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環境にやさしいエネルギーを創る 創エネルギー
□火力・地熱

□水

力

□太陽電池

□燃料電池

□駆動制御システム □計測制御システム □コントローラ
□ファシリティ（産業電源・熱空調・道路）
地球温暖化の防止に向け，限られた資源の

コミュニティを実現するため，富士電機はエ
ネルギー・環境分野の技術で貢献しています。
太陽光をはじめとする再生可能エネルギーに
よってつくられた電気を，エネルギーマネジ


□計測・センサ

エネルギーをスマートにつなぐ エネルギーマネジメント
□エネルギーマネジメント

□変電システム



□流通情報システム

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス
□パワーエレクトロニクス機器



□原子力・放射線

効率的にエネルギーを使う 省エネルギー

中で豊かな生活を送ることのできるスマート



亮二

□パワー半導体



□受配電制御機器

メントシステム（EMS）で，より効率的に
運用します。また，新しい半導体材料である

共通技術・先端技術・その他

炭化けい素（SiC）を使ったパワー半導体に

□共通技術

□先端技術



□その他

よって，電力を変換したり制御したりすると
きに熱として放出されるエネルギーロスを少

略語



商標



技術業績の表彰・受賞一覧



なくできる，変換効率の高いパワーエレクト
ロニクス機器を提供しています。
富士電機は， 創エネルギー
ギー

省エネル

エネルギーマネジメント を調和させ，

次世代の街づくりに貢献していきます。
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新しい年を迎えて

新Íº年Âh明āÅ平和à一年Ý¸ĀôÏ
þ¼À祈Ā申Í上ÈôÏg

（2）

営体制Ĉ構築ÍôÍÕg研究開発体制ø一新

2011 年 3 月á発生ÍÕ東日本大震災åh我

Íh市場Ý求÷ÿĂā製品Ĉ提供ÏāÕ÷ä

Â国á甚大à被害ĈøÕÿÍôÍÕÂh多Å

À客様視点Ĉ持×h基礎的j基盤的研究Áÿ

ä人h国h団体Â力Ĉ合ąÑÜh被災地ä復

大規模ÁÚ戦略的à研究開発ôÝĈþĀ一体

興á向Ç歩õ始÷ÜºôÏg一方ÝhÉä震

化ÍÜ推進Ïā体制ÞÍh研究開発ä効率化j

災á伴¼電力不足ä顕在化ú原子力発電所ä

最適化Ĉ図ÙÜÀĀôÏg

事故åh社会j経済ä¸Ā方h私Õ×äŒč

É¼ÍÕ体制整備Þ合ąÑh2011 年度Ĉ起

ľĢĨčŔä有Ā様Ĉ問¼ÉÞáøàĀôÍ

点ÞÏā 10 年ļġŐŜàÿéá 3 Ş年Ŗsœ

Õg地熱発電ú風力発電h太陽光発電àßä

ŜęŀŒŜĈ策定ÍôÍÕg
日本ä富士電機

再生可能đĶŔėsîä注目Þh節電ú省đ

Áÿ世界ä富士電機î
đĶŔėsj環境事

ĶŔėsä取組õÂ加速ÍhôÕh環境調和

業îä注力Ĉ経営方針ä柱ÞÍÜh売上高

型ä安全j安心à新Íº経済社会ä実現á対

Ĉ 2015 年度á 1 兆円ÞÏā目標Ĉ計画ÍôÍ

Ïā期待ÂËÿá高ôĀĈ見ÑÕ一年Ý¸Ā

Õg

ôÍÕg

富士時報

Ŝę力h営業力høäÚÅĀ力Ĉ強化Ïā経

当社äđĶŔėsj環境事業åh創業

2011 年h 当 社 åh É Ă ô Ý ä 純 粋 持 株 会

以来培ÙÜÃÕh電気Ĉ自在á操āĺŘs

社制Ĉ見直Íh事業会社ÞÍÜh新富士電

đŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ活用ÍÕĺŘs半

機ĈĢĨsıËÑh意思決定ä迅速化Þ執

導体hĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器h受配電j

行責任ä明確化Ĉ図āÞÞøáhŇsĚįČ

制御機器ÞºÙÕĖsĜŜņsĶŜıĈĜċ
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ÞÍh環境áúËÍºđĶŔėsĈ創ā創

発化ÍÜºôÏg当社ÝåhđĶŔės需給

đĶŔės
hđĶŔėsä効率利用Ĉ図ā

Ĉ最適化ÏāđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢį

省đĶŔės
hÓÍÜh創đĶŔėsÞ省

ŉ}EMS~Ĉ開発ÍhÓĂĈ活用Í北九州市

đĶŔėsĈÚàÆđĶŔėsŇĶġŊŜ

àßäĢŇsıĜňŎĴįČ実証事業á取Ā

ıÝ構成ËĂôÏg私Õ×Â持ÙÜºāņ

組ĉÝÀĀôÏg

įŜĠŌŔĈ世界Ý展開Íh自然Þ調和ÍÕ
次世代ä街ÛÅĀá貢献ÍÜôºĀôÏg

ôÕhđĶŔėsj環境市場Ý高º伸éÂ
見込ôĂāċġċj中国Ĉ中心áęŖsĹŔ

ÞĀąÇh基盤Ý¸āĺŘsđŕĘıŖĴ

展開Íh現地部材ä適用h現地人材ä確保j

ĘĢ技術ÝåhĠœĜŜ}Si~ä次世代Ĉ担

育成ä強化àßhÓĂÔĂä市場á合ÙÕ最

¼炭化Çº素}SiC~àßä素材äĺŘsİĹ

適à方法Ýä製品開発á取Ā組ĉÝÀĀôÏg

čĢ開発á注力ÍÜÀĀhSiC İĹčĢĈ適
用ÍÕčŜĹsĨúĺŘsĜŜİČĠŐĳÝh

富士電機åh社会äĴsģĈ的確á把握Í

ĠœĜŜÝå実現ÝÃàº低損失ú小型化Ĉ

àÂÿhøäÚÅĀÞ一体ÞàÙÕ技術開発

実証ÍôÍÕgÉäþ¼àĺŘs半導体Þĺ

áºÙÓ¼努÷hđĶŔėsj環境事業Ĉ通

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ回路技術äĠĳġsĈ

ÎÜ資源循環型社会ä実現á貢献ÍÜºÅ所

武器áđĶŔėsä効率利用Ĉ図ā製品Ĉ開

存ÝÏg皆様äÊ指導Ê鞭撻Ĉ心þĀÀ願º

発ÍÜôºĀôÏg

申Í上ÈôÏg

ËÿáhđĶŔėsä有効活用Ĉ目的áĢ
ŇsıĜňŎĴįČä実現á向ÇÕ動ÃÂ活

取締役社長
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エネルギー・環境
−中国・日本におけるサスティナブルな社会を目指して−

富士電機株式会社
技術開発本部長

江口 直也

取締役執行役員

浙江大学副学長
科学技術研究院長

北海道大学
環境ナノ・バイオ工学研究センター
特任教授

呉 朝暉

渡辺 義公
「エネルギー・環境」に関わる諸問題の克服は，人類が早急に取り組まなくてはならない課題である。
すでに日本や欧米，中国などでは，低炭素で利便性の高いインフラを特徴としたスマートコミュニティ
の建設が実証段階に入っている。富士電機は以前より北海道大学，浙江大学と包括連携を行い，
「エネ
ルギー・環境」分野で協業を推進してきた。富士電機が今後，スマートコミュニティにおいてグローバ
ルな展開を図るためには，3 者の融合が一つの有効な方策となる。中国浙江省杭州市の浙江大学キャン
パス内に，浙江大学の呉副学長，北海道大学の渡辺教授，富士電機株式会社の江口取締役が会し，3 者
の強みと融合のあり方について意見を交換した。

エネルギー・環境の 3 者の強みを融合
江口

富士電機å現在h注力ÏāđĶŔėsj環境

分野áÀºÜhęŖsĹŔà事業展開á向ÇÜËÿ

中国áÀÇā浙大ä総合力Ĉ富士電機ÞºÁá融合
ÍÜºÅïÃÁáÚºÜhÀ話Ĉ伺ºÕºÞ思ºôÏg
本題á入ā前áh北大h浙大h富士電機ä関係Ĉ
À互ºá確認ÍÜÀÃôÍý¼g

á選択Þ集中Ĉ進÷ÜºôÏg幅広º
đĶŔėsj

ôÐ北大Þ富士電機ä関係ÝÏÂh両者å 2004

環境分野ä中Ýh富士電機Â掲ÈāĖsŘsĲä

年 7 月á包括連携ŀŖęŒŉ契約Ĉ締結ÍôÍÕg

一ÚåĢŇsıĜňŎĴįČÝÏgÉäĢŇs

ÉĂåh北大ä持Ú知的生産力Þ富士電機ä持Ú製

ıĜňŎĴįČÝåh電力ÖÇÝàÅhĕĢh上下

品開発力Ĉ融合Íh新Õà技術ä開発Ĉ進÷þ¼Þ

水道h熱á至āôÝh多岐áąÕā技術Ĉ組õ合ą

º¼øäÝÏg現在Ýåh北大ä中á富士電機ä事

ÑÕĢŇsıàđĶŔėsčŜľŒÂ求÷ÿĂôÏ

務所Ĉ構¾h工学äõàÿÐ農学h経済学àß幅広

Áÿh1 社h１組織ä技術úķďĸďÝåÉĂá応

º分野Ý連携活動Ĉ展開ÍÜºôÏg富士電機ä経

¾āÉÞåÝÃôÑĉgËôÌôàĺsıĳsÞ連

営層ø北大ä知見Ĉ勉強Í経営á生ÁÍÜÀĀh情

携Íh外部ä種々ä知見Ĉ取Ā入ĂÜ実現ËÑā必

報交換ú交流åËôÌôàŕłŔÝ行ąĂÜºôÏg

要Â¸ĀôÏg
私Õ×富士電機åh北海道大学}以下h北大~
h

北大Ýå富士電機Þä関係Ĉßäþ¼áÞÿ¾Ü
ºÿÙÍùāÝÍý¼Ág

ÓÍÜ中国ä浙江大学}以下h
浙大~Þ以前þĀĺs
ıĳsĈ組ôÑÜºÕÖºÜÀĀôÏg本日å渡辺
先生Þ呉先生ĈÀ招ÃÍh北大ä広º知見hÓÍÜ

富士時報
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渡辺

北大áÞÙÜ 2004 年ä富士電機Þä契約締結

åh企業ÞÍÜå 3 番目Ýh非常á早º時期Ýä包

年頭特別鼎談

エネルギー・環境

括連携ÝÍÕgÍÁÍ実å 2004 年þĀøÁàĀ前

強õĈ持Ú領域ú興味Ĉ持Ú領域á重点Ĉ絞ÙÜº

Áÿh北大ä私ßøäęŔsŀÞ富士電機Þå水

ÃôÍÕg
đĶŔėsj環境ø当然Óä中á入Ù

処理ä分野Ý共同研究Ĉ行ÙÜºôÍÕg2008 年

ÜºôÏg

注

áŊĨďĒsĨs á承継ËĂÕ汚泥処理úhŊĨ
ďĒsĨsäø¼一方äĺsıĳsÝ¸ā日本ĕč

渡辺

浙大å農学系Â非常á充実ÍÜºā大学Ýh札

ĠäĤŒňĬĘ膜àß水処理関係ä共同研究åhÏ

幌農学校Ĉ前身ÞÏā北大Þå農学分野Ý以前þĀ

Ýá長º歴史Ĉ持ÙÜºôÏgÓĂÂ 2004 年á包

交流Â¸ĀhÓĂÂ全学交流á発展ÍôÍÕg

括連携Þº¼形Ý新ÕàĢĨsıĈ切Āh水処理以
外áøĺŘsđŕĘıŖĴĘĢú触媒àßä分野Ý

江口

研究ä融合Â始ôÙÕÞº¼ÉÞÝÏg

À互ºá強º分野h目指Ï分野Â近ºÞº¼É

ÞÂh交流äÃÙÁÇÖÙÕąÇÝÏãg

私å 2008 年 3 月á北大Ĉ定年退官ÍÕ後h特任

浙大Þ富士電機ä関係åh2004 年ÁÿĢĨsı

教授ÞÍÜ環境ĳķjĹčē工学研究ĤŜĨsĈ立

ÍôÍÕg当時h富士電機å中国Ýä多角的àļġ

×上ÈôÍÕg間øàÅ丸 4 年ÂÕ×ôÏÂhÉÉ

ĶĢ展開Ĉ考¾hËôÌôà機関Þä連携Ĉ深÷Ü

ôÝúÙÜÉÿĂÕäåh富士電機Þä連携ä実績

ºôÍÕgÓä中Ýh大学ÞÍÜå特á浙大Â企業

ú成果Â¸ÙÕÁÿÖÞ思ºôÏg

Þä連携Ĉ進÷ÜºÕÉÞÁÿh2004 年h産学連
携áþā研究開発Â始ôÙÕäÝÏg

江口

2004 年á突然á包括連携Â始ôÙÕäÝåà

2006 年 4 月áå浙大Þ包括契約Ĉ締結Íh浙大

Åh長º間äÀ付Ã合ºÁÿ自然á包括連携Þº¼

内á研究開発ĤŜĨsĈ設置h2010 年 4 月áåč

形á移行Íh今日á至ÙÜºāÉÞĈ改÷Ü認識Í

ķłsĠŐŜĤŜĨsĈ設立ÍÜh順調á連携Ĉ拡

ôÍÕg

大ÍÜºôÏgÀ互ºá期待ÝÃā成果øhËÿá

浙大Þ北大ä関係øÁàĀ長ºäÝåàºÝÏÁg

大ÃÅàÙÜÃÜºāäÝåàºÝÍý¼Ág

浙大Þ北大å 2002 年á大学間交流協定Ĉ締結Í

ÏÂh呉先生å富士電機Þä連携Ĉßäþ¼áÀ感

浙大Þ包括連携ĈÍÜºā企業å多Åàºþ¼Ý
呉

ôÍÕg日本ä大学ä中Ýåh締結ä時期Â最ø早

ÎÝÏÁg

ÁÙÕ大学ä一ÚÝåàºÁÞ記憶ÍÜºôÏg以
来h積極的á交流Ĉ行ÙÜºôÏÂh特á学術会議

呉

浙大åhęŖsĹŔ企業Þä協業Ĉ大変重要視Í

å結構開催ÍôÍÕg学生ä交流ŀŖęŒŉø盛ĉ

ÜºôÏgÉä中Ýh富士電機Þä協業å着実á展

á行ąĂÜºôÏãg2010 年Áÿå交流øºÙÓ

開ÍÜÀĀh成長性ú将来性á富ĉÖ協業ŋİŔÖ

¼拡大Íh浙大Þ北大Þä協業åôÏôÏ高ôÙÜ

Þ認識ÍÜºôÏg

ÃÜºāÞ実感ÍÜºôÏg

先ñß江口ËĉÂÀÙÍùÙÕþ¼àĢįĬŀĈ
踏ĉÝhąĂąĂä関係åÉÉôÝ発展ÍÜÃôÍ

渡辺

2010 年 3 月áh浙大Þ北大ä主催Ý北海道

Õg最初åŀŖġĐĘıÁÿĢĨsıÍÜh次á枠

大学j浙江大学交流İsĈ開催Íh北大Áÿå教

組õĈÚÅĀh最後å事業á向ÁÙÜ展開Ïāg浙

職員Þ学生 50 名以上Â浙大äĖŌŜĺĢĈ訪Ăô

大åŀŖġĐĘıäºąüā基地áàÙÜºôÏÍh

ÍÕg北大ä北大時報Þº¼年報ä表紙áÓä

人材協力ä平常化ËĂÕ枠組õøÝÃÜºôÏg¸

ÞÃä写真Â載ÙÜºôÏg

Þå本格的à事業展開Ĉ数多Å推進ÏāÉÞÝÏãg

江口
呉

ßäþ¼à分野Ý連携ÍÕäÝÏÁg
最初åŇĘŖ的à協力ÁÿĢĨsıÍhÀ互ºá

中国 13 都市で進むスマートコミュニティ
江口

現在h
čķłsĠŐŜĤŜĨsÝåh
đĶŔės

分野ÝåĢŇsıęœĬĲh輸送分野Ýå電気自動
注日本ĕčĠ株式会社Áÿ環境関連事業Ĉ承継ÍÕ株式会
社 NGK 水環境ĠĢįŉģÞh富士電機ĠĢįŉģ株式会
社Áÿ水環境事業Ĉ承継ÍÕ富士電機水環境ĠĢįŉģ

車}EV~
h環境分野Ýå産業排水処理ÞhÉä三Ú
ä事業分野Ĉ中心á協業Â進ĉÝºôÏg
Éä三Úä事業分野ä¼×h特áđĶŔėsj

株 式 会 社 åh2008 年 4 月 1 日 á 合 併 Í Ü 新 会 社 Ŋ Ĩ

環境å富士電機ä注力分野Ý¸Āh本日ä本題Ý

ďĒsĨs株式会社Ĉ設立

ø¸ĀôÏgÝåôÐhĞĢįČĳĿŔà社会ä実

富士時報
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現äÕ÷á事業化Â急ÂĂāĢŇsıĜňŎĴįČh

ĴįČä発展Âh第三次産業ä発展áøÚàÂāä

ĢŇsıęœĬĲáÚºÜ話Ĉ進÷ÕºÞ思ºôÏg

ÝåàºÁÞ期待ËĂÜºôÏg

今h富士電機åĢŇsıĜňŎĴįČáÚºÜh
国内Ýå北九州市ú離島ŇčĘŖęœĬĲàßäŀ

渡辺

中国å全国 13 都市Ýh水ä再利用h自然đĶ

ŖġĐĘıá参画ÍÜºôÏg一方Ý中国ÝäĢ

Ŕėsä利用h¸āºåęœsŜıŒŜĢņsįs

ŇsıęœĬĲáø非常á注目ÍÜºôÏg浙大ø

ĠŐŜàßĈ中核áÍÕĢŇsıĜňŎĴįČîä

Ó¼ºÙÕ方向á目Ĉ向ÇÜºāÞ思ºôÏÂh中

取組õĈ宣言ÍÜºôÏg全Å新Íº 21 世紀型ä

国ä生態城}ĢŇsıĜňŎĴįČ~á関Ïā今後

環境Þ調和ÍÕ都市ÛÅĀĈ目指ÏÞº¼h中国ä

ä取組õáÚºÜh呉先生åßäþ¼áÀ考¾Ý

意気込õÂ伝ąÙÜÃôÏg

Íý¼Ág
呉
呉

21 世紀ø第 2 ä 10 Á年á入Āh
環境ÞđĶŔės
ÂŊčŜäĞĿġĐĘıáàĀÚÚ¸ĀôÏg

中国ÝåhĢŇsıĜňŎĴįČå経済Ĉ牽引Ï
ā対策ä一ÚÞÍÜ考¾ÿĂÜÀĀh今後Ëÿá多
Åä取組õÂ出ÜÅāÉÞÂ予想ËĂôÏg
ĢŇsıĜňŎĴįČä建設åh従来ä 20 世紀

čŜĨsĶĬıÂ社会á大量á入Ā込öþ¼á
àÙÜÁÿh生活形態ú交通網àß環境á大Ãà負

型ä都市建設ÞåÁàĀ様相Â異àāÞ思ąĂôÏg

荷ÂÁÁāþ¼áàÙÕäå事実ÝÏgôÕ中国Þ

一番ä特徴åh環境Ĉ重視ÍÕ建設ä¸Ā方ÝÏg

º¼国ÞÍÜä発展ÁÿÏĂæh都市化Þº¼Ės

đĶŔėsä消費ä問題h交通ä問題àßh解決Ï

ŘsĲå切Ā離ÑôÑĉgÉä流ĂÁÿhđĶŔ

ïÃ問題åÕÅËĉ¸ĀôÏgIT ä発展ÂhÓ¼

ėsĈęœsŜ化ÏāÞº¼発想Â自然á出ÜÃÕ

ºÙÕ問題解決ä重要àľĊĘĨsáàāäÝåà

äÖÞ思ºôÏg今後å IT 技術ä発達Âh都市ä

ºÝÍý¼Ág逆áĢŇsıĜňŎĴįČä建設Âh

生態変化áÀÇā大Ãà推進力Þàāá違º¸Āô

新ÍºċŀœĚsĠŐŜ技術Ĉ牽引ÍÜºÅäÝå

ÑĉgÉĂÁÿä街ÛÅĀäĖsŘsĲå環境hđ

àºÁÞ私å思ÙÜºôÏg

ĶŔėshIT ÝÏg
中国å今h
一部ä都市Ý構造äęœsŜ化h
ĢŇs
ı化Ĉ推奨ÍÜºôÏg大都市ÝåĢŇsıĜňŎ

「人が中心」の新たな街づくりへ
江口

ċŊœĔh欧州hčŜĲàßh世界ä¸×É×

ÝĢŇsıęœĬĲäŀŖġĐĘıÂ進ĉÝºôÏ
Âh中国Ýå水処理ĈĤĬıÝ行¼ŀŖġĐĘıä
多ºÉÞÂ特徴ÝÏãg
富士電機Âh現在国内Ý参画ÍÜºā北九州市Þ
離島ŇčĘŖęœĬĲäŀŖġĐĘıøh省đĶú
電力ä安定化ĈŊčŜįsŇá日本äŋİŔĈÚÅ
ă¼Þº¼øäÝhđĶŔėsŇĶġŊŜıá重点
Ĉ置ºÕĜňŎĴįČÛÅĀÞàÙÜºôÏg
Óäþ¼à中Ý東日本大震災Â起ÉĀh壊滅状態
ÞàÙÕ東北地方ä復興áhĢŇsıĜňŎĴįČ
áþā新Íº街ÛÅĀĈ推Ï動ÃÂ出ÜÃÜºôÏg
私å水処理ĈĤĬıáÍÕ中国äŋİŔø日本á
ÞÙÜ大ºá参考áàāäÝåàºÁÞ考¾Üºô

江口 直也

えぐち なおや

1954 年生まれ。1980 年富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）
入社。2006 年富士電機システムズ株式会社取締役。2009 年富士電機

Ïg
中国Â現在進÷Üºā水処理äĜŜĤŀıåh日
本Áÿ見Üßäþ¼àøäàäÝÍý¼Ág

アドバンストテクノロジー株式会社代表取締役社長。2010 年富士電機
システムズ株式会社取締役執行役員常務。2011 年 4 月から富士電機株
式会社の執行役員となり，6 月に同取締役に就任し，CTO，技術開発本
部長を兼務している。

渡辺

近代上下水道Â 20 世紀áÚÅÿĂôÍÕg当

然h日本ÝåÓĂĈñÞĉß完備ÍÜÀĀh中国ø
近代水道ä整備á随分投資ÍÜºôÏg
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呉 朝暉

WU Zhaohui

渡辺 義公

エネルギー・環境

わたなべ よしまさ

1966 年生まれ。1993 年浙江大学工学系博士課程修了。博士課程中

1945 年生まれ。1967 年北海道大学工学部衛生工学科卒業。1972

にドイツ人工知能研究センター（DFKI）に留学。その後，同大のコン

年同博士課程修了。宮崎大学工学部助教授，米国・カリフォルニア工科

ピュータ学部で教師を担当。アリゾナ州立大学客員教授。2005 年に科

大学客員研究員。タイ・アジア工科大学院准教授。1988 年宮崎大学工

学技術処の処長。2007 年同大科学技術研究院院長。2008 年に浙江大

学部教授 1993 年北海道大学工学部教授。オランダ・デルフト工科大

学の副学長に就任し，国家 863 情報領域専門家チームのメンバー，国

学客員教授 2008 年北海道大学名誉教授，環境ナノ・バイオ工学研究

家近代サービス業計画専門家チームの副チーム長も務める。

センター特任教授，センター長。現在は，中央大学研究開発機構教授お
よび JST と NEDO の 水関連プロジェクト のアドバイザーも務める。

ÍÁÍ今h中国Â進÷Üºāäåh従来型ä近代

ÜºāÁß¼ÁÂ分岐点áàĀôÏg

上下水道á代ąāh新Íº水利用ĠĢįŉĈ持Ú都
市ÝÏg水ä再利用áÚºÜ , 中国åø×ăĉh日

渡辺

都市á人Â集ôāäÝ水ĈÕÅËĉ供給Ïāg

本úÓä他ä国Ýø盛ĉá進÷ÿĂÜºôÏÂh今h

都市áþÙÜ使ąĂÕ水å下水áàĀhÓĂĈ垂Ă

中国Â率先ÍÜ提案ÍÜºāäåh従来型ä上下水

流ÏÞ環境Â悪ÅàāäÝh処理ÍÜ放流ÏāgÉ

道ĠĢįŉÝä再利用ÝåàÅh全Å新ÍºĜŜĤ

Ăå都市Â代謝ĈÍÜºā状態ÝÏÂh人á焦点Â

ŀıÝä再利用ÝÏgôÐ都市ä全体像Ĉ描ºÕ上

当ÕÙÜºôÑĉÝÍÕg

Ýhß¼º¼形ä水利用ĠĢįŉÂ最適ÁĈ考¾āg
úÂÜÓ¼º¼時代Ĉ迎¾āäÝåàºÁÞ思ºô

呉先生Â言ąĂÕ人Â中心åh街ÛÅĀä新
ÍºŊĬĤsġáàāÖă¼Þ思ºôÏg

Ïg
江口
江口

中国ä取組õÂ世界ĈœsĲÏāÉÞø考¾ÿ

ĂāäÝÍý¼Ág

Ó¼ÝÏãgĜňŎĴįČÞå共同体意識Ĉ

持ÙÕ人々ä集団ÞÁhÓä地域Þº¼意味ä言葉
ÝÏÁÿhĢŇsıĜňŎĴįČä中心áh人Ĉ置
ÅÞº¼ÉÞåh考¾ÜõĂæÊÅ当然äÉÞÝÏ

渡辺

¸āÞ思ºôÏãg

ãg

ĢŇsıĜňŎĴįČáþÙÜh都市Â変ąāÞą
ĂąĂå考¾ÜºôÏg中国ÂĢŇsıĜňŎĴ

渡辺

最近hĢŇsıĜňŎĴįČÖÇÝàÅºăº

įČáÀºÜ提案ÍÜºā水ä再利用á関Ïā全Å

ăà分野áÀºÜh中国Â最大äŇsĚĬıÖÞ世

新ÍºĜŜĤŀıåh大ºá期待Ĉ寄ÑÜººÞ思

界中Â見ÜºôÏgÍÁÍŇsĚĬıÞÍÜ見Üº

ºôÏg

ā限Āh中国Þä良好à関係å生ôĂôÑĉg俗á
言¼ Win-Win ä関係Â入Ā込ôàº限Āh中国Þ

呉

街ä建設åhÉĂÁÿå人Â中心áàÙÜºÅÝ

日本ÞäļġĶĢå¼ôÅºÁàºÞ思ºôÏgÝ

Íý¼g人ĈøÞá街ä青写真Ĉ描ºÜºÅg情報

ÏÁÿh今回äĢŇsıĜňŎĴįČå大Ãàŋİ

技術Ĉ例á挙ÈāÞhİġĨŔĠįČÁÿĢŇsı

ŔáàāäÝåàºÝÍý¼ÁgĢŇsıĜňŎĴ

ĠįČîÞ変ąāŀŖĤĢÝåh人áľĒsĔĢÍ

įČĈß¼úÙÜÚÅĀ上ÈāÁh日本Þ中国Ý知
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恵Ĉ出Í合¼ÉÞÂ実å一番重要àäÝÏg富士電
機Þ浙大ÂÓ¼º¼視点Ĉ持ÙÜ協力ËĂÜºāÉ
Þåh大変素晴ÿÍºÞ思ºôÏg

協力体制を学生の共同育成にも
江口

私øÓ¼期待ÍÜºôÏg
ÞÉăÝhĢŇsıĜňŎĴįČä創造áåËô

省エネ技術で都市システムに寄与

Ìôà分野ä人材Â必要áàÙÜÅāÞ思ąĂôÏg

江口

ºôÏÂhÉĂÁÿä中国Ĉ中核Áÿ支¾h世界Ý

浙大ÝåÉĂôÝáø多Åä優ĂÕ人材Ĉ輩出ÍÜ

富士電機å水処理ĠĢįŉĈ省đĶä側面Áÿ

活躍ÍÜºÅ人材Ĉ育ÜāÕ÷áhßäþ¼à教育

考¾ÜºôÏg

方針Ý取Ā組ĉÝºāäÝÍý¼Ág

富士電機ä一番ä強õåh電気ä根幹á当Õā
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢÞĺŘsİĹčĢÝÏgÓ
Ăÿä技術Ĉ通ÎÜh省đĶĈ可能áÍÕ水処理Ġ
ĢįŉäĜŜņsĶŜı供給á取Ā組ĉÝºôÏg

呉

浙大ä大Ãà特徴ä一Úáh学術分野ÂÓăÙÜ
ºāÞº¼ÉÞÂ挙ÈÿĂôÏg学生ä数Ĉ見Ăæh

特á最近hĠœĜŜĔsĹčĲĈ使ÙÕĺŘs半

Óä規模ÂÀąÁĀºÕÖÇāÞ思ºôÏg学部卒

導体ä開発á力Ĉ入ĂÜÀĀhÉĂÂ完成ÏāÞh

業生å毎年 5,600 人ñßg修士課程Áÿå毎年 8,000

機器ä大ÃËå従来ä 5 分ä 1 áh電力ä損失å 2

Áÿ 9,000 人Æÿºä卒業生Ĉ世ä中á送Ā出ÍÜ

分ä 1 Áÿ 3 分ä 1 áàĀôÏg省đĶá大ÃÅ寄

ºôÏgËÿá学内áå博士課程ä学生Â 9,000 人

与ÝÃā製品Ý¸āÞ自負ÍÜºôÏg

øºôÏg
浙大Ýåh学部生á対Ïā教育å教養教育Þ専門

呉

富士電機äÉä分野ä先端的à技術áÚºÜåh

教育Ĉ並行ÍÜ行ºôÏgősŖĬĺä教養教育Þ

ąĂąĂø大変注目ÍÜºôÏg浙大å中国Ýå唯

中国独自ä専門育成Ĉ結合ËÑÕ教育方針Ĉ展開Í

一h国家級äĺŘđŕ実験室Â設置ËĂÜÀĀhĺ

ÜºôÏgôÕh大学院生ä教育Ýå研究開発Þ一

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野ä研究Ýå国内ÝøıĬ

体化ËÑÜ進÷ÜºôÏg研究å大学院ä主要àĨ

ŀĘŒĢÝÏgĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ用º

ĢĘÞàÙÜÀĀh実際h浙大ä研究開発力åh大

ÕĢŇsıęœĬĲ技術îä展開h¸āºåĢŇs

学生ä教育ä一環ÞÍÜ生ôĂÜÃÜºôÏg×à

ıĜňŎĴįČä構築å大変将来性Â¸ĀhÓä分

õáh2010 年度ä研究開発費用å 27 億元}約 338

野áÀºÜ富士電機Þä協力ĈËÿá深÷ÜºÅÉ

億円~ÝÍÕg

ÞÝÍý¼g

ôÕ最近Ýåh大学院ä教育Â企業Þä協業á結
éÚÇāþ¼á推奨ÍÜºôÏgÓä一環ÞÍÜh

富士時報

（8）

9RO1R

年頭特別鼎談

エネルギー・環境

đŜġĴċŇĢĨs教育Þº¼ŀŖęŒŉĈ設Çô

ä共同育成áø生ÁÍÜõÜåß¼ÝÍý¼Ág北

ÍÕgÉĂåh例¾æ富士電機äþ¼à企業Þ大学

大ä学生Õ×áøhÒè浙大á留学ÍÜøÿºÕº

教員ÞÂ共同Ýh大学生Ĉ育成ÍÜºÅÞº¼ŀŖ

ÝÏÍh中国国内Ý一緒á企業ĈÚÅÙÜøººÝ

ęŒŉÝÏgÉĂáþĀh学生å産業ä背景ĈþÅ

å¸ĀôÑĉÁgø¼ 1 社h企業á加ąÙÜøÿºh

知āþ¼áàĀôÏg今ôÝå実験的á行ÙÜºô

2＋2 Ý協業ÍÜøººg例¾æđĶŔės関連Ý

ÍÕÂh今後ä 5 Á年計画Ýå力Ĉ入ĂÜ拡大h普

言¾æhĢŇsıĜňŎĴįČ事業á参画ÍÜºā

及ËÑÜºÃÕºÞ考¾ÜºôÏg

浙大関連企業øÓä候補á考¾ÿĂôÏgÓäþ¼

ôÕh私ßøÝå大学間ä協業ø推奨ÍÜºôÏg

à企業Þ協業ÏāÉÞÝh富士電機ä技術ú製品Ĉh

特áh共同研究論文ÝåàÅh学生ä共同育成Þº

既存äøäø含÷Ü効果的á市場á送Ā出ÍÜºÅ

¼観点Ýä協業á力Ĉ注ºÝºôÏg北大Þ浙大ä

ÉÞÂÝÃāäÝåàºÝÍý¼Ág

協業øÓäºº例Þ言¾ôÍý¼g
ąĂąĂ 2 大学Þ 1 企業ä協力体制ĈhŀŖġĐ
ĘıÖÇá留÷ÜÀÅäåøÙÕºàºg大学院生

江口

中国ä学生å目的意識Â高ºäÝh共同育成å

ººċčİċÖÞ思ºôÏg渡辺先生å日本ä学生
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Þ中国ä学生Þä違ºáÚºÜh何Á感ÎÿĂôÏÁg

ä学生å浙大á留学ÍÕñ¼Âººg一方h北大å
2010 年h鈴木章先生ÂĺŒġďŉ触媒Ĉ用ºÕ化

1993 年á北大á移Āh初÷Ü担当ÍÕ博士課

合物ä反応ÝķsłŔ化学賞Ĉ受賞ÍôÍÕÂh触

程ä学生äèÞĀÂh浙江省出身ÝÍÕg彼åh膜

媒化学ä分野Ýå日本äıĬŀĘŒĢÝÏg他áø

Ĉ使ÙÕ水処理ä研究Ý北大ÝĲĘĨsĈ取ÙÕ第

農学å長º歴史Â¸ĀôÏÍh私ßøä研究分野Ý

1 号ÝÍÕg北大ä前身Ý¸ā札幌農学校ä初代教

¸ā環境ú水処理ä分野ø非常á充実ÍÜºôÏg

渡辺

頭Ý¸āĘŒsĘ博士ä{Boys, be ambitious}少

Éäþ¼á北大ø浙大øÀ互ºá大Ãà大学Ýhº

年þh大志Ĉ抱Ç~
|Þº¼言葉å¸ôĀáø有名

ăĉà分野Ĉ持ÙÜºôÏÂhúåĀ特徴ä¸ā分

ÝÏÂhÓä学生Þ一緒á研究Ĉ進÷ā中Ý私Â感

野ÂºÅÚÁ¸ĀôÏgÓä分野Ĉ集中的á上手á

ÎÕäåh非常á優ĂÕ研究者Ý¸āÉÞåø×ă

使ÙÕ交流ĈúÙÕñ¼ÂhÀ互ºä大学áÞÙÜ

ĉÝÏÂh日本人Þ比ïÜłœsċŜļĠŌĢÖÞ

ººäÝåàºÁÞ思ºôÏg

º¼ÉÞÝÏg彼ÖÇÝàÅ私ä知ÙÜºā中国人
ä学生åh日本人þĀłœsċŜļĠŌĢÝÏãg

呉

大変賛同ÝÃāċčİċÝÏãgÉĂÁÿä学問

Óä学生Â北大á来Õ 1993 年頃åh日本å中国

åh総合性Ĉ重視ÍàÇĂæºÇàºÞ思ºôÏg

þĀø相当高º技術Ĉ持ÙÜºôÍÕgÝÏÁÿh

ĢŇsıęœĬĲå一Úäºº例ÝÏÂhºăºă

私å日本ä技術Ĉ彼á教¾h彼åÓĂĈ理解ÍÜ研

à学術分野Ĉ交差ÍàÇĂæ実現áå結éÚÃôÑ

究Ĉ進÷āÞº¼指導方法ÝþÁÙÕäÝÏg

ĉg国際間ä協力Ýåh渡辺先生ÂÀÙÍùā強º

ÞÉăÂ今回h浙大á来Üºăºă話Ĉ聞ºÕĀ

分野ä連携ÂàÀºÙÓ¼重要áàÙÜÅāäÝå

施設Ĉ見ÕĀÍÜ思ÙÕäåhøåúįĘķŖġs

àºÝÍý¼Ág
強ºÞ強ºä結合åh人

ıŒŜĢľĊså時代遅ĂÖÞº¼ÉÞÝÏgÝÏ

材øþÅ育×ôÏÍãg今åčŜĨsĶĬıÞº¼

Áÿ今後h日本á留学ÍÜÃÕ中国ä学生Ĉ指導Ï

便利àĭsŔø¸ĀôÏÁÿh昔á比ïāÞ協力ø

ā際åh日本ä技術Þ中国ä技術ä相違点Ĉ見ÚÇ

随分ÞÍúÏÅàÙÜºāåÐÝÏg

āÉÞÁÿ始÷àºÞºÇôÑĉg一方的á日本ä
技術Ĉ教¾āÞº¼ĢĨŜĢÝåhÉĂÁÿ日中ä
学生交流å難ÍºøäáàāÝÍý¼ãg
ø¼一Ú申Í上ÈÕºäåh先ñß呉先生åh浙
大Â中国áÀÇāĺŘsđŕĘıŖĴĘĢä中心Þ
ÀÙÍùºôÍÕgÓ¼Ý¸Ăæh北大äÓä分野
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江口

国際的á活躍ÝÃā優秀à人材Âh国際間ä協

力ä下á育成ËĂ輩出ËĂāÉÞåh富士電機ÞÍ
Üø大変心強Å感ÎôÏg富士電機ä今後ä発展á
ø大ÃÅ寄与ÍÜÅĂāøäÞ思ºôÏg

年頭特別鼎談

真似ÝÃàº強õĈ生ÁÍÜ取Ā組ĉÝºÃôÏg

協業を通じてサスティナブルな社会を
呉

今h浙大Ýåh将来á向ÇÜ重点領域Ĉ定÷þ¼

エネルギー・環境

呉

浙大å北大Þ以前þĀ研究h協業ÍÜÃôÍÕg

ÞÍÜºôÏgĢŇsıĠįČhĢŇsıċčŒŜ

富士電機ÞåôÖ歴史å浅ºÝÏÂh順調á協業Ĉ

ĲhĢŇsıĠsh¸āºå新型ä農村ä建設hÉ

展開ÍÜÃÜºôÏg本日äÉä鼎談áþÙÜhą

¼ºÙÕ領域áÚºÜ重点的á進÷ÜºÅ計画ÝÏg

ĂąĂ 3 者ä協業ĜŒŅŕsĠŐŜĈËÿá調和Í

北大ÞåĢŇsı水処理ä分野Ýh富士電機Þåĺ

ÜºÇāäÝåàºÁÞ感ÎÜºôÏg中国j日本

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術ä分野ÝhÒè協力ÍÜ

áÀÇāĞĢįČĳĿŔà社会ä実現åhąĂąĂ

取Ā組ĉÝºÃÕºÞ思ÙÜºôÏg

ä共通ä目標Ý¸Ā大変重要àņčŜıÝÏgÓä

ąĂąĂå今×ý¼ßhĢŇsıċčŒŜĲä一
ÚäŀŖġĐĘıĈ推進中Ýh人Ĉ中心áhÓĂÔ

Õ÷áøąĂąĂä協業ĈËÿá確実á実現ÝÃā
þ¼祈ÙÜÀĀôÏg

Ăä島á一番ëËąÍº設計Ĉ行ÙÜºôÏg中国
ĳŜĹsŘŜä科学技術研究äŋİŔċčŒŜĲĈh

江口

富士電機Ýåh中国äĢŇsıĜňŎĴįČ構

ąĂąĂåÚÅĀ上ÈÕºÞ考¾ÜºôÏgøÍh

想áÀÇāŀŖġĐĘı参画á大ºàā期待Ĉ持Ù

Ê興味Â¸Ăæh今後øÉä話題Ĉ継続ËÑÜºÃ

ÜºôÏÂh一方Ýå日本国内ä東北地方ä復興ä

ÕºÞ思ÙÜºôÏg

Õ÷áhÉĂôÝ培ÙÕ技術Ĉ基á新Íº街ÛÅĀ
ä一翼Ĉ担ºÕºÞh精力的á取Ā組ĉÝºôÏg

江口

ÒèþăÍÅÀ願ºÍôÏg

渡辺

呉先生äĢŇsıċčŒŜĲä中Ý水処理Ĉ考

ĺŘđŕh制御hŀŒŜıĈ中心áÍÜh日々ä
事業Ý蓄積ÍÕ私ßøä経験úķďĸďÞh浙大ä

¾āÞº¼視点åhÞÜø重要ÖÞ思ºôÏg

持Ú中国Ĉ中心áÍÕ環境hI Ｔ分野áÀÇā知見h
ÓÍÜ北大ä水処理ĈåÎ÷ÞÏā環境hđĶŔ
ės分野Ýä先端的研究Ĉ融合ËÑÜh富士電機å

江口

水å人間áÞÙÜ必要不可欠ÝhÓä水ĈÚÅ

āáåđĶŔėsÂ必要ÝÏgÉäđĶŔėsĈºÁ
á抑¾āÁg富士電機åÉä大Ãà問題áh他社áå

次ä新ÕàāęŖsĹŔ展開áÚàÈÜºÃÕºÞ
考¾ôÏg
本日åß¼ø¸ĀÂÞ¼ÊÌºôÍÕg
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成果と展望

エネルギー ･ 環境技術が社会を支える

成果と展望

エネルギー ･ 環境技術が社会を支える

江口

直也

富士電機株式会社

執行役員

CTO（最高技術責任者）
技術開発本部長

介ºÕÍôÏg

1. まえがき
新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

2. 富士電機のエネルギー・環境技術

2011 年 3 月á発生ÍÕ東日本大震災áþĀ被災ËĂô
ÍÕ皆Ëôáåh心þĀÀ見舞º申Í上ÈôÏÞÞøáh

図 1 áh富士電機äđĶŔėsj環境技術ä全体像Ĉ示

一日ø早º復興Ĉ心þĀÀ祈Ā申Í上ÈôÏg

ÍôÏg富士電機åhĺŘsİĹčĢ技術hĺŘsđŕĘ

東日本大震災åhÓä人的j物的被害ä大ÃËÞÞøáh

ıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~技術Àþé計測j制御技術Ĉ基盤

日本全体ä電力供給áø深º影響Ĉ与¾āàßh甚大à社

技術ÞÍÜh
{環境áúËÍºđĶŔėsĈ創ā|
{効率

会的čŜĺĘıĈ与¾ÜÍôºôÍÕgÓÉÁÿä復興åh

的áđĶŔėsĈ使¼|
{đĶŔėsĈĢŇsıáÚàÆ|

単àā復旧ÝåàÅh新Íº社会jĜňŎĴįČä創造Â

ÀäÀää技術ÞÞøáh環境計測ú環境改善ä技術開発

必要ÞºąĂÜÀĀh再生可能đĶŔėsĈ活用Íh環境

Ĉ行ÙÜºôÏg

á配慮ÍÕ安全j安心à社会ä構築îÞ大ÃÅ舵Ĉ切Ā始
.

÷ÜºôÏgôÕ世界áÀºÜøhđĶŔėsä有効活用
Ĉ目的áĢŇsıęœĬĲä実現á向ÇÕ動ÃÂ活発化Í
ÜÀĀôÏg

創る技術

環境áúËÍºđĶŔėsĈ創ā技術ÞÍÜåh地熱đ
ĶŔėsäËÿàā効率的利用Ĉ狙ÙÜh地熱発電Ý利用

Éäþ¼à社会情勢ä中Ýh富士電機ÝåđĶŔėsj

ÍÕ熱水ĈĔĢĚsĲÝ利用Ïā地熱jĹčĳœs発電Ġ

環境関連技術分野î研究開発資源Ĉ集中Íh特徴¸āĜŜ

ĢįŉĈ開発ÍôÍÕgÉäĠĢįŉä課題åh出力低下

ņsĶŜıúÓĂÿĈ活用ÍÕĠĢįŉÀþéĦœŎs

áÚàÂā熱水Áÿ発生ÏāĢĚsŔä抑制Ý¸ĀhÓä

ĠŐŜĈ開発ÍÜºôÏg本稿ÝåhÓä概要áÚºÜ紹

発生速度ä予測Þ発生抑制技術Ĉ開発Íh実地Ý有効性Ĉ

創る

つなぐ

使う

エネルギーマネジメント

地熱・バイナリー
風力

マイクログリッド
ネットワーク

スマートビル
（BEMS）

スマートファクトリ
（FEMS）

スマートストア
（REMS）

工業団地
廃水処理

鉄道

受変電設備
直流配電設備

EV＆充電
ステーション

データセンター
（グリーン IDC）

火力

燃料電池

太陽光

基盤技術
パワーデバイス技術

図

富士電機のエネルギー・環境技術と製品
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パワーエレクトロニクス技術

計測・制御技術

エネルギー ･ 環境技術が社会を支える

確認ÍôÍÕg

成果と展望

ĠĢįŉÂ省đĶäÕ÷á重要ÞàĀôÏgÓä解決äÕ

ôÕh風力発電Ýåh3,000 kW ĘŒĢäĩčŕĘıĲ

÷h排熱äÕôĀĈĽŜņčŜıÝ冷却Ïā局所空調Ġ

ŒčĿ永久磁石発電機äŀŖıĨčŀĈ開発Í}図 ~
h

ĢįŉĈ開発ÍôÍÕgÉäĠĢįŉáåh冷凍j冷蔵

ĺŘsĜŜİČĠŐĳ}PCS~Þä組合Ñ評価Ĉ実施Íô

ĠŐsĚsĢàßÝ培ÙÕ技術Ĉ適用Íh全体Ĉ空調Ïā

ÍÕgÉä発電機åhĿŕsĲä回転ĈėōÝ増速ÑÐá

従来ä方式á比ïÜ約 35 % ä省đĶ化Ĉ実現ÍÜºôÏg

直接発電機á伝達Ïā低回転大容量ĨčŀÝ¸Āh軽量化

ôÕh間接的á外気Ĉ導入ÍhĻsıņŜŀĈ使用ÍÜ効

Ĉ狙ÙÕ要素技術Ĉ取Ā入ĂÜ設計ÍÜºôÏg2012 年

率的á空調ĈÏā間接外気冷却ĠĢįŉø開発中Ý¸Āh

度á実証h製品化Ĉ予定ÍÜºôÏg

投入電力量ä 10 倍ä空調đĶŔės}COPkCoeﬃcient

太陽光発電ÝåhÓäĠĢįŉ導入拡大äÕ÷hľČŔ

Of Performance~Ĉ年間平均Ý得āÉÞĈ目標áÍÜº

ŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä軽量性úľŕĖĠĿŔÞº¼

ôÏgÉĂÿ省đĶ機器á加¾hIDC ä電力見¾ā化Ġ

特長Ĉ生ÁÍhļĴŔĸďĢú遊休農地Ýä実証研究Ĉ開

Ģįŉh無停電電源装置}UPS~
h電源関連設備ø含÷Õ

始ÍôÍÕgÉäþ¼à取組õĈ通ÎÜh今後hËÿàā

一式ĈĺĬĚsġáÍÕŋġŎsŔ型İsĨĤŜĨsĈ商

再生可能đĶŔėsä活用Ĉ図ÙÜºÃôÏg

品化ÍôÍÕ}図 ~
g
電気自動車}EV~åh排ĕĢÂàÅhđĶŔės効率

.

使う技術

使¼技術ÞÍÜåh基盤技術Ý¸āĺŘđŕ技術Ĉ適用

Â高ºàßh今後ä飛躍的à普及Â期待ËĂÜºôÏg富
士電機åčŜĹsĨàßÝ培ÙÕĺŘđŕ技術Ĉ活用ÍÜh

Íh徹底ÍÕ省đĶŔės}省đĶ~Ĉ追求Ïā各種機器

EV 向Çä高効率j小型軽量ä駆動ĠĢįŉú充電器ä開

Ĉ開発ÏāÞÞøáhÓĂÿĈĠĢįŉ化ÍÕĦœŎs

発á取Ā組ĉÝºôÏg急速充電器áÚºÜåh25 kW 出

ĠŐŜĺĬĚsġä開発Ĉ進÷ÜºôÏg

力ä薄型ĨčŀĈ開発ÍôÍÕ}図 ~
g今後ø EV 関連

Óä一例åh最近h急激á増加ÍÜºāčŜĨsĶĬı

ä技術開発h製品開発Ĉ積極的á進÷ÜºÅ予定ÝÏg

İsĨĤŜĨs}IDC~Ĉ対象áÍÕĦœŎsĠŐŜĺĬ

災害時ä非常用飲料供給ÞÍÜø注目ËĂÕ自動販売機

ĚsġÝÏgIDC Ýåh莫大}æÅÖº~à IT 機器Â稼

åh過去 10 年間Ý 1/5 ôÝđĶŔės消費Ĉ抑制ÍÜÃ

動ÍÜÀĀhÓĂÿä機器ä排熱ĈŇĶġŊŜıÏā空調

ôÍÕÂh今回åhĸčĿœĬĲĻsıņŜŀ方式Þ新型
電子膨張弁Ĉ採用ÍÕ極省đĶŔės自動販売機Ĉ開
発ÍôÍÕg加¾ÜhÉĂôÝä電力ĽsĘĔĬı機能Ĉ
Ëÿá高度化Íh昼間äĽsĘ電力Ĉ長時間抑制ÝÃā機
能Ĉ開発ÍhËÿá 40 % ä省đĶĈ実現Íh震災後ä電
力不足á迅速á対応ºÕÍôÍÕg
.

つなぐ技術

省đĶĈ徹底的á追及ÍÕ{使¼|技術ä需要側ä情報
Þ{創ā|技術ä供給側ä情報Ĉ双方向áúĀÞĀÍhÓ
ä情報Ĉ基áđĶŔėsŇĶġŊŜıĈ行ºh省đĶĈ実
現Ïā EMS}Energy Management System~ä開発Ĉ進
÷ÜºôÏg
工場h店舗hļŔàßäđĶŔės需要家äđĶŔės
消費Ĉ見¾ā化ÏāÞÞøáh各種ä省đĶ機器Ĉ導入
図

3,000 kW 級風力発電機

ÍhÓĂÿĈ全体ÞÍÜ最適á制御Ïā FEMS}Factory

図

モジュール型データセンター（イメージ）

図

急速充電器
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Energy Management System~ ú BEMS}Building and

{電力Ĉ中心ÞÍÕ社会čŜľŒĺĬĚsġ|ÞÍÜhĢ

Energy Management System~
hREMS}Retail Energy

ŇsıĜňŎĴįČú工業団地h離島h無電化地域àßî

Management System~ä開発Ĉ数理応用áþā最適化技

ä適用Ĉ進÷ÜºÃôÏg

術Ĉ活用ÍÜ進÷ÜºôÏgôÕhBEMS ú REMS áÚ

電力ä安定制御技術ÞÍÜåhŇčĘŖęœĬĲĠĢį

ºÜåh後述ÏāĢŇsıĜňŎĴįČä実証事業ä中Ý

ŉä検討Ĉ通ÎÜh再生可能đĶŔėsĈ大量導入ÍÕ際

øh開発Ĉ進÷ÜÀĀhÓä効果àßĈ 2012 年Áÿ実証

ä周波数変動àß独立系統áÀÇā課題ÞÓä対応方法Ĉ

ÍÜºÅ予定ÝÏg

検討ÍÜÃôÍÕg高速Ý系統周波数Ĉ検出Ïā技術Ĉ開

最近hđĶŔėsä効率的à使用h資源ä循環的活用h

発Íh有効j無効電力調整áþā高速周波数制御Ĉ実現Íh

環境保全àßhĜňŎĴįČ全体ä再生ú新規構築Ĉ目

離島äŇčĘŖęœĬĲÝ実証ĈÍÜºôÏg

指ÍÕĢŇsıĜňŎĴįČÞº¼構想Â生ôĂÜºô

ôÕh経済産業省{次世代送配電系統最適制御技術実証

ÏgÉĂåh電力ęœĬĲá電力ä最適à需給制御Ĉ行¼

事業|ä{配電系統ä電圧変動抑制技術ä開発|ĞĿŘs

機能Ĉ持ÕÑh再生可能đĶŔėsä導入拡大ú電力消費

ĖŜęęŔsŀáø参画ÍÜºôÏgÉä中Ýh太陽光発

抑制Ĉ狙¼ĢŇsıęœĬĲä概念Ĉ大ÃÅ広Èā構想Ý

電Â配電系統á大量導入ËĂÕ場合á生Îā電圧上昇àß

ÏgÉÉÝåh電力äõàÿÐh熱đĶŔėsø含÷Õđ

ä課題á対ÍÜh系統ä計測情報Ĉ基áÍÜœċŔĨčŉ

ĶŔėsä効率化hđĶŔės消費Ĉ最適á制御ÍÕ省đ

Ý的確à電圧制御Ĉ行¼集中型電圧制御方式Ĉ開発ÍÜÀ

ĶļŔh環境áúËÍº交通ĠĢįŉh安全Ý安定ÍÕ上

Āh2012 年度á実証Ĉ実施Ïā予定ÝÏg
東日本大震災Ĉ境áh電気đĶŔėsä輸送Ĉ安全Ý効

下水道ú廃水処理àßh多Åä技術úĦœŎsĠŐŜÂ有

率性ä高ºøäáÏā技術hàÿéáđĶŔės計測ú制

機的á組õ合ąËĂôÏg

御技術Â注目Ĉ集÷āþ¼áàĀôÍÕg

富士電機åhĢŇsıĜňŎĴįČä実証ŀŖġĐĘı
á参画ÍàÂÿh技術開発Ĉ進÷ÜºôÏg国内Ýåh北

生産設備ú商業ļŔáÀºÜåh小型j省đĶÝ信頼性

九州市áÀÇā地域節電所Ĉ核ÞÍÕ地域đĶŔėsŇ

ä高º受配電j給電ĠĢįŉĈ構成Ïā機器ä重要性Â増

Ķ ġ Ŋ Ŝ ı Ġ Ģ į ŉ}CEMSkCluster Energy Manage-

ÍÜºôÏgÉĂá応¾ā受配電j開閉機器ÞÍÜh小

ment System~ä開発á参画ÍÜºôÏgCEMS áþā

型j低消費電力Ĉ実現Ïā 2.2 kW ôÝä小型電磁開閉器

最適đĶŔės制御h蓄電池áþā電力安定化hĢŇsı

ú 32 v 63 AF ä小型低圧遮断器}MCCBjELCB~Ĉ開

ŊsĨä活用áþā需給制御h病院ú工場h店舗äđĶŔ

発ÍôÍÕgôÕh高信頼à受配電ĠĢįŉĈ実現Ïā高

ės最適制御àßä技術開発á取Ā組ĉÝÀĀh2012 年

圧保護œŕsäŋİŔĪĐŜġú経済的à電力監視ĠĢį

度Áÿ実証Â開始ËĂā予定ÝÏgÉĂÿä実証ä成果

ŉĈ構築ÝÃā DIN ŕsŔ取付Ç型ŋġŎsŔĈ開発Í

ĈôÞ÷h図

ôÍÕg

áčŊsġÞÍÜ示Ïþ¼àĜŜĺĘıà

発電所

水素

地域マイクログリッド

火力
水力
原子力

燃料
電池

蓄電池

PCS

SVC

次世代配電
自動化システム

LBC
SVR

エリア型
電力安定化
装置

メガソーラー

「富士スマートネットワークシステム」
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電力安定化装置
地域設置蓄電池

Ｉ
Ｔ開閉器

PCS

LRT ：Load Ratio control Transformer
SVR：Step Voltage Regulator
SVC：Static Var Compensator
LBC ：Loop Balance Controller
PCS：Power Conditioning System
UPS：Uninterruptible Power Supply
INV ：Inverter
REMS：Retail Energy Management System
BEMS：Building and Energy Management System
FEMS ：Factory Energy Management System

富士時報

INV

地域エネルギー
マネジメントシステム

LRT
PCS

図

PCS

地域発電所
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エネルギー ･ 環境技術が社会を支える

成果と展望

}従来比 70 %~Ĉ実現ÍôÍÕgôÕh富士電機独自äĺ
.

基盤技術

ŘsŋġŎsŔÝ¸āċĲĹŜĢı NPC 回路用 IGBT ŋ

効率的á電気đĶŔėsĈ扱¼技術ÞÍÜåhĺŘsİ

ġŎsŔĈ適用Íh97 % Þº¼高効率Þh当社従来機þ

ĹčĢÞÓĂĈ活用ÍÕĺŘđŕ技術ÂĖsÞàĀôÏg

Ā 30 % 以上ä設置面積ä削減Ĉ実現ÍÕ 500 kVA ä常時

Éä二Úä技術äĠĳġsĈ最大限á生ÁÍàÂÿ開発á

čŜĹsĨ給電 UPS Ĉ開発ÍôÍÕg
ŋsĨ駆動ä省đĶá貢献Ïā駆動関連ÞÍÜåh鉄鋼

注力ÍÜºôÏg
ĺŘsİĹčĢÞÍÜåh低損失化j低ķčģ化j小

úċŔňĴďŉàßä圧延設備ä駆動á使用Ïā水冷式ä

型化j高信頼性化Ĉ狙ºhIGBT}Insulated Gate Bipolar

高圧čŜĹsĨĈ開発ÍôÍÕg水冷式Ĉ採用ÍÕÉÞá

Transistor~ĺŘsŋġŎsŔhMOSFET}Metal-Oxide-

þĀh従来機á比ïÜh単機容量Ý 2.4 倍ÞÍh40 % ä小

Semiconductor Field-Eﬀect Transistor~ ĺ Ř s İ Č Ģ

型化Ĉ同時á実現ÍôÍÕg

ĘœsıİĹčĢhĺŘs IC Ĉ開発ÍÜºôÏg特á

ŀŒŜıj設備分野ÝåhþĀ高精度ÝÃ÷細Áà制御

IGBT ĺŘsŋġŎsŔÞÍÜåh1,200 V ä逆耐圧Ĉ持

Â求÷ÿĂÜºôÏgÉä課題äĦœŎsĠŐŜÞÍÜåh

ÕÑāÕ÷áhİĹčĢ裏面Áÿ V 形状ä溝Ĉ形成Ïā

高性能j多機能化îä要求á応¾ÕčŜĹsĨhËÿáåh

RB-IGBT}Reverse-

制御対象á¸ąÑÜ柔軟á構築ÝÃā高速Ý高精度à制御

Blocking IGBT~ Ĉ 開 発 Í ô Í Õg Ë ÿ áh É ä RB-

ĠĢįŉÂ必要ÞàĀôÏgÉĂá対ÍÜhłĘıŔ制御

IGBT Ĉ使用Íh三次元 CAD ĠňŎŕsĠŐŜĈ活用Í

ä制御応答速度ÞÍÜ当社従来比 6 倍ä 600 Hz Ĉ実現Ï

ÜčŜĩĘĨŜĢĈ低減ËÑhĨsŜēľ時ä損失ø低減

āàßh高性能j多機能化Ĉ実現ÍÕ低圧čŜĹsĨĈ開

新ŀŖĤĢĈ開発Íh1,200 V 耐圧ä

ËÑÕċĲĹŜĢı

NPC}Neutral-Point-Clamped~ 回

発ÍôÍÕg

路用 IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍôÍÕgôÕh風力発電

ôÕh制御ĠĢįŉÞÍÜåh汎用ĜŜıŖsŒä技術

向Çú電気鉄道向ÇÞÍÜ高信頼à高耐圧j大容量äŋ

Ĉ基本ÞÍÜh高速j高精度àŋsĠŐŜ制御機能ä実現

ġŎsŔĈ開発ÍôÍÕg

Þ入出力点数ä多º大規模ĠĢįŉá対応ÏāĠĢįŉĈ

Si İĹčĢä物性限界Ĉ超¾Ü劇的á損失Ĉ低減Ïā

開発ÍôÍÕgĜŜıŖsŒĈ構成Ïā基幹ĹĢÞÍÜä

次世代İĹčĢÞÍÜhSiC}炭化Çº素~İĹčĢú

高速j高精度同期ĹĢÀþéhċŀœĚsĠŐŜĈ実行Ï

GaN}窒化ĕœďŉ~İĹčĢä開発Ĉ進÷ÜºôÏg

ā高速j高性能 CPU ŋġŎsŔĈ開発ÍôÍÕg最速Ý

SiC äĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲåĞŜŀŔ供給Ĉ

0.25 ms 周期Ý制御Ĉ行ºhĲŒčĿ装置間Ĉ ＋
− 1 μs 以下

進÷hÓäİĹčĢĈ使用ÍÕĺŘđŕ機器ä開発ĈÍ

ä精度Ý同期ÍôÏgÓÍÜ最大 4,096 ŘsĲ× 2 系統ä

ÜºôÏgôÕhSiC ä MOSFET å 2012 年度ä初期量

大容量入出力処理Â可能àĠĢįŉĈ実現ÍôÍÕg

産化Ĉ計画ÍÜ開発Ĉ進÷ÜºôÏgSiC ŋġŎsŔáåh

Éäþ¼àĦœŎsĠŐŜä適用áþĀhŀŒŜıj設

従来äŘčōŅŜİČŜęá替¾Ü銅ĽŜĈ使用h熱伝導

備分野áÀÇā高精度ÝÃ÷細Áà制御Â可能ÞàĀh一

äþº絶縁基板ú新規開発ä高耐熱性đņĖĠ樹脂Ĉ適用

層ä生産効率Ĉ高÷ÕĠĢįŉä構築Â実現ÝÃôÏg

Ïāàßh高放熱j高耐熱äŋġŎsŔ技術Ĉ盛Ā込ĉÝ

ÉĂôÝá蓄積ÍÕĺŘđŕ関連ä技術ÞĺŘsİĹč

ºôÏ} 図 ~
gËÿáåÓä特長Ĉ生ÁÍÕċŀœĚs

Ģ技術h制御技術Ĉ結集ÍÜhÀ客ËôäĴsģáŇĬĪ

ĠŐŜ側ä回路技術開発ø¸ąÑÜ実施ÍÜÀĀh低ēŜ

ÍÕĦœŎsĠŐŜĺĬĚsġÞÍÜ開発h製品化Íh省

抵抗ĪĬŀ技術hĺĬĚsġ技術h回路技術ä三Úä技術

đĶú生産効率向上á貢献ÍÜºÃôÏg

äĠĳġsĈ発揮ËÑàÂÿ開発ÍÜºôÏg
ĺŘđŕ機器åh前述äĺŘsİĹčĢä特性Ĉ最大限

.

生ÁÍÕ低損失à機器ä開発Ĉ進÷ÜºôÏg
電 源 関 連 Þ Í Ü åhIDC 向 Ç ä 超 高 効 率 UPS Ĉ 開 発

環境計測技術

東日本大震災á伴¼原子力発電所ä事故áþā放射能汚
染åh安全j安心ä大Ãà脅威ÞàÙÜÍôºôÍÕgÉ

ÍôÍÕg独自ä回路方式Ý¸āİŎċŔŀŖĤĬĠŜ
ę方式Ĉ適用Íh効率 98.5 % Ĉ達成ÏāÞÞøá小型化

All SiC タイプ

図

プロトタイプ SiC モジュール

SiC ダイオードタイプ

図

食品放射能測定システム
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成果と展望

エネルギー ･ 環境技術が社会を支える

ĂĈ受ÇhÉĂôÝ培ÙÜÃÕ放射能測定技術Ĉ活用Íh

ÓĂÿä機器Ĉ適用Íh最適à制御Þ組õ合ąÑÜhÀ客

大量ä食品ä放射能汚染Ĉ検査Ïā装置食品放射能測定

ËôäŊœĬıĈ最大áÏāĦœŎsĠŐŜĈĺĬĚsġ

ĠĢįŉĈ開発ÍôÍÕgÉä装置åh測定物ä上下á

ÞÍÜôÞ÷ÜºÅ予定ÝÏg

検出器Ĉ設置ÍhĩŜŅsŔàßä梱包状態äôôÝh連
続的ÁÚ簡易的á食品ä放射能Â設定ÍÕ基準値以下Ý¸

3. あとがき

āÁß¼Áä判定Â可能ÝÏ}図 ~
gôÕh積算線量Þ
線量率Â 1 台Ý測定ÝÃā高機能積算線量計Ĉ開発Íh放

富士電機Â集中ÍÜ取Ā組ĉÝºāđĶŔėsj環境

射能汚染á対Ïā安全j安心確保äÕ÷á貢献ÍÜºôÏg

分野ä研究開発áÚºÜhÓä概要Ĉ紹介ÍôÍÕg今

安 全j 安 心 á 貢 献 Ï ā 機 器 Þ Í ÜhMEMS}Micro

後h環境Þ調和ÍÕ社会Ĉ構築Ïā流Ăåh国内äõàÿ

Eelectro Mechanical Systems~技術Ĉ駆使ÍÜhŊĨŜ

ÐęŖsĹŔá加速ÍÜºÅÉÞå間違ºàºÞ思ºôÏg

ĤŜĞä薄膜化j微細化Ĉ図Āh検知ä瞬間äõ加熱Ïā

Óäþ¼à時代ä要請á応¾āÕ÷h今後ÞøhđĶŔ

間欠駆動ÞÏāÉÞÝ従来ä 1/1000 以下ä消費電力Ĉ実

ėsj環境分野ä研究開発Ĉ進÷h地球社会äþĀþÃ企

現Íh画期的àĜsĲŕĢ}電池式~ä都市ĕĢ警報器á

業市民ÞÍÜ貢献ÏïÅh邁進ÍÜôºĀôÏg

搭載ÝÃāĤŜĞĈ大阪ĕĢ株式会社Þ共同Ý開発ÍôÍ
Õg現在åh独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術総合

参考文献

開発機構}NEDO~ä助成事業{次世代高信頼性ĕĢĤŜ

⑴

笛木豊h桑山仁平. 次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉîä

⑵

Ğs技術開発|á参画Íh長期信頼性Ĉ検証中ÝÏg
ÉĂôÝ述ïÜÃÕþ¼àđĶŔėsj環境分野Ý保有
Ïā技術Ĉ活用ÍÕ特徴¸ā機器ä開発Ĉ進÷āÞÞøáh
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取組õ. 富士時報. 2011, vol.84, no.3, p.181-186.
⑵

鈴木卓也ñÁ. 社会j産業Ĉ支¾ā計測制御技術. 富士時報.

2011, vol.84, no.4, p.278-281.

Highlights

華陽電業有限公司向け 600 MW
IPP 発電設備（MT-1，MT-2）運転開始
中国河南省á設置ÍÕ 600 MW IPP 発電
設備Âh2011 年 3 月}MT-1~Þ 9 月}MT2~á運転Ĉ開始ÍÕg600 MW ä 3 ĚsĠŜ
ęĨsļŜÞ 706 MVA ä水素冷却発電機Á
ÿ構成ËĂÜºāgĨsļŜä低圧部áå長
大翼Ĉ採用ÍhĩĿŔľŖsĨčŀáþĀ信
頼性j効率ä向上Þ設置ĢŃsĢä 30 % ä
縮小Ĉ図ÙÜºāg
Éä設備å中国内陸部á¸Āh発電量ä全
ÜĈ河南省á売電Ïā重要à新規発電設備Ý
¸āg特á MT-2 åh当初ä予定á比ïÜ
極÷Ü短納期ä中h富士電機ä試験員Þ顧客
Â一致協力ÍÜh試運転Þ信頼性確認試験Ĉ
Ģŉsģá完了Íh運転Â開始ËĂÕgÉĂ
ÿä設備åh顧客Ý¸ā台湾jŀŒĢĪĬĘ
社Þä長年ä信頼関係Ĉ深÷h他ä中国地区
îä確固Õā足掛ÁĀáàÙÜºāg

沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所向け
1・2 号機の建設状況
本設備åh沖縄電力株式会社Â電力ä安定
供給Þ温室効果ĕĢä削減Ĉ目的áh初÷Ü
燃料á LNG Ĉ採用ÍÕ一軸式ĜŜĹčŜĲ
ĞčĘŔ発電設備Ý¸āg2011 年 4 月á 1
号機排熱回収ŅčŒä据付ÇĈh7 月áĕĢ
ĨsļŜ本体ä据付ÇĈ開始ÍÕg10 月Á
ÿå純水装置àßŏsįČœįČ設備ä試験
運転ø開始ÍÕg
主要機器Ý¸āĕĢĨsļŜåhĠsŊŜ
Ģ製 SGT6-4000F Ĉ採用ÍÜºāg富士電
機åh単車室単流排気再熱混圧復水式蒸気
ĨsļŜÞ水素冷却式発電機Ĉ設計製作Íh
納入ÍÜºāg
今後åh試運転調整Ĉ経Ü 2012 年 11 月á
1 号機Âh2013 年 5 月á 2 号機Â営業運転開
始Ĉ予定ÍÜÀĀh工場j現地j関係各社Â
一丸ÞàÙÜ建設工事Ĉ推進ÍÜºāg
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Highlights

純水素タイプ燃料電池の実証運転開始
北九州市ä{ºä×äÕé博物館|á純水
素Ĩčŀä 100 kW 燃料電池Ĉ設置Íh2011
年 1 月Áÿ実証運転Ĉ開始ÍÕg
製鉄所ä副生ĕĢĈ精製ÍÕ純水素Ĉĺč
ŀŒčŜÝ市街地á運éh燃料電池ä原燃料
ÞÍÜºāg電力å博物館Ý使用Íh高温排
熱å温水焚Ã吸収式冷温水機á送ÙÜ空調Þ
ÍÜ利用ÍÜºāg純水素Ĉ燃料ÞÏāÉÞ
Ýh発電効率å定格Ý 48 %h部分負荷Ýå
50 % 以上ä高効率発電Â可能Ý¸āg
本装置åh水素供給j利用技術研究組合
}HySUT~Â経済産業省ä補助事業Ý¸ā
{水素利用社会ĠĢįŉ構築実証事業|ä一
環ÞÍÜ設置ÍÕøäÝ¸āg

3 kV 3 レベル IGBT 水冷インバータ
「FRENIC4800 VM5」
大容量j高精度j高性能Ĉ追究ÍÕ 3 kV3
ŕ ł Ŕ PWM 方 式 IGBT 水 冷 č Ŝ Ĺ s Ĩ
FRENIC4800 VM5Ĉ開発Íh発売ÍÕg
鉄鋼圧延主機àßá用ºÿĂāčŜĹsĨ
Ý¸ĀhIGBT 素子冷却á水冷方式Ĉ採用Ï
āÉÞÝh大容量化Þ小型化Ĉ実現ÍÜºāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

大容量出力
単 機 容 量 6.2 MVA Á ÿ 4 多 重 容 量 24.8

MVA ôÝ構成可能}過負荷耐量 150 % 1 分
間~
⑵

ĜŜĺĘı設計}単機 6.2 MVA~
W2,800×D1,650×H2,400}mm~

⑶

3 ŕłŔ PWM 制御
駆動Þ回生Ĉ自在á行¼ÉÞÂÝÃh力率

1 制御Ĉ含ö高性能制御Ĉ実現
⑷

各種伝送方式á対応
Proﬁbus-DPhSX ĹĢhT œŜĘ
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Highlights

世界最大級の製鋼用アーク炉・
フリッカ補償設備（SFC）の完成
東京製鐵株式会社 田原工場向Çä世界最
大級ä直流ċsĘ炉用電気設備ÞľœĬĔ補
償用電気設備Ĉ 2007 年á受注ÍÕg順次設

自励式 SFC 90 MVA

備Ĉ立×上ÈhċsĘ炉jľœĬĔ補償設備

電力会社

ä最終調整Ĉ完了Íh順調á運転ÍÜºāg

154 kV

変電所

直流電源装置áÀºÜå 48 相整流化hľ
œĬĔ補償装置áÀºÜå 230 MVA 他励式
SFC Þ 90 MVA 自励式 SFC ĈĸčĿœĬĲ

SFC

×3

他励式 SFC 230 MVA

90 MVA

方式ÞÍÕ最適ĠĢįŉ構成Ĉ採用ÍÕg
本設備ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

製鋼工場

×2
SFC
LF

230 MVA FL

世界最大級ä直流ċsĘ炉用電源設備Â

要求Ïā安定制御性能Ĉ実現ÍÜºāg
⑵

ċsĘ炉操業時á発生Ïā負荷変動Â電

力系統á直接影響Ĉ与¾àºþ¼h厳Íº

DC-EAF

電圧変動jľœĬĔj高調波抑制規制値Ĉ
達成ÍÜºāg

LF 電気設備
直流アーク炉電気設備

空調/水処理用インバータ
「FRENIC-HVAC/AQUA シリーズ」
高調波Þ電磁ķčģĈ抑¾Üh環境áúË
ÍÅh空調Àþé水処理á適ÍÕčŜĹsĨ
Ĉ製品化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

保護構造 IP55hIP21 Ĉ同一ĞčģÝ提

供}90 kW 以下~
⑵

EN61800-3

Ĕ į ĝ œ s C2}90 kW 以

下~
/C3}110 kW 以上~適合ä EMC ľČ
ŔĨÀþé高調波抑制用直流œċĘıŔĈ
内蔵}90 kW 以下~
⑶

通信ŀŖıĜŔ BACnet Ĉ標準搭載

⑷

œċŔĨčŉĘŖĬĘh演算機能Ĉ持Ú
ĔĢĨŇčģŖġĬĘàß多彩à機能Ĉ搭
載

⑸

操作ĺĶŔá大型液晶Ĉ採用Íh視認性
Ĉ向上

⑹

標準搭載ä 19 言語á加¾Ü任意ä 1 言
語Ĉ選択可能
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Highlights

データセンター向け超高効率大容量 UPS
「8000ND シリーズ」
İsĨĤŜĨs設備Ý消費ËĂā電力ä急

データセンター

増Â問題視ËĂÜÀĀh中Ýø空調設備ä電
力消費å全体ä 30 % 以上Ĉ占÷Üºāg一
方ÝhŒĬĘ当ÕĀä電力消費áþā発熱量
å大ÃÅàÙÜÀĀh空調設備ä重要性å
高ôÙÜºāgÍÕÂÙÜh空調設備áø
UPS Â必要ÞàāÂh電力消費Ĉ極力抑¾
àÇĂæàÿàºg
常時商用給電方式Þ常時čŜĹsĨ給電方
式ä特徴Ĉ兼ã備¾Õh富士電機独自äİŎ

UPS

ċŔŀŖĤĬĠŜę方式Ĉ採用Íh低損失ä
超高効率大容量 UPS Ĉ開発ÍÕg主à特徴
å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

装置効率 98.5 % Ĉ実現

⑵

定電圧機能ÞċĘįČĿľČŔĨ機能Ĉ

搭載
⑶

並列冗長Þ待機冗長ä両ĠĢįŉá対応

中小規模監視制御システム
MICREX-IX/AX

ＨＣＩ

IDS/ADS
（DB）

IOS/AOS
(HCI)

「MICREX-VieW」監視パッケージ

MICREX-VieW

既 設 監 視 制 御 Ġ Ģ į ŉMICREX-IX/

監視
パッケージ

監視パッケージ

①

VDS/VOS

AX ä 設 備 更 新} Ň č ę ŕ s Ġ Ő Ŝ ~ Ĉ
実 現 Ï āh 中 小 規 模 監 視 制 御 Ġ Ģ į ŉ
MICREX-VieWä監視ĺĬĚsġĈ開発

DPCS-F/FL-net

マイグレーション

コントローラ

ICS-2500

ACS-2000

ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

FL-net

⑴
②

ACS-2000

MICREX-SX
（117H）

既設ċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċĈ変

更ÑÐá HCIhĜŜıŖsŒhPIO Ĉ段
階的á部分更新ÝÃāg
⑵

Windows7hExcel2010hŘčĲĢĘœs
Ŝàß最新ä PC 環境îä対応áþĀh監
視ĺĬĚsġäŀŒŜı画面ä視認性Þ操

Ethernet

ＰＩＯ

T リンク

T リンク

Ethernet

T リンク

T リンク

作性Ĉ大幅á向上ÝÃāg
IPU Ⅱ

IPU Ⅱ

IPUⅠ

IPUⅠ
MICREX-F
入出力ユニット

MICREX-F
入出力ユニット

⑶

新ĜŜıŖsŒMICREX-SX}117H~

Ĉ旧ĜŜıŖsŒÞä混在Ý追加接続ÂÝ
Ãāg

⑷

TAG 作 成 ĭ s Ŕ á þ Āh 新 旧 Ĝ Ŝ ı
ŖsŒäİsĨ連携ÂÝÃāg

段階的なマイグレーションが可能
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①ＨCＩの更新
②MICREX-ＳＸ
（１１７Ｈ）の追加

Highlights

東武鉄道株式会社 ふじみ野変電所向け
地球環境配慮型変電所設備

高圧配電用変圧器

ëÎõ野変電所å駅構内á建設ËĂāÉÞ
Áÿh地球環境áúËÍº変電所ĈĜŜĤŀ
ıÞÍÜÀĀhÉĂá沿ÙÕ電気品一式Ĉ納
入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

高圧配電用変圧器ä絶縁油áh植物原料
Áÿ作Ā出ÍÜºāĺsŉjōĠ脂肪酸đ
ĢįŔĈ採用ÍÕg鉱油þĀø生分解性

}水ú土ä中ä微生物áþÙÜ無機物á変
ąāÉÞ~Â飛躍的á向上ÍÜºāg
⑵

72 kV 開閉装置ä絶縁媒体áh高圧力ä
ĲŒčđċĈ採用ÍÕgĲŒčđċå身ä

72 kV 開閉装置

回Āá存在ÏāøäÝ¸Āh温暖化係数Â
0 Ý¸āg
⑶

変電所建屋ä壁材áh軽量àċŋŔľĊ
Ģ太陽電池Ĉ使用ÍÕ発電ĠĢįŉĈ導入
ÍÕg変電所ä制御用j所内用電源ä一部
ÞÍÜ利用ÍÜºāg

太陽光発電システム

北九州スマートコミュニティ実証事業
富士電機åh2010 年Áÿ経済産業省ä{次
世代j社会ĠĢįŉ実証事業|ä一ÚÝ¸ā
北九州ĢŇsıĜňŎĴįČ創造事業á参
画ÍÜºāgĢŇsıĜňŎĴįČä核Þ
àā地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ
}CEMS~úĢŇsı PCShĢŇsıŊsĨ
àßä需要家đĶŔėsŇĶġŊŜıä実証
事業á取Ā組ĉÝºāg
2012 年 4 月ÁÿäľČsŔĲ実証Ýåh
国内初äİŇŜĲŕĢņŜĢä検証Þh地域
内đĶŔėsä需要Þ供給äĹŒŜĢĈ制御
Ïā需給制御技術ä検証Ĉ行¼gÉĂáþĀ
社会čŜľŒ構築Ý必要Þàā{需要家ä参
加ä仕組õ|
{新đĶŔėsä地産地消|à
ßĈ実証Íh成果Ĉ広Å海外áø展開ÍÜº
Åg
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Highlights

「食品放射能測定システム」
食品ä安全j安心Â求÷ÿĂā中Ýh全数h
全量ä放射能濃度}Bq/kg~äĢĘœsĴŜ
ę測定}判定値以下Ý¸āÉÞä判別~Ĉ目
的ÞÏā食品放射能測定ĠĢįŉĈ開発
ÍÕg
ÉäĠĢįŉåh高感度γ線検出器ä NaI
}Tl~ĠŜĪŕsĨĈ 2 台搭載Íh葉菜類h
米j穀類h牛肉ĈĩŜŅsŔàßä梱包}É
ĉó¼~状態äôôłŔıĜŜłċá載Ñh
連続的áÁÚ簡単áĢĘœsĴŜę測定Ĉ行
¼ÉÞÂÝÃāg約 12 秒Ý測定ÝÃhĞs
łčŊsĨàßä検査方法á比ïÜ短時間Ý
ä大量測定Ĉ可能ÞÍÕgôÕh放射性þ¼
素h放射性ĤĠďŉä放射能濃度Ĉ同時á測
定Íh判定値以下Ý¸āÁß¼ÁĈ判別ÝÃ
āgĺĦĜŜÞ LAN Ý接続ÍhİsĨä保
守j履歴管理ø可能Ý¸āg

高機能積算線量計「DOSE-e 」
日常ä生活環境áÀÇā積算線量Â測定可
能ÝhËÿá高感度化ÍÕÉÞáþĀh線量
率ä直読ø可能ÞÍÕ高機能積算線量計Ĉ開
発ÍÕg
高純度ä Si Ĉ用ºÕ高感度半導体γ線Ĥ
ŜĞĈ開発Íh複数搭載ÍÜ個人線量計ä
200 倍á高感度化ÍÕg高密度実装Àþé小
型部品ä採用áþĀhĞsłčŊsĨä 1/3
ä体積Ý手äèÿĞčģá小型化Íh携帯時
åĶĬĘĢıŒĬŀÝä首下ÈĈ可能ÞÍÕg
自宅ÝåńŔĩá置ºÜ充電ÍàÂÿä測定
Ĉ可能ÞÍÕgċŒsŉ機能Àþé計数音発
生機能Ĉ持ÕÑh音Ý許容値超過ú線量率ä
急激à増加Ĉ直感的á素早Å分Áāþ¼áÍ
Õg広視野ä有機 EL İČĢŀŕčÝ視認性
Ĉ高÷ÜºāgËÿáh1 年間分ä日々ä積
算線量ú最大線量率Ĉ記録Ïā機能Ĉ持Úg
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Highlights

小型電磁開閉器「SK シリーズ」
生産設備ä省đĶŔėshđĜŖġs化ä
要請Ĉ受ÇÜh機械装置ú制御盤ä小型化h
省電力化Â進ĉÝºāgÉĂÿä装置á使用
ËĂā電磁開閉器áåh小型化h開閉能力向
上á加¾h消費電力低減ä要求Â一段Þ高
ôÙÜÃÜºāg
富士電機åh2.2 kW 以下äŋsĨ制御用
途ÝÉĂÿä要求á対応Ïā世界最小ĘŒĢ
ä小型電磁開閉器SK ĠœsģĈ開発Íh
発売ÍÕgSK Ġœsģåh消費電力Ĉ従来
比 86 % á低減Íh感電保護úňŒsĜŜĨ
Ęıàßä安全機能Ĉ備¾h世界ä主要規格
á対応ÍÕ電磁開閉器Ý¸āg4 極j2 極ä
補助接点ŏĴĬıh可逆用čŜĨŖĬĘŏ
ĴĬıhĜčŔĞsġŏĴĬıàßh豊富à
ēŀĠŐŜĈ用意ÍÜºāg

車載用直接水冷 IGBT モジュール
ĸčĿœĬĲ車ú電気自動車àßä電動駆
動ĠĢįŉá向ÇÜhĜŜĺĘıÝ高電流密
度ä IGBT ŋġŎsŔ6MBI400VN-065V
}650 V/400 A~ Ĉ 開 発 Í Õg 従 来 構 造 ä ŋ
ġŎsŔá比ïh熱抵抗å 30 % 低減ÍhĞ
čģå 40 % 小型化Ĉ実現ÍÕg
表面

本製品åhŋġŎsŔä小型化äÕ÷直接
水冷方式Ĉ採用ÍÜºāgľČŜåh放熱性
能j冷却液ä流速j圧力損失Â総合的á優Ă
Õ角ĽŜľČŜĈ選択ÍÕgôÕh熱流体Ġ
ňŎŕsĠŐŜÝ流路Ĉ最適化ÍhÓä実測

裏面

結果ÂĠňŎŕsĠŐŜÞ 2 % ä精度Ý一致
ÏāÉÞĈ確認ÍÕg
今後h電流定格 600 A Þ 960 A áÚºÜ製
品化Ĉ進÷h幅広º出力電流á対応Ïāg
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Highlights

低損失 SJ-MOSFET
「Super J-MOS シリーズ」
近 年h Ğ s Ĺh 産 業j 通 信 電 源hUPSh
PCS àßäĢčĬĪŜę電源îä高効率j
高電力密度j低ķčģÞºÙÕ要求Â高ôÙ
ÜÀĀhĺŘsİĹčĢáåh小型Ý低ķč
ģj低損失ä製品Â求÷ÿĂÜºāg
ÉĂÿä市場Ĵsģá対応ÏāÕ÷h富士
電機åSuper J-MOS ĠœsģĈ開発Í
ÕgĢsĺsġŌŜĘĠŐŜ構造ä採用Ý
超低ēŜ抵抗特性Ĉ実現ÏāÞ同時áh低Ģ

ターンオフ損失 E oﬀ（µJ）

170

čĬĪŜę損失ø達成ÍÜºāg
主à仕様å次äÞÀĀÝ¸āg

「Super J-MOS
シリーズ」

パッケージ

従来プレーナ
MOSFET

160

耐

圧

600 V

150

0

2

4

R

6

on・A（Ωmm

2

8

オン抵抗
（max）

TO247

TO3P

TO220

TO220F

40 mΩ

●

70 mΩ

●

●

125 mΩ

●

●

●

●

190 mΩ

●

●

●

●

10

）

1,700 V「V シリーズ」IGBT
風力発電ú太陽光発電àßä再生可能đĶ
ŔėsĈ用ºÕ大規模à発電設備ä普及áåh
高º信頼性Þ優ĂÕ特性Ĉ持Ú高耐圧h大電
流ä IGBT ŋġŎsŔÂ必要Ý¸āg第 6 世
代 1,700 VV Ġ œ s ģ IGBT Ĉ 開 発 Í Õg
表面側á低ķčģÞ低ēŜ電圧Ĉ実現ÏāŇ

1,700 V「V シリーズ」
IGBT

čĘŖ p łsĢ構造Ĉh裏面側á低漏Ă電
流Þ高破壊耐量Ĉ両立ÝÃā新ÍºľČsŔ
ĲĢıĬŀ構造Ĉ適用ÍÕg
従 来 ä 1,700 VU Ġ œ s ģ IGBT á 対
ÍÜhĨsŜēľ損失ÞēŜ電圧äıŕs
ĲēľĈ約 0.2 V 改善ÍhÁÚ熱暴走温度Ĉ
約 20 ℃高÷ÜĪĬŀ最大接合温度 Tjmax Ĉ
175 ℃á向上ËÑāÉÞÂÝÃāg

IGBT モジュール
「2MBI1000VXB-170E-50」
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Highlights

SiC モジュールと新 3 レベル専用回路

新型パッケージ
パッケージと配線構造

1,200 V 耐圧 SiC-SBD Þ SiC-MOSFET Ĉ
搭載ÍÕh高信頼性ĺŘs SiC ŋġŎsŔĈ
開発ÍÕg
SiC İĹčĢåh独立行政法人 産業技術
総合研究所ÞÞøá同所内á構築ÍÕ新Œč
ŜÝhþĀ低º抵抗Þ高破壊耐量Ĉ実現Ïā

端子

素子Ĉ開発ÍÕg
ĺĬĚsġåh配線ú基板構造Ĉ材料段階

SiC-MOSFET,
SiC-SBD

Áÿ開発Íh高放熱新構造Ĉ実現ÍÕgÉĂ
á SiC İĹčĢĈ搭載ÏāÉÞÝh超小型形
状Ýø 200 ℃動作á十分対応ÝÃāÉÞĈ確
認ÍÕg
DCB 基板

ËÿáhÉĂÿäİĹčĢúŋġŎsŔä
特長Ĉ十分á引Ã出ÏÕ÷áh新 3 ŕłŔä
専用回路Ĉ開発Íh出力当ÕĀä体積Ĉ従来
ä Si-IGBT á比ïÜ 1/5 Þº¼大幅à縮減
á成功ÍÕg

SiC-MOSFET
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研究開発の取組み

スマートコミュニティの実現に向けた取組み

─技術開発の成果と今後の展望─

研究開発の取組み

スマートコミュニティの実現に向けた取組み
─技術開発の成果と今後の展望─
まえがき

富士電機のスマートコミュニティ分野への取組
み

低炭素Ý利便性ä高º都市čŜľŒĈ実現ÏāĢŇsı
ĜňŎĴįČå今ú世界的à動向ÞàĀh各国ÝŀŖġĐ

富士電機ÝåđĶŔėsj環境事業ä拡大Ĉº×早Å打

ĘıÂ展開ËĂÜºāg特áh中国ú東南ċġċh中東à

×出ÍhÓä中ÝĢŇsıĜňŎĴįČ分野Ĉ主要à市場

ßä新興国Ĉ中心á数多ÅäđĜĠįČú工業団地ä開発

Þ捉¾Üºāg社内äœĦsĢĈ集中ÏāÞÞøáh国内

Â計画h推進ËĂÜºāg

ä次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ実証ú海外ľČsġļ

国内Ýåh2010 年度þĀ 4 地域Ý開始ËĂÕ{次世代

œįČĢĨİČ}FS~事業î積極的á参加Íh関連Ïā

đĶŔėsj社会ĠĢįŉ実証事業|ÂĠĢįŉ構築Ĉ

商品jĞsļĢä拡充ú事業ĢĖŔä獲得á注力ÍÜºāg

ñò完了ÍhÓä全容Â明ÿÁáàāÞÞøáh今後ä

図

ľČsŔĲįĢıáþā成果ä展開á期待Â集ôÙÜºāg

示Ïg

Ëÿáh2011 年 3 月ä東日本大震災ä被災地áÀºÜøh

á富士電機äĢŇsıĜňŎĴįČ分野îä取組õĈ
次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ実証Ýåh北九州Ģ

ĢŇsıĜňŎĴįČáþāčŜľŒ復興Â検討ËĂÜº

ŇsıĜňŎĴįČ創造事業á幹事会社ä一員ÞÍÜ参加

āg

ÍÜºāgÉÉÝåhĢŇsıŊsĨúĜňŎĴįČ設置
型蓄電ĠĢįŉh地域đĶŔėsŇĶġŊŜıáþā新đ
ĶŔėsęœĬĲ制御ÀþéİŇŜĲŕĢņŜĢàßä先
導的à実証Ĉ開始Ïāg
ôÕhčŜĲúčŜĲĶĠċä工業団地Àþé離島čŜ

次世代の街づくりをパッケージで提案

ソリューション
分散型電源
系統安定化

電力安定供給

省エネルギー

環境対策

パワー
系統安定化 配電自動化 スマート
無停電電源 省エネルギー
太陽光
受変電
メータ
制御システム
燃料電池 コンディショナ 制御システム
マイクロ水車
エネルギーマネジメント

冷凍・冷蔵
ショーケース

安心安全

放射線モニタ
分析計
輸送品質センサ

ターゲット市場
スマートグリッド

配電自動化
分散型電源 / 系統安定化
スマートメータ

図

スマートシティ

新しい街づくり
震災復興

富士電機のスマートコミュニティ分野への取組み
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マイクログリッド

離島マイクロ
港湾マイクロ
農漁村マイクロ

スマート工業団地・工場

工場省エネ
電力安定化
排水処理

スマート流通

エコ店舗
輸配送
アグリ

スマートコミュニティの実現に向けた取組み

─技術開発の成果と今後の展望─

研究開発の取組み

ľŒ開発計画îä FS 参加ø行ºhčŜľŒ輸出事業áÀ

įČ実証事業áÀºÜ主á地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠ

Çā事業ĢĖsŉú現地調達ĢĖŔä向上Ĉ図ÙÜºāg

Ģ į ŉ}CEMSkCluster Energy Management System~
ä開発実証Ĉ担当ÍÜºāg

Ëÿáh経済産業省{次世代送配電系統最適制御技術実

ĢŇsıĜňŎĴįČ実証Ýåh主á次ä 3 点ä課題á

証事業|á電力会社各社h東京大学ñÁÞÞøáh次世代

ÚºÜ実証評価Ĉ行¼g

ä電力流通}系統配電~ä開発実証Ĉ進÷Üºāg

スマートコミュニティ実証の状況

⑴

地域ä未利用đĶŔėsä活用

⑵

大規模系統Þ地域ęœĬĲä協調連系

⑶

需要家ä参加áþā地域ęœĬĲ需給運用
⑴

.

北九州スマートコミュニティ創造事業

図

現地îäĠĢįŉ構築Ĉ進÷h2012 年度ÁÿľČsŔĲ

経済産業省{次世代đĶŔėsj社会ĠĢįŉ実証事
業|ÞÍÜ選定ËĂÕ北九州市áÀÇāĢŇsıĜňŎĴ

įĢıĈ開始Ïāg
.

大規模電力系統

太陽光

スマート工業団地

富士電機åh住友商事株式会社h三菱電機株式会社h東

大規模系統との協調連系
電力品質マネジメント
新エネ出力安定化
系統連系保護装置

再生可能エネルギーの活用

電設計株式会社ÞÞøáh独立行政法人 新đĶŔėsj
産業技術総合開発機構}NEDO~Áÿä委託Ĉ受Çh東南
ċġċä工業団地Ĉ対象ÞÍÕĢŇsıĜňŎĴįČ技術

地域エネルギー
マネジメントシステム
（ＣＥＭＳ）

áþāčŜľŒ輸出ä FS Ĉ進÷Üºāg
需要家の参加

バイオマス

東南ċġċä工業団地áå日系ä企業ä進出ø積極的á

蓄電システム

行ąĂÜºāÂh次ä課題Â¸āg

風力
燃料電池
ビル・家庭のエネルギー
マネジメントシステム
スマートメータリング
デマンドレスポンス

排熱利用発電
需要家

⑴

安定操業äÕ÷ä電力品質ä確保

⑵

工場ä省đĶŔės}省đĶ~改善
ÉĂÿä対策ÞÍÜh国内Ý開発実証Â進÷ÿĂÜºā

ĢŇsıĜňŎĴįČ技術ä適用áþā電力čŜľŒ輸出

エネルギーを使いこなす ：CO250％削減街区の実現
新エネルギーの大量導入：全容量の 10％

ä可能性ú事業ĢĖsŉä調査検討Ĉ行ÙÜºāg
図

図

工業団地ＣＥＭＳ

áhĢŇsı工業団地äĠĢįŉ構成Ĉ示Ïg工業

団地å共有ä受電設備Þ瞬低補償ú無停電電源装置
}UPS~

北九州スマートコミュニティの課題と評価技術

電力安定化

áhĢŇsıĜňŎĴįČä課題Þ評価技術Ĉ示Ïg

居住区

工場

水環境
ＦＥＭＳ

スマートメータ

受変電設備

水質モニタリング

ＢＥＭＳ

無停電電源装置（UPS）
高圧瞬低対策装置

省エネルギー

スマートストア

インバータ
排水処理

非常用自家発電設備

各種ファン・ポンプ
・ブロアなど

新エネルギー
（太陽光，小水力）

高品質電力による生産効率の向上（電力安定化システム，工業団地 CEMS）
高効率ＵＰＳを利用した高品質電源装置
省エネルギーによるコスト削減（FEMS，省エネ）
省エネ機器導入，ピークシフト
工業排水の再利用などによる環境貢献（水・環境）
環境計測，排水処理

図

スマート工業団地のシステム構成
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研究開発の取組み

スマートコミュニティの実現に向けた取組み

─技術開発の成果と今後の展望─

àßä電力品質対策設備Ĉ持×hCEMS áþĀ全体最適

Áÿ配信ËĂā全世界ä雲量Áÿh任意地点ä日射量Ĉ予

àđĶŔės運用Ĉ実現Ïāg

測Íh発電量á変換Ïā技術Ĉ開発ÍÜºāg
2012 年度åhĢŇsıĜňŎĴįČ実証試験áÀºÜh

.

離島マイクログリッド

離島á新đĶŔėsÞ蓄電ĠĢįŉĈ導入Íh新đĶŔ

蓄電池制御á適用Íh上述ä課題á対Ïā有効性Ĉ検証Í
ÜºÅg

ės主体ä自立ęœĬĲáÜ安定á電力供給Ĉ行¼離島Ň
čĘŖęœĬĲåhĢŇsıĜňŎĴįČčŜľŒä輸出

.

áÀÇā大Ãà市場Þ捉¾Üºāg

集中型配電電圧制御

⑶ä課題Ĉ克服ÏāÕ÷h富士電機å次世代配電自動化

特á東南ċġċä島嶼}Þ¼Íý~部ä電化ú低炭素

ĠĢįŉá向ÇÕ集中電圧制御ä開発Ĉ進÷Üºāg集中

化Ĉ狙ºÞÍhĠĢįŉä標準化úhĺĬĚsġ化áþ

電圧制御Þåh配電系統ä各点á設置ËĂāĤŜĞ開閉

ā Ĝ Ģ ı ĩ ď Ŝ 開 発 Ĉ 進 ÷ ā Þ Þ ø áhODA}Oﬃcial

器ä計測情報Áÿ配電系統ä電圧状態Ĉ把握Íh分散配

Development Assistance~ø活用ÍÕ市場展開Ĉ検討Í

置ËĂÕ電圧調整機器á対ÍhĨĬŀ切替回数ä低減à

Üºāg

ßĈ考慮ÍÜ最適制御量Ĉ算出ÍhœċŔĨčŉÝ集中
制御ÏāøäÝ¸āgàÀh制御対象ÞÏā電圧調整機

.

国際標準化

器å負荷時ĨĬŀ切換変圧器}LRTkLoad Ratio control

ĢŇsıĜňŎĴįČ実証活動Ýåh実証成果Ĉ国内外

Transformer~
h 自 動 電 圧 調 整 器}SVRkStep Voltage

á広Å普及ÏāÉÞĈ目標ä一ÚÞÍÜºāg富士電機åh

Regulator~
h静止形無効電力補償装置}SVCkStatic Var

特á海外îä普及á重要àh実証成果Àþé保有技術Ĉ

Compensator~Ý¸āg本件åh資源đĶŔės庁ä{次

IEC àßä国際規格á整合Ïā活動hÏàą×国際標準化

世代送配電系統最適制御技術実証事業|áþĀ実証Ĉ進÷

活動Ĉ実証事業Þ並行ÍÜ行ÙÜºāg

Üºāg

例¾æh蓄電池併用型風力発電出力安定化装置ä技術
ĈhIEC 61850 àßä重要àĢŇsıĜňŎĴįČ関連

.

スマートグリッドシミュレータ

国 際 規 格 á 反 映 Ë Ñ ā Õ ÷ áh 欧 州 電 気 標 準 化 委 員 会

大規模系統á適用ÏāĢŇsıęœĬĲ技術ä開発Ĉ推

}CENELEC~àßä国際標準化á関ąā機関Þ協議Ĉ行Ù

進ÏāÕ÷h分散型電源Ĉ含öËôÌôà系統機器Áÿ構

Üºāg

築ËĂā大規模電力系統Þh次世代情報通信技術á基ÛÅ

今後øhđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}EMS kEnergy Management System~
hIED}Intelligent Electronic

系統制御ĠĢįŉĈ模擬可能àĢŇsıęœĬĲĠňŎ
ŕsĨä開発Ĉ進÷Üºāg

Device~àßä富士電機Â持ÚËôÌôàĢŇsıĜňŎ

2010 年度Áÿ系統機器ŋİŔä開発ŀŒĬıľĒsŉ

ĴįČ関連ĠĢįŉj機器技術ä標準化活動Ĉ進÷ÜºÅ

Þ à ā FPGA}Field-Programmable Gate Array~ ł s

予定Ý¸āg

Ģä高速İġĨŔ演算装置Ĉ開発ÍÜºāg2011 年度åh
演算装置ĸsĲďĐċä製品化開発Ĉ完了Íh大規模ĠĢ

次世代電力流通に向けた取組み

įŉ構築á必要Þàā統合管理ĠĢįŉčŜĨľĐsĢÞ
ŋİŔ開発環境ä整備Ĉ行ÙÕg

日本政府åh2020 年á太陽光発電Ý 2,800 万 kWh風力

代表的à系統機器ÞÍÜh発電機ú負荷h太陽光発電

発電Ý 500 万 kW ä導入目標Ĉ掲ÈÜºāg再生可能đ

}PV~ä演算ŋİŔĈ開発ÍhċĳŖę模擬送変電系統ŋ

ĶŔėså CO2 Ĉ排出Íàº利点Â¸āøääh発電量

İŔÞ接続ÏāÉÞÝ電力系統ä構築Â可能ÞàÙÕg
今 後h 蓄 電 池 ú FACTS}Flexible AC Transmission

ä変動Â大ÃºÕ÷h次ä課題Â懸念ËĂÜºāg
⑴

余剰電力ä発生

Systems~àßä系統機器ŋİŔ拡充Ĉ図Āh次世代情報

⑵

周波数調整力Â不足Ïā可能性

通信技術á基ÛÅ系統制御ĠĢįŉŋİŔú系統保護j系

⑶

配電網ä電圧上昇áþā逆潮流ä困難化

統安定化ĠĢįŉŋİŔĈ開発ÏāgÉĂáþĀhĢŇs

富士電機åhÉĂÿä課題á対Íh次á示Ï技術開発Ĉ
進÷Üºāg

ıęœĬĲĠňŎŕsĨîÞ発展ËÑāÞÞøáh開発ä
進ö次世代通信対応 IED ú蓄電池制御技術ä開発Þä連
携Ĉ強化ÍÜºÅg

.

新エネルギー発電予測技術

⑴⑵ä課題Ĉ克服ÏāÕ÷áåh蓄電池áþā充放電Â

.

「富士スマートネットワークシステム」
（FSNS）

有効Ý¸āgÍÁÍh蓄電池ä容量á制約Â¸āÕ÷h新

富士電機åh再生可能đĶŔėsÞ電力系統Þä協調Ĉ

đĶŔės発電量Ĉ予測Íh適切àĨčňŜęÝ適切à量

図āÕ÷h将来構想ÞÍÜ富士ĢŇsıĶĬıŘsĘ

ÖÇ充放電ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg

ĠĢįŉ
}FSNS~Ĉ提案ÍÜºāg図

áhFSNS äč

2011 年度åhÉĂôÝ培ÙÜÃÕ各種予測技術Ĉ発展

ŊsġĈ示Ïg需要家側áåh太陽光発電ĠĢįŉhĺ

ËÑh太陽光発電量予測技術ä研究á取Ā組ĉÖg気象庁

ŘsĜŜİČĠŐĳ}PCS~
h¸āºå燃料電池àßĈ組
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スマートコミュニティの実現に向けた取組み

─技術開発の成果と今後の展望─

研究開発の取組み

õ合ąÑÕĹčĿœĬĲ電源装置Ĉ持Ú需要家ŇčĘŖę

á対Íh目的á応ÎÕ各種đĶŔės最適化j制御Ĉ

œĬĲÂ構築ËĂāg配電系統áÀºÜåh従来ä LRT

実現
⒝

ú SVR áh電圧安定化äÕ÷ä SVCh潮流制御äÕ÷ä

đĶŔės設備規模á応ÎÜhĞsĹ単独Áÿ大規
模分散ĠĢįŉôÝh簡単ÁÚ短期間áĠĢįŉ構築

LBC}Loop Balance Controller~Àþé再生可能đĶŔ

Â可能

ės変動分吸収äÕ÷ä電力安定化装置àßĈ組õ合ąÑ
⒞

Õ地域ŇčĘŖęœĬĲÂ構成ËĂāgôÕh送電系統á

ēŜŒčŜ運転中ÝøhĠĢįŉ増強úĠňŎŕs

ÀºÜåh地域áÀÇā電力供給ä安定化Ĉ図āÕ÷áđ

ĠŐŜáþāđĶŔės設備拡張j更新時ä評価Â可

œċ型安定化装置Ĉ設置Ïāg

能

FSNS áÀºÜåhEMS ÂhĢŇsıŊsĨú配電系

á統合 EMS ŀŒĬıľĒsŉä機能構成Ĉ示Ïg

図

統áÀÇā IT 機器ä情報Ĉ収集ÍÜ系統全体ä機器ä
制御Ĉ行ºhđĶŔėsĈ管理ÏāgEMS ä制御指令Ĉh
.

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器Â高速ÁÚ高精度Ý応答Ïā

需要家エネルギーマネジメントシステム

⑵

ÉÞÝh高効率Ĉ実現Ïāg

富士電機ÝåhEMS 統合ŀŒĬıľĒsŉĈłsĢáh
需要家向ÇđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉÞÍÜh工
場 EMS}FEMSkFactory Energy Management System~
h

エネルギーマネジメント技術

ļ Ŕ EMS}BEMSkBuilding and Energy Management
System~
h 店 舗 流 通 EMS}REMSkRetail Energy Man-

一般産業h店舗流通h水処理h地域ĜňŎĴįČàßh
ËôÌôà分野áÀÇāđĶŔėsä見¾ā化ú省đĶî

agement System~ä開発Ĉ行ÙÜºāgBEMS ä機能Ĉ

ä取組õĈ実現ÏāÕ÷hđĶŔėsä需給Ĉ統合管理Ï

次á示Ïg
⒜

ā EMS Â重要Þàāg

一Úä閉ÎÕęœĬĲÞÍÜ捉¾hļŔ内á蓄電池
ú太陽電池h燃料電池hĢŇsıŊsĨĈ設置Íh効

.

統合 EMS プラットフォーム

率的á運用ÏāÉÞÝ再生可能đĶŔėsú熱ĈļŔ
内Ý有効活用Ïāg

富士電機ÝåhËôÌôà分野áÀÇāđĶŔėsä見
⒝

¾ā化ú省đĶ制御処理Ĉ統合ÍÕhđĶŔėsŇĶġ

間接負荷制御áþĀįĳŜıä省đĶú低炭素化活

ŊŜı機能Ĉ迅速ÁÚ廉価á提供ÏāÕ÷ä統合 EMS ŀ

動Ĉ推進ÍhįĳŜıúļŔ利用者ä環境意識Ĉ高÷h

ŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg開発ĜŜĤŀıå次äÞÀĀ

複合ļŔ全体äĥŖđňĬĠŐŜá貢献Ïāg

⑶

Ý¸āg
⒜

図

ËôÌôàđĶŔės}電力hĕĢh熱àß~設備

発電所

水素

地域マイクログリッド

火力
水力
原子力

燃料
電池

PCS

INV

地域エネルギー
マネジメントシステム

LRT
PCS

蓄電池

電力安定化装置
地域設置蓄電池

PCS

SVC

次世代配電
自動化システム

LBC

Ｉ
Ｔ開閉器

PCS

SVR
エリア型
電力安定化
装置

メガソーラー

LRT ：Load Ratio control Transformer
SVR：Step Voltage Regulator
SVC：Static Var Compensator
LBC ：Loop Balance Controller
PCS：Power Conditioning System
UPS：Uninterruptible Power Supply
INV ：Inverter
REMS：Retail Energy Management System
BEMS：Building and Energy Management System
FEMS ：Factory Energy Management System

図

蓄電池

地域発電所

給電指令所

ウィンド
ファーム

熱

地域マイクログリッド
風力
発電

GE

系統監視制御
システム

INV

áhĢŇsıĜňŎĴįČáÀÇā需要家 EMS Þ

CEMS ä構成例Ĉ示Ïg

スマートハウス

需要家システム
スマート
メータ

太陽光
発電

充電器

REMS
BEMS
FEMS
熱

PCS

PCS

GE
燃料
電池

店舗

ガス
エンジン

UPS
負荷

蓄電池 太陽光
発電

工場

商用ビル

「富士スマートネットワークシステム」
（FSNS）
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研究開発の取組み

スマートコミュニティの実現に向けた取組み

BEMS

CEMS
アプリ
ケーション

共通
プラット
フォーム

─技術開発の成果と今後の展望─

デマンドレスポンス
給電指令（EDC）

既設ビル管
連携・空調制御

複合エネルギー管理
（電気，水素，熱）

設備稼働 / イベント
スケジュール連動

緊急時の重要負荷
優先供給

FEMS

REMS

MainGATE

店舗 EMS-ASP

工場稼動計画

多業種店舗
一括管理

工場省エネルギー
分析

エネルギー監視

エネルギー監視
/ 分析

見える化，基本 UI（データ表示，警報，プラント図，マッピング）

本部一括管理

基本制御機能（連動，一括，スケジュール，デマンド）
設備
自動制御

実績情報管理（HIS，Excel 連携）
エンジニアリングツール（モデル化，シミュレーション，CIM 連携）

FeTOP/ 計画機能（需要予測，発電予想，最適運用計画）
EMS 連携デマンドレスポンス対応運用計画
国際標準Ｉ
Ｆ/ 情報収集プラットフォーム（通信プロトコル，OPC インタフェース，BACnet ほか）

図

統合 EMS プラットフォーム機能構成

分散型電源

センターシステム
商用系統
連系点
潮流制御

連系点
太陽光・風力発電

CEMS

コージェネレーション
燃料電池
地域設置蓄電池

MDMS

電圧制御
発電管理

発電制御

エネルギー貯蔵制御

地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）

コンセントレータ
Ethernet

需給運用計画
REMS

BEMS
スマート
メータ

太陽光発電

FEMS
スマート
メータ

専用
WAN

スマート
メータ

太陽光発電

太陽光発電

HEMS
蓄電池

図

蓄電池

燃料電池

蓄電池

燃料電池

スマートメータ
（通信ユニット内蔵）
通信

家電制御

スマートコミュニティにおける需要家 EMS と CEMS の

プラグイン
ハイブリッド車

構成例

図

分散型
電源など
宅内表示器
（＋蓄電池）

スマートメータリングシステムの全体構成イメージ

⑸

スマートメータリングシステム
8 割ĈĢŇsıŊsĨ化Ïā当面äđĶŔės需給安定
日本áÀÇā電力系統ä多Ååh供給信頼度ä向上j設

策}案~
Þº¼政府方針Â打×出ËĂÕg

備ä効率的運用àßĈ目的ÞÍÜh既á自動化ËĂÜºāg

Éä方針Ĉ受Çh富士電機ÝåĢŇsıŊsĨœŜęĠ

Óä点Ý日本ä系統å既áĢŇsıęœĬĲÝ¸āÞºą

ĢįŉĈ実現Ïā主要à構成要素ÞàāĢŇsıŊsĨ宅

ĂÜºāgôÕhŊsĨáÀºÜø使用電力量ä計測j課

内表示器úh情報中継Ĉ行¼ĜŜĤŜıŕsĨàßä製品

金j料金徴収ôÝ全体Ĉ網羅ÏāĠĢįŉÂ既á構築ËĂ

開発Ĉ促進ÍÕg図

ÜÀĀhĢŇsıŊsĨĈ業務効率化ä目的Ý導入ÍÜø

čŊsġĈ示Ïg

áĢŇsıŊsĨœŜęä全体構成

効果å限定的Þ考¾ÿĂāg
ÍÁÍh2011 年 3 月 11 日ä東日本大震災Àþé原子力

.

スマートメータ

発電所ä停止áþĀ電力不足Â顕著ÞàĀhÉĂĈ回避Ï

開発ÍÕĢŇsıŊsĨå次ä機能Ĉ備¾Üºāg

āÕ÷h当面äđĶŔės需給安定策ÞÍÜh国家戦略室

⒜

計量j計量値表示

ä{đĶŔėsj環境会議|Ýh今後 5 年以内á総需要ä

⒝

上位ĠĢįŉÞä通信áþā遠隔検針
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スマートコミュニティの実現に向けた取組み

─技術開発の成果と今後の展望─

研究開発の取組み

⒞

電力供給停止/停止解除}ĩčŕĘı計量時äõ~

Ĉº¼g本稿Ýåh複数台äŊsĨİsĨ情報Ĉ集約Íh

⒟

電圧j電流計測}上位ĠĢįŉÁÿä要求時~

ôÞ÷Ü上位ĠĢįŉá送信Ïā装置Ĉ指Ïg

⒠

İŇŜĲŕĢņŜĢ実施äÕ÷宅内表示器Þä通信

ôÞôÙÕ台数ÊÞáĜŜĤŜıŕsĨĈ設置Íh限定

ôÕh将来的áå負荷制限機能Ĉ搭載ÏāÉÞáþĀh

ËĂÕđœċ内äŊsĨİsĨ情報Ĉ集約ÍÜ上位ĠĢį

電力不足îä対応Ĉ考¾ÜºÅg
.

ŉá有線Ĉ経由Í通信Ĉ行¼g

通信機能

.

MDMS（Meter Data Management System）

富士電機ÝåhĢŇsıŊsĨä最重要機能ÞºąĂā

MDMS ÞåhĢŇsıŊsĨÁÿ収集ÏāİsĨĈ分

通信機能áÀºÜh1980 年代Áÿ有線j無線Ĉ問ąÐË

析Íh需要家á付加価値ä高ºĞsļĢĈ提供ÏāĠĢį

ôÌôà通信媒体ú機器h周波数Ĉ用ºÕ通信方式Ĉ開発

ŉĈ指Ïg表

á搭載Ïā主à機能Ĉ示Ïg

ÍÜÃÜºāgĢŇsıŊsĨá搭載ÍÕ通信機能áåh
次ä理由áþĀ通信方式á特定小電力無線Ĉ用ºÜºāg
⒜

あとがき

近年開放ËĂÕ周波数帯域äÕ÷干渉Â少àÅh
ÁÚ透過性Â良ºÉÞ

⒝

富士電機ÝåhÉĂôÝ実証h調査事業îä対応Ĉ主体

今後ĢŇsıŊsĨå既設ä置換¾需要Â多ºÕ÷h
有線þĀ無線ä利用Â有効Ý¸āÉÞ

àÀhİŇŜĲŕĢņŜĢĈ実現ÏāÕ÷áh上位ĠĢ

áĢŇsıĜňŎĴįČ分野áÀÇā技術ú知見Ĉ拡大Í
ÜÃÕgÓä実証調査事業ø 2012 年度þĀľČsŔĲį
ĢıäľĐsģá入Āh成果ä早期展開Â待ÕĂÜºāg

įŉá対Ïā通信Þ宅内表示器á対Ïā通信Ĉ考慮ÍàÇ

特á東北áÀÇā震災復興čŜľŒá対Í実証成果Ĉ反

ĂæàÿàºÉÞÁÿh1 枚äŀœŜı基板á 2 種類ä無

映Íh安全j安心Ý利便性ä高º街Ĉ構築ÏāÉÞÂ至近

線方式Ĉ搭載Ïā方式}1 ĔsĲ 2 ĪĬŀ搭載型~ÞÍÕg

ä課題Þ考¾āg
今後ø富士電機ä技術力Ĉ結集Íh市場環境ú新技術ä

ôÕh上位ĠĢįŉá対Ïā通信áåhĢŇsıŊsĨ搭
載ä通信ŏĴĬıÂÀ互ºá中継装置áøàāŇŔĪńĬ

変化á応ÎÕ研究j開発Ĉ進÷hĢŇsıĜňŎĴįČä

ŀ多段中継方式Ĉ採用ÍÕg

{đĶŔėsÞ環境ä調和|
構築j運用技術ä蓄積áþĀh
ä実現á寄与Ïā所存Ý¸āg

.

宅内表示器

宅内表示器åĢŇsıŊsĨÞ直接通信ÏāÉÞáþĀh
消費電力j使用電力料金ä見¾ā化àÿéá上位ĠĢįŉ
ÁÿäİŇŜĲŕĢņŜĢ依頼Ĉ表示ÍhÉĂá応答Ïā
Õ÷á設置Ïāg実際áåh汎用äĨĿŕĬı PC á次ä
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⑵
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ĘıŖĴĘĢ技術. 富士時報. 2011, vol.84, no.3, p.203-208.
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⒟
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.

コンセントレータ

ĜŜĤŜıŕsĨÞåh一般á複数ä回線Ĉ束ãā装置

友高
表

MDMS に搭載する主な機能

正嗣

ĢŇsıĜňŎĴįČÞđĶŔės流通事業á従
機

能

データ収集

データ収集，停止/停止解除制御，装置管理（メータ・コ
ンセントレータ・ネットワークなど）

監

視

監視機能（メータ・コンセントレータ・ネットワークなど）

データ管理

メータ管理，データ管理，状態管理，停電管理，料金管理，
需要家管理，機器管理，需要予測・発電予測に基づいたデ
マンドレスポンス

事g現在h富士電機株式会社社会ĠĢįŉ事業本
部đĶŔės流通事業部長g電気学会会員g
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研究開発の取組み

エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器

研究開発の取組み

エネルギー・環境を支える
パワーエレクトロニクス機器
đĶŔėsä最適制御Ĉ目指ÏĢŇsıęœĬĲä構築úh

まえがき

ÓĂĈ基盤ÞÍÕĢŇsıĜňŎĴįČÂ新Íº社会ÞÍ
2011 年 3 月 11 日ä東北j関東地方Ĉ襲ÙÕ未曾有ä東

Ü注目ËĂÜºā}図 ~
gÉäĢŇsıĜňŎĴįČĈ

日本大震災áþā電力不足Áÿh身近àÞÉăÝåđĢĔ

実現ÏāÕ÷áåhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~

ŕsĨhđŕłsĨä運休h鉄道ä一部運休àß大規模à

技術å必要不可欠àøäÞàÙÜºāg

節電活動Â行ąĂÕÉÞå記憶á新ÍºgËÿáh安全性
確認äÕ÷h各地ä原子力発電所Â運転Ĉ休止Íh電力供

富士電機のパワーエレクトロニクス機器

給量ä規模ä低下å避ÇÿĂàº状況ÞàÙÜºāgÉä
ÉÞåh日本国内ÖÇÝàÅh世界各国ä原子力政策áø

富士電機áåhÉäĢŇsıĜňŎĴįČ市場á提供Ý

大Ãà影響Ĉ与¾h安全ÁÚ安定ÍÕ電力供給îä動ÃÞ

Ãā幅広º製品j技術Â¸āg
{創đĶŔės|á関ąā

àÙÕg

製品j技術ä一ÚÞÍÜh例¾æ気候àßáþĀ発電量Â

一方h地球環境á多大à影響ĈøÕÿÏ温室効果ĕĢä

不安定à太陽光j風力発電á使用ÏāĺŘsĜŜİČĠŐ

排出Ĉ減ÿÍh低炭素社会Ĉ構築ÏāÉÞÂ世界的à課題

ĳ}PCS~àßÂ¸āgôÕh電力ä使用ÓäøäĈ{省

ÞàÙÜºāgÉä低炭素社会Ĉ構築Ïā具体的à手法Þ

đĶŔės}省đĶ~
|化ÏāÕ÷äĺŘđŕ製品ÞÍÜ

ÍÜåhđĶŔės消費量ä少àº機器j設備ä導入ú化

čŜĹsĨàßÂ¸āg

石燃料Áÿ太陽光h地熱h風力àßä再生可能đĶŔės

ôÕh装置自身ä高効率化áþĀ省đĶá貢献Ïā高効

îä転換àßÂ挙ÈÿĂāgôÕhÉĂÿä再生可能đĶ

率無停電電源装置}UPS~ú同期ŋsĨh大量輸送Ĉ可能

Ŕėså天候ú機構á左右ËĂāÕ÷h需要Þ供給äĹŒ

ÞÏā鉄道用電車用機器h電気自動車ä普及á欠ÁÑàº

ŜĢĈ調整Ïāàßä系統安定化Â不可欠Ý¸Āh双方向

地上急速充電器àßø省đĶá大ÃÅ貢献ÍÜºāg

地熱発電

スマートメータ

風力発電

太陽光発電

電気自動車
急速充電器

燃料電池

病院
環境計測

グリーン店舗
鉄道

エネルギー
マネジメントシステム

無停電電源装置(UPS)

インバータ モータ

火力発電

図

スマートコミュニティ
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グリーンファクトリー

水環境

グリーンIDC

エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器

研究開発の取組み

ĺŘđŕ機器åh電源供給関連äĺŘsĞŀŒč機器Þh

ŀŖĤĬĠŜę方式}図 ~Ĉ適用Íh電力消費Ĉ極力抑

ŋsĨ駆動ÀþéÓä周辺機器äĲŒčĿ機器á大別ËĂh

¾āÉÞáþĀh空調設備á最適à超高効率大容量 UPS

ÉĂÿáÚºÜ紹介Ïāg

8000ND ĠœsģĈ開発ÍÕg
本方式åh交流入力Â定常範囲} ＋
− 15 %~Ýåh電圧
変動分Ĉ直列ĜŜĹsĨ部Ý一定ÞÍh停電時áå瞬時á

パワーサプライの研究開発の取組み

AC ĢĬĪĈēľÍh無瞬断Ý並列ĜŜĹsĨÁÿä給電
ĺŘsĞŀŒč分野Ýåh電力変換技術Þ蓄電池応用技

á切Ā替¾āg従来方式Þ比較ÍÜh交流Áÿ直流h直流

術ĈĜċ技術ÞÍÜhĺŘđŕÞĺŘs半導体ä相乗効果

Áÿ交流ä変換損失ÂàºÉÞàßáþĀh98.5 % ä超高

Ĉ引Ã出Ï取組õĈ加速ÍhĺŘsİĹčĢä特性Ĉ最大

効率Ĉ実現ÍÕg
Ë ÿ áh 富 士 電 機 独 自 ä ĺ Ř s 半 導 体 ä 一 Ú Ý ¸ ā

限引Ã出ÍÕ低損失à機器ä開発Ĉ進÷Üºāg
一 例 Þ Í Üh İ s Ĩ Ĥ Ŝ Ĩ s á À Ç ā 空 調 設 備 用 ä

RB-IGBT}Reverse-Blocking IGBT~ Ĉ 活 用 Í Õ 新 型

UPS Â挙ÈÿĂāg取Ā扱¼İsĨ量Â膨大áàāäá

変 換 回 路 ä 新 3 ŕ ł Ŕ 変 換 回 路A-NPC}Advanced

合ąÑÜ非常á大量ä IT 機器Â稼動ÏāİsĨĤŜĨs

Neutral-Point-Clamped~

}図 ~ĈhÓä特長Ý¸ā電

Ýåh消費ËĂā電力ä急増ÞÓäÕ÷ä効率的à冷却Â

力変換効率ä向上Þķčģä低減Ĉ生ÁÍÜh
{đĶŔ

大Ãà課題Ý¸ÙÕgÓÉÝh常時商用給電方式Þ常時

ėsj環境hĢŇsıĜňŎĴįČ|á貢献Ïā各種ċŀ

čŜĹsĨ給電方式ä特徴Ĉ兼ã備¾Õ独自äİŎċŔ

œĚsĠŐŜá展開ÍÕg
İsĨĤŜĨsäĞsĹ用ĹĬĘċĬŀ電源ÞÍÜ使
ąĂā UPS åh高品質j高信頼性Â要求ËĂāÕ÷h常

保守バイパス
交流
入力

時čŜĹsĨ給電方式Â適用ËĂÜºāg新 3 ŕłŔ変

ACスイッチ
交流
出力

換回路Ĉ適用ÏāÉÞÝhIGBT}Insulated Gate Bipolar
Transistor~素子äĢčĬĪŜę損失Ĉ低減ÏāÞÞøáh
čŜĹsĨ出力ä高調波成分Ĉ半減ËÑÕÉÞáþĀh波

直列コンバータ

形整形回路損失ø低減ÍÕ新 3 ŕłŔ IGBT ŋġŎsŔ搭

並列コンバータ

載 UPSHX ĠœsģĈ開発ÍÕgÉä UPS åh常時
蓄電池

čŜĹsĨ給電方式ÞÍÜå世界最高ŕłŔä電力変換
効率 97 % Ĉ実現ÍÕg新 3 ŕłŔ変換回路ä採用áþĀh

図

回路構成ä簡素化Àþé波形整形ľČŔĨä小型化Ĉ行ºh

デュアルプロセッシング方式

3 レベル変換回路（従来型NPC）

2 レベル変換回路

新 3 レベル変換回路（A-NPC）

RB-IGBT

出力相電圧波形

出力線間電圧波形

2 レベル変換回路の波形

図

出力相電圧波形

E d /2

E d /2

− E d /2

− E d /2

出力線間電圧波形

3 レベル変換回路の波形

新 3 レベル変換回路
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エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器

従来機þĀ 30 % ä小型j軽量化Ĉ実現ÍÕ}図 ~
g
東日本大震災以降h再生可能đĶŔės活用ä機運Â一

ドライブ機器

段Þ高ôÙÜÀĀhÓä一ÚÝ¸ā太陽光発電用ÞÍÜh
MW ĘŒĢä大規模発電所á最適à 1 MW ä PCS á新 3

.

ŕłŔ変換回路Ĉ適用Íh製品化ÍÕ}図 ~
g

交流モータ駆動用インバータ

交流ŋsĨ駆動用čŜĹsĨåh初号機ä発売Áÿ 35

新 3 ŕłŔ変換回路Ĉ適用ÍÕÉÞáþĀh変換回路損

年Â経過ÍÕg当初åċĳŖę電子回路ÞĺŘsıŒŜġ

失Þ波形整形ľČŔĨ損失Ĉ従来機á対ÍÜ半減ËÑh最

ĢĨÝĢĨsıÍhÓä後 CPU Ĉ搭載ÍhIGBT Â主流

高効率 98.5 % Ĉ実現ÍÕg

ÞàÙÕgÉä IGBT ä出現áþĀhĺŘđŕ技術å飛躍

Éä PCS å 4 個ä変換ŏĴĬıÝ 1 MW Ĉ構成ÍÜº

的á向上ÍhŋsĨ駆動用čŜĹsĨø広Å適用ËĂāÉ

āg一部ä変換ŏĴĬıÂ故障ÍÜø正常àŏĴĬıÝ運

ÞÞàÙÕgËÿáhSiC ä登場áþĀhÓä特徴Ý¸ā

転Ĉ継続Ïā機能Ĉ持×h給電ä信頼性Â向上ÍÜºāg

損失ä低減h高耐圧化Ĉ生ÁÍÕčŜĹsĨä小型化Â期

今後h新 3 ŕłŔ変換回路Ĉ用ºÕ最高効率ä変換機ä

待ËĂÜºāg

開発j系列化ÀþéŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ推進ÍhĺŘs
ĞŀŒčä各種ċŀœĚsĠŐŜîä適用Ĉ拡大ÍÜºÅg
ôÕhœĪďŉčēŜĹĬįœ}LiB~úœĪďŉčē
ŜĖŌĺĠĨ}LiC~àßĈ利用ÍÕ新Íº蓄電池ĠĢį

富士電機Ýåh中国jċġċ新興国市場Ĉ中心áhľĊ
ŜjņŜŀh包装機械hĘŕsŜ分野á注力Íh次ä製品
Ĉ開発ÍÕg
⑴ FVR-Micro Ġœsģ

ŉîä取組õĈ加速ÍÜºÅg

中国účŜĲh南米àßä新興国áÀºÜåh急激à経

ËÿáhĠœĜŜĺŘs半導体ä性能Â次第á理論限界

済成長Ĉ背景áh紡績h毛織àßä工業分野áÀÇā製造

á近ÛÃÚÚ¸āÕ÷hĠœĜŜİĹčĢä性能限界Ĉ大

設備ä機械化Â進ĉÝÀĀh簡易型äčŜĹsĨÂ求÷ÿ

幅á超¾ā次世代İĹčĢÝ¸ā炭化Çº素}SiC~ú窒

ĂÜºāg
FVR-MicroĠœsģåh
{簡易|
{簡単|Ĉ

化ĕœďŉ}GaN~ĺŘs半導体ä特長Ĉ生ÁÑā回路技

ĜŜĤŀıá機能Ĉ限定ÍÕ製品Ý¸āg

術ä開発á取Ā組õh多様化ÏāĺŘsĞŀŒčä顧客要

⑵ FRENIC-HVAC/AQUA Ġœsģ

求á対応ÍÕ製品開発Ĉ進÷ÜºÅg

国内市場Ýåh空調á必要à制御部分åčŜĹsĨä外
部Ý構築ÍÜºāÂh海外市場áÀºÜåhÉĂÿä制御
部分ĈčŜĹsĨ内部á取Ā込ĉÝºāgôÕh設置áÚ
従来製品

W：2,000 mm
D ：1,000 mm
H ：1,950 mm

ºÜø盤内á収納ÏāäÝåàÅhčŜĹsĨ単体Ý設
置ËĂāÉÞÁÿhIP54 以上ä保護構造ÞÍh周辺機器
Ý¸ā EMC ľČŔĨú DC œċĘıŔàßø内蔵ÍÜº
āgÉĂÿä要求Ĉ満足ÏāÞÞøáh空調á必要à機能

30%
小型化
容量範囲・IP 規格
W：1,500 mm
D ： 900 mm
H ：1,950 mm

図

容量範囲
IP 規格

0.75 〜 710 kW/400 V
IP21/IP55（90 kW 以下）
IP00（110 kW 以上）

直流リアクトル（DCR）
・EMC フィルタ

「HX シリーズ」

DCR

EMC
フィルタ

太陽電池

90 kW 以下

110 kW 以上

内蔵

外付け

内蔵
EN61800-3
Immunity/2nd env.
Emission/Category C2

内蔵
EN61800-3
Immunity/2nd env.
Emission/Category C3

商用電力系統
買電用積算
電力量計

一般負荷

パワーコンディショナ
売電用積算
電力量計

高圧受変電設備

分電盤

受電設備

図

パワーコンディショナの使用例
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図

「FRENIC-HVAC/AQUA シリーズ」

エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器

研究開発の取組み

Ĉ搭載ÍÕFRENIC-HVACĈ開発ÍÕgôÕh水処
.

理ļġĶĢáÀÇā給排水処理分野á特化ÍÕFRENICAQUAø同時á開発ÍÕ}図 ~
g

鉄道車両

日本áÀÇā CO2 排出量ä 20 % Ĉ占÷ā運輸部門ä中

ÉĂÿä製品Ýåh湿球温度推定制御h渇水保護機能h

Ýh鉄道åøÙÞøđĶŔės効率á優Ăh安全ÁÚ安定

少水量検出機能h噛õ込õ防止機能àß用途特有ä機能Ĉ

ÍÕ大量輸送機関Ý¸āg富士電機åh最新äĺŘđŕ技

内蔵ÏāÞÞøáhœċŔĨčŉĘŖĬĘä搭載áþĀh

術Ĉ駆使ÍÕ電気制御ĠĢįŉáþĀhþĀ快適Ý地球環

曜日ÊÞh時間帯ÊÞä自動運転ø可能ÞÍÕg

境Þ人áúËÍº輸送ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg

⑶ FRENIC-VG

鉄道車両áÀÇāĺŘđŕ機器îäĴsģåh安全性h

従来åh機械ŊsĔsîä納入Ĉ想定Íh汎用łĘıŔ

信頼性h経済性á対Ïā要求åø×ăĉäÉÞh高速化h

制御čŜĹsĨÞº¼位置付ÇÝ製品化ÍÕg一方h海外

省đĶ化h小型軽量化h省ŊŜįĳŜĢ化h乗Ā心地j快

市場ÝåčŜĹsĨä普及ÞÞøáh機械ŊsĔsîä納

適性ä向上h環境調和îä対応ÞºÙÕ時代ä要請á応¾

入ÁÿđŜĲŏsğîä納入Â増¾ÜÃÜºāgÉäÉÞ

àÂÿh技術革新Ĉ実現ÍÜÃÕg
鉄道車両分野ä製品開発ÞÍÜh新幹線車両ĠĢįŉh

áþĀh大規模àĠĢįŉîä対応ú直流配電äčŜĹs

在来線車両ĠĢįŉhĲċĠĢįŉä次世代技術開発á取

ĨÂ要求ËĂāþ¼áàÙÕg

Ā組ĉÝºāg

今回h富士電機áÀÇā最上位機種FRENIC-VGĈ
開発ÍÕg主à特徴åh交流入力ĨčŀäñÁá直流入力

新幹線電車åąÂ国Ĉ代表Ïā鉄道車両ÞÍÜhÓä時

ĨčŀĈÓă¾ÕÉÞÝ¸ĀhŀŒŜı用途Ýä利用Â可

代時代ä最新技術Â適用ËĂÜÃÕg富士電機åh新幹線

能Ý¸āgôÕh従来åčŜĹsĨä出力ĈœċĘıŔÝ

ä初代車両Ý¸ā東海道新幹線 0 系Áÿ最新ä N700 系á

結合ÏāÁhŋsĨä巻線Ĉ分割ÏāÉÞÝh多数台äč

至ā歴代ä新幹線車両用主回路電気品}主変圧器h主変換

ŜĹsĨĈ使ÙÜ容量ä拡大Ĉ図ÙÜÃÕäá対ÍhčŜ

装置h主電動機~Ĉ納入ÍÜÃÕ}図 ~
g

ĹsĨä出力ĈŋsĨ端子部Ý並列接続ÏāĩčŕĘıĺ

補助電源装置åh車内快適性ä維持á必須ä空調装置ú

Œ接続áþĀ実現ÍÕ}図 ~
g通常hIGBT äĢčĬĪŜ

照明機器àßî安定ÍÕ電力Ĉ供給ÏāÞÞøáh主変換

ęĨčŉäæÿÚÃáþĀhčŜĹsĨ間Ý横流Â¸āÂh

装置ĈåÎ÷ÞÏā機器ä制御電源ú列車制御装置h車内

高速ä横流抑制制御áþĀhÉĂĈ解決ÍÕg

表示器àßä各種 IT 機器ä電源ÞÍÜh現代ä車両á不

ÉäÉÞáþĀhœċĘıŔú特殊巻線ŋsĨÂ不要Þ

可欠à機器ÞàÙÜºāg

àÙÕgôÕh多数台äčŜĹsĨä¼× 1 台á不具合Â

補助電源装置áåh架線電圧ä急変úĜŜŀŕĬĞàß

発生ÍÕ場合áåh正常àčŜĹsĨÖÇÝ運転Â可能Ý

ä投入j遮断時áþā負荷電流ä急変h単相負荷äþ¼à

¸Āh重要à設備Ýä適用Â期待ËĂāg

三相不平衡負荷á対ÍÜøh波形èÐõú電圧変動ä少à
º安定ÍÕ電力供給Â求÷ÿĂāg富士電機åÉĂá応¾

従来方式（FRENIC5000VG7）

「FRENIC-VG」

光通信
オプション

光通信
オプション

光通信
オプション

横流抑制制御
三相電流検出
マスタ

スレーブ

マスタ

スレーブ

マスタ

スレーブ

10 m 以上
限流用
リアクトル
PG

PG

図

PG

２巻線電動機

単巻線電動機

２巻線電動機

リアクトル結合

単巻線電動機
モータ配線を限流リアクトルの替わりに利用
ダイレクトパラ接続

インバータのダイレクトパラ接続
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研究開発の取組み

エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器

āÕ÷áh三相個別波形制御Ĉ採用ÍÜºāg三相出力電
⑴

圧ä検出値á基ÛÃ各相ä電圧実効値Ĉ一定á制御Ïā三

.

船

舶

相個別実効値制御Ĉ行ºhËÿá三相個別瞬時制御Ĉ併用

国内運輸部門áÀÇā内航海運åh鉄道á次ºÝđĶŔ

ÏāÉÞÝ負荷急変àßáÀÇā出力電圧ä過渡変動Ĉ抑

ės効率Â高Å地球環境áúËÍº大量j安全ÁÚ経済的

制ÏāgÉä結果h架線電圧ú負荷ä急変á対ÍÜø安定

à輸送手段Ý¸Āh輸送活動量}輸送量×距離~å国内貨

ÍÕ電圧制御性能Ĉ実現Íh出力電圧誤差± 1 % 以内h波

物輸送ä約 40 % Ĉ占÷Üºāg

形èÐõ率約 1 % ä高精度à正弦波電圧Ĉ達成ÍÜºāg

一方h船員ä高齢化h若手船員ä確保難h厳Íº労働環

鉄道車両äĲċĠĢįŉáÀºÜåh高信頼性ä実績Þ

境h省đĶ対策ä遅Ăàßä課題Â¸āÞºąĂÜÀĀh

国際標準á基ÛÅ安全性ä高ºĲċÝh国内Àþé海外市

国土交通省Ýåh2005 年度þĀ地球環境保全h物流効率化h

場Ý高º評価Ĉ得Üºāg

海運活性化Ĉ図āÉÞĈ目的ÞÍh電気推進ĠĢįŉĈ導

Ĳċå通勤型車両á多数搭載ËĂÜºāÂhŒĬĠŎċ

入ÍÕ内航船ä普及Ĉ図ÙÜºāg

Řsä時間帯áÉä¼× 1 台Ýø不具合Ĉ発生ÏāÞÓä

ôÕh2006 年 4 月Áÿ施行ËĂÕđĶŔės使用ä

列車ä運行á直×á影響ĈÃÕÏgÉäÕ÷hĲċå車両

合理化á関Ïā法律
}省đĶ法~Ýåh輸送能力 2 万総

用電気品ä中Ýøh特áh安全性Þ信頼性Â要求ËĂā機

ıŜ以上ä輸送業者á対Íh同法律ä遵守状況Ĉ報告Ïā

器Ý¸āgÉäþ¼à背景äøÞh空気式ĲċÞ比較ÍÜ

þ¼á義務付ÇÜºāgÉä判断基準áåh
{優ĂÕ輸送

電子制御áþā高速制御応答Þ高機能化Ĉ達成ÝÃā電気

機械器具ä使用|ÞÍÜ{ĢsĺsđĜĠĬŀ}電気推進

式Ĳċ}図 ~åh首都圏Þ海外市場Ĉ中心á急速á普及

船~
|
{čŜĹsĨ制御電動機器|àßÂ有力à手段ÞÍÜ

ÍÚÚ¸āg

掲ÈÿĂÜºāg
富士電機åh南極観測船ëÎhÍÿÑ}初代~向Çä電
気推進装置h軸発電電動機装置àßúh防衛省殿向Ç潜水
艦用主電動機装置h各種巻上機àßĈåÎ÷ÞÍÜh可変
速駆動用čŜĹsĨÀþé電動機àßäĜŜņsĶŜı機

0系

ダイオード整流器による直流電動機駆動

100 系

サイリスタ位相制御による直流電動機駆動

300 系

GTO 適用インバータによる誘導電動機駆動

700 系

IGBT 適用コンバータによる誘導電動機駆動

N700 系

IGBT 適用コンバータによる誘導電動機駆動

器Ĉ納入ÍÜÃÕg
.

電気自動車用地上充電器

電気自動車ä普及áåh地上ä充電設備ä整備j普及Â
不可欠Ý¸Āh富士電機åh50 kW ĘŒĢä急速充電器á
引Ã続Ãh25 kW ä急速充電器Ĉ市場á投入ÍÕg
Éä充電器åh店舗úĜčŜĺsĖŜęàßä小規模施
設äĴsģá応¾Õ小容量ĨčŀÝ薄型äŏĴĹsĞŔİ
ğčŜ仕様áþĀh設置ÍúÏÅ使ºúÏËÂ向上ÍÕg

N700 系新幹線

図

図 0 áÓä外観Þ特徴Ĉ示Ïg

東海旅客鉄道株式会社 新幹線用プロパルジョンシステム

あとがき

の発展

đĶŔėsj環境Ĉ支¾āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器

小容量ユニットの多段積み構成
最大４段構成
小型，軽量
W： 800 mm
D： 480 mm
H：1,700 mm
200 kg
高性能
入力電流ひずみ率：5％以下
ユニット効率：92％以上

図

電気式ドアシステム
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図

25 kW 急速充電器

エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器

研究開発の取組み

áÚºÜ紹介ÍÕg今後h最先端äĺŘsđŕĘıŖĴĘ
Ģ技術ÞŇčĘŖđŕĘıŖĴĘĢ技術ĈłsĢÞÍÜh

廣瀬

順

小型軽量化h高性能化h高機能化h省ŊŜįĳŜĢ性h快

ĺŘsĞŀŒč機器ä設計j開発Àþé商品企画

適性Àþé環境対応ÂôÏôÏ要求ËĂÜºÅøäÞ考¾

á従事g現在h富士電機株式会社ĺŘđŕ機器本

ÿĂāg

部ĺŘsĞŀŒč事業部ĺŘsĞŀŒč企画部長g

ôÕhSiC ä登場áþĀhÓä特徴Ý¸ā低損失j高耐
圧Ĉ生ÁÍÕ製品ŒčŜċĬŀø期待ËĂÜºāg省đĶ
ŔėsÞ環境ä市場ĴsģĈ先取ĀÍÕ研究開発Ĉ積極的

吉田

á推進Íh今後ø社会á貢献ÝÃā製品Ĉ提供ÍÜºÅ所

ŋsĨ駆動用低圧čŜĹsĨä製品開発á従事g

存Ý¸āg

雅和

現在h富士電機株式会社ĺŘđŕ機器事業本部Ĳ
ŒčĿ事業部主幹g電気学会会員g

参考文献
⑴

井上亮二ñÁ. 輸送ĦœŎsĠŐŜáÀÇāĲŒčĿj電

源技術. 富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.120-126.

井上

亮二

鉄道車両j船舶艦船用電気品h電源äđŜġĴċ
œŜę業務á従事g現在h富士電機株式会社ĺŘ
đŕ機器事業本部ĲŒčĿ事業部輸送j特機ĠĢ
įŉ部長g
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研究開発の取組み

パワーエレクトロニクスを支えるパワー半導体

研究開発の取組み

パワーエレクトロニクスを支える
パワー半導体
能Þä関係áÚºÜ最新情報Ĉ加¾Ü表

まえがき

á示Ïg全半導

体ĩčēsĲÂ小型j高信頼整流器ä実現ĈhĞčœĢĨ
持続可能à社会Ĉ構築ÏāÕ÷áåh環境h経済h社会

Â PAM}Pulse Amplitude Modulation~čŜĹsĨä実

ä三Úä分野áąÕĀ相互á関連ÍÕ多Åä課題Ĉ乗Ā越

現ĈhıŒŜġĢĨÞ GTO}Gate Turn-Oﬀ~ĞčœĢĨ

¾ãæàÿàºg特á生態系Þ生物多様性Ĉ保全Í回復Ï

Â PWM}Pulse Width Modulation~čŜĹsĨä実現Ĉh

ā自然共生社会h天然資源ä消費量Þ廃棄物Ĉ削減Ïā循

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

環型社会h温室効果ĕĢ排出Ĉ大幅á削減Ïā低炭素社会

Effect Transistor~

Þ IGBT}Insulated- Gate Bipolar

⑴

ä構築Â急ÂĂāg
富士電機åh
{đĶŔėsj環境|Ĉ掲Èh環境áúË

Transistor~Â PWM čŜĹsĨä高精度j高効率j小型
化Ĉ支¾ÜÃÜºāg

ÍºĘœsŜđĶŔėsĈ創出Ïā{創đĶ|
hđĶŔ

最 近 Ý åh 炭 化 Ç º 素}SiC~ À þ é 窒 化 ĕ œ ď ŉ

ėsä利用効率Ĉ高÷ā{省đĶ|
h創đĶj省đĶĈ最

}GaN~ĺŘs半導体İĹčĢä量産化ÞÉĂÿĈ生ÁÍ

適化Ïā{đĶŔėsŇĶġŊŜı|Ĉ通ÍÜh循環型

-IGBT ä
Õ 新 型 変 換 器 ä 実 現hRB}Reverse-Blocking~

社会Þ低炭素社会ä構築á貢献Íþ¼ÞÍÜºāg2020

拡充ÞÉĂĈ生ÁÍÕ新型変換器ä拡大hSJ}Superjunc-

年ôÝä最大ä目標åĢŇsıĜňŎĴįČÛÅĀÝ¸

-MOSFETä性能向上ÞÉĂĈ生ÁÍÕ変換器ä改善h
tion~

āg核Þàā技術ä一ÚåhđĶŔėsä監視j制御áþ

IGBT ä性能向上ÞÉĂĈ生ÁÍÕ変換器ä改善ä 4 点Â

ĀđĶŔėsäĞŀŒčĪĐsŜ全体áąÕÙÜ無駄Ĉ省

大Ãà課題ÞàÙÜºāg富士電機å社内áĺŘđŕÞĺ

Ã効率Ĉ高÷最適化ÏāĢŇsı制御Ý¸āgø¼一Úå

Řs半導体ä両方Ĉ持Ú数少àº会社ä一ÚÝ¸ĀhÓä

ĢŇsıĜňŎĴįČäh個々ä要素Àþé緊密á連携Í

ŊœĬıĈ生ÁÍÜh技術開発Þ新商品開発ä両面ÝĺŘ

Õ要素間áÀÇāđĶŔėsä利用効率Ĉ高÷āĺŘsđ

đŕÞĺŘs半導体ä協力Þ相互作用Ĉ高÷h相乗効果Ĉ

ŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~Ý¸āg
{創đĶ|
{省đĶ|

発揮ÍÜºāg 章ÝåhÓä取組õáÚºÜĺŘs半導

⑷

⑸

{đĶŔėsŇĶġŊŜı|á固有à技術ä進化ÞĢŇs

体ä立場Áÿ説明Ïāg

ı制御ä進展ÂĢŇsıĜňŎĴįČÛÅĀĈ牽引}Çĉ
ºĉ~ÍhĺŘđŕ技術ä革新áþĀ生õ出ËĂā高効率

パワー半導体の研究開発の取組み

ĺŘđŕ機器群ÂÓĂĈ加速ÏāgÓÍÜhĺŘđŕ技術
ä革新ÞĺŘđŕ機器ä高効率化Ĉ支¾āĖsİĹčĢÂ

.

ĺŘs半導体Ý¸āg

SiC および GaN パワー半導体

ĠœĜŜ}Si~ĺŘs半導体ä性能改善Â限界Ĉ迎¾Õ

本稿Ýåh最初áĺŘđŕ機器ä技術革新Þ改善}高効
率化h高信頼化h小型化h低ĜĢı化~áÀÇāĺŘs半
導体ä重要性áÚºÜ述ïh次áĺŘđŕ機器ä技術革新
Þ改善á向ÇÕĺŘs半導体ä研究開発ä取組õáÚºÜ

表

パワエレの革新を支えるパワー半導体の革新
パワー半導体

半導体の能力

変換器

説明Ïāg
ダイオード

パワー半導体の革新

整

サイリスタ

自己点弧

トランジスタ

自己消弧

GTO サイリスタ

富士電機áÀÇā新型変換器開発ä歴史Þ新型ĺŘs半
導体開発ä歴史Ĉ振Ā返ÙÜõāÞhĺŘđŕ技術ä革

MOSFET

高速スイッチング

IGBT

新}新型変換器ä誕生~ÂĺŘs半導体技術ä革新}新
型ĺŘs半導体ä誕生~Þ同期ÍÜ起ÃÜÃÕÉÞÂ報

流

低損失・小型の

RB-IGBT

双方向スイッチング

⑵h⑶

告ËĂÜºāg新型半導体ä誕生Â新型変換器ä誕生Ĉ支
¾h一方Ý新型変換器実現îä要求Â新型ĺŘs半導体ä
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PAM インバータ
PWM インバータ
高周波の
PWM インバータ
マトリックス
コンバータ
A-NPC インバータ

性能
小型・高信頼整
流機能
交流出力
精度・効率・
体積低減
高精度・高効率・
小型
双方向交流出力
高効率・小型・
高精度

超高周波・超小型の
SiC・GaN

超低損失・超小型

PWM インバータ・

超高効率・

デバイス

超高速スイッチング

PDM インバータ *

超小型・高精度

開発Ĉ牽引ÍÜÃÕÞº¾āg新型ĺŘs半導体Â備¾Õ
革新的能力ÞÓä能力Ĉ生ÁÍÕ新型変換器ä機能j性

整流器

変換器の機能・

共振型変換器 *

＊：構想段階のもの

パワーエレクトロニクスを支えるパワー半導体

研究開発の取組み

ąÇÝåàºÂh損失Ĉ 1/10 á低減ÏāÉÞå極÷Ü難

化ËĂh同時áÉĂĈ用ºÕ超高効率äĺŘđŕ機器ø製

Íºg一方Ý SiC ú GaN ĺŘs半導体åhÓä優ĂÕ物

品化ËĂā計画ÞàÙÜºāgSiC ĺŘs半導体å先á述

性þÙÜ理想的áå損失Ĉ Si ĺŘs半導体ä 1/100 以下

ïÕþ¼á損失Ĉ大幅á低減ÝÃā画期的àĺŘs半導体

⑹

á低減ÏāÉÞø可能Ý¸āÞ試算ËĂÜºāg現在hĺ

Ý¸āÂhSiC 基板äĜĢıÞ欠陥密度Â高ÅhôÕĪĬ

Řs半導体ä最大ä課題å SiC Àþé GaN ĺŘs半導体

ŀ生産ŀŖĤĢÂ複雑àÕ÷hĪĬŀĜĢıÂ高Å大Ãà

ä量産化Ý¸ĀhĺŘđŕä最大ä課題åÉĂÿĈ生ÁÏ

ĪĬŀÝå歩留Āø低ºÞº¼問題Ĉ抱¾Üºāg
富士電機ÝåhĺŘs半導体ä技術者ÞĺŘđŕä技術

新型変換器ä実現Ý¸āg
富 士 電 機 åhSiC ĺ Ř s 半 導 体 Ý å 独 立 行 政 法 人 産

者Â協力ÍÜĪĬŀÞĺĬĚsġÞ変換器ä同時開発Ĉ進

業技術総合研究所}産総研~Þä共同研究áþĀ SBD

÷hSiC ä特性Ĉ最大限á生ÁÏ変換器h変換器Ĉ最大限

}Schottky-Barrier Diode~ Þ ĺ Ř s MOSFET ä 量 産 技

á低損失化ÍàÂÿĜĢıċĬŀĈ最小化ÏāĺŘs半導

⑺

術 開 発 Ĉ 進 ÷ Ü º āgSBD á À º Ü åh1,200 V 品 Ý 電

体ĪĬŀÞĺĬĚsġĈ追究ÍÜÃÜºāgÓä結果Õß

流密度 200 A/cm2 äÞÃá 1.4 V Þº¼低ºēŜ電圧Þh

Ā着ºÕäÂ図

2

3.5 J/cm Þº¼高ºċĹŒŜĠĐ耐量ÞĈ両立ÍÕĪĬ

á示Ï新ĺĬĚsġÝ¸āgÉä新ĺĬ

ĚsġåhĪĬŀ下面á高放熱ä絶縁基板Ĉ配ÍhĪĬŀ

⑻

ŀä量産技術Ĉ確立Íh既áĞŜŀŔ提供Â開始ËĂÜ

上面ä接続áåĽŜ端子Ĉ用ºh高耐熱ä接合材料Þ高耐

ºāgĺŘs MOSFET áÀºÜåh1,200 V 品Ý電流密

熱樹脂Ĉ用ºÜŋġŎsŔ化ÍÜºāgÉĂáþĀh小型

度 200 A/cm2 ä Þ Ã á 5.0 mΩcm2 Þ º ¼ 低 º ē Ŝ 抵 抗

ĪĬŀä多数並列使用Þ低寄生čŜĩĘĨŜĢhĪĬŀ温

Þh1,600 A/cm2 Þº¼高ºċĹŒŜĠĐ耐量ÞĈ両立Í

度 200 ℃Ýä運転Þ高信頼性Ĉ達成Íh床面積ø IGBT ŋ

⑼

ÕĪĬŀä量産技術Ĉ開発中Ý¸Āh2012 年áĞŜŀŔ

ġŎsŔä半分á小型化ÍÜºāg前述ä高性能ĪĬŀÞ

提供Â開始ËĂā予定Ý¸āg産総研Þä共同開発áþ

Éä新ĺĬĚsġä組õ合ąÑáþĀh低損失ÁÚ小型Ý

ā成果Ĉ実証ÏāÕ÷áhSBD å 2011 年度中áhĺŘs

ĜĢıċĬŀĈ最小限á抑¾Õ変換器Â実現ÝÃāg
GaN ĺŘs半導体áÀºÜåh古河電気工業株式会社

MOSFET å 2012 年度á富士電機Â生産Ĉ開始Ïāg
SBD åh 図

á 示 Ï ĺ Ĭ Ě s ġ á Si-IGBT Þ Þ ø á

Þ次世代ĺŘsİĹčĢ技術研究組合}APoD~Ĉ設立Íh
⑾

実 装 ÍhSi-IGBTjSiC-SBD ĸ č Ŀ œ Ĭ Ĳ PIM}Power

SBD ÞĺŘs MOSFET ä研究開発Ĉ進÷ÜºāgSiC ĺ

Integrated Module~ÞÍÜ製品化ËĂh同時áÉĂĈ用

Řs半導体å基板ĜĢıÂ高ºÕ÷áĪĬŀĜĢıÂ高Å

ºÕ高効率čŜĹsĨø製品化ËĂā計画ÞàÙÜºāg

àāÞº¼問題Â¸āÂhGaN ĺŘs半導体å Si 基板上

ĸčĿœĬĲ PIM Ĉ用ºÕ高効率čŜĹsĨåh従来ä

áø形成ÝÃāäÝĪĬŀĜĢıĈ低ÅÏāÉÞÂÝÃāg

čŜĹsĨÞ比較ÍÜhĖŌœċ周波数 16 kHz ä場合á

Óä技術的難易度å高ºÂh特á 100 V Áÿ 1,000 V 耐圧

約 30 %hþĀ高周波ä場合áåËÿá大幅áčŜĹsĨ

程度äĺŘs半導体ä低損失j小型j低ĜĢı化á効果Â

部ĺŘs半導体ä損失Â低減ËĂāg

期待ËĂÜºāgAPoD ÝåhSi 基板上á比較的低欠陥ä
⑽

ĺŘs MOSFET åh 図

á示Ï新ĺĬĚsġá SBD

GaN 層Ĉ形成ÏāŁįŖđĽĨĖĠŌŔ成長技術Ĉ確立

ÞÞøá実装ÍhēsŔ SiC ĺŘsŋġŎsŔÞÍÜ製品

ÍhÓä基板Ĉ用ºÕ GaN ĺŘs半導体ä開発Ĉ進÷Ü

上面写真
および
外形寸法

M712パッケージ

24.7 mm

内部イメージ

62.6 mm
内部構造
高耐熱樹脂封止

all Si

all Si

銅ピン

小チップ多並列接続

Si-IGBT＋SiC-SBD
SiC-SBD

図

Si-IGBT・SiC-SBD ハイブリッド PIM

図

SiC パワーモジュール用新パッケージ
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研究開発の取組み

パワーエレクトロニクスを支えるパワー半導体

ºāgĺŘs MOSFET Ýåh耐圧 1,700 V Ý 7.1 mΩcm2
⑿

Þº¼低ºēŜ抵抗Ĉ実現ÍÜºāg

SJ-MOSFET

.

富士電機Ýå APoD Þ密接à連携Ĉ取ĀhGaN ĺŘs

中j大容量ä変換器áå IGBT Â用ºÿĂÜºāÂh比

半導体ä特長Ĉ生ÁÏ変換器ä開発Þh変換器ä性能ÞĜ

較的小容量ä変換器áåĺŘs MOSFET Â用ºÿĂh使

ĢıäĹŒŜĢĈ最適化Ïā GaN ĺŘs半導体ä開発Ĉ

用ËĂā周波数ø高ºg富士電機å 2011 年 10 月á SJ-

同時並行Ý進÷Üºāg残ā課題å電流ĜŒŀĢÞ呼æĂ

MOSFET ä出荷Ĉ開始ÍÕg太陽光発電用ĺŘsĜŜ

ā高電圧印加áþÙÜēŜ抵抗Â増加Ïā高耐圧 GaN ĺ

İČĠŐĳ}PCS~
h電気自動車}EV~úĸčĿœĬĲ

Řs半導体特有ä問題ä解決Ý¸ĀhÓä達成ä度合ºĈ

Ĕs}HEV~ä地上用Àþé車載用充電器ú DC-DC Ĝ

見àÂÿ製品化判断Ĉ行¼計画Ý¸āg

Ŝ Ĺ s Ĩh č Ŝ Ĩ s Ķ Ĭ ı İ s Ĩ Ĥ Ŝ Ĩ s}IDC~ 用
ĞsĹ電源úĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~用電源à

.

RB-IGBT

ßáå高º効率Â求÷ÿĂāg富士電機ä SJ-MOSFET

現在ä変換器äñÞĉßå 2 ŕłŔ電圧ĦsĢčŜĹs

Super J-MOS ĠœsģåhĺŘđŕ部門ä協力áþĀ

ĨÞ矩形}ÅÇº~波 PWM 制御技術á依存ÍÜºāg

ÉĂÿ高効率用途á最適à低損失特性Ĉ実現ÍÜÀĀhÉ

電力変換ä主回路ıņŖġsÞ制御原理áå多種多様à選

ĂĈ用ºÕ変換器ø同時á開発ËĂÜºāg図

⒃

á Super

⒀

択肢Â¸āáø関ąÿÐh約 30 年間áąÕÙÜÉäþ¼

J-MOS Ġœsģä低損失特性Ĉ競合Þä比較Ý示ÏÞÀ

á限定ËĂÕ技術á依存ÑÌāĈ得àÁÙÕ理由åh高周

Āh低ēŜ抵抗性Þ低ĢčĬĪŜę損失性ä両面Ý最ø優

波Ý使¾ā低損失à逆阻止ĢčĬĪú双方向ĢčĬĪÂ実

ĂÕ特性ÞàÙÜºāg

現ÝÃàÁÙÕÉÞá¸āg富士電機åhÉä問題Ĉ解決
ÏāÕ÷á 2003 年á世界Ý初÷Üä高周波対応逆阻止Ģ

.

第 7 世代 IGBT

⑷

čĬĪÝ¸ā

RB-IGBT

Ĉ開発ÍhÓä系列拡充Þ高性能

SiC ú GaN ĺ Ř s 半 導 体 á þ ā ĺ Ř đ ŕ 機 器 ä 技 術

化Ĉ進÷ÜÃÜºāg2011 年áå第 2 世代品ä量産Ĉ開

革 新 Â 近 Û º Ü À ĀhRB-IGBT á þ ā 技 術 革 新 Þ SJ-

始ÍÕgRB-IGBT å数十 kHz ä周波数ôÝ使用可能Ý¸

MOSFET áþā効率改善ø進ĉÝºāÂhđĶŔėsj

Āh逆阻止ĢčĬĪÞÍÜÖÇÝàÅh逆並列接続áþĀ
双方向ĢčĬĪÞÍÜø利用ÝÃāg
ĹsĨhA-NPC}Advanced Neutral-Point-Clamped~č
ŜĹsĨjĜŜĹsĨh電流ĦsĢčŜĹsĨàßä実
現Â可能ÞàĀh現在h富士電機Ýå用途ä多º A-NPC
⒁

変換器ä系列拡充á力Ĉ入ĂÜºāgA-NPC 変換器å 2
ŕłŔ変換器ú NPC 変換器Þ比較ÍÜĖŌœċ周波数 1
v 20 kHz ä範囲Ý最大 20 % 程度低損失ÞàāÖÇÝàÅh
NPC Þ同様á 2 ŕłŔ変換器Þ比較ÍÜ約 1/2 á低ķč

600 V クラス比較

低スイッチング損失

ターンオフ損失 Ｅoﬀ （µJ）

RB-IGBT ä登場áþÙÜ低損失àŇıœĬĘĢĜŜ

300
250
200
150

競合
SJ-MOSFET

Super J-MOS シリーズ

100
1

2

低 R on 損失

3

ģj低高調波化ËĂāäÝhľČŔĨ部品ä小型化áø効

4

5

R on・A （Ωmm2）

果Ĉ発揮ÏāgA-NPC 変換器用á系列化Ĉ進÷Üºāĺ
⒂

ŘsŋġŎsŔä新製品ä例Ĉ図

á示Ïg

図

SJ-MOSFET の低損失特性

1,200 V 第 2 世代品を 100 とした場合
4 in 1 IGBT モジュール
(1,200 V/300 A)

L

チップ面積（a.u.）

100

1,200 V-50 A IGBT

p
n+

N
80

n+ フィールド
ストップ層
p+ コレクタ層

第 3 世代

60

第 4 世代

L
40

ゲート

n−ドリフト層

S

第 2 世代

N S

U
コレクタ

T 第 5 世代

600 V-50 A IGBT

V
第 6 世代

U
12 in 1 IGBT モジュール
(1,200 V/100 A)

エミッタ

20

V
第 7 世代

0
1985

1995

2005
（年）

図

A-NPC 用パワーモジュール新製品
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図

第 7 世代 IGBT チップの小型化目標

2015

パワーエレクトロニクスを支えるパワー半導体

環境äÕ÷äĺŘđŕ機器Ĉ支¾āĺŘs半導体å当面

⑻

研究開発の取組み

Tsuji T. et al.{Experimental Demonstration of 1,200 V

IGBT Â主力Ý¸āg富士電機ÝåhIGBT äËÿàā改

SiC - SBDs with Lower Forward Voltage Drop at High

善ø目指ÍÜ第 7 世代 IGBT ä開発Ĉ進÷Üºāg図

Temperature|
. Proceedings of ICSCRM 2011, Tu - P - 27,

á

2011, p.205-208.

第 7 世代 IGBT ĪĬŀä小型化目標Ĉ示Ïg第 7 世代Ýåh
Ëÿàā低損失化h小型化h高信頼化h低ĜĢı化á加¾

⑼

Harada S. et al.{High performance SiC IEMOS/SBD

ÜđĶŔėsj環境用途ä変換器áhþĀ適ÍÕ特性îä

module|
. Proceedings of ICSCRM 2011, MO- 3 A- 1, 2011,

最適化Ĉ図ĀhđĶŔėsj環境用ĺŘđŕ機器ä性能向

p.52-57.
Ikeda Y. et al.{Investigations on Wirebond-less Power

⑽

上Ĉ支¾ÜºÅg

Module Structure with High-Density Packaging and High
Reliability|
. Proceedings of ISPSDz
11, 2011, p.272-275.

あとがき

⑾ {次世代ĺŘsİĹčĢ技術研究組合ä設立áÚºÜ|
. 富

đĶŔėsj環境分野Ýä貢献Ĉ目指ÍÕ富士電機ä取

士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社. 2009-06-22. http://www.

組õhÓä推進力ÞàāĺŘđŕ技術ä重要性hĺŘđŕ

fujielectric.co.jp/about/news/09062201/index.html, } 参 照

技術ä革新Þ改善Ĉ支¾āĺŘs半導体ä位置付ÇĈ説

2011-11-06~.

明ÍÕgÉĂá加¾hđĶŔėsj環境á向ÇÕĺŘđ

⑿

Ikeda N. et al.{Over 1.7 kV normally - off GaN hybrid

ŕ技術革新Þ改善äÕ÷äĺŘs半導体ä四大課題hSiC

.
MOS-HFETs with a low on-resistance on a Si substrate|

ú GaN ĺŘs半導体hRB-IGBThSJ-MOSFETh第 7 世

Proceedings of ISPSDz
11, 2011, p.284-287.

代 IGBT áÚºÜ研究開発ä概要Þ今後ä展望Ĉ紹介ÍÕg

⒀

Bhowmik S. and Spee R.{A Guide to the Application-

持続可能à社会ä構築åh国内á限ÿàºęŖsĹŔà課

Oriented Selection of AC/AC Converter Topologies|
. IEEE

題Ý¸Āh世界á通用Ïā技術ä開発Þ人材ä育成Ĉ進÷

Trans. PE, 1993, vol.8, no.2, p.156-163.

Õºg優ĂÕĺŘs半導体Â優ĂÕĺŘđŕ機器Ĉ生õh

⒁

Yatsu M. et al.{A Study of High Eﬃciency UPS using

優ĂÕĺŘđŕ機器Ĉ利用ÍÕ{創đĶ|
{省đĶ|
{đĶ

. Proceedings of PCIM
Advanced Three- level Topology|

ŔėsŇĶġŊŜı|Â世界ä持続可能性Ĉ高÷āgĺ

Europe, 2010, p.550-555.

Řs半導体áÀºÜ世界á貢献Ïā富士電機Ĉ目指Ïg

⒂

Komatsu K.{Advanced Neutral - Point- Clamped IGBT

Modules|
. To be published in PCIM Europe, 2012.
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技術成果と展望

環境にやさしいエネルギーを創る
創エネルギー
火力・地熱
水

力

太陽電池
燃料電池
原子力・放射線

環境にやさしいエネルギーを創る〝創エネルギー〟

展

望

米国ä電子工業会Â発行ÍÕ{EIA International En-

今後åh流Ă解析技術Ĉ駆使ÍÕ既設ŒŜĳä高性能化

ergy Outlook 2011|áþĂæh世界的á電力需要å年率

Àþé冷却水Â不要à新型水潤滑軸受àßđĶŔėsä有効

2.3 % Ý伸éh先進国Ý年率 1.3 %h新興国Ýå年率 3.3 %

活用Þ環境保護Ĉ考慮ÍÕ新技術Ĉ積極的á展開ÍÜºÅg

ä伸éĈ示ÏÞ報告ËĂÜºāg一方h日本Ýå東日本大

太陽電池分野Ýåh新Õà市場展開Ĉ目的ÞÍÜhľČ

震災Þ福島第一原子力発電所ä津波áþā運転停止Ýh電

Ŕŉ基板ċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池äĤŔ形態Ýä販

気đĶŔėsäĤĖŎœįČá対Ïā課題Â大ÃÅ取Ā上

売Ĉ本格化ÍÕgŏĴĬıĤŔ単位Ý自由á切断ÝÃāÞ

ÈÿĂÕgÓä中ÝĘœsŜàđĶŔėsá対Ïā期待Â

º¼特徴Â¸Āh寸法ÖÇÝàÅ出力電圧ø広º範囲Ý設

高ôĀh
再生đĶŔėsä全量買取制度Â法制化ËĂh

計ÝÃāg顧客Â各種ä要望á応ÎÜŋġŎsŔ化Ĉ行¾

ôÕh地熱発電á対Ïā規制緩和àßø検討Â始ôÙÕg

āÕ÷hŋĹčŔ機器ä充電用電源àßä民生用途Áÿh

富士電機åh環境áúËÍºđĶŔėsĈ創ā{創đĶŔ

可搬電源àßä一般用途ôÝËôÌôà分野Ý応用ÝÃāg

ės|技術á注力Íh高効率火力発電ú地熱発電h水力発

燃料電池部門Ýåh東日本大震災ä復興ä一助ÞÍÜ東

電h太陽光発電h燃料電池ä各分野ä技術開発á取Ā組ĉ

北福祉大学á設備一式Ĉ寄贈ÍhĖŌŜĺĢ内á¸ā老人

ÝÃÜºāg

福祉施設ä安定電源ä確保Þ熱ä有効利用á寄与ÍÕg

火力j地熱部門ä火力分野Ýåh米国äĹčēŇĢ発

燃料電池ä新ÍºļġĶĢŋİŔÞÍÜh燃料電池Áÿ

電h中東ú西ċġċäĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電向Çà

排出ËĂā低酸素空気ĈİsĨĤŜĨsä室内á供給ÍÜ

ßh6 設備}合計出力 1,100 MW~Ĉ受注ÍÕg米国h中

火災Ĉ防止ÏāĠĢįŉÂĲčĭÝ構築ËĂÕg富士電機

国ú東南ċġċ向Çáh13 台ä火力発電設備}合計出力

Ýå低酸素供給機能付燃料電池設備Ĉ製作中Ý¸āg

2,279 MW~Ĉ納入ÍÕg

原子力分野Ýåh核燃料ĞčĘŔ分野á注力ÍhMOX

地熱分野ÝåhıŔĜ向Çá 60 MW äľŒĬĠŎ地

}ďŒŜjŀŔıĴďŉ混合酸化物~燃料製造設備Ĉ設

熱発電設備Ĉ受注Íh地熱発電ä新Õà市場á参入ÍÕg

計j製作中Ý¸āgôÕh廃炉äÕ÷á必要à関連技術ä

ôÕh米国h中米hčŜĲĶĠċ向Çá 5 台}合計出力

開発ø進÷ÜÀĀh遠隔ĸŜĲœŜę技術ú樹脂減容á有

185 MW~Ĉ出荷Íh現地Ý据付Ç工事中Ý¸āg

効à IC ŀŒģŇ装置àßä技術開発Ĉ継続的á進÷Üºāg

今後åh火力分野Ýå高効率ĨsļŜä開発Ĉ進÷hċ

放射線測定ĠĢįŉ分野Ýåh福島第一原子力発電所ä

ġċh米国hËÿá中近東àßä市場ĈËÿá開拓Ïāg

事故áþā関連地域ä放射線監視強化àßá対応ÏāÕ÷h

地熱分野ÝåľŒĬĠŎ発電á加¾Ĺčĳœs発電äĠ

高感度放射線計àÿéá葉菜類h米j穀類h牛肉àßĈ梱

œsģ化Ĉ行ºhčŜĲĶĠċh米国àßÞÞøá中南米h

包}Éĉó¼~状態äôô連続的áĢĘœsĴŜę測定Ĉ

ċľœĔĈ重点市場ÞÍÜ高効率Ý信頼性ä¸ā設備ä供

短時間Ý行¼ÉÞÂÝÃā食品放射能測定ĠĢįŉà

給Ĉ続ÇÜºÅg

ßĈ開発Íh社会的要請á応¾ÜÃÕg

水力部門Ýåh韓国jĪŐŜĽŐŜ発電所向Ç立軸Ĕŀ

今後Þøh核燃料ĞčĘŔ分野á関Ïā技術開発h高機能

ŒŜ水車}1 台×65 MW~ÞčŒŜjĠċļŜ発電所向Ç

放射線監視j管理ĠĢįŉä開発hÀþéÉĂÁÿ拡大Ïā

発電電動機}4 台× 300.6 MVA/275.55 MW~ä 1 号機ä据

高度医療分野ä放射線管理ĠĢįŉàßĈ強化ÍÜºÅg

付ÇÂ完了ÍÕg
国内Ýåh東北電力株式会社 森吉発電所向Ç立軸ľŒ

2012 年ø{đĶŔėsÞ環境|ĈįsŇáh環境áú
ËÍºđĶŔės創造äÕ÷ä高効率à発電設備ĈåÎ÷h

ŜĠĢ水車}1 台×11 MW~Â営業運転Ĉ開始Íh東北

地熱ú太陽電池á代表ËĂā再生可能đĶŔėsú核燃料

電力株式会社 豊実発電所向Ç立軸ĹŔĿ水車}2 台×

ĞčĘŔ分野á注力Íh地球環境負荷Ĉ低減Ïā発電設備

31.2 MW~äĚsĠŜęä据付ÇÂ順調á行ąĂÜºāg

ä研究j開発ĈËÿá進÷h社会á貢献ÍÜºÅg
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技術成果と展望

火力・地熱
運転サポートセンターにおける情報処理・情報分析技術
火力部門Ýå{運転ĞņsıĤŜĨs|Ĉ設置Íh納入

図1

運転サポートセンターにおける管理・監視・分析

設備Áÿ送ÿĂÜÅā監視情報ä処理j分析Ĉ行ÙÜºāg
運転サポートセンター

情報ä敏速j確実à処理àÿéá蓄積İsĨĈ顧客設備ä

①イベント管理

ŊŜįĳŜĢá活用ÏāÕ÷ä技術開発Ĉ行ÙÕg
⑴

čłŜı管理k故障情報ä変化ĈİsĨłsĢ化Íh

インターネット

専用ä一致性評価手法Ý故障Ĉ自動的á判定Ïāg
⑵

②オンライントレンド比較監視

③主成分分析

ēŜŒčŜıŕŜĲ比較監視k過去ä正常čłŜı時
äıŕŜĲİsĨä変化Þ比較Íh異常ä確認Ĉ行¼g

⑶

主成分分析k個々äİsĨä上下限監視Ýå検知ÝÃ

™プラントデータ
（振動・軸受温度・車室
温度ほか）
™警報データ，RAS データ

④長期傾向監視

環境にやさしいエネルギーを創る〝創エネルギー〟

àº異常Ĉh統計的ŀŖĤĢ管理手法Ĉ用ºÜ複数İs

発電所（海外・国内）

ĨÁÿ検知Íh要因İsĨĈ抽出Ïāg
⑷

長期傾向監視k過去数年äıŕŜĲİsĨä傾向Áÿ
ŊŜįĳŜĢ時期Ĉ推計Ïāg

米国向け Burgess Biopower Project の受注
2011 年 7 月áh米国ĹčēŇĢ発電市場Ý富士電機Þ

図2

発電所完成予想図

ÍÜ 7 年ìĀá Burgess Biopower Project Ĉ受注ÍÕg
Babcock & Wilcox Construction Co., Inc.}BWCC~社経由
Ýh米国jĴŎsĸŜŀĠŌs州ĹsœŜ発電所á軸流式
単気筒復水蒸気ĨsļŜÀþé空冷発電機一式Ĉ納入Ïāg
BWCC 社åh2006 年á運転Ĉ停止ÍÕ既設ä黒液回収
ŅčŒĈh木質ĹčēŇĢ焚ÃĹĿœŜę流動床ŅčŒá
改造Ïāg富士電機åhĢĖĬĲ式ä蒸気ĨsļŜÀþé
空冷発電機Ĉ採用Íh顧客ä建設工期短縮îä強º要望á
応¾āg
本発電所åh2013 年末á営業運転開始Ĉ予定ÍÜÀĀh
発電端出力 75 MW åh比較的容量ä大ÃºĹčēŇĢ発
電所Â多º米国市場áÀºÜø最大級ä容量Þàāg

CEBU POWER PLANT 用蒸気タービン・発電機設備の顧客引渡しの完了
2011 年 5 月áh韓国j斗山重工業株式会社経由韓国電

図3

CEBU POWER PLANT用蒸気タービン・発電機設備

力公社äľČœĽŜ現地法人}KEPHILCO~向Ç CEBU
POWER PLANT 用蒸気ĨsļŜj発電機設備}2 台 ×
103 MW~ä顧客引渡ÍÂ完了ÍÕg
Éä発電設備åh循環流動層ŅčŒÞ組õ合ąÑÕ再熱
再生式石炭焚Ã火力Ýh独立発電事業者}IPP~設備ÞÍ
ÜľČœĽŜjĤĿ島ä電力安定供給á寄与ÍÜºāg
蒸気ĨsļŜáåĜŜĺĘıà高圧ĨsļŜÞ中低圧一
体型ĨsļŜä 2 車室構造Ĉh発電機áå実績豊富àĿŒ
ĠŕĢ励磁ä空気冷却発電機Ĉ採用ÍÜºāgĨsļŜÞ
発電機åhÞøá設備ä合理化Àþé簡素化Â図ÿĂÜÀ
ĀhIPP 事業á適ÍÕ特徴Ĉ持ÙÜºāg
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技術成果と展望

火力・地熱
東日本大震災に関連した配電盤復旧工事対応
2011 年á発生ÍÕ東日本大震災åh太平洋沿岸ä各火

図4

常磐共同火力株式会社 勿来発電所向け配電盤

図5

沖縄電力株式会社 石川火力発電所2号機タービン

力発電所á甚大à被害ĈøÕÿÍÕgÓä中áåh富士電
機Â配電盤類Ĉ納入ÍÜºā発電所ø含ôĂh夏場ä電力
供給不足Â予想ËĂā状況Ýh火力発電所Ĉ早期á復旧Ï
āÕ÷áh納入設備ä早急à復旧対応Â求÷ÿĂÕg
東京電力株式会社 広野火力発電所á納入ä 5 号貯運炭
ŊĨĘŒh同 1 v 4 号非常用İČsĥŔ発電装置用制御盤h
常磐共同火力株式会社 勿来発電所á納入ä所内配電盤à
ßh設計j製造部門ä総力Ĉ挙ÈÜh過去á経験ÍÕÉÞ

環境にやさしいエネルギーを創る〝創エネルギー〟

äàº津波Ý浸水ÍÕ電気盤ä復旧á取Ā組ĉÖgºÐĂ
ø 1.5 Á月Áÿ 4 Á月Þº¼短期間Ý現地試験ôÝ完了Ë
Ñh各発電所ä早期復旧á貢献ÍÕgàÀh引Ã続Ãh他
納入設備ä復旧ú新設設備îä機器対応Ĉ行ÙÜºāg

長期休止火力の運転再開工事
沖縄電力株式会社 石川火力発電所 2 号機å 1978 年á運
開後h設備ä老朽化áþĀ 2004 年Áÿ長期ä計画停止Þ
àÙÜºÕÂh電力需要ä観点Áÿ{石川火力 2 号機運転
再開工事|Â計画ËĂÕg長期保管áþā想定ÝÃàº
設備ĩŊsġä見落ÞÍĈ回避ÏāÕ÷hŏsğjŊs
Ĕsj協力会社äķďĸďĈ結集Íh細密à検討Þ事前調
査Ĉ行ºh1 年á及ì工事期間Ĉ経Ü 2011 年 6 月á無事h
竣工}ÍûĉÉ¼~ÍÕg富士電機åh高圧ĨsļŜä更
新ĈåÎ÷h発電機固定子ĜčŔàßä絶縁更新h配電盤
ä更新ú最新äİġĨŔ制御機器Ĉ適用ÍÕ制御装置îä
更新hĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨľĐsĢä構築àßh広範
囲áąÕā大規模改修工事Ĉ行ºh火力発電ŏĴĬıä延
命ú耐力強化h信頼性向上h近代化Ĉ図ÙÕg

水

力

ゲサン発電所 1・2 号機およびチョンピョン発電所 3 号機
水力発電å再生可能đĶŔėsÞÍÜ見直ËĂÜÀ
Āh韓国Ýå老朽化ÍÕ水力発電所ä更新案件Â増加ÍÜ
ÃÜºāg富士ľĒčıĸčĲŖå韓国水力原子力会社
}KHNP~ÁÿhěĞŜ発電所 1j2 号機向ÇŀŖŃŒ水車
}2 台× 1.57 MW~ÀþéĪŐŜĽŐŜ発電所 3 号機向Ç
ŀŖŃŒ水車}1 台× 42.3 MW~ä更新案件Ĉ受注ÍÕg
両発電所Þøh吸出Í管hĚsĠŜęàßä既設埋設部
Ĉ流用ÍhÓä他ä老朽化ÍÕ水車部品ú発電機一式Ĉ更
新ÏāøäÝh更新á合ąÑÜ出力ċĬŀàÿéá保守ä
合理化Ĉ図ÙÜºāg水車性能å流Ă解析áþĀ予測Íh
ĪŐŜĽŐŜ発電所 3 号機Ýå模型試験áþā検証Ĉ行Ù
ÕgÓĂÔĂh2012 年 6 月Þ 2013 年 6 月ä運転開始á向
ÇÜh鋭意設計j製作Ĉ進÷Üºāg
富士時報
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図6

ゲサン発電所向けプロペラ水車の流れ解析結果の例

技術成果と展望

水

力

東北電力株式会社 森吉発電所の完成
東北電力株式会社 森吉発電所向Ç立軸ľŒŜĠĢ水車

図7

森吉発電所の発電機

発電機}1 台× 11 MW~ä現地据付Ç工事Â完了Íh2011
年 10 月末Áÿ営業運転Ĉ開始ÍÕg
本発電所åh国土交通省Â建設ÍÕ森吉山ĩŉä共用取
水設備Áÿ取水Íh延長 1.5 km ä水圧管路Ĉ経Ü発電Ï
āĩŉ水路式発電所Ý¸āg
水車発電機ä主要機器äñÞĉßå中国Ý製作Íh水車
機器ä要Ý¸āŒŜĳáåĲčĭjľĒčı社ä最新技術
äŋİŔĈ採用ÍÜh高効率Þ年間発生電力量ä増加Ĉ実

環境にやさしいエネルギーを創る〝創エネルギー〟

現ÍÕg
本発電所ä実績Ĉ生ÁÍh今後Ëÿàā出力ċĬŀá向
ÇÕ高効率技術ä向上áÚàÈÜºÃÕºg

韓国水力原子力会社 チョンピョン発電所 4 号機の現地据付け完了
韓国水力原子力会社}KHNP~ĪŐŜĽŐŜ発電所 4 号

図8

発電機固定子つり込み

図9

フィルム基板太陽電池セル

機向Ç立軸ĔŀŒŜ水車}1 台× 65 MW~Àþé立軸三相
同期発電機}71 MVA~ä主要機器ä据付ÇÂ完了ÍÕg
本発電所åhĸŜ川水系ä中流á位置Ïā既設ĪŐŜ
ĽŐŜĩŉÁÿ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水車ŒŜĳáå水ŅĢĈ採用Íh河川î
ä油ä流出Ĉ防止ÍÜºāg発電機áå傘型ä軸受配置Ĉ
適用ÍhĢŒĢı軸受Ĉ水車上ĔĹsÝ支持ÏāÉÞáþ
Āh発電機軸Ĉ省略ÍÜºāgôÕhĢŒĢı軸受áå樹
脂軸受Ĉ採用Íh保守ä簡素化Ĉ図ÙÜºāg
現地Ýåh有水試験Â完了Íh2011 年 12 月á運転Ĉ開
始ÍÕg

太陽電池
フィルム基板太陽電池セル
富士電機åhċŋŔľĊĢĠœĜŜĈ使ÙÕľČŔŉ基
板ä太陽電池ŋġŎsŔá加¾hľČŔŉ基板ä太陽電池
ĤŔä形態Ýä販売Ĉ本格化ÍÕgĤŔå 68 直列接続構
造ÁÿàĀh定格出力å 23 Wh動作電圧 80 V Ý¸āgÉ
äĤŔåh次ä特徴Ĉ持Úg
⑴

軽量hľŕĖĠĿŔà形態äŋġŎsŔĈ実現ÝÃāg

⑵

ŏĴĬıĤŔ単位Ý自由á切断ÝÃh直並列ä組合Ñ
Ý所望ä電圧}数 V v数百 V~äŋġŎsŔÂ得ÿĂāg
現在h面積Ĉ約 9 % 拡大ÍÕ高出力Ĩčŀä太陽電池Ĥ

Ŕ}74 直列h26 W~Ĉ開発中Ý¸āgÉäĤŔĈŋġŎs
Ŕ化ÏāÉÞÝh特殊 BIPV äñÁh民生品ú可搬電源à
ßäËôÌôà形態ä PV 製品Ĉ顧客Þ協力ÍÜ市場展開
ÍÜºÅg
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技術成果と展望

太陽電池
薄膜シリコン太陽電池の高速製膜技術
富士電機ä太陽電池FWAVEåċŋŔľĊĢĠœĜ

図 1 0 シラン流量と放電電力による製膜速度の変化

Ŝ薄膜Ĉ発電層ÞÍÜ使用ÍÜÀĀhÉäĠœĜŜ薄膜Ĉ
120

高速Ý製膜Ïā技術Ĉ開発ÍÕg

測定点

速度ä関係åhŀŒģŇ中Ý分解ËĂÕĠŒŜÂĕĢ流Ă
áþÙÜ基板î達ÏāÉÞÝ説明ÝÃhÉä関係Ĉ定式化
ÏāÉÞÝ高速製膜領域Ĉ特定ÝÃÕgËôÌôà測定点

放電電力（W）

ĠœĜŜ薄膜åŀŒģŇ CVD 法Ý形成ÍÜºāg原料
Ý¸āĠŒŜäĕĢ流量ú放電電力àßä製膜条件Þ製膜

製膜速度（nm/min）
60

1.5 倍

60
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環境にやさしいエネルギーを創る〝創エネルギー〟

áÀºÜ太陽電池ä特性Ĉ検証ÏāÉÞáþĀh放電電力

30

Ĉ¸ā範囲á限定ÏāÞÞøáĠŒŜ流量Ĉ増úÏÉÞÝh

20

従来ä 1.5 倍ä製膜速度Ý同等ä発電効率Ĉ得Õg

0

Éä研究ä一部åh独立行政法人 新đĶŔėsj産業
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0

30
シラン流量（cm3/min）

技術総合開発機構}NEDO~ä共同研究áþāøäÝ¸āg

燃料電池
下水消化ガスタイプ燃料電池の冬季寒冷地実証試験の完了
山形市浄化ĤŜĨsÝh下水消化ĕĢĨčŀä 100 kW

図 1 1 冬季寒冷地実証試験中の100 kW燃料電池

燃料電池Ĉ 2010 年 12 月á設置Íh2011 年 1 月Áÿ屋外
Ýä冬季寒冷地実証試験Ĉ行ÙÕg本実証試験åh寒冷地
Ýä耐寒性h耐雪性Àþé冬季äĺĨsŜ運転性能ä実証
Â目的Ý¸Āh設計ßÀĀä性能Ĉ確認ÝÃÕg
ôÕh2011 年 3 月 11 日ä東日本大震災á際ÍÜåh仮
設状態Ý¸ÙÜø系統電力停電時á待機運転状態Ý運転Ĉ
継続Íh復電後ÏÆá系統î連系ÍÜ既設ä 2 台ÞÞøá
送電Ĉ開始ÏāÉÞÂÝÃÕg
消化ĕĢ発電åh再生可能đĶŔėsáþā発電Ý¸Āh
今後ä普及拡大Â期待ËĂāg

100 kW 燃料電池の国内大学向け納入および米国スマートグリッド実証試験向け出荷
富士電機åh2011 年度á 100 kW 燃料電池Ĉ国内ä大学
向Çá 2 台納入Íh米国ĢŇsıęœĬĲ実証試験向Çá
1 台出荷ÍÕg
2011 年 3 月 11 日ä東日本大震災ä復旧支援äÕ÷h1
台Ĉ東北福祉大学á納入Íh電源ä確保Þ老人保健施設î
ä熱供給Ĉ 8 月þĀ開始ÍÕg
2011 年 10 月áå新設実験棟ä熱源機器用ÞÍÜh東京
工業大学大岡山ĖŌŜĺĢá 1 台Ĉ出荷ÍÕg
2010 年度Áÿ開始ÍÕ日米共同äĢŇsıęœĬĲ実
証試験向Çáøh商業ļŔä熱源機器ÞÍÜ 1 台Ĉ米国j
ĴŎsŊĖĠĜ州ċŔĹĔsĖs市á出荷ÍÕg
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図 1 2 東北福祉大学に納入した100 kW燃料電池

60

技術成果と展望

原子力・放射線
イットリウム系超電導変圧器の研究開発
富士電機åh
{čĬıœďŉ系超電導電力機器技術開発|

図 1 3 イットリウム系超電導変圧器

ÞÍÜ超電導変圧器ä研究開発á取Ā組ĉÝºāgÉĂ
åh独立行政法人 新đĶŔės ･ 産業技術総合開発機構

収納物（巻線）

}NEDO~Áÿä委託Ĉ受ÇÕh九州電力株式会社h財団
法人 国際超電導産業技術研究ĤŜĨsàßÞä共同ŀŖ
ġĐĘıÝ¸āg
本開発åh安定的ÁÚ効率的à電力供給ĠĢįŉä実
現Ĉ目指Íh目標仕様 66/6.9 kV 20 MVA 級ä超電導変
圧器ä実用化Ĉ見通Ï技術開発Ĉ行¼øäÝ¸āg超電
400 kVA ŋİŔĈ試作ÍÜ実証ÍÕg巻線技術àßä機
能検証åh部分ŋİŔÝ実施ÏāÞÞøáh2 MVA 級ä

（b）66 kV/6.9 kV，
2 MVA 級変圧器モデル

（a）400 kVA 限流機能検証
モデル試験

変圧器ŋİŔĈ製作ÍÜ総合評価Ĉ行¼g

次世代型遠隔ハンドリング技術
原子力分野ÝåËôÌôà取扱物Ĉ遠隔Ý安全á取Ā扱

図 1 4 触覚を付加した遠隔ハンドリングのイメージ

¼技術Â求÷ÿĂh現状åĔŊŒ映像úċĳŖęŊsĨ値

昇降駆動モータ

àßä視覚情報Þ運転員ä熟練度Ĉ頼Āá実施ÍÜºāg

操作
入力

富士電機åh運転員ä負担軽減ú操作性ä向上Ĉ狙ÙÜh
触覚Ĉ付加ÍÕ遠隔ĸŜĲœŜę技術Ĉ開発ÍÜºāg
具体的áåh周辺物Þä接触状態á伴¼荷重信号Ĉh

ジョイ
スティック

Â期待ÝÃāgÉĂôÝä開発ÝhĸŜĲœŜę機器Þ反

荷重計

荷重信号
荷重の解析
™荷重変化速度
™荷重振動特性
など

āÉÞÝh運転員Â視覚á加¾h触覚ÞÍÜø取扱物äĸ
ŜĲœŜę状況Â把握可能ÞàĀh容易ÁÚ効率的à作業

コントローラ

操作員

ġŐčĢįČĬĘàßä操作器具áÓä反力ÞÍÜ伝達Ï

ハンドリング
機器

昇降指令

昇降動作
当たり

取扱
対象物

触覚による
確認
振動・反力
の指令

力ä生成ĺĨsŜĈ組õ込ĉÖ制御装置ÞĈ組õ合ąÑÕ
操作ĠĢįŉĈ試作Íh本技術ä有効性Ĉ確認ÍÕg

こすれ

今後åh大型ĠĢįŉáþā検証İsĨĈ取得Ïāg

ふげん廃止措置への取組み
富士電機åh独立行政法人 日本原子力研究開発機構{原

図 1 5 ふげんに納入した仕分・分別処理装置

子炉廃止措置研究開発ĤŜĨs|
}ëÈĉ~ä安全ÁÚ合
理的à廃止措置ä実現á向ÇÕ活動Ĉ推進ÍÜºāg
廃止措置ä実施á当ÕÙÜåh貯蔵ĢŃsĢä確保ú廃
棄物発生量Àþé廃棄ĜĢı低減äÕ÷ä減容技術ä導入h
àÿéá廃棄物ä放射能ŕłŔĈ考慮ÍÕ合理的ÁÚ適切
à搬送Ŕsıú解体手順ä計画àßÂ重要à課題Ý¸āg
富士電機åÉĂôÝáh切断Àþé圧縮áþā減容機能
Ĉ備¾ā固体廃棄物ä仕分j分別処理装置Ĉ納入h廃樹脂
ä処分費低減Þ廃棄体適合性Ĉ得āÕ÷ä減容安定化処理
装置設計ú廃棄体適合試験Ĉ実施ÍÜÃÕg解体基本方針
策定á関ÏāđŜġĴċœŜęáø参画ÍÜÀĀh引Ã続

（a）仕分・分別テーブル

（b）圧縮装置

Ãä協力Ĉ通ÍÜ廃止措置á貢献ÍÜºÅg
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環境にやさしいエネルギーを創る〝創エネルギー〟

導変圧器ä特徴Ý¸ā限流機能àÿéá低損失áÚºÜh

技術成果と展望

効率的にエネルギーを使う
省エネルギー
駆動制御システム
計測制御システム
コントローラ
計測・センサ
ファシリティ（産業電源・熱空調・道路）

展

望

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

富士電機ä産業ĠĢįŉ事業áÀºÜåhĠĢįŉúŀ
ŒŜıä多様à顧客Ĵsģá応¾āÕ÷h豊富à納入実績

技術úĠňŎŕsĨàßä合理化ĭsŔä開発Ĉ推進Íh
2012 年 4 月Áÿ順次市場îä投入Ĉ計画ÍÜºāg

Þ要素技術ä研究j開発ĈøÞáh効率的áđĶŔėsĈ

計測jĤŜĞ分野Ýåh省đĶŔės}省đĶ~Þ環境

使¼{省đĶŔės|ä先進的à技術j製品jĠĢįŉĈ

保護Ĉ目指ÍÕ低炭素化社会á貢献ÏāÕ÷h安定ÍÕ低

提供ÍÜºāg

濃度測定Ĉ実現Ïā小型ÝĠŜŀŔà構造äĠŜęŔļs

2011 年á策定ÍÕ富士電機ä 3 Ş年ŖsœŜęŀŒŜ

ŉ赤外線分析計Ĉ開発ÍÕgŇĢľŖsĤŜĞä改良áþ

Ýåh国内å特á製品ŒčľĞčĘŔĞņsıĈ強化ÍÕ

Ā従来比最大Ý 20 倍ä低濃度測定Â可能ÞàĀhĞŜŀ

製品投入Ĉh海外Ýåċġċh中国市場ĈĨsěĬıá伸

ŔĢčĬĪŜę方式採用ÝäĲœľıľœsĈ実現ÍÕg

長分野îä製品投入Ĉ計画ÍÜºāg

産業電源分野áÀºÜåhċŔňĴďŉ精錬用ņĬı

駆動制御ĠĢįŉ分野Ýåh国内ä高度成長期á数多Å

ŒčŜ電圧å高電圧化ä傾向á¸Āh直流出力 2,000 V

建設ËĂÕ設備ä更新úċġċh中国市場設備ä新設ú増

ä大容量整流器ä製品化Ĉ完了ËÑÕg世界最大電圧電

強á対応ÍÕ製品jĠĢįŉĈ製作Í納入ÍÜºāg鉄

流 2,000 V 460 kA ņĬıŒčŜä大容量整流設備Ĉ受注

鋼j非鉄圧延主機ú石油化学向Ç大容量ĜŜŀŕĬĞĈ

Íh2012 年á納入予定Ý¸āg次áh鉄鋼電気炉設備Ýåh

対象ÞÍÕ 3 kV 3 ŕłŔ IGBT}Insulated Gate Bipolar

世界最大級ä直流ċsĘ炉設備Â本格稼動Ĉ開始ÍÕg工

Transistor~水冷čŜĹsĨĈ製品化Íh小容量Áÿ大容

業電熱設備Ýåh燃焼炉Â主流äċŔňĴďŉĩčĔĢı

量ôÝä幅広º系列化Ĉ完成ÍÕgôÕh制御装置ä更新

業界向ÇáhIGBT čŜĹsĨĈ使ÙÕ IH 方式áþāċ

用ċĩŀĨú将来ä交流電動機導入Ĉ前提ÞÍÕ直流電動

ŔňĴďŉ溶解保持炉Ĉ開発Í拡販Ĉ開始ÍÕg

機駆動可能àčŜĹsĨàßĈ製品化Íh多Åä設備ä更
新j増設案件á対応ÍÕg

熱空調分野áÀºÜåhĢŇsıľĒŜ関連ä需要拡
大á伴ºh日本h中国h韓国áÀºÜ液晶工場h有機 EL

計測制御ĠĢįŉ分野Ýåh外資系企業äĢŃĠŌœ

工場Àþé製品組立工場îhĘœsŜŔsŉ}CR~ĠĢ

įČĚňĔŔ工場向ÇáhS88 準拠ĹĬĪĠĢįŉ}国

įŉä納入Â堅調Ý¸āgCR 技術Ĉ応用ÍÕİsĨĤŜ

際規格 IEC 61512-1~ú安全計装ĠĢįŉĈ納入ÍÕg

ĨsÝåh局所空調装置Àþé見¾ā化ĠĢįŉĈ開発j

医 薬 品 工 場 向 Ç á åh 合 理 化 đ Ŝ ġ Ĵ ċ œ Ŝ ę ĭ s Ŕ

納入ÍÕgËÿáh省đĶú短納期îä顧客Ĵsģá応¾

HEART Ĉ 適 用 ÍhPart11} 米 国 連 邦 規 則 21 条 第 11

āŋġŎsŔ化Ĉ開発ÍÜÀĀh商品化j拡販展開ä加速

章~á対応ÍÕĠĢįŉĈ納入ÍÕg鉄鋼ŀŒŜı向ÇÝ
åh転炉設備用 DCS 更新工事àßä多Åä納入実績Ĉ挙

Ĉ図ÙÜºāg
道路分野áÀºÜåh電気集Îĉ技術ä応用製品á注力

Èh発電ŀŒŜı向ÇÝåh事業用火力発電所制御ĠĢį

ÍÜºāg最近Ýåh2010 年度á開発j納入ÍÕ環境対

ŉä更新工事Ĉ実施ÍÕg

策用電気集Îĉ技術Þh省đĶÞÍÜ 3.3 kV 500 kW IPM

ĜŜıŖsŒ分野ÝåhĲŒčĿĦœŎsĠŐŜ向ÇĜ
Ŝ ı Ŗ s ŒMICREX-SX SPH3000MM áhC 言 語 ċ
ŀœĚsĠŐŜä実行機能Ĉ搭載Íh顧客ĔĢĨŇčģ性

}Intelligent Power Module~ŋsĨä採用áþĀh自動車
会社向Ç風洞実験設備îä納入Ĉ実現ÍÕg
今後øhÉĂôÝ富士電機Â培ÙÜÃÕ制御技術Ĉ継承

ä向上Ĉ図āÞÞøá PC Ĉ使用Íàº耐環境性ä高ºĠ

ÏāÞÞøáhÉĂĈ発展ËÑÜęŖsĹŔ展開Ĉ図Āh

Ģįŉ構築Ĉ可能ÞÍÕg計測ĠĢįŉáÀºÜåh顧客

{世界ä富士電機|ÞÍÜŏsğáÞÙÜ魅力ä¸ā製品

資産Ĉ最大限活用ÍÜŀŒŜı更新Ĉ行¼Õ÷h画面jċ
ŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċä継承}ŇčęŕsĠŐŜ~
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Ĉ提供ÍÜºÅg

技術成果と展望

駆動制御システム
インドネシア・ラティヌサ社向け電気めっき設備更新用電気品
čŜĲĶĠċjŒįČĵĞ社向Ç電気÷ÙÃ設備更新用

図1

電気めっき設備電気品

電気品Ĉ製作j納入ÍÕg更新内容å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĠsŊŜĢ製 PLC}SIMATIC S5~Ĉ監視制御ĠĢ

įŉ}PCS7~á更新ÍÕg
⑵

既設他社製直流ĲŒčĿĈ富士電機製ĲŒčĿ

FRENIC4000 VM5á更新ÏāÞÞøá増速ÍÕg
⑶

操業高度化j安定化á対応ÏāÕ÷hHMI Ĉ新規導

入ÍÕg
制御装置ä既設外線ĚsĿŔĈ流用ÝÃāþ¼更新用ċĩ
ŀĨĈ開発Íh短期間Ý円滑à更新工事Ĉ実現ÍÜºāg
稼動後長º時間Ĉ経過ÍÕ制御ĠĢįŉå海外Ýø数多
Å存在Íh今後øÉĂÿä更新需要á応¾ÜºÅg

更新前

更新後

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

直流電動機駆動レトロフィットインバータ
直流電動機Ĉ駆動ÏāŕıŖľČĬıčŜĹsĨĈ製作

図2

レトロフィットインバータ

図3

製紙・フィルムプラントのシステム構成図

Í納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

直流電動機ä最大適用容量åh200 V 系列Â 12.3 kWh

400 V 系列Â 15.4 kW Ý¸āg
⑵

ĺŒŊsĨä変更äõÝ直流電動機Þ交流電動機Ĉ切
Ā替¾Ü駆動ÝÃāg

⑶

čŜĹsĨĈ高密度á収納ÝÃā多段積õ}ŀŒęč
Ŝ~構造Ý¸āg
既設直流駆動装置ä更新åhôÐ駆動装置äõĈŕıŖ

ľČĬıčŜĹsĨá更新ÍÜ直流電動機Ĉ駆動Íh次á
電動機Ĉ交流化ÏāÞº¼ 2 段階á分ÇÜ実施ÝÃāg設
備ä更新費用ä分割化àÿéá更新á必要à設備停止期間
ä分散化Â実現ÝÃāg

製紙・フィルムプラントの新設・更新への取組み
富士電機åh製紙jľČŔŉŀŒŜıä駆動制御ĠĢį
ŉä新設j更新á対Íh最新制御ĠĢįŉä導入Ĉ推進Í
Üºāg概要å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

LAN
MICREX-SX
（2 重化 CPU）

全ĤĘĠŐŜá永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~

Ĉ適用Íh電動機ä小型化ú発生損失ä低減áþĀ省đ

モニタリング
システム

ĶŔės化Ĉ図āg
⑵

高性能łĘıŔ制御 IGBT čŜĹsĨFRENIC-VG
Ĉ適用Íh制御性能Ĉ向上Ïāg

⑶

操作表示
操作表示
ディスプレイ ディスプレイ
（現場操作盤）（現場操作盤）

SX バス
ローダシステム
（インバータ，
PLC 兼用）

高性能ベクトル
制御インバータ
FRENIC-VG

PLCMICREX-SXáþā高速高精度ĠĢįŉä構
築á加¾hCPUj電源二重化áþÙÜËÿàā信頼性
ä高º冗長性ĠĢįŉĈ構築Ïāg

⑷

永久磁石形同期
電動機
GNF2 形

実績ä¸āĦľıďĐċĺĬĚsġä適用áþĀh品
質Ĉ確保Ïāg
富士時報
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技術成果と展望

駆動制御システム
産業向けディジタル型多機能リレー「F-MPC2000」
保護j計測j操作j監視j伝送Ĉ一体化ÍÕ産業向Ç

図4

ディジタル型多機能リレー「F-MPC2000」

図5

新日本製鐵株式会社向け電力テレコンシステム

図6

監視制御システムの更新

高圧受変電設備用äİČġĨŔ型多機能œŕsÞÍÜh
F-MPC2000Ĉ開発ÍÕgÉĂåh発売以来 15 年Ĉ経
過ÍÕF-MPC200ä後継機種Ý¸āg
本製品åh基本仕様åÓäôôáh小型j軽量化á加¾h
低消費電力Àþé試験ä省力化Ĉ実現ÍÜºāg
主à特徴Àþé F-MPC200 Þä違ºå次äÞÀĀÝ¸
āg

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

⑴

外形寸法kW280×H188×D137}mm~
}体積 65 % 減~

⑵

質

⑶

消費電力k15 W 以下}60 % 減~

⑷

伝送İsĨ作成機能áþā試験ä省力化

⑸

選択式œŕs試験用ġŌĬĘĈ付加

量k3.0 kg 以下}50 % 減~

計測制御システム
エネルギーセンタの遠方計測制御技術
新日本製鐵株式会社 広畑製鐵所áÀºÜh1995 年á納
入ÍÕ電力įŕĜŜĠĢįŉåh遮断器ú断路器àßä電
力系統Ĉ遠隔Áÿ監視j操作Ïā計測制御監視ĠĢįŉÝ
¸Āh製鉄所内á安定ÍÕ電力Ĉ供給ÏāÕ÷ä重要à設
備Ý¸āgÍÁÍh既á納入後 14 年以上Â経過ÍÜÀĀh
稼動中ä設備á影響Ĉ与¾āÉÞàÅh段階的à老朽化更
新ÀþéēŃŕsĠŐŜä合理化j効率化Ĉ目的ÞÍÜh
MICREX-NXĈ導入ÍÕg2008 年á電力系統全体表示
盤Ĉ大型 LCD}65 型~化ÏāÉÞáþāēŃŕsĨä負
荷軽減Ĉ行ºh引Ã続Ã 2011 年áåh既設 HMIPMS500ä更新Ĉ実施Íh表示j操作機能ä向上Ĉ図ÙÕg今
後øh老朽化対策jēŃŕsĠŐŜä合理化j効率化Ĉ推
進Íh最適àĠĢįŉ提案Ĉ行¼g

事業用火力発電所の制御装置更新
富士電機åh沖縄電力株式会社 石川火力発電所 2 号機
ä運転再開á当ÕĀhŅčŒ制御装置ä更新Ĉ行ÙÕg
⑴

既設ŅsĲēŃŕsĠŐŜĠĢįŉĈ最新ä分散型制
御ĠĢįŉ}DCS~á置Ã換¾āÞ同時áhŏĴĬı制
御jĨsļŜ制御ä機能Ĉ統合ÍÜŀŒŜı自動制御装
置}APC~ÞÍh制御機能Ĉ大幅á向上ÍÕg

⑵

Ĺsĳ自動制御装置àß他ä制御装置ÞĶĬıŘsĘ
Ý結合ÍÕ構成ÞÍhËÿáŋĴĨáþāēŃŕsĠŐ
Ŝ方式Ĉ新Õá導入ÍÕÉÞáþĀh発電所全体ÞÍÜ
ä運転操作性Ĉ大幅á向上ÍÕg

⑶

更新á当ÕÙÜåhĖŌļĶĬıä流用àß経済性Ĉ
重視Íh使用Ïā機器áÚºÜåh今後ä長期安定運用
äÕ÷á信頼性Þ保守性Ĉ十分á考慮ÍÕg

富士時報

9RO1R

（50）

技術成果と展望

計測制御システム
ごみ焼却制御システムの高信頼化技術
Êõ焼却設備å環境問題対応j運営効率化àßä社会的

図7

監視制御システム構成図

要請Áÿ高機能à複合設備áàÙÜÀĀhÊõ焼却áþĀ
LAN

発生ÍÕ熱Ĉ発電á利用ÍÜ電力会社îä売電Ĉ行ÙÜº
āgÉäÕ÷h制御装置ä故障áþĀ設備停止Íàºþ¼

帳票
システム

NAS

情報 LAN

二重化構成Â基本Ý¸āg
運転İsĨ}ŊĬĤsġhıŕŜĲh帳票~åhİsĨ

在庫管理・
機器台帳
システム

ES
HMI

HMI

保存ĠĢįŉÀþé帳票ĠĢįŉÝ施設建設時Áÿä全Ü
äİsĨĈ保存Íh万一装置Â故障ÍÜø復旧後 DB þĀ

公衆回線
遠方監視
システム

データ保存
システム

大型
ディスプレイ

情報管理
レベル

プリンタ

DB
プロセス監視
・制御レベル

制御
LAN
搬入出管理
システム

İsĨ復元Â可能àĠĢįŉĈ構築ÍÜºāgËÿáh数
十年分äİsĨĈ蓄積ÝÃā NAS îø定期的á自動保存

プリンタ
PLC PLC

ÏāÞÞøáh遠隔Áÿø運転İsĨĈ閲覧ÏāÉÞÂ可
能Ý¸āg

フィールド
制御
レベル

C/C

C/C

M

M

M

ごみトラック

ごみクレーン

効率的なエンジニアリングに貢献するシステムシミュレータ
富士電機製 PLC Ý¸āMICREX-SXáhHMI ú各

図8

複数パソコンによるシミュレーション構成例

種đŜġĴċœŜę支援ĭsŔĈ実機Ĉ使用ÑÐá組õ合
ąÑh効率的á試験Â行¾āĠňŎŕsĨĈ開発ÍÕg
本ĠňŎŕsĨåhĺĦĜŜ上Ý PLC äċŀœĚs

ＨＭＩ
（SCADA）

ＨＭＩ
（タッチ
パネル）

ＨＭＩ
（SCADA）

ＨＭＩ
（タッチ
パネル）

ĠŐŜĦľıďĐċĈ実行ÏāäõÝàÅhSCADA ú
ĨĬĪĺĶŔàßä HMI úhOA ĦľıďĐċÝ仕様書

PLC

Ĉ作成ÏāÉÞÝhĦľıďĐċĈ自動生成ÏāÉÞä
ÝÃāHEARTàßh周辺äĭsŔĈ組õ合ąÑÜ

PLC
シミュレータ

PLC

PLC

PLC
シミュレータ

PLC

エンジニアリング
パソコン

エンジニアリング
パソコン

検証ÏāÉÞÂÝÃāgËÿáh一ÚäĺĦĜŜá複数
ä PLCjHMI Ĉ 接 続 Í Õ Āh 複 数 ĺ Ħ Ĝ Ŝ á Ó Ă Ô Ă
PLCjHMI Ĉ 配 置 ÍhEthernet Ý 接 続 Í Ü Ġ ň Ŏ ŕ s
ĠŐŜĈ行¼ÉÞÂÝÃh中規模以上äĠĢįŉ構成îä

PLC

ＨＭＩ
（タッチパネル）

ＨＭＩ
（SCADA）

適用àß幅広Å効率的àđŜġĴċœŜęá貢献Ïāg

統合支援ツール
従来ä設計h試験h調整h保守àßäđŜġĴċœŜę

図9

統合支援ツールのイメージ

åh各種ĭsŔĈ組õ合ąÑÜ使用ÏāÉÞáþĀ行ÙÜ
ÃÕg
統合支援ĭsŔåh分散Ïā各種ĭsŔĈ一ÚäĭsŔ
ネットワーク経由の
接続が簡単

Ĉ使用ÍÜºā感覚Ý扱¼ÉÞÂÝÃh効率的Ý高品質à
đŜġĴċœŜęá貢献Ïāg具体的áåhĠĢįŉ構成
äčŊsġ画面Áÿh該当äĜŜľČęŕsĠŐŜäŀŖ
ęŒŉú各種設定画面Ĉ呼é出Íh編集j試験j調整Ĉ

システム構成
画面

直感的à操作ÝĞņsıÏāgôÕh一ÚäĠĢįŉĈ

必要なツールの
起動が簡単

構成ÏāhHMI ú PLC àß全ÜäċŀœĚsĠŐŜĦľ
ıďĐċåh1 ċĘĠŐŜÝ他äŊİČċá容易áĹĬĘ
ċĬŀÏāÉÞÂÝÃāg高効率Ý¸āÖÇÝàÅh人的

インバータローダ ＨＥＡＲＴシステム

PLC ローダ

POD エディタ

I/O モニタ

ňĢø低減Íh品質面áÀºÜø寄与ÍÜºāg
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効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

コントローラ

技術成果と展望

コントローラ
「MICREX-VieW コンパクト」
MICREX-VieW ĜŜĺĘıåhŀŖęŒŇĿŔ操
作 表 示 器MONITOUCH Þ 汎 用

245
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図 1 0 規模に応じた柔軟なシステム構築

PLCMICREX-SX

Ý構成ÏāĜŜĺĘıà監視制御ĠĢįŉÝ¸āg小規模

MICREX-VieW

機能

àĠŜęŔŔsŀĜŜıŖsŒä更新Áÿh遠隔監視h高
信頼à二重化ĜŜıŖsŒä適用hËÿáå上位ĠĢįŉ

HMI：現場，監視室設置
コントローラ：HMI 複数台

MICREX-VieWîä統合àßá至āôÝh制御規模ú
用途á合ąÑÕ柔軟àĠĢįŉ構築ÂÝÃh電機制御ú計
測制御á適用ÝÃāg計装機能åhMICREX-VieW Þ共

TELLUS

TELLUS
MONITOUCH

MONITOUCH

最小システム
構成
MONITOUCH
MONITOUCH

通äĦľıďĐċĺĬĚsġÝ¸āÕ÷hŋİŔ予測制御

MICREX-SX

ú制御性能監視àßä高度制御監視機能ø搭載可能Ý¸āg
TELLUSÝ MONITOUCH ä表示ú操作ĈĺĦĜŜ上

TELLUS

MICREX-SX

MICREX-SX

MICREX-SX

上位 MICREX-VieW から
複数の MICREX-VieW コンパクトを総合監視

MICREX-VieW コンパクト

Ý共有ÝÃāg
HEART-BELIEVEÝå計装ľŖs図

規模

マイグレーションが可能な監視制御情報システム
富士電機ä監視制御情報ĠĢįŉåh現行ĠĢįŉÞä

図 1 1 新システムへの顧客資産の継承

互換性Ĉ備¾ÜÀĀh顧客資産ä新ĠĢįŉîä継承ÂÝ
ÃhŇčęŕsĠŐŜÂ可能Ý¸āg
最新ŀŒĬıľĒsŉ}WindowshLinuxhSolaris~Â

現行システム
顧客向け
監視制御アプリケーション

利用ÝÃāÕ÷h現行ĠĢįŉä機能á加¾hŀŒĬı
ľĒsŉÂ提供Ïā最新機能ä利用Â可能Ý¸āgôÕh
高性能à最新ĸsĲďĐċáþāĠĢįŉ強化Â行¾āg

新システム
従来機能を
継承して
移行

顧客向け
監視制御アプリケーション

互換性を保障
監視制御ミドルウェア
プロセス管理
ファイル管理

ホスト間通信
入出力管理

監視制御ミドルウェア
互換
保証

プロセス管理
ファイル管理

ホスト間通信
入出力管理

最新機能の取込み

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

àßÁÿ制御ĦľıďĐċĈ自動生成Íh効率化ÝÃāg

富士電機ä監視制御ňĲŔďĐċĈ利用ÏāÉÞÝh顧
客ä監視制御ĠĢįŉå常á新Íº技術Ĉ取Ā込öÉÞÂ
ÝÃāþ¼áàāgÉĂáþĀhĠĢįŉĈ陳腐化ËÑā

最新プラットフォーム
プラットフォーム
各種 OS

置換

Windows Server
Red Hat Enterprise Linux
Solaris

ハードウェア

置換

最新ハードウェア

ÉÞàÅh長期間áąÕÙÜ継続的á成長ËÑàÂÿ利用
ÝÃāg

ドライブ分野向け C 言語機能搭載の統合コントローラ「SPH3000MM」
MICREX-SX SPH3000MMáÜh従来äĠsĚŜ
Ģ制御ŀŖęŒŉúŋsĠŐŜ制御ŀŖęŒŉá加¾hC
言語ċŀœĚsĠŐŜĈ高速á実行可能ÞÍÕg
高速j高精度同期制御ÞŏsğĔĢĨŇčģ機能Ĉ 1 台
ä CPU ŋġŎsŔÝhPC Ĉ使用ÍàÅÞø信頼性j耐
環境性ä高ºĠĢįŉĈ構築ÝÃāg主à特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

演算性能Â 8 軸 /0.25 msh64 軸 /1 msh同期精度Â局

間＋
− 1 μs ä高性能制御基幹ĹĢáþĀh高速j高精度
äŋsĠŐŜ制御Ĉ実現ÝÃāg
⑵

280 種類ä豊富à C 言語ĦľıďĐċ部品Þh市販ä

C 言語開発ĭsŔĈ使用ÝÃāÕ÷hC 言語ċŀœĚs
ĠŐŜ資産Ĉ流用ÍúÏÅhŏsğĔĢĨŇčģ機能Ĉ
容易á実現ÝÃāg
富士時報
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図 1 2 C言語機能搭載の統合コントローラ「SPH3000MM」

技術成果と展望

計測・センサ
潮位計測・記録システム
東日本大震災áÀºÜh想定Ĉ上回ā巨大津波Â沿岸部

図 1 3 システム構成図

á甚大à被害ĈøÕÿÍÕÉÞĈ機áh沿岸部ä発電所h
工場àßÁÿ巨大津波ä計測ĠĢįŉä需要Â高ôÙÕg
視ĠĢįŉCitectÞĈ組õ合ąÑh潮位計測j記録Ġ

現場盤
潮位計

大気圧計
DC4〜
20 mA
光中継機

津波ä前兆Þàā引Ã潮検知áþā津波ä事前感知

Ethernet
ディストリ
ビュータ

潮位測定範囲k0 v最大 50 m
⑵

ペーパーレス
レコーダ
潮位トレンド画
面，過去履歴
DC1〜5 V 画面など

光ケーブル

ĢįŉĈ完成ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

CF カードへ
データ記録

中央制御室

富士電機åh投È込õ式ä水位計Þ中小規模ŀŒŜı監

ĹĬįœ内蔵Ý外部電源不要à潮位計
津波Ý水没ÍÜø計測可能àľČsŔĲ側}潮位計h

光 / 電気変換器

無停電電源装置
潮位計

商用電源 AC100 V

現場盤~
光伝送áþā優ĂÕ耐雷性Þ耐ķčģ性

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

⑷

中小規模
プラント
入力
監視システム
ユニット
「Citect」
「FeMIEL」

AC100 V

測定周期 2 秒ÝĹĬįœ寿命 8 年
⑶

DC1〜
5V

既設代替用赤外線ガス分析計「ZKJ7」
1999 年áĩčēĖĠŜ類対策特別措置法Â施行Ë

図 1 4 赤外線ガス分析計「ZKJ7」

ĂÜ以来h非分散型赤外線ĕĢ分析計ZRGåÊõ処理
場ÀþéŅčŒàßä煙道排ĕĢ監視用途Ý利用ËĂh生
産中止ÞàÙÕ 2009 年 3 月ôÝá延ï数千台Ĉ納入ÍÜ
ÃÕgZRG ä製品寿命å 10 年Ý¸Āh法律Â施行ËĂÜ
Áÿ 10 年以上経過ÍÜºāÕ÷h近年h顧客Áÿ新規製
品îäœŀŕsĢĈ求÷ā声Â増¾ÜÃÜºāg
ÉäÕé開発ÍÕ赤外線ĕĢ分析計ZKJ7åhZRG
ä特徴Ĉ継承ÍÚÚ機能向上ÍÕøäÝ¸āg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

外形Àþé外部接続用端子台割付Çàßä仕様ä継承

⑵

自動校正h平均値出力ÀþéœŋsıńsŔĲàßĈ
標準仕様ÞÍÜ組込õ

低濃度対応赤外線ガス分析計「ZP シリーズ」
富士電機ä赤外線ĕĢ分析計áåh小型ÝĠŜŀŔà構
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図 1 5 低濃度対応赤外線ガス分析計「ZPシリーズ」

造äĠŜęŔļsŉ方式Þh大型Ý高精度äĩĿŔļsŉ
方式ÞÂ¸āg今回開発ÍÕ低濃度対応赤外線ĕĢ分析計
ZP ĠœsģåhĠŜęŔļsŉ方式ä小型ÝĠŜŀŔ
à構造Ĉ持×àÂÿhĩĿŔļsŉ方式以上ä高精度Ĉ実
現ÍÕg
本製品Ýåh従来比約 9 倍ä高感度赤外線光学系Àþ
é Ĳ œ ľ ı Ė Ō Ŝ Ĥ Ŕ 機 構 ä 開 発 á þ Āh 従 来 比 最 大
20 倍ä低濃度対応Ĉ実現ÍÕ}NOjSO2 計 0 v 10 ppmh
COjCO2 計 0 v 5 ppm~
gÉĂáþĀh高濃度測定Â必要
ÞËĂā金属処理úĹčēŇĢj廃棄物関連発生燃料ä監
視用途Áÿh低濃度測定Â必要à低濃度排出ĕĢ監視ú不
純物監視àßä用途ôÝ幅広Å適用ÝÃāg
富士時報
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技術成果と展望

計測・センサ
新型赤外線ガス分析装置「ZSJ」
赤外線ĕĢ分析装置ZSJåh赤外線式ĕĢ分析計h

図 1 6 赤外線ガス分析装置「ZSJ」

ġŔĜĴċ式酸素ĤŜĞÀþéĕĢĞŜŀœŜę機器Ý構
成Íh各種ŅčŒhÊõ焼却炉àßä煙道排ĕĢ中á含ô
Ăā NOxhSO2hCOhCO2hO2 ä最大 5 成分äĕĢĈ同
時á連続測定Ïāg
高感度Ý信頼性ä高ºŇĢľŖsĤŜĞ搭載ÝhĞŜŀ
ŔĢčĬĪŜę方式ä採用áþĀh＋
− 1 % ľŔĢĚsŔ以
下/週Þº¼高ºĥŖĲœľı性能Ĉ実現ÍÕg
計量法á基ÛÅ型式承認Ĉ取得予定Ý¸ĀhO2 換算h
平均値出力h多Åä入出力接点信号Ĉ装備ÍÜºāgôÕh
自動校正h自動ŕŜġ切換h警報ċŒsŉàßä豊富à演
算機能ø備¾ÜÀĀh信頼性ä高º計測器ÞÍÜh幅広º

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

分野Ýä適用Â可能Ý¸āg

多成分レーザガス分析計
ŕsğĕĢ分析計åh各種ĕĢÂ持Ú吸光特性Ĉ利用Í

図 1 7 多成分レーザガス分析計の検出部

ÜhĕĢ濃度Ĉ高速á測定Ïāg従来åh半導体ŕsğä
発光波長範囲内Ý 1 ôÕå 2 成分äõÂ測定可能Ý¸ÙÕg
富士電機åh波長範囲 0.7 v 2.3 μm áÀºÜh発光波長Â
異àā複数äŕsğ光Ĉ同Î光軸上á結合Íh距離 10 m
ä範囲内Ýh多成分äĕĢĈ ppm ēsĩÝ同時á分析Ï
ā技術Ĉ開発ÍÕg従来ä排ĕĢ監視á加¾h新ÕáŀŖ
ĤĢ監視ú燃焼制御á適用ÍÜ省đĶŔėsá貢献ÝÃāg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

多成分計測}酸素h一酸化炭素h二酸化炭素àß~

⑵

高速応答}1 v 5 秒~

⑶

長期ĥŖ点安定性}＋
− 2.0 %FS/6 Á月~

コードレス都市ガス警報器用メタンセンサ
現 在h 家 庭 用 都 市 ĕ Ģ 警 報 器 ä 普 及 率 å 約 40 % Ýh

278
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
4 p.000
図 1 8 都市ガス警報器の外観およびMEMSメタンセンサ

1999 年以降ñò横æºä状況á¸āg現行ä都市ĕĢ警
報器å AC100 V 電源仕様Ý¸Āh台所ä高所á設置Íà

現行タイプ

コードレス
タイプ

センサ断面図

ÇĂæàÿàº制約Þ相ôÙÜ普及Ĉ阻害Ïā要因ÞàÙ
ÜºāgÓÉÝh電池駆動áþāĜsĲŕĢ化Â強Å望ô
ĂÜºāÂhŊĨŜĤŜĞä消費電力Ĉ現行品ä 1/1000

Si 基板

空洞部

以下áÏā必要Â¸āg大阪ĕĢ株式会社Þ富士電機åh
MEMS 技術Ĉ駆使ÍÜĤŜĞä薄膜j微細化Ĉ図Āh検
知ä瞬間äõ加熱Ïā間欠駆動ÞÏāÉÞÝhÉä超低
消費電力化Ĉ実現ÍÕg現在åh独立行政法人 新đĶŔ
ėsj産業技術総合開発機構}NEDO~ä助成事業{次世
代高信頼性ĕĢĤŜĞs技術開発|ŀŖġĐĘıá参画Íh
長期信頼性Ĉ検証中Ý¸āg
富士時報
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人の毛髪
↓

MEMS メタンセンサ

技術成果と展望

計測・センサ
ガステレメータリング用フルメッシュネットワーク無線機
電池Ý長期間動作ÏāľŔŊĬĠŎĶĬıŘsĘ無線機
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関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
4 p.000

図 1 9 フルメッシュネットワーク無線機

Ĉ開発ÍÕg
ľŔŊĬĠŎ無線ĶĬıŘsĘ方式Þåh通信可能à無
線機同士Â自動的áĶĬıŘsĘĈ構成Íh中継転送Íà
Âÿ通信Ĉ行¼技術Ý¸āg使用者免許Â不要à小電力無
線Ĉ使用ÍÜºāÂh多段中継áþÙÜ比較的広º範囲ú
電波ä障害Þàā物Â存在Ïā建物内áĶĬıŘsĘĈ構
築ÏāÉÞÂÝÃāgôÕh複数ä通信Ŕsıä中Áÿ障
害物àßáþā不安定àŔsıĈ避ÇÜ中継先Ĉ選択Ïā
機能Ĉ持ÙÜºāÕ÷h信頼性ä高º通信Â期待ÝÃāg
Éä技術åhLP ĕĢh都市ĕĢäįŕŊsĨœŜę用
無線機ÞÍÜ標準化ÍÕøäÝ¸āgôÕh国際標準化Ĉ

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟

目指Í IEEE 802.15.4 îä提案活動ø進÷Üºāg

ファシリティ（産業電源・熱空調・道路）
「IH 式アルミ溶解保持炉」
富士電機åh中部電力株式会社Þ共同ÝIH 式ċŔň

図 2 0 「IH式アルミ溶解保持炉」

溶解保持炉Ĉ開発ÍÕg本装置åhċŔňĴďŉĩčĔ
ĢıŇĠŜ用手許保持炉Ýh鉄āÚòĈ汎用高周波電源á
þĀ誘導加熱ÏāgċŔňĴďŉ保持容量 200 kgh保持
温度 670 v 720 ℃h溶解時電力 20 kW Ý¸āg従来äĕ
Ģ燃焼式á比ïh主á次ä特徴Â¸āg
⑴

省đĶŔės化k使用一次đĶŔėsĈ 22 % 削減

⑵

作業環境ä大幅改善kCO2 排出量Ĉ 54 % 低減h工場
内ä温度上昇ä抑制

⑶

運転性ä向上k溶湯温度 ±1 ℃ä高精度制御

⑷

鉄āÚòk鉄āÚòä減肉Â少àÅh寿命å約 4 倍

⑸

湯漏Ă時ä対応k湯漏Ă検知áþā安全停止h加熱Ĝ

čŔäŋsŔĲ化áþā保護

次世代 DC 空調システム（HP 外気冷却方式）
近年hİsĨĤŜĨsá使用ËĂÜºāĞsĹåh高性

図 2 1 間接外気冷却ユニット（ヒートポンプ式）

能j高密度化áþĀ発熱量Â飛躍的á増加ÍÜºāg省đ
ĶŔėsÂ要求ËĂāİsĨĤŜĨsáÀºÜåh外気Ĉ
利用ÍÕ冷却ĠĢįŉĈ導入ÏāÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg
富士電機åhĻsıņŜŀ}HP~外気冷却方式ä次世
代 DC 空調ĠĢįŉĈ開発Íh現在h川崎工場 IDC 実験
室áÜ検証中Ý¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

冷却能力k25 kW

⑵

外気利用Þ冷凍機併用運転áþĀh年間平均Ý成績係
数}COP~10 Ĉ実現

⑶

間接外気利用äÕ÷腐食性物質}塩害~対策Þ湿度調
整Â不要

⑷

独立h自立設備äÕ÷設置Â容易ÁÚ補助空調Â不要
富士時報
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技術成果と展望

ファシリティ（産業電源・熱空調・道路）
自動車会社向け風洞実験設備
某自動車会社ä研究試験äÕ÷ä風洞実験設備ä改修工
事Ĉ 2010 年 4 月á受注Íh2011 年 1 月á施工完了ÍÕg
本工事ä目的åh風洞ä出口風速Ĉ約 1.5 倍á能力ċĬ
ŀÏāÉÞá¸āgĖsĜŜņsĶŜıÞÍÜhIPM ŋs
Ĩ}3.3 kV 500 kW~ À þ é 高 圧 IPM ŋ s Ĩ 駆 動 用 č Ŝ
ĹsĨĈ使用ÍhıŜĶŔ換気設備案件Ý培ÙÜÃÕ送風
機j気流設計技術Ĉ融合ÍÜh高度à顧客要求Ĉ全Ü達成
ÍÕg
ôÕh流Ă解析áþĀh出口風速ä偏差Ĉ許容値á入Ă
āÕ÷ä流路形状設計Ĉ行ºh静圧分布Áÿ風洞全体ä補
強áøÚàÈÕg

効率的にエネルギーを使う〝省エネルギー〟
富士時報
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図 2 2 500 kW級高圧IPMモータ（軸流送風機内装）

技術成果と展望

エネルギーをスマートにつなぐ
エネルギーマネジメント
エネルギーマネジメント
変電システム
流通情報システム

展

望

富士電機åhđĶŔėsŇĶġŊŜıú受変電機器Ĉ主

Õg顧客製造ŒčŜä電源品質向上Ĉ実現ÍÕœĪďŉč

ÞÍÕđĶŔės流通分野h食流通Ĉ中心ÞÍÕ店舗流通

ēŜĖŌĺĠĨ}LiC~Ĉ適用ÍÕ瞬低対策装置h154 kV

分野àßh資源循環型社会ä実現á向ÇÕĢŇsıĜňŎ

受変電設備Ĉ開発Íh納入ÍÕg

近年h公的機関ú自治体á法人h民間企業Ĉ巻Ã込ĉÖh
電力h熱hĕĢàßđĶŔėsčŜľŒ全体äĢŇsı化

鉄道ä地上変電分野Ýåh新線建設Â一段落Ïā中h老
朽化ÍÕ既設変電所ä機器ä更新Â行ąĂÕg安全性h環
境性h省đĶĈ考慮ÍÕ直流ċsĘŕĢ遮断器h植物油変

áþā環境調和型äĢŇsıĜňŎĴįČÛÅĀÂ提唱Ë

圧器h72 kV 乾燥空気絶縁 GISh太陽電池ĠĢįŉàßä

ĂÜÃÕg東日本大震災Â大Ãà契機ÞàĀhËÿàā省

受変電j直流変電機器Ĉ積極的á納入ÍÕg

đĶŔės}省đĶ~
h新đĶŔėsä大量導入hđĶŔ

ĢŇsıĜňŎĴįČä主要à需要家Ý¸ā店舗流通分

ėsä地産地消運用àßîä関心Â一層高ôÙÜºāgô

野Ýåh冷蔵冷凍ĠŐsĚsĢÀþé省đĶ制御ĠĢįŉ

Õ海外áÀºÜøhċġċj中国áÀÇā人口ä大都市流

ä開発Ĉ行ÙÕg小売店舗向ÇäĴsģåhËÿàā省đ

入áþāđĶŔės需給ä逼迫}èÙçÅ~àßh社会č

Ķä推進h販売ËĂā商品ä多様化á対応ÍÕ機器機能j

ŜľŒä整備j強化Â課題ÞàÙÜºāg

構造ä強化Ý¸āgĜċ技術Ý¸ā冷熱技術j機器制御

富士電機åh世界各地Ý開始ËĂÜºāĢŇsıĜňŎ

技術Ĉ活用ÍhÉĂÿäĴsģá対応ÏāÕ÷á技術開発

ĴįČ実証事業á参画ÍàÂÿhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ

Ĉ進÷Õg今後ä省đĶ展開Ĉ視野á入ĂÕ機器制御ĜŜ

技術Þ計測j制御技術Ĉ核ÞÍÜhđĶŔėsĈĢŇsı

ıŖsŒh省đĶ性Ĉ高÷ÕœsĪčŜĠŐsĚsĢh多

áÚàÆ{đĶŔėsŇĶġŊŜı|技術áþĀh需要家

種温度帯ä商品陳列Ĉ可能áÏāĠŐsĚsĢ開発Ĉ行ºh

Â求÷ā電力ä安定供給Þ電力品質ä維持hđĶŔėsä

2012 年度早々á市場îä本格展開Ĉ行¼計画Ý¸āg

最適運用á関ąāĢŇsıĜňŎĴįČ製品ä拡充Ĉ進÷
Üºāg

ôÕh農地活用áþā太陽光àßä自然đĶŔėsĈ
活用ÏāĠĢįŉä開発ú実証研究äñÁh食ä第六次

分散型電源ä導入Â進÷ÿĂÜºā中Ý電力流通Ĉ担¼

産 業 向 Ç Ħ œ Ŏ s Ġ Ő Ŝ Þ Í ÜhSaaS}Software as a

系統配電分野Ýåh仮想化技術àßĈ用ºÕ系統情報配信

Service~提供型新製品ä営農指導支援SmileAGRIĈ

ĠĢįŉä構築Ĉ行ºh高信頼Ý高性能àĠĢįŉĈ提供

œœsĢÍÕg

ÍÕg系統保護分野Ýø高機能Ý小型à装置ä開発Ĉ行Ù

行政情報分野Ýåh従来Áÿh中央省庁h都道府県Àþ

Üºāg水力発電分野Ýåh広域ĶĬıŘsĘáþāĩŉ

é中核都市向Çáh文書管理Þ総務事務}勤務管理h給与

監視制御ĠĢįŉä集中化ú発電監視機能ä集中化ĠĢį

手当h福利厚生h旅費àß~ä統合型ĠĢįŉĈ一括提

ŉĈ継続ÍÜ開発ÍÕg

供ÍÜÃÕgÉĂÿäķďĸďĈ集約ÍÕĘŒďĲ型ä

ôÕh需要家向ÇđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ製品群Ĉ強

公文書管理h総務事務ä各ĞsļĢä提供Ĉ開始ÍÕgô

化ÍÕg多回路計測j省ĢŃsĢj簡単設置jASP 対応

Õh企業情報基盤Ĉ支¾āŘsĘľŖsĺĬĚsġEx-

àßÂ可能à電力監視ĠĢįŉúh製造情報j品質情報j

changeUSE V10ĈœœsĢÍh情報活用úİsĨ分析j

đĶŔės管理統合ĺĬĚsġäęŖsĹŔ機能Ĉ開発Í

ŕņsı出力Ĉ支援Ïā BI}Business Intelligence~ĭs

Õg経済Â急速á発展ÍÜºāċġċàßä新興国市場ø

Ŕ軽技 WebĈ開発ÍÕg

含÷h今後å顧客業種ú規模á合ąÑÕĢĚsŒĿŔàĦ
œŎsĠŐŜ展開ĈÍÜºÅg
産業変電分野Ýåh市場ä求÷ā省đĶh高信頼性h保
守省力化Ĉ実現Ïā環境配慮型設備ä開発Þ製品化Ĉ行Ù

今後ø社会ĠĢįŉ分野áÀºÜh次世代ä街ÛÅĀĈ
ĺĬĚsġÝ提案ÏāÉÞĈ目標ÞÍh保有ÍÜºā多Å
ä街ÛÅĀá必要à技術Þ製品ĈÚàÆđĶŔėsŇĶġ
ŊŜıá取Ā組ĉÝºÅg
富士時報
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エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

ĴįČ構築ä鍵Ĉ握ā事業Ĉ行ÙÜºāg

技術成果と展望

エネルギーマネジメント
デマンドレスポンスに対応したスマートメータ
富士電機åh上位ĠĢįŉÞ連携ÍÜİŇŜĲŕĢņŜ

図1

スマートメータの外観と宅内表示器画面例

図2

グローバル製造管理・エネルギー管理システムの画面例

図3

スマートPCS（200 kVA）

Ģ}需要家応答~Â可能àĢŇsıŊsĨĈ開発ÍÕg
電力事業者Þ需要家Â双方向Ý情報Ĉ授受ÏāÕ÷ä通
信機能ĈŊsĨá内蔵ÍÜºāg上位îåh複数äĢŇs
ıŊsĨĈ集約ÏāĜŜĤŜıŕsĨáŊĬĠŎ無線øÍ
Åå有線}RS-485~Ýh下位îåh情報端末Ý¸ā宅内
表示器á Wi-Fi 無線Ý接続Ïāg
İŇŜĲŕĢņŜĢ時áå電力事業者Â需要家á使用量
ä低減要請Ĉ送Āh需要家å個々ä都合á合ąÑÜ協力ä
可否Ĉ返信ÏāgôÕh協力ä実績á見合ÙÕ対価Ĉ需要
家á付与Ïāàßä運用Â検討ËĂÜºāg
需要家åh宅内表示器Ý自ÿä電力使用量Ĉ確認ÝÃā
äÝh
{見¾ā化|áþā節電意識ä向上ø期待ËĂāg

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

グローバル製造管理・エネルギー管理システム
富士電機åh製造管理ĠĢįŉMainGATEĺĬĚs
ġĠœsģĈ開発Íh国内ä食品h化学h自動車àßËô
Ìôà分野ä顧客á対ÍÜh製造管理jđĶŔės管理ä
Ĵsģá応¾Ü多ÅäĠĢįŉĈ導入ÍÜÃÕgÉäÕéh
ęŖsĹŔ展開Ĉ図Āh同ĺĬĚsġĠœsģä実績分析
ĺĬĚsġÝ¸āMainGATE/PPAäŇŔĪ言語対応
機能Ĉ開発ÍhœœsĢÍÕg本ĺĬĚsġåh製造情報
Áÿ品質情報hđĶŔės情報ôÝĈ蓄積Ïā統合İs
ĨłsĢ機能Þ多角的à分析機能Ĉ持ÙÜºāgôÕhĤ
ĖŎœįČ機能ä強化ú各種機器Þä接続Ĉ容易áÏāŀ
ŒęčŜ機能h環境経営情報ĠĢįŉÞä連携機能ø同時á
実現ÍÜºāg今後h顧客ä導入ŕłŔá合ąÑÜhĢĚs
ŒĿŔàĦœŎsĠŐŜĈęŖsĹŔá展開ÍÜºÅg

コミュニティ設置型蓄電システム用スマート PCS
富士電機åh離島ŇčĘŖęœĬĲĠĢįŉÝ培ÙÕ系
統安定化h蓄電制御技術á加¾h地域đĶŔėsŇĶġŊ
ŜıĠĢįŉÞä双方向通信úh周波数áþā自律制御機
能Ĉ備¾Õ系統連系用čŜĹsĨ}ĢŇsı PCS~Ĉ開
発ÍÕg本装置åh再生可能đĶŔėsÂ大量導入ËĂÕ
大規模電力系統ä電力需給調整áÀÇā問題Ĉ解決ÏāÉ
ÞĈ目的ÞÏāg主à特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉÞä双方向通信áþ

ā負荷平準化Þ緊急予備力ä提供
⑵

高速周波数制御áþā既設周波数制御Þä協調

⑶

既設発電機äĕĹĳľœs容量不足分ä負担

àÀh本開発å経済産業省補助事業{蓄電複合化ĠĢį
ŉ技術開発|á採択ËĂh実施ÍÕøäÝ¸āg
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技術成果と展望

エネルギーマネジメント
エネルギーコントローラ（けいはんな実証事業）
富士電機åh経済産業省Â推進ÍÜºā次世代đĶŔ

図4

けいはんなプラザBEMSの全体システム構成図

ėsj社会ĠĢįŉ実証事業äÇºåĉà学研都市áÀº
CEMS

ÜhÇºåĉàŀŒğá対ÏāļŔđĶŔėsŇĶġŊŜ
ıĠĢįŉ}BEMS~Ĉ担当ÍÜºāg

BEMS

BEMS ä中核Ý¸āđĶŔėsĜŜıŖsŒåh既存

エネルギー
コントローラ

äļŔ管理ĠĢįŉÞ連携ÍhđĶŔėsä見¾ā化h最
適化ċŔĝœģŉáþā蓄電池ú蓄熱槽Ĉ含ö電気j熱

既存ビル管理
システム

設備ä最適à運用Ĉ行¼øäÝ¸āgËÿáh地域đĶŔ

スマート
ＰＣＳ

ＰＣＳ

時同量制御機能àßáþĀh地域äđĶŔės最適運用á

設備

空調

äįĳŜıá対ÏāİŇŜĲŕĢņŜĢúļŔ内設備ä同

ＯＡ機器

照明

ėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ}CEMS~Þø連携ÍhļŔ内

コンセントレータ

バッテリ
コントローラ

太陽光
発電

スマート
子メータ

宅内
表示器

宅内
表示器

テナント :145 個

蓄電池

ø貢献Ïāg2010 年Áÿä 5 年間Ý開発j実証試験Ĉ行ºh

スマート
子メータ

ホテル :5 個

富士電機開発範囲

2011 年度å基本部分ä開発Â完了Ïā予定Ý¸āg

大規模Ý多様à自然đĶŔės}太陽光h風力h海流à

図5

スマートエネルギーネットワークの構成例

ß~Ĉ電力系統á連系Ïā場合áåh電圧ú周波数àßĈ
安定的á一定ä基準値内Ý維持ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg

電力安定化制御システム

発電側

需要側
離島グリッド

本ĠĢįŉåh富士電機äĸčĿœĬĲ蓄電制御技術á
情報ネットワーク

þĀh自然đĶŔėsĈĢŇsıđĶŔėsá変換Íh継
続的á安定ÁÚ高品質àđĶŔėsä提供Ĉ可能áÏāø

太陽光発電

自然
エネルギー

äÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

電圧変動ä抑制Þ周波数ä調整áþā電力系統安定化

⑵

高速Ý高性能àœċŔĨčŉ制御

⑶

最適à充放電制御Þ蓄電量制御áþā電池ä高寿命化

⑷

最適制御技術áþā必要蓄電容量ä削減}約 30 %~

⑸

多様à発電Þ各種ä蓄電á対応ÝÃā混合型蓄電制御

⑹

高性能 IGBT Þ制御技術áþā高º変換効率}98.5 %~

スマート
エネルギー

配電制御
システム

需要制御
システム

変換
グリッド

風力発電

発電制御
システム

海流発電

高効率
コンバータ

蓄電制御
システム
各種蓄電池

電力ネットワーク
情報ネットワーク

風力発電予測技術
CO2 削減äÕ÷h風力発電Â世界的á推進ËĂÜºāg

図6

風力発電予測結果の例

風力発電åh出力変動Â大ÃºÕ÷h大量á導入ËĂāÞ
電力系統á悪影響Ĉ与¾āgÓäÕ÷h出力Ĉ安定化ËÑ
ā技術Â必要Ý¸āg富士電機ÝåÓä一ÚÞÍÜh風力
発電量ä予測á取Ā組ĉÝºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg
数日先ôÝ 1 時間ÊÞä予測Ĉ行¼gÉä結果åh電
力会社àßáÀÇā需給運用計画áø適用ÝÃāg
⑵

予測値ä誤差幅ä表示機能áþĀh安全ĞčĲä制御
Â容易Ý¸āg

予測値

予測値の上限

予測値の下限

1,600
発電出力（kWh）

⑴

実績値

1,200
800
400
0

⑶

発電所周辺ä複数点ä気象予報値Ĉ使用ÏāÉÞhà
ÿéá風車配置á起因ÏāďČŜĲľĊsŉ内ä風速ä

192

384

576

時間（h）

変化Ĉ考慮ÏāÉÞáþĀh予測精度Â高ºg
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エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

自然エネルギー発電向け電力安定化蓄電制御システム

技術成果と展望

エネルギーマネジメント
仮想化技術を適用した系統情報配信 Web システム
富士電機åh通研電気工業株式会社ä協力ä下h東北電

図7

系統情報配信Webシステムの概略構成図

力株式会社á電力系統ä事故情報àßĈ通知ÏāÕ÷ä系
仮想稼動

仮想バックアップ

Ĉ適用ÍÜ 1 拠点á統合ÏāÉÞÝh高信頼化Þ高速化á

拠点 1 拠点 2
拠点 1 拠点 2
連携
連携
連携
連携
…
…
B系
B系
A系
A系
サーバ サーバ
サーバ サーバ

常用
試験
WWW WWW
サーバ サーバ

試験
常用
WWW WWW
サーバ サーバ

対応ÏāĠĢįŉÞÍÜ再構築ÍÕg主à特徴Ĉ次á示Ïg

Linux Linux …

Linux Linux

Linux Linux

á設置ÍÜºā系統情報配信 Web ĠĢįŉáh仮想化技術

⑴

仮 想 化 技 術 á þ ā 物 理 面h 機 能 面 Á ÿ ä 集 約 Ýh

TCO 削減Þ省đĶŔės化Þ省ĢŃsĢ化Ĉ実現
⑵

Linux Linux …

VMware ESX

VMware ESX

ハードウェア

ハードウェア
AP サーバ
（仮想化イメージ）
×2

連携サーバ
（仮想化イメージ）
×4
ファイバーチャネル（4 Gbits/s，冗長化）

仮想ŇĠŜä自動ĹĬĘċĬŀú物理ĞsĹ間移動à

ßáþĀh業務継続性ÞŊŜįĳŜĢ性Ĉ向上
⑶

仮想バックアップ

仮想稼動

統情報配信 Web ĠĢįŉĈ納入ÍÜºāg今回h22 拠点

DB ĘŒĢĨú SAN Ĉ導入ÍhĠĢįŉä高信頼化Þ

×2
DB サーバ
（Oracle RAC）

負荷ä分散h高速化Ĉ実現ÏāÞÞøáhŏsğ数ú機

×2
SAN ストレージ
（冗長化）

管理サーバ
（vCenter Server 他）

能ä拡張時áøĢĚsŔċďı可能à冗長化構成Ĉ採用

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

東京電力株式会社向け那須野水系ダム制御システム
本ĠĢįŉåh東京電力株式会社向Çá開発ÍÕĩŉä

図8

ダム制御システムの構成図

集中監視制御ĠĢįŉÝ¸Āh那須野j鬼怒川ä両制御所
Áÿ那珂川水系ä蛇尾川ĩŉĈåÎ÷ÞÏā 10 Á所äĩ

那須野制御所

鬼怒川制御所
多機能型
ダム操作卓

多機能型
簡易 ダム操作卓
表示装置

ŉj取水口ä監視制御Ĉ行¼øäÝ¸āgôÕh各ĩŉä

多機能型
ダム操作卓

PLC

多機能型
ダム操作卓

PLC

簡易
表示装置

PLC

管理所ú見張所á自所ä監視制御}一部自動制御~Ĉ行
¼操作盤Ĉ設置Íh制御所ä集中監視制御ĠĢįŉÞ広域
ĶĬıŘsĘÝ連携ÍÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸

多機能型
ダム操作卓
プリンタ 帳票
サーバ
B

多機能型
簡易
表示装置 ダム操作卓

āg
⑴

切替型操作卓áþā複数ĩŉä切替制御

⑵

自動制御盤áþā取水口制水門ä自動制御

⑶

計算機両系停止時ä操作卓Ýä縮退運転

⑷

本ĠĢįŉÁÿ独立ÍÕ非常停止装置áþā完全二重

中央演算
処理装置
Ａ/Ｂ

PLC

プリンタ

帳票 訓練・
サーバ SIM
Ａ
サーバ

訓練・SIM
サーバ用
クライアント

広域ネットワーク

入出力
中継装置
Ｂ

・・・・・・・

入出力
中継装置
Ａ

操作卓
制御装置A
操作卓
制御装置B

自動制御盤

非常停止
装置

他社連系システム

監視制御盤

化

鳥取県企業局向け発電集中監視制御システム
富士電機åh鳥取県企業局向Ç発電集中監視制御ĠĢį

図9

発電集中監視制御システムの構成図

ŉä更新業務Ĉ受注ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

集中監視事務所Áÿ監視制御ĞsĹ}二重化~Àþé

集中監視事務所
大型モニタ

インターネット

2 画面/1 監視制御卓áþā発電所úĩŉä監視j制御
⑵

集中監視事務所Þ発電所間Ĉ WAN 接続

⑶

運転支援ĞsĹ}ľĊčŔĞsĹhŊŜįĳŜĢĞs

監視
監視
操作装置A 操作装置B

外部レンタル
サーバ

FW

切替器
表示制御
サーバ

自動
表示装置

時計
装置

カラー
プリンタ

情報配信
サーバ

各発電所・
ダムの
状況閲覧

複合機

マンマシンLAN

Ĺ~áþā負荷分散
⑷

監視制御
サーバA

集中監視事務所ä計算機ĠĢįŉÞ 13 Á所ä発電

⑹

î発電電力量Ĉ伝送
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サイクリック
伝送装置
CDT

FAX

テレコンLAN
ルータ

ルータ

ルータ
ATM網

各発電所jĩŉä状況ĈńsŉŃsġÝ情報公開
ĞčĘœĬĘ伝送装置Àþé FAX áþĀh電力会社

メンテナンス ファイル
サーバ
サーバ
運転支援サーバ

電力会社

所jĩŉ TC}遠方監視制御装置~Ĉ更新
⑸

監視制御
サーバB

ルータ

サイク
リック

発電所
TC
ダム
TC

ルータ

×3
セット サイク
リック

発電所
TC
取水口
TC

ルータ
サイク
リック
沈砂池
TC

×1
セット

HUB

IP変換

発電所
TC

発電所
TC

サイク
リック
ダム
TC

×2
セット

技術成果と展望

エネルギーマネジメント
新ユニット型ディジタルリレー
富士電機Ýåh現行İČġĨŔœŕsŏĴĬıä後継機

198
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 1 0 新ユニット型ディジタルリレーのイメージ

種ä位置付ÇÞàā新ŏĴĬı型İČġĨŔœŕsĈ開発
ĈÍÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

基板実装形態ä見直Íú部品点数ä削減áþĀh従来
製品比Ý約 60 % ä小型化Ĉ実現

⑵

ĲĬıŇıœĬĘĢ LCD 表示器ä採用áþĀh整定
操作h運用状態確認時ä視認性Àþé操作性ä向上

⑶

16 ļĬı AD 変換器ä採用hCPU ä二重化hİsĨ

ĤsĿ機能Ĉ装備
⑷

JEC-2500 準拠ä高ºķčģ性能Ĉ実現

⑸

ēŀĠŐŜÝıŒŜĢİŎsĞ機能h国際通信規格対
応àßÂ搭載ÝÃh制御h計測h通信端末ÞÍÜø適用
可能

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

電源開発株式会社向け変圧器保護制御モジュール
電源開発株式会社 名古屋変電所á変圧器保護制御ŋ

図 1 1 変圧器保護制御モジュール盤

ġŎsŔĈ開発Í納入ÍÕg新機能ÞÍÜh将来ä電力系
統Ý想定ËĂā事故時ä低次高調波ä増大á対応ÍÕ励磁
突入電流}čŜŒĬĠŎ電流~対策Ĉ組õ込ĉÖgÉĂåh
事故電流ÞčŜŒĬĠŎ電流ä第 2 高調波成分ä位相ä違
ºá着目Íh事故時á発生Ïā低次高調波Âh比率差動œ
ŕsä高調波抑制整定}第 2 高調波含有率~þĀ大ÃÅ
àÙÜøh事故電流ÁčŜŒĬĠŎ電流ÁĈ判別ÝÃāø
äÝ¸āgÓä他ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

保護Þ制御Ĉ一体化ÍÕŋġŎsŔ構成Ýh保護機能
å主保護h後備保護}主保護要素Ĉ含ö~ä二重化構成

⑵

第二世代İČġĨŔœŕsĈ採用Íh自動監視機能ä
充実Ĉ図ÙÕ高信頼性

次世代電圧制御技術
太陽光発電ä政府導入目標å 2020 年Ý約 2,800 万 kW

198
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 1 2 集中方式電圧制御の概念図

Ý¸āg太陽光発電Â配電系統á大量導入ËĂāÞh逆潮
流áþĀ電圧Â上昇Íh管理値Ĉ逸脱Ïā恐ĂÂ¸āgÉ

次世代配電
自動化システム
SVC

ä課題克服äÕ÷h富士電機å次世代配電自動化ĠĢįŉ
á向ÇÕ集中電圧制御ä開発Ĉ進÷Üºāg集中電圧制御
Þåh配電系統ä各点á設置ËĂāĤŜĞ開閉器ä計測情

①センサデータ収集
②最適
制御量
演算

V ， I ，θ
センサ
開閉器

報Áÿ配電系統ä電圧状態Ĉ把握Íh分散配置ËĂÕ電圧

負荷

PV

負荷

PV

調整機器á対ÍhĨĬŀ切換回数低減àßĈ考慮ÍÕ最適
制御量Ĉ算出ÍÜœċŔĨčŉÝ集中制御ÏāøäÝ¸āg
àÀh制御対象ÞÏā電圧調整機器å負荷時ĨĬŀ切換変

V ， I ，θ
センサ
開閉器

圧器}LRT~
h自動電圧調整器}SVR~
h静止形無効電力補償
装置}SVC~Ý¸āg本件å資源đĶŔės庁ä{次世代

③指令値配信

LRT

＊ 太陽電池

SVR
負荷

*

PV

負荷

PV

送配電系統最適制御技術実証事業|áÜ実証Ĉ進÷Üºāg
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技術成果と展望

変電システム
リチウムイオンキャパシタによる瞬低対策装置
工場ä高付加価値製品ä生産ŒčŜåh瞬時電圧低下

図 1 3 瞬低対策装置

}瞬低~áþĀ多大à被害Â発生ÏāgÉĂôÝä鉛蓄電
池áþā瞬低対策装置ä欠点åh鉛蓄電池ä寸法Â大Ãº
ÉÞÞh温度管理ú定期的à保守j交換作業Â必要àÕ÷
ŒŜĴŜęĜĢıÂ高ºÉÞÝ¸āg
今回hÓä欠点Ĉ解消ÏāÕ÷áœĪďŉčēŜĖŌĺ
ĠĨ}LiC~Ĉ適用ÍÕ瞬低対策装置Ĉ開発Íh工作機械
ŊsĔsá納入ÍÕg
LiC åh従来ä鉛蓄電池á対ÍÜ蓄電部ä大ÃËĈ半分
以下áÏāÉÞÂ可能Ý¸Āh装置寸法ä小型化Ĉ実現Í
ÕgôÕh15 年間交換Â不要Ý¸āÉÞúh細Áº温度
管理Â不要àÉÞÁÿ空調電力ä削減áøÚàÂĀhŒŜ
ĴŜęĜĢıÀþé環境負荷Â低減ÝÃāg

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

旭硝子株式会社 愛知工場向け 154 kV 受変電設備
自動車ĕŒĢ生産Ý国内第一位ä AGC 旭硝子株式会社

図 1 4 154 kV受変電設備

愛知工場向Çá 154 kV 受変電設備Ĉ納入ÍÕg設備構成
åh154 kV ä SF6 ĕĢ絶縁開閉装置}GIS~
h受電変圧器
4 ĹŜĘÀþé高圧配電盤àßÝh主à特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
⑴

老朽化ÍÕ 77 kV 受電設備Ĉ 154 kV á昇圧受電Ïā
ÉÞáþĀh電源ä信頼性Â向上ÍÕg

⑵

完全密閉構造ä GIS Ĉ採用Íh大気ä影響Ĉ受ÇÐ
安全性j信頼性Ĉ向上ÏāÞÞøá保守Ĉ容易áÍÕg

⑶

保護œŕså引出Í可能àİČġĨŔœŕsÞÍh信
頼性Þ保守性Ĉ向上ËÑÕg

⑷

系統構成å将来ä増設Àþé定期的à保守作業時áø
負荷ä連続運転Â可能à 2 系列化ÞÍÜºāg

東日本旅客鉄道株式会社 鶴見き電区分所向け直流高速度真空遮断器
東日本旅客鉄道株式会社 鶴見Ã電区分所ä直流送電設
備ä老朽áþā取替¾áþĀh直流高速度真空遮断器Ĉ納
入Íh同社ä 1 号機ÞÍÜ運用Ĉ開始ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

従来ä直流高速気中遮断器å遮断時á爆発的àċsĘ
Ĉ放出ÏāÂh直流高速度真空遮断器ÝåđĶŔėsĈ
消弧装置Ý熱á変換ÍÜ処理ÏāÕ÷hċsĘĢŃsĢ
ä省略ÀþéċsĘŕĢÂ可能Ý¸āg

⑵

開放不能時å予備回線á切Ā替¾āĹĬĘċĬŀ機能
Ĉ付加Íh高信頼性Ĉ図ÙÜºāg

⑶

主制御用配電盤åhPLC Ĉ用ºÕ ME}静止~形配

電盤á対応ÍÜºāg
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図 1 5 直流高速度真空遮断器盤

技術成果と展望

変電システム
京王電鉄株式会社 上北沢変電所向け「パーム・ヤシ脂肪酸エステル入変圧器」の納入
京王電鉄株式会社 上北沢変電所á鉄道事業者向Ç整流

図 1 6 「パーム・ヤシ脂肪酸エステル入変圧器」

器用変圧器Ý世界初Þàā環境á配慮ÍÕĺsŉjōĠ
脂肪酸đĢįŔ入変圧器Ĉ納入ÍÕg絶縁油á従来ä鉱
油á代ąĀh植物油由来ä{ĺsŉjōĠ脂肪酸đĢį
Ŕ|Ĉ採用ÍÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

絶縁油ä生分解性Â高Åh地球温暖化ä抑制áÚàÂ
ā優ĂÕ対環境性能}ECO ŇsĘ取得済~

⑵

冷却h絶縁性Â高Å小型化Â可能

⑶

変圧器ä信頼性確保

™絶縁油Àþé絶縁紙ä劣化特性Â鉱油á比ï良好
™鉱油Ý問題Þàā硫化銅}絶縁不良~ä心配Â不要
™予防保全診断å鉱油Þ同Î手法Â使用可能

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

大阪市交通局向け高速電気軌道第 2 号線駒川変電所の更新
電車用電力機器ä老朽化Þ回生電力貯蔵装置新設á伴ºh

図 1 7 電鉄用整流装置および回生電力貯蔵装置

特別高圧Àþé直流設備ñÁä更新工事Ĉ実施ÍÕg主à
設備åh24 kV ĕĢ絶縁開閉装置h電鉄用整流装置h回生
電力貯蔵装置h直流 1.5 kV 開閉装置h主制御用配電盤à
ßÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

24 kV ĲŒčđċ絶縁 C-GIS áþĀh脱 SF6 ĕĢ化
Ĉ実現ÍÜºāgôÕh省ĢŃsĢ化Ĉ図ÙÕg

⑵

純水沸騰冷却式ĠœĜŜ整流器áþĀh脱ľŖŜĕĢ
化Ĉ実現ÍÕgôÕh12 ĺŔĢ化ÏāÉÞÝ高調波抑
止対策ø実現ÍÕg

⑶

回生電力貯蔵装置ÞÍÜ大容量ĴĬĚŔ水素蓄電池Ĉ
採用Íh電車ä回生制動áþĀ発生Ïā回生電力Ĉ貯蔵
ÏāÉÞÝ電力量ä削減Ĉ実現ÍÕg

流通情報システム
コンビニエンスストア向け 2 温度ショーケース
ĜŜļĴđŜĢĢıċÝåh近年ä売上伸長率ä低下á

図 1 8 2温度ショーケース

þā競争激化ä対応ÞÍÜh新商材ä積極的à展開Ĉ進÷
Üºā ｡ ÉäÕ÷h商品ÊÞä温度帯変更úh時間帯j季
節jčłŜıàßá応ÎÜh柔軟á商品別ä庫内容量Â
変更ÝÃāĠŐsĚsĢÂ望ôĂÜºāg富士電機åhÉ
äþ¼àĴsģá応¾āÕ÷hĜŜļĴđŜĢĢıċ向Ç 2
温度ĠŐsĚsĢĈ開発ÍÕ ｡ 主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

商品棚ä下á中間ĩĘıĈ配置Íh庫内Ĉ上下á分割
ÏāÉÞÝhĪŔĲ}5 ℃~Þ弁当}18 v 20 ℃~ä温

度帯変更Ĉ実現
⑵

中間ĩĘıä設定位置Ĉ多種変更可能ÞÍhľŕĖĠ

弁当
中間ダクト

弁当
弁当

チルド

中間ダクト
チルド

ĿŔà庫内容量Ĉ実現
⑶

中間ĩĘıä軽量設計áþĀh操作性ä低下Ĉ回避
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技術成果と展望

流通情報システム
スーパーマーケット向け冷凍リーチインショーケース
ĢsĺsŇsĚĬı業界Ýåh
đĶŔėsä使用ä合

図 1 9 冷凍リーチインショーケース

理化á関Ïā法律
}改正省đĶ法~ä施行áþĀh店舗
機器ä省đĶŔės化îä要求Â強ôÙÜÃÜºāgÓä
Õ÷hĕŒĢ扉áþĀ消費電力Â抑¾ÿĂāœsĪčŜ
ĠŐsĚsĢä採用Â増加傾向á¸āg富士電機åh消費
電力ĈËÿá抑制Íh消費電力量Ĉ従来比Ý 18 % 削減Í
Õ製品Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

LED 照明Ĉ標準採用ÏāÉÞÝh従来ä照明á対Í

Ü消費電力Ĉ 62 % 低減
⑵

各部ä断熱性Ĉ強化Íh筐体ä表面温度ä低下Ĉ抑制

⑶

ĠŐsĚsĢ背面Áÿä吹出冷気流áþāđċĔsį
Ŝä強化úĕŒĢ扉面îä冷気衝突Ĉ抑制Íh防露Ļs
Ĩ全体ä消費電力Ĉ 24 % 低減

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

エコマックスコントローラ
小売業界Ýåh店舗設備ä管理j運営ä効率化Þ省đĶ

図 2 0 エコマックスコントローラ

Ŕės化äĴsģÂ高ôÙÜºāg富士電機ÝåhĢs
ĺsŇsĚĬıúĜŜļĴđŜĢĢıċh冷蔵倉庫àßä
中小規模需要家向ÇáhĠŐsĚsĢú冷凍機àßä設備
Ĉ管理j制御ÏāđĜŇĬĘĢĜŜıŖsŒĈ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

Linux łsĢÝä応用性ä¸āċsĖįĘĪŌä構築
áþĀhĦľıďĐċ資産ä蓄積Ĉ容易áÍh新規案件
ú他分野îä適用性Ĉ向上ÍÕg

⑵

ĨĬĪĺĶŔ操作画面ä再構成Þ応答性ä向上áþĀh

操作性Ĉ向上ÍÕg
⑶

店舗機器管理ĠĢįŉ構築ä構成要素ä集約Þ配線Ĉ

少àÅÏāÉÞáþĀh工事期間Ĉ短縮ÍÕg

店舗向け電力監視システム
富士電機åh電力使用量Ĉ計測Íh電力量ä{見¾ā

219
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 2 1 「イケメン店長」画面例

化|
{分Áā化|Ĉ実現ÏāÉÞáþĀh省đĶŔės対
策Ĉ支援ÏāđĶŔės監視端末¾É店長ÞčĚŊ
Ŝ店長Ĉ開発ÍÕg1 台Ý最大 16 回路ôÝ電力ä計測
Â可能àÕ÷h用途別ä電力使用量Â把握ÝÃāgôÕh
ĺŔĢ入力áþā流量計測h温度計測áø対応ÍÜºāg
ËÿáhčĚŊŜ店長å画面付ÃÝĨĬĪĺĶŔ操作Â行

（a）店舗スタッフ向けの場合

¾hİŇŜĲ監視j警報出力h電力使用量äęŒľ表示á
þĀh現場Ýä電力使用量ä監視ĈĞņsıÏāg本体å
省ĢŃsĢ設計Ýh設置ø簡単Ý¸āg
両製品åhFOMA 通信Ĉ使用ÍÕčŜĨsĶĬı経由
ä ASP 型 EMS ĞsļĢÞä連携áþĀh複数拠点äœ
ŋsı監視ú分析h実績管理Â行¾āg
富士時報
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（b）来客者向けの場合

技術成果と展望

流通情報システム
電力計測 ASP サービス
čŜĨsĶĬı経由Ý現場äđĶŔės使用状況Ĉ{見

219
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 2 2 ASP型EMSサービス

¾ā化|Ïā ASP 型 EMS ĞsļĢĈ開発ÍÕg
データセンター

各拠点}店舗àß~á設置ÍÕđĶŔės計測端末}
¾

エネルギー管理サーバ

É店長
čĚŊŜ店長
~áþĀ自動収集ÍÕ電力量h温
度àßä計測İsĨå FOMA 通信áþĀİsĨĤŜĨs
内äĞsĹá蓄積ËĂhđĶŔės使用状況ä監視h分析
á活用ËĂāgİsĨä参照å Web ĿŒďğsÁÿ行¾

FOMA
ネット
ワーク

ルータ

インターネット網

āÕ÷h遠隔ä管理部門àßÁÿh複数拠点äđĶŔės
使用状況äęŒľ表示}日報h月報h年報~
h比較表示

ファイヤウォール

INS128 K

店舗

本社管理部門

24

}過去実績h拠点間~
h拠点ŒŜĖŜę表示àßáþĀh多
面的à分析ø可能Ý¸āgôÕh省đĶ支援ĞņsıĞs
ļĢÝåh収集ÍÕ実績İsĨá基ÛÃh顧客ä状況á応

店舗ごとのエネルギー使用量を計測・収集

ÎÕ適切à省đĶ改善ņčŜıá関Ïā情報Ĉ提供Ïāg

営農支援SmileAGRIĠœsģåh農業生産現場áÀ

図 2 3 営農支援「SmileAGRI」シリーズV6の概要

Çā生産資材利用ä適正化Þ農作業ä見¾ā化ĈĞņsı
Íh食品ä安全性確保h並éá生産活動ä PDCA ĞčĘ

三ツ山情報サービス
（農薬データ配信サービス）

インターネット

Ŕä確立áþā収量j品質向上Ĉ支援Ïā仕組õÝ¸āg
2011 年 10 月áhþĀ多Åäŏsğîä普及Ĉ念頭áh
最新ĹsġŐŜSmileAGRIĠœsģ V6 ĈœœsĢÍ

農薬
データ

クラウドサービス基盤
（富士電機行政クラウドモール）
データ
メンテナンス

Õg

農薬
データベース

本製品åh電子自治体向ÇĘŒďĲĞsļĢ基盤Ý¸
ā行政ĘŒďĲŋsŔĈ活用ÍÕ SaaS 提供型製品Ý¸āg
製品ĈĞsļĢÞÍÜ提供ÏāÉÞáþĀhŏsğå新Õ
à固定資産Ĉ取得Ïā必要ÂàÅh初期導入経費Ĉ大幅á
抑制ÏāÉÞÂÝÃāg今後h国内外ä農業団体j法人á

インターネット
ダウンロード

ダウンロード
生産現場：モバイル端末による運用

事務所内：タブレット端末による運用

【利用機器例】
スマートフォン
（Android 端末）

【利用機器例】
タブレット端末
パソコン

加¾生産者個人îä展開ø促進ÍÜºÅg

太陽光発電システムの農地適用に向けた研究
農地áå太陽光àßä自然đĶŔėsÂ豊富á存在Íh

図 2 4 太陽光発電システムの農地適用

新đĶŔės発電ĠĢįŉä適用場所ÞÍÜ非常á大Ãà
潜在力Ĉ持ÙÜºāg今回h全国農業協同組合連合会Þ共
同ÝhļĴsŔĸďĢá太陽光発電ĠĢįŉĈ設置ÏāÕ
÷ä実証研究Ĉ実施ÍÕg
太陽電池ä設置位置ĈĸďĢä西側ÞÏāÉÞÝh午前
中ä太陽電池ä影Ĉ最小限ÞÍh午前中Ĉ中心á行ąĂā
光合成îä影響Ĉ抑¾àÂÿh発電量å最大出力ä 80 %
Ĉ確保ÍÕgôÕh薄ÅÜ軽º特長Ĉ生ÁÍh架台àßĈ
設ÇāÉÞàÅ設置ÏāÉÞÂÝÃÕg
今後h実際á栽培Ĉ行ÙÜºā農家äĸďĢÝø検証Íh
最適à設置場所ú設置方法Ĉ確立ÏāÉÞÝh国内外ä農
業団体àÿéá生産者î幅広Å展開Ïā予定Ý¸āg
富士時報
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エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

営農支援「SmileAGRI」シリーズ V6

技術成果と展望

流通情報システム
自治体クラウド向け総務事務サービス
自治体áÀÇāĘŒďĲ導入ä関心Â高ôā中h富士電

図 2 5 自治体クラウド向け総務事務サービスの概要

機å自治体ĘŒďĲ向ÇĞsļĢÞÍÜ公文書管理Ğsļ
ĢĈ提供ÍÜºāg今回新ÕàĞsļĢÞÍÜ総務事務

総務事務クラウドサービス

ĞsļĢĈ開発Íh提供Ĉ開始Ïāg
同ĞsļĢåhÉĂôÝ総務事務ĺĬĚsġĈłsĢá
承認

LGWAN

複数ä自治体á個別導入ÍÜÃÕĠĢįŉäķďĸďĈ集
約ÍÕøäÝh提供Ïā機能å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

勤務管理k時間外勤務ú休暇àßä申請

⑵

旅費管理k出張ú旅費精算àßä申請

⑶

給与手当k扶養手当ú住宅手当àßä申請

⑷

福利厚生k各種届出j申請

承認・決裁
集計・管理

àÀh既á提供ÍÜºā公文書管理ĞsļĢÞ職員認証

勤務管理

旅費管理

給与手当

時間外勤務
休暇申請

出張申請
旅費清算

扶養手当
住宅手当

福利厚生
結婚
転居

出産
その他

発生源入力

基盤h決裁基盤ä共有化Ĉ可能ÞÍÜºāg

エネルギーをスマートにつなぐ〝エネルギーマネジメント〟

ワークフローパッケージ「ExchangeUSE V10L20」
情報設備投資áÀºÜh昨今ä内部統制îä対応úh今

図 2 6 「ExchangeUSE V10L20」の画面例

後日本Ý導入Â予定ËĂÜºā新会計基準}IFRS~適応
á向ÇÕ動ÃÂ活発áàÙÜºāg導入áÀºÜåh業務
標準化j業務統制ĈºÁá実現ÏāÁÂ重要視ËĂāg
ExchangeUSEŘsĘľŖsåh業務統制ä¼×承
認業務ä電子化h一元化Ĉ実現ÏāĺĬĚsġ製品Ý¸āg
2011 年 9 月á最新ĹsġŐŜä V10L20 ĈœœsĢÍÕg
本製品å従来品Þ比較Íh
{見積Ā|Áÿh
{受注|ÓÍ
Ü{出荷|á至ā複数ä業務ŀŖĤĢĈ統合的á管理ÝÃ
āþ¼áàĀh広範囲ä業務Ĉ一元化j標準化ÝÃā仕組
õĈ持Úg今後hĢŇsıľĒŜîä対応hĘŒďĲáþ
āĞsļĢ提供Ĉ予定ÍÜÀĀh企業ä業務基盤ĈĨs
ěĬıá幅広Å展開Ïā予定Ý¸āg

「軽技 Web」Version6.1
軽技 Webå情報活用Ĉ促進Íh報告業務úİsĨ
分析hŕņsı出力ĈĞņsıÏā BI ĭsŔÝ¸āg簡
単à操作性Þ低価格Â強õä本製品åh最新ĹsġŐŜä
{Version6.1|Ĉh2011 年 11 月áœœsĢÍÕg
本製品å従来品Þ比較ÍhİsĨ検索機能jĩďŜŖs
Ĳ機能Ĉ大幅á強化ÍÕg複雑àİsĨä抽出Þ活用ä実
現Ýhŏsğ部門ä報告j分析業務Ĉ強力áĞņsıÏāg
ôÕhĠĢįŉ管理ĭsŔĈ充実ÍÕÉÞÝhĠĢįŉ部
門áÀÇā運用ä効率化á大ÃÅ貢献ÝÃāg
{簡単|
{低ĜĢı|ĈĖsŘsĲáh本当á現場Â必
要ÞÏāİsĨĈ柔軟á活用ÝÃā BI ĭsŔÞÍÜhļ
ġĶĢĈ拡大ËÑāg
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図 2 7 「軽技Web」Version6.1の画面例

技術成果と展望

電気を自在に操る
パワーエレクトロニクス
パワーエレクトロニクス機器
パワー半導体
受配電制御機器

展

望
下~
g高性能łĘıŔ制御形čŜĹsĨFRENIC-VG Ġ

パワーエレクトロクス機器
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~機器ÝåhĲŒč

œsģÝå各種ēŀĠŐŜĈ開発Íh機能Ĉ拡充ÍÕg

Ŀ分野ÀþéĺŘsĞŀŒč分野áÀºÜh新Õà世ä中

100Mbits/s äE-SX ĹĢ対応ú機能安全対応àß新

ä動Ãá応¾āÕ÷ısĨŔĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ目指

規ēŀĠŐŜø開発ÍÕg回転機分野ÝåhŋsĨ効率

ÍÜºāg

IE4}IEC 規格áÀÇā効率ĘŒĢ~ŕłŔä永久磁石形

ĲŒčĿ分野åh自動車産業j鉄道車両j可変速機器ä

Ĉ発売ÍÕg誘導機Þ取付寸法á互換性Ĉ持ÕÑÚÚh誘

自動車産業分野Ýåh電気自動車関連äčŜľŒ整備事
業対応ÞÍÜĪŌİŋ}CHAdeMO~仕様ä地上急速充

導機比Ý 5 v 30 % ä軽量化Ĉ実現ÍÕg今後Þøh新Í
º市場要求á応¾ā製品Ĉ提供Í続Çāg

電器Ĉ開発ÍhŒčŜċĬŀ}25h39h44h50 kW~Ĉ充

ĺŘsĞŀŒč分野Ýåh電力変換技術Þ蓄電池応用技

実ÍÕg特á新規開発ä 25 kW 機å低圧受電契約Ý設置

術ĈĜċÞÍÕęœsŜĺŘđŕ製品Ĉ開発Í拡充ÍÕg

可能Ý¸āgÉĂåh富士電機Â得意ÞÏā自動販売機ä

市場ä伸張Â続ÅİsĨĤŜĨs向Çáh空調設備用途Þ

量産技術Ĉ適用Íh小容量ŏĴĬı}12.5 kW~ä多段積

ÍÜ富士電機独自äİŎċŔŀŖĤĬĠŜę方式Ĉ採用Í

õ構成Ĉ採用ÏāÉÞÝh薄型j軽量化Ĉ実現ÍÕøäÝ

Õ無停電電源装置Ý¸ā超高効率大容量 UPS8000ND Ġ

¸āg今後h低炭素化社会ä実現á向ÇÜh電気自動車ä

œsģĈ開発ÍÕgôÕhĞsĹ用ĹĬĘċĬŀ電源

普及å進ĉÝºÅÞ思ąĂāg富士電機åh地上čŜľŒ

用途ÞÍÜh高品質j高信頼性Ĉ確保Íh富士電機独自

ä整備ÖÇÝàÅh車載ĜŜņsĶŜı}駆動čŜĹsĨ

ä RB-IGBT}Reverse-Blocking Insulated Gate Bipolar

ú車載電源機器~事業áø積極的á取Ā組ĉÝºÅg

Transistor~Ĉ用ºÕ 3 ŕłŔ変換方式Ĉ採用ÏāÉÞÝh

鉄道車両áÀÇāĺŘđŕ機器áÚºÜåh安全性h信

高効率Ĉ実現ÍÕ常時čŜĹsĨ給電方式大容量 UPS

頼性h経済性á対Ïā要求åø×ăĉäÉÞh高速化h省

HX ĠœsģĈ開発ÍÕgËÿáhŒĬĘ内îä UPS

đĶŔės}省đĶ~化h小型軽量化h省ŊŜįĳŜĢ化h

実装用途ÞÍÜĴĬĚŔ水素電池Ĉ搭載ÍÕ 10 kVA ŒĬ

乗Ā心地j快適性ä向上h環境調和îä対応ÞºÙÕ時代

Ę型 UPS Ĉ開発ÍÕg
ôÕh急拡大ÍÜºāęŖsĹŔàęœsŜđĶŔės

ä要請á応¾àÂÿh技術革新Ĉ行ÙÜÃÕg
鉄道車両分野ä製品開発ÞÍÜh新幹線車両ĠĢįŉh

向Çá大規模発電所á最適à太陽光発電用ĺŘsĜŜİČ

在来線車両ĠĢįŉhĲċĠĢįŉä次世代技術ä開発á

ĠŐĳ}PCS~ä 1 MW 機Ĉ製品化ÍÕgËÿáh産業分

取Ā組öÞÞøáhęŖsĹŔ展開ÞÍÜh海外ä鉄道事

野äęœsŜ化ÞÍÜhđŕłsĨä運転á伴º発生Ïā

業会社îø製品Ĉ納入ÍÜºāg富士電機åhĠŜĕņs

回生電力Ĉ再利用Ïāh回生ċĠĢı機能付đŕłsĨ専

Ŕä地下鉄向ÇáŀŖĺŔġŐŜĠĢįŉÀþé補助電源

用 UPS Ĉ開発ÍÕg

装置ä電機品一式Ĉh台北ŊıŖ向ÇáĲċĠĢįŉĈ納

富士電機åhĜċ技術Ý¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技

入ÍÜºāgôÕh国内ÝåhÉĂôÝä実績Ĉ踏ô¾h

術ĈłsĢáhĜŜņsĶŜıÞĠĢįŉĈ組õ合ąÑÕ

北海道旅客鉄道株式会社h九州旅客鉄道株式会社向Çä交

ĦœŎsĠŐŜÝh顧客満足度ä向上Ĉ追求ÍÜºÅg

流電車用補助電源装置Ĉ継続ÍÜ納入ÍÜºāg
可変速機器分野Ýåh空調Àþé水処理á適ÍÕ機能Ĉ
搭載ÍÕčŜĹsĨFRENIC-HVAC/AQUA

Ġœsģ

パワー半導体
REN21}21 世紀äÕ÷ä自然đĶŔės政策ĶĬıŘs

Ĉ製品化ÍÕg保護構造 IP55hIP21 á対応ÍhEMC ľČ

Ę~Â 2011 年 7 月 12 日á公表ÍÕ白書世界自然đĶŔ

ŔĨÞ高調波抑制用直流œċĘıŔĈ内蔵Ïā}90 kW 以

ės白書 2011 年版
{Renewables 2011 Global Status Re富士時報
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電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

各分野Áÿàāg

同期電動機Ý¸ā高効率 PM ŋsĨGNP1 形Ġœsģ

技術成果と展望

porthGSR2011|áþĂæh再生可能đĶŔės市場}水力h

電源制御用ĺŘs IC 分野ÝåhĺĦĜŜú液晶 TV à

風力h太陽光h地熱àß~å年々拡大ÍÜÀĀh2010 年

ßä民生製品ä高効率化Þ低待機電力化Ĉ両立ÍÕ低待機

áå総電力ä 2 割近ÅĈ提供ÍÜºāÞ報告ÍÜºāg特

電力 PWM}Pulse Width Modulation~電源制御 IC Ĉ開

á太陽光発電ä新規導入åh2009 年ä 2 倍á達ÍÕÞº¼g

発ÍÕgĺĦĜŜú液晶 TV ä待機電力Ĉ大幅削減可能Þ

Ëÿá 2011 年 3 月 11 日á発生ÍÕ東日本大震災áþā原

ÍhCO2 削減á大ºá貢献ÍÜºāgôÕęœsŜ IDC

子力発電á関ąā問題åh日本ÖÇÝàÅ世界中á再生可

}Internet Data Center~
j通信j産業用途ú大型 TV àß

能đĶŔėsä拡大推進á拍車Ĉ掛ÇÜºāg
É¼ÍÕ状況ä中h富士電機Ýåh
{đĶŔėsj環境|

ä大電力製品ä高効率化Þ電源ĠĢįŉ簡略化Ĉ可能ÞÏ
ā電流共振制御 IC Ĉ開発ÍÕg

事業á注力ÍÜºāg特á電力đĶŔėsä有効利用Ĉ目

ÉäñÁh富士電機ä高信頼性半導体技術Ĉ応用ÍÕ製

的ÞÏāĺŘđŕÞhÓä基幹部品Ý¸āĺŘs半導体á

品ÞÍÜh宇宙用 p ĪŌĶŔĺŘs MOSFET Ĉ開発ÍÕg

対ÍÜåhCO2 削減àßä地球環境保護ú再生可能đĶŔ

既á開発済ä n ĪŌĶŔĺŘs MOSFET Þ組õ合ąÑÜ

ės分野ä発展á貢献Ïā重要事業ÞÍÜ今後Ëÿá注力

使¼ÉÞÝh放射線ä影響Ĉ受Çàº極÷Ü高º信頼性ä

Ïā計画Ý¸āg

電源ĠĢįŉĈ構成ÝÃāg

CO2 削減Àþé再生可能đĶŔės拡大ä推進äÕ÷á

富士電機åh今後øđĶŔėsÞ環境ä問題á対応Ïā

ĺŘs半導体Â果ÕÏïÃ役割åhĺŘđŕ機器ä電力利

Õ÷áh高効率j高信頼性äĺŘs半導体ä開発á取Ā組

用効率Ĉ高÷h機器ä省電力化Þ利用拡大á貢献ÏāÉÞ

õh世ä中á貢献ÍÜºÅg

Ý¸āgþĀ具体的áåhĺŘs半導体製品ä低損失化Þ
低ķčģ化h小型化h高信頼化hÓÍÜ製品系列Þ用途ä
拡大Ĉ進÷ÜºÅÉÞÝ¸āgÉäþ¼à考¾äøÞáh

受配電制御機器
受配電機器j制御機器ä市場å 2010 年春Áÿ順調à回
復局面á入Āh東日本大震災ä影響å残āøää復興投

開発Ĉ進÷ 2011 年áå次ä成果Ĉ得Õg

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

ĺŘsŋġŎsŔ分野Ýåh産業用途製品ä中Ýåh風

資j需要ø¸Ā堅調ËĈ維持ÍÜºāg海外市場ø円高á

力j太陽光発電àßä大容量化j高変換効率要求á対応Í

þāŇčĳĢ要素ú欧州金融不安ä影響Â懸念ËĂāÂh

ÜhPrimePACK

TM

製品系列áĪŐĬĺ回路Ĉ内蔵ÍÕ製

品Ĉ追加ÍÕg従来ä PrimePACKTM 2 in 1 ŋġŎsŔÞ

中国jċġċä高º経済成長Â続ÃčŜľŒj生産設備投
資Ĉ中心á需要Â拡大傾向á¸āg

組õ合ąÑāÉÞáþĀh高効率Ĉ実現ÝÃā 3 ŕłŔ回

Éäþ¼à市場環境ä中Ýh富士電機å急速á変化ÍÜ

路Â容易á構成ÝÃāgôÕhËÿàā高効率化技術ÞÍ

ºā市場要求î敏感á対応Íh顧客îäþĀ大Ãà付加価

Ü富士電機Â提案ÍÜºā A-NPC}Advanced Neutral-

値ä提供á努÷Õg国内Ýå震災以降h特á電気đĶŔ

Point-Clamped~回路用 IGBT ŋġŎsŔä系列Ĉ拡大

ėsĈ安定ÁÚ効率的á供給Ïā技術Â注目Ĉ集÷Üºāg

ÍÕg独自ä RB-IGBT Ĉ回路ä中間点ĘŒŜŀá採用

工場j生産設備äõàÿÐēľČĢļŔú商業施設áÀº

ÍhA-NPC 回路 3 相分Ĉ 1 ĺĬĚsġá搭載ÍÜŏsğ

Üø省ĢŃsĢj省đĶÝ信頼性ä高º受配電j給電ĠĢ

ä使ºúÏËá貢献Ïāg新材料İĹčĢÝåh富士電機

įŉĈ構成ÏāÉÞä重要性Â増ÍÜºāgÉĂá応¾ā

å独立行政法人 産業技術総合研究所Þ炭化Çº素}SiC~

Õ÷áh設備j機械装置類á最適à小型化機器h省đĶĠ

半導体İĹčĢä共同開発Ĉ実施ÍÜÀĀh先行開発Í

Ģįŉ機器Àþé設備監視機器ä開発Ĉ行ÙÕgôÕh企

Õ SiC-SBD}Schottky Barrier Diode~ Þ 最 新 第 6 世 代

業活動ä急速àęŖsĹŔ化Â進ĉÝºā分野á対ÍÜh

IGBT ÞĈ組õ合ąÑÕ低損失ĸčĿœĬĲŋġŎsŔĈ

ŇŔĪ規格対応機種ú中国jċġċÝä専用機種Ĉ拡充Íh

開発ÍÕg

顧客äęŖsĹŔ市場Ýä競争優位性確保áø貢献ÍÜÃ

車載分野ÝåhĸčĿœĬĲ自動車}HEV~
j電気自動

Õg

車}EV~向Çá高放熱h小型化Ĉ狙ÙÕ直接水冷ŋġŎs

受配電j開閉機器分野áÀºÜåh電力供給ä高信頼化

ŔĈ開発ÍÕg出力 50 kW ĘŒĢäĠĢįŉá対応Ïā

Þ省đĶÂ求÷ÿĂÜÀĀh工場àßä生産設備Ýå設置

650 V/400 A 6 in 1 ŋġŎsŔäĞŜŀŔ展開Ĉ開始ÍÕg

ËĂā機械装置ú制御盤ä小型化j省電力化Â課題Ý¸āg

今後h120 v 150 kW ĘŒĢôÝäŋsĨ制御ĠĢįŉá

ÉĂá応¾Üh電磁開閉器Ýå 2.2 kW 以下äŋsĨ制御
用途Ý世界最小ĘŒĢä低消費電力小型電磁開閉器SK

対応Ïā製品Ĉ系列化Ïāg
ĺŘsİČĢĘœsı分野ÝåhĞsĹj無停電電源

ĠœsģĈ新Õá発売ÍÕg消費電力Ĉ従来比 86 % á

装置}UPS~
jĺŘsĜŜİČĠŐĳàßä電源用途向Ç

低減Íh感電保護úňŒsĜŜĨĘıàßä安全機能Ĉ備

áh省đĶj高効率化h省ĢŃsĢ化á貢献Ïāh超低

¾hęŖsĹŔ規格áø標準Ý対応ÍÜºāgôÕh回路

ēŜ損失ÁÚ低ĢčĬĪŜę損失ä低損失 SJ-MOSFET

遮断器Ýå主á機械装置ú制御盤àßÝä小電流ä回路保

Field-Eﬀect

護Ĉ目的ÞÏā小型低圧遮断器}32 v 63 AF~Ĉ開発中

Transistor~
Super J-MOS ĠœsģĈ開発ÍÕgôÕ

Ý¸āg外形幅Ĉ従来比 70 % á縮小ÍhęŖsĹŔ規格

}Superjunction

Metal-Oxide-Semiconductor

ĜŜĹsĨä高

á対応Ïāg保護継電器Ýåh太陽光発電ĠĢįŉàß

効率化Ĉ可能ÞÏāh低ēŜ損失ÁÚ低ĢčĬĪŜę損失

ä分散型電源Ĉ高圧商用電源á系統連系ËÑā保護継電器

ä第 3 世代ıŕŜĪ MOSFET Ĉ開発ÍÕg

Ĉ開発ÍÕg地絡過電圧機能品á加¾h逆潮流Ĉ監視j保

自動車用途ÝåhHEV ú EV ä
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技術成果と展望

護Ïā逆電力継電器機能Ĉ加¾Õ商品ä 2 機種Ĉ拡充ÍÕg

ĜŔáø対応ÍhĠĢįŉ適合性ø強化ÍÕg

絶縁監視装置Ýåh相線式á関ąÿÐ相間対地静電容量ä

制御機器分野Ýåh工場ä操作現場îä設置Ĉ容易áÏ

ċŜĹŒŜĢá影響Ĉ受ÇÐá絶縁劣化検出Â可能à Igr

āŘčōŕĢ押ÍŅĨŜĢčĬĪĈ発売ÍÕg生産Œ

形絶縁監視装置Ĉ開発ÍÕg4 回路Àþé 8 回路用ä集合

čŜúĜŜłōàßÝä配線作業Â不要ÞàāÕ÷h設置

形計測装置ĈŒčŜċĬŀÍh系統規模á応ÎÕ適用Ĉ

ĜĢıúŊŜįĳŜĢĜĢıä削減á貢献ÝÃāg最長

可能ÞÍÕg電力監視ĠĢįŉF-MPC ĠœsģÞø

100 m ä通信áþāŘčōŕĢ遠隔操作Â可能Ý¸Āh防

RS-485 通信Ĉ介ÍÜ容易á連携可能Ý¸āg給電ŏĴĬ

Îĉj防水機能áø優ĂÜºāg

ı機器Ýåh主áİsĨĤŜĨsÝäĴsģá対応ÍÜĹ

今後h安定的à電力供給îä要請ä高ôĀĈ背景á受配

ĢĩĘıÞ電力監視ĠĢįŉĈ統合ÍÕĹĢĩĘıĠĢį

電j開閉機器Àþé電力監視j制御機器分野ÝåĢŇsı

ŉĈ発売ÍÕg回路保護Þ電力監視機能Ĉ持ÕÑÕŀŒę

ĜňŎĴįČÂ目指Ï高効率j最適運用Ĉ支¾āĠĢį

čŜ式ä分電ŏĴĬıĈĹĢĩĘıá挿入ÍhĞsĹŒĬ

ŉj設備îä適応úhºÙÓ¼ä省đĶ対応Â想定ËĂāg

ĘÊÞá電力供給状況ä監視ÂÝÃāgĹĢĩĘıĠĢį
ŉĈ使用ÏāÉÞÝ分電盤Ĉ削減Íh省ĢŃsĢ化ÝÃāg
電力監視機器分野ÝåhDIN ŕsŔ取付ÇĨčŀä 1

富士電機åh
{đĶŔėsj環境|áÀÇā技術Þ製品
Ĉ強õÞÍ総力Ĉ挙ÈÜh今後ø産業j社会Â抱¾āËô
Ìôà問題ĈĢĽsİČsá解決ÏāÉÞĈ支援ÍÜºÅg

回路形電力監視ŏĴĬıF-MPC04EĈ開発ÍÕg大

顧客ä課題Ĉ共有Íh従来ä機器商品系列ä拡充á加¾Ü

規模化j多様化ÏāđĶŔės監視Ĵsģá対応ÍÜ表

問題解決á貢献Ïā技術j商品ä強化ÞĦœŎsĠŐŜj

示器ĈēŀĠŐŜÞÍh従来äĺĶŔ取付ÇĨčŀF-

ĞsļĢä提供Ĉ進÷ÜºÅg

MPC04Sá対ÍÜ大幅à小型化}1/2~Ĉ実現ÍÕgRS485 通 信 Ĉ 標 準 搭 載 Íh 電 力 監 視 Ġ Ģ į ŉ}F-MPC Ġ

À客Ëô各位äàÀºÙÓ¼äÊ支援hÊ指導ĈÀ願º
申Í¸Èāg

œsģ~標準äŀŖıĜŔá加¾hModbus/RTU ŀŖı

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス
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パワーエレクトロニクス機器
電気自動車（EV）用地上中容量急速充電器（25 kW）
CHAdeMO 仕様ä中容量急速充電器}25 kW~Ĉ発売

図1

中容量急速充電器（25 kW）

ÍÕg現行ä大容量急速充電器}39 v 50 kW~á加¾h
低圧受電契約Ý設置可能à中容量器ĈŒčŜċĬŀÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

自動販売機ä筐体}Ãý¼Õº~製造技術Ĉ応用Íh
奥行Ĉ従来ä 700 mm Áÿ 480 mm á小ËÅÏāÉÞÝh
薄型j軽量構造Ĉ実現ÍhÁÚ設置作業Â容易Ý¸āg

⑵

ŏĴĹsĞŔİğčŜ思想Ĉ取Ā入ĂÕĺĶŔ配置Þ
Íh誰Ýø簡単á利用ÝÃāg

⑶

ĞsĹ用小型電源ä技術Ĉ応用ÍÕŏĴĬı多段積方
式ÞÍh容量ä拡張Â容易ÝŊŜįĳŜĢ性Â良ºg

台北メトロ信義線・松山線向けリニアモータ駆動ドアシステム
富士電機åh台北ŊıŖä信義線Þ松山線ä鉄道車両向

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

図2

台北メトロ鉄道車両とドアシステム

図3

通勤形交流電車向け補助電源装置

ÇáhœĴċŋsĨ駆動ĲċĠĢįŉĈ 138 両分}合計
1,104 台~納入ÍÕgÉĂåh初äċġċ向ÇĲċĠĢį
ŉÝ¸Āh搭載ÍÕ車両åh2011 年 12 月Áÿ順次営業運
転á投入ËĂÜºāg
ÉäĲċĠĢįŉåh高º信頼性Â評価ËĂÜºā従来
製品Ĉ継承ÍÚÚh保守Ĉ容易áÍÜºāg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
⑴

工場出荷時á調整ÏāÉÞÝ顧客側ä調整Ĉ容易化

⑵

定期交換部品Ĉ削減Íh保守Ĉ容易化

⑶

故障診断機能áþĀ故障時ä原因調査Ĉ容易化
鉄道網ä整備Â進öċġċ市場áÀÇāh鉄道車両îä

本ĲċĠĢįŉä搭載Â期待ËĂāg

北海道旅客鉄道株式会社向け補助電源装置
北海道旅客鉄道株式会社åh札幌圏áÀÇā輸送Ğsļ
Ģä向上Àþé環境負荷ä低減àßĈ目的áh2012 年度
á車両Ĉ新製Ïā予定Ý¸āg富士電機åh試作車両 735
系向Ç補助電源装置ĈłsĢáh新製Ïā通勤形電車向Ç
補助電源装置Ĉ製作Íh納入ÍÕg
本装置ä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

補助電源装置äĜŜĹsĨ部îäĪŐĬĺ方式ä採用h
Àþé制御部äŘŜŅsĲ化áþĀh部品点数Ĉ削減Íh
保守部品Ĉ低減ÍÕg

⑵

制御応答性Ĉ高÷āÉÞÝ効率Ĉ向上ÍÕg

⑶

取付Ç部分á防振ĝŉĈ挿入Íh基板ä耐振性Ĉ高÷
āÉÞÝ信頼性Ĉ向上ÍÕg
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技術成果と展望

パワーエレクトロニクス機器
九州旅客鉄道株式会社向け補助電源装置
九州旅客鉄道株式会社åh2011 年度á都市近郊ä輸送

図4

817系近郊形交流電車向け補助電源装置

力Ĉ増強ÏāÕ÷h817 系近郊形交流電車ä増備車ä製作
Ĉ計画ÍÜºāg富士電機åh車両á搭載ËĂÜºā各種
制御装置ú客室蛍光灯àßá電力Ĉ供給ÏāÕ÷ä補助電
源装置Ĉ製作Íh納入ÏāgÉä装置å 2003 年ä増備車
Áÿ継続ÍÜ納入ÍÜºāøäÝhÓä安定稼動áþĀh
信頼性Ĉ得Üºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

入力瞬断áþĀĜŜĹsĨÂ一時的á停止ÍÕ場合Ý
øhĹĬįœÁÿ電力Ĉ供給ÏāÉÞáþÙÜhčŜ
ĹsĨä運転Ĉ継続ÏāĹĬĘċĬŀ機能Ĉ備¾Üºāg

⑵

冷媒Ĉ使用ÍàºĿŕčġŜęľČŜáþā自然冷却
方式áþĀhŊŜįĳŜĢ性Ĉ向上ÍÕg

「FRENIC-VG シリーズ」の機能拡充
電動機制御用途ÞÍÜ発売中ä高性能łĘıŔ制御形č

図 5 「FRENIC-VG」の本体と機能拡張オプション

ģá応¾āÕ÷h次äēŀĠŐŜĈ開発Í機能Ĉ拡充ÍÕg
⑴ E-SX ĹĢčŜĨľĐsĢkPLCMICREX-SX
ä高速高精度機種SPH3000MMÞ通信Â可能Ý¸āg
制御周期å最小 0.25 ms Ý¸Āh同期精度 ＋
− 1 μs Ĉ実
現ÍÕg
⑵

ŏsğŀŖęŒňŜękēœġĳŔĠĢįŉĈŏsğ
Â作成可能Ý¸āgŀŖęŒŉåhMICREX-SX Þ同
Î IEC 61131-3 規格á準ÎÕ記述Ý作成ÝÃāg

⑶

機能安全kIEC 61800-5-2 Ý規定ËĂā安全ıŔĘ
機能安全
カード

ēľ}STO~á加¾hSS1hSLShSBC àß多彩à停止

E-SX バス
インタフェース
カード

ユーザ
プログラミング
カード
（UPAC）

ĠsĚŜĢĈ実現Ïāg

高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGA」位置制御タイプ
搬送Àþé印刷機àßä位置決÷用途áÀºÜhĞsŅ

図6

システム構成例

ĠĢįŉá比ïÜ低価格ÁÚ容量範囲ä広º駆動ĠĢįŉ
ÞÍÜh
FRENIC-MEGAä位置制御ĨčŀĈ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

誘導ŋsĨÞ永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~á
対応ÍÕh速度ĤŜĞ付ÃłĘıŔ制御方式

⑵

ĤňĘŖsģĲÖÇÝàÅľŔĘŖsģĲáø対応Í
Õ位置制御

⑶

剛性ä弱º搬送系Ĉ考慮ÍÕh振ĂĈ抑制Ïā制振制御

⑷

IEC 61800-5-2 Ý規定ÍÕ安全ıŔĘēľ機能Ĉ内蔵

⑸

ľŔĘŖsģĲä位置ĤŜĞÞÍÜhŕsğ距離ĤŜ

速度センサ
レーザ距離センサ

ĞÂ適用可能
⑹

モータ

耐振性á強ºŕħŔĹá適用可能àēŀĠŐŜĈ用意
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電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

ŜĹsĨFRENIC-VG Ġœsģîä高機能化äĴs

技術成果と展望

パワーエレクトロニクス機器
「FRENIC5000 VG7 シリーズ」690 V インバータの容量拡充
近年hľŖsįČŜęĘŕsŜ用途Ĉ中心á 690 V 電源

図7

280 kW/690 Vインバータ

図8

電源回生コンバータ内蔵インバータ（22 kW）

図9

高効率PMモータ「GNP1形」

用čŜĹsĨä容量拡充á対ÏāĴsģÂ高ôÙÜºāg
今回h既存ä 500 kW Þ 630 kW á加¾h160 v 400 kW
ä 6 容量ĈŒčŜċĬŀá追加ÍÕg主à特徴å次äÞÀ
ĀÝ¸āg
⑴

3 相一括äŏĴĬı型構造ä採用áþĀ小型化ÍÕg

⑵

交流入力Þ直流入力äºÐĂäēsĩáø対応可能Ý
¸Āh用途Â広ºg

⑶

直流入力端子Ĉ天井側á配置Íh直流並列ĠĢįŉî
ä対応ú盤ä配線作業Ĉ簡素化ÝÃāg
今後h市場Ĵsģá応ÎÜhËÿàā容量拡充Ĉ行¼予

定Ý¸āg

電源回生コンバータ内蔵インバータ（22 kW）
省đĶŔės気運ä高ôĀĈ受ÇÜhđŕłsĨÀþ

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

éđĢĔŕsĨ分野Ýå電源回生機能Ĉ付加ÍÕĠĢį
ŉÂ増加ÍÜºāg富士電機åhÉĂÿä分野á PWM
ĜŜĹsĨĈ搭載ÍÕčŜĹsĨÞÍÜh7.5 kW Àþé
45 kW Ĉ販売ÍÜºāg今回 22 kW Ĉ加¾hĠœsģĈ
拡充ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

電源回生áþĀ省đĶŔės化á貢献ÝÃāg

⑵

電源力率≒1h入力電流高調波≒0 Ĉ実現ÍÜºāg

⑶

誘導電動機駆動h同期電動機駆動á適用ÝÃāg

⑷

ĜŜĺĘı化Þ省配線Ĉ実現ÍÜºāg

⑸

đŕłsĨ用čŜĹsĨFRENIC-Lift ĠœsģÞ
機能h性能hēŀĠŐŜ面Ý互換性Â¸āgPWM ĜŜ
ĹsĨĈ意識Ïā必要ÂàÅh設定Â容易Ý¸āg

高効率 PM モータ「GNP1 形シリーズ」
đĶŔės使用量ä削減Ĉ目指Íh永久磁石形同期電動
機ÞÍÜ新Õá高効率 PM ŋsĨGNP1 形ĠœsģĈ
開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

高効率j省đĶŔės
業界最高峰Ý¸āŋsĨ効率 IE4}IEC 規格áÀÇā効

率ĘŒĢ~Þ同等ŕłŔä効率Ĉ達成ÍÕg
⑵

取付互換性j軽量化
誘導機Þ取付寸法á互換性Ĉ持ÕÑÚÚh部品構造Ĉ見

直Íh誘導機比 5 v 30 % ä軽量化Ĉ実現ÍÕg
⑶

即納対応
200/400 V 多重定格仕様Ý¸Āh5.5 v 90 kW ôÝĈ標

準品ÞÏāÉÞÝ即納Ý対応ÝÃāg
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技術成果と展望

パワーエレクトロニクス機器
大容量水冷インバータの冷却技術
大容量ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ装置Ýåh装置容量ä増

図 1 0 密閉化に対応した盤内熱交換構造設計の例

加á伴º小型j軽量化Â強Å求÷ÿĂÜºāg富士電機Ý
変換装置盤

åh産業用変換装置Ý培ÙÕ水冷技術ĈłsĢáhŀŒŜ
ı用Àþé風力発電装置向ÇčŜĹsĨä水冷機種拡張Ĉ

入出力盤

進÷Üºāg水冷方式ä採用áþĀh従来ä空冷方式á対
ÍÜ大幅à小型化Â実現ÝÃh設置ĢŃsĢú質量ä制約
îä対応Â可能ÞàÙÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

小型j低ĜĢıä高性能ĻsıĠŜĘ設計

⑵

水流ĹŒŜĢÂ良Åh低圧力損失ä配管設計

⑶

密閉化á対応ÍÕĠŜŀŔà盤内熱交換構造設計

気流分布

パワースタック
盤内熱交換器

今後hËÿàā小型j軽量化á向ÇÜhĻsıĠŜĘÀ

リアクトル

þé盤内熱交換器ä性能向上Þ高信頼化Ĉ図Āh市場Ĵs

温度分布

盤内構成

ģîä的確Ý迅速à対応Ĉ進÷āg

回生アシスト機能付エレベータ専用 UPS
đŕłsĨá無停電電源装置}UPS~Ĉ搭載ÏāÞh停

図 1 1 エレベータ専用UPSの設置例

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

電ä際áø運転Ĉ継続ÝÃāÕ÷h利用者ä閉Î込÷Ĉ防
かご用
ガイドレール

止ÝÃāg
đŕłsĨä運転á伴º発生Ïā回生電力åh従来å熱

ロープ

ÞÍÜ捨ÜÿĂÜºÕgÉĂĈ UPS äĹĬįœá充電Íh

かご

ŋsĨ駆動á再利用Ïā{回生ċĠĢı機能|Ĉ開発ÍÕg
つり合い
おもり

ÉĂáþĀh停電時ä安全運転á加¾h消費電力ä削減Â
可能áàāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

回生đĶŔėsä再利用áþĀh年間 1,000 kWh ä電

つり合い
おもり用
ガイドレール
受電制御室

力量削減Ĉ実現
⑵

ĴĬĚŔ水素電池ä採用áþĀhĹĬįœä長寿命化
Þ環境負荷ä軽減Ĉ実現

⑶

巻上機

薄型設計áþĀh狭ºđŕłsĨŔsŉá設置可能

新 3 レベル IGBT モジュール搭載 UPS「HX シリーズ」
İsĨĤŜĨsäĞsĹ用ĹĬĘċĬŀ電源áåh高品

図 1 2 UPS「HXシリーズ」

質Ý信頼性ä高º常時čŜĹsĨ給電方式ä無停電電源装
置}UPS~Â適用ËĂÜºāg富士電機独自ä RB-IGBT
Ĉ用ºÕ 3 ŕłŔ変換方式Ĉ採用ÏāÉÞÝh従来ä装置
þĀ効率Ĉ 2 ņčŜı向上ËÑÕ常時čŜĹsĨ給電方式
大容量 UPSHX ĠœsģĈ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

世界最高ŕłŔä装置効率 97 % Ĉ実現Íh消費電力
削減ÞŒŜĴŜęĜĢı削減á貢献

⑵

小型軽量化}従来比 30 % 削減~Ĉ実現ÍhIDC áÀ
ÇāľĊĠœįČĢŃsĢä削減á貢献

⑶

出力容量 500 kVA/500 kW Ĉ実現Íh高力率負荷}力
率 1.0~á適用可能
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技術成果と展望

パワーエレクトロニクス機器
ニッケル水素電池搭載 10 kVA ラック型 UPS
省đĶŔės化Â進öİsĨĤŜĨsÝåh設備全体

図 1 3 ニッケル水素電池搭載UPS

ä信頼性構築äÕ÷á高効率à大型 UPS Â導入ËĂÜº
āg一方h急速à増強àßá合ąÑÜ要所îä配置äÕ÷h
ŒĬĘ内îä実装äĴsģÂ¸āg富士電機åhĴĬĚŔ
水素電池Ĉ搭載Íh回路技術Ĉ向上ÍÕĞsĹŒĬĘ搭載
型 UPS Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ŊŜįĳŜĢľœsk25 ℃Ý 8 年経過後Ýø 5 分間
äĹĬĘċĬŀÂ可能àÕ÷hĠĢįŉäŊŜįĳŜĢ
削減á貢献

⑵

省ĢŃsĢk9 kW/5 分Ĉ 5U ĞčģÝ実現ÍhŒĬ

Ęä有効利用ú大容量ĞsĹîä対応àßá貢献
⑶

高効率k安定供給Þ変換効率 96 % ä両立áþĀhĠ

Ģįŉ運用ä安定化Þ消費電力削減á貢献

大規模太陽光発電用パワーコンディショナ
世界中Ý積極的á導入ËĂÜºā太陽光発電設備åh発

図 1 4 大規模太陽光発電用パワーコンディショナ（1 MW機）

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

電ĜĢıĈ低減ÏāÕ÷áhkW 単価Â低º数 MW ĘŒ
Ģ以上ä大規模化Â進ĉÝºāgÉä大規模発電所á最適
à太陽光発電用ĺŘsĜŜİČĠŐĳ}PCS~ä 1 MW 機
Ĉ製品化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

高効率k富士電機ä RB-IGBT Ĉ適用ÍÕ 3 ŕłŔŋ
ġŎsŔĈ使用ÏāÉÞÝh変換器Þ交流ľČŔĨ損失
Ĉ従来機á対ÍÜ半減Íh最高効率 98.5 % Ĉ実現ÍÕg

⑵

高信頼k1 MW Ĉ四ÚäŏĴĬıÝ構成Íh一部äŏ
ĴĬıÂ故障ÍÜø正常àŏĴĬıÝ運転Ĉ継続ÏāÉ
ÞáþĀ信頼性Ĉ向上ÍÕg

⑶

屋外設置構造k盤内ä構造Ĉ気密đœċÞ外気đœċ
á分離ÏāÉÞÝ効率的á冷却Ïā屋外盤Ĉ実現ÍÕg

パワー半導体
大容量 2 in 1 1,700 V/1,400 A IGBT モジュール
風力j太陽光発電ÞºÙÕ再生可能đĶŔėsä有効活
用Þ省đĶŔės社会ä実現äÕ÷h産業čŜľŒá適用
Ïā電力変換ĠĢįŉåh大容量化Þ高効率化Â進ĉÝº
āgÉĂÿä電力変換装置á適用ËĂāĺŘsİĹčĢá
対ÍÜøh高耐圧j大容量化Â求÷ÿĂÜÀĀh富士電機
å並列接続á適ÍÕ IGBT ŋġŎsŔä製品ŒčŜċĬŀ
Ĉ拡充ÍÜºāg
本製品åh業界最高水準ä低ēŜ電圧化Þ低ĢčĬĪ
Ŝę損失化Ĉ達成ÍÕ第 6 世代 IGBT ĪĬŀĈ適用ÍÕ
IGBT ŋġŎsŔ PrimePACKTM Ý¸āg本製品ä最大定
格å 1,700 V/1,400 A}2 in 1~Ý¸Āh高ĺŘs密度ÁÚ
高信頼性Ĉ実現ÍÕg
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図 1 5 大容量 2 in 1 1,700 V/1,400A IGBTモジュール

技術成果と展望

パワー半導体
大容量「V シリーズ」IPM の系列化
ŋsĨ駆動装置ú電源装置àßá使用ËĂā IPM åh

322
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
5 p.000
図 1 6 大容量「Vシリーズ」IPM

小型化j高効率化j高信頼性化Â求÷ÿĂÜºāg高性能
最新世代 IGBT ĪĬŀÞ新制御 IC Ĉ搭載ÍÕ大容量V
ĠœsģIPM Ĉ系列化ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ı s Ĩ Ŕ 発 生 損 失 Ĉ 既 存 品 比 23.3% 低 減} 条 件k

600 V/300 A 品hEd=300 VhI}実測値~
=100 Ahfc=10 kHz~
o
⑵

電流容量拡大}600 Vk300 A Áÿ 400 A îh1,200 Vk

150 A Áÿ 200 A î~
İĬĲĨčŉ期間ä短縮}最小 2.4 μs / 1.0 μs~

⑶
⑷

ċŒsŉ要因識別機能}OChUVhTjOH~

⑸

Δ Tc ĺŘsĞčĘŔ耐量Ĉ既存品比 2 倍á改善

}Δ Tc=80 K 時~
⑹

P631 パッケージ

既存品ÞãÎ穴位置hĕčĲĽŜä互換性Ĉ維持

A-NPC3 レベル回路用 IGBT モジュールの系列拡大
UPS àßä電源装置Ýå高º電力変換効率Â求÷ÿĂ

299
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
5 p.000
図 1 7 A-NPC3レベル回路用IGBTモジュール

従来ä NPC3 ŕłŔþĀø低損失à A-NPC3 ŕłŔ回路
用 IGBT ŋġŎsŔĈ開発Íh系列化ÍÕg特徴Ĉ次á示
Ïg
⑴

4 in 1 ĺĬĚsġkA-NPC 回路 1 相

™600 V/400 A}ŊčŜĢčĬĪj中間ĢčĬĪ~*
™1,200 V/300 A}ŊčŜĢčĬĪ~
600 V/300 A}中間ĢčĬĪ~
⑵

12 in 1 パッケージ

12 in 1 ĺĬĚsġkA-NPC 回路 3 相＋ĞsňĢĨ *

™1,200 V/100 A}ŊčŜĢčĬĪ~
600 V/100 A}中間ĢčĬĪ~

4 in 1 パッケージ

＊k新系列

大容量「V シリーズ」IGBT モジュール
近年h大容量 IGBT ŋġŎsŔä需要åh産業分野ú
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関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
5 p.000
図 1 8 大容量「Vシリーズ」IGBTモジュール

太陽光j風力発電分野Ý急速á拡大ÍÜºāg富士電機

M152（1 in 1）

åhÉĂôÝá第 5 世代U4 ĠœsģIGBT Ĉ搭載Í
Õ IGBT ŋġŎsŔä製品展開ĈÍÜÃÕg今回h新Õ
á第 6 世代V ĠœsģIGBT Ĉ搭載ÍÕ 1.7 kV 耐圧
ä IGBT ŋġŎsŔĈ製品化ÍÕg本製品åh第 5 世代
äĪĬŀ技術Ĉ進化ËÑh0.25 V ä飽和電圧低減Þh連続
運転時ä接合温度 Tjop Ĉ従来製品þĀ 25 ℃高÷ 150 ℃Ý
ä動作保障Ĉ実現ÍÕgĺĬĚsġĞčģåh130×140
}mm~
h190×140}mm~ ä 2 種 類 Ýh1 in 1 Þ 2 in 1 Ĉ 構
成 Ï āg1 in 1 å 1,200 v 3,600 Ah2 in 1 å 600 v 1,200 A
ä定格電流ĈĔĹsÏāgËÿáh車両分野向Çá AlSiC
łsĢĈ適用ÍÕ高信頼性ŋġŎsŔø開発中Ý¸āg

M256（2 in 1）
M151（1 in 1）
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電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

Üºāg富士電機å独自ä技術Ý¸ā RB-IGBT Ĉ適用Íh

技術成果と展望

パワー半導体
第 3 世代トレンチ MOSFET
近年h需要Â急増ÍÜºāĸčĿœĬĲ車ú電気自動車

図 1 9 第3世代トレンチMOSFET

áÀºÜh電子ĠĢįŉäËÿàā高効率化Â求÷ÿĂÜ
ºāg富士電機Ýåh低ēŜ損失ÁÚ低ĢčĬĪŜę損失
á優ĂÕ 60 v 150 V ä第 3 世代ıŕŜĪ MOSFET ä製
品Ĉ系列化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

定格電圧
60 V

⑵

TO-247

製品仕様
オン抵抗

パッケージ

3.0 mΩ，5.5 mΩ

TO-247，D2-Pack

100 V

6.7 mΩ，10.8 mΩ，13.2 mΩ

TO-247，D2-Pack

150 V

14.4 mΩ，22.8 mΩ，25.2 mΩ

TO-247，D2-Pack

D2-Pack

特徴
高信頼性kAECQ-101 規格準拠

低損失化k損失 10 % 低減}第 2 世代品Þä比較~

150 V

宇宙用 p チャネルパワー MOSFET
宇宙用ĺŘs MOSFET ä製品群á新Õá p ĪŌĶŔĺ

100 V

60 V
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図 2 0 宇宙用pチャネルパワー MOSFET

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

Řs MOSFET 系列Ĉ追加ÍÕg既á製品化ËĂÜºā n
ĪŌĶŔĺŘs MOSFET Þ用途á合ąÑÜ使º分ÇāÉ
ÞÝ部品点数Ĉ削減ÝÃhĠĢįŉ全体ÞÍÜä信頼性ä
向上Â可能Ý¸āg富士電機ä一般用ĺŘs MOSFET á
採用ÍÜºā低ēŜ抵抗化技術Ý¸ā QPJ Ĉ p ĪŌĶŔ
SMD-2

型ÞÍÜå初÷Ü採用ÍhēŜ抵抗Ĉ低減ËÑÕgÁÚh
従来ä宇宙用ĺŘs MOSFET Þ同等ŕłŔä電離放射線

SMD-1

耐 量 Â 1,000 GyhSEE 耐 量 å LET Â 37MeV/
}mg/cm2~
Ĉ確保ÍÕg次á示Ï仕様Ýh計 12 型式ĈŒčŜċĬŀ

TO-254

ÍÜºāg
⑴

VDSk−100 Vh−200 V

⑵

ĺĬĚsġkTO-254hSMD-2hSMD-1hSMD-0.5

SMD-0.5

二輪用イグナイタ IGBT
四輪車ú二輪車îä排ĕĢ規制h燃費規制Ĉ背景áhđ
ŜġŜ制御ĠĢįŉá対Ïā燃料制御ú点火制御àßä最
適化h搭載部品ä電子化Â進ĉÝºāg
富士電機åh二輪車ä点火制御ĠĢįŉá用ºÿĂā
小型面実装ĨčŀäčęĳčĨ IGBT Ĉ開発ÍÕg本製
品åhIGBT á微細ŀŖĤĢĈ用ºāÉÞÝĪĬŀä小型
化Ĉ図Āh小型面実装ĺĬĚsġ}D-PackhSC-63~î
ä搭載Ĉ可能áÍÕgčęĳčĨ特有ä各種Ğsġá対
ÍÜhC-G 間Àþé G-E 間áĭĐĳsĩčēsĲĈ内
蔵ÏāÉÞÝ高ºĞsġ耐量Ĉ確保ÍÜºāg25 ℃áÀ
Çā主à定格Àþé電気的特性åh①電流定格 6 Ah②
VCEs＞370 Vh③ VCE}sat~＜2 Vh④ Esb>150 mJ Ý¸āg
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図 2 1 二輪用イグナイタIGBT

技術成果と展望

パワー半導体
低待機電力 PWM 電源制御 IC「FA5680 シリーズ」
近年hķsıĺĦĜŜĈåÎ÷ÞÏā民生機器用電源Ý

図 2 2 低待機電力PWM電源制御IC「FA5680シリーズ」

å高効率Àþé低待機電力ä要求Â一層厳ÍÅàÙÜºāg
富士電機åhÉä市場要求á対応ÏāÕ÷低待機電力Þ
高効率Ĉ両立Íh待機時低消費電力化ŀŖęŒŉ Energy
Star 規格 EPA5.0 á対応可能à PWM 電源制御 IC Ĉ開発
Íh65 W 電源Ý平均効率 89 % 以上h無負荷時入力電力
100 mW 以下Ĉ達成ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

700 V 耐圧ä起動回路Ĉ内蔵

⑵

負荷á応ÎÕ動作周波数低減機能ä内蔵

⑶

電流検出抵抗ä損失低減

⑷

低待機電力Þ音鳴Ā防止ä両立

⑸

周波数拡散機能áþā低 EMI ķčģ化

⑹

自動復帰版ôÕåŒĬĪ版Ĉ系列化ÍÕ過負荷保護

電流共振制御 IC「FA5760 シリーズ」
大電力用途á用ºÿĂā電流共振方式ä電源回路åhı

図 2 3 電流共振制御IC「FA5760」

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

ŒŜĢä薄型化áø有利àÕ÷幅広º機器îä適用Â期待
ËĂÜºāgÍÁÍh一般的á入力安定化電源Þ待機用電
源Ĉ別途設ÇÕ 3 ĜŜĹsĨáþā電源ĠĢįŉĈ採ÙÜ
ÀĀh回路規模Â大ÃÅàā欠点Â¸āg
富士電機åh適用用途拡大äÕ÷h電流共振ĠĢįŉĈ
1 ĜŜĹsĨÝ実現ÍÕ電流共振制御 ICFA5760 Ġœs
ģĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

600 V 起動素子内蔵

⑵

630 V ĸčĞčĲ駆動回路内蔵

⑶

共振åÐĂ防止回路Ĉ内蔵h広入力電圧á対応

⑷

低待機動作可能h無負荷時電力 80 mW}AC100 V 入力~

⑸

過電流h過負荷h過電圧hĿŒďŜċďıàßä保護機能

SiC パワーモジュールパッケージ
SiC İĹčĢä高耐圧h低損失h高周波j高温動作可能
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図 2 4 SiCパワーモジュールパッケージ

Þº¼特長Ĉ生ÁÍÕĺŘsŋġŎsŔĈ実現ÏāÕ÷h
従来þĀø小型高密度実装Â可能Ý高信頼性àĺĬĚsġ
Ĉ開発ÍÕgÉäĺĬĚsġåh従来äċŔňŘčōŅŜ
İČŜę構造á替ąĀ銅ĽŜ接続構造Ĉ用ºāÉÞÝ小
型j高ĺŘs密度Ĉ実現ÍhĺŘs密度上昇áþāĪĬŀ
温度 Tj ä上昇Ĉ厚銅ĿŖĬĘ接合 DCB 基板Ĉ用ºÕ低熱
抵抗化技術áþĀ低減ÍÜºāgËÿáhĠœĜsŜěŔ
á代ąāđņĖĠ樹脂封止構造Ĉ取āÉÞÝhĪĬŀ周辺
ä接合部á発生ÏāèÐõĈ緩和Í高信頼性Ĉ確保ÍÕg
ÉĂÿä技術ä適用áþĀhĺĬĚsġľĬıŀœŜıĞ
čģå従来ä 2 分ä 1hĺŘsĞčĘŔ耐量}Ǽ Tj150 ℃
比較~Ý 30 倍以上ä新構造ĺĬĚsġĈ開発ÍÕg
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技術成果と展望

パワー半導体
1,200 V RB-IGBT
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富士電機åh1,200 V 耐圧ä新構造 RB-IGBT Ĉ開発ÍÕg
RB-IGBT

図 2 5 チップ端部の断面構造模式図

åh高効率電力変換回路ä中間点ĘŒŜŀá使
活性領域

ダイシング面

用ËĂāàß需要Â高ôÙÜÃÜºāg逆方向耐圧}đ

p+

ňĬĨ基準ÝĜŕĘĨá負電圧印加~å素子側面á形成Ë
ｐ+ 分離層

Ăā p 形分離層áþĀ実現ËĂāÂh従来h分離層å熱

n−
ｐ+ コレクタ

拡散äõÝ形成ÍÜÀĀ高耐圧化Â難ÍÁÙÕg
分離層ä形成方法Ĉ熱拡散ÞđĬĪŜęáþā新構造Þ
ÏāÉÞáþĀh1,200 V 耐圧ĘŒĢä

RB-IGBT

（a）従来構造
ダイシング面

Ĉ安定

ÍÜ製造ÝÃāþ¼áàÙÕg
本素子Ĉ適用ÍÕ

A-NPC3

活性領域
p+

ｐ+ 分離層

ŕłŔ変換回路Ýåh従来

n−

型ä 2 ŕłŔ回路方式á対Íh30 % 以上ä損失低減Ĉ達

ｐ+ コレクタ

成ÍÕg

（b）新構造

宇宙用 POL 電源制御 IC
人工衛星ä分散型電源ĠĢįŉÝ使用ËĂā POL
}Point

図 2 6 宇宙用POL電源制御ICのチップ

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

of Load~電源向Çá降圧型 DC-DC ĜŜĹsĨ制御 IC Ĉ
開発ÍÕg
宇宙環境Ý重要à耐放射線性Ĉ強化ÏāİĹčĢj回路
技術Ĉ開発ÏāÉÞÝh総照射線量Â 1 kGy Ýø動作ÝÃh
重粒子線照射áþā破壊耐量å 64 MeV･cm2/mg ä高信
頼性Ĉ実現ÍÜºāg入力電圧å 4.5 v 30 Vh出力電圧å
1.2 v 3.3 VhĢčĬĪŜę周波数å 100 v 300 kHz Ý¸āg
ĪĬŀ外形å 2.6×2.3}mm~Ý¸āgĸčĞčĲÀþé
ŖsĞčĲ n ĪŌĶŔ MOSFET ĲŒčĹ内蔵áþĀ高効
率ä同期整流方式Ĉ構成ÝÃāg同時á開発ÍÕ宇宙用ı
ŕŜĪ型ĺŘs MOSFET Þ最適à組合ÑĈ実現Íh入出
力電圧比 5 V/3.3 V áÀºÜ最大効率 90% 以上Ĉ達成ÍÕg

IGBT モジュールにおける絶縁・極低温動作技術
ĢŇsıęœĬĲú車両向Ç IGBT ŋġŎsŔåh小

図 2 7 IGBTモジュールの絶縁基板端部における電界強度解析結果

型j高効率化äÕ÷h高耐電圧áþā動作Â求÷ÿĂÜº
最大電界強度

āgôÕh極寒地Ýä使用áåh極低温}−55 ℃~Ýä

電界
強度
高

製品始動保証Â要求ËĂāg
電界解析áþĀ得ÿĂÕ電界強度Þ実機ä部分放電開始
電圧h絶縁破壊耐圧Þä整合Ĉ行ºh電界解析Ĉ用ºÕ

銅回路

IGBT ŋġŎsŔ構造ä高耐圧設計Ĉ可能ÞÍÕg
ôÕh一般ä IGBT ŋġŎsŔá用ºÿĂā絶縁封止
材Ý¸āĠœĜsŜěŔå極低温時á物性Â変化ÏāÕ
÷h裂ÇÂ発生Í絶縁Ĉ確保ÏāÉÞÂ難ÍºgÓÉÝ材
料組成Ĉ最適化ÏāÉÞÝ極低温Ý IGBT ŋġŎsŔ構造
ä絶縁Ĉ確保Íh従来Þ比較ÍÜhþĀ低温Ý始動ÝÃā
IGBT ŋġŎsŔĈ製品化ÍÕg
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セラミックス
銅回路

低

技術成果と展望

パワー半導体
IGBT モジュールにおける高耐圧絶縁封止技術
地球環境保護ú省đĶŔėsá対Ïā意識ä高ôĀĈ背

図 2 8 シリコーンゲルの絶縁破壊電圧の温度依存性

景áh風力発電ĈåÎ÷ÞÏā電力変換装置á用ºÿĂā

30

÷ÿĂÜºāgôÕh今後ä自動車ÝåđŜġŜŔsŉá
搭載ËĂāÕ÷h従来Þ比ï高温Ýä使用Â求÷ÿĂāg
一般áh絶縁材料å温度上昇á伴º絶縁破壊耐圧Â低下
ÏāgÓÉÝhIGBT ŋġŎsŔá用ºÿĂā絶縁封止材
äĠœĜsŜěŔĈ開発ÍÕgĠœĜsŜěŔä材料組成
Ĉ最適化ÏāÉÞÝh温度変化á伴¼絶縁耐圧ä変化Ĉ抑

絶縁破壊耐圧（kV/mm）

IGBT ŋġŎsŔåh送電効率ä向上Ĉ目的á高耐圧化Â求
開発品

15
従来品

制Íh従来品á対Í動作温度域Ý約 23 % 絶縁耐圧ä向上
Ĉ実現ÍÕgôÕhĠœĜsŜěŔä温度劣化ŊĔĴģŉ

0
100
温度（℃）

Ĉ究明Íh耐熱性Ĉ向上ÏāÉÞÝ動作温度áÀÇā絶縁

200

寿命Ĉ大幅á向上ËÑāÉÞÂÝÃÕg

受配電制御機器
32 〜 63 AF の小型低圧遮断器
主á機械装置ú制御盤àßáÀÇā比較的小電流ä回

図 2 9 63AF小型低圧遮断器

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

路保護Ĉ目的ÞÍÜ小型低圧遮断器}MCCBjELCB~Ĉ
開発中Ý¸āg従来品þĀ外形幅Ĉ従来比 70 % á縮小Íh
設置面積縮小äĴsģá対応Ïāg主à仕様å次äÞÀĀ
Ý¸āg
⑴

外形Ğčģ}3 極品~
kW54×H100×D68}mm~

⑵

ľŕsŉĞčģk32, 50, 63 AF

⑶

定格電流範囲k3 v 63 A

⑷

定格遮断容量kAC230 V/7.5 v 15 kA
AC440 V/2.5 v 7.5 kA

⑸

適合規格kIEChJIShCCChUL489

⑹

用途k一般配線用h電動機保護用h直流回路用

⑺

取付Ç方式kãÎ取付ÇhDIN ŕsŔ取付Ç共用

高圧系統連系用保護継電器
太陽光発電ĠĢįŉàßä分散型電源Ĉ高圧商用電源á

図 3 0 高圧系統連系用保護継電器

系統連系ËÑā場合á使用Ïā保護継電器Ĉ開発ÍÕg主
à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

地 絡 過 電 圧 継 電 器}OVGR~ 単 独 À þ é 逆 潮 流 Ĉ

監 視j 保 護 Ï ā 逆 電 力 継 電 器}RPR~ 機 能 Ĉ 加 ¾ Õ
}OVGR＋RPR~ä 2 機種Ĉ用意
⑵

İČġĨŔ演算áþā安定ÍÕ保護特性

⑶

制御電源å AC/DC110 V 共用

⑷

停電補償電源Ĉ内蔵ÍÕÉÞáþĀ外部電源Â不要Þ
àĀh停電時áø整定時間Ý動作可能

⑸

常時監視Þ自動点検áþĀ内部回路Ĉ診断Íh信頼性
Ĉ向上
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技術成果と展望

受配電制御機器
Igr 形絶縁監視装置
絶縁状態ä常時監視áþĀ電気設備Ĉ安全ÁÚ継続的á

図 3 1 Igr形絶縁監視装置

使用ÏāÕ÷ä Igr 形絶縁監視装置Ĉ開発ÍÕg本装置åh
自家用電気工作物保安管理規程á準拠ÍÕ活線状態Ýä絶
縁監視Â可能Ý¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

Igr 方式äÕ÷h相線式á関ąÿÐ相間対地静電容量
äċŜĹŒŜĢá影響Ĉ受Çàº絶縁劣化検出Â可能

⑵

集合形計測装置ÞÍÜ 4 回路Àþé 8 回路用ĈŒčŜ
ċĬŀÍh適用系統規模áľŕĖĠĿŔá対応可能

⑶

計測表示á LCD Ĉ採用Íh全回路ä絶縁状態Ĉ同時
á確認可能

⑷

RS-485 通 信 機 能} 含 Modbus/RTU~ Ĉ 搭 載 Íh 電
力監視ĠĢįŉF-MPC ĠœsģÞø容易á連携可

能

データセンター配電用バスダクトシステム
大規模化hŋġŎsŔ化h集中化h分散化àß多様化Ï

図 3 2 データセンター配電用バスダクトシステム

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス

āİsĨĤŜĨsäĴsģá応¾āÕ÷h電力監視ĠĢį
ŉĈ統合ÍÕ配電用ĹĢĩĘıĠĢįŉĈ発売ÍÕgĞs
Ĺ室ä床下ú天井空間áĹĢĩĘıĈ敷設ÍhÓĂá回路

施設監視室

バスダクト 天井施工

保護Þ電力監視機能Ĉ持ÕÑÕŀŒęčŜ式ä分電ŏĴĬ

ローカル監視
ユニット

ıĈ挿入ÏāÉÞÝhĞsĹŒĬĘÊÞá電力供給Þ監視
ÂÝÃāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

ĹĢĩĘı配電容量 300 v 600 A

⑵

ĞsĹŒĬĘ単位Ý分電ŏĴĬıĈ装着ÏāÕ÷Ğs
Ĺ増設ÊÞá拡張Â可能

⑶

分電盤Ĉ不要ÞÍĞsĹĢŃsĢÞÍÜ最大利用化

⑷

通信型電力計測ŏĴĬıÞ監視 HMI áþāĞsĹ

バスダクト
床下施工
配電盤
中央監視室

プラグイン式
分電ユニット

ŒĬĘ情報äœċŔĨčŉ表示

DIN レール取付け 1 回路形電力監視ユニット
DIN ŕsŔ取付ÇĨčŀä 1 回路形電力監視ŏĴĬı

図 3 3 DINレール取付け1回路形電力監視ユニット

F-MPC04EĈ開発ÍÕg従来äĺĶŔ取付ÇĨčŀä
F-MPC04Sá対ÍÜ大幅à小型化Þ設置容易化Ĉ実現
ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

小型j省đĶŔės}対 F-MPC04S~
大ÃË 1/2h質量 1/3h消費電力 30 % 低減

⑵

RS-485 通信Ĉ標準搭載

従来ä F-MPC-Net ŀŖıĜŔá加¾hModbus/RTU
ŀŖıĜŔĈ搭載
⑶

ŖsĨœĢčĬĪÞİČĬŀĢčĬĪáþā容易à設
定

⑷

ēŀĠŐŜä専用表示器áþāĺĶŔîä計測値表示
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（a）1 回路形電力監視ユニット本体
（DIN レール取付け）

（b）オプションの専用表示器
（パネル取付け）

技術成果と展望

受配電制御機器
「ワイヤレス押しボタンスイッチ」
設置ĜĢıúŊŜįĳŜĢĜĢıä削減Â可能à省配線

図 3 4 押しボタンスイッチ（送信器）と受信器

機器ä需要Â高ôÙÜºāÉÞÁÿh工場àßä一般産業
分野á適ÍÕŘčōŕĢ押ÍŅĨŜĢčĬĪĈ発売Í
ÕgŘčōŕĢ押ÍŅĨŜĢčĬĪåh発電機付Ã送信器
Ĉ内蔵ÍÕ押ÍŅĨŜĢčĬĪ本体Þh受信器Ĉ介ÍÕŘ
čōŕĢ遠隔操作Â可能àÕ÷h生産ŒčŜúĜŜłōà
ßÝä配線作業ä煩ąÍËĈ解消ÝÃāg特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

動作距離k最長 100 m受信器Â金属筐体}Ãý¼Õ
º~内á設置ËĂā場合å最長 25 m

⑵

押ÍŅĨŜĢčĬĪk防Îĉj防水保護等級 IP65 Ĉ

持ÙÜÀĀ工業生産環境Ýø使用可能
⑶

受信器kœŕs出力品}2 c 接点~ÞıŒŜġĢĨ出

（a）押しボタンスイッチ（送信器）

（b）受信器

力品}PNP×4~ä 2 種類Ĉ用意

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス
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技術成果と展望

共通技術・先端技術・その他

共通技術
先端技術
その他

展

望

共通技術・先端技術
東日本大震災Ĉ起点ÞÍÕ各地ä電力不足åh電力ä安
定供給á対ÏāÓĂôÝä全面的à信頼感Ĉ変化ËÑh消

対応hĦľıďĐċä部品化Ĉ進÷āÉÞÝhĺŘđŕ製
品äęŖsĹŔ化h現地対応ĈþĀ容易áÏā取組õĈ進
÷Üºāg

費者側áÀÇā節電h省đĶŔės}省đĶ~ä意識Ĉ高

ĢŇsıĜňŎĴįČ分野ÞÍÜåh太陽光発電ä導入

÷ÕgËÿáhĘœsŜÝ安定àđĶŔėsä持続的供給

量増加á伴º発生Ïā電力系統áÀÇā電力変動ú逆潮流

îä要求Áÿh多角的ÝŖĹĢı性Ĉ持ÚđĶŔės供給

対策ÞÍÜ系統ä電圧制御技術ú周波数制御技術Ĉ開発Ï

ĶĬıŘsĘä構築áÚºÜø関心Â高ôĀÚÚ¸āgÉ

āÞÞøáh風力発電ä予測技術h蓄電池ä寿命予測技術h

äÉÞåh世界中Ý注目ËĂÜºāĢŇsıęœĬĲhĢ

ĢŇsıęœĬĲÝä利用Â期待ËĂā直流系統ä開閉機

ŇsıĜňŎĴįČîä取組õĈËÿá加速ËÑÜºāg

器h安全制御技術àßĈ開発ÍÜºāgôÕh配線Â困難

共通技術・先端技術・その他

2011 年度á新体制ÝĢĨsıÍÕ富士電機åhđĶŔės

à場所Ýä計測úhĜĢı削減Ĉ実現Ïā無線計測ĠĢį

Þ環境á注力Íh創đĶ事業h省đĶ事業ÞÉĂÿĈÚà

ŉh高速応答化ú多成分分析Ĉ可能ÞÍÕŀŖĤĢ制御用

ÆĠĢįŉ事業Ĉ中心áh上述ÍÕ急速á変化Ïā社会ä

途áø適用可能àŕsğĕĢ分析計àßhËôÌôà計測

Ĵsģá応¾ā最先端企業Ĉ目指ÍÜºāg富士電機åh

技術Ĉ開発ÏāÞÞøáhđĶŔės利用ä最適化Ĉ図ā

研究開発ĈþĀ効率的á行¼Õ÷h先端技術研究所h製品

đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ用ŀŒĬıľĒsŉĈ構

技術研究所h電子İĹčĢ研究所Ĉ新Õá組織ÍÕgÉä

築Íh電力h鉄鋼h水h産業h流通分野áÀÇāđĶŔ

中Ýh今後h伸長Â期待ËĂāĺŘs半導体hĺŘsđŕ

ėsä見¾ā化h省đĶ制御技術Ĉ開発ÍÜºāg

ĘıŖĴĘĢ
}ĺŘđŕ~
hĢŇsıĜňŎĴįČĈ注力分

共通基盤技術ÞÍÜåh紹介ÍÕ注力製品分野Ĉ中心

野ÞÍÜh全社共通ä製品技術開発h基盤技術開発hņs

áhÉĂ以外ä既存製品分野áø貢献ÏāhEMC}Elec-

ıľĒœē変革á貢献Ïā新領域ä研究開発Ĉ進÷Üºāg

tromagnetic Compatibility~技術h電磁気応用技術h絶縁

ĺŘs半導体分野ÞÍÜåh現在事業Ĉ展開ÍÜºā

技術h接合技術h材料物性ĠňŎŕsĠŐŜ技術h画像応

Si 半導体Ýåh素子構造ä改良Ĉ進÷ÚÚh次世代ä半

用技術hCAE}Computer Aided Engineering~技術h構

導体ÞÍÜ SiC}炭化Çº素~
hGaN}窒化ĕœďŉ~Þ

造j機構設計技術h熱ĠĢįŉj制御技術h分析j解析技

ºÙÕŘčĲĹŜĲėŌĬŀ半導体材料Ĉ用ºÕĠŐĬı

術h防食技術h劣化診断技術á取Ā組ĉÝºāg

ĖsĹœċĩčēsĲh電界効果ıŒŜġĢĨh絶縁ěs

先端技術ÞÍÜåhCVD}Chemical Vapor Deposition~

ıĹčņsŒıŒŜġĢĨä開発á取Ā組ĉÝºāgôÕh

製膜法Ĉ用ºÕęŒľĐŜ薄膜úh有機機能材料àßä

ŘčĲĹŜĲėŌĬŀ半導体ä特徴Ý¸ā高耐圧h低損失

新材料開発ÞÞøáhMEMS}Micro Electro Mechanical

性Ĉ生ÁÏÕ÷áhŘčōŅŜİČŜęá替ąā銅ĽŜ接

Sytems~技術Ĉ応用ÍÕĜsĲŕĢ都市ĕĢ警報機h建

続構造h高耐熱接合技術h高熱伝導基板h高耐熱封止樹脂

物ä疲労診断ú地震計測á用ºā感振ĤŜĞàßä開発Ĉ

Ĉ開発Íh高温Ý高速動作可能à小型高耐圧ĺĬĚsġä

進÷ÜºāgôÕh今後hŊĕıŕŜĲÞÍÜ伸長Â期待

研究開発Ĉ進÷Üºāg

ÝÃā医療j農業分野Ĉ指向ÍÕ基礎研究ÞÍÜh擬似位

ĺŘđŕ分野ÞÍÜåhĺŘs半導体部門Þ連携Íh素
子Ĉ回路á組õ込ĉÖ際ä過渡応答特性ĠňŎŕsĠŐŜ

相整合}QPM~ä原理Ĉ用ºÜ波長変換Ïāŕsğ光源
ŋġŎsŔä開発àßĈ進÷Üºāg

ä精度向上h産業用電力変換装置Ý培ÙÕ水冷技術ä水平

注力ÏāđĶŔėsÞ環境分野Ýh富士電機Â躍進Ïā

展開h安価àċŔňĴďŉ材ä使ºÉàÍĈ進÷àÂÿh

Õ÷áh研究開発ä果ÕÏ役割å大Ãºg大学ú他社Þä

ĺŘđŕ機器ä高効率化h小型化h低ĜĢı化á取Ā組õh

ēsŀŜčķłsĠŐŜĈ積極的á活用ÍÚÚh将来Ĉ担

特徴的à製品群ä創出á努÷ÜºāgôÕh国際規格îä

¼研究開発Ĉ推進ÍÜºÅg
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技術成果と展望

自動販売機

ĠŐŜá向ÇÕ取組õÂ必要Þàāg海外向Ç自動販売機

{街äēċĠĢ創生企業|ĈĢŖsĕŜáhœįčŔĠ

ä飲料容器ú商品形状Àþé内部構造á合ąÑÕ最適à冷

Ģįŉ部門Ýåh自動販売機äœsİČŜęĔŜĺĴsÞ

却ĠĢįŉh小型簡易自動販売機構h現地ä流通ēŃŕs

ÍÜh自動販売機Ĉ利用ËĂā方々á快適性Þ利便性Ĉ追

ĠŐŜá適ÍÕ販売制御ä開発Ĉ進÷Üºāg

求ÍÕ製品Ĉ提供Ïā事業Ĉ展開ÍÜºāg

富士電機ä{đĶŔėsj環境|ĈĖsŘsĲÞÍÕ省

œįčŔĠĢįŉ部門åh自動販売機業界äıĬŀĠĐ

đĶ化á重点Ĉ置ºÕ技術開発ä中ÝhœįčŔĠĢįŉ

ċ企業ÞÍÜä事業戦略Þ連動ÍÕ技術戦略á基ÛºÜh

部門å冷熱技術Ĉ重点á取Ā組õh富士電機ä各部門ä技

製品áÚàÂā製品化研究開発Þh中長期的視点Áÿ新事

術Ĉ融合j発展ËÑhËÿàā省đĶ化技術Ĉ構築Ïāg

業ú新製品áÚàÂā基礎研究開発j応用研究開発ÞĈ進

ÉĂáþĀh地球環境áúËÍº技術ä普及Ĉ目指ÍhÓ

÷Üºāg

ä適応製品ä拡大Ĉ実現Ïāg加¾ÜhŊĔıŖĴĘĢ技

œįčŔĠĢįŉ部門äĜċ技術åh冷熱技術jŊĔı

術h通信制御技術áÚºÜøhøäÚÅĀÞ連動ÍÕ製品

ŖĴĘĢ技術j組込õĦľıďĐċ技術Ý¸ĀhÓĂÿĈ

開発力Þ基盤技術力ä向上Ĉ図Āh
{街äēċĠĢ創生企

組õ合ąÑÜh設計ÁÿøäÚÅĀj品質保証ôÝĈ行¼

業|ÞÍÜä製品開発ä実現á貢献ÍÜºÅg

高信頼性ä装置技術Ý¸āg
Éä中Ýø重点的á取Ā組ĉÝºā技術å冷熱技術Ý¸

感光体

āg地球環境保全ä観点ÁÿhœįčŔĠĢįŉ部門ä主

富士電機åh複写機jŀœŜĨä心臓部品Ý¸ā感光体

力製品Ý¸ā缶飲料自動販売機ä省đĶ化Ĉ推進Íh自動

Ĉ製造j販売ÍÜºāg複写機jŀœŜĨ分野åh多Åä

販売機ä保温冷蔵庫内外ä熱源Ĉ有効活用Ïā高効率冷却

ļġĶĢ分野同様á欧米市場ä成熟h新興国市場ä急激à

回路技術}ĸčĿœĬĲĻsıņŜŀ~ĈåÎ÷h熱交換

伸長Þº¼背景ä下Ý年率 5 % 程度ä成長Ĉ続ÇāÉÞÂ

技術}ēsŔċŔňĴďŉ熱交換器~
j流体素子技術}電

予想ËĂÜºāgŀœŜĨj複写機ä高速化hĔŒs化á

子膨張弁~
j気流解析技術}ħsŜ加熱j冷却~
j冷熱最適

þāŀŖĩĘĠŐŜŀœŜı分野h印刷分野îä展開á加

化制御技術j断熱技術ä開発Ĉ行ºh2011 年度機þĀ消

¾h新興国向Ç低価格ŋķĘŖŀœŜĨj複写機分野ø拡

費電力ä 40 % 低減Ĉ達成ÍÕ製品Ĉ開発ÍÕg

大ÍÜºāg

ŊĔıŖĴĘĢ技術ÞÍÜåh缶飲料àßä販売時áÀ

2005 年áå感光体ä生産拠点Ĉ中国á移ÍhċŔňĴ
ďŉĲŒŉä加工Áÿ感光層塗布h検査h組立ôÝä一貫
ŒčŜáþĀh世界各地ä市場á近接ÍÕ営業j販売拠点

ÉĂôÝá培ÙÕÉĂÿä技術ĈĔĬŀ式飲料自動販売機

Ý顧客á供給ÍÜºāg

á応用ÍÜh低消費電力Ý高品質ä飲料販売Ĉ実現ÝÃā

研究開発Ýåh新規ä層構成Ĉ持Ú感光体ä開発h化学

製品Ĉ開発ÍÕgôÕh通貨機器分野áÀºÜåh代表

計算Ĉ用ºÕ新規材料ÀþéÓä合成条件ä開発àßä材

的àŊĔıŖĴĘĢ技術ä応用製品Ý¸ā自動ÚĀ銭機Ýh

料開発Þ感光体特性評価技術開発h印字評価技術開発àß

硬貨j紙幣ä搬送ú収納技術ä開発Ĉ進÷h硬貨j紙幣ä

áþā顧客設計ŀŖĤĢá適合ÍÕ感光体Ĉ提供Ïā製品

高速払出ÍĈ実現ÍÕ自動ÚĀ銭機Ĉ開発ÍÕg

開発á取Ā組ĉÝºāgĔŒs機用感光体ä開発Ýåh新

組込õĦľıďĐċ技術ÞÍÜåh仕様ĲĖŎŊŜı管

規材料開発á加¾hıĳs付着力評価技術h電気潜像解析

理ú標準化áþāĦľıďĐċ再利用àßh業界ıĬŀ水

技術ä開発á取Ā組õh学会発表àßÝ高º評価Ĉ得Üº

準ä高度àĦľıďĐċ開発技法Ĉ軸ÞÍÕ通信制御技術

āg高速機á求÷ÿĂā高速応答感光体ÞÍÜåh新規高

áþā自動販売機ä冷熱ŏĴĬı省đĶ制御Ĉ開発ÍÕg

移動度電荷輸送材料h新規高量子効率電荷発生材料Ĉ開発

新Íº自動販売機ä技術開発áÀºÜåh今後h震災後

Íh適用ÍÕ感光体Ĉ提供可能ÞÏāg一方Ýh省đĶä

ä国内市場åh顧客Ý¸ā飲料ŊsĔsÁÿÖÇÝàÅh

観点ÁÿÉĂôÝ消耗品ÞËĂÜºÕ感光体ä交換ĞčĘ

自動販売機Ĉ設置Í使用ÍÜºā方Áÿä節電対応ú災害

ŔĈ伸æÏh¸āºå交換不要ÞÏā長寿命化ä取組õä

対応àßä要求ä高ôĀÂ予想ËĂāgÉäÉÞÁÿhđ

中Ýh従来Þ異àā設計思想ä層構成h材料ä開発Â重要

ĶŔėsä高効率化Ĉ競争軸á断熱}高温度帯ä保温断熱

Ý¸āg

àß~
j蓄đĶŔės}ĹĬįœ管理技術àß~
j高度à制

今後åh感光体表面層ä物性評価技術Àþé化学計算Ĉ

御管理技術}製品群管理äĢŇsı化技術~ä開発Ĉ進÷h

用ºÕ物性解析技術ä開発áþĀh長寿命化á向ÇÕ機構

社会á貢献Ïā機能ä実現Ĉ目指ÏgôÕhÉĂÿä技術

解明h新規材料ä開発Ĉ加速Íh研究開発効率ä面Ýø環

á加¾Ü主要部品äŋġŎsŔ化Ĉ実施Íh多様化Ïā自

境áúËÍÅh省đĶá貢献ÍÜºÅg

動販売機分野Àþé自動ÚĀ銭機ä市場活性化ú市場拡大h
àÿéá利便性Ĉ向上ËÑÕ製品開発Ĉ進÷āg

磁気記録媒体

一方h今後国内規模å大ÃÅ変化Íàº中Ýh海外事業

ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~ä記憶容量åh年率

Ĉ見据¾Õ製品開発Â必要Ý¸āg海外製品åh高品質j

40 % 以上ä割合Ý増大ÍÜÀĀh2011 年áå 3.5 čŜĪ

高信頼性Ĉ軸ÞÍÕ現地流通á最適à製品開発Ĉ行¼Õ÷h

ä記録媒体一枚当ÕĀ 1 TB Þº¼高容量媒体Â製品化Ë

大収容量化j多種商品形状îä対応j最適ŔsıēŃŕs

ĂÕgÓÍÜh低価格Þº¼ø¼一Úä特徴Þ相ôÙÜh
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共通技術・先端技術・その他

Çā飲料容器ä落下挙動解析技術j飲料容器ä切出Í技
術jĔĬŀ搬送技術j粉体ä定量搬出技術ä開発Ĉ進÷h

技術成果と展望

ĺĦĜŜåø×ăĉ AV 機器úěsŉ機àßäĜŜĠŎs

ŔňĴďŉ基板ä無欠陥j超平滑加工技術h新規潤滑剤

Ňs製品îä搭載Â一般化ÍÜºāgËÿáhĘŒďĲĜ

Þ UV 処理技術ä適用áþĀhĳķŊsĨsĢĚsŔä

ŜĽŎsįČŜęä普及á伴ºhÓä要Þàā各種İsĨ

媒体−磁気ŁĬĲ間ĢŃsĠŜęáÀºÜø高º耐久性

ĤŜĨs用ä記録装置ÞÍÜä用途Â引Ã続Ã拡大Íh今

Ĉ発揮Ïā HDI}Head Disk Interface~技術hËÿáå

後ø年率 8 % Ĉ超¾ā成長市場Ĉ維持ÏāÞ予測ËĂÜ

媒体ä適切à評価技術àßhÓĂÔĂ特徴¸ā技術開発

ºāg一方h2011 年初頭á 5 社¸ÙÕ HDD ŊsĔsåh

Ĉ推進ÍÜºāgôÕh次世代ä HDD á向Çh瓦書Ã記

2011 年内á 3 社á再編ËĂāàßh今後å大容量化Þ低

録}SWRkShingled-Write Recording~ 方 式 á 適 Í Õ 磁

価格化ä要求åôÏôÏ激化ÍÜºÅÉÞÂ予想ËĂāg

性技術ä開発Ĉ加速ÏāÞÞøáhËÿàā高密度化á向

ÉĂÿä市場変化á迅速á対応ÏāÕ÷h富士電機å媒

ÇÕ熱ċĠĢı磁気記録}TAMRkThermally-Assisted

体事業ä構造改革ĈËÿá進展ËÑh2011 年 6 月áÓä

Magnetic Recording~用ä磁性材料技術Àþé HDI 技術

全機能ĈŇŕsĠċá集約ÍÕg開発j生産Â一体ÞàÙ

ä研究開発ø積極的á推進ÍÜºāg

Õ効率的à事業運営ä下h低ĜĢıÁÚ大容量ä磁気記録

今 後 øhSSD}Solid State Drive~ à ß 競 合 Ï ā ñ Á

媒体Ĉ実現ÏāÕ÷h記録ļĬıä極小化á対応Íh低

äĢıŕsġĈÍäÆĢĽsĲÝ記録密度Ĉ向上ËÑh

ķčģ性Þ書込õ性j熱安定性Ĉ兼ã備¾Õ垂直磁気記録

HDD ä発展á貢献ÝÃāþ¼hËÿàā高密度化Ĉ推進

用磁性技術ĈåÎ÷h新規研磨剤Àþé研磨布Ĉ用ºÕċ

ÍÜºÅg

共通技術・先端技術・その他
富士時報
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技術成果と展望

共通技術
次世代半導体を支える分析・解析技術
SiC-MOSFET å高耐圧低損失素子ÞÍÜ期待ËĂā次

図1

走査プローブ顕微鏡（SPM）の手法

世代半導体Ý¸āgSiC-ěsı酸化膜界面Ĉ原子ŕłŔÝ
制御ÏāÉÞáþĀh素子特性åËÿá向上ÏāgÓĂá

プローブ
（導体）

åh界面ä原子配列ä乱ĂĈ評価ÏāÉÞÂ不可欠Ý¸āg
富士電機Ýåh走査ŀŖsĿ顕微鏡}SPM~áþĀh

酸化膜
（絶縁体）

ěsı酸化膜界面Ĉ原子層ŕłŔÝ評価ÍÜºāgSPM
åh酸化膜表面á導電性ŀŖsĿĈ走査ËÑÜh酸化膜ä
増幅器

絶縁脆弱}ÒºÎùÅ~部àßä電気特性分布Ĉ nm ēs

原子の乱れ

ĩÝ評価Ïā手法Ý¸āg界面á起因Ïā絶縁脆弱部åh
SiC 基板
（導体）

Ëÿá X 線ú電子線Ĉ用ºÕ分光手法Ýh化学状態ú元
素分布àßÂ明ÿÁáËĂāgÉäþ¼áh多種ä分析手
法Ĉ用ºÜ界面原子層ä乱ĂĈ解明ÏāÉÞÝh原子ŕł

電流

ŔÝ界面Ĉ制御Íh素子特性ä向上á貢献ÍÜºÅg

高周波通電用ブスバーのアルミニウム表面処理技術
čŜĹsĨàßÝ使用ËĂāĿĢĹså一般的á多量ä

図2

アルミニウムブスバー組込みインバータ

銅材Ĉ使用ÍÜÀĀh製品ĜĢıä多Åä部分Ĉ占÷Üº

アルミニウムブスバー

āgÉĂá対ÍhċŔňĴďŉĿĢĹså銅材á比ïĜĢ
ıĈ抑¾ÿĂh軽量化ø期待ÝÃāgÍÁÍhċŔňĴď

共通技術・先端技術・その他

ŉĿĢĹså耐食性Â劣āÉÞh÷ÙÃàßÝċŔňĴď
ŉ表面Ĉ被覆ÍÕ場合h÷ÙÃ界面近傍áÜ高周波電流
}10 v 300 kHz~ä集中áþā溶融Â発生ÏāÉÞàßä
課題Â¸Āh適用Â困難Ý¸ÙÕg
富士電機åh製品ä運転条件}発熱~á対Ïā÷ÙÃ界
面ä長期的à熱劣化現象Ĉ解明Íh発熱áþā熱劣化á耐
¾ā Ni-Sn 複合層÷ÙÃ材料Àþé処理方法Ĉ開発ÍÕg
銅材Þ同等ä製品寿命Ĉ実現ÍhčŜĹsĨä高周波通電
用ĿĢĹsîä適用ÂÝÃÕg

インバータ用プリント基板の劣化診断技術
富士電機åhčŜĹsĨäËôÌôà診断技術Ĉ開発Í
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図3

腐食劣化診断のマスターカーブ例

ÜÃÕgÓä¼×ä一ÚÝ¸ā環境劣化診断技術åhčŜ
ĹsĨä構成機器Ý¸āŀœŜı板ä設置環境áþā劣化

しきい値

診断ĠĢįŉåh腐食劣化診断Þ塵埃}Îĉ¸º~劣化診
断ÁÿàĀh設置環境ä腐食性ĕĢ濃度}硫化水素h塩素~
h
塵埃堆積量h運用状況àßäİsĨĈ用ºÜh劣化診断用

腐食膜厚 D

Ĉ定量的á評価Íh余寿命Ĉ診断ÏāgÉä技術Ĉ用ºÕ

現在の腐食膜厚
設置期間での
腐食膜厚

ŇĢĨsĔsĿÁÿ故障á至ā時期Ĉ予測Ïāg
今回hNOx ĕĢä影響Ý硫化水素ĕĢáþā腐食Â加
速ÏāÉÞĈ解明ÍhÉä腐食式Ĉ劣化診断用ŇĢĨs

設置期間

腐食膜厚
しきい値
（製品故障）
に至る時間

余寿命

ĔsĿá反映ÍÕgÉĂáþĀh下水処理場ä汚泥処理設

時間

備úĝŉ工場ä加硫工程àß NOx ĕĢÂ検出ËĂā設置

腐食膜厚 D ＝ f（ガス濃度，湿度，時間）

環境Ýä診断精度Ĉ向上ÍÕg
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技術成果と展望

共通技術
モジュール封止用高耐熱樹脂（ナノコンポジット樹脂）
富士電機Ýåh発生損失ä低減ú高温Ýä動作Â可能

図4

ナノコンポジット樹脂の模式図

à SiC}炭化Çº素~ŋġŎsŔä開発á取Ā組ĉÝºāg
SiC 素子å 200 ℃以上Ýä動作Â求÷ÿĂÜÀĀhSiC 素
子Ĉ保護ÏāÕ÷áh耐熱性ä指標ÞàāĕŒĢ転移温度

マイクロフィラー SiO2
（粒径：µm オーダ）

Â 220 ℃以上ä封止用高耐熱樹脂Â必要Þàāg耐熱性Ĉ
向上ËÑāáåh一般的á分子構造Â複雑à特殊àđņĖ

エポキシ樹脂

Ġ樹脂Â用ºÿĂāÂh長期ä熱劣化特性àßÞäĹŒŜ
ĢÂÞĂÐhÓä改善Â課題Ý¸ÙÕg

ナノフィラー SiO2
（粒径：nm オーダ）

ŇčĘŖľČŒsÂ充塡ËĂÜºāđņĖĠ樹脂áhĳ
ķľČŒsĈ添加}ĳķĜŜņġĬı~ÏāÉÞáþĀh

（a）ナノコンポジット
エポキシ樹脂

耐熱性Þ長期ä熱劣化特性äĹŒŜĢäÞĂÕ樹脂Ĉ開発

（b）従来エポキシ樹脂

ÍÕg現在hŋġŎsŔîä適用Ĉ進÷Üºāg

配電盤内部アーク事故における圧力上昇予測技術
国際標準規格}IEC 62271-200~Ýåh配電盤内部Ý短

図5

配電盤内部の圧力分布予測結果

絡自己Â発生ÍÕ場合ä安全性能Â規定ËĂÜÀĀh事故
時äċsĘáþā圧力上昇á対応Ïā構造Â要求ËĂāg
従来h富士電機ÝåċsĘáþā圧力上昇Ĉ汎用ä熱流体

圧力

共通技術・先端技術・その他

解析ĦľıďĐċĈ使用ÏāÁhôÕå平均圧力Ĉ簡易計

圧力波

大

算式Ý算出ÍÜÃÕÂh解析時間Þ精度ä面Ý課題Â¸Ù
ÕgÓÉÝh配電盤á特化Íh実際ä設計Ý使用ÍúÏº

アーク部

簡易熱流体解析ĭsŔĈ開発ÍÕg本ĭsŔå汎用解析Ħ
ľıďĐċÞ同等ä解析精度Ĉ持ÚÞÞøáhċsĘä発
生位置ú配電盤ä形状àßä条件設定Â用意áÝÃhËÿ

小

áċŔĝœģŉĈ最適化Í解析時間ä大幅削減}1/100 程
度~Ĉ実現ÍÕgôÕh筐体}Ãý¼Õº~内ä圧力分布
Þ温度分布Ĉ算出ÝÃh筐体ä強度計算á展開可能Ý¸āg

ビジョンセンサ
ŖŅĬıļġŐŜ}画像処理j認識~áþā三次元物体

図6

三次元画像認識によるピッキングシステム

認識技術ÞÍÜh複数ä物体Â存在ÏāĠsŜä中Áÿh
任意ä姿勢á¸ā対象物ä位置ú姿勢Ĉ認識Ïā技術ä研
究開発Ĉ行ÙÜºāg
ĢįŕēĔŊŒ}2 台äĔŊŒ~Ĉ用ºÜ対象物Ĉ含ö
ĠsŜä三次元計測Ĉ行ºh対象物ä位置ú姿勢Ĉ認識Ï
ā三次元物体認識ċŔĝœģŉĈ開発ÍÕg異種Ĉ含ö複
数ä物体ä中Áÿ対象物Ĉ見ÚÇ出ÍÜÓä位置ú姿勢Ĉ
認識ÍhĽĬĖŜęä可否Ĉ判断ÍÜ実行ÝÃāg
汎用äĺĦĜŜÝ実行可能Ý¸Āh任意姿勢á¸ā複数
部品ä整列作業ú仕分Ç作業àßhËôÌôà作業ŖŅĬ
ıîä応用Â可能Ý¸āg
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多関節ロボット
ステレオカメラ

技術成果と展望

共通技術
国際規格への対応
富士電機åh主力Ý¸āĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺ

図7

パワーエレクトロニクス関連国際規格

Řđŕ~製品äęŖsĹŔ展開Ĉ推進ÏāÕ÷hIEC ä技
術委員会ä活動Ĉ通ÎÜh対応Ïā技術開発Ĉ行ÙÜºāg

ソフトウェア：JTC1/SC7

TC22：
パワーエレクトロニクス
システムと装置

TC22}ĺŘđŕ~ĈåÎ÷hSC22 G}ĲŒčĿ~
hTC65
鉄道：TC9

機械の安全：TC44
（ISO 機械安全）

} 安 全h Ķ Ĭ ı Ř s Ę ~
hTC77}EMC~
hCISPR}EMC~
àßÂ¸ĀhEMC 規格ä実証実験áå幹事ÞÍÜ取Ā組

機能安全：SC65A

ĉÖg主à開発項目å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

太陽光：TC82

機能安全規格á関Ïā安全監視方法Ĉ開発ÍhĲŒč

EMC：TC77，CISPR
EMF：TC106

Ŀ機器î適用ÍÕg
⑵

EMF 規格á準拠ÍÕ測定方法Ĉ確立ÍhĺŘđŕ機

⑶

EV：TC69
ISO（TC22）

風力発電：
TC88

器ä EMF ŕłŔ評価Ĉ実施ÍÕg
EMC 機能安全規格á対応ÍÕ作業ľŖsĈ開発ÍÕg

産業用ネットワーク：
SC65C

デバイス：TC47

システム，製品

設計，デバイス，概念

パワエレ向けソフトウェアプラットフォーム
富士電機åhęŖsĹŔ市場áÀÇāĺŘsđŕĘıŖ

図8

パワエレ向けソフトウェア階層図

ĴĘĢ}ĺŘđŕ~製品ä競争力強化Ĉ目的ÞÍh地産地
消Ĉ行¼äá適ÍÕ機種ä実現á必要ÞàāĦľıďĐċ

カスタマイズ層

ŀŒĬıľĒsŉä開発Ĉ行ÙÜºāg
要素単位á対応ÂÝÃāþ¼h次ä 4 階層ÁÿàāĦľı

共通技術・先端技術・その他

カスタマイズ API

ŋsĨ制御Ĉ行¼ĲŒčĿ制御機器Ĉ対象ÞÍÜh変動

機種固有層

ďĐċ構造Ĉ考案ÍÕgôÕh変更時間ä短縮Ĉ図Āh各
ドライブコア層

階層Ý使用ÏāĦľıďĐċ部品ä拡充áø取Ā組ĉÖg
⑴

顧客別ä要求á対応ÍÕĔĢĨŇčģ層

⑵

機種固有ä動作ä違ºá対応ÍÕ機種固有層

⑶

ŋsĨä種類ú制御方式ä違ºá対応ÍÕĲŒčĿĜ

ドライブ API

システム API
システム層

ċ層
⑷

ĸsĲďĐċ構成ä違ºá対応ÍÕĠĢįŉ層

デバイス過渡応答シミュレーションのためのデバイス等価回路モデル
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~機器ä回路設計時

図9

スイッチング時の波形と損失のシミュレーション結果

áåhĺŘs半導体İĹčĢ}IGBT~Ĉ回路á組õ込ĉÖ
ÞÃä過渡応答}ĢčĬĪŜę損失hĞsġ電圧~Ĉ把握Íh

物理構造パラメータ
内部挙動パラメータ
電気特性パラメータ

回路構造ú冷却体ä最適à設計Ĉ行¼ÉÞÂ重要Ý¸āg
電解
コンデンサ

富士電機Ýåh回路組込õ時äİĹčĢ過渡応答Ĉh高
精度á模擬ÏāÉÞÂ可能àh回路ĠňŎŕsĠŐŜŀ

時間（µs）

0
−30
102

電流
160

400

0
−200
110.4

スイッチング損失
（実測）
， （Sim）

0
−80

（A）

（V）

120

101

ターンオン波形
（実測）
， （Sim）
320
電圧

電圧

電流
400

0
−100
100

800

損失（mJ）

ターンオフ波形
（実測）
， （Sim）
240
（V）

800

（A）

ĠňŎŕsĠŐŜĈ可能ÞÍÕg

ňŎŕsĠŐŜÝ得āÉÞÂ可能áàĀh試作Ĉ行ąàº

半導体物理に基づいた
IGBT 等価回路モデリング

シミュレーション
（電気回路シミュレータ）

čĢ等価回路ŋİŔä開発á取Ā組õh高精度à過渡応答

繰Ā返ÍÜ測定ÍÜÃÕ回路組込õ時äİĹčĢ特性ĈĠ

IGBT

電磁界解析による構造物の
寄生インダクタンスモデリング

ŒĬıľĒsŉ技術ä開発Ĉ行ÙÜºāgĜċÞàāİĹ

Éä技術Ĉ適用ÏāÉÞáþĀh従来Ýå試作j試験Ĉ

パワーモジュール
内部配線

主回路ブスバー

111.2

時間（µs）

35
30
25
20
15
10
5
0

E sw

E oﬀ
E on
E rr

0

100

200

条件（電流）
（A）

機器開発ú最適à設計検討ä実現Â期待ÝÃāg
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技術成果と展望

共通技術
統合 EMS プラットフォーム
全体最適化Ĉ目指Íh電力h鉄鋼h水h産業h店舗流通
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図 1 0 統合EMSプラットフォームの構成

àßËôÌôà分野ÝhđĶŔėsä見¾ā化Àþé省đ
ĶŔės}省đĶ~制御Â可能à統合đĶŔėsŇĶġŊ
ŜıĠĢįŉ}EMS~ŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg
本ŀŒĬıľĒsŉå監視制御ĠĢįŉ上ä核Þàāň
ĲŔďĐċÝhđĶŔės消費ä分析機能Àþé各分野ä
đĶŔės設備}電気h熱àß~ŋİŔú省đĶ制御Ĉ行
¼最適化制御機能群Ý構成ÍÜºāgŀŒŜıÊÞäđĶ

エネルギー供給側
エネルギーネットワーク
モデル

全体需給バランス
エネルギーネットワーク
モデル

最適化制御
アルゴリズム群

最適化制御
アルゴリズム群

供給
最適値

供給側
最適制御

ŔėsŋİŔåh設備部品ĈĲŒĬęċŜĲĲŖĬŀ操作

エネルギー利用側
エネルギーネットワーク
モデル

最適化制御
アルゴリズム群

利用
最適値

利用側
最適制御

高速データ共有機構

Ý簡単á作成ÝÃhēŜŒčŜ最適化制御äõàÿÐhē

監視制御システム

ľŒčŜÝä設備計画j省đĶ効果ĠňŎŕsĠŐŜø容

通信ドライバ

通信ドライバ

通信ドライバ

易á実現可能Ý¸āgôÕhIEC àßä各種国際標準通信
ŀŖıĜŔá対応ÍÕ通信ĲŒčĹĈ備¾Üºāg

次世代 HMI 要素技術
監視制御ĠĢįŉĈ利用Ïā多Åäŏsğåh日頃Áÿ

図 1 1 次世代HMIプラットフォームの構成

使º慣ĂÕ Windows ú Oﬃce Ħľıä操作性ĈĠĢįŉ
á求÷ÜºāgÓÉÝh高º操作性Ĉ持ÚċŀœĚsĠŐ

オーバービュー（システムアドイン）

Ŝä提供Ĉ目指Íh次世代 HMI 要素技術ÞÍÜŀŒĬı

共通技術・先端技術・その他

ľĒsŉĈ開発ÍÕg
次世代 HMI ŀŒĬıľĒsŉåhWPF Ĉ基盤技術Þ
Ïā SDK}ĦľıďĐċ開発ĖĬı~Ĉ提供Íh高度à

マルチウィンドウ管理
されたコンテンツ

HMI Ĉ持ÚċŀœĚsĠŐŜä効率的à開発Ĉ実現Ïāg
ĜŜįŜĭĈŇŔĪďČŜĲď管理ÍhēsĹsļŎsh

トレンドグラフ
などの部品

łsĢďČŜĲďÀþéęŒľàßä部品Ý構成ÍÕg
ŀŒĬıľĒsŉ上ä業務ċŀœĚsĠŐŜåh全Ü独

次世代 HMI プラットフォーム ベースウィンドウ

立性ä高º{ċĲčŜ|ÞÍÜ開発ÏāÉÞÝh機能追加
úĹsġŐŜċĬŀĈ容易áÍÕg

ISA100.11a 無線計測システム
ŀ Ŗ Ĥ Ģ ē s ı Ŋ s Ġ Ő Ŝ 分 野 ä 国 際 標 準 規 格 ISA
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図 1 2 ISA100.11a無線計測システム

100.11a 無 線 規 格 á 対 応 Í Õ 無 線 Ġ Ģ į ŉ ä ŀ Œ Ĭ ı
無線システムプラットフォーム

ľĒsŉĈ開発Íh石油j化学ŀŒŜı向ÇáĕĢ検知Ġ
ĢįŉĈ試作開発ÍÕgISA100.11a 無線åhĶĬıŘs

システム
マネージャ

ゲートウェイ

Ę経路ä冗長化h多段中継áþā通信đœċ拡大h既存有

セキュリティ
マネージャ

バックボーン
ルータ

線ľČsŔĲĹĢ透過通信àßä優ĂÕ特徴Ĉ持Úg
機器ä設計á当ÕÙÜåh間欠動作äñÁh電源回路構
成ú通信ĨčňŜęä最適化設計áþĀ低消費電力Ĉ実現
Íh電池駆動Ĉ可能áÍÕg

MODBUS/TCP

上位システム
（SCADA）

ISA100.11a
無線ネットワーク

機器ä無線化áþĀh配線Â困難à場所Ýä計測úh敷

ホスト

ISA100.11a
無線通信部
アプリケー
ション部

設ĜĢıä削減Ĉ実現ÝÃāg現場ÖÇÝàÅ中央制御室
ÝäœċŔĨčŉ遠隔監視Â可能ÞàĀhŀŒŜıä安全
性向上á貢献ÝÃāg
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センサ
無線ガス検知器

技術成果と展望

先端技術
CVD によるグラフェンの成膜と透明導電膜への適用
単原子層ä炭素材料Ý¸āęŒľĐŜåhÓä特異à電

図 1 3 CVDにより作製したグラフェン透明導電膜

2

子物性Áÿ 15,000 cm /Vs 以上ä移動度Ĉ示Íh透明導電
膜á適用ÏāÉÞÝ赤外領域Ýä高透過率Â実現ÝÃāg
Éäþ¼à透明導電膜Ĉ次世代太陽電池á適用ÏāÉÞÝ
変換効率向上á寄与ÏāÉÞÂÝÃāÕ÷h富士電機å化
学気相成長}CVD~áþā高品質àęŒľĐŜä成膜技
術ä開発Ĉ行ÙÜºāg
作製ÍÕęŒľĐŜ透明導電膜åh3 層程度ÝĠsı抵
抗Â 250 Ω/sqh透過率Â 90 % 以上Þ透明導電膜ÞÍÜ高

10 mm

º特性Ĉ持Úg本研究ä一部åh独立行政法人 新đĶŔ

グラフェン

ėsj産業技術総合開発機構}NEDO~þĀ委託ËĂÕø
樹脂基材

äÝ¸āg

分子シミュレーションによる材料物性解析技術
製品á使用ËĂā樹脂材料ú無機j金属Ĉ配ÍÕ複合材

図 1 4 樹脂の界面モデル

料ä物性åh製品機能Ĉ向上ËÑā重要à鍵ÞàāÕ÷h
性能úĜĢıĈ満足Ïā材料選定ú設計指針Â求÷ÿĂāg
10 nm

ÓÉÝh第一原理計算Þ分子動力学ĠňŎŕsĠŐŜĈ利
ģŉĈ解析Ïā技術Ĉ開発ÍÜºāg樹脂Þ無機ľČŒs
Â混合ÍÕĳķĜŜņġĬı樹脂ä高耐熱化áÚºÜľČ
ŒsÞ樹脂ä界面ŋİŔĈ構築Íh界面áÀÇā反応性ú
樹脂ä運動性解析Ĉ検討ÍÜºāg界面近傍Ýå樹脂}ŏ

2.5
nm

ĴĬı 1hŏĴĬı 2~ä分子運動性ÂĹŔĘþĀø低下
Íh高耐熱ä指標Þàā物性}ĕŒĢ転移点~Â向上Ïā
ÉÞÂŋİŔ計算Áÿ示唆ËĂÕg今後h検討Ïā材料ú

ユニット 1

5 nm

ユニット 2

物理量Ĉ増úÍhŊĔĴģŉ解析á役立ÜÜºÅg

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

図 1 5 QPM波長変換モジュールとQPM素子の分極反転構造

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ÏÉÞÂÝÃāÞº¼特徴Â
¸āg
富士電機ÝåhLiNbO3 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ÍhÉĂĈ用ºÕ波長変換ŋġŎsŔä開発Ĉ
行ÙÜºāg図å試作ÍÕ波長変換ŋġŎsŔÝ¸Āh赤
100 µm

外ŕsğÂ QPM 素子áþÙÜ可視光á波長変換ËĂÜº
ā様子Ĉ示ÍÜºāg
今後hQPM 波長変換法ä特長Ĉ生ÁÍÕ光源ŋġŎs

QPM 素子の
分極反転構造

QPM 素子

ŔĈ開発Íh医療ú計測àßä分野îä適用Ĉ進÷ÜºÅg
富士時報
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共通技術・先端技術・その他

用ÍÜh電子状態ú分子構造ä観点Áÿ材料ä物性ŊĔĴ

技術成果と展望

先端技術
GaN パワーデバイス
2009 年度þĀ古河電気工業株式会社Þ次世代ĺŘsİ

図 1 6 ショットキーバリアダイオードの逆回復特性

ĹčĢ技術研究組合Ĉ設立Íh窒化ĕœďŉ}GaN~Ĉ用

600

12

ºÕĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ}SBD~ÞıŒŜġĢ
Ĩä研究開発Ĉ推進ÍÜºāg

価実験Ýåh炭化Çº素}SiC~ä SBD Þ同等ŕłŔä

電圧（V）

電源àßĈĨsěĬıÞÍÕ耐圧 600 Vh順方向電流 10 A
}電圧 1.8 V 時~ä SBD Ĉ開発ÍÕgĢčĬĪŜę特性評

8

SiC
GaN

200

逆回復特性Â得ÿĂÜºāg

4

SiC

0

現在åhGaN İĹčĢ固有ä課題Ý¸ā抵抗増加現象
ä原因追究Þ対策á取Ā組öÞÞøáh長期信頼性確保ä
Õ÷ä検討ú実機搭載時ä動作確認Ĉ実施ÍÜºāg

電流（A）

400

ĠœĜŜ基板上îä GaN 成長技術Ĉ適用ÍhĞsĹ用

0

GaN
−200
−50

0

50
100
時間（ns）

−4
150

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À

図 1 7 アニオン伝導酸化物の例（LaSr3Fe3O10）

þé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電解質åh

：FeO6

共通技術・先端技術・その他

層状分子ä層間á水Ĉ挿入}čŜĨsĔŕsı~ÏāÉ

： La/Sr（層間）

ÞáþĀh水酸化物čēŜ}OH−~áþā導電性Ĉ示Ïg

： La/Sr

OH−Ĉ媒体ÞÏā燃料電池反応å活性化đĶŔėsÂ低

： OH/H2O
水を挿入

Åh触媒ÞÍÜ高価à白金Â不要áàāÞ期待ËĂāg本
電解質Ýø白金Ĉ使¼ÉÞàÅ高º反応活性Â得ÿĂāÉ
ÞĈ確認ÍÕg特áh空気極Ýå電解質自体Â高º反応活
性Ĉ持ÚÉÞÂ分ÁÙÕg現在h電池性能ä向上á向ÇÜh
電極ä反応面積Ĉ増大Ïā研究Ĉ進÷ÜºāgàÀh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ÍÜºāg

次世代低抵抗・超高耐圧デバイスおよび電力変換基盤技術
次世代ä低損失 SiC İĹčĢÀþé電力変換要素技術
開発Ĉh独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発
機構}NEDO~ŀŖġĐĘıĈ受託ÍÜºā技術研究組合
次世代ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ研究開発機構}FUPET~
á参画ÍhôÕ独立行政法人 産業技術総合研究所Þ共同
研究Ĉ進÷Üºāg低損失 MOS 要素技術ÞÍÜåhıŕ
ŜĪÀþéěsı酸化膜形成技術h高速đĽĨĖĠŌŔ成
長技術 Ĉ開発ÍÜºāg特á All SiC čŜĹsĨåh5 nH
äčŜĩĘĨŜĢĈ実現ÍÕ低čŜĩĘĨŜĢŋġŎsŔ
áþĀhSiC 特有ä早ºĢčĬĪŜęáþāĞsġķčģ
ä低減á目処ÂÚÃÚÚ¸āg今後hÉĂÿä技術開発ä
進展ÞÞøáh超高耐圧 SiC äİĹčĢ試作Ĉ行ºhĢ
ŇsıęœĬĲ用ĜŜņsĶŜıàßĈ開発ÍÜºÅg
富士時報
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図 1 8 SiCを用いたインバータユニットの例
出力密度 30 W/cm3 の
All SiC インバータ

技術成果と展望

先端技術
完全受動安全特性を備えた実用小型高温ガス炉
高温ĕĢ炉åh万一ä異常発生時á動的à機器á頼ÿÐ

図 1 9 自然放熱冷却時の原子炉まわり熱流動解析例

Þø原子炉Â止ôĀh冷却ø自然放熱Ý行¾ā原子炉Ý¸
āgÉäÕ÷h全電源Â喪失Í炉心ä強制循環冷却Â失ą
Ăāþ¼à厳Íº事態áÀºÜøh炉心Â溶融Ïā恐ĂÂ

空気の自然
循環冷却

流速

温度

大

高

àÅh受動的á安全Â確保ÝÃāgôÕh軽水炉þĀ出口
温度Â高ºÕ÷h非電力分野îä原子力利用拡大ä可能性
ø持ÙÜºāg富士電機åh受動安全特性ĈËÿá強化Í
Õ小型高温ĕĢ炉概念ä構築Ĉ目指Íh独立行政法人 日
本原子力研究開発機構Þä共同研究àßáþĀ開発Ĉ進÷

原子炉室
冷却系

Üºāg主à研究įsŇåh完全受動安全特性Ĉ確保ÍÚ
小

Ú原子炉出力Ĉ最大限á高÷āÕ÷ä原子炉構造á関ąā
自然放熱

開発}異常時ä構造物健全性確保h自然放熱áþā原子炉

低

圧力容器
上部流速

圧力容器
上部温度

除熱評価~
h炉心有効流量評価手法ä精度向上àßÝ¸āg

イットリウム系超電導変圧器における限流特性
超電導変圧器åh高効率}効率 99.8 %~
h絶縁油不要ä

図 2 0 限流特性試験結果

Õ÷不燃Ý環境負荷Â小ËºÞº¼特徴Ĉ持ÚgôÕh限
流機能Ĉ付加ÏāÉÞáþĀh過大à事故電流ä抑制Â可

Íh超電導線材ä特性劣化øàºÉÞĈ確認ÍÕg今後h

3×In

電流（A）

加変圧器Ĉ試作Íh限流特性試験Ĉ行ÙÕg定格電流ä
10 倍流ĂÜºÕ短絡電流Ĉ目標値Ý¸ā 3 倍以下á抑制

400

0

−400

2 MVA 級超電導変圧器ŋİŔä設計á反映ËÑÜºÅ予
定Ý¸āg本研究åh経済産業省ŀŖġĐĘı{čĬıœ

−800
−0.05

0

0.05

ďŉ系超電導電力機器技術開発}超電導変圧器技術開発~
|

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

時間（s）

Ĉ NEDO Áÿä委託Ĉ受ÇÜ実施ÍÕøäÝ¸āg

感振センサの製品化
富士電機Ýåh建物ä健全性h安全性ä診断Ĉ行¼構造

269
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図 2 1 構造ヘルスモニタリングシステムの構成例

ŁŔĢŋĴĨœŜęîä適用Ĉ目的ÞÍhMEMS 技術Ĉ
感振センサ

応用ÍÕ感振ĤŜĞä開発Ĉ行ÙÜºāgÉä感振ĤŜĞ

単位：mm

åh0.1 Gal}1 Gal=0.01 m/s2~程度ä無感地震ú常時微振
動Ĉ計測ÝÃāg地震àßáþāĩŊsġåøÞþĀh経

50

年劣化áþā建物ä強度àßä特性変化ø検出ÏāÉÞÂ
ÝÃhļŔú橋àß建築物ä振動計測h地震計測ĤŜĞh

95

100

Óä他微振動ä計測á適用可能Ý¸āg特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

低 周 波}0.1 v 20 Hz~ ä 振 動 Ĉ 高 分 解 能}0.01 Gal~
Ý測定

⑵

測定範囲k＋
− 2,000 Gal

⑶

3 方向}XhYhZ 軸~同時測定

⑷

複数ĤŜĞ間Ýä時刻同期Â 1 ms 以下

PC

PoE ハブ
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共通技術・先端技術・その他

富士電機åh九州電力株式会社Àþé財団法人 国際超
電導産業技術研究ĤŜĨsÞ共同Ý 400 kVA 限流機能付

10×In

800

能áàĀh保護機器ä短絡容量対策á貢献ÝÃāg

技術成果と展望

先端技術
熱アシスト磁気記録媒体
1.4 Tbits/in2}65 mm İČĢĘ当ÕĀ 1 TB~以上ä高記

図 2 2 媒体上の熱拡散シミュレーション

録密度áÀºÜhĸsĲİČĢĘĲŒčĿåh熱ċĠĢı
保護層

磁気記録方式á置Ã換ąāÞ予測ËĂÜºāg

ÓĂá基ÛºÕ現行材料ä 2 倍ä異方性đĶŔės}1.6
× 107 erg/cm3~Ĉ持Ú FePt ęŒĴŎŒs磁性層Ĉ試作Íh
熱ċĠĢı記録Â可能àÉÞĈ確認ÍÕgËÿáh保護
層á関ÍÜåĩčōŋŜĲ結合}sp3 性~Ĉ高÷āÉÞÝh

← 媒体深さ方向

ňŎŕsĠŐŜÍh当該媒体ä層構成Ĉ設計ÍÕgôÕh

温度（K）

記録層

熱ċĠĢı磁気記録媒体上ä熱拡散ú磁化反転現象ĈĠ

熱バリア層

600

中間層

500

400

膜厚 1.2 nm ôÝä耐食性ÞŁĬĲ浮上性Â両立ÝÃā技

熱シンク層

術Ĉ確立ÍÕg現在åh耐熱性àßä信頼性評価Ĉ進÷Ü
ºāg

300
クロストラック方向 →

その他
「極省エネルギー自動販売機」
飲料自動販売機áÀÇā省đĶŔės}省đĶ~技術ä

図 2 3 「極省エネルギー自動販売機」

主流Ý¸āĻsıņŜŀ技術ä理想Ĉ追求Íh究極ä省đ
Ķ機Ĉ開発ÍÕg

H

C

従来äĻsıņŜŀåh冷却庫内ä熱äõĈ加温庫内á
5℃
吸熱

55 ℃
排熱

共通技術・先端技術・その他

利用Ïā熱利用固定方式Ý¸ÙÕÂhĻsıņŜŀä利用
拡大Ĉ図āÕ÷庫内Þ大気ä熱利用Ĉ切Ā換¾āĸčĿ
œĬĲĻsıņŜŀ方式ÞÍÕgËÿá省đĶĈ図āÕ÷h
周囲ä環境変化á応ÎÜ能力Ĉ調整ÏāčŜĹsĨĜŜŀ
ŕĬĞÞh各熱交換器ä冷媒流量Ĉ調整Ïā電子膨張弁Ĉ

吸熱

吸熱源を
切替

開発ÍÕgôÕhÉĂÿĈ最適à運転á保Ú制御ċŔĝœ
インバータ
コンプレッサ

ģŉĈ開発ÍÕg
電力不足áþā節電Â求÷ÿĂā中h年間Ĉ通Í 33 % ø

電子膨張弁

ハイブリッドヒートポンプ配管回路図

ä大幅à消費電力量削減á貢献ÝÃā画期的à技術Ý¸āg

節電・保冷対応自動販売機
2011 年á発生ÍÕ東日本大震災á伴¼電力不足ä懸念

図 2 4 節電・保冷対応自動販売機の横断面図

áþĀh自動販売機äĽsĘ電力削減ä必要性Â高ôÙÜ
ºāgÉäÕ÷長時間ä節電Àþé保冷Ĉ狙ºh節電j保

：冷却ゾーン

商品収納
ラック

冷対応自動販売機Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸
āg
⑴

商品
（缶飲料）

保冷効果ä高º断熱材ä効果的à配置Þ気密ä強化á
þĀh保冷性能Ĉ向上ÍÕg

⑵

ĺŘsĘsœŜę機能áþĀ夜間j早朝á集中冷却Í
ダクト

Ü蓄冷Ĉ行ºh昼間àßäĽsĘ時間帯ä電力消費Ĉ抑

冷風の
流れ

制ÍÕg
⑶

長時間ä冷却停止Ýøh蓄冷効果áþĀ商品ä適温販
売Ĉ実現ÍÕg
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冷却ゾ−ン最小

冷却ゾーン拡大＆蓄冷量大

（a）通常時

（b）節電・保冷対応時

技術成果と展望

その他
電解水素水給茶機
水飲料市場ÝåňĶŒŔďĒsĨsú RO 水}ă過水~

図 2 5 電解水素水給茶機

àß安全j安心á関ÏāøäÁÿhþĀ健康志向àøäî
ÞĠľıÍÜºāg特á近年h水素水市場Â急拡大ÍÜ
ºāg整水器ĠĐċ No.1 ä株式会社日本ıœŉÞ共同Ýh
付加価値Ĉ高÷Õ世界初ä電解水素水給茶機Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

整水器ä入口側Þ出口側áÓĂÔĂņŜŀĈ配置Íh
圧力ĹŒŜĢĈ最適化ÍÕg整水器内ä圧力Ĉ低減Ïā
ÉÞÝ整水器ä最大äĶĬĘÝ¸ā電解時ä排水量Ĉ大
幅á削減ÍÕg

⑵

密閉冷水回路Ĉ採用Íh瞬間冷却ÏāÉÞáþÙÜ水
素Ĉ逃ÂÍáÅº配管構造ÞÍÕg

⑶

電解水素水Ĉ表現ÍÕ扉İğčŜÝ訴求力Ĉ持ÕÑÕg

自動つり銭機「ECS-77」
ĢsĺsŇsĚĬıàßä流通分野ÝåhŕġáÀÇā

図 2 6 自動つり銭機「ECS-77」

精算時間ä短縮ú決済業務ä効率化àßĈ目的á自動ÚĀ
銭機Â普及Í効果Ĉ挙ÈÜºāg富士電機Ýåh2006 年
á販売Ĉ開始ÍÕ自動ÚĀ銭機ECS-07ÁÿhËÿá

共通技術・先端技術・その他

機能j性能Ĉ向上ÍÕECS-77Ĉ市場á展開ÍÕg主
à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

硬貨部Þ紙幣部äİğčŜĈ統一

⑵

出金時äÀ知ÿÑŒŜŀáþā貨幣ä取Ā忘Ă防止

⑶

入金j出金精査処理ä高速化

⑷

硬貨部出金ıŕčä清掃不要化

⑸

両替機能ä追加

⑹

紙幣出金部ä塵埃}Îĉ¸º~
j異物進入防止ĠŌĬ
Ĩä追加

高速対応型の負帯電型有機感光体
電子写真ŀœŜĨÞ複写機åh高速化h高画質化Àþé

図 2 7 負帯電型有機感光体の光応答性

長寿命化Â進ĉÝºāg高速化áþĀÉĂÿä主要ĜŜ
200

ņsĶŜıÝ¸ā感光体áåh露光−現像間時間 50 ms 以
下ä領域áÀºÜh露光電位Â十分á下Âā高応答性Â求
富士電機åh超高速ĖŌœċ移動度Ĉ持Ú新Õà電荷
輸送材ä設計áþĀh電位安定性á優ĂÕ高速対応型ä
負帯電型有機感光体Ĉ開発ÍÕg従来ä感光体Þ比較Íh

従来品
露光電位（V）

÷ÿĂÜºāg

100

30 ms 領域áÀºÜø露光電位Â低ºgËÿáhÓä他ä

高速対応型

特徴ÞÍÜ耐ēħŜ性h光疲労性á優ĂÜºāg
今後åh市場Ý要求ËĂā高画質化j長寿命化á対応Ï
āÕ÷hËÿá電荷輸送層ä組成検討Ĉ進÷hþĀ高性能

0

30

50

70

露光−現象時間（ms）

à感光体Ĉ開発Í魅力ä¸ā製品Ĉ提供ÍÜºÅg
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技術成果と展望

その他
高感度正帯電型有機感光体
電子写真ŀœŜĨåh高速化h小型化Àþé省電力化Â

図 2 8 高感度正帯電型有機感光体の光減衰曲線

進ĉÝºāg高速化åh感光体ä高感度化Â要求ËĂh露
600

光系部品ä設計裕度Â広ÂĀh装置ä低ĜĢı化áÚàÂ
ā重要à課題Ý¸āg従来h正帯電型有機感光体å負帯電
感度向上á必要à高量子効率顔料ä塗布液îä分散Â難Í
ºÉÞÂ要因Ý¸ÙÕg
富士電機åh高量子効率顔料ä分散á使用ÏāĹčŜ

正帯電型（従来品）
表面電位（V）

型有機感光体á比ï感度特性ä点Ýå劣ÙÜºÕgÉĂåh

高感度負帯電型
（表面電位正負逆転表示）
300

ĩs樹脂ä開発Àþé分散方法ä最適化áþĀh実用化技
術Ĉ確立Íh負帯電型Þ同等ä感度特性Ĉ得āÉÞá成功
ÍÕg今後h当該技術ĈłsĢÞÍÜ高感度正帯電型有機
感光体Ĉ各装置á適用Íh顧客Ĵsģá応¾ā高性能à製

高感度正帯電型
0
0.01

1

0.1
露光量（ J/cm2）

品Ĉ提供ÍÜºÅg

垂直磁気記録媒体の磁性関連技術
ĸsĲİČĢĘĲŒčĿä高容量化ä要求á応¾h富士

図 2 9 第4世代ECC媒体の透過顕微鏡写真

電機å 1 枚当ÕĀä記録容量Â 667 GB ä 3.5 čŜĪċŔ
ňĴďŉİČĢĘ媒体Ĉ製品化ÍÕgôÕh書込õ性能Þ
隣接ıŒĬĘ間干渉性能ä両立Ĉ実現Ïā第 4 世代 ECC

共通技術・先端技術・その他

媒体技術Ĉ開発Íh3.5 čŜĪĞčģÝ 1 枚当ÕĀ 1 TBh
2.5 čŜĪĞčģÝ 1 枚当ÕĀ 500 GB ä容量Ĉ達成Ïāċ
ŔňĴďŉÀþéĕŒĢİČĢĘ媒体ä基礎技術Ĉ確立Í
Õg第 4 世代 ECC 媒体Ýåh記録層ä多層化Ĉ進÷Ü信
号 - ķčģ比Ĉ向上ËÑāÞÞøáh新規材料Ĉ採用Í
Ü従来þĀø記録容易性Þ熱安定性}保存ÍÕ記録ä長期
安定性~Ĉ高÷Üºāg今後åhËÿá検討Ĉ進÷h早期

30 nm

ä量産適用Ĉ図ÙÜºÅg

垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
ĸsĲİČĢĘĲŒčĿä高容量化á応ÎhĔsŅŜ保

図 3 0 磁気スペーシングの概略

護膜Þ潤滑層ä薄膜化技術Àþé磁気ŁĬĲ浮上高Ëä低
減技術Ĉ確立ÏāÉÞÝh750 Gbits/in2 ĸsĲİČĢĘä
HDI äİğčŜĈ確立ÍÕg特á潤滑層áåh新規á開
発ÍÕh浮上性á優ĂÕ主潤滑剤Þ耐久性á優ĂÕ添加剤
Ĉ組õ合ąÑāÞÞøáh後処理技術ÞÍÜ従来ä加熱方

ヘッド
FOD 素子

磁気スペーシング

式Áÿ UV 照射方式Ĉ適用ÍhĔsŅŜ−潤滑層間ä結合
形態Ĉ化学結合型îÞ強化ÏāÉÞÝh潤滑層ä薄膜化Þ
磁気ŁĬĲä浮上高Ë低減á大ÃÅ寄与ÍÕgÉĂáþĀh
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 1 Tbits/in2 次世代技術ÞÍÜhËÿàā高
密度àĔsŅŜ成膜法Þ高性能à次世代潤滑剤ä開発Ĉ中
心á進÷Üºāg
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潤滑層（0.8 〜 1.0 nm）
カーボン保護層（2.0 〜 2.5 nm）
磁性層など

基

板

10

技術成果と展望

その他
垂直磁気記録媒体用アルミニウム基板の生産技術
1 枚当ÕĀä記憶容量Â年々増加Ïā中hċŔňĴďŉ

図 3 1 アルミニウム基板の基板表面欠陥個数（相対値）

基板îä要求品質ø年々高ÅàÙÜºāgÓäÕ÷hċŔ
250

à表面欠陥ä低減Â最重要課題ÞàÙÜºāg富士電機åh
表面欠陥低減äÕ÷h÷ÙÃ技術Àþé研磨j洗浄技術ä
開発á重点Ĉ置ºÜºāg
研磨剤Àþé研磨布ä開発áþĀh表面欠陥数ä低減Ĉ
達成Íh3.5 čŜĪİČĢĘ 1 枚Ý 1 TB ä容量á適合Ï
āċŔňĴďŉ基板ä生産技術Ĉ確立ÍÕg1.5 TB 容量

ディフェクトカウント相対値 *

ňĴďŉ基板ä平滑性åøÞþĀh100 nm ĘŒĢä微小

＊ 500 GB のディフェクトカウント値を
100 とした相対値
200

150

100

50

ä次世代磁気記録媒体用ċŔňĴďŉ基板ä開発á向Çh
Ëÿàā表面欠陥低減技術ä確立á取Ā組ög

0

250 GB

500 GB

750 GB

1 TB

基板１枚当たりの容量

共通技術・先端技術・その他
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略語（本号で使った主な略語）
A-NPC

Advanced Neutral-Point-Clamped

API

Application Interface

ASP

Application Service Provider

ATM

Asynchronous Transfer Mode

BACnet

Building Automation and Control Networking protocol

BEMS

Building and Energy Management System

ļŔđĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

BIPV

Building-Integrated

建材一体型太陽電池ŋġŎsŔ

BI ツール

Business Intelligence Tool

CAE

Computer Aided Engineering

Photovoltaics

CCC

China Compulsory Certiﬁcation

CDT

Cyclic Digitaldata Transmission

中国強制認証制度

CEMS

Cluster Energy Management System

地域đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

C-GIS

Cubicle type Gas Insulated Switch

ĖŎsļĘŔ形ĕĢ絶縁開閉装置

COP

Coeﬃcient of Performance

成績係数

CVD

Chemical Vapor Deposition

化学気相成長

DCB

Direct Copper Bonding

DCS

Distributed Control System

分散型制御ĠĢįŉ

DIN

Deutsche Industrie Normen

Ĳčĭ工業規格

ECC

Exchange-Coupled Composite

ELCB

Earth Leakage Circuit Breaker

EMC

Electromagnetic Compatibility

電磁両立性

EMI

Electromagnetic Interface

電磁妨害

EMS

Energy Management System

略語・商標

EV

Electric Vehicle

FACTS

Flexible AC Transmission Systems

FEMS

Factory Energy Management System

FOD

Flying on Demand

FPGA

Field-Programmable Gate Array

GIS

Gas Insulated Switch

GTO

Gate Turn-Oﬀ

漏電遮断器

電気自動車
工場đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

ĕĢ絶縁開閉装置

HDD

Hard Disk Drive

HDI

Head Disk Interface

HEMS

Home Energy Management System

家庭đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

HEV

Hybrid Electric Vehicle

ĸčĿœĬĲ自動車

HMI

Human Machine Interface

HP

Heat Pump

ICT

Information and Communication Technology

ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ

情報通信技術

IDC

Internet Data Center

čŜĨsĶĬıİsĨĤŜĨs

IEC

International Electrotechnical Commission

国際電気標準会議

IED

Intelligent Electronic Device

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

米国電気電子学会

IFRS

International Financial Reporting Standards

新会計基準

IGBT

Insulated-Gate Bipolar Transistor

絶縁ěsıĹčņsŒıŒŜġĢĨ

IH

Induction Heating

誘導加熱

INS

Information Network System

IPM

Intelligent Power Module

IPP

Independent Power Producer

独立発電事業者

JEC

Japanese Electrotechnical Committee

電気規格調査会

JIS

Japanese Industrial Standards

日本工業規格

LBC

Loop Balance Controller

LCD

Liquid Crystal Display

LGWAN

Local Government Wide Area Network

総合行政ĶĬıŘsĘ

LIB

Lithium Ion Battery

œĪďŉčēŜĹĬįœ

LIC

Lithium Ion Capacitor

œĪďŉčēŜĖŌĺĠĨ

LNG

Liqueﬁed Natural Gas

液化天然ĕĢ

LRT

Load Ratio control Transformer

負荷時ĨĬŀ切換変圧器
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液晶İČĢŀŕč

略語（本号で使った主な略語）
MCCB

Molded-Case Circuit Breaker

配電用遮断器

MDMS

Meter Data Management System

ŊsĨİsĨŇĶġŊŜıĠĢįŉ

MEMS

Micro Electro 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

ďŒŜjŀŔıĴďŉ混合酸化物

NAS

Network Attached Storage

NPC

Neutral Point Clamped

OPC

OLE for Process Control

OVGR

Ground overvoltage relay

PAM

Pulse Amplitude Modulation

PCS

Power Conditioning System

PIM

Power Integrated Module

PLC

Programmable Logic Controller

PM モータ

Permanent Magnet Motor

PoE

Power over Ethernet

POL

Point of Load

地絡過電圧継電器
ĺŘsĜŜİČĠŐĳ

永久磁石形同期電動機

PV

Photovaltaic

PWM

Pulse Width Modulation

QPJ

Quasi Planer Junction

擬平面接合

QPM

Quasi Phase Matching

擬似位相整合

RB-IGBT

Reverse-Blocking IGBT

REMS

Retail Energy Management System

店舗流通đĶŔėsŇĶġŊŜıĠĢįŉ

RPR

Reverse Power Relay

逆電力継電器

SaaS

Software as a Service

SAN

Storage Area Network

SBC

Safe Brake Control

SBD

Schottky Barrier Diode

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SCAF

Series Connection through Aperture formed on
Film Substrate
Software Development Kit

SEE

Single Event Eﬀect

SIM

Systems Insight Manager

ĠŐĬıĖsĹœċĩčēsĲ

略語・商標

SDK

太陽電池

ĦľıďĐċ開発ĖĬı

SJ-MOSFET Superjunction-MOSFET
SLS

Safely-Limited Speed

SPM

Scanning Probe Microscope

SS1

Safe Stop 1

SSD

Solid State Drive

走査ŀŖsĿ顕微鏡

STO

Safe Torque Oﬀ

安全ıŔĘēľ

SVC

Static Var Compensator

静止形無効電力補償装置

SVR

Step Voltage Regulator

自動電圧調整器

SWR

Shingled-Write Recording

瓦書Ã記録

TAMR

Thermally-Assisted Magnetic Recording

熱ċĠĢı磁気記録

TCO

Total Cost of Ownership

総保有ĜĢı

UPS

Uninterruptible Power Supply

無停電電源装置

WAN

Wide Area Network

WPF

Windows Presentation Foundation
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商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
Google Inc. ä商標ôÕå登録商標

Android
BACnet
CHAdeMO

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
}ASHRAE~ä商標ôÕå登録商標
ĪŌİŋ協議会ä商標ôÕå登録商標

CHAdeMO 仕様

ĪŌİŋ協議会Ý規定ËĂÕ EV 用急速充電器ä標準仕様

ECO マーク

財団法人日本環境協会ä商標ôÕå登録商標

Ethernet

富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

Excel

米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

FOMA

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

Oracle

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

PrimePACKTM

Inﬁneon Technologies AG ä商標ôÕå登録商標

Solaris

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

VMware，vCenter

VMware, Inc. ä米国ÀþéÓä他ä国áÀÇā商標ôÕå登録商標

Wi-Fi

Wi-Fi Alliance ä商標ôÕå登録商標

Windows

米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。

略語・商標
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技術業績の表彰・受賞一覧（2011 年）順不同
社団法人電気学会
●第 14 回優秀技術活動賞

一般社団法人日本電機工業会
●平成 23 年度（第 60 回）電機工業技術功績者表彰奨励賞

グループ著作賞

世界Ĉ動ÁÏĺŘs半導体

高効率ňĴ UPSEX100 Ġœsģä開発

IGBT 図書企画編集委員会
代表

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

関

康和

●優秀論文発表賞Ａ賞

村井

保雅

●平成 23 年度（第 60 回）電機工業技術功績者表彰（委員会活
動）優良賞

電力変換装置適用時ä EMI ľČŔĨ減衰特性評価法ä提案
富士電機株式会社

玉手

道雄

ļsı現象ä影響Ĉ考慮ÍÕ鉄道車両用途向Ç IPMSM Ĥ
ŜĞŕĢ制御ä実験結果

社会ÞÚàÂā理科授業JEMA ŀŖęŒŉä開発
総合技術政策運営委員会
委員

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社

小峯

繁

ñÁá株式会社明電舎h株式会社安川電機h三洋電機株式会社h

富士電機株式会社

菊地

寿江

ĠŌsŀ株式会社h株式会社東芝h株式会社日本ＡＥĺŘsĠ
Ģįŉģh
ĺĳĦĴĬĘ株式会社h
日立ċŀŒčċŜĢ株式会社h

ŋsĨ鉄心áÀÇāĖŌœċ損失計算方法ä検討
富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社
●産業応用部門

株式会社日立製作所ä委員áþĀ構成

今盛

聡

平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰

優秀論文発表賞（部門表彰）

ĿœĬġŕĢ PFC áÀÇā漏洩電流補償回路Ĉ用ºÕ雑音
端子電圧低減方法

●創意工夫功労者賞
ĲœŔ切粉巻Ã付Ã防止方法ä考案

富士電機株式会社

松本

寛之

公益社団法人計測自動制御学会

富士電機機器制御株式会社

近藤

正人

社団法人発明協会

● 2011 年度計測自動制御学会フェロー称号

●平成 23 年度関東地方発明表彰

富士電機株式会社

黒谷

憲一

発明奨励賞
ęŒĴŎŒ型垂直磁気記録媒体}特許第 4626840 号~


放電学会

ŇŕsĠċ富士電機社

●放電学会優秀ポスター発表賞

上住

薄膜太陽電池ä直列構造ÞÓä製造方法}特許第 2755281 号~


ĠœĜsŜěŔáÀÇā泡ıœsä進展観測
富士電機株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社
早瀬

悠二

吉田

隆

幸美h井原

卓郎

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社
市川

IEC (International Electrotechnical Commission)

ñÁá共同受賞者 1 名

● IEC 1906 Award

薄板ĺŘs半導体ĪĬŀ対応周辺構造}特許第 3882648 号~


富士電機株式会社

大澤

千春

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

池田

良成

渡辺

博昭

一般社団法人埼玉県発明協会

財団法人電気科学技術奨励会

●平成 23 年度職場における創意工夫表彰

●第 59 回電気科学技術奨励賞
ıœŀŔľŒĬĠŎĠĢįŉ採用áþā単機容量世界最大ä
地熱発電設備}ĴŎsġsŒŜĲ国 ĳjċŘjŀŔċ地熱

ĿŕsĔs用端子ĿŖĬĘä構造改善
富士電機機器制御株式会社
ĔsĲœŕs簡便自働化検査方法ä考案

発電所~

富士電機株式会社

洋之

武藤

寿枝h船場

洋

西牧航志郎

富士電機機器制御株式会社

小山田早澄

＊受賞後á退職ÍÕ人Ĉ含ö
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新しい年を迎えて

太陽電池……………………………………………………………… 

ľČŔŉ基板太陽電池ĤŔ
年頭特別鼎談



エネルギー・環境

−中国・日本におけるサスティナブルな社会を目指して−

薄膜ĠœĜŜ太陽電池ä高速製膜技術
燃料電池……………………………………………………………… 

下水消化ĕĢĨčŀ燃料電池ä冬季寒冷地実証試験ä完了
成果と展望

エネルギー ･ 環境技術が社会を支える



100 kW 燃料電池ä国内大学向Ç納入Àþé米国ĢŇsı
ęœĬĲ実証試験向Ç出荷

ハイライト



IPP

原子力・放射線……………………………………………………… 

čĬıœďŉ系超電導変圧器ä研究開発

華陽電業有限公司向Ç 600 MW

次世代型遠隔ĸŜĲœŜę技術

発電設備}MT-1hMT-2~運転開始

ëÈĉ廃止措置îä取組õ

沖縄電力株式会社 吉ä浦火力発電所向Ç 1j2 号機ä
建設状況

効率的にエネルギーを使う 省エネルギー

純水素Ĩčŀ燃料電池ä実証運転開始



3 kV 3 ŕłŔ IGBT 水冷čŜĹsĨFRENIC4800 VM5

展望…………………………………………………………………… 

世界最大級ä製鋼用ċsĘ炉j

駆動制御システム…………………………………………………… 

ľœĬĔ補償設備}SFC~ä完成

čŜĲĶĠċjŒįČĵĞ社向Ç電気÷ÙÃ設備更新用電

空調/水処理用čŜĹsĨFRENIC-HVAC/AQUA Ġœsģ

気品

İsĨĤŜĨs向Ç超高効率大容量 UPS8000ND Ġœsģ

直流電動機駆動ŕıŖľČĬıčŜĹsĨ

中小規模監視制御ĠĢįŉMICREX-VieW監視ĺĬĚsġ

製紙jľČŔŉŀŒŜıä新設j更新îä取組õ

東武鉄道株式会社 ëÎõ野変電所向Ç

産業向ÇİČġĨŔ型多機能œŕsF-MPC2000

地球環境配慮型変電所設備

計測制御システム…………………………………………………… 

北九州ĢŇsıĜňŎĴįČ実証事業

đĶŔėsĤŜĨä遠方計測制御技術

食品放射能測定ĠĢįŉ

事業用火力発電所ä制御装置更新

高機能積算線量計DOSE-e 

Êõ焼却制御ĠĢįŉä高信頼化技術

小型電磁開閉器SK Ġœsģ

コントローラ………………………………………………………… 

効率的àđŜġĴċœŜęá貢献ÏāĠĢįŉĠňŎŕs

車載用直接水冷 IGBT ŋġŎsŔ
低損失 SJ-MOSFETSuper J-MOS Ġœsģ

Ĩ

1,700 VV ĠœsģIGBT

統合支援ĭsŔ
MICREX-VieW ĜŜĺĘı

SiC ŋġŎsŔÞ新 3 ŕłŔ専用回路

ŇčęŕsĠŐŜÂ可能à監視制御情報ĠĢįŉ
研究開発の取組み



ĲŒčĿ分野向Ç C 言語機能搭載ä統合ĜŜıŖsŒ
SPH3000MM

スマートコミュニティの実現に向けた取組み
─技術開発の成果と今後の展望─……………………………… 

計測・センサ………………………………………………………… 

エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロニクス機器……… 

潮位計測j記録ĠĢįŉ

パワーエレクトロニクスを支えるパワー半導体………………… 

既設代替用赤外線ĕĢ分析計ZKJ7
低濃度対応赤外線ĕĢ分析計ZP Ġœsģ

環境にやさしいエネルギーを創る 創エネルギー



新型赤外線ĕĢ分析装置ZSJ

展望…………………………………………………………………… 

多成分ŕsğĕĢ分析計

火力・地熱…………………………………………………………… 

ĜsĲŕĢ都市ĕĢ警報器用ŊĨŜĤŜĞ

運転ĞņsıĤŜĨsáÀÇā情報処理j情報分析技術
米国向Ç Burgess Biopower Project ä受注
CEBU POWER PLANT 用蒸気ĨsļŜj発電機設備ä顧

ĕĢįŕŊsĨœŜę用ľŔŊĬĠŎĶĬıŘsĘ無線機
ファシリティ（産業電源・熱空調・道路）……………………… 

IH 式ċŔň溶解保持炉

客引渡Íä完了

次世代 DC 空調ĠĢįŉ}HP 外気冷却方式~

東日本大震災á関連ÍÕ配電盤復旧工事対応

自動車会社向Ç風洞実験設備

長期休止火力ä運転再開工事
水

力………………………………………………………………… 

エネルギーをスマートにつなぐ エネルギーマネジメント



ěĞŜ発電所 1j2 号機ÀþéĪŐŜĽŐŜ発電所 3 号機

展望…………………………………………………………………… 

東北電力株式会社 森吉発電所ä完成

エネルギーマネジメント…………………………………………… 

韓国水力原子力会社 ĪŐŜĽŐŜ発電所 4 号機ä現地据付

İŇŜĲŕĢņŜĢá対応ÍÕĢŇsıŊsĨ

Ç完了

ęŖsĹŔ製造管理jđĶŔės管理ĠĢįŉ
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ĜňŎĴįČ設置型蓄電ĠĢįŉ用ĢŇsı PCS

パワー半導体………………………………………………………… 

đĶŔėsĜŜıŖsŒ}Çºåĉà実証事業~

大容量 2 in 1 1,700 V/1,400 A IGBT ŋġŎsŔ

自然đĶŔės発電向Ç電力安定化蓄電制御ĠĢįŉ

大容量V ĠœsģIPM ä系列化

風力発電予測技術

A-NPC3 ŕłŔ回路用 IGBT ŋġŎsŔä系列拡大

仮想化技術Ĉ適用ÍÕ系統情報配信 Web ĠĢįŉ

大容量V ĠœsģIGBT ŋġŎsŔ

東京電力株式会社向Ç那須野水系ĩŉ制御ĠĢįŉ

第 3 世代ıŕŜĪ MOSFET

鳥取県企業局向Ç発電集中監視制御ĠĢįŉ

宇宙用 p ĪŌĶŔĺŘs MOSFET

新ŏĴĬı型İČġĨŔœŕs

二輪用čęĳčĨ IGBT

電源開発株式会社向Ç変圧器保護制御ŋġŎsŔ

低待機電力 PWM 電源制御 ICFA5680 Ġœsģ

次世代電圧制御技術

電流共振制御 ICFA5760 Ġœsģ

変電システム………………………………………………………… 

SiC ĺŘsŋġŎsŔĺĬĚsġ

œĪďŉčēŜĖŌĺĠĨáþā瞬低対策装置

1,200 V RB-IGBT

旭硝子株式会社 愛知工場向Ç 154 kV 受変電設備

宇宙用 POL 電源制御 IC

東日本旅客鉄道株式会社 鶴見Ã電区分所向Ç直流高速度真

IGBT ŋġŎsŔáÀÇā絶縁j極低温動作技術

空遮断器

IGBT ŋġŎsŔáÀÇā高耐圧絶縁封止技術

京王電鉄株式会社 上北沢変電所向ÇĺsŉjōĠ脂肪酸

受配電制御機器……………………………………………………… 

đĢįŔ入変圧器ä納入

32 v 63 AF ä小型低圧遮断器

大阪市交通局向Ç高速電気軌道第 2 号線駒川変電所ä更新

高圧系統連系用保護継電器

流通情報システム…………………………………………………… 

ĜŜļĴđŜĢĢıċ向Ç 2 温度ĠŐsĚsĢ

Igr 形絶縁監視装置
İsĨĤŜĨs配電用ĹĢĩĘıĠĢįŉ

ĢsĺsŇsĚĬı向Ç冷凍œsĪčŜĠŐsĚsĢ

DIN ŕsŔ取付Ç 1 回路形電力監視ŏĴĬı

đĜŇĬĘĢĜŜıŖsŒ

ŘčōŕĢ押ÍŅĨŜĢčĬĪ

店舗向Ç電力監視ĠĢįŉ


共通技術・先端技術・その他

電力計測 ASP ĞsļĢ
営農支援SmileAGRIĠœsģ V6

展望…………………………………………………………………… 

太陽光発電ĠĢįŉä農地適用á向ÇÕ研究

共通技術……………………………………………………………… 

自治体ĘŒďĲ向Ç総務事務ĞsļĢ

次世代半導体Ĉ支¾ā分析j解析技術

ŘsĘľŖsĺĬĚsġExchangeUSE V10L20

高周波通電用ĿĢĹsäċŔňĴďŉ表面処理技術
čŜĹsĨ用ŀœŜı基板ä劣化診断技術

軽技 WebVersion6.1

ŋġŎsŔ封止用高耐熱樹脂}ĳķĜŜņġĬı樹脂~
電気を自在に操るパワーエレクトロニクス



配電盤内部ċsĘ事故áÀÇā圧力上昇予測技術

展望…………………………………………………………………… 

ļġŐŜĤŜĞ

パワーエレクトロニクス機器……………………………………… 

国際規格îä対応

電気自動車}EV~用地上中容量急速充電器}25 kW~

ĺŘđŕ向ÇĦľıďĐċŀŒĬıľĒsŉ

台北ŊıŖ信義線j松山線向ÇœĴċŋsĨ駆動ĲċĠĢ

İĹčĢ過渡応答ĠňŎŕsĠŐŜäÕ÷äİĹčĢ等価

įŉ

回路ŋİŔ

北海道旅客鉄道株式会社向Ç補助電源装置

統合 EMS ŀŒĬıľĒsŉ

九州旅客鉄道株式会社向Ç補助電源装置

次世代 HMI 要素技術

FRENIC-VG Ġœsģä機能拡充
高性能j多機能形čŜĹsĨFRENIC-MEGA位置制
御Ĩčŀ
FRENIC5000 VG7 Ġœsģ690 V čŜĹsĨä容量拡

ISA100.11a 無線計測ĠĢįŉ
先端技術……………………………………………………………… 

CVD áþāęŒľĐŜä成膜Þ透明導電膜îä適用
分子ĠňŎŕsĠŐŜáþā材料物性解析技術

充

QPM 波長変換ŋġŎsŔ

電源回生ĜŜĹsĨ内蔵čŜĹsĨ}22 kW~

GaN ĺŘsİĹčĢ

高効率 PM ŋsĨGNP1 形Ġœsģ

ċĴēŜ伝導酸化物形燃料電池

大容量水冷čŜĹsĨä冷却技術

次世代低抵抗j超高耐圧İĹčĢÀþé電力変換基盤技術

回生ċĠĢı機能付đŕłsĨ専用 UPS

完全受動安全特性Ĉ備¾Õ実用小型高温ĕĢ炉

新 3 ŕłŔ IGBT ŋġŎsŔ搭載 UPSHX Ġœsģ

čĬıœďŉ系超電導変圧器áÀÇā限流特性

ĴĬĚŔ水素電池搭載 10 kVA ŒĬĘ型 UPS

感振ĤŜĞä製品化

大規模太陽光発電用ĺŘsĜŜİČĠŐĳ

熱ċĠĢı磁気記録媒体
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その他………………………………………………………………… 

極省đĶŔės自動販売機

高速対応型ä負帯電型有機感光体
高感度正帯電型有機感光体

節電j保冷対応自動販売機

垂直磁気記録媒体ä磁性関連技術

電解水素水給茶機

垂直磁気記録媒体ä HDI 関連技術

自動ÚĀ銭機ECS-77

垂直磁気記録媒体用ċŔňĴďŉ基板ä生産技術
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主要事業内容
エネルギー

パワエレ機器

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。

パワー半導体技術，回路技術，制御技術を融合させたパワエレ機
器で CO2 排出量削減やエネルギーの高効率化を実現し，社会に貢
献していきます。

発電事業

ドライブ事業

地熱発電プラント，火力タービン，火力発電設備，燃料電池，
水力発電設備，ペルトン水車

車載用 IGBT，急速充電器，同期モータシステム，汎用インバー
タ，新幹線のぞみ N700 系用主変換装置

原子力・放射線事業

パワーサプライ事業

原子力高温ガス炉，電子式個人線量計

無停電電源装置，サーバ用電源

産業システム

電子デバイス

電動力応用技術，計測技術，パワーエレクトロニクス技術を駆使
して，さまざまな産業分野のお客様に，省エネに貢献する最適な
ソリューションサービスを提供しています。

エネルギー・環境分野をはじめ，自動車，情報機器，産業機器な
どの進化に貢献するパワー半導体，印刷の高精度化に貢献する感
光体，フィルム型の太陽電池セル，情報機器の記録媒体として活
躍するディスク媒体を提供しています。

産業プラント事業

パワー半導体事業

プラント用インバータ，同期モータシステム，制御システム
，環境モニタリング・分析装置（煤煙，大気ガス）
（MICREX-NX）

IGBT モジュール，パワー IC，パワー MOSFET，車載用 IGBT

ファシリティ事業

光半導体事業

電気炉設備，工業電熱，クリーンルームシステム，大容量整流
設備

感光体，太陽光セルモジュール

ディスク媒体事業
磁気記録媒体

社会システム
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，マイクログリッドやスマートグリッドなどの分散型電源ネッ
トワークシステムの実現をめざしています。

器具・自動販売機
受配電・制御機器と自動販売機において，業界トップクラスの品
質を誇る各種製品を提供しています。

スマートコミュニティ事業

器 具
富士電機機器制御株式会社
電磁開閉器（マグネットスイッチ）
，配線用遮断器（ブレーカ）
，
安全機器

太陽光発電システム，風力発電システム，エネルギー総合監視
システム（グリッド監視・制御システム）
，電力量計，特別高圧
受変電設備

自動販売機
富士電機リテイルシステムズ株式会社
ヒートポンプ式自動販売機

流通システム事業
冷凍・冷蔵ショーケース，エコロユニット

社会情報システム事業
行政向け文書管理システム
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