ä信頼性向上ú小型化Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý
¸āg

電流 - 伝熱の連成解析による温度分布図

情報・通信制御
パワーエレクトロニクス用 Ethernet 通信技術
産業j交通分野äĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~

図

パワーエレクトロニクス用 Ethernet カード

製品á対ÍÜhĦľıďĐċ PLC àßēsŀŜĜŜı
ŖsŒÞä通信áhOA 用途Ý普及ÍÜºā高速à Ethernet 技術適用ä要望Â近年強ÅàÙÜºāg産業用適用ä
Õ÷áåhœċŔĨčŉ性h高応答性h耐ķčģ性îä対
応Â必須Ý¸ĀhÉĂÿá対応ÍÕ富士電機ĺŘđŕ製品
用 Ethernet ĔsĲĈ開発ÍÕgËôÌôà産業用 RealTime Ethernet ŀŖıĜŔî対応ÝÃāþ¼áhĦľı
ďĐċ構成å富士電機共通ĜŜĤŀıá基ÛÃhŀŒĬı
ľĒsŉ化ÍÜºāg高応答性Ĉ実現ÏāÕ÷áhĦľı
ďĐċ構成Ĉ最適化ÍÕg電磁両立性}EMC~対応ÞÍÜh
電力分野Ýä適用ø考慮ÍhIEC 61000 規格ä最高ŕłŔ
Ý¸āŕłŔ 4}厳Íº工業環境~á準拠ÍÜºāg
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情報・通信制御
組込みシステム開発技術 ──プロダクトライン開発──
機器組込õĦľıďĐċ開発Ýåh規模Â増大Ïā中Ý

図１

プロダクトライン開発の概要

品質jĜĢıj納期ä確保Â大Ãà課題ÞàÙÜºāgÓ
ÉÝhŀŖĩĘıŒčŜ開発áþāĦľıďĐċä再利用

プロダクトライン型開発プロセス

開発環境Ĉ構築Íh品質j生産性ä向上Ĉ図ÙÕg
⑴

コアアセット開発

ŀŖĩĘıŒčŜ型開発ŀŖĤĢ
再利用Ïā共通ĦľıďĐċ資産}ĜċċĤĬı~ä開

発ÞÓĂĈ利用Ïā製品開発Ĉ円滑á行¼Õ÷ä開発ŀŖ

製品開発
開発管理

アーキテクチャ
設計
ドメイン コンポーネント
分析
開発

製品設計

再利用 製品分析

登録

コアアセット

製品

実装，テスト

ĤĢĈ定義ÍhÓĂÿä開発ä管理体制Ĉ構築ÍÕg
⑵

モデル
事前検証

ŀŖĩĘıŒčŜ型開発支援環境
フィードバック

製品要求仕様Ĉ分析ÏāÕ÷äĲŊčŜ分析ĭsŔh製
UML
エディタ

ドメイン分析
ツール

品開発Ý必要àĜċċĤĬıĈ閲覧j選択ÏāÕ÷äĜċ

コアアセット
ブラウザ

形式表現
実装コード
・・・ ジェネレータ
ジェネレータ

ċĤĬıĿŒďğhŋİŔ図ÁÿŀŖęŒŉĈ自動生成Ï
プロダクトライン型開発支援環境

ā実装ĜsĲġĐĶŕsĨàßĈ開発Í効率化Ĉ図ÙÕg

機能安全技術開発の取組み
近年h安全á関Ïā国際規格Â多数制定ËĂhÓä対応

図１

機能安全設計技術の適用例

å欧州ĈåÎ÷北米ú中国Ýø急速á進展ÍÜºāgÓä
開発プロセス（V モデル）

中Ýøh国際規格 IEC 61508}電気j電子jŀŖęŒŇĿ
Ŕ電子安全関連系ä機能安全~Ý規定ËĂÜºā装置}機

システム構成例
妥当性確認

安全要求仕様

妥当性確認

能~áþĀ安全Ĉ確保Ïā{機能安全|Â重要視ËĂÚÚ

入力
アーキテクチャ

プロセッサ

統合試験

¸āgÉä規格åh製品ä要求仕様策定Áÿ設計j製作j
試験hÀþé廃棄ôÝä製品ŒčľĞčĘŔĈ通ÍÕ安全

システム設計

性ä確保Â必要Ý¸āgÓÉÝh機能安全設計ä共通技術

故障診断

結合試験

単体試験

詳細設計

入力

ÞÍÜh①各開発ľĐsģÝä検証Ĉ伴¼ V ŋİŔä開
発ŀŖĤĢh②ĸsĲďĐċúĦľıďĐċáþā故障診

出力
検証

出力

プロセッサ

製作

断àßä安全性hĈ組õ込öÕ÷á必要à設計技法ĕčĲ
設計技法

開発プロセス

ŒčŜàßĈ構築Íh効率的à機能安全製品開発ä社内展

機能安全設計技術

開Ĉ図ÙÜºāg

REACH 規則対応環境管理システム
EU Ýå REACH 規則áþĀĞŀŒčĪĐsŜÝä製

図１

REACH 規則に対応した含有物質情報管理

品含有物質情報ä提供Â義務付ÇÿĂāg富士電機Ýøh
REACH 規則á対応ÍÕ含有物質情報管理Â必要Þàāg
依頼

Ó É Ýh 業 界 団 体}JGPSSIhJAMP~ Â 新 Õ á 策 定
客

AIS~Ýä含有物質調査Ĉ実施ÝÃāþ¼áh富士電機Ý

顧

ÍÕ含有物質調査ľĒsŇĬı}JGPSSI Ver.4hJAMP

回答

＜事務所＞
顧客
対応
部門

設計
部門

調査
依頼

調査
依頼

調達
部門

回答

部品・
材料
メーカー

運用Ïā統一部品İsĨłsĢ}DB~
j材料 DB ĠĢįŉ
Ĉ拡張Íh部品j材料ÊÞä REACH 規則áþā物質含
有情報ä調査j管理h製品ÊÞä集計Â行¾āþ¼áÍÕg
ôÕh製品ÊÞä集計結果Ĉ管理Ïā製品環境情報 DB Ġ
ĢįŉĈ新Õá構築Íh顧客ä情報提供依頼á容易á対応
ÝÃāĠĢįŉÞÍÕg今後h富士電機Ýä運用Ĉ進÷Ü
ºÅg
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環境
レポート

＜共通＞
製品環境情報
データベース

REACH 規則対応
調査フォーマット
（AIS・JIGⅡ）
部品・材料
データベース

REACH：Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals
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情報・通信制御
ISO 14443 対応アクセス技術の確立
非接触 IC ĔsĲä通信方式åh国内Ýå FeliCa Â多

図１

通信プロトコルごとのカードアクセスイメージ

数Ĉ占÷āÂh国外Ýå ISO 14443 á対応ÍÕøäÂ多
Åh今後h国内Ýø普及Â見込ôĂāgÓäÕ÷h1 台Ý

アプリケーション

複数ä通信方式á対応Ïā共用端末Â望ôĂāg既存ä

ソフトウェア
モジュール

FeliCa 通信ŀŖıĜŔ制御á加¾hISO 14443}Type A~
ĔsĲÞ通信ÏāċĘĤĢ技術Ĉ開発ÍÕg主à機能ÞÍ
ÜåhISO 14443 á¸ā通信手順ĈôÞ÷ÕĦľıďĐċ

FeliCa

ISO 14443
Type A

その他

プロトコル制御

ŋġŎsŔĈ開発ÍhĔsĲ制御用 API Ĉ定義ÍÕgŋ

RF（Radio Frequency）制御部

ġŎsŔ内ÝåhċĘĤĢ情報管理機能Þ連携ÍÜ高Ĥ
ĖŎœįČ通信Ĉ可能ÞÍÜºāgôÕhRF 制御部h通
信ŀŖıĜŔ制御部á分ÇhĸsĲďĐċ依存Ĉ最小限á

カード

FeliCa

ISO 14443
Type A

その他

Íh通信ŀŖıĜŔä追加Ĉ容易ÞÍÕg今後h非接触
IC ĔsĲĠĢįŉ製品á適用ÍÜºÅg

解析技術・材料技術
先端技術による材料分析技術の高度化
ĺ Ř s 半 導 体 素 子 ä 性 能 Ĉ 担 ¼ Sih Ë ÿ á å SiC ú

図１

富士電機が活用している国内の先端分析技術

GaN àßä基板úđĽĨĖĠŌŔ層ä結晶品質評価技術
放射光 - 軟X 線（立命館大学 SR センター）

åh素子性能Ĉ決÷ā重要à要素Ý¸āg

放射光による半導体欠陥解析例

富士電機Ýåh最先端ä放射光源Ý¸ā X 線ŇčĘŖ
ļsŉ}SPring-8~Ĉ用ºÜ微小領域ä結晶äèÐõ分
布Ĉ評価Ïā解析技術Ĉ確立ÍÕg機能İĹčĢĈ構成Ï
ā各種材料Áÿ成ā多層薄膜á対ÍÜåhÓä膜質評価ú

極端紫外光に
よる半導体界
面解析例

放射光 - 軟X線
（佐賀県立九州シンクロトロン
光研究センター）

結晶最表面ä構造解析ĈÏāÕ÷h放射光軟 X 線}佐賀
極端紫外光

県立九州ĠŜĘŖıŖŜ光研究ĤŜĨsú立命館大学 SR

（独立行政法人産業総合研究所
EUV 励起光電子分光）

ĤŜĨs~
h極端紫外光励起}独立行政法人産業技術総合
研究所~ä光電子分光Ĉ用ºÕ電子状態解析技術ä開発Ĉ
進÷Üºāg

提供：SPring-8

放射光 -X 線マイクロビーム
（財団法人高輝度光科学研究センター SPring-8）

太陽電池の膜質・品質を支える分析基礎技術
薄膜太陽電池ĤŔ各層ä形態j膜質評価åhİĹčĢ

図１

膜厚方向の結晶性を評価する解析手法

特 性 ä 維 持 向 上 á 不 可 欠 Ý ¸ āg 富 士 電 機 Ý åh 全 長
電極

2,000 mj膜厚 1 μm 以下ä大面積ľČŔŉ薄膜太陽電池Ĥ
ŔÁÿhŇčĘŖŊsıŔēsĩä異常箇所Ĉ特定Ïā技

微結晶 Si 層

術Ý量産品ä特性改善á挑öÞ同時áhĤŔ膜厚方向áÀ

（a）斜め加工模式図
結晶性

現在開発中ä微結晶 Si 太陽電池Ýåh微結晶 Si 薄膜ä
膜厚方向ä結晶性制御Â効率向上á直結ÏāÕ÷h結晶性

領域

斜め加工角度〜1°

金属電極

ÇāĳķŊsıŔēsĩä測定空間分解能ä向上á取Ā組
ĉÝºāg

斜め
加工
によ
る測
定

a-Si 層

従来の
測定領域

a-Si 層

微結晶 Si 層

微結晶

分布Ĉ正確á評価Ïā方法Â必要Ý¸āgÓÉÝh精密斜
÷研磨法áþā超低角傾斜面作製技術図⒜Þh顕微Œ
ŇŜ分光Ĉ用ºÕ結晶性評価技術図⒝Þä組合Ñáþ

アモルファス
（b）膜厚方向の結晶性分布

膜中深さ

Āh従来手法á比ï数百倍以上ä空間分解能Ý評価可能à
解析手法Ĉ確立ÍÕg
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解析技術 ･ 材料技術
発電機コイルエンドの振動解析技術
発電機固定子äĜčŔ折返Í端Ý¸āĜčŔđŜĲåh

図１

発電機固定子のコイルエンドと固有値解析

振動áþā損傷Ĉ防止ÏāÕ÷ 2 極回転子ä磁気吸引áþ
ā励振力Þ二次固有振動数Þä共振Ĉ回避ËÑÜºāgÍ
ÁÍhĜčŔđŜĲå導体Þ絶縁体Ĉ樹脂含浸ÍÕ構造Ýh
材料物性àß不明確à要素Â多ºÕ÷h実績重視ä設計Þ
打撃試験áþā確認Ĉ行ÙÜºÕg
今回h振動á対Ïā信頼性á優ĂÕ製品開発Ĉ行¼Õ÷h
高精度à固有値計算Â可能à振動解析技術Ĉ開発ÍÕg計
算精度Ĉ向上ËÑāÕ÷h不明確à要素Ý¸ā樹脂含浸Í
Õ部材äōŜę率ú導体接触部äæã定数åh実機材ŋİ
Ŕä振動特性解析Áÿ同定áþĀ求÷Üºāg実機検証á

（b）固有値解析
（二次固有振動数）

Ü確認ÍÕ固有振動数ä計算誤差å 4 % 以下Ý¸Āh業界
ıĬŀŕłŔä製品設計精度Â得ÿĂÜºāg

（a）発電機固定子のコイルエンド

接着剤の応力解析技術
現在h樹脂材料Ĉ対象á高精度à構造ĠňŎŕsĠŐŜ

図１

粘弾性解析の概念と解析結果

技術ä構築Ĉ進÷Üºāg樹脂材料ä解析精度向上áåh
応力緩和úĘœsŀàßä複雑à材料特性Â必要Ý¸āÂh

粘弾性（一般化マックスウェルモデル）
クリープ

ÉĂÿä物性取得áå 1 Á月前後ä期間Ĉ要Ïā場合ø¸

ε

応力緩和

応力一定

σ

ひずみ一定

ĀhÉĂá代ąā簡易à物性取得方法Â求÷ÿĂÜºāg
時間

今回hæãÞĩĬĠŎņĬĲÝ樹脂材äĘœsŀ特性Ĉ

【回転子のマグネット接着工程解析】
接着後のマグネット応力を抽出

硬化時ä熱応力á関Íh被接着部材ä応力測定値Þ構造解

接着剤

析値Ĉ比較ÍÕÞÉăh良好à解析誤差}−5 %~Â得ÿ

応力解析

ĂÕg粘弾性物性ä測定åh動的粘弾性測定装置Ĉ使用Íh

0

マグネット表面の
応力（MPa）

表現Ïā粘弾性解析手法Ĉ熱硬化型接着剤á適用Íh接着

時間

（a）粘弾性解析の概念

1/4 対象モデル
90 ℃
（接着）
⇒冷却

İsĨ換算Ĉ含÷ 2 日程度Ý物性取得Â可能Ý¸Āh物性
取得期間Ĉ大幅á短縮ÏāÉÞÂ可能ÞàÙÕg

実測値
解析値

−10
−20
−30
−40
−50
−60

解析誤差−5％

−70

−80
20 30 40 50 60 70 80 90 100

温度（℃）

（b）粘弾性解析結果

今後h樹脂材料全般á粘弾性解析手法ä適用Ĉ進÷āg

生産技術
高アスペクト銅めっき穴埋め技術
電子機器製品ä小型化á伴ºhSi 貫通電極Ĉ用ºÕ三

図１

貫通電極の適用例と穴埋めめっき後の穴部断面

次元実装İĹčĢ図⒜äĴsģÂ高ôÙÜºāg小型
化á対応ÍÕ微細à貫通電極Ĉ形成ÏāÕ÷áåh高ċĢ

電極パッド

10 m

貫通電極

ŃĘıä穴埋÷÷ÙÃ技術Â必須Þàāg
富士電機Ýåh穴埋÷÷ÙÃá必要Þàā{無電解÷Ù

Si

Cu

Ãáþā低抵抗ÁÚ欠陥ŕĢ高ċĢŃĘıĠsĲ層形成技

はんだなど

確立Íh÷ÙÃ条件ú添加剤成分Àþé量ä最適化Ĉ可能
ÞÏāÉÞáþĀh
{穴上部ä÷ÙÃ成長抑制|Þ{穴底

Si デバイス

100

Si

m

Cu

術|Ĉ確立ÍÕgôÕh穴埋÷÷ÙÃä膜成長予測技術Ĉ

アスペクト比10



実装基板

SiO2

ä成長促進|ä両立Ĉ実現ÍÕgÉĂÿä技術áþĀh従
来ä限界Ý¸ÙÕċĢŃĘı比 7 á対ÍhċĢŃĘı比
10 Ý欠陥äàº穴埋÷図⒝Â可能ÞàÙÕg
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（a）適用例
（三次元実装デバイス）

（b）穴埋めめっき後の穴部断面
（φ10×100 m）
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生産技術
大型ブレーカ成形部品の高品質化
大型äĿŕsĔ用ĚsĢjĔĹsàßä部品åh耐熱

図１

圧縮成形における BMC の金型内挙動

性j強度á優Ăā BMC}不飽和ņœđĢįŔĈ主成分Þ
t1 t2 t3 t4 t5

t6 t7 充てん完了

Ïā熱硬化性樹脂~Ĉ用ºÜh圧縮成形áþĀ製作ÍÜº
樹脂初期位置

āg従来åh成形部品Ý表面ĘŒĬĘàßä外観不良Â発
生ÍÕ場合h経験則áþā改善Ĉ行ÙÜºÕÕ÷原因解明
Â不十分Ý¸ÙÕg
ÓÉÝh圧縮成形時ä金型内Ýä樹脂挙動Â観察可能à

（a）樹脂の流動先端位置の経時変化

可視化ĠĢįŉĈ構築Íh品質向上á努÷Üºāg不良発

金型温度

生äŊĔĴģŉ解明äÕ÷h金型内á温度j圧力ĤŜĞĈ

硬化挙動

組õ込õh成形動作ÊÞ}ĕĢ抜Ãh型締圧àß~ä樹

流動

大型ブレーカ

金型内樹脂圧力
金型位置

脂ä流動図 ⒜
h硬化挙動 図 ⒝Ĉ可視化ÏāÉÞÝh

型締め圧力

表面ĘŒĬĘhŅčĲhÁÏĂàßä不良発生原因Ĉ明ÿ

（b）成形時のセンサの変化

ÁáÏāÞÞøáh成形条件ä最適化Ĉ図ÙÜºāg

エレクトロニクス
鉄道車両用 PM モータのセンサレス制御技術
鉄道車両分野Ýå駆動装置ä小型軽量化h省đĶŔės化h

図

システム構成

ŊŜįĳŜĢľœs化äĴsģÂ高ôÙÜºāgÉĂÿä要
求á対応ÏāÕ÷h鉄道車両用永久磁石形同期電動機}PM
ŋsĨ~ä磁極位置ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御Ĉ開発ÍÕg
⑴

適応同定áþā電流ēĿğsĹÞēŜŒčŜ定数推定

機能áþĀh低速Ýä最大ıŔĘ運転Ĉ実現ÍÕg
⑵

空転制御

応答j精度Ĉ実現ÍÕg
空転再粘着化制御hľœsŒŜ再起動h後退起動àß

鉄道車両制御á必要à機能Ĉ含÷Üh従来äĤŜĞ付Ã

＋

トルク
制御
−

電流指令
＋

インバータ
電圧
インバータ
出力電圧制御

−
検出電流
回転座標変換

電圧łĘıŔ制御á改良Ĉ加¾hĖŌœċ周波数Â低

º同期ＰＷＭ領域ôÝ全運転領域áąÕĀh高ºıŔĘ
⑶

トルク指令

検出電流

モータ
電流

電圧
モータモデル
モータ磁極・
速度推定器
モータ定数推定

PM
SM

電流 / 電圧
推定誤差

誘導機łĘıŔ制御Þ同等Ý¸āÉÞĈ実規模試験装置
áÜ確認ÍÕg
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技術業績の受賞一覧}2009年~順不同

●社団法人電気学会

●社団法人日本電機工業会

第 65 回電気学術振興賞・進歩賞

平成 21 年度電機工業技術功績者表彰優良賞


大容量全含浸ĨsļŜ発電機ä開発j実用化


高中圧j低圧一体型ĨsļŜŖsĨáÀÇā狭開先異種

富士電機ĠĢįŉģ株式会社
芳賀

金属溶接技術ä開発

弘二h日和佐寛道h山崎

勝

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

産業応用部門産業計測制御技術委員会優秀論文発表賞
産業応用部門優秀論文発表賞

清治h和泉

富士電機ĠĢįŉģ株式会社


ĤŜĞ遅ĂĈ考慮ÍÕ振Ă角ēĿğsĹáþāĘŕsŜ
振Ă止÷制御

衣田

憲司

●平成２１年度科学技術分野の文部科学大臣表彰

創意工夫功労者賞

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
金子


ŀŕĢ金型Ｖ曲È微調整機構ä考案
貴之

産業応用部門優秀論文発表賞

富士電機器制御株式会社

荒井

逸也

澤村

真


成型品新ěsıĔĬı方法ä考案


制御電源用絶縁ıŒŜĢä結合容量Â放射ķčģá及ò
Ï影響

富士電機器制御株式会社
●社団法人発明協会

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
山城

平成 21 年度職場における創意工夫表彰埼玉県支部長賞
啓輔

●社団法人計測自動制御学会


高圧遮断機軸受新加工方法ä考案
富士電機器制御株式会社

2009 年度新製品開発賞

長濱

行雄

小山

勉

斎藤

次雄


可動鉄心Þ非磁性板接合方法ä考案


直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計

富士電機器制御株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社
金井


組立抵抗溶接作業ä改善
秀夫h中村

裕介

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
平山

富士電機器制御株式会社

平成 21 年度関東地方発明表彰
紀友

08

長野県知事賞

ľČsŔĲĢıĬŀ IGBT 半導体素子

（The 15th International Display Workshops)

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社

Outstanding Poster Paper Award
Impedance Spectroscopy of Multilayer Organic Light
Emitting Diode

寺尾
●社団法人日本プラントメンテナンス協会

PM 優秀商品賞（開発賞）

汎用čŜĹsĨ余寿命診断ĠĢįŉ
富士電機ĠĢįŉģ株式会社

大月

正人h桐澤

百田

聖自

光明h吉村

尚h

発明奨励賞

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社


回路遮断器äċsĘĕĢ排気構造
豊

富士電機器制御株式会社
川田

久夫h大島

久保山勝典h高橋

勇h十文字芳美h
龍典


投入硬貨一時保留機能付ÃĜčŜŊĔĴģŉ
富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社
松藤
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● IDW

今村

宏h西山

高志
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新しい年を迎えて

納入

2

新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向Ç製鋼二次精錬設備
電気計装制御ĠĢįŉ

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

4

新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向Ç厚板粗圧延機用

（年頭特別対談）

電気品
輸送ソリューション ……………………………………………… 37

エネルギー・環境分野における研究開発の成果と展望

12

エネルギー・環境分野における研究開発と展望

14

北海道旅客鉄道株式会社 札幌圏用通勤電車向Ç補助電
源装置
中国j重慶ŋķŕsŔ向Ç補助電源装置

パワーエレクトロニクスとパワー半導体の …………………… 14

東日本旅客鉄道株式会社 常磐緩行線 E233 系電車向Ç

シナジーによる技術の強化

œĴċĲċ

地球環境保護を身近に支える設備省エネルギー技術 ………… 19
革新的環境対応技術の構築を目指して ………………………… 22

国立天文台 Ïæā望遠鏡用ĺŔĢĪŎsĿ冷凍機
エネルギー・環境ソリューション ……………………………… 38

高効率高密度ľŖŜıđŜĲ電源
ハイライト

25

œĪďŉčēŜĖŌĺĠĨ適用高効率 UPS

110 W ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ŋġŎsŔ

Windows 標準電源管理ĠĢįŉ対応 USB ĔsĲ
複合商品ソリューション ………………………………………… 39

太陽電池工場向Ç総合製造管理ĠĢįŉ
ŘčĲėŌĬŀĺŘs半導体素子

PM ŋsĨĲŒčĿFRENIC-MEGA Ġœsģä

ċĲĹŜĢı NPC 用 3 ŕłŔ変換 IGBT ŋġŎsŔ適用ä

新機能
1,000 kW/690 V čŜĹsĨ

新型中容量 UPS

省đĶŔės RTG ĠĢįŉ

V Ġœsģ 2 in 1 大容量 IGBT ŋġŎsŔ
EPA5.0 規格対応多機能 PWM 電源制御 IC

高性能ĞsŅĠĢįŉALPHA5äŀŕĢ機îä適用

小規模設備向Ç電力監視ĠĢįŉF-MPC Web

新型ĿŖŘœŜęĿŖs低騒音Ġœsģ

富士通株式会社 İsĨĤŜĨ向ÇčŜįœġĐŜı分電盤
オートメーション

čŜĲĶĠċjŘōŜďČŜĲĎ地熱発電所 2 号機ä営業

展

運転開始

41

望 ……………………………………………………………… 41

エネルギーオートメーション …………………………………… 42

電源開発株式会社 磯子火力発電所新 2 号機用統括管理

中部電力株式会社向Ç豊橋給電制御所ĠĢįŉ

装置

中国電力株式会社向Ç配電自動化ĠĢįŉ

Ĩč向ÇĜŜĹčŜĲĞčĘŔŀŖġĐĘı用安全計装

島根県企業局向Ç水力発電所集中監視制御ĠĢįŉ

ĠĢįŉ

電力会社向Ç水力発電所用新型遠方監視制御装置

2009 年度 SICE 新製品開発賞

大規模ĕĢĺčŀŒčŜ監視ĠĢįŉ

直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計
MEMS 応用ĕĢĤŜĞ}薄膜ŊĨŜĤŜĞ~

風力用電力安定化装置

配送ĤŜĨs向Ç冷凍食品ľŖsŒĬĘ

中部電力株式会社向Ç三河変電所１kN 形回線単位

ęŒĢľŖŜı型自動販売機FGE Ġœsģ

制御盤

高記録密度 ECC}Exchange-coupled Composite~

大規模製造施設向Ç瞬時電圧低下監視ĠĢįŉ
特定小電力無線方式自動検針装置

磁気記録媒体

インダストリオートメーション ………………………………… 45

高性能ĞsŅĠĢįŉALPHA5 Smart

産業分野向ÇđĶŔės管理ĠĢįŉ

富士電機ä鉛ľœs５元åĉÖ

製造品質傾向分析ĠĢįŉ
ドライブ
展

34

望 ……………………………………………………………… 34

産業・社会ソリューション ……………………………………… 35

医薬品製造品質管理用工程分析ĠĢįŉ
đĶŔėsĤŜĨ計測制御ĠĢįŉ
鉄鋼向Ç計算機制御ĠĢįŉ

中国j酒泉鋼鉄社向Ç連続溶融亜鉛÷ÙÃŒčŜ用電気

株式会社 ADEKA 向Ç化学ŀŒŜı計測制御ĠĢįŉ

計装計算機ĠĢįŉ

FDA 21 CFR Part11 対応中小規模医薬品向Ç計測制御

王子特殊紙株式会社 東海工場向Ç PM ŋsĨĲŒčĿ

ĠĢįŉ

ĠĢįŉ

中小規模制御ĠĢįŉŀŒĬıľĒsŉ

平鋼圧延設備用ĲŒčĿĠĢįŉä更新工事

ĢĚsŒĿŔàÁĉÕĉ計装ĠĢįŉ

台湾j某大手ĤŊŜı会社向Ç高圧čŜĹsĨ電気品ä

高速ŋsĠŐŜ制御向ÇĜŜıŖsŒSPH3000
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直感的á使¾āŀŖęŒňŜę支援ĭsŔ
SX-Programmer

東北水力地熱株式会社 松川地熱発電所ä高効率化

Standard V3

海外火力ŀŒŜı向Ç電気ĕĹĳ盤ä更新
原子力 ……………………………………………………………… 61

既設ĜŜıŖsŒMICREX-FⅡ/FⅢä設備更新

核燃料ĞčĘŔ

ĭsŔ
ソシオオートメーション ………………………………………… 49

{øĉÎû|運転再開á向ÇÕ取組õ

施設管理á寄与ÏāļŔđĶŔėsŇĶġŊŜı

廃樹脂減容安定化処理装置
水

ĠĢįŉ}BEMS~
農業分野向ÇĦœŎsĠŐŜSmile AGRIä

力 ……………………………………………………………… 62

ĶĺsŔjĘŕĔĴⅡ発電所水車j発電機ñÁ改修工事

ŋĹčŔ生産履歴管理ĠĢįŉ

ä完了

環境ĠĢįŉęœsŜŏsĢ

ıŔĜjďģŜĪŌō発電所ä発電機現地据付Ç工事ä

一元的à文書管理ĠĢįŉ

完了

環境放射線Ğsłč車

東北電力株式会社 森吉発電所向Ç下部吸出Í管据付Ç工

高感度環境放射線ĞsłčŊsĨ

事ä完了

多機能環境放射線ĞsłčŊsĨ
太陽光発電

配管診断装置

64

æºÎĉ同時測定jŕsğ方式 HCl}塩化水素~計

展

7 成分同時測定ĕĢ分析装置ZSU-7ä仕様拡充

太陽光発電モジュール …………………………………………… 65

防爆分析計}ġŔĜĴċ酸素計~ä TIIS 認証取得

望 ……………………………………………………………… 64

鋼板型太陽電池ŋġŎsŔ
簡易設置型太陽電池ŋġŎsŔ

産業プラント
展

53

望 ……………………………………………………………… 53

防水Ġsı一体型太陽電池ŋġŎsŔ
太陽光発電システム ……………………………………………… 66

産業電源システム ………………………………………………… 54

富士電機j東京工場îäċŋŔľĊĢ太陽電池設置

黒鉛化炉用直流電源設備ä納入

富士通株式会社向ÇċŋŔľĊĢ太陽光発電設備

富士電機j熊本工場受配電設備ä特高化工事

ľČŔŉ型太陽電池ä適用拡大áþā低炭素社会実現

施設電機システム ………………………………………………… 54

ŋİŔ事業

œĪďŉčēŜĖŌĺĠĨ適用高圧瞬低対策装置
富士通株式会社向Ç高圧瞬低対策装置UPS8000Hä

共通技術プラットフォーム
展

納入
道路・交通システム ……………………………………………… 55

望 ……………………………………………………………… 67

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 68

成田新高速鉄道線受変電設備ä一括納入

ĲŒčĿ機器ä機能安全技術

九州新幹線新那珂川Ã電区分所ñÁ３Á所îä変電設備

電子機器ä構造設計ŀŒĬıľĒsŉ

ä納入

蓄電İĹčĢä適用技術

首都高速道路株式会社 中央環状新宿線電気集Îĉ機設備

67

制御技術 …………………………………………………………… 69

道路遠方監視制御設備ä R}Renewal~ļġĶĢ展開

ĺĦĜŜ用 C 言語組込õ CPU ŋġŎsŔSPH3000C

クリーンシステム ………………………………………………… 56

3 R đŜġĴċœŜę支援ĭsŔ

超精密温調装置

ēŜŒčŜ統計ŀŖĤĢ管理}SPC/MSPC~技術

ĘœsŜđċĔsįŜ

設備総合効率管理}OEE~技術

ęœsŜ IDC 用局所空調ĠĢįŉ

FDT/DTM 技術Ĉ適用ÍÕđŜġĴċœŜę支援
ŀŒĬıľĒsŉ

発電プラント
展
火

58

予防保全サービス ………………………………………………… 70

望 ……………………………………………………………… 58

čŜĹsĨä劣化診断ĠĢįŉ

力 ……………………………………………………………… 59

RFID 回転機振動診断ĠĢįŉä機能向上展開

ĴŎsġsŒŜĲjĳ ċŘ ŀŔċ地熱発電所ä建設

œŋsı監視ŋġŎsŔä機種展開

世界最大容量級空気冷却ĨsļŜ発電機ä出荷
čŜĲĶĠċjŒŁŜĲŜ地熱発電所 3 号機ä営業運転

受配電・制御機器コンポーネント

72

開始

展

őŔĩŜ向Ç蒸気ĨsļŜj発電機設備ä運転開始

受配電・開閉機器 ………………………………………………… 73

一般火力Àþé地熱向Ç蒸気ĨsļŜj発電機設備ä
出荷

100

望 ……………………………………………………………… 72

配線用遮断器}MCCB~
/漏電遮断器}ELCB~
G-TWIN Ġœsģ32 v 100 AF ä機種拡充
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配線用遮断器}MCCB~
G-TWIN Ġœsģ

新型食品自動販売機FNX115NR

630 v 800 AF/4 極品

新型ċčĢĘœsŉ自動販売機

熱回路網法áþā電流−熱−機構連成解析ĭsŔ

ĞŜŀœŜęŇĠŜ

電力監視・制御機器 ……………………………………………… 74

通貨機器 …………………………………………………………… 88

čsġsŖġĬĘĜŜıŖsŒŖġœċ}Logilier~


ŇŔĪĿŒŜĲ端末FAP10áþā対応

ä機種拡充}AC 電源 12 点品~

ċŀœĚsĠŐŜä拡大

集合形配電監視ŏĴĬıF-MPC04ä機能拡充

ĤĖŎœįČĔŊŒ搭載景品管理ĠĢįŉ
コールドチェーン ………………………………………………… 89

İČġĨŔ形多機能œŕsF-MPC60Bä機能拡充

ĠŐsĚsĢä気流制御
半導体
展

75

望 ……………………………………………………………… 75

半導体 ……………………………………………………………… 76

技術開発・生産技術
展

90

望 ……………………………………………………………… 90

エネルギー・環境 ………………………………………………… 91

第 6 世代 IGBT ŋġŎsŔV Ġœsģ
第 6 世代 IGBT-IPMV Ġœsģ IPM

実用超高温ĕĢ炉技術

高速 IGBT ŋġŎsŔ

高性能燃料電池ä電極触媒

3.3 kV IGBT ŋġŎsŔ

ľČŔŉ型太陽電池ä製品開発á関Ïā接着技術
次世代ľČŔŉ型太陽電池ÞÓä生産設備

ĸčĿœĬĲ車用第 2 世代÷ÙÃĪĬŀ

電子デバイス ……………………………………………………… 92

自動車用高耐圧 MOSFET
高速İČĢĘœsı IGBT

QPM 波長変換素子

大電流低損失 600 V 高速ĩčēsĲ

ęŒľĐŜ成膜技術
メカトロニクス・センサ ………………………………………… 93

大容量 PFC 電源 ICFA5610 Ġœsģ
新臨界 PFC 電源 ICFA5590 Ġœsģ

省đĶıĬŀŒŜĳs方式対応đċĔsįŜ技術

ŅŔįsġŋsĲ PWM 電源 ICFA5604 Ġœsģ

ĞsŇŔœŕsä電流−伝熱−構造連成解析
情報・通信制御 …………………………………………………… 93

排気系圧力検出用ĤŜĞ
ĸčĿœĬĲ車用 IGBT 駆動 ICFi009

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ用 Ethernet 通信技術

銅端子超音波接合技術

組込õĠĢįŉ開発技術

自己分離型 HVIC 技術

──ŀŖĩĘıŒčŜ開発──

高効率電源向Ç Superjunciton MOSFET 技術

機能安全技術開発ä取組õ

đĽĨĖĠŌŔ成長技術Ĉ用ºÕ拡散構造形成

REACH 規則対応環境管理ĠĢįŉ

熱流体解析Ĉ用ºÕ冷却技術開発

ISO 14443 対応ċĘĤĢ技術ä確立
解析技術・材料技術 ……………………………………………… 95

情報機器コンポーネント
展

82

望 ……………………………………………………………… 82

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 83

垂直磁気記録媒体用ĕŒĢ基板技術

先端技術áþā材料分析技術ä高度化
太陽電池ä膜質j品質Ĉ支¾ā分析基礎技術
発電機ĜčŔđŜĲä振動解析技術
接着剤ä応力解析技術

HDI}Head Disk Interface~技術 ──超薄膜保護膜──
磁気転写ĞsŅ媒体

生産技術 …………………………………………………………… 96

高ċĢŃĘı銅÷ÙÃ穴埋÷技術
大型ĿŕsĔ成形部品ä高品質化

垂直媒体ĠňŎŕsĠŐŜ技術
2 Tbits/in2 Ĉ狙¼高 Ku 材料

エレクトロニクス ………………………………………………… 97

感光体 ……………………………………………………………… 84

鉄道車両用 PM ŋsĨäĤŜĞŕĢ制御技術

高画質有機感光体
ĨŜİŉĔŒs用有機感光体
高感度正帯電型有機感光体
流通機器
展

86

望 ……………………………………………………………… 86

自動販売機 ………………………………………………………… 87

2010 年度環境対応缶飲料自動販売機
ĜŜĺĘıĔĬŀ自動販売機

101
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Vol. 83 No.1 に掲載の商標，略称など
CitectSCADA kAEG Schneider Automation International 社ä商標ôÕå登録商標
EconoPACK

kInfineon Technologies AG. ä商標ôÕå登録商標

Edy

kļĬıŘŕĬı株式会社ä登録商標

Ethernet

k富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä登録商標

Excel

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

FeliCa

kĦĴs株式会社ä登録商標

iD

k株式会社đĵjįČjįČjĲĜŋä登録商標

iFIX

kGE ľĊĳĬĘjčŜįœġĐŜıjŀŒĬıľĒsŉĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

InTouch

k英国 Invensys Systems, Inc. ä商標ôÕå登録商標

Linux

kLinus Torvalds 氏ä日本ÀþéÓä他ä国áÀÇā商標ôÕå登録商標

Modbus

k米国 Schneider Automation, Inc. ä商標ôÕå登録商標

QR ĜsĲ

k株式会社İŜĦsďĐsĿä登録商標

QUICPay

k株式会社ġĐsĠsļsä登録商標

REACH 規則

kEU}欧州連合~áÀÇā化学品ä登録j評価j認可Àþé制限á関Ïā規則

RoHS 指令

k電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制限áÚºÜä EU}欧州連合~ä指令

Smartplus

k三菱 UFJ ĴĜĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

VISA TOUCH kļğjčŜĨsĳĠŐĳŔjĞsļĢjċĦĠđsĠŐŜä商標ôÕå登録商標
Windows

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

Windows7

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

Óä他ä会社名h製品名åhÓĂÔĂä会社ä商標ôÕå登録商標Ý¸āg

102

主要事業内容

電機システム部門
富士電機システムズ株式会社
富士電機機器制御株式会社
ドライブ分野［駆動システム，汎用インバータ，サーボシステム，モータ，無停電電源装置，交通向け機器・システム］
，
産業プラント分野［産業電源，施設用電機設備，クリーンルーム設備］
，発電プラント分野［火力発電設備，地熱発電設備，
水力発電設備，原子力発電関連設備］
，オートメーション分野［センサ，情報システム，計測システム，工業計器，コントロー
ラ，放射線管理システム，エネルギーソリューション］
，器具分野［電磁開閉器，マニュアル・モータ・スタータ，操作表
示機器，配線用遮断器，漏電遮断器，高圧真空遮断器，低圧・高圧ヒューズ，ガス警報器，エネルギー監視機器］

電子デバイス部門
富士電機システムズ株式会社
富士電機デバイステクノロジー株式会社
半導体分野［パワー IC，IGBT モジュール，パワーディスクリート，複合デバイス，圧力センサ］
，感光体分野［プリンタ
･ 複写機用感光体，画像周辺機器］
，ディスク媒体［アルミ媒体，ガラス媒体，アルミ基板］

リテイルシステム部門
富士電機リテイルシステムズ株式会社
自販機 ･ フード機器分野［自動販売機，飲料ディスペンサ，自動給茶機］
，通貨機器［硬貨・紙幣識別装置，金銭処理機，
非接触 IC カードシステム］
，コールドチェーン機器［冷凍・冷蔵ショーケース，店舗用省エネルギーシステム，ユニット
工法店舗］
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