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技術の融合技術である。富士電機では，特に半導体技術

1. まえがき

を生かした開発に重点を置いている。

近年の地球温暖化，エネルギー資源の枯渇に対して，

需要家グリッドにおいては，パワエレ装置がグリッド

再生エネルギーの利用や省エネルギー（省エネ）は，人

全体のエネルギー最適化制御の要であり，パワエレ装置

類の喫緊の課題となっている。

自身の小型・高効率化が強く求められる。 これは，次に

国際社会において，温室効果ガスの排出を抑制し，持
続可能な環境配慮型社会の形成を目指すという認識が共
通のコンセンサスになりつつある。低炭素社会の実現に

述べるとおり，半導体と回路の一体開発によって，高い
次元で要求に応えることができる。
まず，需要家グリッドの一単位である工場における省

向けたパラダイムシフトが，一段と強く求められている。

エネ・超高効率化を実現するために，電動機の永久磁石

先進国だけでなく，アジア，南米地域に代表される新興

化とその駆動に炭素けい素（SiC）を用いた高効率ドライ

国においても急激な経済成長に伴って，今後は地球温暖

ブ装置などの開発を推進している。

化への本格的な対応が求められ，世界規模でエネルギー・

同様に需要家グリッドの省エネ対象として重要なイン

環境ビジネスが拡大するものと考える。つまり，さまざ

ターネットデータセンター（IDC）向けでは，アドバンス

まな地域で今後の低炭素社会の実現に必要な事業が創出

ト NPC（Neutral Point Clamped）で実現した新 3 レベル

⑴，⑵

され，活性化が進んでいく。具体的には，太陽光や太陽熱，

高 効 率 UPS（Uninterruptible Power Supply） の 製 品 化

風力，地熱などの再生エネルギーシステムの構築ならび

を完了した。さらにサーバ内部電源においても，極低損

に省エネ・創エネ・蓄エネ技術を組み合わせてエネルギー

失の SJ-MOSFET
（Superjunction-Metal-Oxide-Semicon-

需給の双方向の最適制御を目指すスマートグリッドモデ

ductor Field-Eﬀect Transistor） と SiC-SBD（Schottky

ル事業や大量輸送が可能な鉄道の新規導入，さらにハイ

Barrier Diode）を採用した業界最高効率のフロントエン

ブリッド自動車（HEV）や電気自動車（EV）の普及促進

ド電源の開発を完了し，IDC 内の電源系統全体でエネル

などが行われている。

⑶

ギー消費を大幅に削減できる製品群を提供できるように
している。

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

需要家グリッドよりも小規模なグリッドの一単位と位
置付けられ，今後急速に拡大することが期待される EV
関連機器においても，業界に先駆けて低価格で高品質な

このような社会状況の中で富士電機は，そのビジネス

地上用急速充電器を展開している。同時に，車載用電源

を“エネルギー・環境”にフォーカスし，研究開発資源

やパワートレインなどのパワエレ製品の開発を逐次完了

もこの領域に集中的に投入している。例えば，環境調和

し製品化している。

型の大規模都市空間づくりを目指す将来のスマートグ

また，次世代パワー半導体として，SiC と窒化ガリウム

リッドへの道程を意識し，その前段で求められる地域コ

（GaN）の開発に注力している。これらは外部機関と連

ミュニティやビル，工場などの小規模グリッド（需要家

携を行い，早期に立上げを完了することを目指している。

グリッド）のスマート化も重要な開発ターゲットとなる。

前述の一部のパワエレ製品では既に製品展開ができる状

この分野において，エネルギー需給の入口と出口に設

況にあり，次章において具体的な取組みについて述べて

けられ，エネルギーの最適利用を果たすパワーコンディ

いく。

ショナ（PCS）などに適用するパワーエレクトロニクス
（パワエレ）技術がコア技術となる。
パワエレ技術は，パワー半導体技術，回路技術，制御
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の指標を向上させるためには，IT 機器の省エネだけでな

3. 現状の具体的な取組み

く，IT 機器に供給する電源の高効率化も重要になる。
次世代の高効率変換回路として，マルチレベル変換回

スマートコミュニティの実現に向けて取り組んでいる
製品の中で，代表的な成果を次に取り上げる。いずれも

路の一つであるアドバンスト NPC 回路の開発に取り組み，

最新のパワエレ技術を駆使して実現した成果である。

2010 年 4 月にはこの回路方式を採用した新型中容量 UPS
の 市 場 投 入 を 開 始 し た。 こ の UPS は， 中 容 量（50 〜

.

SiC デバイスと SiC インバータ

100 kVA）の常時インバータ方式としてはトップレベルの

需要家グリッドにおける工場の生産設備や空調設備で

効率 95 % を実現し，従来商品に比べて損失の半減を達成

一般的に適用される電動機駆動用インバータをさらに高

した。特に，負荷率 50 % から 100 % にわたる広い範囲に

効率化するために，SiC-SBD

おいてほぼ 95 % を達成しており，実用的な特性となって

搭載インバータの開発を進

めている。SiC デバイスは，Si デバイスの性能限界を大幅

いる。
ここで，高効率化のキーとなるアドバンスト NPC 回路

に超える次世代デバイスである。Si デバイスと比較して，
高耐圧化，低損失化，高温動作化が可能である。SiC デバ

部には専用の IGBT モジュールを開発し採用した。この

イスの中で，SiC-SBD は実用化の段階に至っている。今

アドバンスト NPC 用 IGBT モジュールでは，富士電機独

回，Si-IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor） と 組

自の RB-IGBT（Reverse-Blocking IGBT：逆阻止 IGBT）

み合わせて，FWD（Free Wheeling Diode）に SiC-SBD

が高効率化に大きく貢献している。現在，三相 400 V 系

を適用したパワーモジュールを開発し，汎用インバータ

500 kVA クラスの大容量 UPS についても効率 97 % 以上

へ搭載することを決定した。

を目標に新機種を開発中で，2011 年 3 月に製品化の予定

SiC-SBD は，スイッチング時の逆回復電流が小さいと

である（図

）
。

いう特徴がある。FWD の逆回復損失が低減されるととも

また，自然エネルギーの有効な利用策として，このア

に IGBT のスイッチング損失も低減される。 図 1 に従来

ドバンスト NPC 回路で構成した UPS のパワースタック

機種のインバータと SiC-SBD 搭載インバータの発生損失

部をベースにした中容量太陽光発電用 PCS への展開を推

の比較を示す。従来機種よりも 25 % の損失低減を達成し

進している。出力電圧が三相 200 V で 30 kW と 50 kW の

ている。容量系列は，三相 200 V 系列：7.5 〜 15 kW，三

製品を計画している。この容量クラスでは，UPS と同様

相 400 V 系列：7.5 〜 15 kW を計画している。

トップレベルの変換効率を見込んでいる。この新型中容
量 PCS は，単結晶太陽電池だけでなく富士電機のフィル

.

先進技術を用いた高効率電源

ム型アモルファス太陽電池「FWAVE」にも対応しており，

IDC 分野の市場が拡大し，IDC のグリーン化（低損失

フレキシブルなシステム構成を可能としている。

化）が大きな課題となっている。IDC のグリーン化の指標
〈注〉

さらに，高効率・高電力密度の情報・通信用電源の開

として電力使用効率（PUE：Power Usage Eﬀectiveness）

発にも取り組んでいる。2009 年度には 80 PLUS Gold 対応，

が広く用いられている。

2010 年度には Platinum 対応のフロントエンド電源（FEP）

PUE は，IT 機器のエネルギー消費量に対するデータセ

を開発した。入力は AC100/200 V，出力は 48 V，2.5 kW

ンター全エネルギー消費量の比率で定義されている。こ

であり，電力密度は 1.7 W/cm3 である。これらを達成す
るため，SJ-MOSFET や SiC-SBD を採用し高周波化や損
失の低減を図っている。回路構成や制御方式にも独自の

発生損失（％）
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工夫を盛り込んでいる。

逆回復損失
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AC-DC 変換を行う PFC（Power Factor Correction）回
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路を設けている。今回の入力回路部は整流ブリッジを用

FEP の入力部には，入力電流波形を正弦波に保ちつつ
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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〉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
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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

いた従来型に代わり， 図

に示すようにブリッジレス構

構成を図
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〈注〉

に示す。この充電器は，チャデモ（CHAdeMO）

成を用いることで半導体素子の導通損を低減した。また，

協議会が標準化を進めている仕様に対応している。急速

後段の DC/DC コンバータ部の制御では，軽負荷時に損

充電器として必要な機能，安全性を備えるとともに，産

失の小さいスイッチングパターンと，定格付近で低損失

業用パワエレ機器とのユニット共通化により，業界最高

となるスイッチングパターンを負荷率に応じて切り替え

レベルのコストパフォーマンスを実現した。

ることにより，軽負荷から定格負荷までの広い範囲で高

⑵

⑷

効率化を実現している。

EV バス用水冷インバータ
中国では，乗用車に先立って路線バスの EV 化が進み

つつある。EV は，搭載バッテリによって航続距離が制限
.

EV 用装置

される。大都市圏の路線バスでは運行経路が比較的短く，

温室効果ガスの排出量削減において，自動車分野にお

その運行経路に合わせたバッテリを搭載することで，重

ける役割は重要である。これまでのパワーデバイスやセ

量や車体価格のアップを軽減している。富士電機は，汎

ンサといった車載コンポーネントと自動車工場向け生産

用インバータで培った電力変換技術，モータ駆動技術を

設備などの提供に加え，EV の実用化と量産に合わせて，

ベースに，路線バス用水冷インバータの開発を完了した

地上充電設備や車載用電源，パワートレインに至る幅広

（図

⑴

）
。

このインバータの容量は，連続 165 kW，過負荷耐量

い取組みを行っている。
地上用急速充電器

150 % であり，バッテリ電圧は 250 〜 460 V まで対応でき

EV の普及・発展には，充電インフラの整備が不可欠で

る。駆動モータは，誘導電動機と永久磁石形同期電動機

ある。EV の充電時間に応じて急速充電器と普通充電器が

の双方に対応し，今後は容量系列を拡大し，さまざまな

あり，ホテルなどの駐車場への設置，ガソリンスタンド

EV バスに適用する。

での併設，さらには専用充電ステーションの構築とさま
ざまな形態で広がり始めている。富士電機が新たに開発・
販売を始めた地上用急速充電器（200 V 受電，50 kW）の

4. 今後の課題と展望
これまで述べたとおり，スマートグリッドに代表され
るエネルギー・環境ビジネスの拡大には，コアとなるパ

バイパスダイオード

SiC ダイオード

ワエレ技術の強化が今後も重要となっていく。この中で，
効率 99 % 以上，電力密度は数十 W/cm3 など，装置の究
極の小型・低損失化を進め，電圧・周波数限界も含めて，
その適用範囲を拡大していくことになる。これらを実現
するためには，半導体デバイスはシリコンデバイスの薄
型化や高精細化により，さらなる性能限界を追求すると
ともに，SiC などのワイドバンドギャップ素子の本格導入
を進めることが前提となる。これらの素子開発は，もは

SJ-MOSFET

バイパスダイオード
切り替えスイッチ素子

や半導体部門単独で行えるものではなく，その適用を意
識した最適化開発が常に必要となっていく。つまり，デ
バイスと回路の完全な一体化である。このため，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〉CHAdeMO：チャデモ協議会の商標または登録商標
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と回路の技術者の融合と技術者育成も必要になる。さら

に進化し，今日では，電力分野から，産業，電鉄，家電，

に，温度や周波数，ノイズ環境などその適用条件も従来

通信に至るまで，多くの分野で適用されるようになった。

とは比較にならないほどの過酷なものが要求されること

そして，低炭素社会を目指す今日，その重要性はいっそ

が予想できる。エネルギー蓄積機能も重要なシステム要

う高まっている。この社会ニーズに応えるために，富士

件になる。このため，周辺のコンデンサやリアクトルな

電機はたゆまぬ開発を進め，社会に貢献していく所存で

どのいわゆるパッシブ部品やセンサ，制御回路などの電

ある。

子部品，そして電池についても，ターゲットを明確にし
た総合的な開発を進める必要がある。これらに対しては，
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