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新しい年を迎えて

新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

ŘsİĹčĢáø注力ÍhSiC İĹčĢÝåhĠŐĬ

皆Ëô方áå佳Ã新春ĈÀ迎¾äÉÞÞÀ慶é申Í

ıĖsĹœċĩčēsĲ}SBD~ŋġŎsŔĈ開発Í

上ÈôÏg
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ôÍÕgÉäŋġŎsŔĈ適用ÍÕčŜĹsĨä損失

2010 年åhºąüāĢŇsıĠįČä実証ŀ

åh従来比 25 % 減Þ大幅á改善ËĂôÍÕg電力変

ŖġĐĘıá象徴ËĂāþ¼áh環境áúËÍºĘ

換効率ä向上å地球温暖化ä抑制ú CO2 削減á貢献

œsŜàđĶŔėsä導入Ĉ基軸ÞÏā持続的à発展

ÏāøäÝh社会ä持続的à発展Ĉ支¾āĖsįĘķ

Ĉ指向ÍÕ取組õÂ数多Å具体化ËĂh市場環境ä変

ŖġsÞÍÜh今後ÞøÉäĜċ技術Ĉ一層強化ÍÜ

化Â明ÿÁáàÙÕ 1 年ÝÍÕg富士電機åÉä変化

ºÅ所存ÝÏg

Ĉ新Õà事業機会Þ捉¾hđĶŔėsj環境分野î資

đĶŔėsj環境分野î集中ÍÜºÅ際äø¼一Ú

源Ĉ集中Íh日本ä富士電機Áÿ世界ä富士電機îÞ

ä核åhŀŒŜıúĠĢįŉĈ制御Ïā技術ÝÏg富

生ôĂ変ąāÉÞĈ目指ÍÜh技術開発á取Ā組ĉÝ

士電機åđĶŔėsĈ創Āh送Āh活用ÏāĞŀŒč

ôºĀôÍÕg

ĪĐsŜ全体Ĉ視野á入ĂÜ技術開発á取Ā組ĉÝº

Óä核Þàāäåh富士電機ä強õÝ¸āĺŘsİ

ôÏg2010 年áå九州j沖縄ä離島地域ÝŇčĘŖ

ĹčĢÞĺŘsđŕĘıŖĴĘĢä技術ĠĳġsÝÏg

ęœĬĲä実証実験Ĉ開始ÍhĴŎsġsŒŜĲá建

2010 年áå独自äĺŘsİĹčĢÝ¸ā逆阻止 IGBT

設ÍÜºÕ世界最大ä地熱発電所Â営業運転á入Ā

素子áþā新 3 ŕłŔĺŘsŋġŎsŔĈ量産化Íh

ôÍÕgôÕhİsĨĤŜĨs全体äđĶŔės効率

UPS àß電力変換Ĉ行¼製品群á適用ÍÜ効率Ĉ向

Ĉ改善Ïā技術Ĉ開発ÍhPUE}Power Usage Eﬀec-

上ËÑôÍÕgôÕhĠœĜŜ}Si~ä次世代Ĉ担¼

tiveness~Ĉ 2.0 Áÿ 1.5 á引Ã下Èāàßä成果Ĉ挙

炭化Çº素}SiC~ú窒化ĕœďŉ}GaN~素材äĺ

ÈôÍÕg今後ÞøđĶŔės全体最適ä視点á基Û

ºÕŀŒŜıúĠĢįŉäđŜġĴċœŜęá更á磨

ġĐĘıá参画Íh富士通株式会社Þø新Õá業務提

ÃĈÁÇh社会ú産業äčŜľŒ整備á貢献ÍÜºÅ

携Ĉ結éôÍÕg中国Ýå浙江大学−富士電機čķ

所存ÝÏg

łsĠŐŜjĤŜĨsĈ設立Íh技術開発Áÿ事業化

ÉĂÿä製品ĈęŖsĹŔ市場á展開Ïā施策ÞÍ

ôÝ一貫ÍÜ取Ā組ĉÝºÅ活動母体ÞÍôÍÕg今

Üh研究開発ĈåÎ÷ŇsĚįČŜęhøäÚÅĀh

後äĢŇsıĜňŎĴįČä進展úh2010 年á開催

ċľĨsĞsļĢôÝ一貫ÍÕ事業体制ä整備Ĉ世界

ËĂÕ COP10 ä主題Ý¸ā生物多様性ä保全àßá

各地Ý進÷ÜºôÏg特á中国Ýå研究開発ä人員

見ÿĂāþ¼áh環境調和型ä経済社会Ĉ実現ÏāÕ

規模Ĉ 3 倍á増強ÍhđŕłsĨ用回生機能付ÃčŜ

÷á必要à技術åôÏôÏ広ÂÙÜºôÏgÉĂÿä

ĹsĨä発売úh風力発電用ĺŘsĢĨĬĘĈ開発Ï

技術Ĉ取Ā込ĉÝ事業á反映ËÑāÕ÷h富士電機å

āàßä成果Ĉ得ôÍÕg米国Ýø研究所Ĉ新設ÍÜ

今後Þø内外ä大学h研究機関h企業ÞäēsŀŜà

鉄道úĢŇsıęœĬĲàßä技術開発á着手Íh欧

čķłsĠŐŜáþā成果Ĉ追求ÍÜºÃôÏg

州áå技術ŇsĚįČŜęä拠点Ĉ新設ÍÜĺŘsİ

ĘœsŜÝ制御Â容易à電気đĶŔėsåhÉĂÁ

ĹčĢ事業ä拡大á取Ā組õôÍÕg今後å現地ä人

ÿøôÏôÏ需要Â拡大ÍÜºÃôÏg富士電機å地

材確保j育成Ĉ強化ÍÜhÓĂÔĂä市場á合ÙÕ最

球環境á対Ïā負荷ä低減á向ÇhŇsĚįČŜęú

適à方法Ý技術開発á取Ā組ĉÝ事業Ĉ拡大ÍÜºÅ

øäÚÅĀÞ一体ÞàÙÕ技術開発á一層努÷h地球

ÉÞĈ目指ÍôÏg

社会á貢献ÍÜºÅ所存ÝÏg皆様äÊ指導Ê鞭撻Ĉ

激変ÏāęŖsĹŔ市場ä動Ãá対応Ïāáåh異

心þĀÀ願º申Í上ÈôÏg

種ä得意分野Ĉ持ÚĺsıĳsÞä協業Â不可欠ÝÏg
2010 年áå北九州äĢŇsıĜňŎĴįČ実証ŀŖ

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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環境と企業活動
̶次の世代に残せる社会技術の構築とは̶

鈴木 基之

重兼 壽夫

中央環境審議会会長，放送大学教授
富士電機ホールディングス株式会社 社外取締役

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

未曾有の人口増加と工業化により，地球環境は著しく劣化している。限りある地球を次の世代にきちん
と引き継ぐために，われわれ人類は新たな社会像を早急に構築しなければならない。富士電機グループ
は創業から 88 年間，さまざまな電気技術を蓄積してきた。これらの技術を次世代のためにどのように
生かすべきか。今回は，中央環境審議会会長の鈴木基之氏を迎え，人類の置かれている状況と富士電機
グループの目指す技術について，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わ
した。

成長すればいいという時代は終わった

人口ä¼×h現在ä先進工業国á暮ÿÏ人口åąÐ

重兼

Âh現在ä日本äþ¼à暮ÿÍĈÏāÞh地球Â約

鈴木先生å環境問題hÞĀąÇ人間Â環境áø

ÕÿÏ影響áÚºÜ研究ĈËĂÜÀĀhÓä道ä第

Á 10 億人ÝÏgôÕh今ÝË¾開発途上国ä人々
2.5 個必要áàāÞº¼試算ø¸ĀôÏg

一人者ÝÏg
人類ä活動Â地球á大Ãà影響Ĉ与¾ÜºāÉÞ
åh今ú多Åä人々Â理解ÍÜºôÏÂh現状å一

重兼

ÞøÁÅ成長ÏĂæººÞº¼時代Â終ąÙÕ

Þº¼ÉÞÝÍý¼Ág

体ßäþ¼à状況á¸āäÝÍý¼Ág
鈴木
鈴木

18 世紀ä産業革命以降h地球上ä人口å急激

系ä劣化h資源ä枯渇àßäËôÌôà問題Ĉ調整

á増¾続Çh1950 年áå約 26 億人h1999 年áå約

Íh
新Õà世界像Ĉ描ºÜºÁàÇĂæàĀôÑĉg

60 億人h2050 年áå約 92 億人áàāÞ推計ËĂÜ

私Õ×å環境革命Þº¼言葉Ĉ使ºôÏÂh考

ºôÏg50 年間Ý 30 億人ÐÚ増¾ÜºāąÇÝÏg

¾方Áÿ生Ã方ÁÿÏïÜä面áÀºÜh今ôÝä

ÉĂñß急激à人口増加åh過去á例Ĉ見ôÑĉg

¸Ā方Ĉ見直ÍÜºÅÉÞÂ必要à状況á今h置Á

ÍÁøh今ä地球ä大ÃËÝåhÓĂñß大Ãà人

ĂÜºāäÖÞ思ºôÏg

口Ĉ養ÙÜºÅÉÞåÝÃàºÞº¼ÉÞĈh皆Â
認識Ïāþ¼áàÙÜÃôÍÕg
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Ó¼ÝÏãg今後åđĶŔės問題ú自然生態

異àā価値観Ĉø×hÍÁø開発ŕłŔä違¼
国々Â集ôÙÜhÉä人類ä歴史上初ä課題á取Ā

有限ä大ÃËĈøÚ地球上Ýh皆ÂËôÌôà資

組öąÇÝÏÁÿh政治的á難Íº問題Â起Éāä

源Ĉ分Ç合ºh公平感ĈøÙÜ暮ÿÍÜºÅÉÞÂ

øúöĈ得ôÑĉg日本å小Ëº国土面積Ýh多Å

ÝÃĂæ問題ø少àºäÝÍý¼Âh現実åÓ¼å

ä人口Ĉ抱¾hÍÁø非常á高度à暮ÿÍĈÍÜº

ºÃôÑĉg2050 年 90 億人á膨Ă上ÂāÞËĂā

ôÏg
Éä現状Ĉ将来á向ÇÜß¼ÍÕÿººäÁg

環境と企業活動

縮小ÏāäÁh
違¼価値観ĈøÙÜ生ÃÜºÅäÁg

¼à完全循環型社会ÖÙÕÞ聞ÃôÏg江戸時代ä

大変難Íº時代á入ÙÜºāÞ思ºôÏg

人口å 3,000 万人Þº¼ÉÞÝÏÁÿh現代日本人
ä一人当ÕĀä消費量Ĉ 4 分ä 1 á減ÿÑæh計算

重兼

人類ä活動ä¼×h環境á対ÍÜ最ø大Ãà影

響Ĉ与¾āøäå何ÝÍý¼Ág
鈴木

人類ä存在ÓäøäÂh大Ãà影響Ĉ与¾āÞ

上å完全循環型áàĀôÏgÓ¼º¼技術Ĉ目指Ï
ïÃàäÝÍý¼Ág
鈴木

物質ä流ĂÞÍÜå江戸時代áÁàĀ近ºøä

言ąÌāĈ得ôÑĉg私Õ×å生ÃÜºÅ上Ý食料

áàāÁøÍĂôÑĉgÍÁÍàÂÿh江戸時代á

Â必要ÝÏÍhÓä食料å環境ä恵õÁÿ得ÜÃô

åàÁÙÕ情報ú電気ÞºÙÕøäĈ有効á使¾

ÍÕg人口Â増¾āÞhÓĂĈ支¾āÕ÷á食料生

æh江戸時代Þå違¼ľĐsģä豊Áà社会Ĉ作Ă

産ø増úËàÅÜåºÇôÑĉg農業生産á必要Þ

āäÝåàºÝÍý¼Ág

àā土中ä窒素åh従来å天然ä作用áþÙÜ賄ą
ĂÜºôÍÕÂh二十世紀áåhÓĂÝå足ÿàÅ

重兼

江戸時代å太陽đĶŔėsÖÇÝ暮ÿÍÜº

àĀh人工的á作Ā出ÍÕ窒素肥料ĈôÅÉÞáÍ

ÕąÇÝÏÁÿh日本人ä DNA ĈøÚ富士電機ę

ôÍÕgÓĂåÓĂÝ人類ä発明ÞÍÜ非常á重要

ŔsŀÞÍÜåh
ËôÌôà取組õÂ考¾ÿĂôÏg

àÉÞÝÍÕÂh人類ÂÓ¼úÙÜ工業的á空気Á

2009 年 4 月áå富士電機ęŔsŀ環境ļġŐŜ

ÿ固定Ïā窒素ä量Âh天然界Ý循環ÍÜºÕ窒素

2020Ĉ策定ÍôÍÕg
đĶŔėsj環境分野

量Ĉ超¾ÜÍôºh環境破壊áÚàÂÙÜÍôÙÕ

ä最先端企業Ĉ目指ÍÜh地球温暖化防止h循環型

ÉÞø¸ĀôÏgÉĂå一例á過ÄôÑĉg人類ä

社会形成h企業ä社会的責任Þº¼ÉÞá取Ā組ĉ

活動ä大ÃËÂh自然à地球ä姿ĈÏïÜä面Ý変

ÝºÉ¼Þº¼øäÝÏg
具体的áåh電気Þ情報Ĉ自由自在á使ÙÜhđ

¾ÜÍôÙÜºôÏg
例¾æ二酸化炭素ä排出量áÍÜøh地球上ä炭

ĶŔėsĈ最適化Íh最ø少àº効率Ý生ÃÜºÇ

素循環ä量á比ïÜ無視ÝÃàº大ÃËáàÙÜÃ

ā社会Ĉ実現ÍÕºÞ思ÙÜºôÏg富士電機ÂÁ

ÜºôÏg2050 年ôÝá地球全体ÞÍÜ二酸化炭

Áąā方向ÞÍÜh鈴木先生äčŊsġĈÀ聞ÁÑ

素ä排出量Ĉ半減ÏāhÞº¼議論Â盛ĉá行ąĂ

ºÕÖÇôÏÁg

Üºāäøh背景áÉ¼ÍÕ現状Â¸āÁÿÝÏg
次ä世代áh¸āºåÓä次ä世代áh一体ß¼
º¼人間活動Ĉ残ÑāäÁg現代Ĉ生ÃāąĂąĂ

鈴木

今øÙÜºā技術Ĉß¼生ÁÏÁÞº¼h現状

ÁÿäđĘĢįŜĠŐŜÝ考¾āÉÞåÏÝáúÿ

å非常á大Ãà問題Ĉ突ÃÚÇÿĂÜºāäÝåà

ĂÜºāÞ思ºôÏäÝhø¼一Úä手法Ý考¾Ü

ºÝÍý¼Ág

õÜåß¼ÝÍý¼Ág社会ú企業ä将来像Ĉ思º
切ÙÕ形Ý描ºÜõÜhÓĂĈ実現ÏāÕ÷áåß

重兼

限Ā¸ā地球ä上Ýh本当ä意味Ýä豊Áà暮

äþ¼à技術Â必要ÁhÞ考¾ÜõāäÝÏg目指

ÿÍĈß¼º¼ë¼á作Ā上ÈÜºÅäÁgÉĂå

ÏÞÉăÁÿ逆á振Ā返ÙÜ考¾直ÍÜõāÞh富

途上国ä方々áÞÙÜø深刻à問題ÝÏãg

士電機ÂÉĂôÝá蓄積ÍÜÃÕ技術開発力ú人的
資源Ýh¸ôĀ使ąĂàÁÙÕ部分ÂhôÕ違¼脚

鈴木

日本Â¸ā意味Ý一ÚäŋİŔĈ作ÙÜºÅÉ

光Ĉ浴éā可能性ø出ÜÅāäÝåàºÝÍý¼Ág

ÞÂÝÃĂæh途上国äh特áċġċ地域ä人々á
ÞÙÜ大Ãà力áàāÞ思ºôÏg
大量áđĶŔės
Ĉ使ÙÜ豊ÁáàāÞº¼旧来型ŋİŔÝåàÅh

重兼

ÓĂåhß¼ºÙÕ分野ä技術ÖÞÀ考¾ÝÏ

Ág

少àºđĶŔės消費Ý最低限ä食料øÃ×ĉÞ保
障ËĂāh社会ä隅々ôÝ¸ÿüā面Ý管理Â行Ã

鈴木

太陽光発電Ĉ例áÞĀôÍý¼g富士電機åh

届ºÕĢŇsıà社会g日本ÂÓ¼º¼社会ŋİŔ

ľŕĖĠĿŔàľČŔŉ型ä太陽電池Ĉ開発ËĂÜ

Ĉ作Ā出Ñāþ¼áàāÉÞĈh
私å願ÙÜºôÏg

ºôÏg発電効率àß弱点Þ見ÿĂāÁøÍĂôÑ
ĉÂhºăºăà用途Â広ÂĀh既存ä建物áø取

将来の企業像を明確に描けているか

付ÇÂ容易àßhÉäċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電

重兼

Â拡大ÍÜºÅÞ思ąĂôÏg社内áÍôąĂÜº

日本Ýå江戸時代Âh鈴木先生äÀÙÍùāþ

池ø一度ĿŕsĘÏĂæh世界的áø非常áĴsģ
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āËôÌôà技術Ĉh目指Ï企業像á向ÇÜ構造的

ÁÅÓ¼º¼環境Â¸āäÝÏÁÿh若手研究者Ĉ

á¼ôÅ生ÁÍÜºÅÁÞº¼ÉÞÂh大事àäÝ

øÙÞ引Ù張Ā込ĉÝh異質ä技術h異質ä文化Þ

åàºÝÍý¼Ág

ìÚÇ合¼機会Ĉ増úËàÅÜåºÇôÑĉãg

重兼

Ê指摘äÞÀĀh今ôÝąĂąĂÂúÙÜÃÕ

äåh目先ä環境問題á合ąÑÜh今¸ā技術Ĉß

鈴木

富士電機å中国ä浙江大学Þ共同開発研究Ĉ

行ÙÜºôÏÂh中国一ÚĈÞÙÜøhøää考¾

¼組õ合ąÑÜºÅÁÞº¼ÉÞÝÍÕg企業ä将

方ú見方ä面ÝhąĂąĂå随分Þ学ïāÞÉăÂ

来像Ĉ議論ÏāÞº¼視点Â欠ÇÜºÕþ¼á思º

¸āÞ思ºôÏg途上国h¸āºå最貧国ÞºąĂ

ôÏg

āÞÉăÁÿøh生活Ĉ維持Ïā発想àßÂ学ïā

富士電機å 2009 年度ÁÿēsŀŜčķłsĠŐ

ÁøÍĂôÑĉg循環型社会Ĉ考¾ā上ÝåhąĂ

ŜÞęŖsĹœĥsĠŐŜĈįsŇá掲ÈhËôÌ

ąĂ日本人Â昔úÙÜºÕÉÞĈúĂæººÞº¼

ôà大学ú研究機関Þ共同Ý研究開発á取Ā組ĉÝ

ŕłŔĈåāÁá超¾Õ考¾方ú発想Âh世界áå

ºôÏg少Í遠º将来ä技術á投資ÏāÉÞåh企

¸āÞ思ºôÏgÓ¼º¼øäĈß¼º¼ë¼áß

業経営Áÿå難Íº面ø¸ĀôÏÂh企業ä将来像

ĂÖÇ集÷ÜºÇāÁgÓÉÂ循環型社会Ĉ構築Í

Ë¾明確á定ôÙÜºĂæhÓĂàĀäúĀ方ø¸

ÜºÅ上Ýä一Úä鍵áàāÞ考¾ôÏg

ĀôÏãg
重兼
鈴木

ÉĂôÝ¸ôĀ使ąĂÜÉàÁÙÕ技術úċč

ÓäÕ÷áåh富士電機ä研究者øÉĂôÝä

技術一辺倒ÝåàÅh少Í違¼経験Ĉ積öÉÞø必

İċÝ¸ÙÜøÓĂÿĈìÚÇ合ÙÜ高÷ÜºÅg

要ÝÍý¼g海外ä研究所ÝäĩčĹsĠįČĈ加

Ó¼º¼機会Ĉ作āÞººÝÍý¼g思ºÂÇàº

速ËÑh専門ú国籍Ĉ超¾Ü反応ÝÃā感性Ĉ身á

新Íº発想Â生ôĂÜÅāÉÞá大ºá期待ÍÕº

付ÇāÉÞøººÝÍý¼ãg

ÝÏãg
重兼

大学Þä連携øh今ôÝå理工学部ä研究者á

限ÙÜ受Ç入ĂÜºôÍÕÂh最近Ýå農学部h医
学部h文学部Áÿø迎¾āþ¼áàĀôÍÕgÑÙ

スマートコミュニティの手本は
人体にあり
鈴木

富士電機Ýå持続可能性Ĉ意識ÍÕ製品Â多Å

開発ËĂÜºôÏÂhÓĂÿä製品åßäþ¼à経
緯Ý開発á至ÙÜºāäÝÏÁg
重兼

富士電機å電気Ĉ中心á 88 年間事業Ĉ行ÙÜ

ÃôÍÕg幸運àÉÞáh電気å CO2 Ĉ排出Íà
º非常áĘœsŜàđĶŔėsÝ¸āÉÞÁÿhÉ
Éá来Ü高º関心Ĉ集÷āþ¼áàĀôÍÕg富士
電機ä主力製品ä一ÚÝ¸ā地熱発電áÍÜøh太
陽光発電áÍÜøh先ñß先生Â言ąĂÕþ¼áh
何Ĉ今ËÿÞ社会Â思ÙÜºā¼×áhÓĂÂ
求÷ÿĂā時代Â来ÜÍôÙÕäÝÏgÕÖhąĂ
ąĂåÓäþ¼à偶然ÖÇá頼āäÝåàÅh積極
的à取組õĈ推Í進÷ÜºôÏg一Ú目åhºÁá
環境負荷ä少àº電気đĶŔėsĈ創āÁg二Ú目

鈴木 基之

すずき もとゆき

1941（昭和 16）年生まれ。1968（昭和 43）年，東京大学大学院工学
系研究科博士課程修了。東京大学生産技術研究所教授，東京大学生産技
術研究所所長，国際連合大学副学長を経て，2001（平成 13）年 5 月
東京大学名誉教授，2003（平成 15）年 4 月放送大学教授，国際連合

Ïg
今h富士電機ÝåĢŇsıĜňŎĴįČá関Ïā
議論Ĉ盛ĉá行ÙÜºôÏÂh一番ººÀ手本å人

大学特別学術顧問，2008（平成 20）年 4 月東京工業大学監事（非常勤）。

間ä体á¸āäÝåàºÁÞ考¾āþ¼áàĀôÍ

中央環境審議会会長，富士電機ホールディングス株式会社社外取締役も

ÕgĢŇsıĜňŎĴįČĈ一言Ý言¼Þh
胃袋

務める。
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åhđĶŔėsä無駄ĈĔĬıÏā技術ä開発Ý

á神経Ĉ付ÇāÉÞÖ
Þ社内Ýå説明ÍÜºôÏg

環境と企業活動

今ôÝäđĶŔės創ĀåhÀ腹ÂÏºÜºþ¼

鈴木

ÓäÞÀĀÝÏãg国民全体ÞÍÜ文化的à価

ÂºôºÂ関係àÅh一方的á食物Ĉ詰÷込ĉÝº

値観ĈºÁáÃÙ×ĀÞ作ÙÜºÅÁÞº¼ÉÞÂ

ā状態ÝÍÕg一方h実際ä人間ä体áå胃袋Â¸

非常á重要ÝhÓä価値観ÞĦľıďĐċÂ並行Í

Āh力Ĉ出ÍÜđĶŔės消費Â起ÉĂæhÀ腹Â

Ü動ºÜºÅÉÞáàāäÖă¼Þ思ºôÏg

ÏºÜÊ飯Â食ïÕÅàĀôÏÂh¸ôĀ動ºÜº
àÇĂæÀ腹åÏÃôÑĉÁÿÊ飯ø要ĀôÑĉg

重兼

頭脳Ĉ使ÙÜ全体最適Ĉ図ā環境技術ä考¾方

今後äđĶŔės創Āåh
þĀ人間ä体á近ÛÇÕø

åh必要øàºäá長年飽食Ĉ続Ç太ÙÜÍôÙÕ

äáàāäÝåàºÁh
ÞąĂąĂå考¾ÜºôÏg

体Ĉh元ä自然ä美Íº姿á戻ÏĩčđĬı技術á

注

ĢŇsıĜňŎĴįČä 5 層構造 øh市ú町ú国

近ºÞøº¾ôÏãg

Ĉ限ĀàÅ人間ä体á近ÛÇÜºÅÉÞÝåàºÝ
Íý¼Ág

鈴木

食品å 10 兆円Ĉ超¾ā産業Ýh¼× 1 兆円å

ĩčđĬı需要ÖÞººôÏg食ï過ÄÕÕ÷áÓ
鈴木

人体化ËĂÕ組織ĈĹŒŜĢþÅ動ÁÏáåh

ĦľıďĐċÂ重要áàĀôÏãg
ÓÍÜÓÉáåh

¼º¼øäÂ繁栄ÏāÞº¼äåhÓøÓø異常à
äÝÍý¼g本来å必要äàºøäÝÏÁÿg

社会全体äĜŜĤŜĞĢÞÍÜ作Ā上ÈÕļġŐŜ
ÂàÅÜåºÇôÑĉg

重兼

昔ä日本食äþ¼áh適量ä玄米h魚h野菜Ĉ

ÀºÍÅ料理ÍÜ食ïāäÂººÝÏãgÓ¼º¼
重兼

技術åÏïÜh人間ä体ä一部機能Ĉ拡大ÍÕ

øäÞø考¾ÿĂôÏg例¾æh車ú飛行機å足ä

意味Ýåh富士電機Â得意à地熱発電å魚ú玄米á
¸ÕāäÝÍý¼Ág

機能ÖÇĈ強ÅÍÕøäÝÏgÓ¼º¼個々ä機能
ä調和Ĉ図āÕ÷áåh先生Â言ąĂāþ¼áh人
間ä体Ýº¼ÞÉăä頭脳Þ神経Â非常á重要Þ思
ºôÏg

国内の地熱発電の牽引役を期待したい
鈴木

私å地熱発電á大ºá期待ÍÜºôÏg地熱発

電Ĉ日本全体Ý利用ÍÕ場合äņįŜĠŌŔÞh自
鈴木

最近h
社会技術Þº¼言葉Ĉ耳áÍôÏg

自然科学ú人文j社会科学ä技術ĈºăºăàÞÉ

然生態系ä保全ÞĈ組õ合ąÑÜh逆áßĂÖÇä
đĶŔėsÝąĂąĂå生活ĈÍÕÿººäÁÞº

ăá埋÷込öÉÞáþÙÜh社会全体ĈºÁá無駄
àÅh付加価値ä高ºøäáÍÜºÅÁhÞº¼意
味Ý使ąĂā言葉äþ¼ÝÏÂh富士電機å生物ä
仕組õĈÀ手本áÍhÓä社会技術á取Ā組ø
¼ÞÍÜºāg素晴ÿÍºÉÞÖÞ思ºôÏgÕÖh
頭脳á¸Õā部分Ĉßäþ¼áÍÜ作Ā埋÷込ĉÝ
ºÅÁÂh大問題Ý¸Ā面白ºÞÉăÝÏãg
重兼

技術的áå各機能á神経Ĉ付ÇÜ体ä形áÍÜ

ºÇæººąÇÝÏÂh足Āàºäå頭脳ÝÏgË
ÿá言¾æh頭脳Ý何Ĉ考¾āÁÝÏg例¾æhA
国Ýå速Å歩Çā機能Â必要ÖÞÁhB 国Ýå泳Ä
Ĉ¼ôÅÍÕñ¼ÂººÞÁh同Î一ÚäĠĢįŉ
Ý¸ÙÜø環境適応性Â求÷ÿĂôÏgÓä¸ÕĀ
Ĉ考¾āäÂ頭脳áàāäÝÍý¼ãg

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

注ĢŇsıĜňŎĴįČä 5 層構造kĺŘsİĹčĢhĺ
ŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器h需要家ęœĬĲhŇčĘŖ
ęœĬĲhĢŇsıęœĬĲä 5 層äÉÞ}P.13 ä図
参照~

電機デバイステクノロジー株式会社取締役に就任。同社常務取締役，同
社取締役副社長を経て，2008（平成 20）年，
同社代表取締役社長に就任。
2009（平成 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して
いる。
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¼ÉÞĈh試算ÍÜåºÁÂÝÍý¼Ág今ôÝå

沸点媒体åôÖ見ÚÁÙÜºôÑĉÂh長Å研究Í

ÞøÁÅđĶŔėsÂ増¾ÜºÅÉÞÂ繁栄ä象徴

ÜºÇæ必Ð見ÚÁāÞ思ºôÏg媒体ä問題ÂĘ

äþ¼áºąĂÜºôÍÕÂhøåúÓ¼º¼時代

œċÝÃĂæh工業廃熱áø利用可能ÝÏgÉ×ÿ

Ýå¸ĀôÑĉg地熱Ý作ÿĂÕ電気àÿæ高ÅÜ

ø地熱発電Þ同様áh未使用ä熱Â空気中á放出Ë

ø皆Â買¼þ¼àhÓ¼º¼再生可能đĶŔėsá

ĂÜºôÏÁÿhÓĂĈ利用ÍÜ発電ÂÝÃôÏg

対Ïā考¾方ø国全体ÞÍÜôÖôÖ小ËºÝÏþ

北九州市Ýå一部h実証実験á入ĀôÏg

ãg富士電機å地熱発電Ĉ海外Ý活発á推Í進÷Ü
ºôÏÂh国内äñ¼ø積極的áœsĲÍÜºÕÖ

鈴木

低沸点媒体ä選é方Â難ÍºäÝÏãg

重兼

Ó¼ÝÏg低沸点媒体ÞÍÜåċŜŋĴċÂ考

ÃÕºÞ思ºôÏg
重兼

日本ÝåàÁàÁĜŜĤŜĞĢÂ得ÿĂàºÉ

¾ÿĂôÏÂh扱º方Ĉ間違¾ôÏÞ人間å死ĉÝ

ÞÂĶĬĘáàÙÜºôÏÂh時間ĈÁÇÜÝøÃ

ÍôºôÏÁÿ非常á危険ÝÏg安全Ý人体á問題

×ĉÞÍÕ議論ĈÍÜºÁàÇĂæºÇôÑĉãg

ÂàÅhÕÞ¾装置Â故障ÍÜø社会á何ø問題Ĉ

反対ËĂāÁÕä大半åh温泉Â枯ĂāäÝåàº

与¾àº物質ÝàÇĂæàĀôÑĉgÉĂå努力Ï

Áh温泉ä温度Â下ÂāäÝåàºÁhÞº¼ÉÞ

Ăæ必Ð見ÚÁāÖă¼Þ確信ÍÜºôÏg時間å

Ĉ心配ËĂÜºôÏgÍÁÍh実å温泉ĈÞÙÜº

ÁÁÙÜøh富士電機åÓä方向á進öïÃÖÞh

ā層Þ地熱ä層å深ËÂôÙÕÅ違ºôÏÁÿ競合

本日h先生ÞÀ話ÍÍh¸ÿÕ÷ÜÓä思ºĈ強Å

åÍôÑĉgÓ¼º¼ÉÞĈ説明Ïā努力Â足Āà

ÍôÍÕg

ÁÙÕÞ思ºôÏg
鈴木

地熱Þ一口á言ÙÜøhºăºăà方法Â¸ā

äÝåàºÝÍý¼Ág地下ä岩盤ä熱ĈÓäôô
利用Ïā方法ø¸āÝÍý¼Íh¸āºå温泉源ä

スマートコミュニティは世界で実証実験
鈴木

ĢŇsıęœĬĲåh今ßäþ¼à開発状況à

äÝÍý¼Ág

温度Â高ÏÄÜ水Ý薄÷Üºāþ¼à地域ÝåhÓ
ä無駄áàÙÜºāđĶŔėsĈ発電á利用ÏāÉ

重兼

ÉĂôÝäĢŇsıęœĬĲåh電力線ä安定

Þø考¾ÿĂôÏgÓĂÔĂä地域ÞÃ×ĉÞ結é

化úh再生可能đĶŔėsÂ系統á入ÙÜÃÕÞÃ

ÚºÕ形Ý発展ÍÜºÁàÇĂæºÇàºäÝÍý

áhºÁá安定ÍÕđĶŔėsĈ伝¾āÁÞº¼É

¼ãg

ÞÂŊčŜä課題ÝÍÕg最近åĢŇsıĜňŎĴ
įČh¸āºåĢŇsıĠįČÞº¼形á変ąĀÚ

重兼

従来å 150 ℃以上ä温度Ý発電ÍÜºôÍÕ

Âh昨年Áÿ開発Ĉ進÷ÜºāĹčĳœs発電åh

ŇsıĜňŎĴįČä両方Â同時á立×上ÂÙÜÃ

150 ℃以下Ý発電ÂÝÃôÏg温泉å 40 ℃強¸Ă

ÜºôÏg

æ足ĀôÏÁÿh残Āä熱Ĉ発電á¸ÜāÉÞÂ可
能ÝÏg
ÓÉá必要à技術áÚºÜåhÏÝáąĂąĂå
øÙÜºôÏgĖsņčŜıÞàā温度Ĉ伝¾ā低
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Ú¸ĀôÏg富士電機ÝåĢŇsıęœĬĲÞĢ

ĢŇsıęœĬĲá関ÍÜåh系統á迷惑ĈÁÇ
àºþ¼áh九州電力ä 6 離島Þh沖縄電力ä 3 離
島Ý実証実験Ĉ進÷ÜºôÏg
ĢŇsıĜňŎĴįČá関ÍÜåh富士電機å経

環境と企業活動

済産業省ä実証実験 4 地区ä¼×h主幹事ÞÍÜ北

鈴木

ôËáĢŇsıà企業ĜňŎĴįČÝÏãg街

九州市äŋİŔ事業á関ąÙÜºôÏgôÕ幹事Ý

ÛÅĀÝåĜŜĺĘıĠįČĈ目指Ï流Ăø¸Āô

å¸ĀôÑĉÂhÇºåĉà学研都市äŋİŔ事業

ÏÂhđĶŔėsĈ効率þÅ使ÙÜh人Â住õúÏ

áø参画ÍÜºôÏgÉäŋİŔ事業Ýåh電力Ĉ

Å住öäÂ楽Íº街Ĉß¼作āÞº¼面Ý重àĀ合

消費Ïā工場hĢıċhļŔhEV àßä需要家ę

¼øäÝÏãg

œĬĲĈĢŇsıęœĬĲÞ組õ合ąÑh需要ä変

新Íº街Ĉ作āh¸āºå古º街Ĉ再生ËÑāÞ

動á耐¾hÁÚ省đĶĈ図ā仕組õĈ構築ÍÜºÃ

º¼ÞÃáhß¼º¼街áÏāäÁÞº¼Ħľı

ôÏg

ďĐċÂ根本á¸ÙÜhÓĂĈ基á各要素Â開発Ë

海外ÝåĴŎsŊĖĠĜäĢŇsıęœĬĲáh

ĂÜºÅÞ素晴ÿÍº街ÂÝÃāÝÍý¼ãg

ċŊœĔ政府Þ一緒á参画ÍôÏgčŜĲĶĠċÝ
åĢŇsıĜňŎĴįČä基礎調査Ĉ開始ÍÜºô
ÏgôÕčŜĲäİœs−ŉŜĹč大動脈構想øá
ÿĉÝºôÏg韓国ÝåÏÝá 2 Á所Ý実験á入Ā

新インバータでシステム全体を最適化
重兼

ĢŇsıĠįČhĢŇsıĜňŎĴįČÞºÙ

ôÍÕg済州島ÝäĢŇsıęœĬĲ実験Þh仁川

Õ全体的àĠĢįŉøø×ăĉ重要ÝÏÂhÓĂĈ

空港ä横á位置Ïā松島ÝäĢŇsıĠįČ実験Ý

支¾合¼ĜŜņsĶŜıø同時á進化ËÑÜºÁà

Ïg

ÇĂæºÇàºÞ富士電機Ýå考¾ÜºôÏg人間

今h一番悩ôÍº問題åhÓĂÿÂ同時á立×上

ä体á例¾ôÏÞh少àºđĶŔėsÝÃ×ĉÞ動

Âā可能性Â¸āÞº¼ÉÞÝÏgÍÁøhÓä国

Å筋肉ÝÏÞÁh食ïÕ物ĈÏïÜ栄養ÞÍÜ取Ā

áþÙÜ求÷ÿĂÜºāøäÂ違¼gċŊœĔä場

込ö胃腸ÝÏg

合åhčŜľŒä更新ÝÏg中国Ýå新Íº街ÛÅ

富士電機Ýåh得意ÞÏāĺŘs半導体ÞĺŘs

ĀÂįsŇÝh環境áúËÍº生態城
h例¾æ

đŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ使ºhŖĢä少àº新 3

天津đĜĠįČäþ¼à汚水úÊõàß再生可能à

ŕłŔčŜĹsĨĈ開発ÍôÍÕgUPSh太陽光

資源Ĉ再利用Íh徒歩ú公共交通機関Ýä移動Ĉ主

ä変換器h電車ä電源hEV ä充電器àßäÏïÜ

ÞÏāĴŎsĨďŜĈ作ÙÜºÃôÏgčŜĲå再

áh
Éä新 3 ŕłŔčŜĹsĨĈ適用Ïā計画ÝÏg

生都市型ÝÏÂh若年人口Â爆発的á増¾ÜÃôÏ

Óä先áåh夢äİĹčĢÝ¸āĠœĜŜĔsĹ

äÝh何øàºÞÉăÁÿ環境負荷ä少àº街Ĉ

čĲúĕœďŉĳčıŒčĲÂ¸ĀôÏgÉĂÿĈ

作ÙÜºÁàÇĂæºÇôÑĉgčŜĲĶĠċå地

一刻ø早Å商品化ÍhĠĢįŉ全体Ĉ最適á持ÙÜ

熱発電Â得意ÝÏÁÿhÓÉá水ä循環ú資源ä循

行ÃÕºÝÏãg

環Â絡ĉÖ街ÛÅĀÂ求÷ÿĂÜºôÏg
ĢŇsıĜňŎĴįČĈÚÅā場合åh富士電機

鈴木

技術開発ÞĠĢįŉ開発å裏表ä関係á¸Āô

1 社ÖÇÝåàÅh建設会社h情報jIT 企業Ĉå

ÏÁÿhßÉÁ一ÚÂ進化ÏĂæÓĂáþÙÜ全体

Î÷ËôÌôà業態ä企業ÂġŐčŜıÍÜ進÷Ü

ÂĕŒĬÞ変ąāÉÞåþÅ¸ĀôÏg
各研究者åh

ºÅ形áàāäÝåàºÝÍý¼ÁgÕÖh今äÞ

自分ä開発åĠĢįŉ全体áßĂÅÿºäčŜĺĘ

Éăå電気中心á動ºÜºôÏäÝh富士電機Â旗

ıĈøÙÜºāøäàäÁhÞº¼ÉÞĈ認識Íà

Ĉ振ÙÜ推進ÍÜºôÏg

Âÿ開発ÏāÉÞÂh非常á大事ÝåàºÝÍý¼
ÁgÓÍÜh各研究ä可能性Ĉ会社全体ÞÍÜ生Á
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༃ຢ်ູൎඨ

Ñāþ¼à文化Ĉ作āÉÞÂh研究者áÞÙÜå大

ÇÜºôÏÂh先ñß申Í上ÈÕþ¼áh人口ÂÞ

Ãà張Ā合ºáàĀôÏg最終的á最ø重要àäå

ÜÚøàÅ増¾続ÇÜºāÕ÷á自然環境ø非常á

人ÝÏãg

劣化ÍÜºôÏgÓĂĈß¼º¼ë¼á持続可能á
保全ÍàÂÿ利用ÍÜºÅÁgÓ¼º¼考¾方Âh

重兼

ĢŇsıĜňŎĴįČá携ąĀh¸ÿÕ÷Ü感

ÎÕäå富士電機単独ä技術Ýå対応ÝÃàºÞº

持続可能性Þº¼言葉ä出発点ÖÙÕÖă¼Þ
思ºôÏg
地球Â抱¾āœĢĘáåh温暖化h資源ä枯渇h

¼ÉÞÝÏgÓÉÝhĢŇsıęœĬĲ関連事業á
ÚºÜå昨年 3 月h富士通Þ業務提携á向ÇÕ覚書

生物多様性ä劣化ä三ÚÂ¸ĀôÏgÉä三Úäœ

Ĉ締結ÍôÍÕg富士通äøÚ強º IT 技術Þh富

ĢĘĈĔĹsÝÃāþ¼à社会ä形ÞÍÜh低炭素

士電機äøÚđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ技術Ĉ組õ

社会h資源循環社会h自然共生社会Þº¼三Úä社

合ąÑÜhøÙÞ進化ÝÃàºÁÞº¼試õĈ今h

会像Ĉ打×出ÍÜºôÏgÓÍÜÉä三Úä社会像

進÷ÜºôÏg近々hºăºăà共同開発įsŇÂ

ä統合ÍÕøäÞÍÜ持続可能à社会Â¸ĀôÏg
ÝÏÁÿh持続可能à社会åß¼º¼社会ÁÞº

表á出ÜÅāÝÍý¼g

¼ÉÞåhàÁàÁąÁĀáÅºäÝÏÂh抽象的
鈴木

ÓĂå楽ÍõÝÏãg

á言¾æh次ä世代h¸āºåÓä次ä世代áÃ×
ĉÞ引Ã継ºÝºÇāþ¼à社会Þº¾ôÍý¼g

日本が持続可能な社会モデルを
提供すべき
重兼

人間活動ä姿Ĉ今h考¾ÜÀÁàºÞh10 年後h
20 年後áå急激á地球Â壊滅ÍÜºÅÖă¼Þº
¼警鐘Ýø¸ĀôÏg

持続可能à社会Þº¼ÉÞĈþÅ言ºôÏÂh

先生ä考¾ÿĂā持続可能à社会áÚºÜ教¾ÜÅ

重兼

Ýå具体的á何ĈÏāïÃÝÍý¼Ág

鈴木

個別ä技術開発Âºăºăà意味Ý重要Ý¸ā

ÖËºg
鈴木

1992 年äœēä環境開発会議ä頃ÁÿhĞĢ

įĳļœįČÞº¼概念Â世ä中á広ÂĀ始÷h
持続可能性Â環境Ĉ語ā上ÝäĖsŘsĲäþ
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Þ同時áh将来ä社会像ÞÍÜąĂąĂÂÃ×ĉÞ
ÍÕ価値観Ĉ共有ÍàÇĂæàÿàº時期á来Ü
ºôÏgÓĂÂ幸ºàÉÞá世界的á認識ËĂÜ

¼áàÙÜÃôÍÕgÍÁÍh実åÓä流Ăåø

ÃôÍÕh逆áÓ¼º¼ÉÞá関ÍÜ議論Ĉ始÷ā

¼少Í前Áÿ¸Āh自然保護ä中心ÞàÙÜºā

Þh昨年h名古屋Ý開催ËĂÕ生物多様性á関Ïā

IUCN}the International Union for Conservation

COP10 á見ÿĂÕþ¼áh途上国ä要求Þ工業国

of Nature~àß国際的à NPO àßÂ提唱ÍÜºô

ä考¾方äėŌĬŀÂºÁá大ÃºÁÞº¼ÉÞá

ÍÕgąĂąĂå自然環境Áÿºăºăà恩恵Ĉ受

¸ÿÕ÷Ü気付ÁËĂāąÇÝÏg

環境と企業活動

先ñßÀ話ÍôÍÕÂhÓä点Ý日本Â持続可能
à社会äŋİŔĈ提供ÝÃāäÝåàºÁhÞ私å
考¾ÜºôÏgđĶŔės使用量å少àÅh資源ø
少àºÇĂßø幸Ñà生活Â送ĂāÞº¼ŋİŔÂ
具体的á提供ÝÃĂæh途上国áÞÙÜå大Ãà力
áàāá違º¸ĀôÑĉg
重兼

途上国á対ÍÜåh金銭ÝåàÅh知恵úøä

ä考¾方h¸āºåĠĢįŉĈ提供ÍÕÿß¼ÁÞ
º¼ÉÞÝÏãg
鈴木

ôÐ持続可能à社会äŋİŔĈ作ĀhÓäŋİ

Ŕá向ÇÜ開発ĈÏāÕ÷ä援助ĈÝÃā範囲Ý
行ÙÜºÅïÃÝÍý¼gÓ¼ÏāÉÞáþÙÜh
二酸化炭素ä発生量øh2050 年á地球全体ÞÍÜ
50% 削減á持ÙÜ行ÅÉÞÂÝÃāÁøÍĂôÑ
ĉÍh生物多様性ä劣化ø抑¾āÉÞáÚàÂāÁ
øÍĂôÑĉg

サステナビリティの本質は「三方よし」
重兼

鈴木

非常á付加価値ä高ºøäáàÙÜºÅÞ思º

ôÏãg
重兼

富士電機Â今後h環境ú社会á対ÍÜ取Ā組ö

姿勢ú方向áÚºÜhÊ意見ĈÀ聞ÁÑÅÖËºg

富士電機Ýå CSR 活動ä一環ÞÍÜ里山運動

á取Ā組ĉÝºôÏÂh研究者åÉ¼ÍÕ活動Ĉ本

鈴木

昔聞ºÕ言葉á近江商人ä三方þÍÞº¼

業以外ä社会貢献Þº¼čŊsġÝ捉¾ÜºāÞ思

øäÂ¸ĀôÏg
売Ā手þÍh買º手þÍh世間

ºôÏgÍÁÍ考¾þ¼áþÙÜåh研究者Ĉ育Ü

þÍ
gÉĂåĞĢįĳļœįČĈ考¾ā上Ý非常

āÕ÷ä活動Þøº¾àÅåàºÝÏãg

á重要àäÝåàºÁÞ思ºôÏg商売Â長続ÃÍ
ÜºÅÕ÷áåh売Ā手áÞÙÜøŀŒĢáàĀh

鈴木

里山å江戸時代Áÿ続Å自然ä利用ä仕方Ý¸

Āh
¸ā種一Úä理想的àŋİŔÁøÍĂôÑĉÂh

買ÙÕ側øÓĂáþÙÜ喜éhÓÍÜ社会ä価値Â
高ôÙÜºÅÉÞá尽ÃāäÝåàºÝÍý¼Ág
ø¼一Úh古河市兵衛}富士電機ÂŊŜĹsä古

地域固有äøäÝ¸ÙÜ他国Ý通用ÏāÁß¼Áå
疑問ÝÏgÕÖhÓĂÔĂä国hÓĂÔĂä地域Ý

河ęŔsŀä創始者~ËĉÂŋĬısáÍÜÀÿĂ

自然Þ人間ä活動Ĉßäþ¼á調和ËÑÜºÅÁÞ

Õ言葉äþ¼ÝÏÂh
運鈍根Þº¼øäÂ¸Ā

º¼h一般化ËĂÕ考¾方Âh里山活動Ĉ通ÎÜ社

ôÏg根Ĉ詰÷ÜÃÙ×ĀÞ仕事ĈÍÜh表面äÉ

員一人èÞĀá根付ºÜºÇæh非常á強ºĺŘs

Þá惑ąËĂÐá鈍Ý¸ĀhÓ¼º¼ÉÞÂ運Ĉ呼

áàĀôÏãg
¸āºå外部Áÿ調達ÍÕ部品類Âh

ìg私åÓäþ¼á解釈ÍÜºôÏg富士電機å電

自然生態系áßäþ¼à負荷Ĉ与¾Ü作Ā上ÈÿĂ

気Ĉ中心á継続的áĞĢįĳĿŔá事業ĈÍÜÃÜ

ÜÃÕäÁhÞº¼視点ĈøÚþ¼áøàāÝÍý

ÀĀhôËÍÅ運鈍根Ĉ体現ÍÜºāÞ思ºô

¼g社会全体Âh価格å高ÅÜø自然生態系á負荷

ÏãgÓäÉÞÂ先ñßä
世間þÍ
áøÚàÂÙ

ĈÁÇàº製品Ĉ買º求÷āþ¼à仕組õá変ąÙ

ÜºāäÝåàºÝÍý¼Ág

ÜºÅÕ÷áåh製品Ĉ創ā企業ä社員一人èÞĀ
ä意識ÂôÐ変ąāÉÞÝÍý¼ãg

重兼

社員äņįŜĠŌŔĈºÁáÓÉá結集ÍÜ生

ÁÍÜºÅÁhÉĂá尽ÃāÞ思ºôÏg
重兼

ĞŀŒčĪĐsŜø含÷hŇįœċŔÁÿ製品

富士電機åh先人Õ×äŋĬısĈ尊重ÍÚÚh

ĈÀ客Ëôá提供ÏāôÝäđĶŔėsúh材料ä

企業ú社会ä将来像Ĉ議論Ïā必要Â¸āÞ感Îô

ıŕsĞļœįČĈ生物多様性Þä関ąĀÝÃ×ĉ

ÍÕg2011 年Â新ÍºĜŜĤŜĞĢĈ作ÙÜºÅ

ÞúÙÜºÅÉÞåh今後öÍă製品価値Ĉ生öä

原点ä年áàāÁøÍĂôÑĉg

ÝåàºÝÍý¼Ág

本日åß¼ø¸ĀÂÞ¼ÊÌºôÍÕg
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スマートコミュニティの実現を目指して
─ 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
シニアエグゼクティブオフィサー CTO（グループ最高技術責任者）
兼）技術開発本部長

新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

à市場ä動Ãá応ÎÕ研究開発Ĉ行ÙÜhĨčŉœsá

皆Ëô方áå佳Ã新春ĈÀ迎¾äÉÞÞÀ慶é申Í上

製品jĠĢįŉĈ市場á展開ÍÜºÃôÏg

ÈôÏg
1,000

世界の再生可能エネルギー
発電能力（GW）

化石đĶŔėsäĽsĘċďıĈ見通ÍÕđĶŔės
資源ä転換Þº¼社会的要請ú地球温暖化抑制ä流Ăåh
œsŇŜĠŐĬĘ後ä経済活動ä再構築Ĉ支¾āĢŇs
ıęœĬĲ}次世代電力網~市場ä立上ĀĈøÕÿÍô
ÍÕgÉä市場å図

スマートグリッド普及
13%

新エネ導入

á示Ïþ¼áh再生可能đĶŔės

áþā電力供給Â電力網全体ä 10 % Ĉ超¾ÕÞÉăÝh

新エネ比率
11%
10％超過
★

800

600

9%
省エネ
導入

再生可能エネルギー

400
ナノグリッド

新エネ比率
設備投資トレンド

1. エネルギー・環境分野の市場の動き

★
−25% CO2
削減目標

スマートグリッド普及

200
3%

本格的à普及期Ĉ迎¾āÞ考¾ÿĂÜºôÏgÓĂá先
立ÙÜh太陽光ú風力àß分散型ä再生可能đĶŔės

2006

2009

2015

ä普及úhđĶŔėsĈ消費Ïā需要家側ä省đĶŔės

2025

2020

2030

（年）

}省đĶ~施策Â進ĉÝºÅøäÞ思ąĂôÏg富士電機
å{đĶŔėsj環境|分野î資源Ĉ集中ÍhÉäþ¼

小水力発電設備
グリーンプロダクト
グリーン調達
ビオトープ
生物多様性保全

市民参加型
グリーン活動

つなぐ（Link）
生物多様性への取組みにより
地球環境を次世代へ
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スマートグリッド市場の拡大見通し

高効率電動機

省エネ・省資源
需要家グリッド

自然との調和・地域との共存
〜
「 つなぐ，減らす，活かす」地球にやさしい都市であり続ける〜

地域共生

図

図

スマートコミュニティの概念

インバータ

低炭素エネルギー
最適需給バランス

資源循環型
環境システム
各種計測センサ

地域グリーン事業の推進
環境モニタリング
緑化 グリーン化・緑視化
減らす（Reduce）
CO2（グリーン電力の活用，
未利用エネルギーの活用）
材料選定，生産過程のごみ

誘導加熱設備

高効率 UPS 設備

活かす（Use＆Reuse）
技術（環境貢献型製品）
資源（排水，廃熱，エネルギー
の地産地消）

太陽光発電

エネルギーの見える化
最適運転制御システム

燃料電池

風力発電

富士時報

=VS5V

再生可能đĶŔėsä導入拡大Ĉ伴ÙÕ電力網ä再生j
ĢŇsı化Ĉ目指ÍÜ始ôÙÕĢŇsıęœĬĲä取組

.

パワーデバイス

õåh2010 年á入ÙÜ急速áÓä概念Â拡大j変容Íô

現行äĠœĜŜ製äĺŘsİĹčĢåh損失ä低減Þ

ÍÕg現在Ýåh熱đĶŔėsø含÷ÕđĶŔės利用

ķčģä低減Þº¼ıŕsĲēľá挑戦ÍÚÚh2010 年

ä効率化hĕĢú上水道àß社会čŜľŒĶĬıŘsĘ

áå特á需要Â旺盛à次世代ĸčĿœĬĲ車}HEV~用

全般äĢŇsı化h下水処理ú工場廃水処理Ĉ含ö環境

途úh再生可能đĶŔėsĈ系統á連系ÏāÕ÷äĺŘs

保全àßhđĶŔės消費ä抑制Þ資源ä循環的à活用

ĜŜİČĠŐĳ}PCS~用途ä新製品ä開発á注力Íô

Ĉ目指ÏÉÞÝ都市社会全体ä再生Ĉ図āøäÞàĀô

ÍÕgôÕhĠœĜŜä物性限界Ĉ超¾Ü損失Ĉ低減Í

ÍÕgÉäþ¼à取組õåh人間社会ä営õ全体Ĉ持続

ÜºÅ次世代İĹčĢä開発Ýåh炭化Çº素}SiC~İ

可能ÞÍh生物多様性ú地球環境ä保護ôÝ視野á入Ă

ĹčĢú窒化ĕœďŉ}GaN~İĹčĢä開発Ĉ進÷Ü

Õ新ÕàĜňŎĴįČä創生áÚàÂāøäÝ¸Āh
{Ģ

ºôÏgSiC äĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ}SBD~製

ŇsıĜňŎĴįČ|ÞºąĂāþ¼áàĀôÍÕg一

品Ĉ 2010 年度中á量産á移行Ïā計画Ý¸āñÁhSiC

例ÞÍÜ富士電機ä考¾āĢŇsıĜňŎĴįČä概念

ä MOSFET}Metal -Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect

Ĉ図

á掲ÈôÏg

ĢŇsıĜňŎĴįČĈ創生Ïā事業åh国内外Ý政

Transistor~ú GaN ä SBD àßøĞŜŀŔ出荷Ĉ計画中
ÝÏg
ôÕhĺŘsİĹčĢ製品á必要à技術ÞÍÜåĪĬ

府主導äŀŖġĐĘıá民間ä技術Ĉ組õ合ąÑā形Ý
数多Å計画ËĂh実行á移ËĂÜºôÏg国内Ýå四Ú

ŀ技術áÞßôÿÐhŋġŎsŔ技術h材料技術hËÿ

ä実証地域áÀÇā取組õÂ行ąĂÜÀĀh例¾æ北九

áđĶŔės制御á必要à情報Ĉ得āÕ÷ä計測技術à

州地区ÝåŒčľĢĨčŔúļġĶĢŋİŔä変革ä模

ßøh次世代Ĉ見据¾Õ技術革新Â求÷ÿĂÜºôÏg

索áôÝ至ā 38 項目ä実証実験ä計画Â公表ËĂh2010

富士電機åÉĂÿä技術Ĉh量産実用á耐¾¼āŕłŔ

年 8 月 20 日Áÿ実動Â始ôĀôÍÕg国外á目Ĉ転Î

ôÝ完成度Ĉ高÷āÕ÷á研究開発Ĉ行ÙÜºÃôÏg

āÞh中国hčŜĲàßċġċä新興国Ýåh国家ä発
展戦略á基ÛºÜ新ÍÅ人工的á都市Ĉ造成Íh先進的

.

パワーエレクトロニクス機器

àčŜľŒĈ一気á整備Íþ¼Þº¼都市造成型äŀŖ

富士電機äĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術ä特徴åhĺ

ġĐĘıÂ始÷ÿĂÜºôÏg一方Ýh欧米àß先進地

ŘsİĹčĢä特性Þ組õ合ąÑÜ常áþĀ高º効率j

域Ýå老朽化ÍÕ電力網ä再生ú雇用創出àßáø重Ã

þĀ低º損失Ĉ実現ÝÃā回路技術á¸ĀôÏg2010 年

ĈÀÅ都市再生型äŀŖġĐĘıÂ多Å見ÿĂāàßh

áåh2009 年á開発ÍÕ逆阻止 IGBT}RB-IGBT~Ĉ用

地域ä特性ú政府ä方針Â反映ËĂÚÚhĢŇsıĜňŎ

ºÕ新 3 ŕłŔ変換技術ä適用Ĉ拡大ÍÜh特á需要ä

ĴįČå極÷Ü多様à道筋ĈÕßÙÜ発展ÍÜºÅÞ予

旺盛àčŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs}IDC~向Çä効率

想ËĂôÏg

97 % ä大容量 UPS úhŋsĩŔĠľıÝ長期的áø需要
増Â見込ôĂā電鉄車両用補助電源àßĈ開発ÍôÍÕg

2. スマートコミュニティを実現するエネルギー制御技術
の階層

ôÕh汎用čŜĹsĨú電気自動車用čŜĹsĨä新製
品Ĉh需要Â旺盛à中国市場向Çá開発ÍôÍÕgËÿ

Éäþ¼á多様à形態Â予想ËĂāĢŇsıĜňŎĴ
įČäÕ÷ä研究開発åh個別ŀŖġĐĘıÊÞá行¼

スマートグリッド
変電所

用範囲ä広º技術Ĉ獲得ÍÜºÅÉÞÂ重要Þ考¾ÿĂ

配電系統

マイクログリッド

エネルギー
情報

ôÏg
富士電機ÝåhĢŇsıĜňŎĴįČĈ実現ÏāđĶ

需要家グリッド

Ŕės制御技術ä研究開発Ĉh適用Ïā空間的àĢĚs

エネルギー
情報

ŔáþÙÜ図

エネルギー
情報

ÖÇÝå非効率Ý¸Āh体系的á取Ā組öÉÞÝþĀ適

äþ¼á 5 階層á層別ÍÜ取Ā組ĉÝºÅ

向áđĶŔėsä流通Ĉ行¼ÉÞÂ必要ÝÏÂhÓäÉ
パワーデバイス

Þá不可欠à情報j計測j制御技術ø併ÑÜ開発Ĉ進÷

エネルギー
情報

パワーエレクトロ
ニクス機器

ÉÞáÍôÍÕgËÿáÉĂÿä階層間Ýåh上下双方

ÜºôÏg社会äĴsģh市場ä拡大状況á応ÎÜhÉ
äþ¼à技術Ĉ順次Ĩčŉœsá適用ÍÜºÅÉÞá
þÙÜh常á電力網ä安定運用Ĉ保ÙÕôôh再生可能
đĶŔėsä導入Â円滑á進÷ÿĂāÞ考¾ôÏg次áh
技術ä階層ÊÞä取組õ内容Ĉ紹介ÍÜºÃôÏg

図

スマートコミュニティにおける５階層のエネルギー制御技
術の構成
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áh İ s Ĩ Ĥ Ŝ Ĩ s á 設 置 Ë Ă ā Ğ s Ĺ 向 Ç áh80＋
注 1

Platinum á適合Ïā効率 95 % ä組込õ電源装置Ĉ開発Í

.

マイクログリッド・スマートグリッド

ôÍÕgÉĂÿä変換効率ä値åºÐĂø現在ä最高ŕ

ŇčĘŖęœĬĲjĢŇsıęœĬĲä階層Ýåh上

łŔĈ実現ÏāøäÝÏgËÿáhSiC àß次世代ĺŘs

述äþ¼á国内外Ý実証ŀŖġĐĘıÂ計画j着手ËĂ

İĹčĢĈ適用ÍÕĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術ä研究

ÜºôÏg富士電機ø国内外ä多ÅäŀŖġĐĘıî参

開発ø同時á進÷ÜºôÏgĺŘsİĹčĢä特性ÞÏ

画ÍÜÀĀh沖縄離島ęœĬĲàß実験実証ĠĢįŉÂ

Ā合ąÑÕ回路技術Þ制御技術ä組合ÑáþÙÜh低損

完成Íh実運用Â開始ËĂôÍÕg富士電機åh不安定

失ÁÚ低ķčģÂ強Å求÷ÿĂÜºā電気自動車àßä

à再生可能đĶŔėsÂ系統á連系ËĂÕ際ä系統äë

分野îä適用Ĉ目指ÍÜ研究開発Ĉ進÷ÜºÃôÏg

āôºĈ詳細á理解ÏāÕ÷h高速äĠňŎŕsĠŐŜ
ĠĢįŉĈ開発ÍÜh系統äËôÌôà状況Ĉ模擬ÍÕ

.

需要家グリッド

解析á着手ÍÜºôÏgÉĂÿä成果áþÙÜh系統Ĉ

需要家ä階層Ýåh化学ŀŒŜıjĘœsŜŔsŉ設

安定運用ÏāÕ÷ä蓄電設備ú電力品質補償設備ä配置

備àßä生産施設hIDCj鉄道j上下水道àßä社会čŜ

計画ĈåÎ÷ÞÍÜh系統全体ä運転制御技術ä獲得á

ľŒ施設h冷凍冷蔵àßä流通čŜľŒ設備hËÿá電

ÚàÈÜºÅ所存ÝÏg

鉄車両ú自動車ÞºÙÕ輸送ĞsļĢàßÂ¸Āh人間

ôÕh電力供給ä技術ÞÍÜåh地熱発電ŀŒŜıä

Â社会活動Ĉ営öÕ÷áåđĶŔėsĈ多量á必要ÞÍ

効率Ĉ向上ÏāĹčĳœs発電ĠĢįŉú効率 94 % ä

ôÏgÉä階層Ýåh個別機器Ý最適化Ïā効率向上Ö

3 MW 永久磁石風力発電機hNaS 電池úœĪďŉčēŜ

ÇÝàÅh複数機器ä組合Ñáþā効率向上Â求÷ÿĂ

電池Ĉ搭載ÍÕ PCS ä新製品ä開発àßĈ行ºh市場á

ôÏg富士電機åhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ適用

投入ÍôÍÕg系統ä制御技術Þ組õ合ąÑÜh今後Þ

ÍÕ空調j熱源機器ä効率化ú各種動力設備àßä個別

ø再生可能đĶŔės製品ä開発á注力ÍÜºÃôÏg

機器ä効率化åøÞþĀhÉĂÿä機器Â複数組õ合ą
ËĂÕ設備群Ĉ対象ÞÍÜh常áđĶŔės効率Ĉ高Å

.

スマートコミュニティにおけるコンポーネント技術

保Ú最適制御技術Ĉ開発ÍÜºôÏg生産施設h社会č

上述äþ¼áĢŇsıĜňŎĴįČäđĶŔėsę

ŜľŒ施設h流通čŜľŒ施設àßhđĶŔės多消費

œĬĲá直結ÏāđĶŔės制御技術ÖÇÝàÅh以下

型ä施設á適用Ĉ進÷ÜºÃôÏgÉĂáþÙÜh例¾

äþ¼àĜŜņsĶŜı技術áÀºÜøh富士電機å環

æ冷凍冷蔵分野Ýåh冷凍負荷ä変動Â¸ÙÜø施設全

境調和指向Ĉ追求ÍÜºÃôÏg

注 2

体Ý冷凍機ä成績係数}COP ~Ĉ常á高Å保ÚÉÞÂÝ

⑴

磁気記録媒体

注 3

Ãāþ¼áàĀôÏgIDC Ýå電力使用効率}PUE ~Ĉ

指数関数的á増大ÍÜºÅİġĨŔ情報ä記録媒体Þ

従来ä 2.0 Áÿ 1.5 以下ôÝ低減ÝÃāàßh機器個別ä

ÍÜh記録密度Ĉ向上ËÑāÉÞÝ情報ä記録á必要à

省đĶ運転Ýå不可能Ý¸ÙÕısĨŔà省đĶĈ実現

ĜĢıÞ資源Ĉ低減ÍÜºÅÉÞå社会的à要請Ý¸ā

ÍÜºÃôÏg

Þº¾ôÏgÉäþ¼àĴsģá対応ÍÜh2010 年度å

ÉäñÁh国際標準ÞÍÜ適用Â広Âā機能安全ĠĢ

500 Gbits/in2 媒体ä量産技術Ĉ確立Íh製品á適用Íô

įŉäĜŜņsĶŜıä開発Ĉ進÷āÞÞøáh先進ŏs

ÍÕg今後ä高密度製品Ĉ早期á投入ÏāÞÞøáhđ

ğÞ一体ÞàÙÜ機能安全ŀŒŜıä実地研究áø取Ā

ĶŔėsċĠĢı技術àßËÿá高密度化á向ÇÕ研究

組õhķďĸďä蓄積á努÷ôÍÕgôÕhøäÚÅĀ

開発Ĉ継続ÍÜºÃôÏg

ä生産効率ä向上á寄与ÏāŋsĠŐŜĜŜıŖsŔ用

⑵

感光体

高速ĶĬıŘsĘĠĢįŉ技術Ĉ開発ÍôÍÕg今後Þ

磁気İČĢĘàßáþāŃsĺsŕĢ化Â進öÞåº

ø需要家層áÀÇā高º安全性Þ生産性Ĉh全体最適à

¾h情報ä印刷出力ä絶対量å今後Þø継続ÏāÉÞÂ

省đĶĠĢįŉÝ実現ÍÜºÅþ¼á研究開発Ĉ継続Íô

見込ôĂhÉĂá必要àĜĢıÞ資源ä低減áå印刷機

Ïg

器ä進化Â必要不可欠ÝÏg感光体å印刷機器äĜċ部
品ÞÍÜ耐刷性ú帯電性àßä性能Ĉ向上ËÑāÉÞÝh

注 180+Platinumk80 Plus ŀŖęŒŉåh全米ä公益企業ú省đ

省đĶj省資源á貢献ÏāÉÞÂÝÃāÞ考¾h研究開

ĶŔės推進団体Ĉ代表ÍÜ Ecos Consulting 社Â実施ÍÜ

発Ĉ進÷ÜºÃôÏg

ºāŀŖęŒŉÝÏg80＋Platinum å最ø高º効率ä基準á

⑶

適合Ïā機器á付与ËĂôÏg
注 2COPk成績係数＝冷房ôÕå暖房能力/消費đĶŔės
注 3PUEk電力使用効率＝İsĨĤŜĨs全体ä使用電力量/İs
ĨĤŜĨs全体ä IT 機器ä使用電力量

通貨機器

流通ä末端Ĉ支¾ā通貨機器å経済ä循環Ĉ完結ËÑ
āĜŜņsĶŜıÞÍÜh今後Þø業務ä省力化ú収納
ĢŃsĢ効率ä向上h小型化áþā省đĶj省資源Â求
÷ÿĂôÏg電子決済ä普及ú新興国Ýä自動販売機ä
普及Ĉ見通ÍÜh消費生活ä利便性Ĉ向上ËÑÜºÅ所
存ÝÏg
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富士時報

3. スマートコミュニティの実現に向けた今後の技術開発

=VS5V

ĤŜĨsŁęŔsŀ内外äĺsıĳsäċĘįČļįČ
Ĉ集中Íh機電一体ÞàÙÕ省đĶ技術Ĉ広Å適用ÍÜ
ºÃôÏg

.

エネルギー流通制御技術

熱đĶŔėsä取扱ºáÚºÜåh需要家ęœĬĲ階

ĢŇsıĜňŎĴįČáÀÇāđĶŔėsčŜľŒá

層äĜċ技術ÞÍÜĻsıņŜŀ技術ä強化á注力Íh

åh電力ÖÇÝàÅhĕĢj上下水道j熱àßĈ併ÑÕ

成果ä一部Ĉ自動販売機ä省đĶá反映ÍôÍÕg今後

ĢŇsıà需給制御Â求÷ÿĂôÏg富士電機Ýåh国

å IDC ú流通店舗ä分野áø適用Ĉ拡張Íh熱ä移動ä

内外äęŔsŀ企業ú産学äĺsıĳsä力Ĉ結集ÍÜ

効率化Ĉ進÷āÞÞøáhCO 2 àß環境負荷ä低º熱媒

ÉĂÿä技術Ĉ開発Íh実用á供ÍÜºÅ所存ÝÏg

体ä適用技術ø実用化Ĉ目指ÍôÏgôÕh製造現場ä

上下水道ú環境ä分野Ýåh中国àß新興国ä抱¾ā
水ú環境á関ąā問題ä解決á焦点Ĉ当ÜÜh2010 年度

熱源áø着目Íh温度制御ä自由度Â高Åh省đĶ特性
áø優Ăā電化熱源áø取Ā組ĉÝºÃôÏg

á設立ÍÕ中国j浙江大学−富士電機čķłsĠŐŜj

電力đĶŔėsĈ需要家ä負荷á供給Ïā場面Ýåh

パワーエレクトロニクス関連の商材，ノウハウ
自動倉庫

電力監視

省エネ提案

ピッキング
受配電設備
太陽光発電
商業空調

地

保管
冷凍倉庫
配送倉庫

消費者

産

食品加工
集約型食品加工工場

店舗
コンビニエンスストア
スーパーマーケット
一般商業店舗

ショーケース
要冷倉庫
要冷ピッキング

エコロユニット
工事技術

コールドチェーン関連の商材，ノウハウ

図

グリーン流通の概念

大気環境

ICT

都市の清浄な空気の維持
⇒分散ガスモニタ連携の交通管制技術

全体最適で社会コストの削減
⇒1 兆個センサのネットワーク化技術

気象変動の予知
⇒大気エアロゾルのリアルタイム分析技術

異分野連携による知の発見
⇒超大規模分散 DB 技術

食料

ヘルスケア

農薬・肥料を使わない農作
⇒りんなどの循環モデリング技術
⇒昆虫 ー 機械ハイブリッド技術

未病の超早期診断・予防
⇒体内機序の分子レベル可視化技術
開腹しない手術で早期回復
⇒超低侵襲治療器具の MEMS 技術
⇒遠隔手術を可能にする五感通信技術

バイオマーカで検査済みの安全な食品
⇒超高速バイオチップハンドリング技術

土壌・森林

図

水環境

生態系多様性の維持
⇒微生物センサの散布・回収技術

世界中の水不足解消
⇒液体水素の製造・搬送技術

汚染物質の低コスト分解
⇒地中物質の循環モデリング技術

排水からの資源回収・循環
⇒高選択性の膜処理技術

スマートコミュニティの先にあるもの
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従来ä交流給電ÖÇÝàÅh情報通信関連機器ä電源Â

ĀhÉä流通ä前後á食料Ĉ生産Ïā農業úh廃棄物処

直流Ý¸āÉÞá着目ÍÕ直流給電áþā効率向上Â検

理h下水処理àß食料資源ä循環全体á着目ÍÜ環境調

討ËĂÜºôÏg富士電機Ýåh従来ä交流用電気器具

和型技術ä研究Ĉ進÷ÕºÞ考¾ÜºôÏgËÿáh図

Þ給電ĠĢįŉä技術Ĉ生ÁÍÜh直流Ĉ安全ÁÚ有効

á示Ïþ¼á食料ú水環境á加¾Ü大気環境h土壌j森林h

á取Ā扱¾ā技術Ĉ研究ÍÜºôÏg個別ä機器ÖÇÝ

ŁŔĢĚċĈ合ąÑÕ技術ÂĢŇsıĜňŎĴįČä実

àÅh直流給電ĠĢįŉ全体ä挙動Ĉ解析ÍÕ¼¾Ý協

現á不可欠Þ考¾hÉĂÿä異種ä技術領域äĠĳġs

調的á系統Ĉ保護ÝÃā電流遮断技術ä確立Ĉ目指Íô

Ĉ求÷Ü研究á着手ÍôÍÕgÉäþ¼á異種領域äĠ

ÏgôÕh需要家áÞÙÜ常á必要Þàā電力設備ú電

ĳġsĈ必要ÞÏā研究Ĉ行¼á当ÕÙÜåh国内外ä

力量ä見¾ā化äĠĢįŉáÚºÜøh電機ŊsĔsà

大学j研究機関Þä連携Ĉ強÷hºąüāēsŀŜčķ

ÿÝåäķďĸďĈ反映ÍÜ進化ËÑÜºÃôÏg

łsĠŐŜäċĘįČļįČĈ強化ÏāÉÞÝh富士電
機ÖÇÝå得ÿĂàº技術成果ä獲得Ĉ目指ÍÜºÃô

.

スマートコミュニティの将来に向けて

Ïg

再生可能đĶŔėsä普及úđĶŔės消費効率ä向
上àßhđĶŔės制御技術ÂøÕÿÏ持続可能à社会
経済ä発展äĝsŔåhÖĂøÂ健康的á生活ÝÃā社
会ĠĢįŉä実現Ý¸āïÃÝåàºÝÍý¼Ág

4. おわりに
電力ęœĬĲäĢŇsı化á端Ĉ発Íh環境調和型ä

ÓÉÝåhŋķĈ大切á使¼hÏàą×物質資源Ĉ循

ĜňŎĴįČ創生á変容ÍÕđĶŔėsĶĬıŘsĘ技

環的á活用Ïā生活様式ä普及úhŒčľĞčđŜĢä

術äŊĕıŕŜĲĈ概説ÍhÓÉá適応Ïā富士電機ę

成果Ĉ取Ā入ĂÕĢŇsıà医療技術ä普及áþā健康

Ŕsŀä研究開発ä成果Þ今後ä展望Ĉ紹介ÍôÍÕg

ä質äËÿàā向上àßÂ¸ĀôÏg生物ÞÍÜä人間

今後Þø環境調和型社会ä到来Ĉ見据¾Õ研究開発Ĉ

Â環境Þ調和ÍàÂÿ文明社会ÂºÙÓ¼発展ÍÜºÇ

ęŖsĹŔÁÚēsŀŜá継続Íh地球社会äþĀþÃ

āÉÞÂ必要Þ考¾ÿĂôÏg

企業市民ÞÍÜ貢献ÏāïÅ努÷ÜôºĀôÏg皆Ëô

Éäþ¼à視点Áÿh一例ÞÍÜ図

á示Ïþ¼á食料

流通ä全体最適Ĉ目指ÏęœsŜà流通á取Ā組ĉÝÀ
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地球環境に貢献する
パワーエレクトロニクス技術
江口

直也

富士電機システムズ株式会社 取締役
執行役員常務 CTO（最高技術責任者）
兼）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 副本部長

技術ä融合技術Ý¸āg富士電機Ýåh特á半導体技術

1. まえがき

Ĉ生ÁÍÕ開発á重点Ĉ置ºÜºāg

近年ä地球温暖化hđĶŔės資源ä枯渇á対ÍÜh

需要家ęœĬĲáÀºÜåhĺŘđŕ装置ÂęœĬĲ

再生đĶŔėsä利用ú省đĶŔės}省đĶ~åh人

全体äđĶŔės最適化制御ä要Ý¸ĀhĺŘđŕ装置

類ä喫緊ä課題ÞàÙÜºāg

自身ä小型j高効率化Â強Å求÷ÿĂāg ÉĂåh次á

国際社会áÀºÜh温室効果ĕĢä排出Ĉ抑制Íh持
続可能à環境配慮型社会ä形成Ĉ目指ÏÞº¼認識Â共
通äĜŜĤŜĞĢáàĀÚÚ¸āg低炭素社会ä実現á

述ïāÞÀĀh半導体Þ回路ä一体開発áþÙÜh高º
次元Ý要求á応¾āÉÞÂÝÃāg
ôÐh需要家ęœĬĲä一単位Ý¸ā工場áÀÇā省

向ÇÕĺŒĩčŉĠľıÂh一段Þ強Å求÷ÿĂÜºāg

đĶj超高効率化Ĉ実現ÏāÕ÷áh電動機ä永久磁石

先進国ÖÇÝàÅhċġċh南米地域á代表ËĂā新興

化ÞÓä駆動á炭素Çº素}SiC~Ĉ用ºÕ高効率ĲŒč

国áÀºÜø急激à経済成長á伴ÙÜh今後å地球温暖

Ŀ装置àßä開発Ĉ推進ÍÜºāg

化îä本格的à対応Â求÷ÿĂh世界規模ÝđĶŔėsj

同様á需要家ęœĬĲä省đĶ対象ÞÍÜ重要àčŜ

環境ļġĶĢÂ拡大ÏāøäÞ考¾āgÚôĀhËôÌ

ĨsĶĬıİsĨĤŜĨs}IDC~向ÇÝåhċĲĹŜĢ

ôà地域Ý今後ä低炭素社会ä実現á必要à事業Â創出

ı NPC}Neutral Point Clamped~Ý実現ÍÕ新 3 ŕłŔ

⑴h⑵

ËĂh活性化Â進ĉÝºÅg具体的áåh太陽光ú太陽熱h

高 効 率 UPS}Uninterruptible Power Supply~ ä 製 品 化

風力h地熱àßä再生đĶŔėsĠĢįŉä構築àÿé

Ĉ完了ÍÕgËÿáĞsĹ内部電源áÀºÜøh極低損

á省đĶj創đĶj蓄đĶ技術Ĉ組õ合ąÑÜđĶŔės

失ä SJ-MOSFET
}Superjunction-Metal-Oxide-Semicon-

需給ä双方向ä最適制御Ĉ目指ÏĢŇsıęœĬĲŋİ

ductor Field-Eﬀect Transistor~ Þ SiC-SBD}Schottky

Ŕ事業ú大量輸送Â可能à鉄道ä新規導入hËÿáĸč

Barrier Diode~Ĉ採用ÍÕ業界最高効率äľŖŜıđŜ

ĿœĬĲ自動車}HEV~ú電気自動車}EV~ä普及促進

Ĳ電源ä開発Ĉ完了ÍhIDC 内ä電源系統全体ÝđĶŔ

⑶

àßÂ行ąĂÜºāg

ės消費Ĉ大幅á削減ÝÃā製品群Ĉ提供ÝÃāþ¼á
ÍÜºāg

2. パワー半導体技術・回路技術・制御技術の融合による
パワーエレクトロニクス技術

需要家ęœĬĲþĀø小規模àęœĬĲä一単位Þ位
置付ÇÿĂh今後急速á拡大ÏāÉÞÂ期待ËĂā EV
関連機器áÀºÜøh業界á先駆ÇÜ低価格Ý高品質à

Éäþ¼à社会状況ä中Ý富士電機åhÓäļġĶĢ

地上用急速充電器Ĉ展開ÍÜºāg同時áh車載用電源

Ĉ{đĶŔėsj環境|áľĒsĔĢÍh研究開発資源

úĺŘsıŕčŜàßäĺŘđŕ製品ä開発Ĉ逐次完了

øÉä領域á集中的á投入ÍÜºāg例¾æh環境調和

Í製品化ÍÜºāg

型ä大規模都市空間ÛÅĀĈ目指Ï将来äĢŇsıę

ôÕh次世代ĺŘs半導体ÞÍÜhSiC Þ窒化ĕœďŉ

œĬĲîä道程Ĉ意識ÍhÓä前段Ý求÷ÿĂā地域Ĝ

}GaN~ä開発á注力ÍÜºāgÉĂÿå外部機関Þ連

ňŎĴįČúļŔh工場àßä小規模ęœĬĲ}需要家

携Ĉ行ºh早期á立上ÈĈ完了ÏāÉÞĈ目指ÍÜºāg

ęœĬĲ~äĢŇsı化ø重要à開発ĨsěĬıÞàāg

前述ä一部äĺŘđŕ製品Ýå既á製品展開ÂÝÃā状

Éä分野áÀºÜhđĶŔės需給ä入口Þ出口á設

況á¸Āh次章áÀºÜ具体的à取組õáÚºÜ述ïÜ

ÇÿĂhđĶŔėsä最適利用Ĉ果ÕÏĺŘsĜŜİČ

ºÅg

ĠŐĳ}PCS~àßá適用ÏāĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ
}ĺŘđŕ~技術ÂĜċ技術Þàāg
ĺŘđŕ技術åhĺŘs半導体技術h回路技術h制御
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ä指標Ĉ向上ËÑāÕ÷áåhIT 機器ä省đĶÖÇÝà

3. 現状の具体的な取組み

ÅhIT 機器á供給Ïā電源ä高効率化ø重要áàāg
次世代ä高効率変換回路ÞÍÜhŇŔĪŕłŔ変換回

ĢŇsıĜňŎĴįČä実現á向ÇÜ取Ā組ĉÝºā
製品ä中Ýh代表的à成果Ĉ次á取Ā上ÈāgºÐĂø

路ä一ÚÝ¸āċĲĹŜĢı NPC 回路ä開発á取Ā組õh

最新äĺŘđŕ技術Ĉ駆使ÍÜ実現ÍÕ成果Ý¸āg

2010 年 4 月áåÉä回路方式Ĉ採用ÍÕ新型中容量 UPS
ä 市 場 投 入 Ĉ 開 始 Í Õg É ä UPS åh 中 容 量}50 v

.

SiC デバイスと SiC インバータ

100 kVA~ä常時čŜĹsĨ方式ÞÍÜåıĬŀŕłŔä

需要家ęœĬĲáÀÇā工場ä生産設備ú空調設備Ý

効率 95 % Ĉ実現Íh従来商品á比ïÜ損失ä半減Ĉ達成

一般的á適用ËĂā電動機駆動用čŜĹsĨĈËÿá高

ÍÕg特áh負荷率 50 % Áÿ 100 % áąÕā広º範囲á

効率化ÏāÕ÷áhSiC-SBD

ÀºÜñò 95 % Ĉ達成ÍÜÀĀh実用的à特性ÞàÙÜ

搭載čŜĹsĨä開発Ĉ進

÷ÜºāgSiC İĹčĢåhSi İĹčĢä性能限界Ĉ大幅

ºāg
ÉÉÝh高効率化äĖsÞàāċĲĹŜĢı NPC 回路

á超¾ā次世代İĹčĢÝ¸āgSi İĹčĢÞ比較ÍÜh
高耐圧化h低損失化h高温動作化Â可能Ý¸āgSiC İĹ

部áå専用ä IGBT ŋġŎsŔĈ開発Í採用ÍÕgÉä

čĢä中ÝhSiC-SBD å実用化ä段階á至ÙÜºāg今

ċĲĹŜĢı NPC 用 IGBT ŋġŎsŔÝåh富士電機独

回hSi-IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~ Þ 組

自ä RB-IGBT}Reverse-Blocking IGBTk逆阻止 IGBT~

õ合ąÑÜhFWD}Free Wheeling Diode~á SiC-SBD

Â高効率化á大ÃÅ貢献ÍÜºāg現在h三相 400 V 系

Ĉ適用ÍÕĺŘsŋġŎsŔĈ開発Íh汎用čŜĹsĨ

500 kVA ĘŒĢä大容量 UPS áÚºÜø効率 97 % 以上

î搭載ÏāÉÞĈ決定ÍÕg

Ĉ目標á新機種Ĉ開発中Ýh2011 年 3 月á製品化ä予定

SiC-SBD åhĢčĬĪŜę時ä逆回復電流Â小ËºÞ

Ý¸ā}図

~
g

º¼特徴Â¸āgFWD ä逆回復損失Â低減ËĂāÞÞø

ôÕh自然đĶŔėsä有効à利用策ÞÍÜhÉäċ

á IGBT äĢčĬĪŜę損失ø低減ËĂāg 図 1 á従来

ĲĹŜĢı NPC 回路Ý構成ÍÕ UPS äĺŘsĢĨĬĘ

機種äčŜĹsĨÞ SiC-SBD 搭載čŜĹsĨä発生損失

部ĈłsĢáÍÕ中容量太陽光発電用 PCS îä展開Ĉ推

ä比較Ĉ示Ïg従来機種þĀø 25 % ä損失低減Ĉ達成Í

進ÍÜºāg出力電圧Â三相 200 V Ý 30 kW Þ 50 kW ä

Üºāg容量系列åh三相 200 V 系列k7.5 v 15 kWh三

製品Ĉ計画ÍÜºāgÉä容量ĘŒĢÝåhUPS Þ同様

相 400 V 系列k7.5 v 15 kW Ĉ計画ÍÜºāg

ıĬŀŕłŔä変換効率Ĉ見込ĉÝºāgÉä新型中容
量 PCS åh単結晶太陽電池ÖÇÝàÅ富士電機äľČŔ

.

先進技術を用いた高効率電源

ŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池FWAVEáø対応ÍÜÀĀh

IDC 分野ä市場Â拡大ÍhIDC äęœsŜ化}低損失

ľŕĖĠĿŔàĠĢįŉ構成Ĉ可能ÞÍÜºāg
Ëÿáh高効率j高電力密度ä情報j通信用電源ä開

化~Â大Ãà課題ÞàÙÜºāgIDC äęœsŜ化ä指標
注

ÞÍÜ電力使用効率}PUEkPower Usage Eﬀectiveness~

発áø取Ā組ĉÝºāg2009 年度áå 80 PLUS Gold 対応h

Â広Å用ºÿĂÜºāg

2010 年度áå Platinum 対応äľŖŜıđŜĲ電源}FEP~

PUE åhIT 機器äđĶŔės消費量á対ÏāİsĨĤ

Ĉ開発ÍÕg入力å AC100/200 Vh出力å 48 Vh2.5 kW

ŜĨs全đĶŔės消費量ä比率Ý定義ËĂÜºāgÉ

Ý¸Āh電力密度å 1.7 W/cm3 Ý¸āgÉĂÿĈ達成Ï
āÕ÷hSJ-MOSFET ú SiC-SBD Ĉ採用Í高周波化ú損
失ä低減Ĉ図ÙÜºāg回路構成ú制御方式áø独自ä

発生損失（％）

100

100％
25％減

80

工夫Ĉ盛Ā込ĉÝºāg

逆回復損失
ターンオン損失
定常損失
ターンオフ損失

AC-DC 変換Ĉ行¼ PFC}Power Factor Correction~回

75％

路Ĉ設ÇÜºāg今回ä入力回路部å整流ĿœĬġĈ用

FEP ä入力部áåh入力電流波形Ĉ正弦波á保×ÚÚ

60
40
20
0

図

従来機種

SiC-SBD 搭載機種

SiC インバータの発生損失の比較

注PUEk電力使用効率＝İsĨĤŜĨs全体ä使用電力量/İs
ĨĤŜĨs全体ä IT 機器ä使用電力量
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図

アドバンスト NPC 採用による大容量 UPS の回路トポロジー

富士時報

=VS5V

注

ºÕ従来型á代ąĀh 図

á示Ïþ¼áĿœĬġŕĢ構

構成Ĉ図

á示ÏgÉä充電器åhĪŌİŋ}CHAdeMO~

成Ĉ用ºāÉÞÝ半導体素子ä導通損Ĉ低減ÍÕgôÕh

協議会Â標準化Ĉ進÷Üºā仕様á対応ÍÜºāg急速

後段ä DC/DC ĜŜĹsĨ部ä制御Ýåh軽負荷時á損

充電器ÞÍÜ必要à機能h安全性Ĉ備¾āÞÞøáh産

失ä小ËºĢčĬĪŜęĺĨsŜÞh定格付近Ý低損失

業用ĺŘđŕ機器ÞäŏĴĬı共通化áþĀh業界最高

ÞàāĢčĬĪŜęĺĨsŜĈ負荷率á応ÎÜ切Ā替¾

ŕłŔäĜĢıĺľĒsŇŜĢĈ実現ÍÕg

āÉÞáþĀh軽負荷Áÿ定格負荷ôÝä広º範囲Ý高

⑵

EV ĹĢ用水冷čŜĹsĨ

⑷

効率化Ĉ実現ÍÜºāg

中国Ýåh乗用車á先立ÙÜ路線ĹĢä EV 化Â進õ
ÚÚ¸āgEV åh搭載ĹĬįœáþÙÜ航続距離Â制限

.

EV 用装置

ËĂāg大都市圏ä路線ĹĢÝå運行経路Â比較的短Åh

温室効果ĕĢä排出量削減áÀºÜh自動車分野áÀ

Óä運行経路á合ąÑÕĹĬįœĈ搭載ÏāÉÞÝh重

Çā役割å重要Ý¸āgÉĂôÝäĺŘsİĹčĢúĤ

量ú車体価格äċĬŀĈ軽減ÍÜºāg富士電機åh汎

ŜĞÞºÙÕ車載ĜŜņsĶŜıÞ自動車工場向Ç生産

用čŜĹsĨÝ培ÙÕ電力変換技術hŋsĨ駆動技術Ĉ

設備àßä提供á加¾hEV ä実用化Þ量産á合ąÑÜh

łsĢáh路線ĹĢ用水冷čŜĹsĨä開発Ĉ完了ÍÕ

地上充電設備ú車載用電源hĺŘsıŕčŜá至ā幅広

}図

º取組õĈ行ÙÜºāg
⑴

~
g

ÉäčŜĹsĨä容量åh連続 165 kWh過負荷耐量

地上用急速充電器

150 % Ý¸ĀhĹĬįœ電圧å 250 v 460 V ôÝ対応ÝÃ

EV ä普及j発展áåh充電čŜľŒä整備Â不可欠Ý

āg駆動ŋsĨåh誘導電動機Þ永久磁石形同期電動機

¸āgEV ä充電時間á応ÎÜ急速充電器Þ普通充電器Â

ä双方á対応Íh今後å容量系列Ĉ拡大ÍhËôÌôà

¸ĀhńįŔàßä駐車場îä設置hĕĦœŜĢĨŜĲ

EV ĹĢá適用Ïāg

Ýä併設hËÿáå専用充電ĢįsĠŐŜä構築ÞËô
Ìôà形態Ý広ÂĀ始÷Üºāg富士電機Â新Õá開発j
販売Ĉ始÷Õ地上用急速充電器}200 V 受電h50 kW~ä

4. 今後の課題と展望
ÉĂôÝ述ïÕÞÀĀhĢŇsıęœĬĲá代表ËĂ
āđĶŔėsj環境ļġĶĢä拡大áåhĜċÞàāĺ

バイパスダイオード

SiC ダイオード

Řđŕ技術ä強化Â今後ø重要ÞàÙÜºÅgÉä中Ýh
効率 99 % 以上h電力密度å数十 W/cm3 àßh装置ä究
極ä小型j低損失化Ĉ進÷h電圧j周波数限界ø含÷Üh
Óä適用範囲Ĉ拡大ÍÜºÅÉÞáàāgÉĂÿĈ実現
ÏāÕ÷áåh半導体İĹčĢåĠœĜŜİĹčĢä薄
型化ú高精細化áþĀhËÿàā性能限界Ĉ追求ÏāÞ
ÞøáhSiC àßäŘčĲĹŜĲėŌĬŀ素子ä本格導入
Ĉ進÷āÉÞÂ前提ÞàāgÉĂÿä素子開発åhøå

SJ-MOSFET

バイパスダイオード
切り替えスイッチ素子

ú半導体部門単独Ý行¾āøäÝåàÅhÓä適用Ĉ意
識ÍÕ最適化開発Â常á必要ÞàÙÜºÅgÚôĀhİ
ĹčĢÞ回路ä完全à一体化Ý¸āgÉäÕ÷h半導体

図

ブリッジレス PFC

３φ
AC200 V
AC/DC

DC/DC

制御ユニット
急速充電器制御
CHAdeMO
プロトコル対応

ユーザ
インタフェース
タッチパネル

図

地上用急速充電器の構成図

図

EV バス用水冷インバータ

注CHAdeMOkĪŌİŋ協議会ä商標ôÕå登録商標
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Þ回路ä技術者ä融合Þ技術者育成ø必要áàāgËÿ

á進化Íh今日Ýåh電力分野Áÿh産業h電鉄h家電h

áh温度ú周波数hķčģ環境àßÓä適用条件ø従来

通信á至āôÝh多Åä分野Ý適用ËĂāþ¼áàÙÕg

Þå比較áàÿàºñßä過酷àøäÂ要求ËĂāÉÞ

ÓÍÜh低炭素社会Ĉ目指Ï今日hÓä重要性åºÙÓ

Â予想ÝÃāgđĶŔės蓄積機能ø重要àĠĢįŉ要

¼高ôÙÜºāgÉä社会Ĵsģá応¾āÕ÷áh富士

件áàāgÉäÕ÷h周辺äĜŜİŜĞúœċĘıŔà

電機åÕüôâ開発Ĉ進÷h社会á貢献ÍÜºÅ所存Ý

ßäºąüāĺĬĠĿ部品úĤŜĞh制御回路àßä電

¸āg

子部品hÓÍÜ電池áÚºÜøhĨsěĬıĈ明確áÍ
Õ総合的à開発Ĉ進÷ā必要Â¸āgÉĂÿá対ÍÜåh

参考文献

1 社Ýå解決ÝÃàº課題ÞàāÕ÷h国内外ä先進企業
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for Policymakers. Fourth Assessment Report. 2007-06.

Þ積極的á連携ĈÞÙÜºÅg今後åęŖsĹŔ化Â進
行Ïā中Ýh装置構成ŏĴĬıä共通化ÂĞŀŒčĪĐs

⑵

9月9日16面.

ŜáÀºÜ有力à手段ÞàāgÉĂá対ÍÜh半導体Á
ÿ主回路h制御回路ôÝĈ集積化Ïā基本ŏĴĬıäĜ
ŜĤŀıĈ積極的á取Ā入ĂÜºÅg

低炭素社会実現î変革ÏïÃ時日刊工業新聞. 2010年

⑶

Komatsu, K. et al. New IGBT Modules for Advanced

Neutral-Point-Clamped 3-Lelev Power Converters. IPECSapporo. 2010, June, p.523-527.

5. あとがき

⑷

Mino, K. et al. Novel Bridgeless PFC Converters with

Low Inrush Current. Stress and High Eﬃciency, The 2010

ĞčœĢĨÂ誕生ÍÜÁÿ 50 年以上Â経過ÍhÓä間

International Power Electronics Conference -ECCE ASIA-,

á MOSFET ú IGBT àßËôÌôàĺŘs半導体İĹ

IPEC- Sapporo 2010, Sapporo, Japan, June 21- 24, p.1733-

čĢÂ開発ËĂÜÃÕgĺŘđŕ技術åÓä流ĂÞÞø

1739.
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井出

安俊

富士電機機器制御株式会社
執行役員副社長 CTO（最高技術責任者）

1. 安定で効率性の高いエネルギー社会へ
高電

異的á発展Íh豊ÁÝ便利à社会環境Â整¾ÿĂÜÃÕg

DC 化
圧
高電

電
給
頼
信
高

AC 化
圧

ÞÓä社会適用}Ĵsģ~åhÓä相互作用áþÙÜ驚

C
/D
化
AC リッド
ブ
ハイ

エコハウス
AC100 /200 V
DC24/48 /280 V

IDC
AC200 /400 V

技術レベル

米国工学ċĔİňsåh20 世紀ä三大技術業績åh3 位
Â飛行機h2 位Â自動車h1 位Â社会ä電化Ý¸āÞ評Í
⑴

Üºāg100 年ä間á電気ä利用技術ÞÉĂĈ支¾ā受
配電j給電技術ä進化åh確Áá世ä中Ĉ明āÅÍÕÂh

情報設備
住宅設備

IT 家電

ッド
電
給
グリ
頼
信
ート
高
マ
ス

20 世 紀 Áÿ 21 世 紀 á向 Á Ù Üh 科 学 技 術} Ġ s ģ ~

風力発電
AC690 /DC900 V

地デジ TV
省エネ法改正

đĶŔės需要ä急激à増加á伴¼化石đĶŔėsä消

太陽光発電

商業施設
工業施設

費増Ĉ引Ã起ÉÍhÉĂáþā地球温暖化Þº¼負ä側

DC300 〜 750 V
海外は〜DC1,000 V
地熱発電

新
エネルギー

面ÞÍÜø現ĂÜÃÕg
現在äđĶŔės源ä大半å石油àßä化石燃料Ý¸

DC400
〜 650 V

自動車

2000

Āh風力発電h太陽光発電àßä再生可能đĶŔėså

HEV，EV

2010
（年）

2020

6 % áÏÄàºg一方hđĶŔėsä電力化率å指数関
数的á増大Íh世界平均Ý 20 %h日本Ýå 40 % Ĉ超¾

図

受配電・給電からみた電気エネルギー分野の技術動向

ÜÀĀh電気自動車}EV~ä普及ú高速電気鉄道ä増加
⑴

áþÙÜ 50 % Ĉ超¾ā日å目前Ý¸āgÉäÕ÷地球規

報設備h特áİsĨĈ集中管理ÏāÕ÷á一瞬Ýø動作

模äđĶŔėsj環境問題ä解決方法ÞÍÜh電気đĶ

Ĉ停止ËÑāÉÞäÝÃàºİsĨĤŜĨsĈ典型áh

Ŕėsá関Ïā技術開発ÞÓä普及ÂĘŖsģċĬŀË

高信頼à電気đĶŔėsä供給Â要求ËĂāg

ĂÜºāg富士電機åh長年培ÙÜÃÕ地熱発電h太陽

一方h情報設備ú商業施設h新đĶŔėsh電気自動

光発電àßäĘœsŜà創đĶŔės技術ÞhčŜĹs

車àßÓĂÔĂä分野Ýh電源ä安定化j効率化äÕ÷

Ĩú半導体àßäĺŘsđŕĘıŖĴĘĢáþā省đĶ

ä DC 給電化úhđĶŔėsäºÙÓ¼ä効率化Ĉ目指

Ŕės技術áþÙÜh地球環境問題ä解決á寄与ÏāÉ

ÍÕ AC/DC ä高電圧化Â進行ÍhôÕ AC/DC ĸčĿ

⑵

ÞĈ CSR ŕņsıä中Ý宣言ÍÜºāgËÿáÉĂÿ創

œĬĲĠĢįŉä利用ø予想ËĂāgÉĂÿä先áåh

đĶŔėsÀþé省đĶŔės施策ä拡大ä前提ÞÍÜh

đĶŔės源Þ需要先ĈhICT Ĉ併用ÍÕ受配電ĠĢį

電気đĶŔėsä輸送ĠĢįŉĈ安全Ý効率性ä高ºø

ŉÝ有機的á結合Íh高信頼化j効率化ÏāĢŇsıę

äáÏāÕ÷ä受配電j給電技術Â重要性Ĉ増ÍÜÃÜ

œĬĲÂ¸āgôÕh電気自動車ä普及á合ąÑÜhÉ

ºāg

ĂĈ安心ÍÜ利用ÝÃāþ¼áÏāÕ÷ä充電器čŜľ
Œä整備ø急速á進ĉÝºāg

2. 受配電・給電システム変革の動向
図 1 áh 受 配 電j 給 電 Á ÿ õ Õ 電 気 đ Ķ Ŕ ė s 分 野

3. データセンターにおける新しい配電方式

áÀÇā技術動向ä俯瞰čŊsġĈ示Ïg情報通信技術
}ICTkInformation and Communication Technology~åh

.

電源供給信頼性の確保

生活ä利便性ÖÇÝàÅ業務ä生産性向上Ĉ実現Ïāč

İsĨĤŜĨsåh顧客ä所有ÏāİsĨôÕåĞs

ŜľŒÞÍÜ利用Â広Å浸透ÍÜºÅgÉĂĈ支¾ā情

Ĺ機器ÓäøäĈ収容j管理Ïā設備Ý¸āÕ÷hÓä
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運用ä信頼性j安全性ä確保Þ故障áþāĩďŜĨčŉ

要à課題ÞàÙÜÃÜºāg
日本ä工業用三相 AC 電圧å 200 V ÖÂh主要先進国

ä低減Â最優先ä要求Þàāg
富士電機åİsĨĤŜĨs設備向Ç{ęœsŜ IDC|

Ý å 400 V Â 標 準 Ý ¸ āg 近 隣 ä 台 湾 Þ 韓 国 Ý ø 既 á

ĦœŎsĠŐŜĈ展開ÍÜÀĀhŒĬĘá設置ËĂāĞs

400 V îä昇圧化Ĉ完了ÍÜºāgAC 電圧Ĉ国際標準Ý

Ĺ単位ä高信頼運用ĈÏāÕ÷ä{IDC 用čŜįœġĐ

¸ā 400 V á高電圧化ÏāÞh5 % 程度ä省đĶŔės効

⑶

⑸

果Â見込÷āÕ÷h有力à効率化手段ÞàāgÉä方式

Ŝı分電盤|Ĉ開発j提供ÍÜºāg
Éä分電盤åh分岐回路用ÞÍÜh①電源事故ä拡大

Ýåh標準化ËĂÕ①三相 4 線式h②上位一点接地}TN

防止äÕ÷専用ĿŕsĔä遮断容量Ĉ 5 kA ôÝ拡大h②

接地~
h③高遮断容量ĿŕsĔÀþé高限流分岐ĿŕsĔ

充電部露出ÂàÅ交換時間ä短縮Þ容量j相変更Â容易

ä採用Â容易Ýh電力供給容量ä拡大Ĉ基礎ÞÍÕ事故

àŀŒęčŜĠĢįŉĈ採用h③ CT ä内蔵Â可能Ý 38

時遮断回路限定ä容易化}選択遮断~
h単相分岐ĹŒŜ

分岐回路ôÝ対応ÝÃāÉÞhĈ特徴ÞÍÜºāgôÕ

Ģä容易化hķčģä低減àßh多Åä利点Ĉ享受ÝÃ

主幹回路用ÞÍÜåh240 V 400 AFh85 kA Àþé 240 V

āg 図

250 AFh50 kA á対応可能Ý¸āg図

ÏgôÕh図

áŀŒęčŜĠĢ

á 400 Vh4 極主幹ä分岐配電盤ä内部配置Ĉ示
á 400 V 高性能ĿŕsĔä例Ĉ示Ïg

įŉä例Ĉ示Ïg
.

4. DC 給電と AC/DC ハイブリッドシステム

データセンターの AC 高電圧化

現在äİsĨĤŜĨsåhIT 機器自身Þ空調設備Ýä

省đĶŔėsäÕ÷ä政策的à支援áþā太陽光発電

消費電力Â大ÃºÂhÉĂ以外ä電源設備系統Ýä消費

ä普及促進úhİsĨĤŜĨsàß情報設備Ýä給電ä

⑷

ø 25 % 程度Ĉ占÷ā実態á¸āgÉäÕ÷近年ä UPS ä

高º効率Áÿ DC 受配電ĠĢįŉÂ注目ËĂ始÷Üºāg

効率化á伴ÙÜh残ā受配電系統ä効率化áÚºÜø重

今後ä再生可能đĶŔėsä大量導入ú電気自動車ä急
速à普及ä時期á入āÞhDC/DC 変換機器ä効率向上Ĉ
背景áh施設内Ĉ超¾Ü DC áþā受配電ęœĬĲ化ä
可能性Â想定ËĂāg図

ブレーカを
プラグイン収納
（幅 50 mm）

á DC ęœĬĲĈ含ö DC 受配

電ĠĢįŉä構想図Ĉ示Ïg

高遮断容量ブレーカ
400 V，250 AF，125 kA
（幅 105 mm）
回転 2 点切り接点

高限流分岐ブレーカ
400 V，0.1 〜 32 AF，50 kA
（幅 45 mm）

図

プラグインシステムの例

図

直列 2 点切り
接点

400 V 高性能ブレーカの例

交流系統

特に伸長が
予想される市場

IDC
蓄電池

AC/DC

DC/DC

LBC：需給バランス補償器
DC/DC

DC/DC

DC グリッド

限流器

LBC

エコハウス
DC 家電

DC/DC

充電器

DC/DC
DC/DC

太陽光発電
太陽光発電

EV

燃料電池

EV

オール電化ハウス

400 V，三相 4 極ブレーカで受電
プラグイン式で分岐

図
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400 V，4 極主幹の分岐配電盤の内部配置

蓄電池

図

DC 受配電システムの構想図

富士時報

直列 2 接点により
2 倍のアーク長を
確保し，アークを高
速に引き伸ばして電
流を減衰させる

=VS5V

可動接触子

電源側端子

電流経路

一次側固定接触子

図

固定接点

図

二次側固定接触子

急速充電器の外観

EV 普及äÕ÷áåčŜľŒÞÍÜä充電器äĶĬı

DC 遮断性能を高めたブレーカの可動接点部

ŘsĘ整備Â必要Ý¸āg富士電機åÓä先行ŊsĔs
⑹

ÞÍÜ急速充電器Ĉ量産 ･ 発売ÍÕgÉä充電器åh自
交流住宅盤
商用電源

交流系
AC100/200 V

太陽電池

直流分電盤
（コンバータ内蔵）

床暖房

熱源機器

接地極付
コンセント

オーブン

電圧
AC100
/200 V

動車İČsŒh大型店舗h高速道路ĞsļĢđœċàß
á設置ÍÜh30 分Ý 80 % ä急速充電ÏāÉÞÂÝÃāg
注

低電圧直流系

ĪŌİŋ}CHAdeMO~協議会Â標準化Ĉ進÷Üºā急

LED 照明
スイッチ

24 時間
換気ファン
パソコン

燃料電池
低電圧
直流コンセント
蓄電池

速充電器規格á準拠ÍÕ充電čŜĨľĐsĢĈ備¾Üº

DC24
/48 V

āg図

電話

高電圧直流系

á急速充電器ä外観Ĉ示Ïg

冷蔵庫

6. あとがき

DC280 V
高電圧・高容量 エアコン
直流コンセント

富士電機ä受配電j給電ĠĢįŉîä貢献áÚºÜ紹
コンパクト型 DC ブレーカ，コンタクタ，スイッチ
DC 漏電ブレーカ

介ÍÕg地球温暖化ä防止á向ÇÕh電気đĶŔėsä
高効率h最適運用äÕ÷áåh受配電ĶĬıŘsĘ技術

図

}ĢŇsıęœĬĲ~
hACjDC 給電技術ÀþéĸčĿœĬ

エコハウス用ハイブリッド電源

Ĳ給電技術ä研究Â重要ÁÚ急務ÞàÙÜºāÞ認識Í
一般住宅ú業務施設Ĉ DC ęœĬĲáþÙÜ結合Ïā

Üºāg今後øÀ客Ëôä設備ÊÞá異àāËôÌôà

Õ÷áåhIGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~à

要求á柔軟á対応ÝÃā機器 ･ ĠĢįŉjĞsļĢĈ提

ßäĺŘs半導体Ĉ含÷Õ電力変換技術ÂĜċÝ¸Āh

供ÏāÉÞĈ通ÍÜh社会ú産業äłĢıĺsıĳsĈ

富士電機åÉä領域Ýä長年ä蓄積Ĉ生ÁÍ製品Ĉ開発

目指ÍÜºÅg引Ã続ÃÊ支援hÊ鞭撻ĈÀ願º申Í上

ÍÜºāgôÕh図

Èāg

á示Ïþ¼á DC 配電保護á不可欠

à DC 専用高電圧ĿŕsĔĈ開発Í供給ÍÜºāg
一般住宅áÀºÜåh太陽光発電ú燃料電池áþā DC
直接給電Þ既存ä AC 給電Ĉ組õ合ąÑh負荷áþÙÜ
使º分ÇāĸčĿœĬĲ電源ä普及Â予想ËĂāg図

参考文献
⑴

安部隆暁ñÁ.{町Áÿ電線åàÅàāÁ|
. 電気設備学会
誌. 2009-12, vol.29, no.12, p.971.

á

đĜĸďĢ用ĸčĿœĬĲ電源ä構想図Ĉ示ÏgÉÉÝ

⑵

ŜęĢ株式会社. 2010.

å AC 用Þ同等äĜŜĺĘıà受配電機器Þh感電保護
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5. 電気自動車（EV）の普及と充電インフラ整備
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冷熱システムの技術成果と展望

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
執行役員常務 CTO（最高技術責任者）
兼）ものつくり本部長
兼）埼玉工場長

冷熱ĠĢįŉá関ąā主à技術Ĉ次á示Ïg

環境省å 2010 年夏á地球温暖化対策á係ā中長期Ŗs
ĲŇĬŀĈ発表Íh温室効果ĕĢä排出削減量ä目標Ĉ

⑴

冷却回路技術

圧縮機h制御弁h熱交換器àßÁÿ構成ËĂhĻsı

1990 年Þ比較ÍÜh2020 年ôÝá 25 % 削減h2050 年ô

ņŜŀäþ¼à高効率à温度制御Ĉ実現ÏāÕ÷ä技術

Ýá 50 % 削減ÏāÉÞĈ掲ÈÕg
Éäþ¼à社会情勢ä中h富士電機áÀºÜø{đĶ

⑵

断熱技術

Ŕėsj環境äęŖsĹŔ最先端企業Ĉ目指ÍÜ|Ĉ経

ĠŐsĚsĢÝ用ºÿĂāđċĔsįŜú自動販売機

営方針ÞÍÜ掲Èh全社一丸ÞàÙÕ技術開発á取Ā組

áÀÇāđĜĺĶŔ}断熱材~àßä適材適所Ý効率良
Å冷却h加熱ÏāÕ÷á熱移動Ĉ抑制Ïā技術

ĉÝºāg
富士電機Â冷熱ĠĢįŉ技術Ĉ開発Í続Çā最大ä目
的åh地球環境ä保全Ý¸āgÓä実現äÕ÷áęŔs
ŀä知恵Ĉ結集Íh環境á配慮ÍÕ技術開発Ĉ進÷Üºāg
富士電機Ýåh以前Áÿ電子機器ä効率ä良º冷却j
加温á加¾Üh断熱技術àßáþā熱ä使用環境Ĉ整¾
ā技術Ĉ用ºh小型j高効率化ä実現á取Ā組ĉÝÃÕg
ÉĂÿä技術á加¾h地球環境ä保全á向ÇÕ省đĶŔ
ėsä実現äÕ÷ä排熱利用àßä技術áø取Ā組õ始
÷Üºāg

⑶

熱輸送技術
環境配慮型İsĨĤŜĨsàßÝ用ºÿĂÜºāËô

Ìôà装置Ý発生Ïā排熱đĶŔėsĈ極小化Íh有効
à場所Ý利用ÏāÕ÷ä技術
⑷

最適運転制御技術

自動販売機ä学習制御äþ¼á運転負荷á応Îh省đ
ĶŔėsĈ実現ÏāÕ÷ä最適à運転Ĉ行¼Õ÷ä技術
富士電機áÀÇā冷熱ĠĢįŉä適用例áÚºÜ設置
面積Þ使用温度Ĉ図 1 á示Ïg

Éäþ¼à冷熱技術åh例¾æh密閉ËĂÕ箱á収納

富士電機Ýåh自動販売機h店舗向ÇĠŐsĚsĢà

ËĂÕ商品Ĉ冷却j加温Ïā自動販売機úh商品Ĉ自由

ßä中小規模ä冷熱ĠĢįŉá加¾h環境対応İsĨĤ

á取Ā出ÏÉÞÂÝÃāēsŀŜĠŐsĚsĢhËÿá

ŜĨs向Çä冷熱ĠĢįŉàßĈ製品ÞÍÜ市場á展開

åhİsĨĤŜĨsáÀÇā空調設備àßh使用環境ú

ÍÜºāg

用途á関ąÿÐ幅広º分野á適用ÝÃā技術Ý¸āg

代表的à例Ĉ取Ā上ÈÜhÓĂÔĂä技術áÚºÜ紹
介Ïāg

1. ヒートポンプ技術

60

使用温度（℃）

図

åh1997 年Ĉ基準ÞÍÜh富士電機ä製品Ý¸ā

缶jŅıŔ自動販売機ä消費電力ä推移Ĉ示ÍÕøäÝ

30

¸āg最近 13 年間Ý自動販売機ä消費電力åh5 分ä 1
データ
センター
0

缶・ボトル
自動販売機

店舗向け
冷凍ショーケース
店舗向け
冷蔵ショーケース

以下ÞàÙÜºāgÉä低消費電力対応Ĉ実現ÍÕ省đ
ĶŔės技術ä中ÝhÞĀąÇ大ÃÅ貢献ÍÕäåĻs
ıņŜŀ技術Ý¸āg
富士電機ä自動販売機áÀÇā最新äĻsıņŜŀ技

−30

1

10 100 1,000
設置面積（m2）

術ä特徴åh徹底ÍÕđĶŔėsä有効活用á¸āg自
動販売機Ýåh四季ä外気温á応ÎÕ飲料ä販売Ĉ行Ù
Üºāg例¾æh春ú秋áÀºÜåh図

図
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á示Ïþ¼à 3

室¸ā商品ä収納庫ä運転状態Ĉ切Ā替¾h1 室分äńĬ
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図

缶・ボトル自動販売機の消費電力推移

吸熱

効率の良い熱交換

ı飲料Þ 2 室分äĜsŔĲ飲料Ĉ販売ÏāÉÞÂ多ºg
富士電機åh冷却回路á内蔵ËĂÕ弁áþĀhĜsŔ

図

1MC（Motor Compressor）ハイブリッドヒートポンプ
技術

Ĳ飲料Ĉ冷却Ïā排熱Ĉ熱源ÞÏā場合Þh外気Ĉ熱源
ÞÏā場合ÞĈ切Ā替¾Ü運転ÏāĸčĿœĬĲĻsı
ņŜŀ技術Ĉ開発ÍÕgÉä技術Ĉ用ºĂæh外気Â持
Ú熱đĶŔėsĈÓäôô利用ÏāÉÞÂÝÃhĜsŔ
Ĳ飲料ä冷却時á得ÿĂā排熱以外ä熱源Ĉ利用ÏāÉ
ÞÂÝÃāg

流速
大

2. エアカーテン断熱技術
先á示ÍÕþ¼áh熱ä有効利用Ĉ図āÕ÷áåh熱
移動Ĉ抑制Íh適材適所Ý効率良Å冷却h加熱ÏāÕ÷
ä断熱技術å非常á重要à技術Þàāg
本稿Ýå図示ÍàºÂh先á紹介ÍÕ自動販売機áÀ

小

ºÜåh特áńĬı飲料Ĉ加熱ÏāÕ÷ä熱ÂhĜsŔ
Ĳ飲料Ĉ冷却ÍÜºā商品収納室á流Ă込öÕ÷hÉä

図

棚間細分化気流制御方式

間ä熱œsĘĈºÁá低減ÏāÁÂh省đĶŔės達成
äÕ÷ä重要àņčŜıáàāg
一方h開口部ä大Ãº店舗用ĠŐsĚsĢáÀºÜåh
đċĔsįŜÞ呼æĂā冷却気流áþĀh開口部Áÿä

áþā乱流đĶŔėsä抑制技術Þä組合ÑáþĀh従
来äđċĔsįŜ方式Þ比較ÍÜh大Ãà省đĶŔės
効果Â期待ÝÃāg

外気熱侵入Ĉ遮断ÍÜh庫内Ĉ効率的á冷却ÏāÉÞÂ
要求ËĂÜºāg
Éä気流ä遮断特性Ĉ向上ÏāÕ÷áåhËôÌôà

3. 局所冷却技術

環境条件áÀÇāđċĔsįŜä直進性ú遮断特性ä確

近年h企業ú国h地方自治体àßÝåh情報処理ä運

保Â重要à技術Þàāg富士電機ÝåĠŐsĚsĢä設

用ĜĢı削減úĤĖŎœįČ強化ä観点Áÿh情報処理

計ä段階Áÿ気流解析技術Ĉ活用Íh外気ÞĠŐsĚs

業務äċďıĦsĠŜę化Ĉ進÷ÜÀĀhİsĨĤŜĨs

Ģ内部ä温度ÂđċĔsįŜä直進性á与¾ā影響h特

ä需要Â拡大ÍÜºāg

áđċĔsįŜá面Ïā部位ä形状äđċĔsįŜîä
影響àßä最適化Ĉ図ÙÜÃÕg

ÉäİsĨĤŜĨsø地球温暖化防止ä流ĂĈ受Çh
省đĶŔėsĈ進÷āÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg加¾Üh

ÉĂÿä技術åh既á{ĭčŜđċĢıœsŉ|技術

省đĶŔėsĈ進÷āÉÞå環境îä配慮Þ同時áhİs

ÞÍÜh市場Ý好評Ĉ得Üºāg最近Ýåh従来ä上方

ĨĤŜĨs事業者áÞÙÜŒŜĴŜęĜĢıĈ削減Ïā

ÁÿäđċĔsįŜá加¾h新Õá棚ÊÞá構成ÍÕ背

ÉÞáøàĀh高付加価値ĞsļĢä低価格Ýä提供Â

面気流Þä併用áþā棚間細分化気流制御方式Ĉ開発Í

可能ÞàĀh国際的à競争力ä確保áøÚàÂāg

Õ}図

~
g

Éä方式åh各陳列棚ä先端部á設ÇÕĢœĬı構造

環境配慮型İsĨĤŜĨsáÀÇā消費電力量åhÓ
ä半分Â空調ú電源設備Ý¸Āh革新的à空調đĶŔės
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Ü約 2 倍以上ä省đĶŔėsÂ図Ăh熱源ôÝ含÷Õ空
機械室

サーバルーム

調ĠĢįŉ全体ä消費電力Ĉ 25 % 低減ÏāÉÞÂÝÃāg

冷媒配管
局所
冷却ユニット

冷水配管

4. 運転制御技術
ļŔú工場áÀºÜåh用ºÿĂÜºāËôÌôà冷
熱機器Ĉ総合的à省đĶŔėsä見地Áÿ最適á制御á
Ïā取組õĈ図ÙÜºāgÉĂÿä機器åh機器ä相互

P
ターボ冷凍機

冷媒ポンプユニット サーバラック

サーバラック

作用á伴ºh複雑à非線形問題ÞÍÜÞÿ¾āÉÞÂÝ
Ãāg富士電機åh独自äċŔĝœģŉĈ開発Íhıs

図

データセンター向け局所空調システム

ä低減Ĉ実現Ïā技術Â重要Ý¸āg
従来åh冷気Ĉ床Áÿ噴出ÍhĞsĹä熱Ĉ奪º上昇
気流ÞàÙÕ高温空気Ĉ天井Áÿ吸º込ö気流形態Ĉ採
用ÍÜºÕg

富士電機åh今後ø冷熱技術ä開発Ĉ通ÎÜhđĶŔ
ėsä利用j活用Þº¼視点ÁÿhËÿá加速ÏïÃ低
炭素社会ä実現á向ÇÜÓä一翼Ĉ担¼所存Ý¸āg
ôÕhÉĂÿä冷熱技術á加¾Üh情報h計測j制御

富士電機Ýåh環境á配慮ÍÕ高効率à局所空調ĠĢ
įŉĈ開発ÍÕ} 図

ĨŔ省đĶŔėsä実現Ĉ進÷Üºāg

~
gÉä方法åhĞsĹ上部á局所

技術áþā熱đĶŔėsä活用áÚºÜøh開発Ĉ進÷
ÜºÃÕºÞ考¾āg

冷却ŏĴĬıĈ配置Íh熱負荷ä増大時á生ÎÜºÕ熱
ÖôĀĈ解消ÏāÉÞĈ目的ÞÍÕøäÝ¸āgÉä局

注COP}成績係数~
kCOP＝冷房ôÕå暖房能力/消費đĶŔėsg

注

所空調ĠĢįŉä COP å 13 以上Ý¸Āh従来Þ比較Í
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COP Â高ºñßh冷暖房Ý消費ÏāđĶŔės効率Â高ºg

磁気記録媒体の研究開発成果と展望

藤平

龍彦

富士電機デバイステクノロジー株式会社 取締役
執行役員常務 CTO（最高技術責任者）
兼）メディア統括部長
兼）富士電機システムズ株式会社
半導体事業本部 副本部長

1. エネルギー・環境のために

2. HDD と磁気記録媒体が成すべきこと

富士電機åh
{đĶŔėsj環境|事業Ĉ通ÍÜ社会

情報蓄積ä主役Ý¸āĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~

á貢献Ïā企業Ĉ目指ÍÜºāgÓä一Úä目標ÂĢ

ÞÉĂá使ąĂā磁気記録媒体ä技術ŖsĲŇĬŀĈ

ŇsıĜňŎĴįČä実現Ý¸Āh富士電機äĜċįĘ

図

ķŖġsÝ¸ā{ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ|ÞÓäĖs

Çā近年äıŕŜĲĈ前提ÞÍÜ考¾ÕÞÃh情報蓄積

İĹčĢ{ĺŘs半導体|ä二Úä強õĈ生ÁÏÉÞÂ

áþÙÜ消費ÏāđĶŔėsä増加ĈĥŖá抑制ÏāÕ

á示Ïg世界ä情報蓄積量Â年率 40 % 近º増加Ĉ続
⑴

ÝÃāg一方Ýh図 1 á示Ïþ¼áhĢŇsıĜňŎĴ

÷áåh単位容量当ÕĀä消費電力Ĉ年率 40 % 低減Ïā

įČĈ実現ÏāÕ÷äÏïÜä技術å ICT}Information

必要Â¸āg同時á磁気記録媒体ä面記録密度åh年率

and Communication Technology~基盤上á成Ā立ÙÜº

40 % 向上ËÑàÇĂæàÿàºgÉĂáĲŒčĿ方法ä

āgĢŇsıĜňŎĴįČ住人äĢŇsıŒčľĈ実現

工夫Ĉ加¾āÉÞáþÙÜ情報蓄積ä総消費đĶŔės

Ïā上Ýø ICT 基盤ä重要性å今後øôÏôÏ高ôÙÜ

Ĉ減ÿÏÉÞÂ可能Þàāg磁気記録媒体Â年率 40 % ä

ºÅg磁気記録媒体åhICT 基盤ä三本柱ä一ÚÝ¸ā

面記録密度ä向上Ĉ続ÇāÕ÷áåh図

情報蓄積Ĉ担¼İĹčĢÝ¸āgÓä記録密度ä向上Âh

記録}SWRkShingled-Write Recording~
h熱ċĠĢı磁

ICT 基盤ä強化Þ省đĶŔės}省đĶ~Ĉ通ÍÜđĶ

気記録}TAMRkThermally-Assisted Magnetic Record-

Ŕėsj環境á貢献Ïāg

ing~
h二次元磁気記録}TDMRkTwo Dimentional Mag-

スマートコミュニティ

á示Ïh瓦書Ã

スマートライフ
インターネット

グリーンプロダクト
グリーン調達

小水力発電設備

高効率電動機

インバータ

省エネ・省資源
需要家グリッド

ビオトープ
生物多様性保全

Mobile Open Network

低炭素エネルギー
最適需給バランス

ホーム Gateway Server
（データセンター）
サーバ

自然との調和・地域との共存
〜
「 つなぐ，減らす，活かす」地球にやさしい都市であり続ける〜

資源循環型
環境システム

地域共生

i モード端末
WAP 端末

太陽光発電

エネルギーの見える化
最適運転制御システム

HDD 内蔵テレビ

パソコン
インターネット

スマート
家電製品

各種計測センサ

ゲーム機

ホームサーバ

家電製品
家電製品

誘導加熱設備
市民参加型
グリーン活動
つなぐ（Link）
生物多様性への取組みに
より地球環境を次世代へ

緑化

地域グリーン事業の推進
環境モニタリング
グリーン化・緑視化

減らす（Reduce）
CO2（グリーン電力の活用，
未利用エネルギーの活用）
材料選定，生産過程のごみ

高効率 UPS 設備
燃料電池

活かす（Use＆Reuse）
技術（環境貢献型製品）
資源（排水，廃熱，エネルギー
の地産地消）

家電製品

カーナビ
ゲーション

HDD レコーダ

風力発電

ICT 基盤
情報通信

図

情報処理

情報蓄積

スマートコミュニティとスマートライフを支える ICT 基盤
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垂直磁気記録（PMR）

熱アシスト磁気記録
（TAMR）

102

106

105
二次元磁気記録
（TDMR）
104
+ 熱アシスト
磁気記録

101
100

103

10−1

102

10−2

101

10−3

100

10−4
1990

2000

2010

10−1
2030

2020

磁気記録媒体の面記録密度（Gbits/in2）

HDD 1 GB 当たり消費電力（mW/GB）

瓦書き記録（SWR）

103

FePt 磁性粒子

（年）

図

グラニュラー粒界

10 nm

HDD と磁気記録媒体の技術ロードマップ

netic Recording~ÞºÙÕ新技術ä実現Â不可欠Ý¸āg

図

新材料を適用した記録層の平面 TEM 像

Ëÿáh磁気記録媒体áÀºÜå新材料j新構造ä開発
Þ結晶粒径ä微細化Â鍵Ĉ握āg

2.5 čŜĪ以下äĕŒĢ基板Þ 3.5 čŜĪäċŔň基板ä
両方á適用ÝÃā点Ý極÷Ü画期的à成果Ý¸āg
前述ä FePt 磁性層開発å東北大学電気通信研究所殿Þ

3. 2010 年の成果

ä共同研究ä成果Ý¸ĀhĠňŎŕsĠŐŜ技術ä一部

2010 年 á À º Ü åhECC}Exchange-Coupled Com2

å愛媛大学殿Þä共同研究ä成果Ý¸āgÉÉá感謝ä

posite~技術ä高度化áþĀ面記録密度 500 Gbits/in ä製

意Ĉ表ÍÕºgôÕh今後ø大学ú他機関j企業Þä共

品化Ĉ実現ÍÕ}36 ŃsġĸčŒčı参照~
g磁性層

同研究áþĀ研究開発ĈËÿá加速ÍÜºÃÕºg

Ĉ多層化Í機能別á最適化ÍÕ新構造áþÙÜ低ķčģ
⑵

性Þ書Ã込õ容易性Ĉ両立ËÑā技術Þh結晶粒径Ĉ微
細化Ïā新中間層材料Ĉ開発ÍÕ成果Ý¸āgôÕ低欠

4. 今後の展望

陥Ý平坦度ä高ºċŔň基板úh膜厚 2 nm Ýø信頼性ä

2011 年 åh ô Ð 750 Gbits/in2 Ĉ 製 品 化 Íh1 Tbits/in2

高º保護膜j潤滑層úhÉĂÿä技術Ĉ適用ÍÕ媒体Ĉ

ä量産準備Ĉ行ąãæàÿàºgÓĂÞ並行ÍÜ 2 Tbits/

高精度á測定j評価Ïā技術ä開発áþĀ量産化Â可能

in2 á向ÇÕ技術開発á注力Íh年率 40 % ä面記録密度向

⑶

ÞàÙÕgÉĂÿä技術ä詳細åh富士時報Ý詳述ÍÜ

上Ĉ継続ÍÜ情報蓄積äÕ÷ä総đĶŔėsĈ増加ËÑ

ÀĀh本号Ýø概説ÍÜºāg

àºÖÇÝàÅh確実á低減ÝÃāþ¼à道筋ĈÚÇÕ

将 来 á 向 Ç Ü åh 面 記 録 密 度 1 Tbits/in2 以 上 ä 磁 気

ºgHDD 各社äËÿàāÊ支援ĈºÕÖÃÕºÞÞøáh

記録媒体á用ºā新技術開発á取Ā組ĉÝÀĀh次á示

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術ä HDD îä活用áþā消費

Ï技術Ĉ確立ÍÕg①高º磁気異方性定数 K u Ĉ実現Ï

đĶŔėsä低減Ĉ模索ÍÜºÃÕºg

ā FePt 規則合金膜äęŒĴŎŒs磁性層Ĉ形成Ïā技
術h②ĩčōŋŜĲ結合性Ĉ上ÈāÉÞÝ膜厚 1.5 nm Ĉ
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実現Ïā新Íº保護膜Ĉ形成Ïā技術h③今後ä高º面

⑴

ĖŊŒ総研. 2010Ģıŕsġ関連市場総調査.

記録密度Ĉ実現ÏāÕ÷ä材料構成ú層構造Ĉ設計Ïā

⑵

-SiO2
Inaba,Y. et al. Preliminary study on}CoPtCr/NiFe~

Õ÷äĠňŎŕsĠŐŜ技術Ý¸āg2010 年á試作ÍÕ

hard/soft- stacked perpendicular recording media, IEEE

磁性層ä平面 TEM 像Ĉ 図

Trans. Magn., 2005, 41, 3136.

á示ÏgFePt 磁性粒子Â非

磁性材料Ý¸ā炭素áþÙÜ囲ôĂ隔離ËĂÜÀĀh低

⑶

富士時報. 2010, vol.83, no.4.

ķčģ性Ĉ実現ÏāÕ÷á必須äęŒĴŎŒs構造Â実

⑷

Inaba,Y. et al. L10-FePt-C granular media fabricated by

現ÝÃÜºāgÉäÞÃä K u å 1.6×107 erg/cm3 Ý¸Āh

lowtemperature sputter ﬁlm deposition, 55th MMM
}Annual

最新製品ä 2 倍á達ÍÜºāgôÕhÉäęŒĴŎŒs

Conference on Magnetism and Magnetic Materials~

⑷

構造Þ K u å 320 ℃ä低温ĢĺĬĨÝ形成ÏāÉÞÂÝÃh
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離島マイクログリッドシステム

（九州電力）黒島マイクログリッドシステム構成図
電力センサ

既設発電装置

3.3 kV 系統

離島äþ¼à独立ÍÕ小規模電力系統áh

ディーゼル発電

太陽光発電àßĈ大量á導入Ïā場合ä系統

G
ディーゼル発電

安定化ä実証試験Âh九州電力株式会社Àþ

ディーゼル発電

G

G

é沖縄電力株式会社áþÙÜ行ąĂÜºāg
富士電機åhÉä実証試験向ÇáŇčĘŖ
ęœĬĲĠĢįŉĈ九州Þ沖縄ä九Úä離島
á納入ÍÕg本ĠĢįŉÝåh太陽光発電ú
風力発電àßä変動Ïā出力Ĉ蓄電装置ä充

電力センサ
風車パワー
コンディショナ
電力センサ

リモート
監視へ
グリッド
監視制御装置 （通信）

PCS

風力発電
（10 kW）
PCS

太陽光発電
（60 kW）

充放電パワー
コンディショナ
PCS PCS（50 kW×2 冗長化）

リチウム
太陽光パワー イオン電池
コンディショナ（66 kWh）

長寿命型
鉛畜電池
（256 kWh）

放電制御Ý緩和Íh系統ä安定化Ĉ図āg

（沖縄電力）多良間島マイクログリッドシステム構成図

九州ä離島Ýåh出力特性á優ĂÕœĪď

電力センサ
風力発電

ŉčēŜ電池ú長寿命型鉛蓄電池Ĉ用ºh太

既設発電装置

既設配電系統（6.6 kV 系統）

G
ディーゼル発電

陽光発電ú風力発電ä出力変動補償ÞhÓĂ

G

áþā既設発電機ä高効率運転ä実証試験Ĉ

PV サイト

PCS
PCS

グリッド監視制御装置 太陽光発電
（PV サイト）（250 kW）
電力センサ

行ÙÜºāg
電力センサ

沖縄ä離島Ýåh耐環境性ÞĞčĘŔ寿命

電力センサ

グリッド監視制御装置
（既設サイト）

LiC サイト
太陽光パワー
コンディショナ

G

Â高ºœĪďŉčēŜĖŌĺĠĨĈ用ºÜh

充放電パワーコンディショナ
リモート監視へ（通信）

系統周波数ä変動抑制制御ä実証試験Ĉ行Ù

PCS（300 kW）

グリッド監視制御装置
（LiC サイト）

Üºāg

リチウムイオン
キャパシタ
（7.2 kWh）

広域ネットワークによる事業所統合型
エネルギー管理システム

事業所統合型エネルギー管理システム

任意階層でのエネルギー源別集計
（重油，ガス，電力，
…）

đĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律
}改正省đĶ法~Â要求ÏāđĶŔės管理
Ĉ事業者単位Ý行¼Õ÷áh複数事業所Ĉ連

クラウド環境対応
適用分野
™FEMS：工場
™BEMS：ビル，店舗
™CEMS：
マイクログリッド，
スマートシティ

携j統合ÍÕđĶŔės管理ĠĢįŉĈ開発
ÍÕg
任意階層でのエネルギー用途別集計
（動力，空調，照明，
…）

事業所

本社
ファイヤ
ウォール

事業所

広域ネットワーク

工場h複数ļŔjĪĐsŜ店舗hËÿáŇ
čĘŖęœĬĲhĢŇsıĠįČàßäËô
Ìôà分野áÀºÜh各拠点ÀþéÓä配下

階層管理

äđĶŔės使用設備ĈÏïÜ階層状á統合

（事業所，建屋，ライン ,…）

™ インターネット
™ イントラネット 事業所
™FOMA 網
事業所

管理ÏāÉÞÂÝÃāg全体¸āºå任意ä
エネルギー使用量ランキング

階層位置ÝäđĶŔės使用状況ú CO2 排
出量Ĉ簡単á分析ÏāÉÞÂÝÃāg

事業所

本ĠĢįŉåhĘŒďĲ環境á対応ÍÜº

PLC

āgŀŒčłsıĘŒďĲú複数企業á対Í

PLC

Ü EMS}đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ~

各種センサ

ĞsļĢĈ提供ÏāÉÞøÝÃāgŇŔĪ言
語á対応ÍÜºāäÝh海外拠点Ĉ含÷Õ統
合đĶŔės管理ø可能Ý¸āg

29

グリーンIDCソリューション

電力見える化
電力計測
ユニット

富士電機åhİsĨĤŜĨsäľĊĠœ

インテリジェント
分電盤

įČĦœŎsĠŐŜáþĀh電源Àþé空調
ä消費電力Ĉ 80 % 削減}PUE1.2~ÏāÉÞ

局所空調システム

Ĉ目標á推進ÍÜºāg
⑴

ĞsĹ環境ä見¾ā化

™ĞsĹ環境}温湿度j気流j電力~ä見
サーバルーム

¾ā化ĠĢįŉ
™ čŜįœġĐŜı分電盤}電力計測ŏ

電気室

ĴĬı搭載~
⑵

空調機械室

電源ä省đĶŔės化
™高効率 UPS}無停電電源装置~

UPS 室

™ 200 V 統一配電ĠĢįŉ}ŒĬĘŇďŜ
ıĨčŀıŒŜĢŅĬĘĢ~
⑶

空調ä省đĶŔės化

™局所空調ĠĢįŉ
™外気冷却ĠĢįŉ}高効率顕熱交換器~

ラックマウントタイプ
トランスボックス

高効率 UPS

高効率ミニ UPS「EX100 シリーズ」

省đĶŔės}省đĶ~Þ給電品質Ĉ両立
ÍÕh自動運転切換ŋsĲ}高効率運転/ē
ŜŒčŜ運転ä切換~Ĉ備¾Õ定格出力容量
Â 1 kVA Áÿ 3 kVA ä UPS}無停電電源装
置~Ĉ商品化ÍÕg自動運転切換ä判定基準
Þàā電圧Þ周波数ä範囲ĈhŏsğÂ選択
ÝÃāgŏsğÂ求÷ā給電品質á合ąÑ
Õ自動運転切換Ý省đĶÞ両立ÝÃāgô

キャビネットタイプ

Õh既存品þĀø 15 % 以上ä軽量化Ĉ行Ù
ÕgËÿáh出力力率Ĉ改善ÍÕäÝh従来
ラックマウントタイプ
（タワー設置）

þĀøh大容量ä機器Â接続ÝÃāþ¼á
àÙÕg
EX100 Ġœsģå標準仕様Ý価
格競争力Ĉ武器áÍÕ UPS Ýø¸āg仕様
á応ÎÜ専用á設計Ïā UPS ÞÏõ分ÇĈ

ラックマウントタイプ

行ºhþĀ幅広ºŏsğä要求á対応ÝÃā
þ¼áÍÕg
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急速･中速充電器

電気自動車}EV~ä普及àßäŋsĨœ
ĥsĠŐŜä変革á対応ÏāÕ÷h急速充電
器Ĉ開発ÍÕg
電力会社Þ自動車ŊsĔsĈ主体ÞÏā
ĪŌİŋ}CHAdeMO~協議会åhEV 用急
速充電器ä規格Ĉ定÷h標準化Ĉ推進ÍÜº
āg富士電機ä充電器åhÉä規格á準拠Í
Üºāg
Éä急速充電器åh最大出力 50 kWh効率
90 %h力率 0.95 以上h高圧受電契約ä下Ý
稼動Íh30 分間Ý 80 % ä充電ÂÝÃāg低
圧受電契約Ý設置可能à中速充電器}出力
25 kW~ø準備中Ý¸Āh設置環境á応ÎÕ
品Ôă¾Ĉ計画ÍÜºāg
保守h課金àßä情報Ĉ出力Ïā通信機能
ø搭載ÍhčŜľŒĠĢįŉÞ連携ÏāÉÞ
ÂÝÃāg

直流高電圧適用配線用遮断器
（MCCB）の機種拡充

太陽光発電àß新đĶŔėsä普及拡大úh
İsĨĤŜĨsàß情報通信設備分野Ýä電
力ä高効率化j高信頼性化á伴ºh直流受配
電j給電ĠĢįŉä回路保護ä需要Â高ôÙ
Üºāg富士電機åhÉä要求á応¾āÕ÷h
定格電流 400 v 800A ĘŒĢä MCCB ä適
用Â可能à電圧Ĉ従来ä DC600 V Áÿ高電
圧化Ĉ図Āh適用範囲Ĉ拡大ÍÕg拡充機種
å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴
DC750 V

DC1,000 V

DC750 Vk400h630h800AF

3 極品h

定格遮断容量 10 kA
⑵

DC1,000 Vk400h630h800AF

4 極品h

定格遮断容量 5 kA
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高圧インバータの系列拡大

富士電機åh省đĶŔėsú高効率j高力
率j安定操業á貢献ÍÜºā高圧čŜĹsĨ
ä系列拡大Ĉ行ÙÕg主à特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

高圧 PM ŋsĨ}永久磁石形同期電動
機~Ĉ製品化Íh駆動用čŜĹsĨÞÞø
á風洞試験設備向Çá出荷ÍÕ}図~
gÉ
Ăåh回転機技術Þ高圧可変速技術Ĉ融合
Í開発ÍÕøäÝ¸āg回転子á永久磁石
Ĉ使用ÏāäÝ損失Â発生ÑÐh従来ä誘
導電動機á比ïh効率Ĉ 3 v 4 % 向上ÍÕg

⑵

高圧回生čŜĹsĨĈ開発ÍÕg3.3 kV
900 kWh6.6 kV 1,800 kW ô Ý ä 駆 動 Þ
100 % ä回生Â可能Ý¸āg国内外ä規格
á対応Íh高慣性負荷ú巻上機àßá適用
ÝÃāg

⑶

łĘıŔ制御付高圧čŜĹsĨĈ製品化

ÍÕg10 kV 20 系列Þ 6 kV 14 系列Â¸Āh
IEC 規格á対応Íh海外ä定ıŔĘ負荷á
適用ÝÃāg

ドライブソリューション向け
高性能コントローラ

MICREX-SX SPH3000 for motion åh
高精度位置決÷Ĉ含öŀŖęŒŉĈh業界最
高Þàā 0.25 ms ä演算周期Ý実行ÏāĜŜ
ıŖsŒÝ¸āg次á示Ï特徴Ĉ持Ú新制御
基幹ĹĢĈ 2 系統搭載ÍhĞsŅŀŕĢh鉄
鋼製造ŒčŜàßäĲŒčĿĦœŎsĠŐŜ
Áÿ FA 制御ôÝä分野Ý適用ÝÃāgË
ÿáh広域j分散制御ĠĢįŉú大規模 I/O
ĠĢįŉá適用ÝÃā拡張製品ä開発Ĉ行Ù
Üºāg
⑴

同期処理ä制御周期時間誤差k＋
−1 μs 以

下}従来比 1/100~
⑵

ĹĢ直結 I/O 空間k4,096 ŘsĲ×2 系

統}従来比 16 倍~
⑶

ĠĢįŉ総延長距離k1 km}従来比 40

倍~
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単機容量世界最大
140 MW NAP地熱発電所の運転開始

2008 年 4 月 á Ĵ Ŏ s ġ s Œ Ŝ Ĳj Ň č
įČsœĹsĺŘs社向Ç ĳ ċŘ ŀŔċ
}NAP~地熱発電所Ĉ EPC}建設一括請負~
契約Ý受注ÍÕg順調áŀŖġĐĘıĈ遂行
Íh契約納期þĀ 1 Á月以上早Åh2010 年
4 月初÷á試運転Ĉ完了Íh顧客á引Ã渡Í
Õg当ŀŒŜıåh世界ÝøôĂàıœŀŔ
ľŒĬĠŎ式Ĉ採用ÍÜºāg地熱流体ä 3
段ľŒĬĠŎĈ行ºh高圧j中圧j低圧ä蒸
気ĈĨsļŜî供給Íh発電ä高効率化j大
容量化Ĉ図ÙÜºāg正味出力 140 MW åh
地熱ŀŒŜıÞÍÜ世界最大ä単機容量Ý¸
āg
富士電機Â 2008 年á納入ÍhÓä後順調
á稼動ÍÜºā 100 MW ĔďĐŒď地熱発
電所Þ合ąÑh同国北島áÀÇā電力需要ä
約 7 % Ĉ賄ÙÜºāg

SiCショットキーバリアダイオードの
量産技術開発

Siダイオードモジュール

独立行政法人産業技術総合研究所}産総
研~Þ共同Ýh次世代半導体材料ä一ÚÝ
¸ā SiC}炭化Çº素~Ĉ用ºÕĺŘsİ
ĹčĢĈ開発ÍÜºāg2010 年度åh産総
研内á新Õá立×上ÈÕ試作ŒčŜĈ用º
Üh600 Vh1,200 V 耐圧 SiC ĠŐĬıĖsĹ
œċĩčēsĲä量産技術Ĉ開発ÍÕgÉä

小型化 ¼
SiC ショットキーバリア
ダイオードモジュール

ĩčēsĲåh破壊耐量Â高ÅhĢčĬĪŜ
ę損失Â小ËºÖÇÝàÅh電流導通時ä損
失ø小ËºÞº¼特長Ĉ持ÙÜºāgÉäĩ
čēsĲĈ IGBT ŋġŎsŔá搭載ÍÜh従
来þĀø損失Ĉ約 30 % 低減ÝÃāÉÞĈ実
証ÍÕg厚銅ĿŖĬĘ＋DCB 直接接合Ĉ採
用ÍÕ大容量ĺĬĚsġÞĽŜ構造Ĉ開発Íh
従来比Ý 4 分ä 1 á小型化ÍÕ 1,200 V/400A
ĩčēsĲŋġŎsŔĈ試作Íh動作Ĉ確認
ÍÕg
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第6世代「Vシリーズ」IPM

ŋsĨ駆動装置ú電源装置àßá使用ËĂ
ā IPM}čŜįœġĐŜıĺŘsŋġŎs

P630
84×128.5×14（mm）
600 V/50 〜 200 A（6 in 1/7 in 1）
1,200 V/25 〜 100 A（6 in 1/7 in 1）

P631
110×142×27.1（mm）
600 V/200 〜 400 A（6 in 1/7 in 1）
1,200 V/100 〜 200 A（6 in 1/7 in 1）

Ŕ~åh高効率化j小型化j高信頼性化Â
要求ËĂÜºāgÉĂá応¾āÕ÷hIPM
用á最適化ÍÕV ĠœsģIGBT ĪĬŀ
Þ駆動方法Ĉ改善ÍÕ制御 IC Ĉ開発Íh小
型j薄型ä新規ĺĬĚsġá搭載ÍÕ V Ġ
œsģ IPM}V-IPM~Ĉ系列化ÍÕgÉä
IPM ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

電 流 容 量 拡 大k 定 格 600 V/20 v 400Ah

1,200 V/10 v 200A
⑵

ısĨŔ発生損失ä低減k17 % 低減

}対 R-IPM3 比~
⑶

小型化j薄型化}RoHS 指令対応~

⑷

İĬĲĨčŉä短縮

⑸

要因別ċŒsŉ出力機能

⑹

内蔵機能kĲŒčĿ機能h過電流j短

絡jĪĬŀ過熱j電源電圧低下保護機能

P629
49.5×70×12.5（mm）
600 V/20 〜 50 A（6 in 1）
1,200 V/10 〜 25 A（6 in 1）

P626
50 ×87 ×12 （mm）
600 V/50 〜 75 A（6 in 1）
1,200 V/25 〜 50 A（6 in 1）

第６世代小型圧力センサ

自動車đŜġŜä制御ĈÚÁËßā圧力Ĥ
ŜĞåh環境規制ä強化á伴ºĖsİĹčĢ
ä一ÚÞÍÜ年々重要性Â高ôÙÜºāg
富士電機åh第 6 世代小型圧力ĤŜĞĈ開
発ÍÕgĤŜĞ部ĩčōľŒŉ領域áĠœĜ
Ŝ異方性đĬĪŜęĈ適用ÍhôÕ周辺回路
部Ĉ小型化ÍÜh従来Þ同等ä機能Þ性能Ĉ
維持ÍàÂÿhĪĬŀ面積Ĉ 70 % á縮小Í
Õg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

圧 力 ŕ Ŝ ġ/出 力 電 圧k60 v 500 kPa/

0.5 v 4.5 V
⑵

出力電圧精度k1 %FS}25 ℃~
h1.5 %FS

}125 ℃~
⑶ 静電気破壊耐性k ＋
−1 kV 以上}ŇĠŜ
第 6 世代

ŋİŔk0 Ω/200 pF~

第 5 世代

⑷

電磁ķčģ}EMC~耐性kJASOD00-87h
ISO 11452-2hISO 7637 準拠

⑸

過 電 圧/逆 接 保 護k16.5 V}max~
/0.3A

}max~
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自動販売機用デジタルサイネージ
（電子広告）向けのプラットフォーム

大型液晶İČĢŀŕčÞĨĬĪĢčĬĪá
þāh顧客Þä双方向ĜňŎĴĚsĠŐŜĈ
目指ÍÕ自動販売機向Çä電子広告ŀŒĬı
ľĒsŉ技術Ĉ開発ÍÕg
⑴

双方向ĜňŎĴĚsĠŐŜ機能
飲料商品ä購入者ä顔画像Áÿh年齢ú性

別Ĉ判断Ïā画像処理技術Þh人感ĤŜĞú
周囲温度ĤŜĞĈ搭載Íh季節ú時間帯h購
入履歴àßä情報ÁÿhÓä人Â飲õÕºÖ
ă¼Þ思ąĂā商品ĈÀ勧÷Ïā機能
⑵

液晶İČĢŀŕčä屋外対応構造
ĨĬĪĢčĬĪÞ液晶画面ä間á作ÙÕ空

気層中ä空気ĈľĊŜÝ循環ÏāÉÞÝh直
射日光àßÂ当ÕÙÜøh液晶画面ä表面温
度ä上昇Ĉ抑¾ā放熱構造
⑶

ĨĬĪĢčĬĪä設置環境対応
直射日光àßä外乱光ú外来電波ķčģä

影響Ĉ受ÇÜ誤動作Íàºþ¼áh構造上ä
対策úĦľıďĐċĈ組õ込ĉÖĨĬĪĢ
čĬĪ機能

省エネ中型カップ式飲料自動販売機
「APEX100QRC」

地球環境ä保全ÞŒŜĴŜęĜĢıä削減
Ĉ狙ºÞÍh従来Þ比ïÜ大幅á消費電力Ĉ
削減ÍÕ中型ĔĬŀ式飲料自動販売機Ĉ製品
化ÍÕg開発ÍÕĔĬŀ式飲料自動販売機
｢APEX100QRC｣ åh多機能Ý¸ĀàÂÿ汎
用性á優ĂÕ普及ĨčŀÝ¸āg年間消費
電力量Ĉ従来Þ比ïÜ 50 %}1,582 kWh/年~
削減ÏāÉÞÂÝÃāg
⑴

高温用真空断熱材h新Íº省đĶŔės

}省đĶ~制御Ĉ採用ÍÕ省đĶ湯ĨŜĘ
Ĉ開発
⑵

ĜsĻs抽出回路ä構造Àþé新省đĶ

制御Ĉ採用ÍÕ省đĶ抽出回路Ĉ開発
⑶

冷却水槽äŋsĨÀþéņŜŀ複合機能

化ä運転ĠĢįŉ最適化áþāh省đĶ冷
却水槽Ĉ開発
⑷

DC 電源効率化áþā待機時電力Ĉ削減
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500 Gbits/in2対応の磁気記録媒体

磁気ヘッド

ĸsĲİČĢĘĲŒčĿä大容量化ä要
磁気記録媒体

求á応¾āÕ÷áh面記録密度 500 Gbits/in2
ä磁気記録媒体Ĉ製品化ÍÕg高密度記録ä
製品Ĉ実現ÏāÕ÷áh次á示Ï新Íº層構
成ú薄膜材料Ĉ開発ÍÕg
⑴

多層磁気記録層
斜÷磁界耐性強化層Ĉ導入ÍÕh第 3 世代

ECC}Exchange-Coupled Composite~記録
層ä最適化設計Ĉ行ºh特áıŒĬĘ密度Ĉ
高÷Õg
⑵

記録層
〜100 nm

新規中間層材料

カーボン膜

高÷Õg
⑶

結晶配向制御層
結晶粒径制御層

軟磁性
裏打ち層

磁気記録媒体断面

記録性能Ĉ高÷Õg

「エネルギーと環境」で社会に貢献する，富士電機。
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基板

新規軟磁性材料
飽和磁束密度ä高º材料Ĉ開発j適用Íh

分解能担保層
中間層

（0.8 mm）例

斜め磁界耐性強化層
交換結合制御層

合金膜

ÏÆ上á形成Ïā磁性粒子ä微細化Þ均一
化Ĉ行ºh結晶配向性Ĉ高÷h線記録密度Ĉ

磁化反転補助層

液体潤滑膜

合金膜部分断面
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富士電機å{đĶŔėsj環境|á注力ÍÕ事業ä展開

原 子 力 分 野 Ý åh 日 本 ä 核 燃 料 Ğ č Ę Ŕ ä 鍵 Þ à ā

Ĉ目指ÍÜºāg世界的à電気đĶŔėsä動向å新興国

MOX}混合酸化物~燃料製造設備Ĉ 2010 年á日本原燃株

Ĉ中心ÞÍÕ電力需要増大îä対応Þh一方Ýå社会的要

式会社Áÿ受注ÍÕg現在h設計Àþé工事ä認可取得ä

請Ý¸ā低炭素社会ä構築Â必須ÞàÙÜºāgÞĀąÇ

Õ÷á耐震設計ú機器ä詳細設計Ĉ進÷Üºāg

地球温暖化防止h地球環境保護å世界的à課題áàÙÜº

高速増殖原型炉{øĉÎû|ä運転再開á向ÇÜ富士電

āg富士電機Ýåh創đĶŔėsîä取組õĈ強化ÍhË

機åh燃料取扱º設備h廃棄物処理設備ä点検j設備更新

ÿáÓä中Ýø低炭素社会ä構築á向ÇÕ取組õĈ進÷Ü

工事Ĉ担当Íh2010 年á再臨界á到達ÏāÉÞÂÝÃÕg

Üºāg発電機器ä高効率化j高性能化á向ÇÕ研究開発

今後ä高速炉開発äËÿàā進展Â期待ËĂāgĹĬĘđ

Ĉ進÷āÞÞøáh地熱発電ú水力発電àßá代表ËĂā

ŜĲ分野Ýåh日本原子力発電株式会社 東海発電所ä本

ęœsŜđĶŔėsä開発á積極的á取Ā組ĉÝºāg

格的à原子炉解体工事Ĉ視野á置Ãh解体装置j廃棄物処

火力発電分野ÝåhĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電úĜs

理設備ä設計Ĉ推進ÍÜºāg

ġĐĶŕsĠŐŜ発電用蒸気ĨsļŜj発電機Ĉ東南ċ

新Íº原子力発電方式ÞÍÜ注目ËĂÜºā高温ĕĢ炉

ġċ地域ú中東h米国Ĉ中心á多数納入Í順調á運転á

ä開発Ĉ継続Íh2010 年å高温ĕĢ炉ä概念設計Ĉ米国j

入ÙÕgôÕh2010 年å電力需要Â増大ÍÜºāłıĳ

đĶŔės省Áÿ受託Í米国jġĐĶŒŔċıňĘĢ社Þ

ŉÁÿ大容量石炭火力発電設備}2 台×300 MW~Ĉ受注

Þøá本格的à概念設計Ĉ進÷Üºāg今後ø国内外Ý高

Íh設計j製作Â進÷ÿĂÜºāgĜŜĹčŜĲĞčĘŔ

ôā原子力発電設備ä需要á対応ÏāÕ÷áh特長¸ā技

発電Ýåh沖縄電力株式会社 吉ä浦火力発電所}2 台×

術Ĉ生ÁÍÕ製品jĞsļĢä提供Ĉ展開ÍÜºÅg

251 MW~向Ç蒸気ĨsļŜÀþé発電機ä製作Â完了Í

水力発電分野ÝåhCO2 Ĉ排出Íàº自然đĶŔės

Õg2011 年åhĕĢĨsļŜú蒸気ĨsļŜä据付Ç工

Þ Í Ü 世 界 的 á 水 力 発 電 ä 開 発 Â 進 ÷ ÿ Ăh 富 士 電 機

事Ĉ 2012 年 11 月ä運転開始á向ÇÜ本格的á開始Ïāg

Ýø海外向Ç大型水力発電機器ä製作ú据付ÇÂ続º

地熱発電分野ÝåhĴŎsġsŒŜĲÝ 3 段ľŒĬĠŎ

Ü º āg2010 年 度 å 韓 国j Ī Ő Ŝ Ľ Ő Ŝ 発 電 所}1 台

ĠĢįŉĈ採用Íh単機容量Ý世界最大Þàāĳ ċŘ ŀ

×62.5 MW~ ú č Œ Ŝj Ġ ċ ļ Ġ 揚 水 発 電 所}4 台×

Ŕċ発電所}1 台×132 MW~Â 2010 年 4 月á運転Ĉ開始

300.6 MVA/275.55 MW 発電電動機~向Ç機器ä製作Â完

Íh自然đĶŔėsä導入Ĉ推進Ïā政府方針á貢献ÍÜ

了Í据付Ç工事Ĉ開始ÍÕg

ºāgôÕh地熱資源Â豊富Ý地熱発電ä開発Ĉ積極的

国 内 Ý åh 山 形 県 企 業 局 新 野 川 第 一 発 電 所}1 台×

á進÷ÜºāčŜĲĶĠċÁÿ受注ÍÕŒŁŜĲŜ発電

10.5 MW~Â営業運転Ĉ開始ÍÕgôÕh富士電機Â世界

所}1 台×20 MW~úďŔłŔ発電所}2 台×55 MW~向

Ý初÷Ü開発ÍÕ大型立軸ĹŔĿ水車j発電機Ĉ採用Ïā

Ç機器ä設計j製作Ĉ進÷ÜºāgÓäñÁh米国向Çú

東北電力株式会社 豊実発電所}2 台×31.2 MW~向Ç水車

ĴĔŒęċ向Çä地熱発電設備ä設計j製作ø進÷Üºāg

ä据付ÇĈ開始ÍÕg今後øh水力発電機器ä高効率化j

地熱発電設備äıĬŀŊsĔsÞÍÜh今後ø顧客á高効

高機能化ä推進ÞÞøáh特徴¸ā技術開発Ĉ進÷ÜºÅg

率Ý信頼性ä高º機器Ĉ提供ÍÜºÅg
今後ø電力需要Â増大Ïā中Ýh地球温暖化防止äÕ÷

ÉĂÁÿåh低炭素社会ä構築á向ÇÜĢŇsıęœĬ
Ĳ技術Â進展Íh
{創đĶŔės|
{đĶŔės流通|
{省

á高効率à発電機器ä開発Ĉ推進ÏāÞÞøá自然đĶŔ

đĶŔės|Ĉ有効á結é付ÇÕ技術開発Â進ög創đĶ

ėsĈ有効á生ÁÏ地熱発電úĹčēŇĢ発電h太陽熱発

Ŕės部門øęœsŜđĶŔėsĈ中心ÞÍÜĢŇsıę

電á積極的á取Ā組ĉÝºÅg

œĬĲÞ融合Ĉ図Āh低炭素社会ä構築á貢献ÍÜºÅg
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力
タイ向け蒸気タービン・発電機設備の運転開始

韓 国j 現 代 đ Ŝ ġ Ĵ ċ œ Ŝ ę 株 式 会 社 Á ÿ 受 注 Í Õ

図1

SIPCO社向けCC発電所用蒸気タービン・発電機

図2

ハイフォン向け蒸気タービン・発電機（据付け中）

SIPCO 社向ÇĜŜĹčŜĲĞčĘŔ}CC~発電所用蒸気
ĨsļŜj発電機設備}1 台×56.75 MW~åh2010 年 12
月äŀŒŜı完工Ĉ目指Íh現地áÜ試運転中Ý¸āg本
発電所å出力 160 MW ä CC 発電設備Ý¸Āh近隣ä工場
á蒸気供給ø行¼ĜsġĐĶŕsĠŐŜ設備ÞÍÜø運用
ËĂāg
富士電機åh実績Â豊富ÝĜŜĺĘıà 1 ĚsĠŜę軸
流排気ĨsļŜFET ĠœsģÀþé空気冷却発電機
Ĉ適用ÏāÉÞÝ顧客Ĵsģá応¾ÜºāgôÕh本Ĩs
ļŜå富士電機ÞÍÜ初÷Üh安全計装機能}SIL~á適
合ÍÕ PLC Ĉ採用ÍÕĨsļŜ保護設備Ĉ装備Íh顧客
ä安全性á対Ïā高º要求á十分応¾Õ設備Ý¸āg

ベトナム向け大容量石炭火力発電設備の受注
łıĳŉå近年ä大幅à経済成長á伴ºh電力需要ø増
加ÍÜÀĀh多Åä新規発電所建設Â計画ËĂÜºāg丸
紅株式会社åhłıĳŉ国営電力ęŔsŀ}EVN~Áÿ 2
台×300 MW äėĦŜ 1 石炭火力発電設備ä建設一式Ĉ受
注Íh2010 年 6 月 1 日á契約調印ÍÕg富士電機å丸紅
株式会社経由Ýh主機Ý¸ā蒸気ĨsļŜj発電機Àþé
ĨsļŜ建屋内äŀŒŜı補機Ĉ受注ÍÕg
300 MW 大容量機äłıĳŉ国内áÀÇā富士電機ä
実績åhłıĳŉjĸčľĒŜ石炭火力発電所}4 台×
300 MW~向Çá納入ÍÕ蒸気ĨsļŜj発電機á続Ãh
合計 6 台Þàāg
本件å富士電機j川崎工場Ý製作Íh2014 年 3 月á運
転開始Ĉ予定ÍÜºāg

沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所向け発電機の完成
富士電機åh2007 年á沖縄電力株式会社Áÿ 300 MVA
ä発電機 2 台Ĉ受注ÍÕgÓä後h設計j製作Ĉ経Üh1
号発電機ä工場試験Ĉ 2010 年 6 月á無事完了ÍÕg2012
年ä営業運転開始á向Çh2011 年á据付Ç工事Ĉ開始Ïāg
本機åh固定子á全含浸絶縁ĠĢįŉĈ適用ÍÕ水素間
接冷却ĨsļŜ発電機Ý¸Āh富士電機初ä一軸型ĜŜĹ
čŜĲĞčĘŔ用発電機Ý¸āg一軸型ä場合h発電機両
端áĕĢĨsļŜÞ蒸気ĨsļŜÂ連結ËĂāgÉĂĈ実
現ÏāÕ÷áh両端Áÿä駆動Ĉ考慮ÍÕ特殊à回転子軸
構造úh両端áĨsļŜÂ配置ËĂÜºā状態Ý分解úŊ
ŜįĳŜĢĈ可能áÏā新Íº固定子構造àßh新技術Ĉ
数多Å採用ÍÕg
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図3

吉の浦火力発電所向け発電機（工場試験中）
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沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所向け 1 ケーシング再熱蒸気タービンの出荷

富士電機åh沖縄電力株式会社 吉ä浦火力発電所 1 号

図4

吉の浦火力発電所向け蒸気タービン（工場組立中）

機ĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電設備新設工事向Çä 1 ĚsĠ
Ŝę再熱蒸気ĨsļŜ}出力k89.2 MW~ä工場組立Àþ
é出荷前ä試験j検査Ĉ無事完了ÍÕg
1 ĚsĠŜę再熱蒸気ĨsļŜåh高圧j中圧j低圧
ĨsļŜĈ 1 個äĚsĠŜęá収÷ÕĜŜĺĘıàĨsļ
ŜÝ¸āgËÿáh本ĨsļŜĈĘŒĬĪĈ介ÍÜĕĢ
ĨsļŜÞ発電機á直結Ïā{一軸型ĜŜĹčŜĲĞčĘ
Ŕ|ÞÏāÉÞáþÙÜh建屋面積Ĉ小ËÅÏāÉÞÂÝ
ÃÕg
本工事åh富士電機初Þàā国内事業用ĜŜĹčŜĲĞ
čĘŔŀŖġĐĘıÝ¸Āh現地据付Çj試運転j営業運
転開始á向ÇÜh総力Ĉ挙ÈÜ取Ā組ĉÝºāg

地

熱
米国・中米向け地熱蒸気タービン・発電機設備の出荷

米国ú中米å環太平洋火山帯á属Íh火山活動Â活発Ý

図5

サンハシント4号機用タービン

¸Āh再生可能đĶŔėsÝ¸ā地熱発電ÂôÏôÏ注目
ËĂÜºāg
富士電機åh2010 年 1 月á出荷ÍÕ 3 号機á続ÃhĴ
ĔŒęċjĞŜĸĠŜı 4 号機}38.5 MW~Ĉ米国jŒŉ
ĺŘs社Áÿ 2010 年 1 月á受注ÍÕgËÿáh米国jĸ
ĲĦŜŒŜĪĺŘs社向Ç 55 MW 機ø設計Íh製作Ĉ進
÷ÜºāgÉä 2 件å 2011 年 2 月ä出荷á向ÇÜ製作中
Ý¸āg
Ëÿá多Åä地域Ý地熱発電ŀŖġĐĘıÂ計画ËĂÜ
ºāÕ÷h富士電機ø継続ÍÜ受注ÝÃāþ¼á活動ÍÜ
ºāg

地熱バイナリー発電設備の販売開始
富士電機åh注力事業ä一ÚÝ¸āđĶŔėsĦœŎs

3 p.000.
196
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
図6

標準2,000 kW地熱バイナリー発電設備

ĠŐŜáÀºÜh地熱Ĉ利用ÍÕĹčĳœs発電設備ä販
タービン・発電機

売Ĉ 2010 年度Áÿ開始ÍÕg
従来ä地熱発電åh一般的á 150 ℃以上ä地熱蒸気Ý

凝縮器

電気・制御室
（コンテナ室）

ĨsļŜĈ駆動ÍÜ発電ÏāgĹčĳœs発電åhÉĂþ
Ā低º温度ä蒸気ú熱水Ĉ熱源ÞÍÜh沸点ä低º二次媒
体ÝĨsļŜĈ駆動ÍÜ発電Ïāg
ÉĂáþĀh従来利用ÝÃàÁÙÕ低温度地熱đĶŔ
ėsĈ利用ÝÃā富士電機ä地熱Ĺčĳœs発電設備Âh

44 m
29 m

低炭素社会実現á向ÇÕđĶŔėsä有効利用á貢献Ïāg
低温熱源用Ĺčĳœs発電設備Ĉ商品機種á加¾āÉÞ
Ýh従来ä地熱発電方式Þ併ÑÕ地熱ısĨŔĦœŎs

媒体計量タンク

蒸発器
予熱器

ĠŐŜä提案j提供Â可能ÞàÙÕg
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熱
地熱発電に関わるソリューション

世界的à低炭素社会ä構築Â求÷ÿĂÜºā中h再生可

図7

出光大分地熱株式会社蒸気発生井とオペレータコンソール

図8

MOX燃料工場鳥瞰（ちょうかん）図と設備概要

能àđĶŔės源ÞÍÜh地熱発電ĠĢįŉÂ注目Ĉ浴é
Üºāg
富士電機åh出光大分地熱株式会社 滝上事業所向Çä
運転制御監視ĠĢįŉáhēsŀŜ統合化制御ĠĢįŉ
FOCUS-JupiterĈ採用Íh更新ÍÕg
本ĠĢįŉå次ä機能Ĉ持×h地熱発電ŀŒŜıä管理
Ĉ容易áÍhęœsŜ電力ä安定供給á貢献ÍÜºāg
⑴

蒸気発生井Áÿä蒸気流量ú圧力àßĈ一定á保×h

安定ÍÜĨsļŜ施設á供給Ïā機能
⑵

発信器ä故障時áå代替信号Ĉ選択ÝÃā機能

⑶

E-Mail 自動送信機能ä付加áþĀh夜間無人運転時á

øŀŖĤĢ異常àßĈ速úÁá待機者î通知Ïā機能

原子力
MOX 燃料加工施設
富士電機åh日本原燃株式会社向Ç MOX}混合酸化
物~燃料工場ä原料粉末受入h粉末調整hŃŕĬı加工à
ßä主要工程設備Ĉ受注Íh製作設計Ĉ推進ÍÜºāg原

MOX 燃料工場の規模
最大加工能力
130 t-HM/ 年
建屋規模：約 85×85 ｍ
（地下 3 階，地上 2 階）

子力発電所ä使用済燃料åh青森県六ş所村ä再処理工場
ÝhďŒŜÞŀŔıĴďŉä粉末á処理ËĂāgÉä粉末
åhMOX 燃料á加工ËĂh再利用ËĂāg
原料粉末åh気密構造äĢįŜŕĢ鋼製äęŖsĿŅĬ

再処理
工場

ĘĢ内Ý混合h調整h圧縮成形ËĂÕ後h焼結炉Ý高温á
加熱ËĂhĤŒňĬĘ状äŃŕĬıáàāgËÿáh外周

再転換
工場

研削ÍÕ後h外観àßĈ検査Í製品ŃŕĬıÞàāg

粉末調整工程

原料 MOX
粉末

MOX 粉末
混合

ペレット成形工程
プレス成形

原子力
発電所

梱包・出荷工程

燃料集合体組立工程

Üºāg

日本原子力発電株式会社 東海発電所サンプリング装置

所å発電ä役目Ĉ終¾h原子炉解体ä準備段階á¸āg富
行ÙÜºāgÉĂáåh原子炉使用部材ä放射化ŕłŔĈ
精度良Å把握Ïā必要Â¸āÕ÷h高線量ä炉内構造物Á
ÿ遠隔操作áþÙÜ金属試料Ĉ採取Ïā装置Ĉ完成ÍÕg
本装置åhĲœŔàßä工具Ĉ備¾ÕċsŉĈ原子炉内
áÚĀ降ăÍhċsŉä屈折j旋回áþĀ試料採取対象á
位置決÷Íh炉内構造物Ĉ切削加工ÍÜ切粉Ĉ吸引回収Ï
āøäÝ¸āg主à仕様å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

寸法kφ310×3,000}mm~
h昇降ĢıŖsĘ約 12 m

⑵

自由度k全体昇降h旋回hċsŉ昇降h屈折

⑶

先端工具kĲœŔhńsŔĦsh小型İČĢĘĦs
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ペレット検査

ペレット

要工程設備Þ MOX 燃料工場全体ä管理ĠĢįŉĈ担当Í

士電機åh原子炉ä解体方法Þ廃棄物処理設備ä検討Ĉ

外周研削

二酸化ウラン
粉末

富士電機åh粉末ä混合ÁÿŃŕĬı検査設備ôÝä主

富士電機Â建設ÍÕ日本原子力発電株式会社 東海発電

焼結

図9

炉内構造物サンプリング装置

燃料棒加工工程
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原子力
高速炉用 MOX 燃料ペレット仕上検査設備（２号機）の製作
富士電機åhąÂ国唯一ä高速炉}FBR~用 MOX 燃料

図 1 0 FBR用MOX燃料ペレット仕上検査設備（2号機）

製造施設Ĉ持Ú独立行政法人日本原子力研究開発機構î燃
料ŃŕĬıä製造j検査設備Ĉ多数納入ÍÜºāg
ÉäÕé富士電機åh燃料ŃŕĬıä品質Ĉ保証Ïā上
Ý重要à設備Ý¸ā{仕上検査設備|ä 2 号機Ĉh短期間
Ý設計j製作j現地据付ÇĈ行º納入ÍÕg
本設備Ýåh
{FBR ĞčĘŔ実用化研究開発}FaCT~
|
ä要素技術ÞÍÜh設備ä一部Ĉ遠隔ŋġŎsŔ化Íh太
径中空ŃŕĬıĈ対象ÞÍÕ画像処理áþāŃŕĬı外観
検査ä自動化j中空内径測定àßä新機能Ĉ採用ÍÜº
āgËÿáh1 号機áÀÇā燃料ŃŕĬı搬送àßä課題
Ĉh機器ä選定ú配置ä見直ÍàßáþĀ改良Íh設備停
止時間ä短縮Ĉ図ÙÕg

水

力
山形県企業局 新野川第一発電所向け水車発電設備の完成

山形県企業局 新野川第一発電所向Ç立軸斜流水車}1 台

図 1 1 新野川第一発電所向け立軸斜流水車発電機

×10.5 MW~ À þ é 立 軸 三 相 同 期 発 電 機}1 台 ×10.8
MVA~åh2008 年 6 月á水車ä据付ÇĈ開始Íh2010 年
5 月ä最終調整試験Ĉ経Üh同年 6 月á営業運転Â開始Ë
ĂÕg本発電所åh最上川水系置賜野川ä上流á設ÇÿĂ
ā長井ĩŉÁÿ水圧鉄管Ĉ経Ü取水Íh水車発電機 1 台Ý
最大 10 MW ä発電Ĉ行¼ĩŉ水路式発電所Ý¸āg発電
電力åh66 kV á昇圧ËĂ東北電力株式会社á売電ËĂāg
本発電所ÝåhŒŜĳ羽根ä操作áh軸端á設置ÍÕ可
逆ĽĢıŜņŜŀáþĀh水車軸内äĞsŅŋsĨá直接
操作油Ĉ送Ā込ö電動直接加圧方式Ĉ採用Íh圧油装置Ĉ
省略ÍÜºāg現地試験ä結果h従来ä圧油操作方式Þ同
等ä特性Â確認ÝÃÕg

東北電力株式会社 豊実発電所向け立軸バルブ水車の吸出し管の現地据付け開始
東北電力株式会社 豊実発電所向Ç立軸ĹŔĿ水車}2 台

図 1 2 吸出し管据付け位置

×31.4 MW~ä吸出Í管据付Ç工事Â開始ËĂÕg本発電
所å新潟県東蒲原郡阿賀町豊実á位置Íh阿賀野川水系阿
賀野川ä豊実ĩŉá併設Ïā発電所Ĉ改修Ïā工事Ý¸āg
特徴ÞÍÜåh既設ä老朽化ÍÕ立軸ľŒŜĠĢ水車j
発電機 6 台Ĉ立軸ĹŔĿ水車j発電機 2 台á置Ã換¾h既
設ä取水口Ĉ流用ÝÃāÉÞÞh建屋敷地面積Ĉ小ËÅÝ
ÃāÉÞÝ¸āg新設工事á比ï土木費Ĉ低減ÏāÞÞø
áh高効率ä立軸ĹŔĿ水車Ĉ採用ÏāÉÞáþĀh10 %
程度ä発電所ÞÍÜ出力ä増加Ĉ図āÉÞÂÝÃāg
今後åh2011 年 6 月áĚsĠŜęä据付Çh2012 年 10
月á水車発電機本体ä据付ÇĈ行ºh2013 年 9 月ä運転
開始Ĉ計画ÍÜºāg
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力
韓国水力原子力発電株式会社 チョンピョン発電所 4 号機の現地据付け開始

韓国水力原子力発電株式会社}KHNP~ĪŐŜĽŐŜ発
電所 4 号機}1 台×65 MW~向Ç立軸ĔŀŒŜ水車Àþé
71 MVA 立軸三相同期発電機ä主要機器ä出荷Â完了ÍÕg
本発電所åhĸŜ川水系ä中流á位置Ïā既設ĪŐŜĽŐ
ŜĩŉÁÿ水圧管路Ĉ経Ü最大 299 m3/s Ĉ取水Íh水車
発電機 1 台Ý最大出力 65 MW ä発電Ĉ行¼ĩŉ水路式発
電所Ý¸āg発電ÍÕ電力å 154 kV á昇圧ËĂ送電ËĂāg
現地Ýåh2010 年 9 月Áÿ水車ä据付Ç工事Ĉ開始Íh
吸出Í管ä据付ÇÂ完了ÍÕg今後åh2011 年 1 月Áÿ
äĚsĠŜęä据付Çá引Ã続Ãh4 月Áÿ発電機ä固定
子Àþé回転子ä現地組立h6 月Áÿ水車発電機本体ä据
付ÇÂ行ąĂā予定Ý¸āg本発電所ä運転開始å 2012
年 1 月Ĉ予定ÍÜºāg
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図 1 3 下部吸出し管据付け完了
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展

望

新Õà時代äđĶŔėsä運用j管理形態ÞÍÜh既á

方向通信ĢŇsıŊsĨàßĈ中心ÞÍÕ実証事業á積

ĢŇsıęœĬĲÞº¼概念Â実現á向ÇÜ本格的á動Ã

極的á参画Íh事業化á向ÇÕ開発Ĉ推進ÍÜºāg一

始÷Üºāg地球ä環境負荷低減h脱化石燃料h低炭素社

方h風力安定化装置h配電自動化h電力品質監視装置àß

会実現á向ÇÜh人間ä英知Ĉ結集ÍÜđĶŔėsä利用

ĈĖsĜŜņsĶŜıÞÍÜęŖsĹŔ展開ø進÷Üºāg

効率Ĉ高÷ĥŖđňĬĠŐŜ社会Ĉ目指ÏøäÝ¸āgË

今後h
{創đĶŔės|
}発電ĠĢįŉ~
h
{đĶŔės流

ÿáåęœĬĲÞº¼{区域|áÞßôÿÐh電力h熱h

通|
}系統ĠĢįŉ~
h
{đĶŔės利活用|
}社会ĠĢįŉh

ĕĢàßäđĶŔėsÀþé水環境àßäčŜľŒ全体ä

輸送ĠĢįŉh流通ĠĢįŉh産業ĠĢįŉ~ä強º技術

ĢŇsı化áþā環境調和型ä都市空間}ĢŇsıĜňŎ

Þ商材Ĉ生ÁÍh全社挙ÈÜä取組õĈ展開ÍÜºÅ所存

ĴįČ~ÛÅĀá向ÁÙÜhĜŜĤŀıÂ拡張ËĂÜÃ

Ý¸āg

ÜºāgôËáÉĂå社会構造ú街ÛÅĀĈ変革ÏāÉÞ

太陽光ĠĢįŉ分野Ýåh2009 年ä全世界ä太陽電池

Ý¸Āh高度技術ä革新h発展ÖÇÝåàÅh¸āïÃ社

生産量åÚºá 10 GW Ĉ超¾āôÝáàÙÕg特áh中

会îäĺŒĩčŉĠľıÝ¸āÞº¾āgÓÍÜÉä取組

国àßä新規参入国Â大Ãà成長Ĉ見ÑÜÀĀh太陽電池

õåh国Ĉ筆頭á公的機関h自治体h学校法人hđĶŔ

ŋġŎsŔä価格形成áÉĂÿä国々Â大Ãà影響Ĉ与

ėsj環境企業hËÿáå情報ĞsļĢh自動車hŀŒŜ

¾āþ¼áàÙÜÃÕg太陽電池åhôÖ結晶ĠœĜŜ

ı建設àßîÞ業種äÏÓ野Ĉ広ÈhċŒčċŜĢh検討

系ä割合Â全体ä 8 割近Å¸āøääh薄膜系ä生産比

ŘsĖŜęęŔsŀä設立àßhôËá国家ŕłŔÝä活

率ø徐々á増加ÍÜÃÜºāgÉä爆発的à生産量ä増加

動ÞàÙÜÃÜºāg

åh需要面Áÿ見āÞĲčĭÁÿ始ôÙÕ電力買取制度

ęœĬĲĦœŎsĠŐŜ分野ÝåhÉ¼ÍÕŊĕıŕŜ

}ľČsĲčŜĨœľ~áþāÞÉăÂ大ÃÅh供給面Á

Ĳá先駆ÇhĢŇsıęœĬĲä構成要素ä基本ÞàāŇ

ÿ見āÞ太陽電池製造装置ŊsĔsáþāľŔĨsŜĖs

čĘŖęœĬĲä実用化á向ÇÜ開発Þ実証試験Ĉ進÷Ü

供給áþāÞÉăÂ大Ãºg生産量ä増加á伴º低価格化

ÃÕgÉäŇčĘŖęœĬĲåh本土Þ送電線Ýä連系Ĉ

Â進ĉÝÃÜÀĀhÉä傾向å今後ø継続ÏāøäÞ予想

Íàº離島ä独立電力系統Ý¸āgÉÉá太陽光ĈåÎ÷

ËĂāg

ÞÏā再生可能đĶŔėsĈ大量導入ÍÕ場合ä電力系統

一方h国内ÝøĢĘsŔĴŎsİČsŔú経済産業省ä

îä影響Ĉ把握Íh電力品質Ĉ維持ÏāÞÞøáh低炭素

補助金h余剰電力買取価格ä 2 倍引上Èàßä国策áþĀ

社会á貢献Ïā技術Ĉ構築ÏāÉÞĈ目的ÞÍÜºāgÉ

太陽電池ä導入普及Â図ÿĂÜºāgËÿáå再生可能đ

Ăå再生可能đĶŔėsä系統並入率Ĉ島ÊÞá変化ËÑh

ĶŔėsáþā発電ä全量買取制度ä具体的à検討ø進÷

Óä環境下Ý蓄電池Ĉ用ºÕ出力変動補償h出力平準化h

ÿĂh太陽光発電áå追º風ÞàÙÜºāg

ÓÍÜ既設発電機ä台数制御Ĉ含ö高効率運用Ĉ図Āh系

Éäþ¼à状況ä中Ý富士電機ä製品åh他社áåôã

統安定化制御Àþé燃料消費量削減ä経済性効果Ĉ検証Ï

ÝÃàº軽量性úh曲面áø設置ÝÃāľŕĖĠĿŔ性Ĉ

āøäÝ¸āg

持ÙÜºāgôÕh表面áĕŒĢĈ用ºÜºàºÉÞÁÿ

2010 年áåhºþºþĢŇsıĜňŎĴįČ創造ä実

光害ä抑制úĕŒĢä割ĂÂ問題Þàā場合áø適用ÝÃ

証事業Â各地Ý始ôÙÕg富士電機åĺŘsİĹčĢ +

ā安全性Ĉ持ÙÜºāÕ÷hÉĂÿä特長Â生ÁÑā分野

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術á制御技術Ĉ融合ËÑÕŀ

îä適用Ĉ進÷ÜºāgËÿáh建材ŊsĔsj素材Ŋs

ŒĬıľĒsŉĈ基盤ÞÍÜh地域đĶŔėsŇĶġŊŜ

ĔsàßÞÞøá新Íº商品化開発Ĉ進÷ÜÀĀh今後ø

ıĠĢįŉh自律Ý系統安定化Ĉ支援Ïā機能Ĉ持Ú蓄電

新製品Ĉ市場á投入ÍÜºÅ所存Ý¸āg

池ĢŇsı PCS}ĺŘsĜŜİČĠŐĳ~ĠĢįŉh双
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北陸電力株式会社向け金沢変電管理所 遠方監視制御装置親局
富士電機åh北陸電力株式会社向Ç金沢変電管理所遠方

図1

遠方監視制御装置親局のシステム構成

監視制御装置親局Ĉ完成ÍÕg本ĠĢįŉåh同社石川支
LCD

店金沢電力部管内変電所ä監視制御Ĉ行¼øäÝ¸āg

KVM
延長装置

本ĠĢįŉÝåh富士電機áÀÇā次世代中小規模電力
äÞÀĀÝ¸āg
⑴

計算機ä OS á Linux Ĉ採用

⑵

監視制御操作卓ä押ÍŅĨŜj表示ŅĨŜàßĈàÅ

警報

データ
編集卓

系統監視制御ĠĢįŉĈłsĢÞÍÜÀĀh主à特徴å次

KVM
延長装置
データ編集卓
クライアント

LCD
KVM
延長装置

監視制御
サーバ
（シングル）

監視操作卓
クライアント

⑶

TC}įŕĜŜ~結合装置j通信故障 SV 出力装置á

ÀÇāľŕĖĠĿŔà規模拡張
⑷

外部時計装置
（FM 補正，
NTP サーバ）
コンソール
（ノート PC）

出力
出力

™表示入力

通信故障
SV 出力装置

TC 結合装置

情報出力

将来ä伝送ŀŖıĜŔ変更îä容易à対応

内閣府沖縄総合事務局向け福地・新川ダム管理用制御処理設備
富士電機åh内閣府沖縄総合事務局向Çá福地j新川ĩ

図2

福地ダム管理支所操作室

図3

笹津発変電管理所のダム監視操作卓

ŉ管理用制御処理設備Ĉ納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
⑴

福地ĩŉh新川ĩŉä 2 Á所äĩŉ管理業務Ĉ福地ĩ
ŉ管理支所áÜ行¼統合化ĠĢįŉÝ¸āg

⑵

福地ĩŉä下流洪水吐ä流量調整用ěsı}日本Ýå
採用事例Â少àºĲŒŉěsı~Ĉ遠方手動操作装置á
Ü制御Ĉ行¼gĲŒŉěsıÞåh貯水池ä水Ĉ注水j

排水ÏāÉÞÝ水室ä水位Ĉ上下ËÑh扉体ä浮力ä調
整áþĀ開閉Ĉ行¼øäÝ¸āg
⑶

隣接Ïāĩŉúĩŉ統合管理事務所Þä間Ýh気象j

ĩŉ諸量İsĨàßä連携j提供Ĉ行¼g

北陸電力株式会社向け神通川水系ダム管理システム
富士電機åh北陸電力株式会社向Ç神通川水系ĩŉ管理
ĠĢįŉĈ受注Íh2009 v 2010 年度ä 2 Á年Ý対象Þà
ā全 5 Á所äĩŉá順次ĠĢįŉĈ納入ÍÜºāg
本ĠĢįŉåh複数äĩŉÝ構成ËĂā連接水系運用ä
効率化ú高度化Ĉ目的ÞÍÜºāg主à特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

最新ä IP 網Þ HDLC 回線Þä二重化構成áþĀ各地

点ä水位j雨量情報Ĉ拠点ĠĢįŉá集約Íh連接水系
ä一貫運用Ĉ支援Ïā統合監視j制御機能
⑵

出水時á必要àh関係機関îä各種通知通報手続ÃÞ
連動ÍÕ適切àĕčĩŜĢ機能

⑶

拠点ĠĢįŉä故障発生時ú保守点検áþāĠĢįŉ

停止時øh運転員áþā的確à放流操作Ĉ支援ÏāĹĬ
ĘċĬŀ機能
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屋外
アンテナ
情報
LAN

KVM
延長装置

™制御権状態
™回線状態
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財団法人電力中央研究所向け系統解析用電源・負荷模擬装置
富士電機åh財団法人電力中央研究所向Çá系統解析用

図4

インバータ形電源・負荷模擬装置

図5

太陽光・風力発電モデル

図6

VQC装置

čŜĹsĨ形電源j負荷模擬装置Ĉ開発Íh納入ÍÕg主
à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

電圧 200 V Ý模擬系統á接続Íh連続定格 200 kVA
ä電源j負荷容量Ĉ持Úg

⑵

VF 運転ŋsĲÝåh模擬電力系統ä無限大母線Ĉ模

擬可能Ý¸ĀhPV 運転ŋsĲÝåh電源đœċÀþé
負荷đœċä模擬Â可能Ý¸āg
⑶

周波数制御ú電圧制御ä強ËÞ応答速度Ĉ設定ÝÃā
þ¼áÏāÉÞÝh分散電源Ĉ含ö系統ä周波数安定度

Þ電圧安定度á与¾ā影響Ĉ調整可能àøäÞÍÕg
⑷

模擬系統事故áþā周波数動揺ú瞬時電圧低下á対Í

Üh運転継続可能à制御j保護方式Ĉ開発ÍÕg

中部電力株式会社向け太陽光・風力発電モデル
富士電機åh再生可能đĶŔėsÂ電力系統á連系ÍÕ
際ä影響評価Â可能à太陽光j風力発電ŋİŔĈ開発Íh
中部電力株式会社系統解析ĤŜĨsäċĳŖęĠňŎŕs
Ĩá納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

天候á対Ïā太陽光j風力発電ĠĢįŉä出力変動特
性ä模擬Â可能

⑵

太陽光発電ĠĢįŉä制御系Ý¸ā{最大電力追従制
御|
{電圧上昇抑制制御|
{瞬時電圧低下時ä運転継続機
能|ä応動解析Â可能

⑶

単独運転検出機能}能動的方式h受動的方式~ĈåÎ

÷ÞÏā太陽光j風力発電ĠĢįŉá適用ËĂÜºā保
護œŕsä動作検証Â可能

東京電力株式会社向け新型 VQC 装置
富士電機åh東京電力株式会社向Ç新型 VQC}電圧j
無効電力制御~装置ä 1 号機Ĉ開発Í納入ÍÕg主à特徴
å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

仕様ä標準化h構成機器ä見直ÍàßáþÙÜ従来比
約 50 % ä装置ä縮小化Ĉ達成ÍÕg

⑵

5,000 点以上¸ā整定値入力操作ä簡素化Ĉ目的áh

CSV ľĊčŔĈ利用ÍÜİsĨĈ一括転送Ïā{一括
整定機能|Ĉ実装Íh整定作業ä簡素化Ĉ実現ÍÕg
⑶

整定時äĻŎsŇŜđŒs防止策ÞÍÜhİsĨľĊ
čŔÞ装置間ÝäİsĨĪĐĬĘ機能áhCRC ĪĐĬ

Ę機能Ĉ採用Íh受渡Í時äİsĨ破損áþā誤整定úh
複数装置äľĊčŔİsĨ取違¾áþā整定ňĢĈ確実
á防止ÏāĠĢįŉĈ実現ÍÕg
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中部電力株式会社向け小規模 DAC システム
富士電機åh中部電力株式会社 稲永変電所向ÇáİġĨ

図7

小規模DACシステム

図8

計器用設定・収集システムⅡ

Ŕ監視制御ĠĢįŉÞÍÜ小規模 DAC}回線単位制御盤~
ĠĢįŉĈ開発Í納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

従来h変電所設備個々ä仕様á合ąÑÜ製作ÍÜºÕ

各種制御盤Ĉh種別ÊÞá仕様Ĉ統一Í標準化Ĉ図ÙÕg
⑵

ŏsğŊŜįĳŜĢ機能Ĉ充実Íh変電所ÊÞä仕様

差異îä対応úh変電所設備ä改修á応ÎÕİsĨä変
更Ĉ容易á実施可能ÞÍÕg
⑶

従来äįŕĜŜ機能Ĉ小規模 DAC ĠĢįŉ内ä装置
Ý構成ÏāÉÞáþĀĠĢįŉä一体化Ĉ図ÙÕg

⑷

一過性ä故障áþĀh制御機能Â過剰á喪失ÏāÉÞ
Ĉ抑制ÏāÕ÷h異常検出時á自動的á電源Ĉ{切 /

入|ÞÏā{ńŘčıœĤĬı機能|Ĉ設ÇÕg

中部電力株式会社向け計器用設定・収集システムⅡ
通信機能付Ãä高圧用Àþé低圧用電力量計}全 7 機
種~á計量ĺĨsŜàßä各種設定Þ計量İsĨä読取Ā
Ĉ 1 台ä携帯情報端末}PDA~Ý行¼ÉÞÂ可能à設定j
収集ĠĢįŉĈ開発Íh2010 年 11 月á量産開始ÍÕg

本店・支店・営業所

現地

設定確認用装置（PC 用アプリ）
のメニュー画面

計器用設定器のメニュー画面

本ĠĢįŉåh2002 年á開発ÍÕĠĢįŉä次世代製
品Ý¸Āh主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

設定帳票ÁÿĩčŕĘıáĠĢįŉî取込õ可能ÞÏ
āÉÞÝh計量ĺĨsŜ作成業務ä最適化j省力化

⑵

İsĨ変換機能áþā旧ĠĢįŉÞä互換性確保

⑶

IDjĺĢŘsĲáþā管理権限機能追加

⑷

情報漏洩}ă¼¾º~á対ÏāİsĨĤĖŎœįČ機

高圧用電力量計
（既設）

CF メモリーカード
（計量パターン，計量データを保存）

能強化
⑸

通信機能による
設定・読取り

電流ıŕŜĲİsĨ変換jęŒľ作成機能追加

低酸素空気供給機能付き燃料電池システムの実証機の納入
富士電機åh2009 年á発売ÍÕFP-100iä 1 号機Þ
ÍÜh低酸素空気供給機能付Ã燃料電池ĠĢįŉĈĲč
ĭjN2telligence 社向Çá出荷ÍÕg2010 年 5 月ÁÿĲč
ĭäŝČĢŇsŔÝ実証試験Ĉ開始Íh所期ä性能Ĉ確認
ÍÕg燃料電池å空気中ä酸素Þ燃料中ä水素Þä反応Ýh
電力Þ熱Ĉ供給ÏāĠĢįŉÝ¸āg本用途åÓä空気極
排ĕĢĈ利用ÏāÉÞÝh空気中ä酸素濃度Ĉ低下ËÑh
İsĨĤŜĨsàßä火災予防ĠĢįŉÞÍÜ利用Ïāg
N2telligence 社åh電力j空調j給湯j低酸素空気ä四
ÚĈ同時á得āÉÞÁÿhQuattro Generation ä商品名Ý
Ĳčĭ国内ÖÇÝàÅh欧州全域Ýä販売Ĉ開始ÍÜºāg
N2telligence 社Â製作Ïā火災予防ĠĢįŉá富士電機製
ä燃料電池Ĉ使用Ïā独占契約Ĉ締結ÍÜºāg
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耐震形体表面汚染モニタ
富士電機åh新潟県中越沖地震ä震源地á近º原子力発

図 1 0 耐震形体表面汚染モニタ

電所Ýä事例Ĉ踏ô¾hËÿàā安全確保Ĉ目指ÍÜ震
度 7 Ýø性能Ĉ維持Ïā耐震形体表面汚染ŋĴĨĈ開発Íh
東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所á納入ÍÕg
本装置åh原子力発電所ä放射線管理区域境界á設置Ë
Ăh区域外î退出Ïā作業者ä体表面îä放射性物質ä汚
染Ĉ測定ÏāøäÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
15 m/s21,500 Gal}震度 7 ä最大加速度á相当~
ä

⑴

揺ĂĈ受ÇÜø性能j機能á変化ÂàÅh体表面ä汚染
測定ä継続実施Â可能}実振動試験Ý耐震性ä実証確認
済õ~
⑵

小型化ÍÕ新型検出器ä採用áþĀ測定性能Ý¸ā検

出感度Â約 30 % 向上}対従来比~

半導体式ハンドフットクロスモニタ
富士電機åh半導体検出器Ĉ採用ÍÕ新型ĸŜĲľĬı

図 1 1 半導体式ハンドフットクロスモニタ

ĘŖĢŋĴĨĈ開発Íh独立行政法人沖縄科学技術研究基
盤整備機構}沖縄科学技術大学院大学~á納入ÍÕg
本装置åh研究所j病院j原子力発電所àßä放射性物
質Ĉ取Ā扱¼施設Ýh作業者ä手h足ôÕå衣服á付着Í
Õ放射性物質ä表面汚染Ĉ検知ÏāøäÝ¸āg主à特徴
å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

質量約 35 kg}従来比 1/2~Ý小型j軽量

⑵

移設時ä持×運éÂ容易à折ĀÕÕõ構造ä採用

⑶

ĨĬĪĺĶŔáþā操作性ä容易化Þ汚染位置表示

⑷

70 W}AC100 V~ä低消費電力Þ検出器ä長寿命化
áþā低ŒŜĴŜęĜĢıä実現

⑸

高検出器感度k0.4 Bq/cm2}36Clh10 秒測定~

クリアランスレベル測定装置
富士電機åh財団法人電力中央研究所Â開発ÍÕ{自動

図 1 2 クリアランスレベル測定装置

形状認識ıŕč型ĘœċŒŜĢŕłŔ測定装置|Ĉ製品化
Íh東京電力株式会社 福島第一原子力発電所á納入ÍÕg
本装置åh原子力発電所àßÝ発生ÍÕ金属廃棄物}配
管h制御盤äĔĹsàß~ä放射線量Ĉ測定Íh対象物Â
放射性物質ÞÍÜ扱¼法定放射能濃度}ĘœċŒŜĢŕł
Ŕ~未満Ý¸āÉÞĈ確認Ïā装置Ý¸āg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
⑴

新開発ä大面積ŀŒĢĪĬĘĠŜĪŕsĠŐŜ検出器
ä採用áþā高感度j高効率à測定

⑵

ŕsğ計測áþā測定対象物ä形状認識ÞŋŜįĔŔ
Ŗ計算áþā効率jĹĬĘęŒďŜĲ計数率補正}電力
中央研究所ä特許~áþā高精度à測定
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放射線透過式配管厚さ測定装置
近年h発電ŀŒŜıàßä安定稼動ä観点Áÿh配管ä

図 1 3 配管厚さ測定装置

厚õ管理Â重視ËĂÜºāg富士電機åÉĂĈ踏ô¾h新
型ä放射線透過式配管厚Ë測定装置Ĉ開発Íh製品化ÍÕg
本装置åh東北電力株式会社Þ共同開発ÍÕ放射線透過
式配管減肉検出装置áh富士電機ä保有技術Ý¸ā 3 ļs
ŉ演算方式Ĉ適用ÍÜ測定性能Ĉ向上ËÑh絶対値測定Ĉ
可能ÞÍÕøäÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

放射線透過式測定方法Ýåh測定値Â配管ä放射線入

射側厚ËÞ透過側厚Ëä合計厚ËÝ¸ÙÕäá対ÍÜh
3 ļsŉ演算方式Ĉ適用Í配管厚Ëä絶対値測定Â可能
⑵

新開発ä自動回転配管取付ÇġęĈ用ºÜh配管円周
方向ä配管断面ä厚ËŀŖľĊčŔ測定}絶対値測定~
Â可能

太陽光システム
株式会社ヒロセ企画向け屋上広告塔への太陽電池設置
株式会社ĻŖĤ企画ä本社ļŔ屋上ä広告塔áhċŋŔ

図 1 4 株式会社ヒロセ企画の本社ビルに設置した太陽電池

ľĊĢ太陽光発電設備}17 kW~Ĉ納入ÍÕg
2007 年á東京都景観条例Â改正ËĂh新宿御苑周辺ä
広告看板Â禁止ËĂÕg数年前Áÿ省đĶŔėsá取Ā組
ĉÝºÕĻŖĤ企画åhÉä景観条例改正Ĉ契機ÞÞÿ¾
太陽電池ä設置Ĉ計画ÍÕgÉÉáh富士電機ä{軽ÅÜ
曲Âā|ċŋŔľĊĢ太陽電池Â着目ËĂh設置工事á
至ÙÕg出来栄¾ø{日射条件áþĀ色合ºÂ変化Ïā点
ø満足|Þä評価Ĉ得Õg
⑴

既設äĶēŜ看板Ĉ利用ÍÜ太陽電池Ĉ設置ÏāÉÞ
Ý環境対策ä見¾ā化Ĉ実現ÍÕg

⑵

曲Âā特長Ĉ生ÁÍhļŔäľĒŔŉá合ąÑÕİğ

čŜÞÍÕg

熊本県南関町立南関中・第二小学校向け太陽光発電設備
南関町立南関中学校Àþé南関第二小学校向ÇáċŋŔ
ľĊĢ太陽光発電設備}各 20 kW~Ĉ納入ÍÕg
2 校åh学校版環境 ISO Ĉ実践ÍÜºÕÉÞÁÿh
{Ģ
ĘsŔĴŎsİČsŔ|案件ÞÍÜ南関町教育委員会Áÿ
選æĂh校舎ä陸屋根}ăÅúã~ú体育館ä屋根á富士
電機製ä鋼板一体型太陽電池ŋġŎsŔĈ設置ÍÜºāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

年間発電量ä期待値k19,254 kWh

⑵

年間 CO2 削減量k7.45 t

⑶

児童ä目áÚÃúÏºþ¼h屋外j屋内á発電量表示
装置Ĉ設置Íh環境教育ä促進Â期待ÝÃāg

⑷

保護者Àþé周辺住民ä太陽光発電îä関心Ĉ強÷h
太陽光発電設備ä周囲îä波及効果Â期待ÝÃāg
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太陽光システム
佐藤製薬株式会社 八王子工場向け太陽光発電システム
佐藤製薬株式会社 八王子工場向Çá太陽光発電ĠĢį

図 1 6 倉庫の折半屋根に設置した80 kW太陽電池

ŉ}100 kW~Ĉ納入ÍÕg太陽電池å多結晶ĠœĜŜĈ
使用Íh建屋ä陸屋根}ăÅúã~á 20 kWh倉庫ä折
半屋根á 80 kW Ĉ設置ÍÕg発電電力åh富士電機äĺ
ŘsĜŜİĠŐĳPVI7700Ĉ介ÍÜ電力系統Þ連系Ï
āgİsĨ収集装置áþĀh発電電力h日射量ä計測表示h
Àþé日報j月報àßä帳票出力Â可能Ý¸āg
⑴

年間発電量ä期待値k92,276 kWh

⑵

既設建屋Ĉ有効活用Íh太陽電池設置用ä敷地Â不要

⑶

陸屋根ä基礎工事åh防水ĠsıĈ活用ÏāÉÞÝ簡
易áÍh工期Ĉ短縮

49

富士時報

Vol.84 No.1 2011

［環境ソリューション］

産業ソリューション
駆動制御システム
計測制御システム
計測・センサ
産業電源
施設電機

展

望

産業ĦœŎsĠŐŜ分野áÀºÜåh国内ä鉄鋼j化

ú一般医療機関Ý働Å医療従事者ä γ 線h中性子線ä放

学j機械ŊsĔsä設備投資計画Â従来äþ¼à設備ä新

射線量Ĉ測定Ïā個人被æÅ線量計Ĉ製品化ÍÕgĕĢ事

設ú増設ÝàÅh既存設備Ĉ生ÁÍÜ生産性j歩留Āä向

故Ĉ未然á防止ÏāÞÞøáhĕĢ警報器Ýåh従来機種

上ú自動化j省力化ä拡大hÀþé老朽化ÍÕ設備ä更新

þĀ約 20 % ä薄型化j軽量化Þh約 50 % ä低消費電力化

àßh確実á投資回収ÂÝÃāøäá変化ÍÜÃÜºāg

Ĉ実現ÍÕg

ôÕh自動車ä生産台数ä回復úhÉĂá伴¼粗鋼生産量

ĲŒčĿĦœŎsĠŐŜ向Çá業界最高速度ä演算周

ä増加àßáþĀhċġċĈ中心ÞÍÕ海外ä設備投資å

期 0.25 ms Þ高精度位置決÷制御Ĉ実現ÏāĜŜıŖsŒ

堅調à伸éÂ期待ÝÃāgÉäþ¼à状況ä中h富士電機

MICREX-SX SPH3000 for motionĈ開発ÍÕg自動車

å環境á貢献Ïā製品ÛÅĀĈ進÷ÜÃÕg工場ú事務所

工業向ÇĞsŅŀŕĢú鉄鋼設備向Çä高速応答j高精度

Ý使用ÍÜºāđĶŔėsú設備j機器ä稼動状況Ĉ見¾

制御Â要求ËĂā分野î応用ÝÃāgôÕh
MICREX-

ā化ÍhÓĂÿäŇĶġŊŜıĈ行¼gËÿáh実際äđ

SXä信頼性Ĉ高÷ā出力二重化ċĳŖęŋġŎsŔä機

ĶŔėsä使用方法Ĉ最適化ÍÜ設備j機器ä運転方法ø

種Ĉ拡充ÍÕg鉄鋼加熱炉ú焼却炉àßä故障発生時á運

改善ÝÃāþ¼áÏāÉÞÝh海外ø含ö幅広º分野Ý最

転Ĉ止÷Ðá自動復帰Â必要à用途î適用ËĂāg

適運用Ĉ推進ÍÜºāg
駆動制御ĠĢįŉ分野Ýåh省đĶŔės}省đĶ~

ĕĢ分析計Ýåh従来ä方式á比ïÜh高速応答ÞŊŜ
įĳŜĢľœsä特徴Ĉ持Ú近赤外半導体ŕsğĈ使用Í

á役立Ú高圧čŜĹsĨä製品系列Ĉ拡大Íh中国Ĉå

Õ直接挿入ŕsğĕĢ分析計Ĉ開発ÍÕg電力úĤŊŜıh

Î÷ÞÍÕ海外市場îä展開Ĉ本格化ÍÕg一般産業向

Êõ焼却h石油化学àßä分野Ý応用Â期待ÝÃāg

Çáå 3 kV 3 ŕłŔ水冷 IGBT}Insulated Gate Bipolar

産業電源分野Ýåh世界最大ĘŒĢÞàāċĿĩļ向Ç

Transistor~čŜĹsĨĈ開発ÍÜºāg主á鉄鋼j石油

ċŔň精錬用整流設備Â現地完工ÞàĀ生産Ĉ開始ÍÕg

化学向Çä大型電動機ä高効率運転Ĉ実現ÏāgôÕh直

ċŔň精錬用整流装置ä単器大容量化äÕ÷h三次元磁界

流電動機駆動用電源ä機能Ĉ拡張ÍhŀŒŜıŀŖĤĢä

解析技術Ĉ積極的á利用ÍÜºāg鉄鋼電気炉Ýåh国内

高効率運転á適用ÝÃā直流電源装置Ĉ開発ÍÕg鉄鋼関

最大ĘŒĢÞàā製鋼用直流ċsĘ炉設備Â生産Ĉ開始Í

連Ýåh海外ŀŖĤĢŒčŜ設備h国内電炉特殊鋼圧延設

Õg工業電熱Ýå大容量 IGBT 誘導炉電源}10 MW~Ĉ

備àßä更新工事áÀºÜh多Åä納入実績Ĉ¸ÈÕg

製品化ÍÕg

計測制御ĠĢįŉ分野Ýåh食品向ÇļŔđĶŔės管

施設電機分野Ýåh省đĶh温暖化対策ĈĖsŘsĲá

理ĠĢįŉáđŜĲŏsğĜŜĽŎsįČŜę思想Ĉ組õ

ÍÕ市場Ĵsģä高ôĀá対応ÍhĲŒčđċ C-GIS}7.2

込õh日々ä操業状況á適ÍÕ最適運転Þ設備投資Ĉ計画

v 72 kV~Þ植物油変圧器Ĉ核ÞÍÕ環境配慮形受変電Ġ

ÝÃā EMS}Energy Management System~Ĉ実現ÍÕg

ĢįŉĈ開発j製品化ÍÜºāg電力品質向上対策ÞÍÜh

鉄鋼ŀŒŜı向Çáå転炉ĕĢä最適需給制御Ĉ可能ÞÏ

蓄電İĹčĢá世界Ý初÷ÜœĪďŉčēŜĖŌĺĠĨĈ

ā最適化ĠĢįŉĈ納入ÍÕg化学ŀŒŜı向ÇÝåĠœ

適用ÍÕ瞬低対策装置Ĉ 2011 年á納入予定Ý¸āg

ĜŜ精製用ĕĢ製造工場á安全計装機能Þ一般計装機能Ĉ

産業ĦœŎsĠŐŜ分野áÀºÜh得意ÞÏā駆動制御

同ÎĜŜıŖsŒÝ実現Ïā安全計装ĠĢįŉĈ納入ÍÕg

ú産業電源Ĉ中心ÞÍÕĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞh電機

計測jĤŜĞ分野Ýåh設備ä見¾ā化Ĉ実現Ïā機器

Àþé計測制御ĠĢįŉĈ駆使ÍÕĦœŎsĠŐŜ提案á

Ĉ開発ÍÕg工場現場Ý数多Å使用ËĂÜºā回転機ä稼
動状況ĈēŜŒčŜÝ監視ÝÃā回転機振動監視ĠĢįŉ
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駆動制御システム
大容量 3 kV 3 レベル水冷 IGBT インバータ
富士電機åh3 kV 3 ŕłŔ水冷 IGBT čŜĹsĨä開

図1

水冷IGBTインバータ

発Ĉ進÷Üºāg適用Ïā分野åh鉄鋼Àþé非鉄圧延主
機h石油化学分野向Ç大容量ĜŜŀŕĬĞÝ¸āg
主à仕様Þ特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

基本仕様
出力電圧k3.1 kV
容量k6.2 MVA}最大 24.8 MVA~

⑵

冷却方式Ĉ水冷ÞÍh大容量化Þ装置äĜŜĺĘı化

Ĉ図ÙÜºāg
⑶

PWM ĜŜĹsĨáþĀh100 % 電源回生可能h電源
力率≒1h高調波≒0 ÞÍÜºāg

⑷

誘導電動機Þ同期電動機á適用ÝÃāg

産業用直流電源装置
整流器制御Àþé直流電源制御ä機能Ĉ拡張ÍÕ全İġ

図 2 「LEONIC-M700」と「LEONIC-M Compact」

ĨŔ式ĞčœĢĨ制御装置Ĉ製作Í納入ÍÕg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

従来ä直流電動機制御á加¾h金属ä表面処理ú洗浄h
加熱Ĉ目的ÞÍÕ低電圧j大電流ä整流器制御ú直流電

源Ĉ可能áÍÕg
⑵

盤Ĩčŀ直流制御装置LEONIC-M700ÞŏĴĬı

形直流制御装置LEONIC-M CompactĈĠœsģ化
ÍÕg
⑶

高性能j高機能Þ使ºúÏËĈ追求ÍÕ制御装置Ýh
上位ÞäčŜĨľĐsĢå従来äċĳŖę方式á加¾h
T œŜĘhSX ĹĢhPROFIBUS-DP àßä各種伝送方
式Â可能Ý¸āg

海外向けプロセスラインの更新
新設Â中心Ý¸ÙÕ海外向ÇŀŖĤĢŒčŜ制御ĠĢį

図3

監視制御システムの更新例

ŉä納入øh国内同様á能力増強úĠĢįŉŕłŔċĬŀ
äÕ÷ä更新Â行ąĂāþ¼áàÙÜÃÕg最近実施ËĂ
Õ更新ä概要å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĲŒčĿĠĢįŉä交流化jİġĨŔ化

⑵

最新 PLC ä導入áþā保守合理化

⑶

監視制御ĠĢįŉÞÍÜĨĬĪĺĶŔÀþéŖėŜę
ĠĢįŉĈ導入
ÉĂÿä更新Ýåh海外工事業者ä施工能力Ĉ考慮ÍÕ

更新範囲ä設定h工程計画àÿéáđŜġĴċœŜęĈ行
¼ÉÞÝ円滑à工事Ĉ実現ÍÜºāg
稼動後長º時間Ĉ経過ÍÕ制御ĠĢįŉå海外Ýø数多
Åh今後øÉĂÿä更新需要á応¾ÜºÅg
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駆動制御システム
特殊圧延機用直交配電形インバータの納入
電炉ŊsĔs各社å設備老朽化対策Àþé新鋼種j新Ğ

図4

圧延機用直流配電形インバータ「F4400 VM5R」

図5

高機能エネルギー管理システムの画面例

図6

副生ガス需給制御システムの構成

čģä生産Ĉ目的ÞÍÜ設備増強ÞĠĢįŉäŕłŔċĬ
ŀĈ実施ÍÜºāg設備増強ä一環ÞÍÜåh従来ä圧延
設備ä上流á圧延機Ĉ増設Íh低温圧延Ĉ可能ÞÏā設
備増強Â増¾Üºāg今回h産業用čŜĹsĨ}3 ŕłŔh
2,000 kVA~áþā交流化áþÙÜ次Ĉ実施ÍÕg
⑴

電動機容量ä増大Ĉ図Āh圧延動力増大áþĀ低温特

殊圧延á対応ÝÃāþ¼áÍÕg
⑵

設備ä増速áþĀh圧延設備ä生産性向上Ĉ図ÙÕg

⑶

PLChHMI àß全İġĨŔ化ÏāÉÞÝ設備監視Ġ

Ģįŉä多様化Â実現ÍhıŒĿŔ解析Â容易ÞàÙÕg
ôÕh老朽化機種更新áþĀhĩďŜĨčŉĈ低減Íh
安定操業á貢献ÍÕg

計測制御システム
高機能ビルエネルギー管理システム
富士電機åh製造管理ĠĢįŉÁÿ生ôĂÕ実績分析
ĺĬĚsġMainGATE/PPAĈ用ºÜ高機能ļŔđĶ
Ŕės管理ĠĢįŉ}BEMS~Ĉ提供ÍÜºāgđĶŔ
ės管理区分h個別設備jĠĢįŉä動作検証h性能検証
àßh数十種類ä分析評価įŜŀŕsıĈ持×h容易áĠ
ĢįŉĈ構築ÝÃāgôÕhEUC ä思想á基ÛºÜ開発
ÍÕĠĢįŉäÕ÷h初期導入後hđŜĲŏsğáþāĜ
ŜįŜĭ追加úŊŜįĳŜĢÂ可能Ýh継続的à省đĶŔ
ės活動Ĉ強力áĞņsıÏāg
富士電機ä BEMS 導入áþĀh建物全体Áÿ個別設備
ôÝhđĶŔės利用áÁÁąā全İsĨĈ把握j分析Ï
āÉÞÂÝÃh日々ä状況変化á応ÎÕ最適à運転方法ä
立案Þ最適à設備投資計画ä立案Â可能Ý¸āg

鉄鋼プラントのエネルギー最適化システム
製鉄所Ý大量消費ËĂā多種多様àđĶŔėsĈ集中的
á監視制御Íh生産工場îä安定供給ÞđĶŔėsĜĢı
ä削減Ĉ目的ÞÏāđĶŔėsĤŜĨsåh富士電機ä得

タイム
サーバ

意ÞÏā分野ä一ÚÝ¸āg
某所áh副生ĕĢ放散Ĉ防止ÍĕĢ回収ńŔĩä有効活

ビジネス
コンピュータ
切替器 /
モデム

ローカル LAN

操作端末 1

操作端末 2

コンソール

用Ĉ目的ÞÍÕ需給制御ĠĢįŉĈ納入ÍÕg本ĠĢįŉ
åh実績値Ĉ基á副生ĕĢ発生量j使用量Ĉ予測Ïāċŀ

開発端末

œĚsĠŐŜĞsĹÞhÉä予測ËĂÕ値áþĀńŔĩÁ
ÿä最適à払出量Ĉ計算Ïā最適化ĞsĹhËÿáÉä最

アプリケーションサーバ

¼ DCS Ý構成ËĂāg本ĠĢįŉáþĀh複数¸ā転炉
ÞńŔĩäËôÌôà操業ĺĨsŜá対応ÍÕ副生ĕĢ最
適化運用Ĉ可能ÞÍÕg
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G/W コントロールステーション

制御 LAN

適量Ĉ目標値ÞÍĿŖŘ払出制御h負荷先使用量制御Ĉ行
HMI

最適化サーバ

データ
ベース

コントロール
ステーション
DCS 制御 LAN
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計測制御システム
化学プラントの安全計装システム
富士電機Ýåh工業用ĕĢ製造工場á分散型監視制御Ġ

図7

化学プラント安全計装システムの例

ĢįŉMICREX-NXĈ納入ÍÕg
MICREX-NX

ĕĢ製造ŀŒŜıáåh産業事故ä防止対策ÞÍÜ安全

レーザプリンタ

OPC

OS n

OS1

OS：オペレータステーション
ES：エンジニアリングステーション

計装ä導入Â必須Ý¸āg本安全計装åh機器ä故障Â
ターミナルバス

¸ÙÕ場合hĠĢįŉÂŀŖĤĢá対Í安全側á働Åþ¼

ES
（マスタ）

機能Ïāg

OS
サーバ

ES
（サブ）

アーカイブ
サーバ
プラントバス

MICREX-NX Ýåh安全計装機能Þ一般計装機能Ĉ同

AS-417
（冗長）

ÎĜŜıŖsŒÀþéđŜġĴċœŜęĭsŔ内á混在可

AS-417
（冗長）

安全計装 /
一般計装
ロッカ

能Ý¸ĀhĠĢįŉ構成ĈĠŜŀŔáÝÃāÞº¼ŊœĬ

一般計装
ロッカ
一般設備

安全計装設備

ıĈ持ÙÜºāg本ĠĢįŉÝåh安全計装áÀÇā異常

バリア

要因Þ操作対象Þä関係ĈŇıœĬĘĢá表示ÏāÉÞÝh

信号中継

監視操作Ĉ容易áÍÕg

マーシャリング・
バリア盤

現場

一般設備

バリア

バリア

信号中継

信号中継

現場

現場

一般設備

信号中継

現場

計測・センサ
無線式回転機振動監視システムの適用拡大
労働人口ä減少ú産業構造変化áþĀh工場ä回転機ä

図8

無線式回転機振動監視システムの構成

保守業務åh従来ä人手áþā個別点検作業ÁÿhIT 化
診断管理
パソコン

áþā作業ä省力化ÞĜĢıĩďŜÂ求÷ÿĂÜºāg富

LAN

士電機Ýå RF ĨęÞ振動ĤŜĞ技術áþĀh回転機稼動
状態äēŜŒčŜ傾向監視Ĉ行¼回転機振動監視ĠĢįŉ

ＬＡＮアダプタ

診断ソフトウェアの高機能化（新機能）
インバータによる高周波電磁
振動影響除去
ベアリング傷相当周波数表示ほか
計測データの登録はオフライン

Ĉ開発Íh現在ôÝáh鉄鋼h電機h化学àßä製造分野

ＲＳ- ４８５

ú電力h鉄道h道路àßä社会čŜľŒ分野Áÿ多Åä引

送受信機

Ã合ºĈ受Çh納入Ĉ開始ÍÕg今回h振動äēŜŒčŜ
監視Þ設置ä容易ËÞº¼特徴á加¾Üh診断ĦľıďĐ

無線振動
センサ

無線通信
（特定小電力無線）

ċä高機能化hĤŜĞä分離}小型化~
h携帯端末àßä
機能強化Ĉ行¼ÞÞøáh回転機ÖÇÝàÅ保守業務全体
ä合理化h省đĶŔėshÀþé安心j安全Ĉ目的ÞÍÕ

一体型センサ

携帯端末機能
（新機能）
巡視点検作業
の簡単化

分離型センサ（新機能）
回転機への取付け，
および電波環境に障害
がある場合に有効

：今回の機能強化

ĦœŎsĠŐŜáþĀh一層ä適用拡大Ĉ目指ÍÜºāg

新型 LP ガス用ガス警報器
富士電機Ýåh新型 LP ĕĢ用ĕĢ警報器}単体型À

図9

新型LPガス用ガス警報器（単体型）

þé S 型ŊsĨ連動型~Ĉ開発ÍÕgºÐĂø従来ä単
体型警報器á対Íh取付Ç面積å同一Ýh約 20 % ä薄型
化j軽量化Þh約 50 % ä低消費電力化Ĉ実現ÍÕg
機能面áÀºÜåh故障診断機能ú警報履歴記憶機能h
警報停止ŅĨŜáþā警報停止機能àß新Õà機能Ĉ搭載
Íh警報器ä信頼性úŏsğä利便性Ĉ向上ËÑÕgôÕh
{交換期限切ĂÀ知ÿÑ機能|ä搭載áþĀh警報器ä有
効期限Ĉ超¾Õ長期使用Ĉ防止ÍhĕĢ使用環境ä安全性
向上á寄与Ïāg
本製品åh省đĶŔėsáþā地球環境保護îä貢献Þh
ĕĢ事故Ĉ未然á防止Ïā安全à社会ä実現á貢献Ïāg
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計測・センサ
プラント制御向け二重化アナログ出力モジュール
PLC å高信頼性Â要求ËĂāĠĢįŉîÞ適用範囲Ĉ

図 1 0 二重化アナログ出力モジュールの配線例

拡大ÍÜºāg今回MICREX-SX ĠœsģÝåhŋ
ġŎsŔÞÍÜ高信頼性Ĉ保証Ïā次ä特徴Ĉ持ÙÕŀŒ
Ŝı制御向Ç二重化ċĳŖę出力ŋġŎsŔä機種Ĉ拡充
ÍÕg
⑴

ċĳŖę部ä機械的à故障Ĉ自己診断Ïā機能

⑵

自己診断異常Â発生ÍÕÞÃh瞬時á稼動/待機Ĉ切
Ā換¾Ü制御Ĉ継続ÏāÉÞÂ可能

⑶

自己診断異常発生時á上位ŀŖĤĬĞá通知Ïā機能

⑷

ĠĢįŉ稼動中á故障ŋġŎsŔä活線交換Â可能

ÉĂÿáþĀh制御Ĉ止÷Ðá自動復帰Â求÷ÿĂā各

二つのモジュールの
アナログ出力を，
ワイヤードオア接続
する。

種加熱炉ú焼却炉制御àßáÀºÜh高信頼性Ĉ実現ÝÃ

アナログ出力信号

āg

新型赤外線ガス分析計
富士電機ä赤外線ĕĢ分析計áåh高精度ÖÂ大型àĩ

図 1 1 新型赤外線ガス分析計

ĿŔļsŉ方式Þh精度面Ýå劣āÂĠŜŀŔà構造Ý小
型àĠŜęŔļsŉ方式Â¸āg今回開発ÍÕ分析計Ýåh
ĠŜęŔļsŉ方式ä小型jĠŜŀŔà構造ÝĩĿŔļs
ŉ方式以上ä高精度Ĉ実現ÍÕg
本製品Ýå従来比約 9 倍ä高感度赤外線光学系ÀþéĲ
œľıĖŌŜĤŔ機構ä開発áþĀh従来比最大 20 倍ä
低濃度化Ĉ実現ÍÕ}NO・SO2 計 0 v 10 ppmhCOjCO2
計 0 v 5 ppm~
gÉĂáþĀhÉĂôÝä燃焼排ĕĢ測定h
工業炉ŀŖĤĢ管理用途á追加ÍÜhĕĢ分離ŀŖĤĢh
大気環境測定分野îä拡販Ĉ図āg
今後å本分析計Ĉ搭載ÍÕ分析装置Ĉ開発Íh国内ä
計量法á基ÛÅ型式承認Ĉ取得Ïā予定Ý¸āg

量子カスケードレーザによる直挿レーザ SO2 計
富士電機åh中赤外波長Ĉ発光Ïā量子ĔĢĚsĲŕs
ğĈ使用ÍÕ SO2}二酸化硫黄~計ä開発Ĉ行ÙÜºāg
従来äŕsğĕĢ分析計Þ比ïÜh受光感度h熱対策à
ß製品化îäĸsĲŔå高ºÂhŕsğĈ用ºÕ SO2 計
åôÖ市場áåàºÕ÷h製品化ÏĂæŕsğĕĢ分析計
Â持Ú高速応答ä特徴Áÿ電力hĤŊŜıhÊõ焼却ä脱
硫äŀŖĤĢ制御ú石油化学ä硫酸製造ŀŖĤĢàß新Í
ºċŀœĚsĠŐŜ市場Ĉ開拓ÏāÉÞÂÝÃāg
本ŕsğĕĢ分析計Â持Ú主à特徴Ĉ一般的àĞŜŀœ
Ŝę式 SO2 計Þ比ïÜ記Ïg
⑴

1 v 5 秒ä高速応答}約 3 v 7 分~

⑵

2.0 %FS/6 Á月ä長期ĥŖ点安定性}2.0 %FS/週~

}
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図 1 2 直挿レーザSO2計
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計測・センサ
汎用型温度調節計の系列拡大
汎用型ä温度調節計PXR4ĦĚĬıĨčŀá白色

図 1 3 汎用型温度調節計（白色ケース）

ĚsĢĈ新ÍÅ追加ÍÕgĦĚĬı端子構造ä本機åh保
守úœŀŕsĢ時á本体Ĉ差Í替¾āÖÇÝŘŜĨĬ
Ī交換ÂÝÃāÕ÷h再配線作業Â不要Ý省力化ÝÃā
Þº¼特徴Ĉ持ÙÜºāgôÕh
PXR Ġœsģ共通
ä NEMA4X 前面防水h大型表示hĖsēŃŕsĠŐŜh
PIDjľĊġčjĤŔľĪŎsĴŜę制御機能hŒŜŀ
ĦsĘ機能h警報機能ø装備ÍÜºāg
ôÕh他社äĦĚĬıĨčŀ端子Þ互換性ä¸ā製品ø
品Ôă¾ÍÜºāg保守jœŀŕsĢ需要á的Ĉ絞ÙÕ製
品ÞàÙÜÀĀh清潔感ä¸ā白色ĚsĢáþĀh食品Ĉ
åÎ÷多様à業界îä拡販Ĉ図āg

放射線作業者用線量計
富士電機åh消防ú警察h病院h研究所àßÝ放射線Ĉ

図 1 4 放射線作業者用線量計

取Ā扱¼作業者ä放射線量Ĉ測定Íh被æÅ量Ĉ把握Ïā
ÉÞáþĀ作業者ä健康Ĉ管理Ïā放射線作業者用線量計
DOSE iĈ開発ÍÕg測定線種åhγ 線Þ中性子線ä 2
種類ÝhĤŜĞä組合ÑáþĀ γ 線Ĩčŀhγ 線 + 中性
子線ĨčŀĈŒčŜċĬŀÍÜºāg特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

積算線量Þ線量率ä測定Â可能

⑵

耐水j耐ķčģ性能áþā信頼性向上

⑶

見úÏº有機 EL İČĢŀŕč

⑷

多彩à警報機能

⑸

線量計本体ÝËôÌôà設定Â可能

⑹

ņĚĬıá入āĜŜĺĘıj軽量ŅİČ

⑺

入退室管理ĠĢįŉîä展開Â可能

（a）γ 線＋中性子線タイプ

（b）γ 線タイプ

産業電源
アブダビ向けアルミ製錬設備の完成
ċĿĩļjđňŕsĭċŔň社向Çá単器容量ÞÍÜ世

図 1 5 DC1,750 V 87.5 kA出力「Sフォーマ」

界最大級äċŔň電解用変圧整流装置S ľĒsŇĈ納
入j施工Íh2009 年 12 月Áÿ順調á運転Ĉ開始ÍÜºāg
整流装置単器ä仕様åh入力 220 kVh出力 DC1,750 V
87.5 kA 153 MW Ýh5 台}1 台予備~Ý DC350 kA äċŔ
ň精錬ņĬıŒčŜá給電Ïāg今回h2 ņĬıŒčŜ分
Ĉ納入ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

厳Íº高調波規制ĈĘœċÏāÕ÷h電圧調整用変圧
器äčŜĽsĩŜĢĈ最適化Íh三次側á高調波ľČŔ
ĨĈ設置ÏāÉÞÝh高調波ä流出Ĉ抑制ÍÕg

⑵

DC350 kA ä給電äÕ÷äĿĢĹsĈ施工範囲ä中á
含÷h短絡事故時ä機械耐力Ĉ整流装置Þ協調Ĉ取Āà

Âÿ設計ÍÕg
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施設電機
台湾プラスチック向け 161 kV 変電設備の納入
台湾ŀŒĢĪĬĘęŔsŀ麥寮石油化学ŀŒŜıä負荷
ä増強hàÿéá大容量負荷ä移設áþā電力系統ä安定
化äÕ÷h台塑石化股份有限公司}FPCC~áh161 kV 級
50 kA 4,000 A 定格äĕĢ絶縁開閉装置}GIS~11 ŏĴĬ
ıÁÿ成ā 161 kV/33 kV 変電設備一式Ĉ納入Íh2010 年
2 月Áÿ順調á運転ÍÜºāg麥寮地区ä第四ä 161 kV
級変電所Þàā本設備ä完成áþĀh161 kV GIS å計 76
ŏĴĬıá達ÍÕg保護œŕsáåÏïÜ多機能型İġĨ
ŔœŕsĈ適用ÍhËÿá主要œŕså二重化ÞÏāÉÞ
Ý信頼性Ĉ向上ËÑÜºāg
屋内 GIS Þ電力ĚsĿŔáþā配電方式Ĉ採用ÍÕÉ
ÞáþĀh変電所ä縮小化h周囲環境Þä調和h保守ä省
力化àßä特徴Ĉ最大限á発揮ÝÃÕg
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自動車産業
輸送システム
搬送システム

展

望

2010 年度å厳Íº経済環境àÂÿøh輸送ĦœŎsĠŐ

Üºāg西日本高速道路株式会社ä阪和自動車道j長峰ı

Ŝ分野Ýåh新Õà世ä中ä動Ãá応¾āÕ÷ısĨŔĦ

ŜĶŔäⅡ期線向Çá納入ÍÕ環境対策用電気集Îĉ設備

œŎsĠŐŜä提供Ĉ目指ÍÜºāg

Âh2010 年 7 月Áÿ運用開始ÞàÙÕg道路遠方監視制

自動車産業分野Ýåh次世代ä自動車ÞÍÜ注目ËĂÜ

御設備Ýåh緊急地震速報Ĉ提供Ïā情報ĨsňĳŔĈ製

ºā電気自動車}EV~á注力ÍčŜľŒ整備事業対応À

作中Ý¸āgôÕh2010 年納入äĢŇsıčŜĨsĪĐ

þéĺŘsıŕsŜá関Ïā機器Ĉ開発Í発売ÍÕg

Ŝġ向Çá新開発äĜŜĺĘıĨčŀ車両判別機Â使ąĂ

čŜľŒ整備á関ÍÜåh2010 年á発足ÍÕĪŌİŋ
}CHAdeMO~協議会ä定÷ā充電器規格á準拠ÍÕ急速

Üºāg今後Þøh環境性h省đĶ化àßá対応ÍÕĠĢ
įŉĈ順次開発Íh社会čŜľŒÞÍÜ提供ÍÜºÅg

充電器Ĉ開発ÍÕg今後å課金ĠĢįŉúĢŇsıęœĬ

可変速機器分野Ýåh高性能łĘıŔ制御形čŜĹsĨ

Ĳàßä社会čŜľŒáø対応ÍÜºÅÕ÷á充電器ä拡

FRENIC-VG ĠœsģĈ発売ÍÕg基本性能Ĉ大幅á

充Ĉ図ÙÜºÅg

向上ÍhĞsŅŀŕĢàßĞsŅ用途áôÝ適用Ĉ拡大Í

ĺŘsıŕsŜáÚºÜåh富士電機ä半導体 IGBT

ÕgôÕh本格的à機能安全規格対応Ĉ行ºh4 種類ä安

}Insulated Gate Bipolar Transistor~Ĉ使用ÍÕ産業用č

全機能á対応ÍÜºāgËÿáh新制御基幹ĹĢ対応áþ

ŜĹsĨĈ基á開発Íh国内市場åøÞþĀ海外市場áø

Āh高性能ĜŜıŖsŒáþā超高速à同期制御Â可能Ý

展開ÍÜºāg大型ĹĢúıŒĬĘàßä分野îø適用Ĉ

¸āg汎用čŜĹsĨFRENIC-MEGA ĠœsģÝå

広ÈÜºÅ計画Ý¸āg

機能安全規格対応Ĉ行ÙÕñÁhĤŜĞ付ÃłĘıŔ制御

2011 年以降h各自動車ŊsĔsÝå新Íº電気自動車

áþāĞsŅ制御機能Ĉ搭載Íh位置決÷Â必要à搬送Ġ

ä投入計画Â¸āgÉĂá対応ÏāÕ÷h今後ø技術開発

Ģįŉàßáø適用Ĉ可能áÍÕgđŕłsĨ用途áå電

Ĉ継続ÍÜºÅ所存Ý¸āg

源回生ĜŜĹsĨ内蔵čŜĹsĨĈ開発Íh負荷電力ä電

鉄道車両分野ÝåhęŖsĹŔ対応ä車両用電気品Ĉ最

源îä回生áþĀ省đĶ化á貢献ÍÜºāg中国Ĉ中心

適àĠĢįŉĦœŎsĠŐŜÞÍÜ一括提供ÏāĺĬĚs

á市場Â拡大ÏāŖsđŜĲ市場á対Íh新Ġœsģ小

ġ化Ĉ進÷ÜÀĀhĠŜĕņsŔ地下鉄用á主回路電機品

型čŜĹsĨFVR-Micro ĠœsģĈ開発ÍÕg搬送h

ú電源装置àßĺĬĚsġ品ä納入Ĉ開始ÍÕgôÕh中

ľĊŜhņŜŀàßä単純可変速用途ĈĨsěĬıÞÍĜ

国hēsĢıŒœċ向Ç電源装置ú台湾向ÇœĴċĲċø

ĢıĺľĒsŇŜĢä向上Ĉ図ÙÕgĞsŅĠĢįŉÝåh

順次納入ÍÜºāg国内ÝåhN700 系新幹線電車用主回

高精度j高応答ÁÚ扱ºúÏºALPHA5-Smart Ġœs

路電機品Ĉ継続ÍÜ納入ÍhôÕh実績ä¸āœĴċĲ

ģä容量拡大Ĉ行ºh包装機械h搬送機械àÿéá工作

ċ駆動装置Ĉ東日本旅客鉄道株式会社京葉線 E233 系用áh

機械h彫刻機àßä適用範囲Ĉ広ÈÜºāg回転機分野Ý

電源装置Ĉ東京地下鉄株式会社 16000 系用á納入ÍÕg

åh小型j軽量j高効率àĤŜĞàÍ PM ŋsĨ}永久

鉄道地上変電分野Ýåh2010 年Áÿ 2011 年áÁÇÜh
成田新高速鉄道線ú九州新幹線全線開業àßäıĽĬĘĢ

磁石形同期電動機~
GNB2 形ĠœsģĈ開発Íh新Õ
á 5.5/7.5 kW 機Ĉ追加ÍÜh省đĶ用途î供給Ĉ開始ÍÕg

Â¸ÙÕg新線変電所ä建設Â一休õÏā中Ýh既設変電

今後Þø新Íº市場要求á応¾ā新Íº製品Ĉ提供Í続Ç

所ú遠方制御ĠĢįŉä老朽化á対応ÏāÕ÷ä機器更新

āg

àßÂ活発á行ąĂh富士電機åh環境性h安全性h省đ

富士電機åhĜċ技術Ý¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技

ĶŔės}省đĶ~化h省ŊŜįĳŜĢ性àßĈ考慮ÍÕ

術ĈłsĢáhĜŜņsĶŜıÞĠĢįŉĈ組õ合ąÑÕ

各種機器Ĉ多数納入ÍÕg

ĦœŎsĠŐŜÝh顧客満足度ä向上Ĉ追求ÍÜºÅg

道路分野Ýåh環境性h省đĶ化h安全j安心á注力Í
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自動車産業
ネットワークを中心とした電気自動車用急速充電器の取組み
富士電機åh電気自動車}EV~用急速充電器ä規格Ý

図1

急速充電器のネットワークサービスモデル

¸āĪŌİŋ}CHAdeMO~仕様á準拠ÍÕ{急速充電
器|Ĉ 2010 年á開発j発売Íh好評Ĉ得Üºāg今後ä

課金，認証，セキュリティ，
急速充電器稼動情報，カーシェアリング，
災害情報連携サービス など

展開ÞÍÜh各種ĶĬıŘsĘ網îä接続機能Ĉ具備Íh
EV 利用者Þ各種事業者双方äŊœĬıÞàāĞsļĢ機
能Ĉ搭載ÏāÉÞÝ独自性Ĉ持ÕÑÜºÅg
具体的áåhĶĬıŘsĘěsıďĐčŏĴĬıĈ開
発ÍhCHAdeMO áå規定ËĂÜºàºhœŋsı運転h
状態監視h充電Ŗęàßä機能Ĉ付加ÍÕg
充電器áÀÇāĶĬıŘsĘá関Ïā規格åºôÖ整備
急速充電器

ËĂÜºàºÂhôÐå課金j認証àßäĞsļĢî接続
ÍÜ利便性Ĉ高÷h充電器ä社会îä浸透Ĉ図ÙÜºÅg

ネットワーク
ゲートウェイユニット
（急速充電器に内蔵）

中国市場における車載パワー機器への取組み
2009 年á自動車販売台数Â世界最大}約 1,350 万台~Þ

図2

水冷式インバータ（開発品）

図3

C151A車両（計画図）

àÙÕ中国市場áÀºÜh電気自動車ú燃料電池車àßä
開発j導入Â進ĉÝºāg特áh上海àßä大都市ä路線
ĹĢå走行距離àßä想定Â容易Ýø¸Āh中国ä電気Ĺ
Ģ市場Âº×早Å実用化段階á入ÙÜºāg
Éä市場á向ÇÜh富士電機åhĺŘs半導体ĈĜċÞ
ÍÕ大容量電力変換技術ú風力発電向Ç水冷ĢĨĬĘ技術
àßĈ応用ÍÜh電気ĹĢ用水冷式čŜĹsĨĈ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

大容量}165 kW~Ý¸ĀhĹĢàßä大型車両îä
適用Â期待ÝÃāg

⑵

既存ä水冷đŜġŜ用ĹĢàßÁÿä改造Â容易Ý¸

āg

輸送システム
シンガポール地下鉄向け電気品
富士電機åhĠŜĕņsŔ地下鉄向Ç C151 A 車両}22
編成h132 両~用電気品ÞÍÜhŀŖĺŔġŐŜĠĢįŉ
}駆動ĠĢįŉ~Àþé補助電源ĠĢįŉä開発Ĉ完了Íh
川崎重工業株式会社á順次納入中Ý¸āg車両試験完了後
åhĠŜĕņsŔ東西線Àþé北南線ä増備車両ÞÍÜ運
用ËĂāg
本ĠĢįŉåh納入済õä同地下鉄向Ç C751B 車両用
電機品ĈłsĢÞÍÜ開発Ĉ進÷āÉÞÝh信頼性確保Þ
短期間Ýä開発Ĉ同時á達成ÍÕg高º安全性Ĉ要求Ë
ĂāĦľıďĐċá対ÍÜåhIEC 61508 áÀÇā安全度
水準ä SIL2 á応ÎÕ設計Àþé検証方法Ĉ新Õá導入Íh
現在ä基準áÀºÜø十分á高º安全性Ĉ確保ÍÜºāg

58

富士時報

輸送ソリューション

Vol.84 No.1 2011

輸送システム
東京地下鉄株式会社向け 16000 系車両用補助電源装置
東京地下鉄株式会社åh6000 系j5000 系àßä車両置

図4

16000系とインバータ装置

Ã換¾ÞÍÜh16000 系車両Ĉ新造ÍÕg富士電機åÉä
車両用á 240 kVA ä補助電源装置 32 台Ĉ受注Íh2010 年
12 月末ôÝá 12 台Ĉ納入ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

主素子á高耐圧大容量 3.3 kV 800 A IGBT Ĉ使用Íh
DC1,500 V ä架線電圧Ĉ直接 2 ŕłŔčŜĹsĨá印加

Íh部品点数削減j小型軽量化j信頼性向上Ĉ実現
⑵

16000 系車両åh乗Ā入Ăā千代田線}東京地下鉄株
式会社~
j常磐緩行線}東日本旅客鉄道株式会社~
j小田
急線}小田急電鉄株式会社~ähÏïÜä路線ä異àā
仕様ä信号機器á対Íh誘導障害Ĉ与¾àº設計Ĉ実現

⑶

地下鉄ä特殊性Áÿh万一äıŜĶŔ内ÝäĹĬįœ

完全放電á備¾h地上設備電源Ýø装置ä起動Â可能

東日本旅客鉄道株式会社 京葉線 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 2010 年 7 月 1

図5

京葉線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京葉線}外房線j内房線á直通運
転~E233 系電車áhœĴċŋsĨ駆動ĲċĠĢįŉĈ製
作Íh納入ÍÕg東海道線àßÝä実運用áÀºÜh待機
冗長型ĹĬĘċĬŀ方式ä有用性Â実証ËĂÜºāg主à
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低下Íàº機能 ･ 性能

⑷

信号čŜĨľĐsĢĈ完全無接点化
今後øh事後保全ÞÍÜä保守容易化àÿéá運行障害

ú列車遅延ä防止î向ÇÜ寄与ÍÜºÅg

東京都交通局 都営地下鉄新宿線神保町変電所の更新工事
東京都交通局 都営地下鉄新宿線ä神保町変電所áÀº

図6

都営地下鉄新宿線神保町変電所の変電設備

Üh変電設備ä一括更新工事Ĉ実施ÍÕg
主要機器åh24 kV ĕĢ絶縁ĢčĬĪėōh整流器用変
圧器h純水沸騰冷却式ĠœĜŜ整流器h直流 1,500 V Àþ
é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

SF6 ĕĢá代ąĀh乾燥空気Ĉ使用ÍÕ環境対応形ĕ
Ģ絶縁ĢčĬĪėōä採用áþĀh地球環境負荷軽減á
配慮ÍÕg

⑵

1 面当ÕĀä盤幅 350 mm ä回線単位形主配電盤Ĉ採
用ÏāÉÞáþĀh据付Ç面積ä縮小化Þ回線区分ä明
確化áþā保守性ä向上Ĉ図ÙÕg
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輸送システム
西日本旅客鉄道株式会社 関西本線 八尾・三郷へのタイポスト設備の新設
顧客ä地球環境保護á関Ïā地上変電設備ä取組õÞÍ

図7

タイポスト設備のパッケージ化

図8

指令室の設備指令中央システム

ÜhĨčņĢı設備Ĉ 2 Á所á新設ÍÕg設備åh直流遮
断器ú断路器h制御盤h蓄制盤h簡易遠制装置Ý構成ËĂh
ÉĂÿÏïÜä機器ĈĺĬĚsġá収納ÍÕøäÝ¸āg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ıŒĬĘÝ輸送ÝÃā寸法á抑¾ÜºāÕ÷hıŕs
Œ搬入Â困難à場所Ýø比較的容易á設置ÝÃāg

⑵

解体ÑÐá輸送ÏāÉÞÝ現地Ýä盤間ĚsĿŔä敷
設Â不要Ý¸Āh工場Ý確認ÍÕ品質äôô現地á納入
ÝÃāg

⑶

建屋ä施工Â不要ÝĚsĿŔ敷設量ø少àºÕ÷現地

工事ä工程短縮Â可能Ý¸Āh工事ä制約Â多º線路脇
áÀºÜøĢŉsģá設置ÝÃāg

札幌市交通局向け設備指令システムの更新
札幌市交通局向Ç設備指令ĠĢįŉĈ一括更新ÍÕg
本ĠĢįŉåh札幌市営地下鉄 3 路線}南北線j東西
線j東豊線~ä設備jĠĢįŉä統合監視制御Ĉ行¼ÞÞ
øáh保守作業ä計画j調整Ĉ支援ÍÜºāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

関連Ïā各社ĠĢįŉÞä接続Ĉ踏襲ÍÚÚhĠĢį

ŉ統合ÞĢœŉ化Ĉ実現ÍÕg
⑵

3 路線ä画面Ĉ集約Ïāàß監視性Þ操作性ä向上Ĉ

実現ÍÕg
⑶

Web 技術Ĉ採用Íh多数ä端末ä画面改修ú端末ä

増設Ĉ容易áÍÕg
⑷

ĞsĹú基幹 LAN å二重化Íh端末úŀœŜĨå代

替運用化ÏāÉÞÝh信頼性ä高ºĠĢįŉÞÍÕg

東日本高速道路株式会社 関東支社向け ETC 用車両検知器
富士電機åh東日本高速道路株式会社}NEXCO 東日本~
関東支社ä管内Ý計画ËĂÜºā 2010 年度ä ETC 設備
更新事業áÀºÜhETC 用車両検知器Ĉ受注Íh製作ÍÕg
本件åh別途発注ËĂÕ ETC 設備更新工事Þ協調Í
Üh製品ä納入Þ単体試験調整Ĉ行¼øäÝ¸āg納入Ï
ā ETC 用車両検知器åhŇŔĪłŜĩ対応型ä第 2 世代
}2 G~仕様ä装置Ý¸āÕ÷h当該čŜĨľĐsĢĈ保有
ÏāĞsĹ装置á接続可能Ý¸āg現在h関東支社管内Ý
調整中Ý¸āg今後åh高速道路各社áþĀ 2 G 仕様î切
替¾Â順次実施ËĂāÞ思ąĂāg
本装置ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴省ĢŃsĢ化
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⑵保守性ä向上

⑶耐環境性ä向上

図9

2 p.000.
124
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
第2世代（2G）仕様のETC用車両検知器
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輸送システム
中日本高速道路株式会社向けスマートインターチェンジ集約監視中央設備の納入
富士電機Ýåh中日本高速道路株式会社}NEXCO 中日

図 1 0 スマートインターチェンジ集約監視中央システム

本~向ÇĢŇsıčŜĨsĪĐŜġ}IC~集約監視中央
設備Ĉ 2010 年度á納入ÍÕg本ĠĢįŉåhNEXCO 中
日本金沢支社管内ä福井県h石川県Àþé富山県ä SA ú
PA äĢŇsı IC Ĉ対象ÞÍÜÀĀhĢŇsı IC ä無人
化Ĉ目的ÞÍÕ ETC 監視制御設備Þ CCTV 監視制御設備
ä構成Áÿàā集約監視制御ĠĢįŉÝ¸āg
本設備Ýåh幹線ä IP 化á伴ºh新規á TCP/IP 通信
対応ä ETC 監視制御設備Ĉ開発ÍÕgCCTV 監視Ýåh
MPEG4 äĔŊŒ映像İsĨĈ保存ÏāĞsĹĈ RAID 構
成Ý構築ÍÜ信頼性Ĉ高÷h他社製ĔŊŒøĩčŕĘıá
制御可能àĠĢįŉÞÍÕg車Â誤進入ÍÕ場合áåhč
ŜĨńŜáþā通話Ý誘導Â可能Ý¸āg

西日本高速道路株式会社向け長峰トンネル電気集じん機設備の納入
阪和自動車道下Ā線ä海南čŜĨsĪĐŜġ}IC~Á

図 1 1 交流電気集じん機の設備状況

ÿ有田 IC ä拡幅工事á伴ºhıŜĶŔ内ä浮遊煤塵Ĉ除
去Ïā環境用電気集Îĉ機設備Ĉ納入ÍÕg電気集Îĉ機
å藤白h下津h長峰ıŜĶŔ}合計 7.47 kmh4 Á所~á
ĹčĺĢ方式Ý設置Íh合計風量 885 m3/s ä処理ÂÝÃāg
ıŜĶŔ用電気集Îĉ機åıŜĶŔ内ä視環境改善Ĉ目
的á開発ËĂÕÂh近年ÝåıŜĶŔ坑口ä周辺環境á配
慮ÍÕ環境対策用途ÞÍÜ採用ËĂ始÷Üºāg長峰ıŜ
ĶŔ電気集Îĉ機設備ä特徴åh次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

再飛散Ĉ抑制Ïā交流電気集Îĉ機

⑵

čŜĹsĨ型高圧発生装置áþā電源ä安定供給

⑶

集ÎĉľĊŜ口径 2,500 mm×6 台h1,500 mm×2 台

⑷

吐出部å交通換気力Ĉ利用ÍÕ天井ĩĘı方式

搬送システム
高性能ベクトル制御形インバータ「FRENIC-VG シリーズ」
電動機制御用čŜĹsĨ市場ÝåhËÿàā高応答j高

図 1 2 「FRENIC-VGシリーズ」
（ユニットタイプ）

精度化ú機械安全ä対応hŊŜįĳŜĢ性ä向上àßä
ĴsģÂ¸āgÉĂÿá対応ÏāÕ÷h高性能łĘıŔ制
御形čŜĹsĨFRENIC-VG ĠœsģĈ開発ÍÕg
⑴

演算ĠĢįŉĈ高速化Íh速度制御応答Ĉ 600 Hzh

従来比約 6 倍Ĉ実現
⑵

PG ĤŜĞŕĢ速度制御áÀÇā速度制御範囲Ĉ従来

比 2.5 倍ä 1k250 á拡張
⑶

IEC 61800-5-2 Ý規定ä安全ıŔĘēľ機能}STO~
Ĉ内蔵ÍhēŀĠŐŜáþĀ SS1hSLShSBC àßä多
彩à機能安全ĠsĚŜĢá対応

⑷

前面ċĘĤĢ可能à USB 通信hıŕsĢĹĬĘú時

計機能àßĈ追加Íh保守ŊŜįĳŜĢ性Â向上
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搬送システム
サーボシステム「ALPHA5 Smart シリーズ」の容量拡大
既á市場á展開ÍÜºāALPHA5 Smart Ġœsģ

図 1 3 「ALPHA5 Smartシリーズ」

Ĉh5 kW ôÝ容量Ĉ拡大Ïāg主à特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg
⑴

顧客ä機械}機構~á合ąÑÕēsıĪŎsĴŜę機
能Ĉ個別á搭載Íh低剛性ä機械Ýø調整Ĉ容易áÍÕg

⑵

汎用通信機能Ĉ標準Ý装備ÍhPoint to Point ä位置
決÷機能ĈĞsŅċŜŀá取Ā込öÉÞáþĀh特別à
位置決÷装置Ĉ必要ÞÍàº簡素àĠĢįŉĈ実現ÍÕg

⑶

電解ĜŜİŜĞú冷却ľĊŜÞºÙÕ有寿命部品ä設
計寿命Ĉ延æÍhŊŋœĹĬĘċĬŀ電池øĞsŅċŜ
ŀ前面á設置Íh交換ä容易性Ĉ高÷Õg

⑷

0.4 kW 以下

1.5 kW 以下

3 kW 以下

5 kW 以下

新ラインアップ

事務所ú製造現場áÀÇāĤĬıċĬŀ作業Ĉ簡素化
Ïā設定器}ĞsŅēŃŕsĨ~Ĉ用意ÍÕg

高性能多機能形インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」の機能拡充
2006 年 á 発 売 Í Õ 汎 用 č Ŝ Ĺ s Ĩ ä 最 上 位 機 種
FRENIC-MEGA

図 1 4 サーボ機能の適用例

ĠœsģáÀºÜhËÿàā高度à産

業用途á適応ÏāÕ÷hĞsŅ機能Àþé機能安全Ĉ拡充

例：スタッカクレーン

ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

制御方式k誘導ŋsĨÀþé同期ŋsĨä速度j位置

ĤŜĞ付ÃłĘıŔ制御
⑵

位置
指令

PLC または
ユーザ制御ボード
インバータ

Point to Point}ĤňĘŖsģĲjľŔĘŖsģĲ~

M

ä位置制御機能}機械系ä振動抑制制御付Ã~
⑶

PG

機能安全k安全ıŔĘēľ機能搭載IEC 61800-5-2

}SIL2~
hENISO13849-1 PL=d Cat.3
⑷

適用容量k0.4 v 220 kWh三相 400 V 級

⑸

速度j位置ĤŜĞÞÍÜ悪環境á強ºŕħŔĹáēŀ

機械センサ
有：フルクローズド
無：セミクローズド

レーザ距離センサおよびエンコーダ

ĠŐŜÝ適用可能

小型インバータ「FVR-Micro シリーズ」
中国àßä新興国ä市場áÀºÜh低価格àĜŜĺĘı
čŜĹsĨÂ出現ÍhÉä市場Ý価格的á対抗ÝÃāĜŜ
ĺĘıčŜĹsĨÂ必要ÞàÙÜÃÕg
ÉĂá対応ÏāÕ÷hŖsđŜĲ市場向Ç小型čŜĹs
ĨFVR-Micro ĠœsģĈ開発ÍÕg容量系列å三相
400 V 入力ĨčŀÂ 0.4 v 3.7 kWh単相 200 V 入力Ĩčŀ
Â 0.2 v 2.2 kW ä計 10 系列Ý¸āg
搬送hľĊŜjņŜŀàßä単純可変速用途ĈĨsěĬ
ıÞÍÜºāÂhÉäĘŒĢá必要à基本機能Ĉ備¾hË
ÿá次á示Ï機能Ýŏsğä使ºúÏËĈ向上ËÑÕg
⑴

RS-485 通信ņsı標準搭載

⑵

ĺĢŘsĲ機能

⑶

ċŒsŉ履歴å過去 6 回ôÝ記録
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搬送システム
電源回生コンバータ内蔵エレベータ用インバータ「Lift R/RW シリーズ」
近年h地球規模Ý環境保護ä気運Â高ôÙÜºāg富士

図 1 6 電源回生コンバータ内蔵エレベータ用インバータ

電機åh保有ÏāĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ生ÁÍh
電源回生機能Ĉ内蔵ÍÕđŕłsĨ用čŜĹsĨLift
R/RW ĠœsģĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg
⑴

負荷電力ä回生áþĀ省đĶŔės化á貢献

⑵

従来比約 20 % ä省ĢŃsĢ化Þ省配線化Ĉ実現

⑶

高入力力率Þ入力電流高調波ä抑制Ĉ実現}入力力率

0.95 以上h入力電流èÐõ率 4 % 以下~
⑷

適用容量ä多º 7.5 kW Þ高速đŕłsĨáø適用可
能à 45 kW Ĉ系列化}22 kW Ĉ開発中~

⑸

đŕłsĨ用čŜĹsĨFRENIC-Lift Ġœsģ
Þä互換性Ĉ確保}機能h性能h操作性hēŀĠŐŜ~

新型 PM モータ（永久磁石形同期電動機）
「GNB2 形シリーズ」
近年hŋsĨä省đĶŔės化äĴsģÂ高ôÙÜºāg

図 1 7 「GNB2形シリーズ」

Éä要求á対応ÏāÕ÷h新型ä PM ŋsĨ}永久磁石
形同期電動機~
GNB2 形ĠœsģĈ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

機種ĹœđsĠŐŜä拡充k5.5 kWh7.5 kW Ĉ新規

開発Íh5.5 kW Áÿ 315 kW ôÝ業界最大級ä品Ôă¾
ÞÍÕg
⑵

定ıŔĘ運転領域ä拡大k90 kW 以下äĤŜĞŕĢ機

áÀºÜh1,188 v 1,800 r/min Ĉ定ıŔĘÝä連続運転
Â可能Þàāþ¼特性Ĉ改善Íh適用範囲Ĉ拡ÈÕg
⑶

ŊŜįĳŜĢ性向上kŊŜįĳŜĢ性Ĉ考慮ÍhŖs
ĨĈ引Ã抜ÅÉÞàÅŏsğáÜ軸受ä交換Ĉ可能áÍ

Õg
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［環境ソリューション］

社会ソリューション

ファシリティソリューション
店舗・流通ソリューション

展

望

2010 年度å金融危機ä影響Â残Āh小口ä設備投資Ý
å復調ä兆ÍÂ¸āøää大口投資áÚºÜå依然厳Íº

ÏāÕ÷海外仕様äĘœsŜ機器ä開発ú特殊環境条件Ý
äĠĢįŉđŜġĴċœŜęáø取Ā組ĉÝºāg

市場環境Â続ºÜºāgôÕ地球温暖化ú少子高齢化h安

社会情報ĠĢįŉ分野Ýåh農業生産Áÿ食ä工業化h

全j安心àßä社会的課題Â多º中h富士電機Ýå市場競

流通ôÝä第六次産業向ÇĦœŎsĠŐŜä新製品Ĉ開

争力ä強化Ĉ目指Í技術開発j製品開発á取Ā組ĉÝºāg

発ÍÕgÓä主力製品Ý¸ā企業経営情報ŘsĘľŖs

社会ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh強õÝ¸āĜŜņsĶŜı
ÞĠĢįŉđŜġĴċœŜęá加¾ÜhĞsļĢĈ含÷Õ
顧客視点äĦœŎsĠŐŜä提供áþĀ社会á貢献ÍÜº
ÅÉÞĈ目指ÍÜºāg

ExchangeUSE V10 Þ 営 農 指 導 支 援SmileAGRI Ġ
œsģ V5 ĈœœsĢÍÕg
行政情報分野Ýåh国ĈåÎ÷自治体ŏsğáÀºÜøh
ĘŒďĲĜŜĽŎsįČŜęá対Ïā関心Â高ôÙÜÃÜ

ľĊĠœįČĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh環境負荷低減Ĉ

ºāg富士電機åhÉĂôÝá国ú自治体îä納入実績Â

狙ÙÕ新製品開発Ĉ積極的á行ÙÕgĞsĹ向Çä内部電

¸ā文書管理ĠĢįŉĺĬĚsġĈ基áh総合行政ĶĬı

源Ýåh電力変換効率ä国際指標áÀÇā最高ŒŜĘÝ

ŘsĘ}LGWAN~Ĉ利用ÍÕĘŒďĲ環境Ý自治体向Ç

¸ā{80 PLUS Platinum|Ĉ達成ÍÕ高効率ľŖŜıđ

ä公文書管理ĠĢįŉĈ提供Ïā公文書管理ĞsļĢĈ開

ŜĲ電源Ĉ開発ÍÕgňĴ UPS}無停電電源装置~Ýå

発ÍÕg

省đĶŔės}省đĶ~Þ給電品質ä両立Ĉ実現Ïā自

店舗j流通ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh主à製品群ÞÍÜh

動運転切換ŋsĲ付EX100 ĠœsģĈ発売ÍÕg本

冷蔵冷凍ĠŐsĚsĢh省đĶ制御ĠĢįŉh小規模店舗

製品å幅広º顧客Ĵsģá対応可能à商品ÞÍÜ期待Ë

ŏĴĬıh冷凍冷蔵商品配送ĤŜĨs向Ç冷却機器àßä

Ăāg中大容量 UPS Ýåh新 3 ŕłŔ IGBT}Insulated

開発h製造h販売Ĉ行ÙÜºāg技術開発ÞÍÜåh熱流

Gate Bipolar Transistor~ŋġŎsŔĈ用ºÕ高効率中容

体解析h冷凍ĞčĘŔàßä冷熱技術Ĉ基盤ÞÍhËÿá

量 UPS7100D ĠœsģĈ発売ÍhCO2 削減á貢献Ïāg

ĠĢįŉ制御技術àßä活用Ĉ加¾Õ形ÝhþĀĜĢı

近年h電力消費量Â注目ËĂāčŜĨsĶĬıİsĨ

ĺľĒsŇŜĢä高º省đĶ対応技術ä開発Ĉ重点的á推

ĤŜĨs}IDC~向Çáåh
{見¾ā化|
{電力ä省đĶ|

進ÍÜºāg具体的áå冷蔵冷凍ĠŐsĚsĢä省đĶ対

{空調ä省đĶ|
ÞºÙÕ総合的àĦœŎsĠŐŜŊĴŎs

応äÕ÷áh主要課題Ý¸āđċĔsįŜä庫内冷却効率

ÞÍÜęœsŜ IDC ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg富

ä向上Ĉ進÷Üºāg2010 年ä成果ÞÍÜå熱流体解析

士通株式会社 館林ĠĢįŉĤŜĨs向Çá局所空調ŏ

技術Ĉ活用ÍhđċĔsįŜ気流ä整流化Þ庫内ä循環気

ĴĬıä納入Ĉ完了ÍhIDC ä省đĶá貢献ÍÕg

流ä整流化Ĉ最適化Ïā構造Ĉ開発ÏāÉÞáþĀh冷却

ĘœsŜĠĢįŉ分野ÝåhFPD}ľŒĬıĺĶŔİČ

á必要àđĶŔėsä 20 % 削減Ĉ達成ÍÕgôÕh省đ

Ģŀŕč~生産工程áÀÇā省đĶh歩留Ā改善hĨĘı

Ķ制御ĠĢįŉÝå電子膨張弁ĠĢįŉä実店舗Ýä評価

Ĩčŉ短縮á貢献ÏāĦœŎsĠŐŜŊĴŎsĈ開発ÍÕg

Â完了ÍhĠŐsĚsĢÞ合ąÑÜ積極的á展開ÍÜºÅg

ĕŒĢ基板ä急速冷却Ýåh熱源ÞķģŔä開発Ý量産

小規模店舗ŏĴĬıáÀºÜå建材ĺĶŔá木材Ĉ使用Ï

装置îäĢŃĬĘčŜĈ実現ÍÕgDC ĿŒĠŕĢ FFU

ā工法Ĉ新Õá開発ÍÕgÉĂáþĀh店舗ŏĴĬıä施

}ľĊŜľČŔĨŏĴĬı~åĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技

工ä低ĜĢı化Þ工期削減ÞĈ実現ÏāÞÞøáh顧客î

術Ý省đĶĈ実現Íh複数ŋsĨĈ同時制御ÏāĜŜı

ä環境負荷低減äċĽsŔ度Â増ÍÕg

ŖsŒĈ開発j製品化ÏāÞÞøáhÓä制御方法á関

今後øËÿáh社会ĦœŎsĠŐŜ分野áÀºÜh顧客

ÍÜċġċ各国Ý特許Ĉ取得ÍÕgôÕh海外Ýä FPD

ŊœĬıä増大Þ地球環境ä保全Ĉ両立ËÑāĦœŎs

ŊsĔsä設備投資Â急増ÍÜÀĀhÓä市場環境á対応

ĠŐŜĈ提供ÍÜºÅ考¾Ý¸āg
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高効率・中容量 UPS「7100D シリーズ」
čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨsú半導体製造ŒčŜä

図1

UPS「7100Dシリーズ」の操作パネルと外観

図2

高効率フロントエンド電源

電源環境Ĉ支¾ā UPS áÀºÜh電力損失ä低減å重要
à課題Ý¸āg富士電機åh独自ä電力変換回路Þ新型
IGBT ŋġŎsŔĈ採用ÍÕh中容量 UPS7100D Ġœs
ģĈ発売ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

3 ŕłŔ変換回路Þ RB-IGBT}逆阻止 IGBT~ä採
用áþĀh中容量ĘŒĢ最高ä効率 95 % Ĉ達成ÍÕg
従来製品á比ïh年間約 62 万円ä電気代Ĉ節約ÝÃāg

⑵

RB-IGBT Ĉ含ö変換回路äĺĬĚsġ化hľČŔĨ
ä小型化àßáþĀh従来製品á比ï 40 % ä軽量化Ĉ
実現ÍÕg

⑶

富士電機独自ä並列冗長方式áþĀh将来ä増設Â容

易à共通予備方式îø対応可能ÞÍÕg

高効率フロントエンド電源「FH02500UAD」
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最高ŕłŔ
Ý¸ā{Platinum|ŒŜĘä効率}例¾æ負荷率 50 % Ý
94 % 以上hÉĂå従来品ä効率Áÿ約 4 % ä向上Â必要~
Ĉ得ÿĂā電源Ĉ開発Í製品化ÍÕ}認証申請予定~
g
開発目的åh近年ä IDC}čŜĨsĶĬıİsĨĤŜ
Ĩs~市場ä拡大áþāh情報j通信分野ÝäđĶŔės
消費量低減ä要望ä一ÚÝ¸āh装置ä消費電力低減á貢
献ÏāÉÞÝ¸āg従来品ä電源Þ比較ÏāÞh1 年間ä
低減電力量å約 800 kWh Þàāg
外 形 å W100× H41×D355}mm~
h 出 力 電 圧 54 Vh 出
力電力 2,500 W Ý¸āgôÕh負荷率 50 % Ý効率 94.3 %
Â得ÿĂÜÀĀh電力密度å 1.7 W/cm3 Ý¸āg

富士通株式会社 館林システムセンター向け局所空調システム
近年hİsĨĤŜĨsá使用ËĂÜºāĞsĹåh高性

図3

局所空調システム

能j高密度化áþĀ発熱量Â飛躍的á増加ÍÜºāg今回
納入ÍÕ局所冷却ŏĴĬıh冷媒ņŜŀŏĴĬıåh冷却

空調機械室

局所冷却ユニット

効率Â高Åh省ĢŃsĢà局所空調ĠĢįŉÞÍÜhİs
ĨĤŜĨs全体ä省đĶŔės化á大ÃÅ貢献ÏāÉÞÂ
期待ËĂÜºāg
サーバラック

本ĠĢįŉä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

省 đ Ķ Ŕ ė sk 冷 媒 ņ Ŝ ŀ ä 採 用 á þ Ā 成 績 係 数

}COP~13 以上Ĉ実現}冷水製造熱源ä電力å含ôàº~
⑵

信頼性向上k局所冷却ŏĴĬıÀþé冷媒ņŜŀŏ

ĴĬıĈ冗長化
⑶

結露防止機能k露点温度Ĉ計測ÍÜ冷媒蒸発温度Ĉ制

P
空冷
チラー
冷媒ポンプユニット

ベース空調機

御

65

富士時報

社会ソリューション

Vol.84 No.1 2011
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液晶製造装置向け冷凍機式ガラス基板冷却装置の納入
液晶基板ä製造工程ÝåhłsĘ乾燥後áĕŒĢ基板Ĉ

図4

冷凍機式ガラス基板冷却装置

図5

液晶工場のクリーンルーム

短時間á冷却Ïā必要Â¸āg特殊à吹出ÍķģŔĈ用
ºh高風速Ý高効率à空冷方式Ĉ採用ÏāÉÞÝ歩留Āä
改善Ĉ実現ÍÕgÉĂôÝäĲŒčĜčŔ方式á変¾Ü冷
凍機方式ÞÏāÉÞÝh外部Áÿ供給ËĂā冷却水ä影響
Ĉ受ÇáÅº装置ÞÍÕgôÕh複数ä電子膨張弁Ĉ制御
ÍhĜčŔá流Ăā冷媒量Ĉ相互á調整ÏāÉÞÝh高精
度Ĉ実現ÍÕg従来方式á比ïh温度精度å ＋
−0.5 ℃Áÿ

＋
−0.1 ℃h温度分布åķģŔ吹出Í口 10 点á対ÍÜ ＋
−1 ℃
Áÿ −
＋0.4 ℃îä向上Ĉ実現ÍÕgÉĂáþĀh従来å 2
分程度必要Ý¸ÙÕĕŒĢ基板ä冷却時間Ĉ 60 秒以内á
短縮ÏāÉÞÂ可能Ý¸ā}ĕŒĢ基板温度Ĉ 90 ℃Áÿ
23 ℃＋
g
−1 ℃ôÝ冷却Ïā時間~

海外向けクリーンシステムの展開
近年Ýåh液晶įŕļä需要増Â見込ôĂā中国úh生
産量世界一ä韓国áÀºÜh大規模液晶工場ä建設Â盛
ĉÝ¸āgÓÉÝ海外市場Áÿä需要Ĉ取Ā込öÕ÷áh

4 台運転 DC-FFU
制御基板
子機

ęŖsĹŔ仕様ÝhÁÚ低ĜĢıĈ実現ÍÕ 4 台運転ä
FFU}ľĊŜľČŔĨŏĴĬı~Ĉ開発ÍÕgôÕh液

親機

子機

子機

晶ĺĶŔ製品ä歩留Ā向上äÕ÷áh液晶工場äĘœsŜ
Ŕsŉ環境Ĉ改善ÏāÕ÷ä R ļġĶĢĈ足掛ÁĀÞÍ
Üh新設工場ä新規設計áø積極的á取Ā組õh海外Ýä

生産装置エリア

ガラス基板カセットのストックエリア

FFU

FFU
FFU
カセット

ĘœsŜŔsŉ事業ä実績Ĉ積õ上ÈÜºāg
主à海外ļġĶĢ展開å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

中国液晶工場ä設計支援業務

⑵

韓国液晶ĺĶŔŊsĔsîä FFU 納入

ガラス基板
搬送装置
カセット
搬送装置

ワークフロー業務基盤 「ExchangeUSE V10」
富士電機åhŘsĘľŖs製品Ý¸āExchangeUSE
V10Ĉ 2010 年末á発売ÍÕg本製品åh業務ĠĢįŉ
ÊÞá実装ËĂÜºā決裁業務Ĉ統合ÝÃā SOA 型Řs
ĘľŖs業務基盤Ý¸āg富士電機ä業務ĺĬĚsġ}旅
費 ･ 経費h勤務h汎用申請~á加¾h顧客独自ä業務ċŀ
œĚsĠŐŜÁÿŘsĘľŖs基本部Ĉ利用ÝÃāgôÕh
ĘŒďĲàßä新ÕàĞsļĢ形態á対応ÝÃāþ¼h構
造面ä見直ÍÞÞøá大幅à機能拡張Ĉ実現ÍÕg
⑴

組織構成ä世代管理

⑵

多言語対応}日本法人ä海外拠点á対応~

⑶

並行Ŕsıh部門¸Ü回送hĹsĜsĲ決裁

⑷

作業ľŖs}čŜĠİŜı管理業務àßîä対応~

⑸

業務ŀŖĤĢ管理}業務İsĨ連携h
ĠĢįŉľŖs~
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営農指導支援「SmileAGRI」シリーズ V5
SmileAGRIĠœsģåh農業生産現場áÀÇā農薬

図 7 「SmileAGRI」シリーズV5のイメージ図

使用ä適正化áþĀh産地ä食ä安全確保Ĉ支援Ïā仕組
農業生産団体（本社）

農薬マスタ提供

ËĂÜºāg

農薬
データ
ベース

SmileAGRIĠœsģ V5 åhJava ŀŒĬıľĒsŉ
îä移行áþā利用可能àŋĹčŔ端末ä多様化}iPhoneh

マスタ提供

農薬
データ
ベース

データ閲覧
・出力

三ツ山情報サービス

データ更新

õÞÍÜh現在国内 50 拠点h約 1,000 名äŏsğá利用

履歴管理用
データ
ベース

生産団体（現場管理部門）
検索・
出力実績閲覧

↑実績アップロード

農薬マスタダウンロード↓
利用拠点

Android 端末ÞºÙÕ現在主流äĢŇsıľĒŜĈ対象~

検索履歴
アップロード

マスタダウンロード
（→モバイル）

Þh病害虫診断支援機能ú適正防除ĠňŎŕsĠŐŜ機能

実績出力

管理端末

業務実績管理

マスタ
利用端末
ダウンロード

àß生産現場ä課題á対ÍhþĀ幅広Å対応可能à機能ä

生産現場持ち出し

生産現場

搭載Ĉ開発ä機軸ÞÍh農業生産現場äŘŜĢıĬŀĞs
ļĢ端末ÞÍÜ機能性Þ利便性ä拡充Ĉ図ÙÜºāg

モバイル端末
（スマートフォン）

今後h国内外ä農業団体àÿéá生産者î幅広Å展開Ï

病害虫
診断機能

実績登録

＝開発対象機能

農薬情報
検索機能

農薬詳細情報
閲覧機能

防除シミュレー
ション機能

検索結果
出力機能

検索・出力履歴
管理機能

ā予定Ý¸āg

自治体クラウド向け公文書管理サービス
富士電機åh地方自治体ú政府行政機関á実績Â¸ā文

図8

自治体クラウド向け公文書管理サービスの概要

書管理ĺĬĚsġĦľıďĐċĈłsĢáh自治体向ÇĘ
他のシステム

ŒďĲĞsļĢÞÍÜ公文書管理ĞsļĢĈ開発ÍÕg
開発äņčŜıå次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

文書管理ĺĬĚsġä機能ä拡充Þ強化

⑵

仮想化技術ä導入áþā計算機資源ä有効活用

⑶

総合行政ĶĬıŘsĘ}LGWAN~経由Ý利用可能

⑷

耐震対策hĤĖŎœįČ対策ä充実ÍÕhİsĨĤŜ

連携インタフェース

電子メール
や郵送

電子文書

公文書管理サービス
文書
作成

ファイル
共有

受付

公文書管理業務の効率化・サービス向上
電子施行
（庁内・外）

サーバ

決裁

施行

保存

紙決裁

紙施行
（紙文書）

電子決裁

起案

紙文書

Ĩsä採用áþā安全性ä確保
LGWAN Ĉ経由ÍÜÉäĞsļĢĈ利用ÏāÉÞáþ

開示
請求

ĀhŏsğÞàā自治体áhĘŒďĲä{低価格|
{導入

開示請求管理サービス

情報公開サービス

破棄

書庫

公開された情報を見る
必要な情報を求める

シュレッダ

オプション

必要とされる情報公開業務を
的確に・速やかに

企業，住民からの開示請求の
管理業務を軽減

住民

ä容易Ë|á加¾{高ĤĖŎœįČ|Ĉ提供ÝÃāg

オプション

システムの
ごみ箱

情報
公開

企業

店舗・流通ソリューション
冷蔵ショーケースの省エネルギー技術
ĢsĺsŇsĚĬı業界Ýåh
改正省đĶ法ä施行

図9

スーパーマーケット向け別置型冷蔵多段ショーケース

áþĀh店舗áÀÇā省đĶä重要度Â高ôÙÜºāgÉ
Ăÿä市場ĴsģĈ受Çh
đĜŇĬĘĢ R Ġœsģä
ŋİŔĪĐŜġĈ行ÙÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

伝熱低減構造áþĀh冷気吹出Í部ä熱移動Ĉ抑¾h

露付Ã防止ĻsĨ容量Ĉ 30 % 低減
⑵

棚先端部äĢœĬı構造Ý冷気Ĉ誘導Íh前面đċ

ĔsįŜÞ棚ÊÞá配置ÍÕ背面吹出Í冷気Þä干渉Ĉ
抑制Ïā細分化気流方式Ĉ開発j採用Íh対標準機比Ý
20 %}Ĥň多段型~ä省đĶĈ達成
⑶

電子膨張弁áþā蒸発完了点制御áþĀh熱交換器ä
有効面積Ĉ向上Íh対標準機比Ý 10 % ä省đĶĈ達成
⑵h⑶項åēŀĠŐŜ対応Ý設定
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店舗・流通ソリューション
コンビニエンスストア向け「エコロパネル」工法
2010 年á生物多様性条約第 10 回締約国会議}COP10~

図 1 0 国産木材（間伐材）を利用した「エコロパネル」工法

Â開催ËĂh環境á対Ïā社会的関心ÂôÏôÏ高ôÙÜ
ºāg小売業界ø環境á適合ÍÕ事業運営Ĉ目指ÍÜh店
舗設備ú店舗ĠĢįŉàßä改革Ĉ進÷Üºāg
富士電機å前述äĴsģú環境問題á対応ÏāÕ÷äĺ
ĶŔŏĴĬıÞÍÜh木製äđĜŖĺĶŔĈ開発ÍÕg
đĜŖĺĶŔå店舗Ĉ構成Ïā構造体ÞÍÜh従来ä鉄骨
部分á国産木材}間伐材~Ĉ採用ÍÕgÉĂáþĀ材料生
産時ä消費đĶŔėsä 80 % 削減}CO2 排出量Ý 30 % 削
減~Ĉ実現ÍÕg構造体Ĉ工場ÝĺĶŔ化ÏāÉÞáþĀh

（a）壁面部

現場áÀÇā廃材ä削減ú工期ä短縮ø可能Ý¸āÕ÷h
地域環境áø十分á配慮ÝÃh貢献Ïā商品Ý¸āg
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（b）天井部
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［エネルギーと環境ソリューション］

ソリューション
プラットフォーム
システム技術
制御・安全ソリューション
パワーエレクトロニクス技術
制御技術
計測技術

展

望

富士電機ä各事業Ĉ支¾ā基盤技術ÞÍÜĠĢįŉ技術h

用ÍÕ規格対応ä設計技術Ĉ構築ÍÜºāgEMCh電磁

制御j安全ĦœŎsĠŐŜhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術h

機器Ýåh三次元 CADj電磁界解析j電気回路解析ĭs

制御技術Àþé計測技術ä中ÁÿhÓä成果Þ今後ä取組

ŔĈ連携j連成ËÑh精度ä高º解析結果á基ÛºÕľ

õáÚºÜ述ïāg

ŖŜıŖsİČŜę設計Ĉ可能áÍh規格対応ú装置ä小

ĠĢįŉ技術分野Ýåh制御技術ä高度化要求h制御

型j軽量化Ĉ実現ÍÜºāg冷却設計Ýåh冷却性能Â高

技術áþā事業貢献á対応ÏāÕ÷h制御技術ŀŒĬı

Åh今後Ëÿá普及ÏāÞ予想ËĂā水冷技術áÚºÜh

ľĒsŉä開発Ĉ推進ÍÜºāgŋİŔ予測制御ĈŀŒŜ

回路網ŋİŔĈ適用ÍÕ手法Ĉ進÷Üºāg

ıá適用ÏāÕ÷外乱ēĿğsĹĈ応用Íh外乱抑制性能

制御技術分野Ýåh共通技術äŀŒĬıľĒsŉ化À

Ĉ大幅á強化ÍÕgôÕh他社á先駆Ç制御量j操作量ä制

þé新技術j基盤技術ä開発Ĉ推進ÍÜºāgŀŒĬı

約 ø 考 慮 可 能 à MPC}Model Predictive Control~ Ĉ 汎

ľĒsŉ化Ýåh提案書ú仕様書àßä各種ĲĖŎŊŜ

用 PLC}Programmable Logic Controller~Ý実現ÍÕg

ıÁÿhPC ĦľıďĐċhĜŜıŖsŒj組込õĦľı

Ġ Ģ į ŉ 商 品 Ý åh統 合 Ĝ Ŝ ı Ŗ s ŒMICREX-SX

ďĐċôÝh対象áþÿÐ共有Í再利用Ĉ可能ÞÏā 3R

ÞĨĬĪĺĶŔMONITOUCHĈłsĢÞÍÕ PLC 計

đŜġĴċœŜę環境Ĉ構築ÍÕgĜŜıŖsŒĦľı

装Ý¸ā富士 SX ĜŜĺĘı計装ĠĢįŉĈ開発ÍÕg

ďĐċäĠňŎŕsĠŐŜ機能ø備¾hđŜġĴċœŜę

制御j安全ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh情報制御向ÇĦ

工数ä短縮Àþé高品質àĠĢįŉ開発Â可能ÞàÙÕg

œŎsĠŐŜ提供äÕ÷áh高品質j短期開発h高ŊŜį

新技術開発ÝåhđĶŔėsj環境技術á注力Í開発Ĉ進

ĳŜĢ性}= 属人性ä排除~Ĉ実現ÏāĦľıďĐċ開発

÷Üºāg地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉú次世代

Â必須Ý¸āgÓäÕ÷h開発ľŕsŉŘsĘ}方式設計h

電圧制御ĠĢįŉá代表ËĂāĢŇsıęœĬĲ制御技術h

品質指標àß~ä統一h分野á依存Íàº共通ĦľıďĐ

İsĨĤŜĨsàßä省đĶŔėsĈ実現Ïā空調最適化

ċ群h適用分野ä特性Ĉ織Ā込õhÓä分野向Çá整備Í

技術hŀŒŜıĠĢįŉä環境負荷低減Ĉ実現ÏāŋİŔ

Õ部品hįŜŀŕsıä開発j整備Ĉ行ºhÓĂÿĈŀ

予測制御技術Ĉ開発ÍÕg基盤技術Ýåh同期制御ä高速

ŒĬıľĒsŉÞÍÜ活用ÍÜºāg今後øĦœŎsĠŐ

化áþĀ鉄鋼ä圧延ŀŒŜıú印刷機àßä生産性向上Ĉ

Ŝ提供Ý開発ÍÕ資産}ĲĖŎŊŜıhŀŖęŒŉàß~

実現Ïā高速ŋsĠŐŜĹĢE-SX ĹĢÞhÓĂĈ内

ĈŀŒĬıľĒsŉá取Ā込õh拡充Í利用ÍÜºÅgô

蔵ÍÕĜŜıŖsŒÀþé専用高速入出力機器Ĉ開発ÍÕg

Õh既存ĠĢįŉÞä連携ÝhþĀ高度àĦœŎsĠŐŜ

計測技術分野ÝåhđĶŔėsj環境h安全Ĉ中心á技

ø実現可能Ý¸ĀhÉä連携Ĉ確実j容易á行¼Õ÷ä共

術開発Ĉ進÷Üºāg生産ŒčŜúİsĨĤŜĨsä環境

通基盤ø開発Íh整備ÍÜºāg開発ľŕsŉŘsĘĈ含

負荷低減äÕ÷h循環空気量ä最適制御á必要à風向風速

öŀŒĬıľĒsŉ活用áþĀh
{IT+ 制御|äĦœŎs

ĤŜĞh建造物ä構造ŁŔĢŋĴĨœŜęú地震観測Â可

ĠŐŜĈ提供ÍÜºÅg

能à高分解能感振ĤŜĞh太陽光発電ĠĢįŉàßä微小

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術分野Ýåh産業用j車両

à漏Ă電流Ĉ検出Ïā交直両用ä微小電流ĤŜĞhĹĬ

用j汎用àß多Åä用途á向Çh電動機駆動装置ú電源機

įœ駆動ä超低消費電力ŊĨŜĕĢĤŜĞĈ開発ÍÕgŘ

器àß多Åä機種Ĉ製品化ÍÜºāgÉĂÿä製品設計Ĉ

čōŕĢĤŜĞä実現áåĹĬįœ交換àß給電ä問題Â

効率良Å進÷h性能j品質ä向上Ĉ図āÕ÷áh機能安全

¸āgÓä解決äÕ÷đĶŔėsĸsłĢįČŜęúŘč

設 計hEMC}Electromagnetic Compatibility~ 設 計h 電

ōŕĢ給電áÚºÜø技術開発Ĉ始÷ÜºāgÉä給電á

磁機器設計h冷却設計àß規格対応Ĉ含÷Õ共通技術äŀ

関Ïā技術ÞhMEMS}Micro Eelectro Mechanical Sys-

ŒĬıľĒsŉ化Ĉ進÷Üºāg機能安全ÝåhĸsĲ

tems~技術ä融合áþā超小型ŘčōŕĢĤŜĠŜęĠĢ

ďĐċjĦľıďĐċ双方Ĉ対象ÞÍhV 字ŀŖĤĢĈ適

įŉÝh体内埋込õĤŜĞàßä医療分野îø展開Ĉ図āg
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システム技術
省エネルギーを実現するモデル予測制御システム
省đĶŔėsáåh安定Ý迅速à制御性能Â不可欠Ý¸

図 1 「MICREX-SX」を用いたMPCシステム構成

āgŋİŔ予測制御}MPC~åh従来ä PID 制御Ýå実
現Â困難Ý¸ÙÕ多変数干渉系úh長ºöÖ時間h運用制

汎用 PC

約ä¸ā制御対象á対ÍÜø有効à制御方式Ý¸āg富士

設定値
調整値
モデル
テスト信号

電機åh浄水場hđĶŔėsŀŒŜıh焼却炉àßîä適
用Ĉ進÷ÜÃÕg
今後h鉄鋼ú水処理àßäŀŒŜı分野ÖÇÝàÅh組

Ethernet

支援ツール

プラント状態量

MICREX-SX

MPC

込õ機器àßþĀ多Åä分野Ý活用ÍÜºÅÕ÷áh制御

操作量
（MV ）

量h操作量ä制約ø考慮可能à MPC Ĉ汎用ĜŜıŖsŒ

調整・保守
モデル同定
予測値表示
シミュレーション
制御性能評価・監視

制御量
（PV ）

モデル予測制御

MICREX-SXá搭載ÍÕgôÕh外乱ēĿğsĹĈ応
用ÍÜ外乱抑制性能Ĉ大幅á強化ÍÕgËÿáh制御性能
焼却炉，鉄鋼
セメント，水処理

評価j監視機能Ĉ搭載ÏāÉÞÝh制御性能ä維持j改善
Ĉ容易áÍÕg

「富士 SX コンパクト計装システム」
富士 SX ĜŜĺĘı計装ĠĢįŉåh富士電機ä統
合ĜŜıŖsŒÝ¸āMICREX-SX

図2

開発効率の向上とスケーラビリティ

ĠœsģÞĨĬĪ

ĺĶŔÝ¸āMONITOUCH V8 Ġœsģ
hÀþé PID

最小システム構成

àßä多様à内部計器ú入力処理ÞĈ組õ合ąÑÕ PLC

MONITOUCH

上位システム FOCUS と連携

FOCUS

計装Ý¸āg
HEART-BELIEVEĈ使用ÏāÉÞáþ
スケーラブル

Āh汎用ĦľıďĐċä Visio Ý作成ÍÕ計装ľŖs図ú
ŖġĬĘ図}IBD~àßä制御機能仕様書ÁÿŀŖęŒŉ

ソフト MONITOUCH

ソフト MONITOUCH

MONITOUCH

MONITOUCH

Ĉ自動Ý生成ÝÃh容易àđŜġĴċœŜęÂ実現ÝÃāg
ôÕh本ĠĢįŉåŀŖĤĢ制御機能Ĉ提供ÏāøäÝ
¸Āh富士電機ä各種上位監視制御ĺĬĚsġFOCUS
h
銘柄管理ĠĢįŉFLEX-BATCH
h製造管理ĠĢįŉ

MICREX-SX

MICREX-SX

MainGateàßÞ組õ合ąÑÕĠĢįŉ構築ÂÝÃh設

MICREX-SX

備全体ä監視制御ĠĢįŉîä拡張Ĉ実現Ïāg

制御・安全ソリューション
Safety 技術プラットフォームの構築
安全j安心á関Ïā基準ÂęŖsĹŔ化Íh企業îä

図3

リスクアセスメント（RA）ツールのワークフロー

要求ŕłŔÂ高ôā中h富士電機åh
{œĢĘċĤĢŊŜ
ı|Áÿ{保守j保全|á至ā生産設備ä全ŒčľĞčĘ
ŔáąÕÙÜh安全ĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ開始ÍÕgÉ

ＲＡ開始
安全要求（目標）確認
発注仕様の確認

Ŝ提供内容á反映ËĂā|Þº¼課題Ĉ抱¾ÜºÕgÓÉ
ÝhWeb łsĢÝčŜĨŒĘįČĿáċĤĢŊŜıĈ実

÷äİsĨłsĢĈ構築ÍhSafety 技術ŀŒĬıľĒs
ŉÞÍÜ提供Ĉ開始ÍÕgÉĂáþĀh顧客á対Ïā安全
ĦœŎsĠŐŜä生産性ú提供品質Ĉ高÷āÉÞÂÝÃāg
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リスク見積
リスク評価

ＲＡメンバーの選定

施ÝÃāĭsŔÞh国際安全規格á準拠ÍÕ定型ĜŜįŜ
ĭúh過去äċĤĢŊŜıÁÿ得ÕķďĸďĈ蓄積ÏāÕ

危険源の同定

ＲＡ作業

ＲＡ実施仕様書の作成

基本情報

ċäŕłŔäæÿÚÃÂhÓäôô顧客îäĦœŎsĠŐ

３ステップメソッドに
よるリスク低減方策

ä中Ýø特áċĤĢŊŜıä実施áÚºÜåh đŜġĴ

使用上の条件（環境，作業員など）
予見可能な誤使用の洗い出し

No
プラント（機械）仕様の把握

許容可能な
リスク以下か？
Yes
残存リスク対策

ツールの適用
範囲

報告書まとめ
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制御・安全ソリューション
社会インフラ向け IT フレームワーク
社会čŜľŒ分野向Çä共通ŀŒĬıľĒsŉÞÍÜh

図4

社会インフラ分野ソリューション

情報ľŕsŉŘsĘh機能ľŕsŉŘsĘÀþéđŜġĴ
ビジネス

ċœŜęľŕsŉŘsĘÝ構成Ïā IT ľŕsŉŘsĘĈ
開発ÍÕgĜŜĤŀıå次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

社会インフラ分野の業務
道路

鉄道

活用

ÀþéĦœŎsĠŐŜ力強化ä基盤ÞÏāg

垂直
統合

ēsŀŜÁÚĢĨŜĩsĲà技術Ĉ積極的á採用Íh

監視・操作
︵見える化︶

İŔĈ確立Íh機能ä部品化j標準化áþā再利用促進

IT フレームワーク
機能フレームワーク
共通部品テンプレート
系統，状変監視… ほか

柔軟性Þ拡張性Ĉ担保ÝÃāøäÞÍÜºÅg

エンジニアリングフレームワーク
マスタメンテナンス
設計テンプレート…ほか

情報フレームワーク
（施設管理統合情報モデル）

ċŀœĚsĠŐŜ方式h開発ŀŖĤĢĈįŜŀŕsı

フィールド
・制御

⑶

エネルギー
・
・
・
管理

分野業務向けシステム開発

業務ÞİsĨä関連Ĉ体系化ÍÕ施設管理統合情報ŋ

⑵

ビル
管理

電力

化Íh開発作業äËÿàā工業化Ĉ目指Ïg

道路

鉄道

電気・
ガス

SOA 基盤構築によるシステム間連携
IT ä活用Â一般的ÞàĀh業務Ĉ効率化ÏāÕ÷á IT

図5

システム共通基盤の概念図

ĠĢįŉĈ導入ÍÕ結果h担当部門ÊÞá固有äĠĢįŉ
Â運用ËĂÜºÕĀh企業内変革áþĀ統合ËĂÕĠĢį

基幹系
本

ŉá移行ÍÕĀÞhĠĢįŉå急激á複雑化ÍÜºāgÓ

支

業務別á連携

店

SOA 基盤

支

店

SOA 基盤

SOA 基盤

ÞºÙÕ事象Â起ÃÜºāg富士電機åh

組õ合ąÑÜ利用ÝÃā

SOA

SO

盤
A基
工 場

A基

Þº¼ĠĢįŉ構築手

盤

工

法Ĉ用ºÕĠĢįŉ間連携基盤}SOA 基盤~Ĉ開発ÍÕg

SO

SOA 基盤

場

工

Éä SOA 基盤Ĉ共通á利用Íh富士電機ä得意ÞÏā

連 携

ネットワーク

ÓĂÔĂäĠĢįŉä機能Ĉ{ĞsļĢ|ÞÏāÉÞÝh

直

ĠĢįŉĈ構築

ú

垂

äÕ÷h
{人手áþāĠĢįŉ間連携

社

場
現場系

現場ú業務系ĠĢįŉÞ基幹系ĠĢįŉä機能Ĉ組õ合ą
水

ÑÜ有機的á接続ÏāÉÞÝh経営á必要à現場情報ú業

平

連

携

務情報ä見¾ā化Â容易á行¾ā仕組õĈ提供Ïāg

エネルギーマネジメント・ソリューション
産業分野ä省đĶŔės}省đĶ~á対Ïā顧客Ĵsģ
工場j事業所全体äđĶŔės}電気j熱~管理îÞ広
ÂÙÜºāgÉäÕ÷hIT ÞĜŜņsĶŜıĈ組õ合ą
ÑÕ垂直統合ĦœŎsĠŐŜĈ実現ÏāŀŒĬıľĒsŉ
⑴

現場電力計測ŏĴĬıÞ監視ĜŜįŜĭĈ実装ÍÕ監
視制御装置}
@E.Terminalàß~Ý省đĶĈ設備Ê

⑵

分散ÍÕ事業所間Ĉ無線áþĀ計測Ïā広域監視

⑶

膨大àđĶŔėsĈ利用Ïā製鉄所đĶŔėsĤŜ

Ĩsä構築Ý得Õ技術ú機能Ĉ一般産業向ÇáĢŇsı

広域計測

Web 統合エネルギー監視
事務所

本部

FOMA
ネットワーク

スポット計測
エネルギー解析
・評価ツール

現場の見える化

Þá監視

課題の見える化

Ĉ整備Íh展開Ĉ開始ÍÕg特徴Ĉ次á示Ïg

エネルギー管理における垂直統合プラットフォーム
改善の分かる化

åhčŜĹsĨ導入ú消費電力ä少àº機器îä交換Áÿ

図6

最適化
エネルギー
最適運転システム
エネルギー
管理システム

設備計測
エネルギー監視システム

統合管理
監視制御システム

各種電力
計測機器
個別計測

遠隔・リモート監視
設備監視

設備監視 / 制御

化Íh電気j熱ä供給Ĉ含÷ÕđĶŔės最適化運転
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パワーエレクトロニクス技術
磁界解析技術の変圧器への適用
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器á必要不可欠à電磁機器Ý

図7

変圧器構造物の磁束密度解析例

¸ā産業用大容量変圧器àßä各種変圧器úœċĘıŔî
タンク（側面）

適用Ïā磁界解析技術Ĉ開発ÍÕg
Éä磁界解析技術ä特徴åh製品設計工程á適用ÝÃ

フレーム

ā簡便ËÝ¸Āh構造設計用三次元 CAD İsĨĈ利用Íh
変圧器ä設計時点Ýä高精度à性能予測h開発j設計期間
連結板

ä短縮Ĉ実現ÍÕg

磁束密度
高

変圧器úœċĘıŔá使用Ïā各種構造材料ä磁化特性
áÚºÜh富士電機独自äİsĨłsĢĈ構築Íh磁界解
析á利用ÍÜºāgÉĂáþĀh従来å解析Â困難Ý¸Ù
Õ漏Ă磁束ä詳細à挙動ú局部加熱h変圧器漂遊損失ä発
生部位Ĉ定量的á把握ÏāÉÞÂ可能ÞàĀh変圧器構造

低

ä最適設計hËÿá性能Þ品質ä向上á活用ÍÜºāg

汎用インバータにおける EMC（伝導 EMI）設計技術
図8

設計マージン

小

Ĉ定量的á把握Íh事前á対策Ĉ施ÏÉÞÝh装置製作後
CAD データ

反映

段階Ýåh十分àŇsġŜĈ確保ÍÜ設計Íh解析精度Â

0.15

開発中期

完了

高

大

実測

装置製作

低

Éä技術ä適用áþĀh装置製作前á伝導 EMI ŕłŔ
ä評価期間Ĉ大幅á短縮ÝÃāg解析精度ä低º開発初期

解析

解析精度

ıŖsİČŜę化Ïā設計技術Ĉ確立Íh汎用čŜĹsĨ
ä開発設計îä適用Ĉ進÷Üºāg

詳細設計

富士電機Ýåh新Õá EMC}伝導 EMI~評価ĈľŖŜ

解析

試験Ĉ実施ÏāÉÞÝ適合性ä確認ĈÍÜÃÕg

構想検討

従来ä開発手法ÝåhÉä対応äÕ÷á装置製作後á測定

解析

基本設計

化j高信頼性á加¾h低ķčģ化îä要求Â高ôÙÜºāg

EMC（伝導EMI）対応設計フロー

伝導 EMI（dBµV）

近年hĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器åh小型化j低価格

限度値

開発初期

1

10

30

周波数（MHz）

向上Ïā開発工程ä後半áÀºÜh部品定数ú構造Ĉ最適

伝導 EMI 推定事例

化Ïāg

パワーエレクトロニクス機器用水冷プラットフォーム
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器ä大容量化á伴ºh大型化

図9

水冷システム構成例と熱流体回路網モデル

Ïā機器ä小型j軽量化äĴsģÂ高ôÙÜºāgÓäÕ
÷h冷却方式ø従来ä主流Ý¸ā空冷á加¾Ü水冷Â増加

半導体
モジュール

バルブ

ポンプ

ÍÜºāg水冷方式å空冷方式á比ïh5 v 10 倍ä冷却

ヒート
シンク

性能Ĉ実現可能Ý¸āg富士電機Ýåh電気自動車h風力

熱交換器

発電àßä環境対応型製品îä取組õĈ強化ÍÜÀĀhÉ
タンク

Ăÿ変換装置ä冷却方式Ĉ水冷áÏāÕ÷h次á示Ïŀ

（a）水冷システム構成例

基準圧力

ŒĬıľĒsŉ技術ä構築Ĉ進÷Üºāg
⑴

高性能ĻsıĠŜĘä設計技術

⑵

小型j軽量化構造ä設計技術

⑶

水循環系}ņŜŀh配管ñÁ~ä最適設計技術

⑷

耐食性評価j寿命設計技術

：流体抵抗
ポンプ

：熱抵抗

外気温

熱交換器
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制御技術
インダストリアルオートメーション用無線システム
č Ŝ ĩ Ģ ı œ ċ Ŕ ē s ı Ŋ s Ġ Ő Ŝ 用 無 線 規 格 ISA

図 1 0 インダストリアルオートメーション用無線システム

100.11 a á準拠ÍÕ無線ĠĢįŉĈ開発ÍÕg
ホスト（SCADA，DCS・PLC）

ISA 100.11 a 無線ĠĢįŉåh各種ĤŜĞÞ接続Ïā無
線ŋġŎsŔÞĜŜĤŜıŕsĨÁÿ構成ËĂāgĜŜĤ
ŜıŕsĨå無線ĶĬıŘsĘĈ管理ÏāĠĢįŉŇĶs

コンセントレータ

ġŌhĶĬıŘsĘäĤĖŎœįČ機能Ĉ管理ÏāĤĖŎ

システムマネージャ

ゲートウェイ

œįČŇĶsġŌÀþéěsıďĐčjĹĬĘŅsŜŔs

セキュリティマネージャ

バックボーンルータ

įČŜęä各機能Ĉ持Úg

無線モジュール

ISA 100.11a åh工業環境Ý必須Ý¸ā高信頼性j多機

無線モジュール

センサ

センサ

能性Ĉ兼ã備¾Õ無線ĶĬıŘsĘÝ¸Āh本ĠĢįŉä

無線モジュール

導入áþĀh工場úŀŒŜıàßáÀºÜh有線ÝäĶĬ
：ISA100.11a
無線システム

ıŘsĘ構築Â困難à場所îä設置ú一次的à設置àßĠ

センサ

Ģįŉ構築ä自由度Ĉ高÷āÉÞÂÝÃāg

FDT/DTM 技術を適用したネットワークコンフィグレータ
制御ĠĢįŉä垂直統合ä実現Ĉ目指ÍhFDT/DTM

図 1 1 ネットワークコンフィグレータの構成

技術Ĉ適用ÍÕĶĬıŘsĘĜŜľČęŕsĨĈ開発ÍÕg

ネットワークコンフィグレータ

本ĭsŔåhēsŀŜà技術Ý¸ā FDT äľŕsŉ
ŘsĘÞh
ÉäľŕsŉŘsĘ上Ý動作Ïā DTM}ľČs

ネットワーク
構成定義

ネットワーク
コンポーネント一覧

ŔĲ機器ä支援Ĉ行¼ĦľıďĐċŋġŎsŔ~Ý構成
ËĂāg制御ĠĢįŉäĶĬıŘsĘ構成定義ú通信ĺŒ
ŊsĨ設定hŋġŎsŔ動作設定àßäĶĬıŘsĘĜŜ

相互接続設定

デバイスパラメータ設定

ľČęŕsĠŐŜ機能Ĉh統一ÍÕ環境ÝĠsŉŕĢÁÚ

FDT フレームワーク

ęŒľČĔŔáąÁĀúÏÅ実現ÍÕg
本ĭsŔáþĀhDTM ĈĞņsıÍÜºā他社ľČs

DTM
DTM

ŔĲ機器Ĉ含÷ÜhĠĢįŉ構築Ĉ容易áÏāg

ソフトウェア
モジュール群

DTM

ドライブソリューション向け高速バス「E-SX バス」
ĲŒčĿĦœŎsĠŐŜá必要ÞËĂā機能áåh超

図 1 2 ドライブソリューション向け高速バス「E-SXバス」

高速h高精度同期伝送äñÁá大容量入出力ú透過ŊĬ
Ĥsġ通信hŔsŀĹĬĘ機能àßÂ¸āg
E-SX ĹĢ

Ｅ-ＳＸバス
マスタコントローラ

åhÉĂÿä機能Ĉ併Ñ持Ú複合型ŋsĠŐŜĶĬıŘs
ĘÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg① 67 ŘsĲ

入出力リフレッシュ性能：
67 ワード /0.25 ms，640 ワード /1 ms
周期誤差 ±1 µs

E-SX バス

FVR-C11

800

/0.25 msh640 ŘsĲ/1 ms ä高速œľŕĬĠŎh周期誤
差＋
−1 μs ä高精度制御Â可能h②局間同期機能áþĀh32
局ä出力ĨčňŜęä同期Ĉ誤差＋
−1 μs 以下Ý実現Íh高
精度位置決÷Â可能h③伝送速度 100 Mbpsh局間 100 m/

出力同期性能：±1 µs
距離：局間 100 m/ 総延長 1 km
伝送速度：100 Mbps
断線
FVR-C11

総延長 1 kmh238局/入出力 4,096 ŘsĲä大規模構成h

800

透過ŊĬĤsġáþāĲŒčĿ機器ä 1 Á所支援Â可能h
④断線時äŔsŀĹĬĘ機能hĠĢįŉ縮退継続運転h断

縮退継続運転（断線時）

線個所特定Ĉ実現Íh保守性Â向上
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計測技術
レーザ応用計測技術
地球環境保護ä観点Áÿ大気環境j水環境ä監視Â要求

図 1 3 エアロゾル複合分析装置

ËĂÜºāg従来å測定現場Ý人手Ý行ÙÜºÕ分析Ĉh
富士電機å半導体ŕsğàßĈ用ºÜ自動的á行¾āþ¼

空力学レンズ

レーザー散乱検出部

質量分析部

áh次á示Ï技術Ĉ開発ÍÜºāg
⑴

気体}ĕĢ~Â特定ä波長ä光Ĉ吸収Ïā特性Ĉ利用

ÍÜh温室効果ĕĢĈ監視ÏāĕĢ分析技術
⑵

大 気 汚 染 物 質 Ý ¸ ā 直 径 2.5 μm 以 下 ä 超 微 粒 子
1.4 m

}PM2.5~îäŕsğ照射áþĀ発生Ïā散乱光Ý粒子
濃度ú粒径Ĉ測定Ïā微粒子計測技術
ŕsğ光Ĉ用ºā計測ä利点åh高速応答j高精度Ý¸

粒子ビームを
生成

物理組成を計測

化学組成を計測

āgôÕhŕsğ素子ø近年ä技術進歩áþĀ故障ÏāÉ
ÞàÅ長期間ä連続測定Â可能Ý¸āg今後øËôÌôà
大気ú水ä汚染物質Ĉ監視Ïā技術Ĉ拡大ÍÜºÅg

微小電流計測技術
太陽光発電àßä再生可能đĶŔėsúİsĨĤŜĨs

図 1 4 微小電流計測技術

àßä交直両用ĠĢįŉáÀºÜh絶縁低下ú感電áþā
漏Ă電流Ĉ検出Ïā交直両用ä微小電流計測技術Ĉ開発Í

ıŖčĩŔ磁心áh導体Ĉ貫通ËÑÕ堅牢à構造äÕ÷
配電盤àßä過酷à環境Ýø使用可能図⒜
⑵

60
5

出力電圧

40

0

−5

発振周波数

20

自励型ľŒĬĘĢěsı方式ä採用áþĀ小型Ĝċ
外径 20×7}mm~

h低消費電流}約 15 mA~Ý広º電

−10
−1,000

流範囲}15 v 500 mA~ä検出Â可能図⒝
⑶

過大電流Â印加ËĂÕ場合å発振周波数ä増大áþĀ

（a）センサ外観

検出ÝÃāÕ÷h保護機器îä適用ø可能図⒝
今後h無線化àßáþĀh適用範囲ä拡大Ĉ図āg

MEMS 加工技術
富士電機åhĤŜĞúċĘĪŎđsĨä性能向上äÕ÷
á MEMS 加工技術ä高度化á取Ā組ĉÝºāg主áĠœ
ĜŜĈ加工材料ÞÍÜh三次元加工技術ä高度化ĈŀŒģ
ŇđĬĪŜę技術Ý実現ÍÜÃÕg近年å段差部分î適用
ÏāľĒıœĦęŒľČ技術Ĉ組õ合ąÑāÉÞáþĀh
多段形状ä実現á取Ā組ĉÝºāgÉä多段形状形成技術
ä実現áþÙÜhĤŜĞúċĘĪŎđsĨä複合化àßä
高機能化ú小型化á大ÃÅ貢献ÍÜºāg
今後åÉä技術Ĉ最大限á生ÁÍh新ÍºĤŜĞúċĘ
ĪŎđsĨĈ開発Íh環境jđĶŔės分野Ĉ支¾āİĹ
čĢä創出á寄与ÍÜºÅg
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0

測定電流（mA）

図 1 5 シリコン多段加工例

（b）電流計測性能

0
1,000

発振周波数（kHz）

巻線Ĉ施ÍÕ高透磁率àĳķ結晶磁性薄膜Ý形成ÍÕ

出力電圧（V）

⑴

10

貫通
導体

Õg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
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受配電・制御機器
コンポーネント

受配電・開閉機器
電力監視・制御機器

展

望

受配電機器j制御機器ä市場åhœsŇŜĠŐĬĘÁÿ

þĀ設備îä適用áÀÇā利便性Ĉ向上ÍÕg押ÍŅĨŜ

続Å経済状況ä冷¾込õáþā設備投資抑制ä傾向Áÿþ

ĢčĬĪÝåh登録ËĂÕ指紋ÝäõĢčĬĪ操作Â可能

¼úÅ回復ä兆ÍĈ見ÑÜºāgºôÖ予断Ĉ許Ëàº状

Þàā指紋認証押ÍŅĨŜĈ機種拡充ÍÕg工場ĈåÎ÷

況Ýå¸āøääh中国ú新興国Ĉ中心ÞÏā海外Àþé

ÞÍÕ産業分野Ýåh機能安全ä浸透ÁÿŒčıĔsįŜ

国内ä輸出関連業種Ýå設備投資意欲Â戻ĀÚÚ¸āg

účĶsĿŔĢčĬĪàß従来ä安全機器á加¾Üh押Í

Éäþ¼à回復基調ä市場環境ä中Ýh富士電機å顧客

ŅĨŜĢčĬĪîä安全対応要求ø強ºg安全機器Þ併Ñ

îäþĀ大Ãà付加価値ä提供á努÷Õg進展Ïā経済活

Ü指紋認証押ÍŅĨŜĢčĬĪĈ機械装置ú安全柵àßá

動äęŖsĹŔ化Ĉ認識ÍÜhęŖsĹŔ対応機種Ĉ拡充

設置使用ÏāÉÞÝ不用意à操作Ĉ制限Íh顧客設備äþ

ÍhôÕh改正ËĂÕđĶŔėsä使用ä合理化á関Ï

Ā確実à安全Ĉ容易á確保ÏāÉÞÂÝÃāg

ā法律
}改正省đĶ法~áþā規制対象範囲ä拡大á対

電力監視機器分野Ýåh
F-MPC ĠœsģĈ機種拡

応ÍÜh新Õà対象事業場ä省đĶŔės}省đĶ~活動

充ÍhĺŔĢ信号àßĈ計測ÏāÕ÷äİČġĨŔ I/O

Ĉ支援Ïā省đĶĠĢįŉ機器ä開発Ĉ行ÙÕgËÿá国

ŏĴĬıF-MPC I/OĈ追加ÍÕg拡大ÁÚ多様化Ï

際規格á基ÛÅ安全思想Â浸透Íh設備ú機械制御ä安全

āđĶŔės監視ä顧客Ĵsģá対応Íh電気á加¾Ü

性Ĉ高÷ā商品äĴsģÂ拡大ÍÜºāgÉäþ¼àĴs

水jĕĢàßä使用量ú設備ä稼動状況ø総合的á監視Ý

ģä拡大á対応ÍÕ安全機器ä充実áø注力ÍÜÃÕg

Ãāþ¼áÍÕgôÕh電力品質管理機能Ĉ持Ú 800 A Á

受配電j開閉機器分野Ýåh再生可能đĶŔėsä急速

ÿ 6,300 A ä低圧気中遮断器hÀþé 100 A Áÿ 1,600 A

à増加á対応Ïā発電h送配電h需要形態ä変化úh電

ôÝä電子式ĿŕsĔĈ市場投入Íh低圧遮断器äŒčŜ

力供給ä高効率 ･ 高信頼性化hÀþé直流回路ä保護需

ċĬŀø強化ÍÕg

要Â高ôÙÜºāgÉĂÿä市場要求á対応Íh定格電

今後h受配電j制御機器分野ÝåĢŇsıęœĬĲĈå

Circuit

Î÷ÞÍÕ高効率j最適運用á向ÁÙÕ方式変革hĠĢį

Breaker~Ýå DC600 V ä従来品á加¾hDC750 V}3 極

ŉj設備ä変化úhþĀ一層ä省đĶ化Â想定ËĂāg従

流 250 v 800 A Ę Œ Ģ ä

MCCB}Molded-Case

品~Àþé 1,000 V}4 極品~ä製品Ĉ追加開発Íh直流

来ä機器商品系列ä提供á加¾Üh新Íº受配電ĠĢįŉ

回路Ýä適用範囲Ĉ拡大ÍÕgİČġĨŔ形過電流継電

Ĉ支¾ā高性能à受配電機器h省đĶĦœŎsĠŐŜĈ支

器Ýå従来品QH 形Þä取付Ç互換性Ĉ確保ÍàÂ

¾ā高機能電力監視機器hôÕ国際的à安全意識ä浸透j

ÿh機能j操作性ä向上Ĉ図ĀhŋİŔĪĐŜġĈ実施Í

規格要求á対応ÏāÕ÷ä安全ĦœŎsĠŐŜ機器h高性

Õg限時特性Ĉ 4 特性}超反限時h強反限時h反限時h定

能制御機器àßhþĀ高付加価値à機器ĦœŎsĠŐŜä

限時~áÏāàßÍÜh保護協調Ĉ容易化ÍhÁÚ内部回

提供Ĉ進÷ÜºÅg

路Ĉ自動監視ÏāÉÞÝ信頼性ø向上ËÑÕg

富士電機åh
{đĶŔėsj環境|ĈĖsŘsĲáę

制御機器分野Ýåh瞬停再始動œŕsĈ小型化ÍÜŋİ

Ŕsŀä総力Ĉ挙ÈÜh今後ø産業j社会Â抱¾āËôÌ

ŔĪĐŜġÍh機能Ĉ充実ËÑÕg瞬停再始動œŕsåh

ôà問題ĈĢĽsİČá解決ÏāÉÞĈ支援ÍÜºÅg顧

短時間ä停電Â発生ÍÕ場合á各ŋsĨä再始動時間ĈÐ

客ä課題Ĉ共有Íh問題解決á貢献Ïā技術j商品ä強化

ÿÏÉÞáþĀ突入電流Ĉ分散ËÑh主回路á流Ăā最大

ÞĦœŎsĠŐŜjĞsļĢä提供Ĉ進÷ÜºÅ所存Ý¸

電流Ĉ抑制Ïāg瞬停時間Â一定時間Ĉ経過ÍÕ後å再始

āg顧客各位äàÀºÙÓ¼äÊ支援hÊ指導ĈÀ願º申

動ÍàºÉÞáþĀ安全性Ĉ確保ÏāÉÞÂÝÃāg新型

Í上Èāg

äMB4Ýåh再始動設定時間Ĉ可調整化ÏāÉÞá
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受配電・開閉機器
受配電用遮断器のラインアップ強化
近年ä低炭素社会実現á向ÇÕ省đĶŔės}省đĶ~

図1

ACB「DWシリーズ」と電子式ブレーカ「BXシリーズ」

志向ä高ôĀĈ背景áh受配電jļŔİČŜę市場áÀº
ÜøhÉĂá対応ÍÕ製品需要ä拡大Â期待ËĂāg
富 士 電 機 åh 設 備 ä 省 đ Ķ Ĉ 支 援 Ï ā Õ ÷ ä đ Ķ Ŕ
ėsj通信機能Þ電力品質管理機能Ĉ持ÙÕhĜŜĺĘı
à低圧気中遮断器}ACB~Þ電子式ĿŕsĔĈ新Õá投
入ÍhÉä分野Ýä市場優位性Ĉ高÷ÜºÅg
第 1 弾 Þ Í Ü 2010 年 9 月 áh800 A Á ÿ 4,000 A ô Ý
ä ACB Þh100 A Á ÿ 630 A ô Ý ä 電 子 式 Ŀ ŕ s Ĕ Ĉ
発売ÍÕg今後hACB å 6,300 A ôÝh電子式ĿŕsĔ
å 1,600 A ôÝ適用範囲Ĉ拡大ÍhŒčŜċĬŀä強化Ĉ
行ÙÜºÅ予定Ý¸āg

ACB

電子式ブレーカ

QH 形過電流継電器のモデルチェンジ
機能面ä充実Ĉ図Āh使º勝手Ĉ向上ËÑÕ高圧受配電

図2

ディジタル形過電流継電器

図3

高周波電流遮断の主要因

盤á使用ËĂāİČġĨŔ形過電流継電器}OCR~Ĉ開
発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

İČġĨŔ演算áþā安定ÍÕ保護特性

⑵

限時特性Ĉ 4 特性}超反限時h強反限時h反限時h定

限時~ÞÍh保護協調ä容易化Ĉ実現
⑶

瞬時特性ä動作時間Ĉ 2 段Þ 3 段Áÿ選択可能ÞÍh
上位j下位Þä保護協調Â可能

⑷

常時監視h自動点検áþĀ内部回路Ĉ監視Íh信頼性
ä向上Ĉ実現

⑸

変流器二次側通電電流hOCR 動作ä経過時間h整定

値ĈÚôõ操作áþĀ選択Íh数値表示Ý確認可能
⑹

従来品QH 形Þä取付Ç互換性Ĉ具備

電磁接触器の高電圧・高周波適用
電磁接触器ä応用機種ÞÍÜh誘導加熱装置àßä負荷
Ĉ通電j開閉ÏāÕ÷ä高周波用電磁接触器ĈĠœsģ化
ÍÜºāg近年h装置äđĶŔės効率Ĉ上ÈāÕ÷h配
線äčŜĩĘĨŜĢĈ小ËÅÍh電源電圧Ĉ上Èā傾向Â
¸āgÉä影響Ýh高周波電流遮断時ä共振周波数ä上昇Þ
Éäþ¼à問題Ĉ避ÇāÕ÷h電源周波数 12 kHzh電
圧 800 v 1,400 Vh電流 100 v 150 A ä回路áÀºÜ共振
周波数Ĉ変化ËÑh電磁接触器áþā高周波電流遮断動作
áÀÇā遮断電圧Þ動作ĺŒŊsĨä因果関係Ĉ調査ÍÕg
調査ä結果h遮断電圧á影響Ïā主要因åh①接点ä開極
速度h②接点ä直列接続数h③直列接点ä開極ĨčňŜę
ä同期hÝ¸āÉÞĈ明ÿÁáÍÕg
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n

遮断電圧

振動電流ä増大áþĀh電流遮断Â困難áàā場合Â¸āg

L = a $v n $t −! t i
i =2

L ：開極から t 秒後の接点の開極距離
a ：製品の 1 極あたりの接点の数
v ：接点の開極速度
n ：直列接続した極数
t ：開極開始からの時間
t i：最初に開いた接点と
i 番目の接点との時間差
接点の開極距離の合計

富士時報

受配電・制御機器コンポーネント

Vol.84 No.1 2011

電力監視・制御機器
エネルギー監視ユニット「F-MPC I/O」
使 用 電 力 ä 見 ¾ ā 化 Ĉ 支 援 Ï āF-MPC Ġ œ s ģ 

2 p.000.
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図4

エネルギー監視ユニット「F-MPC I/O」

図5

指紋認証押しボタンスイッチ

áh電気á加¾Ü水道úĕĢä使用量Þ設備稼動状況ä監
視Ĉ可能áÏāİČġĨŔ I/O ŏĴĬıĈ機種拡充ÍÕg
F-MPC I/OĈh
F-MPC WebŏĴĬıÞ組õ合ąÑh
đĶŔės監視úİŇŜĲ監視ĠĢįŉĈ簡単á構築ÝÃ
āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

İČġĨŔ入力}DI~6 点h出力}DO~4 点

⑵

RS-485 Ĉ標準装備Íh富士電機独自äF-MPC-Net
ŀŖıĜŔÞ MODBUS/RTU ŀŖıĜŔĈ切換使用可能

⑶

œŕs出力äÕ÷警報ŒŜŀjĿğsĈ直接駆動可能

⑷

外形ä小型化kW100×H80×D56}mm~

⑸

簡単á取付Ç可能à DIN ŕsŔ対応

指紋認証押しボタンスイッチ
機械安全ä重要性Â高ôÙÜºāÉÞÁÿ工場j産業分
野àßá適ÍÕ{指紋認証押ÍŅĨŜĢčĬĪ|Ĉ機種拡
充ÍÕg指紋認証押ÍŅĨŜĢčĬĪåh登録ËĂÕ指紋
ÝäõĢčĬĪ操作Â可能Þàā新ÍºĨčŀä生体認証
形ĢčĬĪÝ¸āg機械装置ú建物äĲċàßá設置Ïā
ÉÞÝēŃŕsĨĈ簡単á制限ÝÃh安全機器Þ併ÑÜ使
用ÏāÉÞÝhÉĂôÝ以上ä機械安全対策Â可能Þàāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

指紋認証å 200 指ôÝä指紋İsĨ登録Â可能

⑵

防Îĉj防水保護等級 IP65h高º耐振動j耐衝撃性

Ĉ持ÙÜÀĀh工業用途áø使用可能
⑶

指紋登録j削除áĺĦĜŜúčŜĨľĐsĢÂ不要

瞬停再始動リレー「MB4 シリーズ」
瞬停再始動œŕsåhŋsĨĈ複数台設置ÍÕ工場úŀ

2 p.000.
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図6

瞬停再始動リレー「MB4」

ŒŜıàßáÀºÜh主回路á短º時間ä停電Â発生ÍÕ
際áŋsĨĈ自動的á再始動ËÑāÞÞøáhŋsĨä突
入電流Ĉ分散ËÑh主回路á流Ăā最大電流Ĉ抑制Ïāœ
ŕsÝ¸āg
今回h従来形MB2 Ġœsģä構造j回路方式Ĉ一
新Íh機能Ĉ充実ËÑÕMB4 ĠœsģĈ開発ÍÕg
主à改良点Þ特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

体積比Ý従来品ä 65 % á小型化

⑵

DIN ŕsŔ取付ÇÂ可能

⑶

再始動設定時間ä可調整化áþĀhŏsğ要求ä多様
化á対応

77

富士時報

Vol.84 No.1 2011

［コンポーネント］

半導体

半導体

展

望

œsŇŜĠŐĬĘ後ä景気対策ÞÍÜ世界各国Â実施Í

åÎ÷ÞÍÜh適用ċŀœĚsĠŐŜä拡大Ĉ提案ÍÜº

Õh環境対応車ú省đĶŔės}省đĶ~家電製品àß

Åg車載用途ÝåhĸčĿœĬĲ車用á高信頼性h小型j

耐久消費財á対Ïā購入補助金ú減税àßä施策áþĀh

軽量Àþé高ĺŘs密度îä市場要求á対応ÏāÕ÷h直

2010 年á入Ā世界経済å急激à回復Ĉ見ÑÜºāgËÿ

接水冷 IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg今後øŋġŎsŔ製

áh太陽光発電ú風力発電àßä新đĶŔės関連事業ø

品Ĉ提案ÍhĸčĿœĬĲ車h電気自動車ä進歩á貢献Í

急速á市場拡大ÍÜÃÜÀĀh世界ä半導体市場øœsŇ

ÜºÅg

ŜĠŐĬĘ以前ä水準ôÝ回復ÍÜÃÜºāg

ĺŘs IC 分野ÝåhčŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs

富士電機Ýåh2009 年Áÿä 3 Á年計画áÀºÜhĺ

}IDC~á使ąĂāĞsĹú UPS àßä電源ĠĢįŉä省

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ用ºÜ{đĶŔėsj環境|

đĶ化j小型化j高信頼性化á貢献Ïā 800 V 耐圧ĸčĞ

関連事業îœĦsĢĈ集中ÍÜ社会貢献ÏāÉÞĈ発表

čĲjŖsĞčĲĲŒčĹ ICFA5650 ĠœsģĈ製

ÍhCO2 削減àßä地球環境保護ú再生可能đĶŔės分

品化ÍÕgôÕh液晶įŕļàßä AV 機器ä低待機電

野á対応可能à技術Àþé製品開発á取Ā組ĉÝºāgÓ

力化á貢献Ïā第 4 世代擬似共振電源 ICFA5640 Ġœs

ĂÿĈ実現ÏāÕ÷ä基幹部品Ý¸āĺŘs半導体á関Í

ģĈ製品化ÍÕgËÿáh低消費電力化á優Ăā LED

Üh2010 年å次ä開発成果Ĉ得Õg

照 明 用 途 á 調 光 対 応 可 能 à 第 2 世 代 臨 界 PFC}Power

ĺ Ř s ŋ ġ Ŏ s Ŕ 分 野 Ý åh 最 新 ľ Č s Ŕ Ĳ Ģ ı Ĭ

Factor Correction~電源 IC｢FA5601 Ġœsģ ｣ Ĉ製品化

ŀ}FS~構造ÞıŕŜĪ技術Ĉ適用ÍÕ第 6 世代 IGBT

ÍÕg自動車用途ÝåhĕĦœŜ車äēsıŇĪĬĘıŒ

}Insulated Gate Bipolar Transistor~ Ĉ IPM}Intelligent

ŜĢňĬĠŐŜä快適性Þ燃費向上á貢献ÏāœĴċ制

Power Module~用á最適化ÍÕĪĬŀÞ高機能 IC Ĉ搭

御 IPS}Intelligent Power Switch~
F5064HĈ開発ÍÕg

載ÍÕV ĠœsģIPM 系列Ĉ拡充ÍÕgôÕhņĢ

ÉĂÿĺŘs IC 製品åh富士電機独自ä回路ĠňŎŕs

ıĠœĜŜÞÍÜä有力候補Ý¸āh炭化Çº素}SiC~

ĠŐŜ技術Ĉ適用ÍÜ設計ËĂÜºāg

Ĉ適用ÍÕĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ}SBD~ÞĠœ

ĺ Ř s İ Č Ģ Ę œ s ı 分 野 Ý åh 宇 宙 用 ı ŕ Ŝ Ī 型

ĜŜ IGBT ÞĈ組õ合ąÑÜčŜĹsĨ回路Ĉ構成Ïāĸ

ĺ Ř s MOSFET}Metal-Oxide-Semiconductor Field-

čĿœĬĲŋġŎsŔĈ開発Íh大幅à損失低減Ĉ実現Í

Eﬀect Transistor~Ĉ開発Íh富士電機ä半導体ä特徴Ý

ÕgËÿáh高効率đĶŔės変換技術ä実現Ĉ狙ºh富

¸ā高信頼性ĈċĽsŔÍÜºāg

士電機独自ä
ŜĢı

RB-IGBT}逆阻止

IGBT~Ĉ用ºÕċĲĹ

NPC}Neutral-Point-Clamped~ 用

3 ŕłŔ変換

回路á適用Ïā IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg無停電電源
装置}UPS~ú太陽光発電用ĺŘsĜŜİČĠŐĳàßĈ
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今後ø引Ã続Ã富士電機ÝåhđĶŔėsÞ環境ä問題
á対応ÏāÕ÷áh高効率j高信頼性äĺŘs半導体ä技
術開発j製品開発á取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg
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半導体
SiC ショットキーバリアダイオード搭載ハイブリッドモジュール
近年h電力変換機器á搭載ËĂāĺŘs半導体İĹčĢ

図1

SiC-SBD搭載ハイブリッドモジュール（PIM）

図2

ハイブリッド車用直接水冷IGBTモジュール

á対Ïā低損失îä要求åôÏôÏ高ôā一方Ý¸āg炭
化Çº素}SiC~åĠœĜŜ}Si~þĀø物理的特性á優
ĂhİĹčĢ性能ä大幅à向上Â期待ÝÃāg最新äV
ĠœsģIGBT Þ SiC ĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ
}SBD~Ĉ組õ合ąÑÕhSiC-SBD 搭載ĸčĿœĬĲŋ
ġŎsŔĈ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

PIM 系列k定格電圧/ 電流 1,200 V/35 Ah50 A
600 V/50 Ah75 Ah100 A

⑵

逆 回 復 損 失 約 70 % 低 減} 対 V Ġ œ s ģ 1,200 V~
h

ĨsŜēŜ損失約 50 % 低減}対 V Ġœsģ 1,200 V~
⑶

発生損失約 25 % 低減}対 V Ġœsģ 1,200 V~

ハイブリッド車用直接水冷 IGBT モジュール
環境îä配慮ÁÿhĸčĿœĬĲ車å急速á普及ÍÜº
āgĸčĿœĬĲ車áÀÇāŋsĨ駆動ĠĢįŉåh高出
力化h小型化h低価格化ä要求Â増ÍÜºāg富士電機åh
放熱構造á直接水冷方式Ĉ採用ÍÕ小型ĺĬĚsġĈ用ºh
大幅á高電流密度化Ĉ実現ÍÕ車載用 IGBT ŋġŎsŔĈ
開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

定格電圧/電流k650 V/400 A

⑵

回路構成k三相ŋsĨ駆動用 6 個組ŋġŎsŔ

⑶

放熱構造kĜŜĺďŜĲ層ĈàÅÍÕ直接水冷方式

⑷

外形平面寸法k103×103}mm~

⑸

ĺŘsĪĬŀk表面÷ÙÃ電極Ĉ採用ÍÕ÷ÙÃĪĬ
ŀ

⑹

ĪĬŀ配線kœsĲľŕsŉáþāåĉÖ付Ç配線

アドバンスト NPC 回路用 IGBT モジュール
近年hUPS àßä電源装置áåh高º電力変換効率Â

6 p.000.
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図3

アドバンストNPC回路用IGBTモジュール

求÷ÿĂhNPC3 ŕłŔ変換回路Â主á用ºÿĂÜºāg
メイン「V シリーズ」
：1,200 V/300 A

富士電機Ýåh従来ä NPC3 ŕłŔ回路þĀø導通損失
Ĉ低減ÍÕhċĲĹŜĢı NPC3 ŕłŔ回路用 IGBT ŋ

中間ＲＢ-Ｉ
ＧＢＴ
：600 V/300 A

ġŎsŔĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

T1
T3

定 格 電圧/電 流k1,200 V/300 A} Ŋ č Ŝ ~
h600 V/
300 A}中間~
h4 in 1 ĺĬĚsġ

⑵

P

U

M

RB-IGBT 適 用k 導 通 損 失 Â 従 来 ä NPC3 ŕ ï Ŕ ŋ
ġŎsŔá比ïÜ約 30 % 低減

⑶

T4

T2

低čŜĩĘĨŜĢĺĬĚsġk40 nH 以下}従来ä
2 in 1 ŋġŎsŔÞ同等~

N

（ａ）外観

（ｂ）等価回路
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半導体
「V シリーズ」2 in 1 IGBT モジュール
第 6 世代 IGBT ĪĬŀV ĠœsģĈ搭載ÍÕ 2 in 1

6 p.000.
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図 4 「Vシリーズ 」2 in 1 IGBTモジュール

Ĩčŀä産業用 IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg本ŋġŎs
ŔäĺĬĚsġåh従来ä構造Ĉ一新ÍÕĺĬĚsġÝ¸
āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

主端子ä電流経路Ĉ 2 分割ÏāÉÞáþāh内部čŜ

ĩĘĨŜĢä低減}従来比約 50 %~
⑵

樹脂筐体}Ãý¼Õº~Þ端子ä分離化áþāh端子

平坦}îºÕĉ~度Àþé端子高Ë精度ä向上
⑶

ĪĬŀ配置ä最適化áþā放熱性能ä向上

⑷

SnSb åĉÖ使用áþā温度ĞčĘŔ耐量ä向上

⑸

絶縁基板ä分割áþā放熱ľČŜîä取付Ç性ä向上

新型大容量 2 in 1 IGBT モジュール
近年h新đĶŔės分野}風力j太陽光発電~účŜľ

6 p.000.
388
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図5

新型大容量 2 in 1 IGBTモジュール

Œ設備á適用ËĂā電力変換器ä大容量化h高効率化Â進

M272 パッケージ

ĉÝºāgÓĂÿá適用ËĂāĺŘsİĹčĢä高耐圧j
大容量化ä要求á応¾āÕ÷h並列接続á適ÍÕ新構造ä

M271 パッケージ

大容量 2 in 1 IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg
本製品åh第 6 世代 IGBT ĪĬŀĈ適用Íh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Ï
āgËÿá最新äĺĬĚsġ技術Ĉ適用Íh高ĺŘs密度
ÁÚ高信頼性ø実現ÍÕg製品系列å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

M271 ĺĬĚsġk1,200V/600Ah900Ah1,700V/650A

⑵

M272 ĺĬĚsġk1,200 V/1,400 Ah1,700 V/1,000 A

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

図6

第6世代「Vシリーズ」IPM用IGBTチップの特徴

高効率化ú小型化Â要求ËĂÜºāgÉä要求á応¾āÕ
÷h 第 6 世 代 IGBT-IPMV Ġ œ s ģ IPM 用 ä 600 V

à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ēŜ電圧k
T ĠœsģIPM 用 IGBT ĪĬŀá対Í

0.3 V 低減
⑵

ĨsŜēľ損失k同ÎēŜ電圧ä比較Ýh
T Ġœs
ģIPM 用 IGBT ĪĬŀ比 38 % 低減
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200

0.3
0.3VV

V シリーズ IPM 用
IGBT チップ

100
T シリーズ IPM 用
IGBT チップ
0
0

1.0
オン電圧（V）

（a）オン電圧波形比較

2.0

ターンオフ損失（mJ/Pulse）

ēŜ電圧ÞĨsŜēľ損失äıŕsĲēľĈ改善ÍÕg主

V ge：15 V
T j ：125 ℃

コレクタ電流（A）

ěsı構造Ĉ持×hËÿáĪŌĶŔ抵抗Ĉ低減ÏāÉÞÝh

14

300

ĘŒĢ IGBT ĪĬŀĈ開発ÍÕg富士電機独自äıŕŜĪ

12

V dc：300 V
I C ：150 A
V ge：+15/0 V
T j ：125 ℃

10

8

6

4
1.2

T シリーズ IPM 用
IGBT チップ
V シリーズ IPM 用
IGBT チップ
1.6

2.0

オン電圧（V）

（b）オン電圧とターンオフ損失の比較
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半導体
高耐熱・高信頼性接合技術
čŜľŒú車載向Ç IGBT ŋġŎsŔÝåh小型j高効

図7

チップと回路銅箔とを銀粒子を用いて接合した断面

率化äÕ÷h高電流密度áþā動作Â必要Ý¸āgÉäÕ
÷h高耐熱性ú高信頼性Â要求ËĂÜºāgÉĂá対ÍÜh
ŋġŎsŔ動作時äĪĬŀ発熱áþāåĉÖ劣化Â課題Þ

シリコン

àāg富士電機åhĪĬŀ下åĉÖä代替技術ÞÍÜ銀粒
子Ĉ用ºÕ接合技術Ĉ開発ÍÕg材料特性ÞÍÜhåĉÖ
ä融点Â 217 ℃àäá対Íh銀å融点Â 961 ℃Þ高Åhŋ

銀層

ġŎsŔä高温動作時áÀºÜ金属組織Â劣化ÍàºÞ考
¾ÿĂāgËÿáh銀層å破壊強度ÂåĉÖä 2 v 3 倍Þ
高強度àÕ÷hĘŒĬĘÂ進展ÍáÅºÉÞÂ期待ÝÃāg

銅基板

ĪĬŀÞ回路銅箔}åÅ~ÞĈ銀粒子Ĉ用ºÜ接合ÍÕ断
面写真Ĉ示Ïg本技術ä適用áþĀh従来äåĉÖ品Þ比
較ÍhĺŘsĞčĘŔ耐量Â 2 倍á向上ÍÕg

IGBT モジュールの低温保証技術
Ġłœċàßä極寒地áÀºÜ使用ËĂā車両用 IGBT

図8

低温におけるシリコーンゲルの材料状態

ŋġŎsŔÝåh低温}−55 ℃~áÀÇā製品始動保証Â
従来品

要求ËĂāgÍÁÍ一般的à IGBT ŋġŎsŔ構造áÀº
硬化直後

Üåh絶縁封止材Ý¸āĠœĜsŜěŔä物性Â−40 ℃

開発品
−55 ℃
放置後

硬化直後

−55 ℃
放置後

以下Ýå変化ÏāÕ÷h封止材á裂ÇÂ発生Íh絶縁Ĉ確
保ÏāÉÞÂ難Íºg
ÓÉÝ材料組成Ĉ最適化Íh低温áÀºÜ物性変化Â少
àº絶縁封止ĠœĜsŜěŔä開発Ĉ行ÙÕg−55 ℃Ý
放置ÍÕ後ä材料状態Ĉ示Ïg新開発材料å裂ÇÂ発生Í
ÜºàºÉÞÂ分ÁāgÉĂáþĀ低温áÀºÜø IGBT
ŋġŎsŔ構造ä絶縁Ĉ確保ÏāÉÞÂÝÃh従来Þ比較
Í低温Ý始動ÝÃā IGBT ŋġŎsŔä製品化Ĉ可能ÞÍ
Õg

宇宙用トレンチ型パワー MOSFET 技術
富士電機Ýåh人工衛星ä電子機器àßä{宇宙環境|

図9

パワー MOSFETの抵抗成分比較

Ýø利用可能àĺŘs MOSFET Ĉ供給ÍÜÃÜºāg重
要à性能å重粒子耐性Þ電離放射線耐性Ý¸āg地上Ý使
用ËĂāĺŘs MOSFET Þ同様á小型j高効率化ä要求

1

å強Åh今回h宇宙用ĺŘs MOSFET ä次世代技術Ĉ開
微細化áþā抵抗成分ä低減Ĉ狙ºh従来ä宇宙用ĺ
Řs MOSFET Â表面Ĉ電流経路ÞÏāŀŕsĳ構造}二

チャネル抵抗
抵抗（a.u.）

発ÍÕg

49% 低減

0.5

JFET 抵抗

チャネル抵抗

ドリフト領域抵抗

ドリフト領域抵抗

基板抵抗

基板抵抗

プレーナ型

トレンチ型

次元構造~Ý¸āäá対ÍÜh縦方向á電流経路Ĉ形成Ï

JFET 抵抗

āıŕŜĪ構造}三次元構造~Ĉ採用ÍÕgıŕŜĪ構造
å重粒子á対ÍÜ敏感à構造Ý¸āÂhÉĂĈ改善ÍÜ重
粒子耐性Ĉ確保ÍÕgıŕŜĪ構造ä採用áþĀ抵抗Ĉ

0

49 % 低減Ïā技術Ĉ確立ÍÕg
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半導体
リニア制御用 IPS「F5064H」
環境問題ú自動車ä快適性j低燃費ÞºÙÕ市場要求Ĉ

6 p.000.
415
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
図 1 0 リニア制御用IPS「F5064H」

背景áhēsıŇĪĬĘıŒŜĢňĬĠŐŜÝåh変速
ĠŐĬĘä低減Þ燃費向上Â求÷ÿĂÜºāgÉäÕ÷h
電流á応ÎÜœĴċá油圧Ĉ変¾ÿĂāœĴċ制御Â増加
ÍÜºāg
富士電機ÝåhÉäœĴċ制御á必要à負荷á流Ăā電
流Ĉ高精度á検出ÏāēŃċŜŀĈ内蔵Íh負荷ä安定動
作Ĉ実現ÝÃāœĴċ制御用 IPSF5064HĈ開発ÍÕg
Éä製品åh従来äĸčĞčĲĢčĬĪF5044HÞ同
様á保護機能Ĉ持ÚÕ÷h異常時ä焼損回避Â可能Ý¸āg
ôÕhĸčĞčĲĢčĬĪÞēŃċŜŀÞĈ一ÚäĺĬ
Ěsġá納÷āÉÞÝĠĢįŉä小型化á貢献ÝÃāg

800 V 耐圧ハイサイド・ローサイドドライバ IC「FA5650 シリーズ」
民生j通信j産業分野Ý幅広Å適用ÝÃā 800 V 耐圧

図 1 1 ハイサイド・ローサイドドライバIC「FA5650N」

ĸčĞčĲjŖsĞčĲĲŒčĹ ICFA5650 Ġœsģ
Ĉ開発ÍÕg
本 IC å次ä特徴Ĉ持×h安全性Â高Åh高性能à電源
účŜĹsĨĈ容易á実現ÝÃāg
⑴

最 大 定 格 800 V 耐 圧 á þ Ā 600 V 耐 圧 ä ĺ Ř s
MOSFET Ĉ使用ÍÕ場合Ýøh異常時ä IC ä耐圧破

壊Ĉ防止
⑵

短º遅延時間 125 ns áþā電源効率ä向上

⑶

広範囲à電源電圧対応}10 v 30 V~áþĀ制御用 IC

Þä電源共通化Â容易
⑷

広範囲à入力電圧対応}3.3 v 30 V~áþĀŇčĜŜ

ú DSP Ý駆動可能

第 4 世代擬似共振電源 IC「FA5640 シリーズ」
液晶įŕļ用電源Ĉ主à用途ÞÍÕ低ĢĨŜĹč電力化
á対応ÍÕ新系列ä擬似共振電源 ICFA5640 Ġœsģ
Ĉ開発ÍÕg
FA5640Ýå年々厳ÍÅàā低ĢĨŜĹč電力化要
求á対応ÏāÕ÷h負荷状態áþÙÜĨsŜēŜÏā共振
波形äŅıŉ数Ĉ乱Ăàºþ¼á変化ËÑÜh周波数Ĉ低
減ÏāgôÕh間欠動作á入ā負荷ŕłŔĈ最適化ÏāÉ
ÞÝ外付Ç調整部品Â不要ÞàĀh従来ä IC þĀĢĨŜ
Ĺč電力Ĉ約 30 mW 低減Íh間欠動作時ä音鳴Ā防止Ĉ
可能áÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

500 V 起動素子内蔵ĔŕŜıŋsĲ擬似共振制御

⑵

60 mW 負荷時ĢĨŜĹč電力 132 mW}AC100 V 入力~

⑶

保護機能k過負荷}自動復帰~
h過電圧}ŒĬĪ~
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図 1 2 第4世代擬似共振電源IC「FA5640シリーズ」
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半導体
LED 照明用第 2 世代臨界 PFC 電源 IC「FA5601 シリーズ」
伸 長 Ï ā LED 照 明 用 電 源 Ĉ 主 à 用 途 Þ Í Õ 1 Ĝ Ŝ

図 1 3 第2世代臨界PFC電源IC「FA5601シリーズ」

ĹsĨ構成äľŒčĹĬĘ用第 2 世代臨界 PFC 電源 IC
FA5601 ĠœsģĈ開発ÍÕgFA5601 ĠœsģÝåh
電圧ŋsĲĈ採用Íh広º範囲ôÝ調光Ĉ可能áÍÕg最
大発振周波数制限áþĀh軽負荷時ä電源効率Ĉ改善ÍÕg
ËÿáhĩčĳňĬĘ OVP 機能áþĀhıŒŜĢä音鳴
ĀĈ防止ÍhĢĨŜĹč機能h入力非検出áþā待機電力
ä削減Ĉ実現ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

電圧ŋsĲ制御方式}最大周波数制限内蔵~

⑵

ĩčĳňĬĘ OVP 機能

⑶

ĢĨŜĹč機能

⑷

電流検出抵抗ä損失低減}従来比約 30 % 減~

⑸

ĺĬĚsġå SOP-8 Ĉ採用

電源 IC 回路シミュレーション技術
電源 IC ú電源ĠĢįŉä複雑à機能Ĉ実現ÏāÕ÷h

6 p.000.
411
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
図 1 4 電源システムの概略構成

設計ä初期段階Áÿ制御方式ú回路動作ä検討Â必要Þ
àÙÜÃÜºāg

ÉäÕ÷h物理ŋİŔá比ïĠňŎŕsĠŐŜÂ 20 倍以
上高速áàĀhÍÃº値電圧àß回路特性値Ĉ容易á変更
ÝÃāäÝh電源 IC ú電源ĠĢįŉä効率的設計Â可能
Þàāg
IP ĜċĈ使用ÏāÉÞÝh設計œsĲĨčŉÂ短縮Ë

ゼロ電流
検出回路

内部
回路用
電圧源
回路

ワンショット
出力回路

最大
周波数
制限回路

電流
コンパレータ
回路

低電圧
誤作動
防止回路

低電圧
誤作動
防止回路

RSFF
回路

ドライバ
回路

ディスクリート素子で構成された回路網

Ęä動作Ĉ数式àßÝ表現ÍÕŋİŔÝ構成ËĂÜºāg

ディスクリート素子で構成された回路網

富士電機Ýåh電源 IC ä回路動作Ĉ高速ÝĠňŎŕs
ĠŐŜÝÃā IP ĜċĈ開発ÍÕgIP Ĝċå各回路ĿŖĬ

電源 IC の IP コアの例
（各回路ブロックは数式モデルにより表現）

ĂhËÿá限ÿĂÕ時間Ý十分à検証ÂÝÃāÕ÷h設計
品質ä高º製品開発Â可能Þàāg

RC-IGBT 技術
環境問題Ĉ背景áh家電機器äčŜĹsĨ化Â急速á進

図 1 5 RC-IGBT断面構造図

õÚÚ¸āg一方h新興市場Ýä価格競争å厳ÍÅhÉ
Ăÿä要求á応¾āÕ÷áh富士電機Ýå IGBT Þ FWD
ĈŘŜĪĬŀ化ÍÕ逆導通

エミッタ / アノード

ゲート

IGBT}RC-IGBT~Ĉ開発Í

ÕgÉä RC-IGBT åh表面構造Ĉ既存äŀŕsĳěsı

+
p+ n

IGBT Þ同構造ÞÍh裏面構造å IGBT 領域Þàā p 形Ĝ

p ベース

ŕĘĨ層Þ FWD 領域Þàā n 形ĔĦsĲ層ÞÝ形成ËĂ
Üºāg今回hÉäİĹčĢ開発äÕ÷áh薄ďĐsĸ状
FWD

IGBT

態Ýä裏面äĺĨsŜ形成技術Ĉ確立ÍÕgİĹčĢä主
à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

定格電圧/電流k600 V/15 A}今後 20 Ah30 A 開発予

コレクタ

p+

n+

カソード

定~
⑵

ĪĬŀ面積k従来比 50 % 減
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半導体
高性能・小型化電源 IC 技術
液晶ŋĴĨàßä民生分野á搭載ËĂā AC-DC 電源Ġ

図 1 6 新ESD保護素子のTLPでの保護回路動作評価結果

ĢįŉÝåh省電力化Þ低価格化Â進ĉÝºāg富士電機
ÝåhAC-DC 電源用 IC ä高性能化Ĉ実現ÏāİĹčĢh

保護動作エリア
3

ŀŖĤĢh回路技術Ĉ確立ÍÕg本技術Ĉ採用ÍÕ製品åh
2010 年 11 月á量産供給Ĉ開始ÍÕg本技術ä主à特徴å
⑴

500 V ä JFET Þ 30 V 系 MOSFETh5 V 系 MOSFET ĈŘŜĪĬŀá集積ÏāÉÞÂ可能à IC ŀŖĤĢ

⑵

5 V 系制御回路ä入力 PAD đœċĈ有効活用Íh従

電流（A）

次äÞÀĀÝ¸āg

2 倍の
ESD 耐量
向上

開発素子
2

HBM
（人体帯電モデル）
2,000 V
保証ライン

1

従来素子

来技術á対ÍÜ 2 倍ä ESD}静電気放電~耐量ä向上
}図~Þ面積ä 73 % 縮小Ĉ実現
⑶

0

0

5

10

高精度化Þ簡素化Â可能à回路方式Ĉ考案Íh従来比

15

20

電圧（V）

Ýh低消費電力化Þ回路đœċä 28 % 縮小Ĉ実現

高効率冷却システム設計技術
電気自動車ä動力制御á用ºāĺŘs半導体áåhËÿ

図 1 7 蛇行流路の冷却性能比較

àā大電力化Þ小型j軽量化Â求÷ÿĂh高電流密度化å
避ÇÿĂàºgĠĢįŉ全体Ýä冷却設計Â不可欠Ý¸Āh

圧力分布

温度分布

熱流体解析技術Ĉ導入ÍhĺŘs半導体Áÿ冷却体ôÝä

温度
高

圧力
大

低

小

温度
高

圧力
大

低

小

放熱性検討Ĉ一貫ÍÜ行¼新Õà冷却ĠĢįŉ設計技術Ĉ
確立ÍÕg富士電機åh既á確立ÍÜºāľČŜ一体型直

蛇行流路
（改善前）

接水冷構造技術á加¾Üh高放熱型ľČŜ形状ÞľČŜ形
状ä特性Ĉ最大限á発揮ÏāďĒsĨsġŌĚĬıĈ検討
Íh冷媒循環á用ºāņŜŀ性能Ĉ踏ô¾ÕısĨŔ設計
Ĉ行¼ÉÞÝh小型j高効率冷却ĠĢįŉĈ可能ÞÍÕg
ņŜŀ負荷低減Ĉ目的ÞÍÕ蛇行流路ä検討例Ĉ示Ïg流
路折返Í部ä数Þ形状Ĉ最適化ÏāÉÞÝ小型化Þ大幅à
低圧力損失化Â可能Ý¸āg
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蛇行流路
（改善後）
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［コンポーネント］

感光体

感光体

展

望

世界同時不況áþĀ米国àßä先進国市場Â停滞Ïā中h

Ý¸āg2010 年áķsłŔ化学賞Ĉ受賞ÍÕĘŖĢĔĬ

BRICs ĈåÎ÷ÞÏā新興国市場å急激á成長Íh世界

ŀœŜę技術åh既á富士電機ä OPC á使用ËĂÜºāg

ä GDP ĠĐċå 2015 年á中国Â米国Ĉ追º越ÏÞºą

富 士 電 機 åh É ä þ ¼ à 世 界 ä 最 先 端 技 術 Ĉ 使 Ù Õ

ĂÜºāg実際h新興国îäčŜľŒ投資å活発化ÍÜÀ

OPC Ĉ全世界ä顧客á提供ÍÜºāgOPC Â使用ËĂÜ

ĀhAV 機器ú産業向Ç電子機器îä需要ø多ºgÏàą

ºā複写機úŕsğŀœŜĨåĔŒs化ú高速化Â進õh

×hđŕĘıŖĴĘĢ市場å先進国Áÿ新興国îä需要Ġ

Ëÿáå軽印刷市場Ĉ狙ÙÕ高性能複写機Â登場ÍÜºāg

ľıÂ加速ÍÜºāgļġĶĢÂ新興国市場îĠľıÍÜ

Éäþ¼à市場á対Íh富士電機Ýå画像形成向上Ĉ目的

ºāäÞ同様áđŕĘıŖĴĘĢ技術áÀºÜø中核技術

á電荷輸送材料ä高度化Ĉ図Āh高画質型ĔŒsŀœŜ

ÂĠľıÍÜºāg20 世紀後半áåhĠœĜŜ}Si~į

Ĩ用 OPC Ĉ開発ÍÕgôÕh環境áúËÍº正帯電積層

ĘķŖġsĈ基礎ÞÍÕđŕĘıŖĴĘĢ関連産業Â進展

型 OPC Ĉ開発Íh顧客Áÿ高º評価Ĉ得ÜºāgËÿáh

ÍÕÂh現代ÝåĽsĘĈ過ÄÕg今後åđĶŔėsú地

ĜŜĽŎsĨ分子設計áþā高耐久ĹčŜĩsä開発áþ

球環境ä関連産業Â発展ÍhĽsĘĈ迎¾āøäÞ考¾ÿ

Āh軽印刷分野îä対応Ĉ可能áÍÕg

ĂāgđŕĘıŖĴĘĢ関連産業Ĉ支¾Õ Si įĘķŖġs

今後åh高耐久性Þ高解像度ä両特性Ĉ持ÙÕ新Õà

Ý¸āÂh2020 年以降ä産業Ĉ支¾āäåĔsŅŜ}有

OPC Â求÷ÿĂh新構造型 OPC ä研究ø盛ĉáàāÞ考

機~įĘķŖġsÝ¸āÞºąĂÜºāg有機įĘķŖ

¾ÿĂāgÓÍÜ OPC 開発Ý培ÙÕĘŖĢĔĬŀœŜę

ġsĈ使ÙÕ有機đŕĘıŖĴĘĢ分野áÀºÜ実用的á

技術Ĉ基áh高分子材料Ĉ用ºÕ新Õà有機İĹčĢä研

最ø成功ÍÜºāäåhĜĽs機úŕsğŀœŜĨá使用

究ø活発áàāg

ËĂÜºā有機感光体}OPCkOrganic Photoconductor~

感光体
カラープリンタ用有機感光体
電子写真ĔŒsŀœŜĨå高速化h高画質化Â進ĉÝÀ

4 p.000.
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図1

微小領域の静電潜像

Āh画像品質Ĉ担¼感光体åËôÌôà要求Ĉ受ÇÜºāg
200 m

特áh高画質化á伴¼周辺ŀŖĤĢä微細化Â進ö中h露
20

光光源}ļsŉ~ä小ĢņĬı径á対応ÍÕ潜像特性Ĉ

ĔŒsŀœŜĨ用感光体þĀøhļsŉäĢņĬı径Ĉ忠
実á再現ÍÕ潜像形成Â可能à特性Ĉ持ÙÜºāg潜像特

表面電位 V（V）

富士電機Ýåh潜像特性ä向上Ĉ目的á電荷輸送材料ä
高機能化Ĉ図Āh高画質型有機感光体Ĉ開発ÍÕg従来ä

B

高画質有機感光体
1回目
2回目

−20
−40

従来有機感光体
1回目
2回目

−60
−80
−100
−120

性ä向上áþĀh従来å問題ÞàÿàÁÙÕ膜厚偏差á起

−140

因Ïā画像不具合Â発生ÍúÏÅàāÂh製造技術ä最適

−160
−200

化ø併ÑÜ行º製品化ÍÕg今後øËÿá高º画像品質Ĉ

電極 A

0

持ÙÕ感光体Â強Å求÷ÿĂÜºāg

300 m 100 m

C

0

200

400

600

800

測定位置 X（ m）

提供ÝÃā製品開発Àþé製造技術ä向上á取Ā組ög
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感光体
軽印刷用有機感光体
複写機分野åh性能ä高度化Â進õh軽印刷市場Ĉ狙Ù

4 p.000.
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図2

耐刷特性（表面電位）

Õ複写機Â登場ÍÜÃÜºāgÉäþ¼à複写機á搭載Ë
1,000

Ăā感光体áåh従来ä感光体Þ比較Íh電気特性ä安定
性ú感光体ä低摩耗化Â求÷ÿĂāg
合比率ä最適化h高º帯電能Ĉ持Ú電荷輸送材料Ĉ開発Ï
āÉÞÝh電気特性ä安定性Ĉ高÷ÕgôÕhĜŜĽŎs
Ĩáþā分子設計技術Ĉ活用Íh電荷輸送層á高耐久Ĺč

800
表面電位（−V）

富士電機åh下引Ã層á抵抗率Â最適à材料ä選定Þ配

ŜĩsĈ適用ÏāÉÞáþĀh200 万枚Ĉ超¾ā有機感光

暗部電位
新規開発品

従来品
600

400

200

体ä寿命Ĉ引Ã出ÏÉÞá成功ÍÕgÉĂáþĀh軽印刷

明部電位
0

分野îä複写機ä対応Ĉ可能ÞÍÕg
今後øhþĀ高速化h長寿命化îä対応Ĉ進÷hËÿá

0

0.5

1.0

1.5

2.0

印字枚数（百万枚）

高性能à有機感光体ä開発á取Ā組ög

高耐久正帯電型有機感光体
ŀœŜĨ用有機感光体åh装置ä印字高速化Àþé長寿

図3

耐刷後の感光体表面光学顕微鏡写真（耐刷試験1万枚）

命化á伴ºh高耐久性ä要求Â強ÅàÙÜºāg耐久性å
感光層Þ画像形成ŀŖĤĢhÚôĀ帯電h現像h転写Àþé
ĘœsĴŜęä各部材ÞäŇĬĪŜęá大ÃÅ左右ËĂāg
正帯電型有機感光体Ĉ構成Ïā材料ä¼×h耐久性Ĉ担¼
最ø重要à材料åĹčŜĩs樹脂Ý¸āÕ÷h樹脂ä種類
選定Àþé配合量ä調整áþĀ多種多様à装置ÓĂÔĂá
適合ÍÕ耐久性Ĉ備¾ā感光体Ĉ開発ÏāÉÞÂÝÃāg
耐久性ä課題ä¼×h難易度ä高ºøää一ÚÞÍÜh
感光体表面äıĳsľČŔňŜęÂ¸āg富士電機Ýåh
現象分析Áÿ発生ŊĔĴģŉĈÞÿ¾h高性能化ÍÕĹč
Ŝĩs樹脂Ĉ適用Íh顧客装置á順応ÍÕ高耐久正帯電型
感光体ä開発Ĉ実現ÍÕg

86

100 µm

高性能バインダー樹脂適用
（フィルミングなし）

100 µm

従来バインダー樹脂適用
（フィルミング発生）
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磁気記録媒体

磁気記録媒体

展

望

垂直磁気記録方式äĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~

ËÑh長期信頼性Ĉ確保Ïā HDI}Head Disk Interface~

ä量産Â開始ËĂÜÁÿh既á 6 年Ĉ迎¾þ¼ÞÍÜºāg

技術hļĬıä微細化á適合Ïā低ķčģÞ書込õ性Ĉ両

一時期h長手磁気記録方式áþā密度進化ä限界Ý停滞Í

立ÍÕ垂直磁気記録磁性技術hËÿáÓÉÁÿ得ÿĂā微

ÜºÕ記録容量åhÉä垂直磁気記録方式ä採用áþĀ年

細信号ä計測j評価技術Ĉ重要視ÍhÀäÀäáÀºÜ特

率 40 % ċĬŀä順調à進歩Ĉ続Çāþ¼áàÙÕg一方

徴¸ā技術開発Ĉ行ÙÜºāgôÕh次世代ä HDD á向

Ýh携帯電話ú MP3 ŀŕsō向Çá開発ËĂÕ 1.8 čŜ

ÇÜåh瓦書Ã記録}SWRkShingled-Write Recording~

Ī以下ä小径 HDD åľŒĬĠŎŊŋœá置Ã換ąĀh用

方式Áÿ熱ċĠĢı磁気記録}TAMR~úŇčĘŖ波ċ

途別äÏõ分ÇÂ進ĉÝºāgÓä中Ý HDD åļĬı単

ĠĢı磁気記録}MAMR~àßäđĶŔėsċĠĢı磁

価Â廉価Ý大容量Þº¼特長Ĉ生ÁÍhôÕ常áÓä容量

気記録方式hļĬıĺĨsŜĲŊİČċ}BPM~á向Á

Ĉ増úÍÜºÅÉÞÝhĺĦĜŜåø×ăĉhAV 機器ú

¼新技術á適合ÍÕİČĢĘ媒体技術hàÿéáÓĂĈ支

ěsŉ機hĔsĳļěsĠŐŜàßäĜŜĠŎsŇs製品

¾ā高º磁気異方性定数 K u Ĉ実現Ïā磁性材料Ĉ並行Í

îä搭載Â一般化ÍÜÃÕgËÿáåh近年実用化Â進

Ü開発中Ý¸āg

öĘŒďĲĜŜĽŎsįČŜęä要Þàā各種İsĨĤŜ

進化ä早º HDD 分野ÝĜĢıĺľĒsŇŜĢĈ維持Í

Ĩs用äĢıŕsġÞÍÜøÓä用途å引Ã続Ã拡大j伸

ÚÚhSSD}Solid State Drive~àß競合ÏāñÁäĢı

長ÏāÞ予想ËĂÜºāg

ŕsġĈÍäÆĢĽsĲÝ記録密度Ĉ向上ÍÜºÅÕ÷á

富士電機ÝåhÉĂÿäĴsģá対応Ïā磁気記録媒体

øh開発ä手Ĉ緩÷āÉÞåÝÃàºg今後ø HDD ä発

技術ÞÍÜh超平滑Ý欠陥äàº精緻}Ñº×~à加工Ĉ

展á貢献ÝÃāþ¼hËÿàā高密度化Ĉ進÷ÜºÅ所存

実現ÍÕċŔň基板技術h低浮上化ÏāŁĬĲĈ安定化

Ý¸āg

磁気記録媒体
新しい高密度記録技術

─高 K u 磁性材料─

面記録密度 1 Tbits/in2 Ĉ超¾ā磁気記録媒体áÀºÜ

4 p.000.
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図1

L 10型FePt規則合金薄膜の結晶格子図と平面TEM像

åh記録ļĬıä微細化á伴º記録磁化Â不安定Þàā熱
緩和現象Â顕在化ÏāgÉĂĈ克服ÏāÕ÷áåh高º磁
気異方性定数}K u ≧ 1.5×107 erg/cm3~Ĉ持Ú磁性材料ä

＜001＞

：Fe
：Pt

適用Â必要Ý¸āg
富 士 電 機 å 東 北 大 学 Þ 共 同 Ýh Ģ ĺ Ĭ Ĩ 法 Ĉ 用 ºh

FePt 磁性粒子

350 ℃程度ä低温ŀŖĤĢáÜh図á示Ï L10 型ä規則構
造Ĉ持Ú FePt 規則合金薄膜äęŒĴŎŒs構造形成á成
功Íh粒径≒6 nmhKu≒1.6×107 erg/cm3 Ĉ確認ÍÕg今
後hËÿàā低温成膜化Ĉ進÷āÞÞøáh媒体ÞÍÜä
完成度Ĉ高÷ÜºÅ技術開発Ĉ推進Ïāg
10 nm

グラニュラー粒界
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磁気記録媒体
新しい高密度記録技術

─熱アシスト磁気記録媒体─

ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~ä面記録密度Ĉ向上

4 p.000.
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図2

熱アシスト概念図およびヒートシンク効果

ÍÜºÅÕ÷hđĶŔėsċĠĢı磁気記録方式ä一ÚÝ
¸ā熱ċĠĢı磁気記録}TAMR~ä適用Â期待ËĂÜº

記録ヘッド

再生素子

主磁極

記録層

āgÉĂåh媒体Ĉŕsğ光ÝĖŎœs温度付近ôÝ加熱
Íh媒体ä保磁力Ĉ下ÈÕ状態Ý書込õĈ行¼方式Ý¸āg

加熱領域

媒体内ä記録ļĬıĈ加熱Ïā際h隣接ļĬıä情報Ĉ消

ĠňŎŕsĠŐŜ技術Þ媒体ä磁化ĠňŎŕsĠŐŜ技術
Ĉ立×上ÈÕgÉĂÿĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ組õ合ąÑ
Ü用ºāÉÞáþĀh媒体内áĻsıĠŜĘ層Ĉ設Çh熱

高
−0.1

500
450
400
350
300
250
200
150
100

ヒートシンクなし

0

0.1

−0.1

0

低

0.1

クロストラック位置（ m）

富士電機åhŕsğ光ä媒体内伝搬Ĉ組õ込ĉÖ熱伝導

クロストラック位置（ m）

去Íàºþ¼áh熱ä拡散Ĉ制御ÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg

裏打ち層

（a）熱アシスト記録方式の概念図
高
−0.1

ダウントラック位置（ m）

2

拡散Ĉ抑制ÏāÉÞÝh1 Tbits/in 以上ä面記録密度á到

500
450
400
350
300
250
200
150
100

ヒートシンクあり

0

0.1

−0.1

0

低

0.1

ダウントラック位置（ m）

（b）ヒートシンクによる集中加熱効果

達ÝÃāÉÞĈ示ÍÕg

垂直磁気記録媒体の磁性関連技術

4 p.000.
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ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~ä大容量化ä要求á

図3

新構造の適用による斜め磁界耐性の向上

2

応¾h富士電機åh面記録密度 500 Gbits/in ä磁気記録
0.86

媒体Ĉ製品化ÍÕg高記録密度化äÕ÷ä新技術ä一ÚÞ
斜め磁界耐性 Squash

ÍÜh第 3 世代Þàā ECC 記録層技術Ĉ導入ÍÕg従来
å 3 層構造Ý¸ÙÕ記録層á{斜÷磁界耐性強化層|Ĉ付
与ÍÕ 4 層構造ÞÍh最適化設計Ĉ行ÙÕgÓä結果h磁
気ŁĬĲÁÿĘŖĢıŒĬĘ方向îä磁界ä影響Ĉ低減Íh
ıŒĬĘ密度Ĉ大幅á高÷āÉÞá成功ÍÕg書込õ幅á
対Ïā斜÷磁界耐性Ĉ図á示Ïg
{斜÷磁界耐性|å本記

0.82

0.80

0.05point 改善

0.78

従来構造

録ıŒĬĘ信号出力á関ÍÜh両ĞčĲá複数回ä書込õ
Ĉ行ÙÕ後ä出力Ĉh当初ä出力Ý規格化ÍÕ値Ý¸āg

0.76
3.8

新構造Ýåh同Î書込õ幅Ýä比較áÀºÜh高º斜÷磁

新構造

0.84

3.9

4.0

4.1

4.2

書込み幅 MWW（ inch）

界耐性Â得ÿĂÜºāg

垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~ä大容量化á応Îh

4 p.000.
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図4

酸に対するコバルトコロージョン評価結果

2

2010 年度å 500 Gbits/in 磁気記録媒体ä製品化á成功Í
ÕgHDI ä観点ÁÿåhĔsŅŜ保護膜Þ潤滑層ä薄膜

性Þ耐久性ä向上Â達成ÝÃāĔsŅŜ成膜技術Ĉ確立Í
Õ}図~
g加¾Üh潤滑層áÀºÜåh潤滑剤ä分子量Þ
組成制御ĈËÿá高度化ÏāÞÞøá保護膜Þä結合性Â
高º新規開発ä添加剤Ĉ適用ÏāÉÞÝ潤滑層Ĉ薄膜化Íh
総合的á浮上特性Þ信頼性Ĉ兼ã備¾Õ HDI 技術Ĉ確立
ÍÕg現在å次世代技術ÞÍÜhþĀ高性能à潤滑剤開発
Þ結合強化Ĉ目的ÞÍÕ後処理技術ä開発á注力ÍÜºāg

88

コバルト溶出量（ICP−MS）

保護膜áÀºÜåh膜質Ĉ改良Íh薄膜化ÍàÂÿø耐食

現行カーボン保護膜

新規カーボン保護膜
良

化技術Àþé磁気ŁĬĲ浮上高Ëä低減技術Ĉ確立ÍÕg

カーボン保護膜膜厚
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磁気記録媒体
磁気記録媒体の評価・分析技術
富士電機Ýå記録容量Â増大Í続ÇāĸsĲİČĢĘĲ

4 p.000.
271
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
図5

視覚化によるサイドトラックイレース評価例

ŒčĿ}HDD~á適ÍÕ磁気記録媒体Ĉ開発j提供ÍÜ
ºÇāþ¼h評価j分析技術áø注力ÍÜºāg

センタートラックに記録された信号

記録再生信号評価ÝåhÓä周波数特性Ĉ重視ÍÕ技術
開発Ĉ推進ÍÜºāgôÕh記録密度評価精度á著ÍÅ影
響Ĉ与¾āıŒĬĖŜę精度åh約 1.3 nm ôÝĈ達成Í

サイドシールドによって乱された磁化

ÜÀĀhHDD Ý実現ËĂā記録容量á適合ÍÕ記録密度

（a）改善前

評価Ĉ実現ÍÜºāgËÿáåh信号記録ËĂÕ媒体ä磁
化分布Ĉ二次元的á視覚化ÍÜ分析Ïā手段}図~àßĈ
取Ā入Ăh近傍ä磁化Â乱ËĂāĞčĲıŒĬĘčŕsĢ
現象á代表ËĂāh信号品質îä信頼性Ĉ含÷Õ記録再生
特性改善Ĉ進÷Üºāg

（b）改善後

3.5 インチ 1 TB 磁気記録媒体用アルミ基板
3.5 čŜĪÝ 1 枚当ÕĀä記録容量Â 1 TB á達Ïā高

4 p.000.
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図6

アルミ基板の基板表面欠陥個数と表面粗さ分布

記録密度Ĉ実現ÏāÕ÷áåh数 nm Ý浮上走行Ïā磁気
ŁĬĲÂ安定ÍÜ記録再生ÝÃāþ¼áh基板表面ä平滑
減ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg特á表面欠陥á関ÍÜåh年々
要求品質Â厳ÍÅàÙÜºāÉÞÁÿh富士電機Ýå÷Ù
Ã技術Àþé研磨j洗浄技術ä開発á重点Ĉ置ºÜ取Ā組
ĉÝºāg
新Íº研磨剤àßä開発ÞŀŖĤĢä最適化áþĀ欠陥
数ä低減ĈåÁĀh3.5 čŜĪ 1 枚Ý 750 GB ä容量á適合
ÏāċŔň基板技術Ĉ確立ÍÜºāg
Ëÿá 1 TB ä要求á応¾āÕ÷áh表面欠陥低減á関

ディフェクトカウント相対値

性Ĉ高÷āÉÞÞh100 nm ĘŒĢä微小à表面欠陥Ĉ低

250 GB
基板

200

大
150

100

Ra

500 GB
開発基板
50

0
250 GB/ 枚 500 GB/ 枚 750 GB/ 枚
基板
基板
開発基板

（a）基板表面欠陥個数
（相対値）

小
（b）基板表面粗さ分布
（OSA）

Ïā技術Ĉ中心ÞÍÕ基板開発á取Ā組ĉÝºÅg
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自動販売機

自動販売機
通貨機器

展

望

œįčŔĠĢįŉ部門åh
{街äēċĠĢ創生企業|Ĉ

開発á加¾h各ŏĴĬıä最適運転制御ú待機時電力ä低

ĢŖsĕŜÞÍÜh企画h開発h製造h販売Áÿ設置後ä

減Ĉ図āÉÞáþĀh従来機種á比ïÜ 50 % ä省đĶŔ

ċľĨsĞsļĢá至āôÝh自動販売機Ĉ利用ËĂā方

ėsĈ達成ÝÃÕg

áÞÙÜä快適性Þ利便性Ĉ追求ÍÕ製品Ĉ提供Ïā事業
Ĉ展開ÍÜºāg
富士電機åh自動販売機äœsİČŜęĔŜĺĴsÞÍ

自動販売機ä利便性ä追求áÀºÜåhİġĨŔĞč
Ķsġ}電子広告~自動販売機ú小型卓上食品自動販売機
Ĉ開発Íh消費者äĴsģá応¾ÜÃÕg特áİġĨŔĞ

Üh事業戦略Þ連動ÍÕ技術戦略á基ÛºÜh製品áÚà

čĶsġ自動販売機å商品購入者ä顔画像Áÿ年齢h性別

Âā開発Þ同時áh技術力ä強化Ĉ目的ÞÍÕ基盤技術ä

Ĉ判断ÍhÀ勧÷商品ä提示Ĉ行ºhËÿáĨĬĪĢčĬ

継続的à開発Þh中長期的à視点Áÿ新事業h新製品áÚ

Ī式ä液晶画面Ý商品Ĉ直接触ÙÜ購入ÝÃāĠĢįŉÞ

àÂā基礎研究Ĉ進÷Üºāg

Íh商品選択性Ĉ向上ËÑÕgÉä機械å既á市場展開Ĉ

œįčŔĠĢįŉ部門Ý対象Þàā基盤技術åh冷熱技

行ºh好評Ĉ得Üºāg

術hŊĔıŖĴĘĢ技術h通信制御技術Ý¸āgÉĂÿä

通貨機器分野Ýåh貨幣ä検銭Àþé選別j搬送技術à

技術ä中Ýh重点的á取Ā組ĉÝºā技術åh冷熱技術Ý

ßäŊĔıŖĴĘĢ技術Â基盤技術Þàāg2010 年åĢs

¸āg地球環境保全ä観点ÁÿhœįčŔĠĢįŉ部門ä

ĺsŇsĚĬıàßä店舗Ý使用Ïā自動ÚĀ銭機ä処理

主力製品Ý¸ā缶飲料自動販売機ä省đĶŔėsĈ推進

時間ä高速化対応ä開発Ĉ行ºh市場ÝıĬŀĘŒĢä高

Íh自動販売機ä庫内外ä熱源Ĉ活用Ïā独自äĻsıņ

速性Ĉ得Õg加¾ÜhñÁä市場áøľŕĖĠĿŔá対応

Ŝŀ方式àßä技術開発Ĉ進÷h製品îä搭載Ĉ行ÙÜÃ

ÝÃā主要部品äŋġŎsŔ化Ĉ進÷Õg今後å自動ÚĀ

ÕgËÿáh缶飲料自動販売機ä開発Ĉ通ÎÜ培ÙÕ技術

銭機ä市場対応範囲ä拡大Àþé利便性ä向上Ĉ追求ÍÕ

ĈĔĬŀ式飲料自動販売機àßáø展開ÍÜºāg

技術開発Ĉ進÷āg

具体的áåh缶飲料自動販売機ä省đĶŔės技術ÞÍ

近年h富士電機Ýå{đĶŔėsj環境|ĈĖsŘsĲ

ÜhĻsıņŜŀàßä排熱利用技術Àþé電子膨張弁à

ÞÍÜh省đĶŔėsá重点Ĉ置ºÕ技術開発Ĉ中心á取

ßä流体素子h高効率à熱交換器Áÿàā冷却回路h自動

Ā組ĉÝºāg

販売機ä庫内外ä断熱特性ä向上àßÂ挙ÈÿĂāgÉĂ

冷熱技術ä開発áÀºÜåhœįčŔĠĢįŉģ部門Ö

ÿäĜŜņsĶŜıÁÿ構成ËĂā冷却回路Ĉ最適á運転

ÇáÞßôÿÐh富士電機ä各部門ä技術Ĉ融合ÍhËÿ

制御Ïā技術ø省đĶŔės化á有効à手段Þàāg

àā省đĶŔės技術ä構築Ĉ図Āh地球環境áúËÍº

ÉĂÿä技術Ĉ用ºÕĻsıņŜŀ冷却ŏĴĬıä小型
化Ĉ行ºh缶飲料自動販売機îä適用機種拡大Ĉ図āÞÞ
øáh2009 年þĀ進ĉÖ低消費電力化}10 % 低減~Ĉ達
成ÏāÉÞÂÝÃÕg
ĔĬŀ式飲料自動販売機Ýåh飲料温度Ĉ一定以上á保
ÚÕ÷áĻsĨĈ使用ÍÜºÕgÓÉÝh熱ŖĢĈ改善Í
ÕĻsĨŕĢä新型Ńsĺs式ĜsĻsĲœĬŀ抽出機ä
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技術ä構築Àþé普及hÓä適用製品ä拡大îÚàÈÕº
Þ考¾Üºāg
加¾ÜhŊĔıŖĴĘĢ技術h通信制御技術áÚºÜøh
øäÚÅĀÞ連動ÍÕ製品開発力Þ基盤技術ä向上Ĉ図Āh
{街äēċĠĢ創生企業|ÞÍÜä製品開発ä推進á貢献
ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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自動販売機
2011 年度缶飲料自動販売機
市場áÀÇā厳Íº競争Â続Å中h富士電機å 2011 年

図1

2011年度缶飲料自動販売機「Vシリーズ」

図2

チルドラック搭載自動販売機

度á展開予定ä缶飲料自動販売機á徹底ÍÕ合理化ÞËÿ
àā機能ċĬŀĈ図Āh新ÕáV ĠœsģÞÍÜ開発
ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

板金素材ä徹底ÍÕ薄肉化Ĉ図Āh製品質量ä 11 %
軽量化Ĉ達成ÍÕg

⑵

ŊčŜĲċå前ŋİŔäJ ĠœsģĈ踏襲Íh顧

客ä新ÕàİğčŜ指定ø踏ô¾àÂÿ共通化ÝÃā部
分Ĉ増úÏ工夫Ĉ行ºh部品ä標準化Ĉ進÷Õg
⑶

R134a ĻsıņŜŀŏĴĬıäĜŜĺĘı化設計Ĉ実

施ÍÕg従来å対応ÝÃàÁÙÕ幅狭j薄奥行Ã機ä
ĻsıņŜŀ化Ĉ実現ÍÕgÉĂáþĀh消費電力量ä
37 % 減Ĉ見込ög

チルドラック搭載自動販売機
缶jŃĬıŅıŔÂ主流ä飲料業界áÀºÜh新Õà商
材ÞÍÜĔĬŀ容器äĪŔĲ飲料ä需要Â高ôÙÜºāg
屋外設置機ä市場áÀÇā標準缶飲料ÞĪŔĲ飲料ä併売

チルドラック

Ĉ狙ºh新型自動販売機ä開発Ĉ行ÙÕg

コラム

主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĪĐsŜđŕłsĨ式棚搬送ŒĬĘÞ水平搬出ĜŜł
ō機構áþĀĔĬŀ形特殊容器ä販売Ĉ実現ÍÕg

⑵

ĪŔĲ販売å専用庫内Ý全体冷却Ĉ行¼gŒĬĘå

1 列 3 ĜŒŉä¼×h2 ĜŒŉĈ同期ËÑāÉÞáþĀ

カップ形特殊容器
装てん状態

500 mL ŃĬıŅıŔĞčģä商品ø販売ÝÃāg
⑶

標準ŒĬĘáþā缶jŃĬıŅıŔ販売 18 ĤŕĘ
ĠŐŜÞĪŔĲ 9 ĤŕĘĠŐŜäĜŜļĶsĠŐŜ機仕
様Ý屋外設置á対応ÍÕg

小型卓上食品自動販売機
ēľČĢú小規模事業所àßh従来å自動販売機ä設置

図3

小型卓上食品自動販売機

ËĂÜºàÁÙÕ新規市場ä開拓Ĉ目的áh卓上設置Â可
能à小型ä食品自動販売機Ĉ開発ÍÕg
ēľČĢÝ手軽á食ïāÉÞÂÝÃā食品ú雑貨ä販売
á加¾hňĴŅıŔ飲料àßĈ販売ÝÃā機能ä開発Ĉ進
÷Üºāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ēsŔ樹脂構造áþā小型j軽量化h部品äå÷込õ

構造áþā組立工数削減Þ本体剛性Ĉ両立ÍÕg
⑵

食品類á加¾hňĴŅıŔ飲料対応äĢĺčŒŔ搬出
ėōŋġŎsŔĈ開発Íh多品種商品á対応ÍÕg

⑶

小型自動販売機専用制御ä開発áþĀh部品点数ä削
減Þ制御部分ä消費電力Ĉ 20 % 削減ÍÕg
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自動販売機
新型ペーパー式ドリップ抽出機
入ĂÕÜäÀºÍº本物äĜsĻsĈ提供ÝÃā次世代

図4

新型ペーパー式ドリップ抽出機の構造

ä抽出機構ÞÍÜh環境áúËÍÅhĜŜĺĘıàŃs
丸洗いが可能

ĺs式ĲœĬŀ抽出機Ĉ開発ÍÕg主à特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

駆動部

小径ĠœŜĩä採用Ýh厚ºłĬĲ}ĜsĻs粉ä
層~Ĉ形成Íh雑味äàº濃ºĜsĻsÂ抽出可能

⑵

熱ŖĢä徹底的à改善áþĀh業界初äĻsĨŕĢ抽

出機Ĉ実現}従来比k713 kWh/ 年削減~
⑶

調理個所å簡単á取Ā外Ñh丸洗ºÂ可能}業界初~

⑷

螺旋}ÿÑĉ~ĠŌŘs式ĠœŜĩä開発Ý汚ĂĈ大

シリンダ

幅á改善
⑸

調理部

分解が簡単

小型化}従来比k−23 %~
j軽量化}従来比k−50 %~
Ĉ実現ÍhËÿá標準化Ĉ推進

取外しが簡単

通貨機器
自動つり銭機 ｢ECS-07｣ の入出金高速化対応
自動ÚĀ銭機ECS-07ÝåhĸsĲďĐċ主体ä独
自ä入金一時保留機構Ĉ他社á先駆ÇÜ設ÇāÉÞÝh入
金計数結果ä高速通知Ĉ行ÙÜºÕg今回hĦľıďĐ
ċä見直ÍĈ行ºh搬送監視Þ機構動作ä並列処理強化h
POS 内á組õ込öĲŒčĹĦľıďĐċä状態監視処理
ä改良Ĉ行ÙÕgÉĂÿĦľıďĐċäĹsġŐŜċĬŀ
äõÝh処理時間Ĉ大幅á短縮ÍÕg
紙幣ä入金Áÿ紙幣j硬貨ä出金ôÝá要Ïā入出金処
理時間åh従来ä約 12 秒Áÿ約 8 秒ÞàĀh従来比Ý約
33 % ä短縮効果Ĉ得ÕgÉĂáþĀ業界最速ŕłŔĈ実
現ÍÕg
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関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
図5

自動つり銭機 ｢ECS-07｣
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研究基盤技術・生産技術
電気・電子
情報・制御システム
機械・生産
物性・材料
デバイス

展

望

中国účŜĲàß新興国ä成長áþĀđĶŔės消費å

電気機器äĜŜņsĶŜıú生産設備Ĉ支¾ā{機械j

拡大Íh世界的à脱石油h脱炭素ä流ĂáþÙÜđĶŔ

生産|技術分野ÝåhčŜĹsĨàßäđŕĘıŖĴĘĢ

ėsj環境関連市場å急激à広ÂĀĈ見ÑÜºāg富士電

製品Ĉ車載ÏāÕ÷á必要à耐振動ú温度制御àßh普及

機åÉä変化Ĉ{ĢŇsıĜňŎĴįČä創生|ÞÞÿ¾h

拡大Â予想ËĂā EV á対応Ïā電気機器äÕ÷ä技術開

ęŔsŀ全体äĠĳġsÂ発揮ÝÃā有望à市場ÞÍÜh

発Ĉ進÷ÜºāgËÿáh富士電機äľČŔŉ型太陽電池

積極的á事業強化Ĉ進÷ÜºāgÓäÕ÷h富士電機ä得

ä特性向上Ĉ狙ÙÕ生産設備ä高性能化úhĺŘs半導体

意ÞÏāĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~ĈĜċÞÍ

ä独自ä生産設備àßh生産ŀŖĤĢĈ設備ÊÞĿŒĬĘ

Õ{電気Ĉ自在á操ā|技術á加¾Üh情報ú熱àßø安

ŅĬĘĢ化Ïā技術開発áø取Ā組ĉÝºāg

全j最適á操āÕ÷ä幅広º基盤技術Â要求ËĂāgÉĂ

{物性j材料|技術分野Ýåhĳķ単位ä薄膜İĹčĢ

ÿä基盤技術áÚºÜhĢĽsİČsà技術ä向上Þ幅広

Áÿ地熱ĨsļŜäþ¼à大型機器ôÝh製品ä性能向上h

º分野îä適用Ĉ目指ÍÜ技術ŖsĲŇĬŀĈ作成ÍÜ

信頼性向上Ĉ実現Ïā技術開発á取Ā組ĉÝºāg新材料

ºāgÓÍÜh世ä中ä変化á即応ÝÃāþ¼áŖsœŜ

îä取組õÞÍÜh太陽電池àßä透明導電膜îä適用Â

ęÍàÂÿ研究開発įsŇĈ決定ÍÜºāg以下á基盤軸

期待ËĂāęŒľĐŜúh医療分野îä応用Â可能à光波

ŖsĲŇĬŀá沿ÙÕ技術開発h生産技術ä取組õĈ記Ïg

長変換素子ä開発Ĉ行ÙÜºāgôÕhËôÌôà環境á

電気Ĉ自在á操āÕ÷äĜċÝ¸ā{電気j電子|技術

ÀÇā腐食防食á関Ïā研究úh高耐熱ä接合技術h鉛ľ

分野ÝåhĖsįĘķŖġsÝ¸āĺŘs半導体技術Þĺ

œsåĉÖàßh次世代製品ä基盤Þàā材料ú加工技術h

Řđŕ技術ä融合Ĉ推Í進÷Üºāg富士電機独自ä新 3

ËÿáÓä分析技術h評価技術áø取Ā組ĉÝºāg

ŕłŔ変換技術Ĉ用ºÕ無停電電源装置}UPS~ú車両用

Ĝ Ŝ ņ s Ķ Ŝ ı ú Ġ Ģ į ŉ ä基 幹 Þ à Ā CO2 削減 ú

ä高効率補助電源h高周波ä低ķčģ変換技術àßä開発

資材削減á貢献Ïā{İĹčĢ|技術分野Ýåh新構造

Ĉ進÷h特徴的à製品群ä創出á注力ÍÜºāgôÕh太

ä RB-IGBT}Reverse-Blocking Insulated Gate Bipolar

陽電池áþā直流発電ú需要家ęœĬĲ向Çä蓄電池Ĉ

Transistor~ú水冷式ŋġŎsŔĺĬĚsġ技術àßh現

用ºÕ電源ĠĢįŉh移動体ęœĬĲÝ¸ā電気自動車

在äĺŘs半導体Ĉ支¾ā Si Ĉ用ºÕ製品群ä性能Ĉ向

}EV~àßh直流給配電ĠĢįŉä普及拡大Ĉ見据¾h直

上ÏāÕ÷ä技術開発Ĉ推進ÍÜºāg同時áh圧倒的

流遮断äÕ÷äĜŜņsĶŜıàß直流ĠĢįŉĈ自在á
操āÕ÷ä技術開発á取Ā組ĉÝºāg
電気機器ä制御úĦœŎsĠŐŜ製品Ĉ支¾ā{情報j
制御ĠĢįŉ|技術分野Ýåh送電網ä監視j制御h配電

à低損失化Ĉ実現ÏāŘčĲĹŜĲėŌĬŀÝ¸ā SiC
}炭化Çº素~ú GaN}窒化ĕœďŉ~ä研究áø取Ā組
õhÉĂÿ新材料Ĉ用ºÕĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ
}SBD~ä量産化á向ÇÕ技術開発Ĉ進÷ÜºÅg

網ä自動化àßĢŇsıĜňŎĴįČĈ実現ÏāhđĶŔ

ÉĂôÝ述ïÕ共通基盤技術åh富士電機ä事業h製品

ės情報ä通信ú電力ĠĢįŉä制御áÁÁąā技術開発

群Ĉ支¾Üºā重要à財産Ý¸Āh継続的à取組õáþÙ

á取Ā組ĉÝºāg特áhęŖsĹŔ対応ä標準化Ħľı

Ü築ºÜÃÕøäÝ¸āg今後åh日本h中国h米国h欧

ďĐċ作成ŀŖĤĢúh国際規格対応ä通信技術hEV à

州ä各拠点ĈĸĿÞÍÕ研究開発äęŖsĹŔ化úhēs

ßî搭載ÏāÕ÷ä電気機器Ĉ制御Ïā技術àßhþĀ一

ŀŜčķłsĠŐŜĈþĀ一層推Í進÷ÜºÅgÓÍÜh

層ä信頼性h安全性Ĉ確保ÏāÕ÷ä技術開発á注力ÍÜ

富士電機äęŖsĹŔà成長ä源Þàā研究開発活動Ĉ展

ºāg

開ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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電気・電子
新エネルギー制御技術

─新需給制御システム─

近年h太陽光発電ú風力発電àßä再生可能đĶŔės

図1

新需給制御システム

ä導入Â積極的á行ąĂÜºāÂh発電量Â変動ÏāÕ÷
新需給制御システム

需給面Ýä問題Â懸念ËĂÜºāgÉĂĈ解決ÏāÕ÷áh

実績 DB

制御周期：30 分

蓄電池Ĉ考慮Íh需要Þ再生可能đĶŔės発電量ä変動

長期需要
予測

需給運用計画

á対応ÍÕ新需給制御ĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÜºāg気象

制御周期：1 分

予報値àßĈ用ºÕ予測機能Ĉ基áh需給運用計画Ýå発

経済負荷配分制御（EDC）

電計画Àþé蓄電池ä充放電計画ä更新Ĉh経済負荷配分

発電機出力配分

火力発電

今後h開発ÍÕĠĢįŉĈĢŇsıĜňŎĴįČ実証事

短期需要予測

発電機出力配分

系統周波数

制御}LFC~Ýå系統周波数ä安定化Ĉ行¼g

気象予報値
風向
風速
日射量
気温
湿度

制御周期：1 秒

負荷周波数制御（LFC）

制御}EDC~Ýå低ĜĢıÝä発電制御Ĉh負荷周波数

気象庁

予測機能

発電機起動・停止
発電機出力配分

蓄電池

…

＋ −

業àßá適用ÍÜºÅg

…

太陽光発電

風力発電

＋ −

グリッド
負荷

直流システムのシミュレーション技術
地球温暖化防止ä取組õä一ÚÞÍÜh再生可能đĶŔ

図2

太陽光発電などの直流システムの挙動解析結果

ėsä導入Â急速á進÷ÿĂÜºāg太陽光発電ĈåÎ÷
発電量・二次電池の蓄電量・系統電圧（a.u.）

ÞÏā再生可能đĶŔėsä出力åh気象状況ú日格差à
ßáþĀ大ÃÅ変動ÏāÕ÷h対策Â必要ÞàāgÉä
出力変動Ĉ抑制ÏāÕ÷ä手段ä一ÚÞÍÜh二次電池ú
ĖŌĺĠĨä併用Â有効Ý¸āg
今回開発ÍÕ直流ĠňŎŕsĠŐŜŋİŔåh太陽光ĺ
ĶŔä出力変動á対Ïā二次電池ä充放電状況Ĉ予測Ïā
ÉÞÂ可能Ý¸āgÉä直流ŋİŔä特徴åh太陽光ĺĶ
Ŕä電圧j電流特性Þ二次電池ä充放電特性Ĉ考慮ÍÜº
ā点Ý¸āgÉĂáþĀh電力負荷á応ÎÕh太陽光ĺĶ
Ŕú二次電池ä容量ä選定Â可能Þàāg

負荷条件１：系統電圧は基準値以上⇒適切
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車両用補助電源装置の小型・軽量化
鉄道車両用ä補助電源装置á要求ËĂā小型j軽量化á

図3

新3レベル変換回路を適用した車両用補助電源装置

対応ÍÕ基盤技術ä開発Ĉ行ÙÕg電力変換技術ÞÍÜh
ŖĢ低減ÀþéœċĘıŔŕĢ化Ĉ実現ÏāÕ÷áh新 3

線間電圧波形
新型 IGBT モジュール

ŕłŔ変換回路á適用Ïā新型 IGBT ŋġŎsŔä開発À
þé評価Ĉ完了ÍÕgÉä IGBT ŋġŎsŔå絶縁特性à
ß鉄道車両ä国際規格á対応ÍÕøäÞàÙÜºāgôÕh

絶縁
トランス

強度Ĉ必要ÞËĂā筐体}Ãý¼Õº~á対ÍÜ軽量化Ĉ
狙ºÞÍÕ新機構設計技術ä検討j評価Ĉ行ºh製品化適
用áÚºÜä課題対策Ĉ完了ÍÕgÉĂÿ二Úä技術ä適
用áþĀ従来機種á比ïÜ 20 % 以上ä軽量化h10 % 以上
ä小型化Ĉ達成ÏāÉÞÂÝÃāg今後åh軽量化Â決÷
手Þàā海外案件Ýä受注獲得Ĉ目指Íh製品îä適用Ĉ
進÷ÜºÅg
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電気・電子
新 3 レベル変換技術による大容量 UPS
富 士 電 機 Ý åh2010 年 4 月 á 製 品 化 Í Õ 中 容 量 UPS

図4

大容量UPS

図5

電源制御プラットフォーム

7100D Ġœsģá続Ãh新 3 ŕłŔ変換回路Ý¸āċ
ĲĹŜĢı NPC 回路Ĉ採用ÍÕ大容量 UPS ä製品開発
Ĉ進÷ÜºāgÉäċĲĹŜĢı NPC 回路部áåh富
士電機独自ä RB-IGBT}逆阻止 IGBT~Ĉ用ºÕ専用ŋ
ġŎsŔĈ採用Íh大幅à損失低減Ĉ実現ÍÜºāgÉä
新型大容量 UPS ä目標仕様å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

装置容量k500 kVA

⑵

定格電圧k380 v 480 Vh三相 4線/三相 3 線

⑶

目標効率k96 %}三相 4 線~
h97 %}三相 3 線~

電源制御プラットフォーム
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~機器ÝåhÓä機
能ä高度化Àþé CPU ä高性能化á伴ºh制御装置áÀ
ďĐċä占÷ā割合Â増ÍÜºāgÓäÕ÷h製品化á
要Ïā期間Ĉ短縮ÍhËÿá品質Ĉ向上ÏāáåhĦľ

パワエレ処理
設定値

設定値

機種
共通

パワエレ制御部

シーケンス
制御部

ıďĐċäŀŒĬıľĒsŉ}PF~化Ĉ進÷ā必要Â¸

電源
共通

合åĠĢįŉ部分Ĉ開発ÏāÉÞÝ制御装置Ĉ実現Ïā制

アナログ
制御

データ
交換管理

故障
検出

CAN
通信

割込み
制御

ドライバ

御 PF Ĉ電源機種向Çá開発ÍÕgÉä PF ÝåhĺŘđ
ŕ処理部å処理時間Ĉ優先ÍÜŊŋœčŜĨľĐsĢĈ適

ユーザインタフェース
運用
保守

メモリインタフェース

āgÓÉÝh図á示Ïþ¼áĦľıďĐċĈ階層化Íh新
機種Ĉ開発Ïā場合å機種共通部分ĈhCPU Â変ąā場

HMI 処理

カス
タム

シス
テム

履歴
管理

LAN
モニタ

関数コール

演算頻
度管理

通信プロ
トコル
管理

故障
波形
記録

割込み
制御

ドライバ

履歴
記録

DMA

ÇāĦľıďĐċ機能Â増大Íh製品開発áÀÇāĦľı

ローダ

ローダ

メモリ
管理

時刻管理

用ÍhHMI 処理部Ýå拡張性Ĉ優先ÍÜ関数čŜĨľĐs
ĢĈ適用ÍÕÉÞÂ特徴Ý¸āg

高周波・低ノイズコンバータ回路技術
SiC İĹčĢä開発Þ並行Íh最適à応用技術ä一ÚÞ

図6

高周波・低ノイズコンバータ回路の特徴

ÍÜ高周波j低ķčģĜŜĹsĨ回路ä実用化á取Ā組ĉ
Ýºāg数十 kW 以上ä電源Ýå一般的á IGBT Â適用
超高速Ｉ
ＧＢＴ

ËĂh動作周波数å 20 v 30 kHz Â限度Ý¸ÙÕg今回開
発ÍÕĜŜĹsĨ回路Ýåh超高速 IGBT Ĉ 50 kHz 以上
ÝĦľıĢčĬĪŜę動作ËÑh低ķčģÁÚ高効率à特
性ÞıŒŜĢàßä小型化Ĉ達成ÍÕgÉä回路á SiC-

蓄電池や
インバータ
など

系統側

MOSFET ú SiC-SBD Ĉ適用ÏāÉÞáþĀhËÿá高
周波j大容量化Â可能Ý¸āgÉäĜŜĹsĨ回路技術á

高周波トランス

þĀh今後普及Â期待ËĂāĢŇsıęœĬĲáÀÇāĺ
ŘsľŖsä双方向化úh電気自動車h電車àß移動体用

双方向のパワーフロー制御

機器Ý強Å要求ËĂā小型j軽量化îä対応Ĉ図ÙÜºÅg
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電気・電子
車両用共通制御装置
鉄道車両á搭載ËĂāŀŖĺŔġŐŜh補助電源装置

図7

車両用共通制御装置

ä両方á適用可能à制御装置Ĉ開発ÍÕg制御装置åŘ
ŜĪĬŀŇčĜŜĈ中心ÞÍÕŘŜŅsĲĨčŀÝh制
御装置ä小型j軽量化Ĉ実現ÍÕg一Úä制御装置Ý 2 変
換器ôÝ制御可能Ý¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

別 基 板 ä 車 上 通 信 Ĕ s Ĳ Ĉ 搭 載 Ï ā É Þ á þ Āh

Ethernet àß各種車上通信ĠĢįŉîä対応Â可能Ý
¸āg
⑵

制御装置間ä通信čŜĨľĐsĢĈ備¾h機器ä保守

単位á合ąÑÜh複数ä制御装置Ĉ使用ÍÜ制御ĠĢį
ŉĈ構成ÏāÉÞÂÝÃāg
⑶

各種車両ĠĢįŉá対応ÏāÕ÷hčŜĨľĐsĢä
拡張機能Ĉ備¾Üºāg

パワーエレクトロニクス関連の国際規格への適用技術
IEC}国際電気標準会議~å電気関連ä国際標準規格Ĉ

図8

パワーエレクトロニクス国際規格

制定ÍÜÀĀhęŖsĹŔ市場á対応ÏāÕ÷áå規格適
合Â必要Þàāg富士電機åhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢĈ
中心ÞÍÕ幅広º製品Ĉ展開ÍÜÀĀh規格動向調査h積

TC22：
パワーエレクトロニクス
システムと装置

鉄道：TC9

ソフトウェア：JTC1/SC7

極的審議参加h対応技術開発Ĉ行ÙÜºāg関係ä¸ā技

機械の安全：TC44
（ISO 機械安全）

術委員会}TC~ÞÍÜåhTC77hCISPRhTC22hTC65
}SC65 AhSC65C~
hJTC1 ñÁàßÂ¸Āh委員Ĉ出ÍÜ

太陽光：TC82

活動ÍÜºāg主à対応技術å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

機能安全：SC65A

EV：TC69
ISO（TC22）

EMC：TC77，CISPR
EMF：TC106

産業用ネットワーク：
SC65C

EMC/EMF 規格Ĉ満ÕÏ設計方法h試験方法ä開発

⑵

各種電気的安全規格ú機能安全規格ä対応技術

⑶

ĦľıďĐċ開発ŀŖĤĢîä効率良º対応技術

⑷

各種産業用ĶĬıŘsĘ規格ä対応技術

風力発電：
TC88

スマートグリッド：
TC8，TC57

デバイス：TC47

システム，製品

その他
TC42，TC89，TC2，
TC23，TC56，TC64

設計，デバイス，概念

情報・制御システム
ソフトウェアプロダクトライン開発技術
大規模化Ïā組込ĦľıďĐċ開発áÀºÜh品質j生

図9

ソフトウェアプロダクトライン開発

産性向上ä取組õÞÍÜhŋİŔ駆動型開発技術Ĉ取Ā入
ĂÕĦľıďĐċŀŖĩĘıŒčŜ開発技術}部品化再利

åhĜċċĤĬı}再利用ËĂāĦľıďĐċ資産~ä拡
œĹsĢŋİœŜę技術Ĉ応用Íh次ä 2 点Ĉ確立ÍÕg
⑴

既存資産}ĦsĢĜsĲhĲĖŎŊŜıàß~ä分析
áþā状態/čłŜı表ä作成技術

⑵

部品仕様Ĉ表現ÏāŋİŔ}ĘŒĢ図h状態遷移図h
ĠsĚŜĢ図àß~ä作成技術
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ソース
コード

ドキュメント

分析
状態 / イベント表
状態

充Â課題ÞàÙÜºāgÓÉÝhœľĊĘĨœŜę技術ú

既存資産
登録

部品Ĉ再利用ÍÕ製品開発Ĉ効果的á行ÙÜºÅÕ÷á

リファクタリング技術・リバースモデリング技術

用技術~Ĉ適用ÍÜºāg

コアアセット開発

イベント
E1 E2 E3 E4
S1

コアアセット
再利用

S2
製品開発
モデル設計
モデル

クラス図

状態遷移図 シーケンス図
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情報・制御システム
グローバル対応ソフトウェア開発プロセス
海外向Ç鉄道車両用機器ä採用要件ÞÍÜh各種国際規

図 1 0 ソフトウェア開発プロセスの概要

格îä準拠Â求÷ÿĂāgĦľıďĐċä開発ŀŖĤĢá
ÚºÜø規格準拠Â必要Ý¸āÕ÷hÓĂĈ確実á実行Íh

左記文書のトレーサビリティを
管理する支援ツール

国際規格が要求する文書体系

đļİŜĢÞàā資料Ĉ効率的á作成ÝÃāh新Íº開発
ŀŖĤĢä構築Â重要Þàāg
新ĦľıďĐċ開発ŀŖĤĢåh富士電機ä現有ŀŖĤ
ĢĈ最大限á活用Íh不足部分äõĈ追加ÏāÉÞÝh短
期間Ý構築ÍÕgôÕh顧客要求ä国際規格Ý規定ËĂÕ

ソフトウェア
要求仕様書

ソフトウェア
妥当性確認報告書

ソフトウェア
設計書

ソフトウェア
統合試験報告書

ソフトウェア
詳細設計書

ソフトウェア
試験報告書

文書ä作成á対ÍÜåh要求項目Ĉ体系的á解析Íh複数
ä文書間ÝäıŕsĞļœįČĈ容易á管理ÝÃāh独自
ä文書作成支援ĭsŔĈ開発ÍÕgÉäĭsŔä適用áþ
Āh定型記述業務ä削減Àþé記載漏ĂàßĈ防止ÏāÉ
ÞÂÝÃh業務効率Ĉ向上ËÑāÉÞÂÝÃÕg

次世代国際規格対応高速通信技術
Ethernet Ĉ適用ÍÕ鉄道用高速通信仕様ä国際規格化

図 1 1 次世代国際規格対応高速通信技術装置の伝送カード

Â進÷ÿĂÜºāgÉä規格ÝåhœċŔĨčŉ性h高速
応答性h耐ķčģ性ÞÞøá伝送路上ä障害á対Ïā冗長
性Â求÷ÿĂÜÀĀhÉĂÿá対応ÍÕ冗長化対応伝送
ĔsĲĈ開発ÍÕg
ĶĬıŘsĘĢčĬĪ機能Ĉ基板上á搭載ÍÕÕ÷h自
局Ýä送受信Þ他局îä中継転送Â可能Ý¸ĀhËôÌô
à冗長型通信ıņŖġsĈ構成ÝÃāg鉄道分野á求÷ÿ
Ăā高º耐振性h広º動作温度範囲áø対応ÍÜºāg
ôÕh伝送ĔsĲäĦľıďĐċ構成Ĉ最適化ÍÜ高速
応答性Ĉ実現ÍÕÉÞÝh高信頼性j高速性Â必要ÞËĂ
ā制御İsĨ伝送áøh十分対応ÝÃāĔsĲÞàÙÜº
āg

機械・生産
実用小型高温ガス炉技術
小型高温ĕĢ炉åh軽水炉Þ比ïÜ高温ä熱Ĉ利用Ï

3 p.000.
218
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
図 1 2 小型高温ガス炉の出力分布平坦化炉心検討例

āÉÞáþĀh発電以外ä分野î原子力ä利用Ĉ拡大Í
Ü CO2 排出量ä大幅削減Â可能Ý¸Āh固有ä安全特性
áø優ĂÜºāÕ÷h活発á開発Â進÷ÿĂÜºāg富士

出力分布

事故時燃料温度

1 段目

1 段目

2 段目

2 段目

3 段目

3 段目

ġĐĘıáġĐĶŒŔċıňĘĢ社Īsŉä一員ÞÍÜ参

4 段目

4 段目

画ÏāÞÞøáh独立行政法人日本原子力研究開発機構Þ

5 段目

5 段目

6 段目

6 段目

7 段目

7 段目

Ü開発Ĉ進÷Üºāg主à研究įsŇåh事故時ä安全

8 段目

8 段目

特性向上Ĉ狙ÙÕ出力分布平坦化炉心ä開発h自然放熱á

9 段目

9 段目

10 段目

10 段目

電機åh米国ä電力j水素併給高温ĕĢ炉}NGNP~ŀŖ

ä共同研究áþĀh独自ä小型原子炉概念ä構築Ĉ目指Í

þā原子炉除熱特性ä評価精度向上h原子炉構造設計áÁ
Áąā開発}炉心冷却材有効流量確保äÕ÷ä耐熱炉心拘

0

5

10

発熱密度（W/cm3）

600

1,000 1,400

燃料温度（℃）

束機構ú大型炉向Ç炉心耐震評価手法ä開発àß~Ý¸āg
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機械・生産
フィルム型太陽電池生産設備の解析技術
現在h
{軽ºj曲Âāj薄º|Ĉ特徴ÞÍÕľČŔŉ型

図 1 3 加熱時のしわ高さ可視化結果

太陽電池Ĉ生産ÍÜºāgÉä太陽電池ä生産方法åh生
しわ

産効率Â高ºŖsŔĭsŖsŔ方式}ŖsŔá巻ºÕľČ

張力

Ŕŉ基板Ĉ巻Ã出ÍàÂÿ成膜àßĈ行ºh同時á巻Ã取

しわ高さ
＋

ā生産方法~Ĉ採用ÍÜºāgÉä生産方式Ýåh薄º
ľČŔŉ基板á発電層Ĉ成膜Ïā際äh加熱j搬送張力
変動áþāÍąúľČŔŉ自重áþāÕāõÎąàßä抑
0

制Âh品質Ĉ安定ËÑāÕ÷ä重要à課題ÞàāgÓÉÝh
ľČŔŉá作用Ïā張力ú温度上昇áþā剛性変化h線熱
張力

膨張Ĉ考慮ÍhÍąä発生状態ú変化Ĉ可視化}図~ÝÃ
ā解析技術Ĉ構築ÍÕgÉä技術Ĉ適用ÏāÉÞÝh品質

加熱装置
−

安定化Ĉ実現ÍÕg

物性・材料
CVD によるグラフェン透明導電膜の作製
炭素 1 層äĠsıÝ¸āęŒľĐŜåh他ä材料Ĉ凌駕

図 1 4 CVDによって作製したグラフェン透明導電膜

2

}Āý¼Â~Ïā 15,000 cm /}Vs~以上ä移動度Ĉ示ÏÉ
ÞÁÿh機能材料ÞÍÜ大Ãà可能性Ĉ持ÙÜºāgÉä
ęŒľĐŜĈ太陽電池ä透明導電膜á適用ÝÃĂæ赤外
域Ýä高透過率Â実現ËĂh変換効率ä向上Â期待ÝÃ
āgÓÉÝh富士電機Ýå高品質àęŒľĐŜĈ成膜Ïā
ÉÞĈ目的á化学気相成長}CVD~áþā成膜技術ä開
発Ĉ行ÙÜºāg図å作製ÍÕ 2 v 3 層äęŒľĐŜ薄膜
Ý¸āg導電率Â 20,000 S/cm Þ透明導電膜ÞÍÜ高º特

10 mm

性Ĉ示ÏęŒľĐŜä作製á成功ÍÕgàÀh本研究ä一

グラフェン

部åh独立行政法人新đĶŔėsj産業技術総合開発機構
基板

}NEDO~Áÿ委託ËĂÕøäÝ¸āg

アニオン伝導酸化物形燃料電池
燃料電池ä高効率化Þ低ĜĢı化á向Çh北海道大学Þ

図 1 5 アニオン伝導酸化物形燃料電池の模式図

株式会社三徳Þ共同ÝhċĴēŜ伝導性ä酸化物Ĉ用ºÕ
新Íº燃料電池ä開発Ĉ行ÙÜºāgÉä燃料電池åh①
腐食性ÂàÅ安価àĤŔ構成材料Ĉ使用ÝÃāh②Āĉ酸
e−

形燃料電池Þ異àĀ電解質ä飛散ÂàÅ長寿命Â期待ÝÃ
āhÞº¼特徴Â¸āgËÿáh白金Ĉ使ąàÅÜø電極
O2

活性Â高ºÉÞĈ見ºÖÍÕg現在h電池性能ä向上á
向ÇÜh電極ä反応部位電子hOH− čēŜhĕĢ}O

2

h

H2hH2O~Â共存Ïā触媒表面〕ä表面積Ĉ増大Ïā開発

H2O
H2O

Ĉ行ÙÜºāg

OH−
H2

àÀh本研究ä一部å独立行政法人新đĶŔėsj産業
技術総合開発機構}NEDO~Áÿä委託áþĀ実施ÍÜº
āg
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カソード反応
2H2O+O2+4e− → 4OH−
アノード反応
4OH−+2H2 → 4H2O+4e−
反応全体
2H2+O2 → 2H2O

カソード
（酸素極）

電解質
（アニオン伝導酸化物）

アノード
（燃料極）
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物性・材料
次世代半導体を支える分析・解析技術
次世代半導体İĹčĢÞÍÜ期待ËĂā SiC-MOSFET

図 1 6 状態模式図とピーク抽出結果

ä信頼性å SiCjěsı酸化膜界面ä均一性図⒜á深

O

O

O

Si4+

O

O

O

【均一な構造】
O

O
O

Si4+

O

Si3+

O

Ŕá多変量解析Ĉ適用ÏāÉÞÝh光電子ĢŃĘıŔĈ構

O
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埋もれたピーク
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O
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SiChSiO2 ä間á埋øĂÕĽsĘå図⒜ä不均一性á対
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O

O
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O

Si4+

O
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Ā組ĉÝºāgSiCjěsı酸化膜界面ä光電子ĢŃĘı

0

【不均一な構造】

107 106 105 104 103 102 101 100

余った結合手が
電荷を捕獲しやすい

応ÏāÞ考¾ÿĂāÕ÷hÉĂÿĈ高精度ÝÞÿ¾h特性
Þä対応Ĉ評価ÏāÉÞÝh信頼性ä高ºİĹčĢ作製ŀ

800

O

Si4+

Õ÷多変量解析áþā光電子ĢŃĘıŔ解析技術開発á取

成ÏāÏïÜä化学種äĽsĘĈ分離可能ÞÍÕ図⒝
g

O

Si4+

O

O

状態解析Â用ºÿĂāg富士電機ÝåÓä解析精度向上ä

O

Si4+

O

強度（カウント）

線光電子分光法}XPS~áþā Si Þ C ôÕå O Þä結合

O

O

Å関係ÏāÞ考¾ÿĂÜºāgÉä均一性ä評価áå X

結合エネルギー（eV）

（a）SiＣ・ゲート酸化膜界面
付近の Si 結合状態模式図

（b）多変量解析によるピーク抽出結果

ŖĤĢä構築á貢献ÍÜºāg

後方散乱電子回折法の多相構造試料への展開
後方散乱電子回折法}EBSD~åh結晶材料ä配向Ĉ二

図 1 7 SnInAg系はんだのEBSD測定結果

次元像ÞÍÜ視覚化ÍhÓĂĈ画像処理ÍÜ定量化Ïā技
配向色

術Ý¸āg富士電機Ýåh半導体電極ä粒径ú配向解析à
ßá適用ÍhŀŖĤĢä最適化ú故障ŊĔĴģŉä調査á

111

相 A：Iｎ4Ag9

相 B：Sn

相 C：IｎSn4
Iｎ4Ag9

相C
101

001

活用ÍÜºāg

110

ËÿáhĺŒŊsĨ設定ä最適化áþĀh多相ä結晶構

Sn
001

造Ĉ詳細á解析Ïā技術Ĉ確立ÍÕg図åhSnInAg 系å

100

相A
1010

ĉÖä合金構造ä解析例Ý¸ĀhåĉÖĈ構成Ïā合金構

相B

IｎSn4

2 µm

造h粒径Àþé配向状態Â可視化ÝÃāÉÞĈ示ÍÕøä

2 µm

2 µm

2 µm
0001

2110

（b）配向マップ

（a）合金マップ

Ý¸āg本技術Ĉ用ºÜhåĉÖúŘčōŅŜİČŜęá
ÀÇā合金解析Ĉ行¼ÉÞáþĀh接合状態ä正確à把
握Â可能áàāg今後hSiChGaN Ĉ用ºÕ次世代半導体

（a）
：合金マップにより，合金構造が可視化できる。
（b）
：各合金の配向マップにより，粒径および配向状態が
可視化できる。

ĺĬĚsġä高耐熱接合技術開発àßá活用ÍÜºÅg

はんだ接合部の高精度寿命予測技術
電子機器製品äåĉÖ接合部ä信頼性設計á CAE Ĉ用

図 1 8 はんだ接合部の寿命予測システム概略

ºÜºāgÍÁÍh材料特性ú解析手法àß専門性Â高º
Õ÷h実務設計者áþā部品ŕčċďı段階Ýä解析å難

出力

入力

ÍÅh開発á時間Ĉ要ÏāÉÞÂ¸āg
今回h開発期間ä短縮Ĉ狙ºh実務設計者ÂåĉÖ接合
部ä信頼性}寿命~Ĉ簡便áÁÚ高精度Ý予測ÝÃāĭs

部品形状
はんだ組成
製品環境条件
ヒートサイクル試験条件

寿命予測値
例：1,000 サイクル
寿命予測
データベース

ŔĈ構築ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

åĉÖľČŕĬı形状håĉÖ厚ËäæÿÚÃÀþé
製品ä使用環境h信頼性試験条件Ýä部品寿命ĈİsĨ
łsĢ化Í簡便化Ĉ実現}結果出力≦ 1 分~

⑵

粘 塑 性 則 á þ ā 解 析 Ý 高 精 度 寿 命 予 測 Ĉ 実 現} ≦

【高精度寿命予測技術】
粘塑性則による高精度な応力再現（≦10％）
接合部破断長さや製造ばらつき
（はんだフィレット形状，はんだ厚さ，ほか）を考慮

10 %~
今後h製品äåĉÖ接合部ä信頼性設計á適用ÍÜºÅg
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物性・材料
モータの高精度振動解析技術
富士電機ÝåhŀŕĢúĘŕsŜàß振動環境ä過酷à

図 1 9 モータ加振試験と解析モデル，固有振動数解析

製品îäŋsĨä適用範囲拡大á向ÇhŋsĨä耐振設計

ファン

エンコーダ フレーム

Â可能Þàā振動解析技術Ĉ開発ÍÕg

ブラケット
軸受

組õ込ôĂÕ装置Áÿä振動ú衝撃á対Ïā耐振設計á

軸

åhŋsĨ各部ä固有振動数ú発生Ïā振動Ĉ精度良Å解
析Ïā技術Â必要áàāg今回h機械物性値Ý¸āōŜę
率ú減衰比Ĉ実験áþĀ同定ÍhôÕhŖsĨàß各部ä

（a）モータ加振試験

（ｂ）解析モデル

振動状態Â再現Ïāþ¼áh嵌合}ÁĉÊ¼~部ú締結部

変形時（位相：０度）

変形時（位相：１８０度）

ä拘束条件Ĉ設定ÏāÉÞÝh振動解析ä高精度化Ĉ図Ù
ÕgÓä結果h計算誤差å固有振動数Ý約 5 %h振動値Ý
約 10 % á低減Íh耐振設計á十分à精度Ĉ得ÕgÉä振
動解析技術Ĉ適用Íh耐振性á優ĂÕŋsĨä製品化Ĉ開

矢印はファン部の変形方向

（c）固有振動数解析（ファン部振動モード）

始ÍÕg

有機感光体の高耐刷材料設計技術
近年h電子写真複写機åċĳŖę式ÁÿİġĨŔ式îä

図 2 0 有機感光体表面層のアモルファス構造モデル

移行á伴ºh複写ĢĽsĲä高速度化Â進ĉÝºāgÍÕ
ÂÙÜh電子写真複写機äĖsİĹčĢÝ¸ā有機感光体
}OPC~áåh高耐刷化Â要求ËĂÜÀĀhÉäÕ÷ä材
料開発Ĉ行ÙÜºāg
従来åh原材料Áÿ多数ä組合Ñä試料Ĉ作製Íh材料
物性ú耐刷性Ĉ評価ÏāÉÞáþĀ材料選定Ĉ行ÙÜÃÕg
ÓäÕ÷h開発á多大à時間ÞĜĢıĈ費úÍÜÃÕg
今回h開発期間ä短縮Ĉ狙ºh分子ĠňŎŕsĠŐŜ
}分子動力学~áþĀh原材料ä組合Ñ時ä物性予測Â可
能à手法Ĉ構築ÍÕg
現在h原材料ä事前ĢĘœsĴŜęá本手法Ĉ適用Íh
開発期間ä短縮}従来比 1/3~Ĉ図ÙÜºāg

分子シミュレーションによる材料物性解析技術
高分子Ĉ中心ÞÍÕ材料選定j設計áþā製品機能ä向

図 2 1 界面における反応部位の推定と遷移状態

上Þ開発期間ä短縮Ĉ目的áh材料物性äŊĔĴģŉĈ原
子j分子ŕłŔÁÿ解析ÏāÕ÷h第一原理計算h分子動

遷移状態

シランカップリング剤
HOMO：最高被占軌道

力学ĠňŎŕsĠŐŜĈ利用ÍÕ物性解析技術ä開発Ĉ
行ÙÜºāg現在h耐熱性äĳķĜŜņġĬı封止樹脂Ĉ
対象ÞÍÜ高分子ĹŔĘ構造Àþé無機ľČŒsÞ高分子
間ä界面ŋİŔĈ検討ÍÜºāgÓä結果h第一原理計算
áþĀľČŒs表面処理剤Þ樹脂末端基ä反応部位ä推定
Àþé遷移状態ä探索}図~
h分子動力学áþĀĹŔĘ構

1.4 eV

樹脂末端基
LUMO：
最低空軌道

反応物
シランカップリング剤

造äĕŒĢ転移温度Þ分子運動性ä相関Â得ÿĂh電子状
態ú分子構造áþā物性îä影響Â明ÿÁáàĀÚÚ¸āg

100

樹脂末端基

−0.56 eV
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デバイス
GaN パワーデバイス
富士電機åh古河電気工業株式会社Þ次世代ĺŘsİ

図 2 2 ショットキーバリアダイオード

ĹčĢ技術研究組合Ĉ設立ÍhGaN}窒化ĕœďŉ~ä
実 用 化 á 向 Ç Õ 研 究 開 発 Ĉ 推 進 Í Ü º āg 現 在h Ğ s
Ĺ用電源àßĈĨsěĬıÞÍÕh耐圧 600 V ĘŒĢä

4.6 mm

ĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ}SBD~
hķsŇœēľä
アノード電極
2.3 mm

MOSFET ä開発Ĉ行ÙÜºāgĠœĜŜ基板上îä独自
ä GaN 成長技術hAlGaN/GaN 界面á形成ËĂā二次元
電子ĕĢ}2DEG~ä低抵抗化技術áþĀhSiC}炭化Ç
º素~Þ同ŕłŔäēŜ抵抗hĢčĬĪŜę特性Ĉ実現Ý

カソード電極

ÃāgÉĂôÝä開発áÀºÜhSBD á関ÍÜåh定格
電流 10 A 以上Ĉ達成ÍÜÀĀh今後hËÿàā低抵抗化

（a）パッケージの外観

（b）SBD の平面写真

Ĉ実現Ïāg長期信頼性確保äÕ÷ä検討ø並行ÍÜ実施
ÍÜÀĀh2011 年度á評価ĞŜŀŔĈ展開Ïā予定Ý¸āg

QPM 波長変換モジュール
QPM}擬似位相整合~áþā波長変換Þåh分極Ĉ周

図 2 3 QPM波長変換素子と波長変換実験

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ÏÉÞÂÝÃāg
富士電機Ýå LiNbO3 単結晶Ĉ用ºÕ QPM 波長変換光
源ä開発Ĉ進÷Üºāg現在ôÝá高精度ä分極反転技術
Ĉ確立Í図⒜
h高効率ä波長変換技術Ĉ獲得ÍÕg図
⒝åh赤外光}波長k1,064 nm~Â QPM 素子áþÙÜ複
数ä可視光波長k465h532h604}nm~ñÁá波長変
換ËĂÜºā様子Ĉ示ÍÜºāg
今後hQPM 波長変換法ä特長Ĉ生ÁÍÕ光源ŋġŎs
ŔĈ開発Íh医療ú計測àßä分野îä適用Ĉ進÷ÜºÅg

（a）QPM 素子の断面
写真（エッチング後）

（b）QPM 素子による赤外光から
可視光への波長変換

次世代 RB-IGBT
富士電機åh従来ä 3 ŕłŔ変換回路á対ÍÜh使用Ï

図 2 4 RB-IGBTチップ

ā半導体素子数ä低減Þ一層ä高効率化Ĉ可能ÞÏāh新
Íº 3 ŕłŔ変換回路用次世代 RB-IGBT}逆阻止 IGBT~
Ĉ開発ÍÕgRB-IGBT å素子側面á形成Ïā p 形分離層
áþĀh逆方向耐圧}đňĬĨ基準ÝĜŕĘĨá負電圧印
加~Ĉ持ÚÂh今回Éä p 形分離層ä形成方法Ĉ改善Ï
āÉÞáþĀh600 v 1,700 V 耐圧ĘŒĢä RB-IGBT Ĉ
安定ÍÜ製造ÏāÉÞÂÝÃāþ¼áàÙÕg同時áhİ
ĹčĢĠňŎŕsĠŐŜĈ活用ÍÜ耐圧構造部ä最適化Ĉ
行ºh耐圧構造部ä幅Ĉ 30 % 以上短縮ÍhĪĬŀ面積Ĉ

600 V/100 A

1,200 V/50 A

1,700 V/50 A

20 % 低減ÍÕg本素子åhŇıœĬĘĢĜŜĹsĨàß
îä適用ø可能Ý¸ĀhËÿá広º用途îä適用Â期待Ý
Ãāg
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略語（本号で使った主な略語）
CAE

Computer Aided Engineering

COP

Coeﬃcient of Performance

成績係数

CVD

Chemical Vapor Deposition

化学気相成長

DAC

Data Acquisition and Control unit

回線単位制御盤

DCS

Distributed Control System

DMA

Direct Memory Access

DSP

Digital Signal Processor

EBSD

Electron Backscatter Diﬀraction

ĜŜĽŎsĨ支援đŜġĴċœŜę

後方散乱電子回折法

ECC

Exchange-Coupled

EDC

Economic load Dispatching Control

経済負荷配分制御

EMC

Electromagnetic Compatibility

電磁両立性

EMI

Electromagnetic Interference

電磁障害

EMS

Energy Management System

ESD

Electrostatic Discharge

静電気放電

ETC

Electronic Toll Collection

ķŜĢıĬŀ自動料金支払º}ĠĢįŉ~

EUC

End User Computing

EV

Electric Vehicle

電気自動車

FBR

Fast Breeder Reactor

高速炉

FDT/DTM

Field Device Tool/DeviceType Manager

Composite

FWD

Free Wheeling Diode

GIS

Gas Insulated Switch

ĕĢ絶縁開閉装置

HBM

Human Body Model

人体帯電ŋİŔ

HDI

Head Disk Interface

HEV

Hybrid Electric Vehicle

ĸčĿœĬĲ自動車

HM

Heavy Metal

重金属

HMI

Human Machine Interface

HOMO

Highest Occupied Molecular Orbital

最高被占軌道

ICT

Information and Communication Technology

情報通信技術

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

絶縁ěsıĹčņsŒıŒŜġĢĨ

IPM

Intelligent Power Module

IPS

Intelligent Power Switch

ITC

Intelligent TeleControl

HDLC 型子局遠方監視制御装置

JFET

Junction Field-Eﬀect Transistor

接合形電界効果ıŒŜġĢĨ

KVM

Kernel-based Virtual Machine

ĔsĶŔ仮想ŇĠŜ

LCD

Liquid Crystal Display

液晶İČĢŀŕč

LFC

Load Frequency Control

負荷周波数制御

LUMO

Lowest Unoccupied Molecular Orbital

最低空軌道

MAMR

Microwave-Assisted

ŇčĘŖ波ċĠĢı磁気記録

MCCB

Molded-Case Circuit Breaker

MEMS

Micro Eelectro Mechanical Systems

微小電気機械ĠĢįŉ

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect Transistor

金属酸化膜半導体 電界効果ıŒŜġĢĨ

MOX

Mixed-Oxide

混合酸化物

MPC

Model Predictive Control

ŋİŔ予測制御

NPC

Neutral-Point-Clamped

NTP

Network Time Protocol

時刻同期通信ŀŖıĜŔ

OPC

Organic Photoconductor

有機感光体

OVP

Over Voltage Protection

過電圧保護

PCS

Power Conditioning System

ĺŘsĜŜİČĠŐĳ

PFC

Power Factor Correction

力率改善

PG

Pulse Generator

ĺŔĢđŜĜsĩ

PIM

Power Integrated Module

PLC

Programmable Logic Controller

ŀŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒ

PM モータ

Permanent Magnet Synchronous Motor

永久磁石形同期電動機

POS

Point of Sales

販売時点情報管理}ĠĢįŉ~
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略語（本号で使った主な略語）
PUE

Power Usage Eﬀectiveness

PWM

Pulse Width Modulation

電力使用効率

QPM

Quasi Phase Matching

擬似位相整合

RB-IGBT

Reverse-Blocking IGBT

逆阻止 IGBT

RC-IGBT

Reverse-Conducting IGBT

逆導通 IGBT

RF

Radio Frequency

RH

Ruhrstahl-Hausen

RoHS 規制

Restriction of the use of Certain Hazardous Substances

電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制限

in Electrical and Electronic Equipment

áÚºÜä EU}欧州連合~ä指令

SBD

Schottky Barrier Diode

SOA

Service-Oriented Architecture

SSD

Solid State Drive

SWR

Shingled-Write Recording

瓦書Ã記録

TAMR

Thermally-Assisted

熱ċĠĢı磁気記録

TDMR

Two Dimentional Magnetic Recording

二次元磁気記録

TEM

Transmission Electron Microscope

透過型電子顕微鏡

TLP

Transmission Line Pulse

UPS

Uninterruptible Power System

VQC

Voltage and Reactive Power Control

電圧j無効電力制御

XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy

X 線光電子分光法

Magnetic Recording

ĞsļĢ指向ċsĖįĘĪŌ

無停電電源装置

Vol. 84 No.1 に掲載の商標など
Android

Google Inc. ä商標ôÕå登録商標

CHAdeMO

ĪŌİŋ協議会ä商標ôÕå登録商標

Ethernet

富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

FOMA

株式会社đĵjįČjįČjĲĜŋä商標ôÕå登録商標

iPhone

米国 Apple Inc. ä商標ôÕå登録商標

i ŋsĲ

株式会社đĵjįČjįČjĲĜŋä商標ôÕå登録商標

Java

Oracle Corporation 及éÓä子会社h関連会社ä米国及éÓä他ä国áÀÇā
登録商標

Linux

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

MODBUS

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

PROFIBUS-DP

PROFIBUS User Organization ä商標ôÕå登録商標

Visio

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
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技術業績の表彰・受賞一覧}2010年~順不同

●社団法人電気学会

●社団法人日本電機工業会

第 66 回電気学術振興賞・進歩賞

平成 22 年度電機工業技術功績者表彰優秀賞

新幹線電車用走行風冷却主変換装置ä開発Þ実用化
富士電機ĠĢįŉģ株式会社

神田

淳

地熱発電ÝäĕĢ抽出装置改良áþā CO2 低減
富士電機ĠĢįŉģ株式会社

産業応用部門大会優秀論文発表賞

日下

回転磁界ä影響Ĉ考慮ÍÕ PM ŋsĨäĜċŖĢ解析
富士電機ĠĢįŉģ株式会社

島田

大志

●社団法人機械学会

平成 22 年度電機工業技術功績者表彰優良賞
ċĲĹŜĢı PID 制御Ĉ搭載ÍÕ超精密ĞsŇŔĪŌŜ

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

走行風Ĉ利用ÍÕ冷却方式Ĉ用ºÕ新幹線用主変換装置
}ĿŖċŕĢ CI~ä開発

岩田

英之h藤原èă絵

高効率 IPM ŋsĨä開発

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

神田

淳

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

東海旅客鉄道株式会社h株式会社東芝h株式会社日立製作所h
三菱電機株式会社Þ共同受賞

廣瀬

英男h中園

仁

光俊h金子

知実

電気鉄道用電力融通装置ä開発

●社団法人計測自動制御学会

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

2010 年度新製品開発賞

山本

電子式個人線量計

国内最大ä空気冷却ĨsļŜ発電機ä完成

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

●社団法人日本画像学会

木村

ICJ2009 Fall Meeting ベストポスター賞

誠h中山

昭伸

雅孝h岡野

正美

非常用発電装置kEMP5310D ä開発

静電気力顕微鏡法áþā潜像解析技術ä検討

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社

会沢

宏一

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

成田

満

ıŕĬĘjġŌĺŜ株式会社h日本大学Þ共同受賞

大川
●社団法人日本機械工業連合会

第 30 回優秀省エネルギー機器表彰日本機械工業連合会

Symposium on Power

会長賞

Semiconductor Devices and ICs (ISPSDʼ10)

ķŜľŖŜ型ĔĬŀ式小型飲料自動販売機

Best Paper Award

富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社

-IGBT with Extreme Injection
DB}Dielectric Barrier~

Enhancement

}技術代表~江利川
●平成

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

武井

学

●独立行政法人日本学術振興会

22 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

富士電機機器制御株式会社

ċŋŔľĊĢ Si 系薄膜形成áÀÇāŀŒģŇ CVD ä
研究
市川

幸美

●財団法人電気科学技術奨励会

行雄

斎藤

次雄

小山

勉

可動鉄心Þ非磁性板接合方法ä考案
富士電機機器制御株式会社

第 58 回電気科学技術奨励賞

長濱

ĻsĨ組立抵抗溶接作業ä改善
富士電機機器制御株式会社

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社

●社団法人発明協会

情報j通信用電源ä高効率化

平成 22 年度職場における創意工夫表彰埼玉県支部長賞

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社
山田

ĲœŔ切粉巻Ã付Ã防止方法ä考案

隆二h三野

和明

小泉

裕保

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

環境対応ĜŜĺĘıĔĬŀ式飲料自動販売機ä製品化
富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社
矢坂

肇

高圧遮断機軸受新加工方法ä考案

プラズマ材料科学賞

104

秀憲

Ĺsä開発

2009 年度日本機械学会賞（技術）

● International

肇h坂梨

義男h峯崎

秀之h江利川

肇

富士電機機器制御株式会社

近藤

正人
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技術業績の表彰・受賞一覧}2010年~順不同

ĘœsŜŔsŉ用空気清浄機

平成 22 年度関東地方発明表彰

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

発明奨励賞
交流電気集塵装置

澤田

富士電機ĠĢįŉģ株式会社
瑞慶覧章朝h安本

朋之h大久保

温h高橋

富行

異種燃料切替機能Ĉ有Ïā燃料電池発電装置
浩二h河野

良宏

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社

ñÁá共同受賞者１名

千田

仁人h小松

正

燃料反応器
富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社

中川

功夫

＊受賞後á転職ÍÕ人Ĉ含ö
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新しい年を迎えて

環境と企業活動

高速炉用 MOX 燃料ŃŕĬı仕上検査設備}2 号機~ä
2

4

製作
水

山形県企業局 新野川第一発電所向Ç水車発電設備ä

（年頭特別対談）

スマートコミュニティの実現を目指して

力………………………………………………………………… 41

完成
東北電力株式会社 豊実発電所向Ç立軸ĹŔĿ水車ä
12

吸出Í管ä現地据付Ç開始

─ エネルギー・環境分野における研究開発の成果と展望 ─

韓国水力原子力発電株式会社 ĪŐŜĽŐŜ発電所
4 号機ä現地据付Ç開始

研究開発の取組み
地球環境に貢献するパワーエレクトロニクス技術……………… 17

グリッドソリューション

43

受配電・給電システムの技術成果と展望………………………… 21

展

冷熱システムの技術成果と展望…………………………………… 24

グリッドソリューション…………………………………………… 44

望………………………………………………………………… 43

北陸電力株式会社向Ç金沢変電管理所 遠方監視制御

磁気記録媒体の研究開発成果と展望……………………………… 27

装置親局

ハイライト

29

内閣府沖縄総合事務局向Ç福地j新川ĩŉ管理用

離島ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉ

制御処理設備

広域ĶĬıŘsĘáþā事業所統合型

北陸電力株式会社向Ç神通川水系ĩŉ管理ĠĢįŉ

đĶŔės管理ĠĢįŉ

財団法人電力中央研究所向Ç系統解析用電源j

ęœsŜ IDC ĦœŎsĠŐŜ

負荷模擬装置

高効率ňĴ UPSEX100 Ġœsģ

中部電力株式会社向Ç太陽光j風力発電ŋİŔ

電気自動車用

急速 ･ 中速充電器

東京電力株式会社向Ç新型 VQC 装置

直流高電圧適用配線用遮断器}MCCB~ä機種拡充

中部電力株式会社向Ç小規模 DAC ĠĢįŉ

高圧čŜĹsĨä系列拡大

中部電力株式会社向Ç計器用設定j収集ĠĢįŉⅡ

ĲŒčĿĦœŎsĠŐŜ向Ç高性能ĜŜıŖsŒ

低酸素空気供給機能付Ã燃料電池ĠĢįŉä実証機ä

単機容量世界最大 140 MW NAP 地熱発電所ä運転開始

納入

SiC ĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲä量産技術開発

耐震形体表面汚染ŋĴĨ

第 6 世代V ĠœsģIPM

半導体式ĸŜĲľĬıĘŖĢŋĴĨ

第６世代小型圧力ĤŜĞ

ĘœċŒŜĢŕłŔ測定装置

自動販売機用İġĨŔĞčĶsġ}電子広告~向Çä

放射線透過式配管厚Ë測定装置

ŀŒĬıľĒsŉ

太陽光システム……………………………………………………… 48

株式会社ĻŖĤ企画向Ç屋上広告塔îä太陽電池設置

省đĶ中型ĔĬŀ式飲料自動販売機APEX100QRC
2

500 Gbits/in 対応ä磁気記録媒体
グリーンエネルギーソリューション

熊本県南関町立南関中j第二小学校向Ç太陽光発電
設備
37

展

望………………………………………………………………… 37

火

力………………………………………………………………… 38

地

佐藤製薬株式会社 八王子工場向Ç太陽光発電ĠĢįŉ
産業ソリューション

50

Ĩč向Ç蒸気ĨsļŜj発電機設備ä運転開始

展

łıĳŉ向Ç大容量石炭火力発電設備ä受注

駆動制御システム…………………………………………………… 51

望………………………………………………………………… 50

沖縄電力株式会社 吉ä浦火力発電所向Ç発電機ä完成

大容量 3 kV 3 ŕłŔ水冷 IGBT čŜĹsĨ

沖縄電力株式会社 吉ä浦火力発電所向Ç 1 ĚsĠŜę

産業用直流電源装置

再熱蒸気ĨsļŜä出荷

海外向ÇŀŖĤĢŒčŜä更新

熱………………………………………………………………… 39

特殊圧延機用直交配電形čŜĹsĨä納入

米国j中米向Ç地熱蒸気ĨsļŜj発電機設備ä出荷

計測制御システム…………………………………………………… 52

地熱Ĺčĳœs発電設備ä販売開始

高機能ļŔđĶŔės管理ĠĢįŉ

地熱発電á関ąāĦœŎsĠŐŜ

鉄鋼ŀŒŜıäđĶŔės最適化ĠĢįŉ

原子力………………………………………………………………… 40

MOX 燃料加工施設
日本原子力発電株式会社 東海発電所ĞŜŀœŜę装置
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化学ŀŒŜıä安全計装ĠĢįŉ
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計測・センサ………………………………………………………… 53

無線式回転機振動監視ĠĢįŉä適用拡大

社会ソリューション

新型 LP ĕĢ用ĕĢ警報器

展

ŀŒŜı制御向Ç二重化ċĳŖę出力ŋġŎsŔ

ファシリティソリューション……………………………………… 65

望………………………………………………………………… 64

新型赤外線ĕĢ分析計

高効率j中容量 UPS7100D Ġœsģ

量子ĔĢĚsĲŕsğáþā直挿ŕsğ SO2 計

高効率ľŖŜıđŜĲ電源FH02500UAD

汎用型温度調節計ä系列拡大

富士通株式会社 館林ĠĢįŉĤŜĨs向Ç局所空調

放射線作業者用線量計

ĠĢįŉ
液晶製造装置向Ç冷凍機式ĕŒĢ基板冷却装置ä納入

産業電源……………………………………………………………… 55

ċĿĩļ向ÇċŔň製錬設備ä完成

海外向ÇĘœsŜĠĢįŉä展開
ŘsĘľŖs業務基盤 ExchangeUSE V10

施設電機……………………………………………………………… 56

台湾ŀŒĢĪĬĘ向Ç 161 kV 変電設備ä納入
輸送ソリューション
展

64

営農指導支援SmileAGRIĠœsģ V5
自治体ĘŒďĲ向Ç公文書管理ĞsļĢ
57
店舗・流通ソリューション………………………………………… 67

冷蔵ĠŐsĚsĢä省đĶŔės技術

望………………………………………………………………… 57

ĜŜļĴđŜĢĢıċ向ÇđĜŖĺĶŔ工法

自動車産業…………………………………………………………… 58

ĶĬıŘsĘĈ中心ÞÍÕ電気自動車用急速充電器ä
取組õ
中国市場áÀÇā車載ĺŘs機器îä取組õ
輸送システム………………………………………………………… 58

ソリューションプラットフォーム
展

望………………………………………………………………… 69

システム技術………………………………………………………… 70

ĠŜĕņsŔ地下鉄向Ç電気品

省đĶŔėsĈ実現ÏāŋİŔ予測制御ĠĢįŉ

東京地下鉄株式会社向Ç 16000 系車両用補助電源装置
東日本旅客鉄道株式会社 京葉線 E233 系電車向Ç

富士 SX ĜŜĺĘı計装ĠĢįŉ
制御・安全ソリューション………………………………………… 70

œĴċĲċ

Safety 技術ŀŒĬıľĒsŉä構築

東京都交通局 都営地下鉄新宿線神保町変電所ä

社会čŜľŒ向Ç IT ľŕsŉŘsĘ

更新工事

SOA 基盤構築áþāĠĢįŉ間連携

西日本旅客鉄道株式会社 関西本線 八尾j三郷îä

đĶŔėsŇĶġŊŜıjĦœŎsĠŐŜ

ĨčņĢı設備ä新設

パワーエレクトロニクス技術……………………………………… 72

札幌市交通局向Ç設備指令ĠĢįŉä更新

磁界解析技術ä変圧器îä適用

東日本高速道路株式会社 関東支社向Ç ETC 用車両

汎用čŜĹsĨáÀÇā EMC}伝導 EMI~設計技術

検知器

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器用水冷ŀŒĬıľĒsŉ

中日本高速道路株式会社向ÇĢŇsıčŜĨsĪĐŜġ

制御技術……………………………………………………………… 73

集約監視中央設備ä納入

čŜĩĢıœċŔēsıŊsĠŐŜ用無線ĠĢįŉ

西日本高速道路株式会社向Ç長峰ıŜĶŔ電気集Îĉ機

FDT/DTM 技術Ĉ適用ÍÕĶĬıŘsĘ

設備ä納入

ĜŜľČęŕsĨ
ĲŒčĿĦœŎsĠŐŜ向Ç高速ĹĢE-SX ĹĢ

搬送システム………………………………………………………… 61

高性能łĘıŔ制御形čŜĹsĨ

計測技術……………………………………………………………… 74

FRENIC-VG Ġœsģ

ŕsğ応用計測技術

ĞsŅĠĢįŉALPHA5 Smart Ġœsģä

微小電流計測技術

容量拡大

MEMS 加工技術

高性能多機能形čŜĹsĨFRENIC-MEGA Ġœsģ
ä機能拡充

69

受配電・制御機器コンポーネント

75

小型čŜĹsĨFVR-Micro Ġœsģ

展

電源回生ĜŜĹsĨ内蔵đŕłsĨ用čŜĹsĨ

受配電・開閉機器…………………………………………………… 76
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電源制御ŀŒĬıľĒsŉ

第 4 世代擬似共振電源 ICFA5640 Ġœsģ

高周波j低ķčģĜŜĹsĨ回路技術
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展
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ŋsĨä高精度振動解析技術
有機感光体ä高耐刷材料設計技術
分子ĠňŎŕsĠŐŜáþā材料物性解析技術
デバイス…………………………………………………………… 101

垂直磁気記録媒体ä磁性関連技術
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垂直磁気記録媒体ä HDI 関連技術

QPM 波長変換ŋġŎsŔ
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3.5 čŜĪ 1 TB 磁気記録媒体用ċŔň基板
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主要事業内容
エネルギーソリューション
再生可能エネルギーを利用して電気エネルギーを創る。電気エネルギーをスマートグリッドで賢くマネジメントする。こうした
エネルギーにかかわる最適なソリューションを，富士電機グループが培ってきた技術を駆使して地球社会にお届けします。

グリーンエネルギーソリューション ... 世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設備などを通じて，
安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮しながらグローバルに展開しています。

グリッドソリューション ...................... 太陽光発電，風力発電，電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジー
をベースに，グリッドソリューション事業を展開しています。

環境ソリューション
産業・輸送・社会のインフラ構築で培ってきたグループのコア技術，人材，サービスのノウハウを結集し，パワーエレクトロニ
クス技術をベースにさまざまなシーンで低炭素社会に貢献するソリューションをお客様にお届けします。

産業ソリューション .............................. 受変電技術，エンジニアリング技術，パワーエレクトロニクス技術によって幅広
い産業や社会インフラ分野を支え，省エネに配慮した最適なソリューションサー
ビスをご提供します。

輸送ソリューション .............................. 鉄道や電気自動車，ハイブリッド車などの環境対応車関連などにパワー半導体，
インバータ ･ モータを組み込み，高効率化と省エネに貢献します。

社会ソリューション .............................. ビル，店舗，IDC（インターネットデータセンター）などの総合的な省エネソリュー
ションをご提供します。

デバイス・器具・自販機
さまざまな産業機器や環境対応車の環境負荷低減に貢献する半導体や，情報機器の記録媒体として活躍するディスク媒体，ソ
リューションを支えるコンポーネント器具，環境に配慮した自販機など，あらゆるシーンでお客様のお役に立つ製品をご提供し
ます。

半導体・感光体 ...................................... 主要製品［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 / プリンタ・複写機用感光体 / 画像周辺機器］

ディスク媒体 .......................................... 主要製品［アルミ媒体 / ガラス媒体 / アルミ基板］
器 具 ..................................................... 主要製品［電磁開閉器 / 操作表示機器 / マニュアル ･ モータ ･ スタータ /
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］

自販機 ..................................................... 主要製品［自動販売機 / 飲料ディスペンサ / 自動給茶機］
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