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低炭素社会の実現に向けて，エネルギー・環境関連市場
が急速な立上りを見せている。この中で，富士電機はこ

れらの市場に対応して，パワーエレクトロニクス（パワ

エレ）・パワーデバイスなどの省エネルギー技術，太陽電
池・燃料電池・地熱・風力発電などの新エネルギー・代替
エネルギー技術，さらに電気輸送にかかわるグリッド制御
技術など数多くのコア技術を持ち，積極的に今後の事業強
化を進めている。富士電機ホールディングス株式会社 先
端技術研究所はこうしたビジネス拡大の機会をとらえ，技
術経営戦略と連動した先端的研究や基礎基盤研究に取り

組み，富士電機の技術革新を推進するための組織として

2009 年 10 月に発足した。

先端技術研究所は，“エネルギーと環境に関するプロ

ジェクトを創出するエネルギー・環境研究センター”“次
世代パワー半導体・次世代媒体開発を担うデバイス技術研
究センター”“富士電機共通の基礎・基盤技術の強化や次
世代先端技術育成を担当する基礎技術研究センター”“も

のつくり技術の開発・維持向上を担当する生産技術研究セ

ンター”の四つのセンターから構成され，中長期的な視野
に立った技術開発ロードマップにのっとって研究開発を

行っている。

富士電機の将来を担うべきエネルギーと環境分野全体に

関する研究分野では，社会の基盤を支える電力供給網の将
来像を，既存の大規模発電による電力供給網と太陽光発電
や風力発電などの分散型発電・出力変動型発電の組合せに

よる次世代電力網と想定し，安定的かつ効率的な電力供給
を実現するためのグリッド制御技術を追求する。また，石
油代替のクリーンエネルギーとして，“軽量・フレキシブ

ル・割れない”という特徴を持った高効率薄膜太陽電池を

開発している。この中では，発電ロスを極小化させる太陽
電池透明導電膜の開発にも取り組んでいる。電気を自在に

使うためのキーコンポーネントであるパワー半導体につ

いては，圧倒的低損失化の鍵として期待されるワイドバン

ドギャップデバイスである SiC（炭化けい素）や GaN（窒
化ガリウム）の早期実用化に向けた開発を進めている。ま

た，低炭素化社会に直接貢献する熱エネルギーの有効活用

や，世界的水環境保全に貢献する水処理関連技術の探索も

進めている。

CO2 削減や資材削減に貢献するデバイス技術分野では，

これまでの半導体開発で培ってきた最先端技術と富士電機
が得意とするパワエレ技術を融合した超高効率変換装置シ

ステムの開発に取り組み，これをプラットフォームとして

多種多様な用途に小型・高効率技術を展開していく。また，

エネルギー効率の良いデータ蓄積を目指し，磁気記憶媒体
の大容量化を実現する磁性材料技術や，生産性向上のため

の磁気転写技術の開発を進めている。

事業・製品群を支える基礎・基盤技術分野では，先端パ

ワエレを含むエレクトロニクス技術，電磁気応用技術や

フィールドシステム技術に取り組んでいる。設計工数削
減と設計精度向上をもたらす永久磁石形同期電動機（PM
モータ）の設計プラットフォーム拡充や，国際規格への対
応が強く要望されている機能安全技術の開発を進めている。

また，富士電機共通の組込みシステム構築，ソフトウェア

の自動生成技術の高度化やモータを含めた実機レベルでの

ソフトウェア検証技術の開発にも取り組んでいる。さらに，

太陽電池や電気自動車の普及による直流給配電システムの

増加を見据え，直流遮断機器や給電システムの開発にも注
力している。

ものつくりを支える技術分野では，信頼性や生産性を維
持向上する生産技術の研究，最先端の生産技術を実現する

設備技術の開発，さらに製品や構成材料の分析，製造プロ

セスにおける事象のメカニズム追求，シミュレーションに

よる解析技術の高度化に取り組んでいる。電子エネルギー

損失分光法，X 線吸収端微細構造法など，媒体保護膜，薄
膜材料などのナノメートルオーダの膜質評価技術や，構成
が複雑で従来は予測が困難であった発電機コイルエンドの

高精度な固有振動数予測技術，分子シミュレーションによ

る高分子材料の物性予測技術の開発を進めている。

以上，新たなミッションの下に発足した先端技術研究所
は，技術革新・研究開発をドライビングフォースとするグ

ループ運営の実現に向けた活動を展開していく所存である。
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1　実用超高温ガス炉技術

水素

電力

プロセス蒸気

水素製造施設

原子炉施設

化学コンビナート

VHTR原子炉

2　高性能燃料電池の電極触媒

3　フィルム型太陽電池の製品開発に関する接着技術

図１　VHTR原子炉とNGNPプロジェクト概念図

図₂　開発した触媒の透過電子顕微鏡写真（黒丸が白金）

図₃　大面積モジュールの接着施工実験

超高温ガス炉（VHTR）は，高温の熱が利用可能なた

め幅広い利用分野が期待でき，次世代型実用原子炉の一
つとして最近世界的に開発が加速されている。富士電機
は，米国で 2006 年から開始された電力・水素併給高温ガ

ス炉（NGNP）プロジェクトに当初からジェネラルアトミ

クス社チームの一員として参画し，原子炉熱設計などを実
施している。国内においては日本原子力研究開発機構との

共同研究により，日本独自の VHTR 原子炉概念の構築を

目指しており，事故時の安全特性向上を狙った出力分布平
坦（へいたん）化炉心の開発などを実施している。また，

同概念を具体化するために必要な機器である耐熱炉心拘束
機構に用いる候補材料の強度試験などを実施し，基本的な

データの取得を終了している。今後もこれらの活動を継続
し，VHTR の実用化を目指していく。

りん酸形燃料電池の電極触媒として白金を数 nm の微粒
子でカーボン担体に担持した触媒を使用している。白金の

使用量を減らすことはコストダウンに大きな効果がある反
面，電池性能が低下するという問題があった。

今回，カーボン担体に比表面積の大きなカーボンブラッ

クを使用するとともに，りん酸に対する耐食性を向上する

ために黒鉛化温度の最適化を行った。その結果，白金微粒
子のさらなる微細化と粒子径の均一化を達成し，白金の質
量当たりの表面積を 2 倍に向上できた。本触媒を使用する

と，白金使用量を減らしても現行触媒を使用した場合と同
等の性能を維持できる。今後，電極の最適化と耐久性の検
証を行い，実用化を目指す。

フィルム型太陽電池モジュールについて，“軽量さ”を

生かした応用用途開発を進めている。この一つとして，

“接着”による簡易な設置が期待されている。裏面がふっ

素系フィルム（ETFE）であるモジュールを，さまざまな

ものに長期信頼性を確保しながら貼（は）り付ける技術の

開発を行っている。

せん断・はく離強度試験のみならず，動的粘弾性などの

物性評価，断面観察や超音波顕微鏡による接着状態の評価
を通して，総合的な接着技術開発を進めている。

接着の長期信頼性試験方法についても，“20 年屋外暴露
相当の試験時間短縮（判断タイミング短期化）”を目指し

て開発に取り組んでいる。さらに，大面積の実モジュール

を使用した接着施工実験を実施し，現地施工を想定した手
順の確認やマニュアル作成なども行っている。
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2　グラフェン成膜技術
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4　次世代フィルム型太陽電池とその生産設備

1　QPM 波長変換素子

図₄　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

図₅　QPM素子の断面写真とQPMによる波長変換

富士電機・熊本工場で量産しているフィルム型太陽電
池は，アモルファス Si（a-Si）とアモルファス SiGe（a-

SiGe）の 2 層構造から成る。ガラスを使用しないことによ

り，“軽量・フレキシブル・割れない”といった特徴のあ

る製品となっている。次世代フィルム型太陽電池は，a-Si
と微結晶 Si（µc-Si）により構成される 3 層構造を持って

いる〔図⒜〕。µc-Si は，従来利用できなかった長波長の

光も発電に使用できるため，軽量でフレキシブルという製
品の特徴を維持したまま高効率化が期待できる。さらに次
世代のロールツーロール製膜装置として，材料歩留りや生
産性を画期的に改善する連続搬送製膜装置の開発も進めて

いる。既に，1 m 幅フィルム対応の大型連続搬送製膜実験
装置の導入を行っている〔図⒝〕。

擬似位相整合（QPM）による波長変換とは，分極を周
期的に反転させた強誘電体結晶にレーザを透過させ，異な

る光を取り出す方法である。分極構造の設計によりさまざ

まな波長のレーザ光を作り出すことができるという特徴を

持つ。

富士電機では高い非線形光学効果を持つ LiNbO3（LN）

単結晶を用いて，QPM 波長変換素子の開発を進めている。

現在までに高精度の分極反転技術を確立し〔図⒜〕，可視
および赤外の波長変換を確認した。図⒝には QPM 素子に

よる赤外レーザから可視レーザへの波長変換の様子を示す。

今後，波長変換の高効率化を進め，QPM 波長変換法の

特徴を生かした光源を開発し，医療や計測などの分野への

適用を進めていく。

炭素 1 層のシートであるグラフェン〔図⒜〕は，他の材
料を凌駕（りょうが）する 15,000 cm2/（Vs）以上の移動度
を持っており，機能材料として大きな可能性を持っている。

この材料を太陽電池の透明導電膜に適用できれば赤外域で

の高透過率が実現され，変換効率向上が期待できる。

こうした応用のためには，大面積かつ高品質なグラフェ

ンを生成することが必須である。富士電機ではグラファイ

トを酸化し，単層はく離する化学的はく離のプロセスを改
良することにより，従来の報告よりも大面積のグラフェン

シートを作製することに成功した〔図⒝〕。これらを用い

て，未知の可能性を秘めるグラフェンの物性を明らかにし，

品質の改善を行っている。なお，本研究の一部は，独立行
政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO 技
術開発機構）からの委託により実施している。

1.421Å2.461Å
（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

図₆　�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
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オープンショーケースは，省エネトップランナー方式の

対象機器に指定されるため，省エネルギー（省エネ）化が

必須である。ショーケース熱ロスの約 80% はエアカーテ

ンからの熱侵入であるため，エアカーテンの外気遮断性能
を向上させる気流制御技術を開発した。特徴は次のとおり

である。

⑴　商品を搭載する棚先端のガードフェンスとスリット

により，各棚を冷却する循環冷気と外気を遮断するた

めの前面エアカーテンの風向を制御した。これによ

り，ショーケース庫外への冷気漏れが抑制され，飲料用
ショーケースにて約 30% の省エネを実現した。

⑵　循環冷気と前面エアカーテンの風速バランスを適正化
することにより，全体の風量を低減することが可能とな

り省エネ化が向上した。

1　省エネトップランナー方式対応エアカーテン技術

循環冷気

前面
エアカーテン

ガードフェンス スリット 風速分布図

図₇　省エネトップランナー方式対応ショーケース

低圧誘導電動機などの過負荷保護装置として使用する電
磁開閉器用サーマルリレーは，通電電流による発熱でバイ

メタルを湾曲変位させる加熱部と，変位量が規定値を超え

た際に反転動作して補助接点が切り換わる操作部とから構
成されている。そのため，サーマルリレーは，バイメタル

と加熱部を含むヒータユニット部の設計技術が重要となる。

富士電機では，ヒータユニット部のバイメタル熱変形量を

解析可能とする電流－伝熱－構造の連成解析技術を確立し

た。今後，この解析手法を適用し，ヒータユニットの主回
路相間の熱干渉が影響する欠相特性や，トリップ特性の検
討を行い，機器の信頼性向上や小型化を進めていく予定で

ある。

2　サーマルリレーの電流−伝熱−構造連成解析

高

低

温度

電流 -伝熱の連成解析による温度分布図

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

図₈　サーマルリレーの電流 -伝熱 -構造連成解析

産業・交通分野のパワーエレクトロニクス（パワエレ）

製品に対して，ソフトウェア PLC などオープンコント

ローラとの通信に，OA 用途で普及している高速な Ether-
net 技術適用の要望が近年強くなっている。産業用適用の

ためには，リアルタイム性，高応答性，耐ノイズ性への対
応が必須であり，これらに対応した富士電機パワエレ製品
用 Ethernet カードを開発した。さまざまな産業用 Real-

Time Ethernet プロトコルへ対応できるように，ソフト

ウェア構成は富士電機共通コンセプトに基づき，プラット

フォーム化している。高応答性を実現するために，ソフト

ウェア構成を最適化した。電磁両立性（EMC）対応として，

電力分野での適用も考慮し，IEC 61000 規格の最高レベル

であるレベル 4（厳しい工業環境）に準拠している。

1　パワーエレクトロニクス用 Ethernet 通信技術

図₉　パワーエレクトロニクス用Ethernet カード
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2　組込みシステム開発技術 ──プロダクトライン開発──

プロダクトライン型開発支援環境

ドメイン分析
ツール

コアアセット開発
開発管理

プロダクトライン型開発プロセス

登録 再利用

製品設計

製品分析

実装，テスト 製品

モデル
事前検証

製品開発

コアアセット

アーキテクチャ
設計

コンポーネント
開発

ドメイン
分析

UML
エディタ

コアアセット
ブラウザ

形式表現
ジェネレータ

実装コード
ジェネレータ・・・

フィードバック

3　機能安全技術開発の取組み

4　REACH 規則対応環境管理システム

図１₀　プロダクトライン開発の概要

入力

出力

プロセッサ

故障診断

入力 プロセッサ

開発プロセス

製作

単体試験

結合試験

統合試験

妥当性確認
妥当性確認

システム設計

アーキテクチャ

安全要求仕様

詳細設計

検証
出力

設計技法

機能安全設計技術

開発プロセス（Vモデル）
システム構成例

図１₁　機能安全設計技術の適用例
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REACH：Registration, Evaluation,
               Authorisation and Restriction of Chemicals

図１₂　REACH規則に対応した含有物質情報管理

機器組込みソフトウェア開発では，規模が増大する中で

品質・コスト・納期の確保が大きな課題となっている。そ

こで，プロダクトライン開発によるソフトウェアの再利用
開発環境を構築し，品質・生産性の向上を図った。

⑴　プロダクトライン型開発プロセス

再利用する共通ソフトウェア資産（コアアセット）の開
発とそれを利用する製品開発を円滑に行うための開発プロ

セスを定義し，それらの開発の管理体制を構築した。

⑵　プロダクトライン型開発支援環境
製品要求仕様を分析するためのドメイン分析ツール，製

品開発で必要なコアアセットを閲覧・選択するためのコア

アセットブラウザ，モデル図からプログラムを自動生成す

る実装コードジェネレータなどを開発し効率化を図った。

近年，安全に関する国際規格が多数制定され，その対応
は欧州をはじめ北米や中国でも急速に進展している。その

中でも，国際規格 IEC 61508（電気・電子・プログラマブ

ル電子安全関連系の機能安全）で規定されている装置（機
能）により安全を確保する“機能安全”が重要視されつつ

ある。この規格は，製品の要求仕様策定から設計・製作・

試験，および廃棄までの製品ライフサイクルを通した安全
性の確保が必要である。そこで，機能安全設計の共通技術
として，①各開発フェーズでの検証を伴う V モデルの開
発プロセス，②ハードウェアやソフトウェアによる故障診
断などの安全性，を組み込むために必要な設計技法ガイド

ラインなどを構築し，効率的な機能安全製品開発の社内展
開を図っている。

EU では REACH 規則によりサプライチェーンでの製
品含有物質情報の提供が義務付けられる。富士電機でも，

REACH 規則に対応した含有物質情報管理が必要となる。

そこで，業界団体（JGPSSI，JAMP）が新たに策定
した含有物質調査フォーマット（JGPSSI Ver.4，JAMP 
AIS）での含有物質調査を実施できるように，富士電機で

運用する統一部品データベース（DB）・材料 DB システム

を拡張し，部品・材料ごとの REACH 規則による物質含
有情報の調査・管理，製品ごとの集計が行えるようにした。

また，製品ごとの集計結果を管理する製品環境情報 DB シ

ステムを新たに構築し，顧客の情報提供依頼に容易に対応
できるシステムとした。今後，富士電機での運用を進めて

いく。
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情報・通信制御

2　太陽電池の膜質・品質を支える分析基礎技術

アプリケーション

ソフトウェア
モジュール

プロトコル制御 

カード 

RF（Radio Frequency）制御部 

FeliCa 
ISO 14443 
TypeA その他 

FeliCa ISO 14443 
TypeA その他 

解析技術・材料技術

放射光 -軟X線（立命館大学SRセンター） 放射光による半導体欠陥解析例

極端紫外光に
よる半導体界
面解析例

極端紫外光
（独立行政法人産業総合研究所
   EUV励起光電子分光）

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）

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）

提供：SPring-8

5　ISO 14443 対応アクセス技術の確立

1　先端技術による材料分析技術の高度化

従来の
測定領域

電極
a-Si 層

a-Si 層

微結晶Si 層

微結晶Si 層

金属電極
斜め加工角度～1°

結晶性

微結晶

アモルファス
膜中深さ

斜め加工による測定領域

（a）斜め加工模式図

（b）膜厚方向の結晶性分布

図１₃　通信プロトコルごとのカードアクセスイメージ

図１₄　富士電機が活用している国内の先端分析技術

図１₅　膜厚方向の結晶性を評価する解析手法

非接触 IC カードの通信方式は，国内では FeliCa が多
数を占めるが，国外では ISO 14443 に対応したものが多
く，今後，国内でも普及が見込まれる。そのため，1 台で

複数の通信方式に対応する共用端末が望まれる。既存の

FeliCa 通信プロトコル制御に加え，ISO 14443（Type A）

カードと通信するアクセス技術を開発した。主な機能とし

ては，ISO 14443 にある通信手順をまとめたソフトウェア

モジュールを開発し，カード制御用 API を定義した。モ

ジュール内では，アクセス情報管理機能と連携して高セ

キュリティ通信を可能としている。また，RF 制御部，通
信プロトコル制御部に分け，ハードウェア依存を最小限に

し，通信プロトコルの追加を容易とした。今後，非接触
IC カードシステム製品に適用していく。

パワー半導体素子の性能を担う Si，さらには SiC や

GaN などの基板やエピタキシャル層の結晶品質評価技術
は，素子性能を決める重要な要素である。

富士電機では，最先端の放射光源である X 線マイクロ

ビーム（SPring-8）を用いて微小領域の結晶のひずみ分
布を評価する解析技術を確立した。機能デバイスを構成す

る各種材料から成る多層薄膜に対しては，その膜質評価や

結晶最表面の構造解析をするため，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や立命館大学 SR
センター），極端紫外光励起（独立行政法人産業技術総合
研究所）の光電子分光を用いた電子状態解析技術の開発を

進めている。

薄膜太陽電池セル各層の形態・膜質評価は，デバイス

特性の維持向上に不可欠である。富士電機では，全長
2,000 m・膜厚 1 µm 以下の大面積フィルム薄膜太陽電池セ

ルから，マイクロメートルオーダの異常箇所を特定する技
術で量産品の特性改善に挑むと同時に，セル膜厚方向にお

けるナノメートルオーダの測定空間分解能の向上に取り組
んでいる。

現在開発中の微結晶 Si 太陽電池では，微結晶 Si 薄膜の

膜厚方向の結晶性制御が効率向上に直結するため，結晶性
分布を正確に評価する方法が必要である。そこで，精密斜
め研磨法による超低角傾斜面作製技術〔図⒜〕と，顕微ラ

マン分光を用いた結晶性評価技術〔図⒝〕との組合せによ

り，従来手法に比べ数百倍以上の空間分解能で評価可能な

解析手法を確立した。
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発電機固定子のコイル折返し端であるコイルエンドは，

振動による損傷を防止するため 2 極回転子の磁気吸引によ

る励振力と二次固有振動数との共振を回避させている。し

かし，コイルエンドは導体と絶縁体を樹脂含浸した構造で，

材料物性など不明確な要素が多いため，実績重視の設計と

打撃試験による確認を行っていた。

今回，振動に対する信頼性に優れた製品開発を行うため，

高精度な固有値計算が可能な振動解析技術を開発した。計
算精度を向上させるため，不明確な要素である樹脂含浸し

た部材のヤング率や導体接触部のばね定数は，実機材モデ

ルの振動特性解析から同定により求めている。実機検証に

て確認した固有振動数の計算誤差は 4% 以下であり，業界
トップレベルの製品設計精度が得られている。

3　発電機コイルエンドの振動解析技術

（a）発電機固定子のコイルエンド

（b）固有値解析
　　  （二次固有振動数）

図１₆　発電機固定子のコイルエンドと固有値解析

現在，樹脂材料を対象に高精度な構造シミュレーション

技術の構築を進めている。樹脂材料の解析精度向上には，

応力緩和やクリープなどの複雑な材料特性が必要であるが，

これらの物性取得には 1 か月前後の期間を要する場合もあ

り，これに代わる簡易な物性取得方法が求められている。

今回，ばねとダッシュポッドで樹脂材のクリープ特性を

表現する粘弾性解析手法を熱硬化型接着剤に適用し，接着
硬化時の熱応力に関し，被接着部材の応力測定値と構造解
析値を比較したところ，良好な解析誤差（－5%）が得ら

れた。粘弾性物性の測定は，動的粘弾性測定装置を使用し，

データ換算を含め 2 日程度で物性取得が可能であり，物性
取得期間を大幅に短縮することが可能となった。

今後，樹脂材料全般に粘弾性解析手法の適用を進める。

4　接着剤の応力解析技術

（a）粘弾性解析の概念

（b）粘弾性解析結果 

クリープ 応力緩和

時間

応力一定

時間

ひずみ一定

粘弾性（一般化マックスウェルモデル）

接着後のマグネット応力を抽出

応力解析

【回転子のマグネット接着工程解析】
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解析誤差－5％

実測値
解析値
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接着剤

ε σ

図１₇　粘弾性解析の概念と解析結果

電子機器製品の小型化に伴い，Si 貫通電極を用いた三
次元実装デバイス〔図⒜〕のニーズが高まっている。小型
化に対応した微細な貫通電極を形成するためには，高アス

ペクトの穴埋めめっき技術が必須となる。

富士電機では，穴埋めめっきに必要となる“無電解めっ

きによる低抵抗かつ欠陥レス高アスペクトシード層形成技
術”を確立した。また，穴埋めめっきの膜成長予測技術を

確立し，めっき条件や添加剤成分および量の最適化を可能
とすることにより，“穴上部のめっき成長抑制”と“穴底
の成長促進”の両立を実現した。これらの技術により，従
来の限界であったアスペクト比 7 に対し，アスペクト比
10 で欠陥のない穴埋め〔図⒝〕が可能となった。

1　高アスペクト銅めっき穴埋め技術

 

（a）適用例
        （三次元実装デバイス）

電極パッド
貫通電極

はんだなど

アスペクト比10

実装基板

Siデバイス

Cu

Cu

Si

Si

（b）穴埋めめっき後の穴部断面
        （φ10×100　m）

SiO2

100 m

10 m

図１₈　貫通電極の適用例と穴埋めめっき後の穴部断面
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大型ブレーカ

（b）成形時のセンサの変化

（a）樹脂の流動先端位置の経時変化

t1t2 t3 t4 t5 t6 t7 充てん完了

樹
脂
初
期
位
置

金型温度

硬化挙動

流動 金型内樹脂圧力

金型位置

型締め圧力

エレクトロニクス

空転制御

電圧

トルク
制御

＋

－

＋

－

インバータ
出力電圧制御

回転座標変換

モータ磁極・
速度推定器

電流 /電圧
推定誤差

トルク指令

電流指令

検出電流

検出電流

モータ定数推定

モータモデル

インバータ
電圧

モータ
電流

PM
SM

2　大型ブレーカ成形部品の高品質化

1　鉄道車両用 PM モータのセンサレス制御技術

図１₉　圧縮成形におけるBMCの金型内挙動

図₂₀　システム構成

大型のブレーカ用ケース・カバーなどの部品は，耐熱
性・強度に優れる BMC（不飽和ポリエステルを主成分と

する熱硬化性樹脂）を用いて，圧縮成形により製作してい

る。従来は，成形部品で表面クラックなどの外観不良が発
生した場合，経験則による改善を行っていたため原因解明
が不十分であった。

そこで，圧縮成形時の金型内での樹脂挙動が観察可能な

可視化システムを構築し，品質向上に努めている。不良発
生のメカニズム解明のため，金型内に温度・圧力センサを

組み込み，成形動作ごと（ガス抜き，型締圧など）の樹
脂の流動〔図⒜〕，硬化挙動〔図⒝〕を可視化することで，

表面クラック，ボイド，かすれなどの不良発生原因を明ら

かにするとともに，成形条件の最適化を図っている。

鉄道車両分野では駆動装置の小型軽量化，省エネルギー化，

メンテナンスフリー化のニーズが高まっている。これらの要
求に対応するため，鉄道車両用永久磁石形同期電動機（PM
モータ）の磁極位置センサレスベクトル制御を開発した。

⑴　適応同定による電流オブザーバとオンライン定数推定
機能により，低速での最大トルク運転を実現した。

⑵　電圧ベクトル制御に改良を加え，キャリア周波数が低
い同期ＰＷＭ領域まで全運転領域にわたり，高いトルク

応答・精度を実現した。

⑶　空転再粘着化制御，フリーラン再起動，後退起動など

鉄道車両制御に必要な機能を含めて，従来のセンサ付き

誘導機ベクトル制御と同等であることを実規模試験装置
にて確認した。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




