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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

離島マイクログリッドシステム

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

（改正省エネ法）が要求するエネルギー管理
を事業者単位で行うために，複数事業所を連
携・統合したエネルギー管理システムを開発
した。

工場，複数ビル・チェーン店舗，さらにマ

イクログリッド，スマートシティなどのさま

ざまな分野において，各拠点およびその配下
のエネルギー使用設備をすべて階層状に統合
管理することができる。全体あるいは任意の

階層位置でのエネルギー使用状況や CO2 排
出量を簡単に分析することができる。

本システムは，クラウド環境に対応してい

る。プライベートクラウドや複数企業に対し

て EMS（エネルギーマネジメントシステム）

サービスを提供することもできる。マルチ言
語に対応しているので，海外拠点を含めた統
合エネルギー管理も可能である。

離島のような独立した小規模電力系統に，

太陽光発電などを大量に導入する場合の系統
安定化の実証試験が，九州電力株式会社およ

び沖縄電力株式会社によって行われている。

富士電機は，この実証試験向けにマイクロ

グリッドシステムを九州と沖縄の九つの離島
に納入した。本システムでは，太陽光発電や

風力発電などの変動する出力を蓄電装置の充
放電制御で緩和し，系統の安定化を図る。

九州の離島では，出力特性に優れたリチウ

ムイオン電池や長寿命型鉛蓄電池を用い，太
陽光発電や風力発電の出力変動補償と，それ

による既設発電機の高効率運転の実証試験を

行っている。

沖縄の離島では，耐環境性とサイクル寿命
が高いリチウムイオンキャパシタを用いて，

系統周波数の変動抑制制御の実証試験を行っ

ている。
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高効率ミニ UPS「EX100 シリーズ」

省エネルギー（省エネ）と給電品質を両立
した，自動運転切換モード（高効率運転/オ
ンライン運転の切換）を備えた定格出力容量
が 1 kVAから 3 kVAの UPS（無停電電源装
置）を商品化した。自動運転切換の判定基準
となる電圧と周波数の範囲を，ユーザが選択
できる。ユーザが求める給電品質に合わせ

た自動運転切換で省エネと両立できる。ま

た，既存品よりも 15% 以上の軽量化を行っ

た。さらに，出力力率を改善したので，従来
よりも，大容量の機器が接続できるように

なった。「EX100シリーズ」は標準仕様で価
格競争力を武器にした UPSでもある。仕様
に応じて専用に設計する UPSとすみ分けを

行い，より幅広いユーザの要求に対応できる

ようにした。

富士電機は，データセンターのファシリ

ティソリューションにより，電源および空調
の消費電力を 80% 削減（PUE1.2）すること

を目標に推進している。

⑴　サーバ環境の見える化
™  サーバ環境（温湿度・気流・電力）の見
える化システム

™  インテリジェント分電盤（電力計測ユ

ニット搭載）

⑵　電源の省エネルギー化
™  高効率UPS（無停電電源装置）

™  200V 統一配電システム（ラックマウン

トタイプトランスボックス）

⑶　空調の省エネルギー化
™  局所空調システム

™  外気冷却システム（高効率顕熱交換器）

グリーンIDCソリューション

局所空調システム

高効率UPS
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（タワー設置）

キャビネットタイプ
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電気自動車用　急速･中速充電器

太陽光発電など新エネルギーの普及拡大や，

データセンターなど情報通信設備分野での電
力の高効率化・高信頼性化に伴い，直流受配
電・給電システムの回路保護の需要が高まっ

ている。富士電機は，この要求に応えるため，

定格電流 400〜 800AクラスのMCCBの適
用が可能な電圧を従来の DC600Vから高電
圧化を図り，適用範囲を拡大した。拡充機種
は次のとおりである。

⑴　DC750V：400，630，800AF　3極品，

定格遮断容量 10 kA
⑵　DC1,000V：400，630，800AF　4極品，

定格遮断容量 5kA

電気自動車（EV）の普及などのモータリ

ゼーションの変革に対応するため，急速充電
器を開発した。

電力会社と自動車メーカーを主体とする

チャデモ（CHAdeMO）協議会は，EV用急
速充電器の規格を定め，標準化を推進してい

る。富士電機の充電器は，この規格に準拠し

ている。

この急速充電器は，最大出力 50 kW，効率
90%，力率 0.95 以上，高圧受電契約の下で

稼動し，30 分間で 80%の充電ができる。低
圧受電契約で設置可能な中速充電器（出力
25 kW）も準備中であり，設置環境に応じた

品ぞろえを計画している。

保守，課金などの情報を出力する通信機能
も搭載し，インフラシステムと連携すること

ができる。

直流高電圧適用配線用遮断器
（MCCB）の機種拡充

DC750V DC1,000V
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ドライブソリューション向け
高性能コントローラ

高圧インバータの系列拡大

「MICREX-SX SPH3000 for motion」 は，

高精度位置決めを含むプログラムを，業界最
高となる 0.25msの演算周期で実行するコン

トローラである。次に示す特徴を持つ新制御
基幹バスを 2 系統搭載し，サーボプレス，鉄
鋼製造ラインなどのドライブソリューション

から FA 制御までの分野で適用できる。さ

らに，広域・分散制御システムや大規模 I/O
システムに適用できる拡張製品の開発を行っ

ている。

⑴　同期処理の制御周期時間誤差：＋－1 µs 以
下（従来比 1/100）
⑵　バス直結 I/O 空間：4,096ワード×2 系
統（従来比 16 倍）

⑶　システム総延長距離：1 km（従来比 40
倍）

富士電機は，省エネルギーや高効率・高力
率・安定操業に貢献している高圧インバータ

の系列拡大を行った。主な特徴を次に示す。

⑴　高圧 PMモータ（永久磁石形同期電動
機）を製品化し，駆動用インバータととも

に風洞試験設備向けに出荷した（図）。こ

れは，回転機技術と高圧可変速技術を融合
し開発したものである。回転子に永久磁石
を使用するので損失が発生せず，従来の誘
導電動機に比べ，効率を 3〜 4% 向上した。

⑵　高圧回生インバータを開発した。3.3 kV 
900 kW，6.6 kV 1,800 kW ま で の駆動と

100%の回生が可能である。国内外の規格
に対応し，高慣性負荷や巻上機などに適用
できる。

⑶　ベクトル制御付高圧インバータを製品化
した。10 kV 20 系列と 6 kV 14 系列があり，

IEC 規格に対応し，海外の定トルク負荷に

適用できる。
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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

SiCショットキーバリアダイオードの
量産技術開発

独立行政法人産業技術総合研究所（産総
研）と共同で，次世代半導体材料の一つで

ある SiC（炭化けい素）を用いたパワーデ

バイスを開発している。2010 年度は，産総
研内に新たに立ち上げた試作ラインを用い

て，600V，1,200V 耐圧 SiCショットキーバ

リアダイオードの量産技術を開発した。この

ダイオードは，破壊耐量が高く，スイッチン

グ損失が小さいだけでなく，電流導通時の損
失も小さいという特長を持っている。このダ

イオードを IGBTモジュールに搭載して，従
来よりも損失を約 30% 低減できることを実
証した。厚銅ブロック＋DCB 直接接合を採
用した大容量パッケージとピン構造を開発し，

従来比で 4分の 1に小型化した 1,200V/400A
ダイオードモジュールを試作し，動作を確認
した。

2008 年 4 月にニュージーランド・マイ

ティーリバーパワー社向け ナ アワ プルア

（NAP）地熱発電所を EPC（建設一括請負）

契約で受注した。順調にプロジェクトを遂行
し，契約納期より 1か月以上早く，2010 年
4 月初めに試運転を完了し，顧客に引き渡し

た。当プラントは，世界でもまれなトリプル

フラッシュ式を採用している。地熱流体の 3
段フラッシュを行い，高圧・中圧・低圧の蒸
気をタービンへ供給し，発電の高効率化・大
容量化を図っている。正味出力 140MWは，

地熱プラントとして世界最大の単機容量であ

る。

富士電機が 2008 年に納入し，その後順調
に稼動している 100MWカウェラウ地熱発
電所と合わせ，同国北島における電力需要の

約 7%を賄っている。

小型化¼

Siダイオードモジュール

SiC ショットキーバリア
ダイオードモジュール
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第6世代「Vシリーズ」IPM

第６世代小型圧力センサ

自動車エンジンの制御をつかさどる圧力セ

ンサは，環境規制の強化に伴いキーデバイス

の一つとして年々重要性が高まっている。

富士電機は，第 6世代小型圧力センサを開
発した。センサ部ダイヤフラム領域にシリコ

ン異方性エッチングを適用し，また周辺回路
部を小型化して，従来と同等の機能と性能を

維持しながら，チップ面積を 70%に縮小し

た。主な特徴は次のとおりである。

⑴　圧力レンジ/出力電圧：60〜 500 kPa/ 
0.5〜 4.5 V
⑵　出力電圧精度：1%FS（25℃），1.5%FS 
（125℃）

⑶　静電気破壊耐性：＋－1 kV 以上（マシン

モデル：0Ω/200 pF）
⑷　電磁ノイズ（EMC）耐性：JASOD00-87，
ISO 11452-2，ISO 7637 準拠

⑸　過電圧/逆接保護：16.5 V（max）/0.3A
（max）

モータ駆動装置や電源装置などに使用され

る IPM（インテリジェントパワーモジュー

ル）は，高効率化・小型化・高信頼性化が

要求されている。これに応えるため，IPM
用に最適化した「Vシリーズ」IGBTチップ

と駆動方法を改善した制御 ICを開発し，小
型・薄型の新規パッケージに搭載した Vシ

リーズ IPM（V-IPM）を系列化した。この

IPMの特徴は次のとおりである。

⑴　電流容量拡大：定格 600V/20〜 400A，
1,200V/10〜 200A

⑵　トータル発生損失の低減：17% 低減
（対R-IPM3 比）

⑶　小型化・薄型化（RoHS 指令対応）

⑷　デッドタイムの短縮
⑸　要因別アラーム出力機能
⑹　内蔵機能：ドライブ機能，過電流・短
絡・チップ過熱・電源電圧低下保護機能

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

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

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

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

第 6 世代 第 5 世代



富士時報　Vol.84 No.1 2011

35

省エネ中型カップ式飲料自動販売機
「APEX100QRC」

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

地球環境の保全とランニングコストの削減
を狙いとし，従来と比べて大幅に消費電力を

削減した中型カップ式飲料自動販売機を製品
化した。開発したカップ式飲料自動販売機
｢APEX100QRC｣は，多機能でありながら汎
用性に優れた普及タイプである。年間消費
電力量を従来と比べて 50%（1,582 kWh/年）

削減することができる。

⑴　高温用真空断熱材，新しい省エネルギー

（省エネ）制御を採用した省エネ湯タンク

を開発
⑵　コーヒー抽出回路の構造および新省エネ

制御を採用した省エネ抽出回路を開発
⑶　冷却水槽のモータおよびポンプ複合機能
化の運転システム最適化による，省エネ冷
却水槽を開発
⑷　DC電源効率化による待機時電力を削減

大型液晶ディスプレイとタッチスイッチに

よる，顧客との双方向コミュニケーションを

目指した自動販売機向けの電子広告プラット

フォーム技術を開発した。

⑴　双方向コミュニケーション機能
飲料商品の購入者の顔画像から，年齢や性

別を判断する画像処理技術と，人感センサや

周囲温度センサを搭載し，季節や時間帯，購
入履歴などの情報から，その人が飲みたいだ

ろうと思われる商品をお勧めする機能
⑵　液晶ディスプレイの屋外対応構造
タッチスイッチと液晶画面の間に作った空

気層中の空気をファンで循環することで，直
射日光などが当たっても，液晶画面の表面温
度の上昇を抑える放熱構造
⑶　タッチスイッチの設置環境対応
直射日光などの外乱光や外来電波ノイズの

影響を受けて誤動作しないように，構造上の

対策やソフトウェアを組み込んだタッチス

イッチ機能
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500 Gbits/in2対応の磁気記録媒体

ハードディスクドライブの大容量化の要
求に応えるために，面記録密度 500Gbits/in2

の磁気記録媒体を製品化した。高密度記録の

製品を実現するために，次に示す新しい層構
成や薄膜材料を開発した。 
⑴　多層磁気記録層
斜め磁界耐性強化層を導入した，第 3世代
ECC（Exchange-Coupled Composite）記録
層の最適化設計を行い，特にトラック密度を

高めた。

⑵　新規中間層材料
すぐ上に形成する磁性粒子の微細化と均一

化を行い，結晶配向性を高め，線記録密度を

高めた。

⑶　新規軟磁性材料
飽和磁束密度の高い材料を開発・適用し，

記録性能を高めた。

「エネルギーと環境」で社会に貢献する，富士電機。

磁気ヘッド

～100nm

（0.8mm）例

磁気記録媒体断面

液体潤滑膜

カーボン膜

合金膜

基板

記録層

中間層

軟磁性
裏打ち層

磁化反転補助層
斜め磁界耐性強化層
交換結合制御層
分解能担保層

結晶配向制御層
結晶粒径制御層

合金膜部分断面

磁気記録媒体
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