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太陽電池工場向け
総合製造管理システム

110 Wフィルム型アモルファス
太陽電池モジュール

富士電機の製造ソリューションパッケージ

商品「MainGATE シリーズ」を中核として，

富士電機の太陽電池工場に総合製造管理シス

テムを開発し設置した。主な機能は次のとお

りである。

⑴　品質トレースシステム：製造に関する各
種のデータを収集・保存して，品質分析を

支援する。

⑵　生産計画システム：受注・出荷・製作指
示・購買・外注・在庫管理などを行う。

⑶　施設管理システム：製造に関するエネル

ギー量を収集・保存する。

2008 年度には，製造現場へリアルタイム

な品質情報をフィードバックするために製造
進捗（しんちょく）把握・統計的プロセス解
析などの機能の追加を行った。

富士電機は，注力機種であるフィルム型
アモルファス太陽電池モジュール（商品名：

FWAVE）の生産拠点である熊本工場の生産
能力を 2009 年初めから，倍増している。

モジュールの出力改善にも取り組み，発電
面積の拡大と抵抗ロスの低減を進めた。従来
の 90 W モジュールの 2 割増しの性能を持つ

110 W モジュールを開発した。生産ラインの

改造と生産体制の構築を進め，2010 年初め

に，新型モジュールの本格的な製造，販売を

開始する。
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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

富士電機独自の RB-IGBT 素子（逆阻止型）

を用いたアドバンスト NPC（Neutral Point 
Clamped）用 3 レベル変換 IGBT モジュール

を開発した。素子定格は 1,200 V/300 A であ

る。モジュール化により，パワーエレクト

ロニクス機器への適用が容易となった。今後，

電力変換システムや駆動用インバータ装置な

どへの応用展開が期待できる。

現在，このモジュールを適用した新型中容
量 UPS シリーズの開発を進めている。本方
式により，半導体損失を従来式 2 レベルイン

バータと比べて，30% 以上の大幅な低減が

可能となり，常時インバータ給電方式でトッ

プクラスの 95% 以上の効率を達成した。装
置定格は入出力電圧 200 V で 30 〜 100 kVA
のシリーズを予定している。

膨大な需要が見込まれるサーバ用電源や電
気自動車のモータ駆動装置などで低損失化の

鍵を握るのは，スイッチング用パワー半導体
素子である。ワイドバンドギャップ（WBG）
の SiC（炭化けい素）や GaN（窒化ガリウ

ム）は Si（シリコン）に代わる次世代パワー

半導体として期待されている。

富士電機は，SiC や GaN のパワー半導体
素子（MOSFET とダイオード）の取組みを

強化している。SiC は独立行政法人産業技術
総合研究所と共同で，最先端の性能を持つ素
子を製品化するための製造技術の開発を進め

ている。GaN は古河電気工業株式会社と“次
世代パワーデバイス技術研究組合”を設立し，

両社の得意とする技術を結集し，実用的な素
子の早期実用化を目指している。

モジュール

モジュール内部接続図 UPS 外観

ワイドギャップパワー半導体素子



富士時報　Vol.83 No.1 2010

27

「V シリーズ 2 in 1
大容量IGBTモジュール」

ノートパソコン用電源の高効率および低待
機電力への市場要求に応えるため，PWM 制
御 IC を開発した。

低 待 機 電 力 と 高 効 率 を 両 立 し， 待 機
時 低 消 費 電 力 化 を 規 定 し た ENERGY 
STARPROGRAM Version5.0（EPA5.0，
2009 年 7 月発効）に対応している。次の機
能により 65 W 電源にて平均効率 89% 以上，

無負荷入力電力 100 mW 以下を達成している。

⑴　750 V 耐圧の起動回路
⑵　負荷に応じた動作周波数低減機能
⑶　電流検出抵抗の損失低減
⑷　周波数拡散機能による低 EMI ノイズ

⑸　パルス負荷対応の過負荷保護機能
⑹　二次側短絡検出保護機能

近年，電力変換装置の大容量化，高効率化
が進んでいる。それに用いるパワーデバイス

に対する高耐圧化，大容量化の高まる要求に

応えるため新しい 2 個組みの IGBT モジュー

ル「V シリーズ 2 in 1 大容量 IGBT モジュー

ル」を開発している。

第 6 世代 IGBT チップを適用したこの新構
造大容量 IGBT モジュールは，業界最高水準
の低オン電圧化と同時に，低スイッチング損
失化を達成し，パワーエレクトロニクス機器
の省エネルギーに貢献する。主な特徴は次の

とおりである。

⑴　PP2 パッケージ： 1,200 V-600 A/900 A，

 1,700V-650 A
⑵　PP3 パッケージ： 1,200 V-1,400 A，

 1,700 V-1,000 A
⑶　VCE（sat）： 2.00 V（標準耐圧，125 ℃）

 1,200 V 素子
　　VCE（sat）： 2.35 V（標準耐圧，125 ℃）

  1,700 V 素子
⑷　パッケージ絶縁耐圧：4 kV（AC，1 分）

PP2 パッケージ PP3 パッケージ

EPA5.0規格対応
多機能PWM電源制御IC
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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

小規模設備向け電力監視システム
「F-MPC Web」

電流センサ付きプラグイン MCCB（配線
用遮断器）と電力計測ユニットを搭載して最
大 38 回路の配電に対応する分電盤を開発し，

富士通株式会社のデータセンタに納入した。

増加を続けるデータセンタの消費電力最適
化と省エネルギー（省エネ）の IT ソリュー

ションにおいて，グリーンインフラの基幹を

担う分電盤である。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　負荷（サーバ）ごとに電力量を計測して

顧客の“従量課金”に対応
⑵　消費電力の“見える化”で顧客管理
⑶　省エネによるグリーンファクトリー化
（環境負荷低減）

⑷　主な機能
　™  計測値の時間ごとレポート作成
　™  トレンドデータ作成
　™  デジタル入力イベントデータ作成

電力使用量・トレンド・デマンド監視・設
備グループ比較など，電力使用状況の監視
に必要な計測データの収集・蓄積と，表示
する Web サーバ機能を，コンパクトな筐体

（きょうたい）に搭載した小規模設備向け電
力監視システム「F-MPC Web」を開発した。

F-MPC Web は専用ソフトウェアが不要で，

パソコンなどの汎用ブラウザ端末があれば簡
単に“見える化”ができ，全員参加型の省エ

ネルギー（省エネ）活動を推進するツールと

して使用できる。

導入時のお客さまの投資と手間を抑えた電
力監視システムなので，従来の産業設備だけ

でなく，新たな省エネ推進の対象となってい

る学校・病院・商業施設（小売店舗，遊技
場）などの小規模な設備においても，導入し

やすくなっている。
F-MPC04P

F-MPC Web

画面例

加工・表示

収集・蓄積

FePSU F-MPC04S

電力量積算値グラフ

デマンド監視

設備グループ比較
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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

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
機建設に伴い 2008 年 6 月統括管理装置を納
入した。装置は映像監視を主体としたプラン

ト巡視機能，防災情報を一元的に管理する防
災監視機能，各装置間を接続する LAN 機能
から構成される。プラント巡視機能では，常
設用でエンドレス回転機能を持つ高速旋回型
カメラ，一時用として IP 型可搬カメラを設
置した。防災監視機能は防災情報発生時に

マップ表示する機能を持つ。これらの映像お

よび防災情報は LAN 機能により監視操作用
パソコンに統合的に配信され，プラントの効
率的管理と安全運用に寄与している。現在で

は監視カメラのハイビジョン化を行い，高解
像度を必要とするニーズにも対応できるよう

にしている。

ワヤンウィンドゥ地熱発電所 2 号機は，計
画どおり 2009 年 3 月に営業運転を開始し，

順調に最大出力で運転を継続している。2 号
機は，地熱タービン単機として世界最大とな

る定格出力 117 MW である。契約後 21 か月
で営業運転開始という短納期を達成するため，

狭い建設現場で多くの作業員が同時に各種作
業を行う必要があった。本プロジェクトの最
重要課題の一つであった安全確保・事故防止
のために現地組織である安全衛生管理チーム

の権限を強化し，全作業員を対象にした安全
教育・安全パトロール・安全表彰を実施し，

着工からプラント引渡しまで“110 万時間無
災害”を達成した。この発電所は，自然豊か

なジャワ茶畑の中に建設され，機器配置や塗
装色選定には，周囲環境との調和を十分に配
慮した。

高速旋回型カメラ 可搬カメラ 統括管理装置制御盤
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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

2009年度SICE新製品開発賞
「直接挿入レーザ方式ガス分析計」

2009 年度に環境・プロセス向けに開発し

た「直接挿入レーザ方式ガス分析計」は，独
自性と新規性および優れた性能を評価さ

れ，国際的な権威のある計測自動制御学会
（SICE）の新製品開発賞を受賞した。

富士電機の工業用ガス分析機器は技術，

シェア，製品機種などの点で国内トップクラ

スの実力がある。富士電機はコンポーネント

機器や DCS などの上位システム製品を持ち，

これらの機器を組み合わせて計測システムを

構築するプラント技術力も併せ持っている。

今後，二酸化炭素や一酸化二窒素の排出規
制，新興国の NOx，SOx 排ガス規制開始強
化など世界規模で環境規制が厳しくなる中で

市場のニーズにマッチした価値のある環境機
器を開発し，社会に貢献していく。

近年，機械装置やプラントでの重大事故が

増加しており，安全・安心への社会的関心が

世界的に高まっている。富士電機は，プラン

トや機械設備を対象とするセーフティインダ

ストリオートメーションへの取組みを強化し

ている。

このたび，タイ向けコンバインドサイクル

プロジェクトのタービン 保 護 のため，

「MICREX-NX Safety」を適用した安全計装
システムを納入した。

本システムは，国際安全規格に基づいたリ

スクと安全の定量化（見える化）を実現する

とともに，異常検出センサを 2 oo 3 構成とす

るなどの安全システム設計により高い安全性
を実現し，予期せぬ事故やトラブルからター

ビン設備を保護することができる。

安全計装機能01　
　スチーム圧力“高”検出

圧力発信器

・
・
・
・

温度変換器熱電対

2oo3構成

パーシャル
ストローク
テストを採用

全17ループ

＊D：Diagnostics（診断）

制御弁（A） 遮断弁（A）

コントロール油圧

油圧開放

蒸気高圧側

安全計装機能05　
　ベアリング温度“高”検出

MICREX-NX Safety

電磁弁

SV1 SV2

電　源

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

1oo2D* 構成

0.5～10m

煙道

レーザ光

発光部 受光部

電源

エアパージ エアパージ

制御部
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配送センター向け冷凍食品フローラック

MEMS応用ガスセンサ
（薄膜メタンセンサ）

薄膜ヒータ

MEMS応用ガスセンサ

触媒層酸化すず薄膜

センサ電極

Si 基板
（空洞部）

富士電機は，伸長分野である冷凍食品の宅
配事業向けに，冷凍食品専用のフローラック

を開発した。

従来のオープンショーケースよりも，開口
高さが約 2 倍と高く，外気からの熱侵入を低
減することが最大の課題であった。そこで，

冷気吹出構造を最適化して外気遮断性能を向
上させた高性能エアカーテンを開発した。

このエアカーテンにより，冷凍食品の配送
センターとしては業界初となる－18 ℃以下
に対応するフローラックを提供し，“食品の

温度管理”と“ピッキング作業効率の向上”

といった顧客のニーズに応える製品として好
評を得ている。今後，気流構造をはじめとし

た各部の効率追求によりさらなる省エネル

ギー化を図る予定である。

宿泊施設や民家などに設置し，建屋内の安
全・安心のために，ガス漏れを検知するガス

警報器に使用するメタンガスセンサの開発
に取り組んでいる。MEMS（Micro Electro 
Mechanical Systems）技術を適用し微細な

三次元構造とすることで，センサ部の熱容量
を低減し，かつ熱絶縁性の良い構造とした。

薄膜ヒータによる局所・短時間加熱を行うこ

とで応答性が良く（400 ℃，数十 ms），従来
製品の約 1/2,000 という超低消費電力化を実
現した。従来は AC 電源を必要としていたが，

ガスセンサの超低消費電力化によって電源配
線が不要な電池駆動によるガス警報器が実現
する。さらにガス警報器だけでなく，さまざ

まな場所に持ち運び可能なガス検知器への応
用も可能である。

商品搬送コンベヤ

冷凍食品フローラック 食品冷凍庫
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高記録密度ECC（Exchange-
coupled Composite）磁気記録媒体

グラスフロント型自動販売機
「FGE シリーズ」

富士電機は，2008 年 9 月から 10 月にか

け，第二世代 ECC 媒体として，250 G バイ

トの 2.5 インチディスクおよび 500 G バイト

の 3.5 インチディスクの量産を開始した。そ

の後，特性を改善して完成度を高め，各種
HDD（Hard Disk Drive）への適用を進めた。

2009 年 8 月に，次世代の高密度媒体として

第三世代 ECC 媒体の開発に着手した。

ECC 媒体の特徴は，記録の長期安定性と

高密度化を両立できることにある。第二世代
以前の ECC 媒体では，主にビット方向の記
録密度向上を図った。第三世代 ECC 媒体で

は多層化技術を用い，トラック方向の記録密
度も同時に高めている。今後はさらに検討を

進め，早期の量産適用を図る予定である。

見えている商品そのものを購入できる安心
さ，商品が搬出されるまでの動作を見ること

ができる楽しさ，さまざまなパッケージの商
品を販売できる汎用性から，グラスフロント

型自動販売機は成長分野の自動販売機である。

2012 年に省エネ法に基づく特定機器に指
定されるため省エネトップランナー目標値の

消費電力を達成するために，LED 照明の採
用や，庫内気流シミュレーションによる冷却
と加熱気流の最適化を行った。さらにバケッ

ト動作を簡略化することで従来 18 秒であっ

た商品の搬出を 10 秒以内にし，販売機会の

向上を図った。

省エネや販売時間の短縮，主力商品に特化
した設定変更をコンセプトに新型グラフフロ

ント型自動販売機「FGE シリーズ」を開発
した。

トラック方向

ビット方向

半硬磁性層

硬磁性層
交換結合エネルギー制御層

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
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富士電機の「鉛フリー５元はんだ」

高性能サーボシステム
「ALPHA5 Smart」

富士電機では，RoHS 規制に対応し，優れ

たぬれ性と高温安定性を持つオリジナルの

「鉛フリー 5 元はんだ」を開発し，日本，ド

イツ，米国特許を取得している（ライセンス

供与 53 件）。また，近年の素材高騰への対応
として，標準タイプ（Ag 含有量 3.5%）に加
え，経済性を重視した低銀タイプ（Ag 含有
量≦ 1.0%）もラインアップしている。低銀
タイプは，5 元の特徴である優れたぬれ性と

高温安定性を継承しており，一般的な低銀タ

イプの 3 元鉛フリーはんだよりも扱いやすさ

と高い信頼性を実現している。

™  ニッケル（Ni）添加による高温強度向上
（低銀タイプ 3 元比：約 13% 改善）

™  ゲルマニウム（Ge）添加によるぬれ性向
上（低銀タイプ 3 元比：約 10% 改善）

好評を博している「ALPHA5 シリーズ」

に使いやすさを追求した「ALPHA5 Smart
シリーズ」を加えた。主な仕様および特徴は

次のとおりである。

⑴　高速・高精度位置決めを実現：周波数応
答 1,500 Hz，20 ビット高分解能エンコー

ダ搭載
⑵　顧客の機械構成に合わせ制御系調整をさ

らに簡素化するため，四つのオートチュー

ニングモードを装備
⑶　現場およびオフィスでのサーボ調整結果
を扱いやすくするサーボオペレータを用
意。4 台分のサーボアンプ設定状態を記憶
し，現場とオフィスでのデータ管理を簡素
化

⑷　長寿命設計：電解コンデンサ・冷却ファ

ンなどの有寿命部品については，規定条件
下にて，設計寿命 10 年を達成

30
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