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は“エネルギー・環境”分野へ資源を集中し，このよう
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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

小水力発電設備

図

スマートコミュニティの概念

資源循環型
環境システム

地域グリーン事業の推進
環境モニタリング
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インバータ
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最適需給バランス

各種計測センサ

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
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再生可能エネルギーの導入拡大を伴った電力網の再生・
スマート化を目指して始まったスマートグリッドの取組

.

パワーデバイス

みは，2010 年に入って急速にその概念が拡大・変容しま

現行のシリコン製のパワーデバイスは，損失の低減と

した。現在では，熱エネルギーも含めたエネルギー利用

ノイズの低減というトレードオフに挑戦しつつ，2010 年

の効率化，ガスや上水道など社会インフラネットワーク

には特に需要が旺盛な次世代ハイブリッド車（HEV）用

全般のスマート化，下水処理や工場廃水処理を含む環境

途や，再生可能エネルギーを系統に連系するためのパワー

保全など，エネルギー消費の抑制と資源の循環的な活用

コンディショナ（PCS）用途の新製品の開発に注力しま

を目指すことで都市社会全体の再生を図るものとなりま

した。また，シリコンの物性限界を超えて損失を低減し

した。このような取組みは，人間社会の営み全体を持続

ていく次世代デバイスの開発では，炭化けい素（SiC）デ

可能とし，生物多様性や地球環境の保護まで視野に入れ

バイスや窒化ガリウム（GaN）デバイスの開発を進めて

た新たなコミュニティの創生につながるものであり，
“ス

います。SiC のショットキーバリアダイオード（SBD）製

マートコミュニティ”といわれるようになりました。一

品を 2010 年度中に量産に移行する計画であるほか，SiC

例として富士電機の考えるスマートコミュニティの概念

の MOSFET（Metal -Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect

を図

に掲げます。

スマートコミュニティを創生する事業は，国内外で政

Transistor）や GaN の SBD などもサンプル出荷を計画中
です。

府主導のプロジェクトに民間の技術を組み合わせる形で

また，パワーデバイス製品に必要な技術としてはチッ

数多く計画され，実行に移されています。国内では四つ

プ技術にとどまらず，モジュール技術，材料技術，さら

の実証地域における取組みが行われており，例えば北九

にエネルギー制御に必要な情報を得るための計測技術な

州地区ではライフスタイルやビジネスモデルの変革の模

ども，次世代を見据えた技術革新が求められています。

索にまで至る 38 項目の実証実験の計画が公表され，2010

富士電機はこれらの技術を，量産実用に耐えうるレベル

年 8 月 20 日から実動が始まりました。国外に目を転じ

まで完成度を高めるために研究開発を行っていきます。

ると，中国，インドなどアジアの新興国では，国家の発
展戦略に基づいて新しく人工的に都市を造成し，先進的

.

パワーエレクトロニクス機器

なインフラを一気に整備しようという都市造成型のプロ

富士電機のパワーエレクトロニクス技術の特徴は，パ

ジェクトが始められています。一方で，欧米など先進地

ワーデバイスの特性と組み合わせて常により高い効率・

域では老朽化した電力網の再生や雇用創出などにも重き

より低い損失を実現できる回路技術にあります。2010 年

をおく都市再生型のプロジェクトが多く見られるなど，

には，2009 年に開発した逆阻止 IGBT（RB-IGBT）を用

地域の特性や政府の方針が反映されつつ，スマートコミュ

いた新 3 レベル変換技術の適用を拡大して，特に需要の

ニティは極めて多様な道筋をたどって発展していくと予

旺盛なインターネットデータセンター（IDC）向けの効率

想されます。

97 % の大容量 UPS や，モーダルシフトで長期的にも需要
増が見込まれる電鉄車両用補助電源などを開発しました。

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

また，汎用インバータや電気自動車用インバータの新製
品を，需要が旺盛な中国市場向けに開発しました。さら

このように多様な形態が予想されるスマートコミュニ
ティのための研究開発は，個別プロジェクトごとに行う

スマートグリッド

用範囲の広い技術を獲得していくことが重要と考えられ

マイクログリッド

富士電機では，スマートコミュニティを実現するエネ

エネルギー
情報

ます。

需要家グリッド

ルギー制御技術の研究開発を，適用する空間的なスケー

エネルギー
情報

ルによって図

配電系統

エネルギー
情報

変電所

だけでは非効率であり，体系的に取り組むことでより適

のように 5 階層に層別して取り組んでいく

向にエネルギーの流通を行うことが必要ですが，そのこ

パワーデバイス

とに不可欠な情報・計測・制御技術も併せて開発を進め

エネルギー
情報

パワーエレクトロ
ニクス機器

ことにしました。さらにこれらの階層間では，上下双方

ています。社会のニーズ，市場の拡大状況に応じて，こ
のような技術を順次タイムリーに適用していくことに
よって，常に電力網の安定運用を保ったまま，再生可能
エネルギーの導入が円滑に進められると考えます。次に，
技術の階層ごとの取組み内容を紹介していきます。

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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に， デ ー タ セ ン タ ー に 設 置 さ れ る サ ー バ 向 け に，80＋
〈注 1〉

Platinum に適合する効率 95 % の組込み電源装置を開発し

.

マイクログリッド・スマートグリッド

ました。これらの変換効率の値はいずれも現在の最高レ

マイクログリッド・スマートグリッドの階層では，上

ベルを実現するものです。さらに，SiC など次世代パワー

述のように国内外で実証プロジェクトが計画・着手され

デバイスを適用したパワーエレクトロニクス技術の研究

ています。富士電機も国内外の多くのプロジェクトへ参

開発も同時に進めています。パワーデバイスの特性とす

画しており，沖縄離島グリッドなど実験実証システムが

り合わせた回路技術と制御技術の組合せによって，低損

完成し，実運用が開始されました。富士電機は，不安定

失かつ低ノイズが強く求められている電気自動車などの

な再生可能エネルギーが系統に連系された際の系統のふ

分野への適用を目指して研究開発を進めていきます。

るまいを詳細に理解するため，高速のシミュレーション
システムを開発して，系統のさまざまな状況を模擬した

.

需要家グリッド

解析に着手しています。これらの成果によって，系統を

需要家の階層では，化学プラント・クリーンルーム設

安定運用するための蓄電設備や電力品質補償設備の配置

備などの生産施設，IDC・鉄道・上下水道などの社会イン

計画をはじめとして，系統全体の運転制御技術の獲得に

フラ施設，冷凍冷蔵などの流通インフラ設備，さらに電

つなげていく所存です。

鉄車両や自動車といった輸送サービスなどがあり，人間

また，電力供給の技術としては，地熱発電プラントの

が社会活動を営むためにはエネルギーを多量に必要とし

効率を向上するバイナリー発電システムや効率 94 % の

ます。この階層では，個別機器で最適化する効率向上だ

3 MW 永久磁石風力発電機，NaS 電池やリチウムイオン

けでなく，複数機器の組合せによる効率向上が求められ

電池を搭載した PCS の新製品の開発などを行い，市場に

ます。富士電機は，パワーエレクトロニクス技術を適用

投入しました。系統の制御技術と組み合わせて，今後と

した空調・熱源機器の効率化や各種動力設備などの個別

も再生可能エネルギー製品の開発に注力していきます。

機器の効率化はもとより，これらの機器が複数組み合わ
された設備群を対象として，常にエネルギー効率を高く

.

スマートコミュニティにおけるコンポーネント技術

保つ最適制御技術を開発しています。生産施設，社会イ

上述のようにスマートコミュニティのエネルギーグ

ンフラ施設，流通インフラ施設など，エネルギー多消費

リッドに直結するエネルギー制御技術だけでなく，以下

型の施設に適用を進めていきます。これによって，例え

のようなコンポーネント技術においても，富士電機は環

ば冷凍冷蔵分野では，冷凍負荷の変動があっても施設全

境調和指向を追求していきます。

〈注 2〉

体で冷凍機の成績係数（COP ）を常に高く保つことがで
〈注 3〉

⑴

磁気記録媒体

きるようになります。IDC では電力使用効率（PUE ）を

指数関数的に増大していくデジタル情報の記録媒体と

従来の 2.0 から 1.5 以下まで低減できるなど，機器個別の

して，記録密度を向上させることで情報の記録に必要な

省エネ運転では不可能であったトータルな省エネを実現

コストと資源を低減していくことは社会的な要請である

していきます。

といえます。このようなニーズに対応して，2010 年度は

このほか，国際標準として適用が広がる機能安全シス

500 Gbits/in2 媒体の量産技術を確立し，製品に適用しま

テムのコンポーネントの開発を進めるとともに，先進ユー

した。今後の高密度製品を早期に投入するとともに，エ

ザと一体となって機能安全プラントの実地研究にも取り

ネルギーアシスト技術などさらに高密度化に向けた研究

組み，ノウハウの蓄積に努めました。また，ものつくり

開発を継続していきます。

の生産効率の向上に寄与するモーションコントロール用

⑵

感光体

高速ネットワークシステム技術を開発しました。今後と

磁気ディスクなどによるペーパーレス化が進むとはい

も需要家層における高い安全性と生産性を，全体最適な

え，情報の印刷出力の絶対量は今後とも継続することが

省エネシステムで実現していくように研究開発を継続しま

見込まれ，これに必要なコストと資源の低減には印刷機

す。

器の進化が必要不可欠です。感光体は印刷機器のコア部
品として耐刷性や帯電性などの性能を向上させることで，

〈注 1〉80+Platinum：80 Plus プログラムは，全米の公益企業や省エ

省エネ・省資源に貢献することができると考え，研究開

ネルギー推進団体を代表して Ecos Consulting 社が実施して

発を進めていきます。

いるプログラムです。80＋Platinum は最も高い効率の基準に

⑶

適合する機器に付与されます。
〈注 2〉COP：成績係数＝冷房または暖房能力/消費エネルギー
〈注 3〉PUE：電力使用効率＝データセンター全体の使用電力量/デー
タセンター全体の IT 機器の使用電力量

通貨機器

流通の末端を支える通貨機器は経済の循環を完結させ
るコンポーネントとして，今後とも業務の省力化や収納
スペース効率の向上，小型化による省エネ・省資源が求
められます。電子決済の普及や新興国での自動販売機の
普及を見通して，消費生活の利便性を向上させていく所
存です。
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センターヘグループ内外のパートナーのアクティビティ
を集中し，機電一体となった省エネ技術を広く適用して
いきます。

.

エネルギー流通制御技術

熱エネルギーの取扱いについては，需要家グリッド階

スマートコミュニティにおけるエネルギーインフラに

層のコア技術としてヒートポンプ技術の強化に注力し，

は，電力だけでなく，ガス・上下水道・熱などを併せた

成果の一部を自動販売機の省エネに反映しました。今後

スマートな需給制御が求められます。富士電機では，国

は IDC や流通店舗の分野にも適用を拡張し，熱の移動の

内外のグループ企業や産学のパートナーの力を結集して

効率化を進めるとともに，CO 2 など環境負荷の低い熱媒

これらの技術を開発し，実用に供していく所存です。

体の適用技術も実用化を目指します。また，製造現場の

上下水道や環境の分野では，中国など新興国の抱える
水や環境に関わる問題の解決に焦点を当てて，2010 年度

熱源にも着目し，温度制御の自由度が高く，省エネ特性
にも優れる電化熱源にも取り組んでいきます。

に設立した中国・浙江大学−富士電機イノベーション・

電力エネルギーを需要家の負荷に供給する場面では，

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

保管
冷凍倉庫
配送倉庫

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

消費者

産 地

食品加工
集約型食品加工工場

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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従来の交流給電だけでなく，情報通信関連機器の電源が

り，この流通の前後に食料を生産する農業や，廃棄物処

直流であることに着目した直流給電による効率向上が検

理，下水処理など食料資源の循環全体に着目して環境調

討されています。富士電機では，従来の交流用電気器具

和型技術の研究を進めたいと考えています。さらに，図

と給電システムの技術を生かして，直流を安全かつ有効

に示すように食料や水環境に加えて大気環境，土壌・森林，

に取り扱える技術を研究しています。個別の機器だけで

ヘルスケアを合わせた技術がスマートコミュニティの実

なく，直流給電システム全体の挙動を解析したうえで協

現に不可欠と考え，これらの異種の技術領域のシナジー

調的に系統を保護できる電流遮断技術の確立を目指しま

を求めて研究に着手しました。このように異種領域のシ

す。また，需要家にとって常に必要となる電力設備や電

ナジーを必要とする研究を行うに当たっては，国内外の

力量の見える化のシステムについても，電機メーカーな

大学・研究機関との連携を強め，いわゆるオープンイノ

らではのノウハウを反映して進化させていきます。

ベーションのアクティビティを強化することで，富士電
機だけでは得られない技術成果の獲得を目指していきま

.

スマートコミュニティの将来に向けて

す。

再生可能エネルギーの普及やエネルギー消費効率の向
上など，エネルギー制御技術がもたらす持続可能な社会
経済の発展のゴールは，だれもが健康的に生活できる社
会システムの実現であるべきではないでしょうか。

4. おわりに
電力グリッドのスマート化に端を発し，環境調和型の

そこでは，モノを大切に使う，すなわち物質資源を循

コミュニティ創生に変容したエネルギーネットワーク技

環的に活用する生活様式の普及や，ライフサイエンスの

術のメガトレンドを概説し，そこに適応する富士電機グ

成果を取り入れたスマートな医療技術の普及による健康

ループの研究開発の成果と今後の展望を紹介しました。

の質のさらなる向上などがあります。生物としての人間

今後とも環境調和型社会の到来を見据えた研究開発を

が環境と調和しながら文明社会がいっそう発展していけ

グローバルかつオープンに継続し，地球社会のよりよき

ることが必要と考えられます。

企業市民として貢献するべく努めてまいります。皆さま

このような視点から，一例として図

に示すように食料

流通の全体最適を目指すグリーンな流通に取り組んでお
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のいっそうのご指導を賜りますよう心よりお願い申し上
げます。

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

