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共通技術・先端技術
東日本大震災を起点とした各地の電力不足は，電力の安
定供給に対するそれまでの全面的な信頼感を変化させ，消

対応，ソフトウェアの部品化を進めることで，パワエレ製
品のグローバル化，現地対応をより容易にする取組みを進
めている。

費者側における節電，省エネルギー（省エネ）の意識を高

スマートコミュニティ分野としては，太陽光発電の導入

めた。さらに，クリーンで安定なエネルギーの持続的供給

量増加に伴い発生する電力系統における電力変動や逆潮流

への要求から，多角的でロバスト性を持つエネルギー供給

対策として系統の電圧制御技術や周波数制御技術を開発す

ネットワークの構築についても関心が高まりつつある。こ

るとともに，風力発電の予測技術，蓄電池の寿命予測技術，

のことは，世界中で注目されているスマートグリッド，ス

スマートグリッドでの利用が期待される直流系統の開閉機

マートコミュニティへの取組みをさらに加速させている。

器，安全制御技術などを開発している。また，配線が困難

共通技術・先端技術・その他

2011 年度に新体制でスタートした富士電機は，エネルギー

な場所での計測や，コスト削減を実現する無線計測システ

と環境に注力し，創エネ事業，省エネ事業とこれらをつな

ム，高速応答化や多成分分析を可能としたプロセス制御用

ぐシステム事業を中心に，上述した急速に変化する社会の

途にも適用可能なレーザガス分析計など，さまざまな計測

ニーズに応える最先端企業を目指している。富士電機は，

技術を開発するとともに，エネルギー利用の最適化を図る

研究開発をより効率的に行うため，先端技術研究所，製品

エネルギーマネジメントシステム用プラットフォームを構

技術研究所，電子デバイス研究所を新たに組織した。この

築し，電力，鉄鋼，水，産業，流通分野におけるエネル

中で，今後，伸長が期待されるパワー半導体，パワーエレ

ギーの見える化，省エネ制御技術を開発している。

クトロニクス
（パワエレ）
，スマートコミュニティを注力分

共通基盤技術としては，紹介した注力製品分野を中心

野として，全社共通の製品技術開発，基盤技術開発，ポー

に，これ以外の既存製品分野にも貢献する，EMC（Elec-

トフォリオ変革に貢献する新領域の研究開発を進めている。

tromagnetic Compatibility）技術，電磁気応用技術，絶縁

パワー半導体分野としては，現在事業を展開している

技術，接合技術，材料物性シミュレーション技術，画像応

Si 半導体では，素子構造の改良を進めつつ，次世代の半

用技術，CAE（Computer Aided Engineering）技術，構

導体として SiC（炭化けい素）
，GaN（窒化ガリウム）と

造・機構設計技術，熱システム・制御技術，分析・解析技

いったワイドバンドギャップ半導体材料を用いたショット

術，防食技術，劣化診断技術に取り組んでいる。

キーバリアダイオード，電界効果トランジスタ，絶縁ゲー

先端技術としては，CVD（Chemical Vapor Deposition）

トバイポーラトランジスタの開発に取り組んでいる。また，

製膜法を用いたグラフェン薄膜や，有機機能材料などの

ワイドバンドギャップ半導体の特徴である高耐圧，低損失

新材料開発とともに，MEMS（Micro Electro Mechanical

性を生かすために，ワイヤボンディングに替わる銅ピン接

Sytems）技術を応用したコードレス都市ガス警報機，建

続構造，高耐熱接合技術，高熱伝導基板，高耐熱封止樹脂

物の疲労診断や地震計測に用いる感振センサなどの開発を

を開発し，高温で高速動作可能な小型高耐圧パッケージの

進めている。また，今後，メガトレンドとして伸長が期待

研究開発を進めている。

できる医療・農業分野を指向した基礎研究として，擬似位

パワエレ分野としては，パワー半導体部門と連携し，素
子を回路に組み込んだ際の過渡応答特性シミュレーション

相整合（QPM）の原理を用いて波長変換するレーザ光源
モジュールの開発などを進めている。

の精度向上，産業用電力変換装置で培った水冷技術の水平

注力するエネルギーと環境分野で，富士電機が躍進する

展開，安価なアルミニウム材の使いこなしを進めながら，

ために，研究開発の果たす役割は大きい。大学や他社との

パワエレ機器の高効率化，小型化，低コスト化に取り組み，

オープンイノベーションを積極的に活用しつつ，将来を担

特徴的な製品群の創出に努めている。また，国際規格への

う研究開発を推進していく。
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自動販売機

ションに向けた取組みが必要となる。海外向け自動販売機

“街のオアシス創生企業”をスローガンに，リテイルシ

の飲料容器や商品形状および内部構造に合わせた最適な冷

ステム部門では，自動販売機のリーディングカンパニーと

却システム，小型簡易自動販売機構，現地の流通オペレー

して，自動販売機を利用される方々に快適性と利便性を追

ションに適した販売制御の開発を進めている。

求した製品を提供する事業を展開している。

富士電機の“エネルギー・環境”をキーワードとした省

リテイルシステム部門は，自動販売機業界のトップシェ

エネ化に重点を置いた技術開発の中で，リテイルシステム

ア企業としての事業戦略と連動した技術戦略に基づいて，

部門は冷熱技術を重点に取り組み，富士電機の各部門の技

製品につながる製品化研究開発と，中長期的視点から新事

術を融合・発展させ，さらなる省エネ化技術を構築する。

業や新製品につながる基礎研究開発・応用研究開発とを進

これにより，地球環境にやさしい技術の普及を目指し，そ

めている。

の適応製品の拡大を実現する。加えて，メカトロニクス技

リテイルシステム部門のコア技術は，冷熱技術・メカト

術，通信制御技術についても，ものつくりと連動した製品

ロニクス技術・組込みソフトウェア技術であり，それらを

開発力と基盤技術力の向上を図り，
“街のオアシス創生企

組み合わせて，設計からものつくり・品質保証までを行う

業”としての製品開発の実現に貢献していく。

高信頼性の装置技術である。
この中でも重点的に取り組んでいる技術は冷熱技術であ

感光体

る。地球環境保全の観点から，リテイルシステム部門の主

富士電機は，複写機・プリンタの心臓部品である感光体

力製品である缶飲料自動販売機の省エネ化を推進し，自動

を製造・販売している。複写機・プリンタ分野は，多くの

販売機の保温冷蔵庫内外の熱源を有効活用する高効率冷却

ビジネス分野同様に欧米市場の成熟，新興国市場の急激な

回路技術（ハイブリッドヒートポンプ）をはじめ，熱交換

伸長という背景の下で年率 5 % 程度の成長を続けることが

技術（オールアルミニウム熱交換器）
・流体素子技術（電

予想されている。プリンタ・複写機の高速化，カラー化に

子膨張弁）
・気流解析技術（ゾーン加熱・冷却）
・冷熱最適

よるプロダクションプリント分野，印刷分野への展開に加

化制御技術・断熱技術の開発を行い，2011 年度機より消

え，新興国向け低価格モノクロプリンタ・複写機分野も拡

費電力の 40 % 低減を達成した製品を開発した。

大している。

メカトロニクス技術としては，缶飲料などの販売時にお

2005 年には感光体の生産拠点を中国に移し，アルミニ
ウムドラムの加工から感光層塗布，検査，組立までの一貫
ラインにより，世界各地の市場に近接した営業・販売拠点

これまでに培ったこれらの技術をカップ式飲料自動販売機

で顧客に供給している。

に応用して，低消費電力で高品質の飲料販売を実現できる

研究開発では，新規の層構成を持つ感光体の開発，化学

製品を開発した。また，通貨機器分野においては，代表

計算を用いた新規材料およびその合成条件の開発などの材

的なメカトロニクス技術の応用製品である自動つり銭機で，

料開発と感光体特性評価技術開発，印字評価技術開発など

硬貨・紙幣の搬送や収納技術の開発を進め，硬貨・紙幣の

による顧客設計プロセスに適合した感光体を提供する製品

高速払出しを実現した自動つり銭機を開発した。

開発に取り組んでいる。カラー機用感光体の開発では，新

組込みソフトウェア技術としては，仕様ドキュメント管

規材料開発に加え，トナー付着力評価技術，電気潜像解析

理や標準化によるソフトウェア再利用など，業界トップ水

技術の開発に取り組み，学会発表などで高い評価を得てい

準の高度なソフトウェア開発技法を軸とした通信制御技術

る。高速機に求められる高速応答感光体としては，新規高

による自動販売機の冷熱ユニット省エネ制御を開発した。

移動度電荷輸送材料，新規高量子効率電荷発生材料を開発

新しい自動販売機の技術開発においては，今後，震災後

し，適用した感光体を提供可能とする。一方で，省エネの

の国内市場は，顧客である飲料メーカーからだけでなく，

観点からこれまで消耗品とされていた感光体の交換サイク

自動販売機を設置し使用している方からの節電対応や災害

ルを伸ばす，あるいは交換不要とする長寿命化の取組みの

対応などの要求の高まりが予想される。このことから，エ

中で，従来と異なる設計思想の層構成，材料の開発が重要

ネルギーの高効率化を競争軸に断熱（高温度帯の保温断熱

である。

など）
・蓄エネルギー（バッテリ管理技術など）
・高度な制

今後は，感光体表面層の物性評価技術および化学計算を

御管理技術（製品群管理のスマート化技術）の開発を進め，

用いた物性解析技術の開発により，長寿命化に向けた機構

社会に貢献する機能の実現を目指す。また，これらの技術

解明，新規材料の開発を加速し，研究開発効率の面でも環

に加えて主要部品のモジュール化を実施し，多様化する自

境にやさしく，省エネに貢献していく。

動販売機分野および自動つり銭機の市場活性化や市場拡大，
ならびに利便性を向上させた製品開発を進める。

磁気記録媒体

一方，今後国内規模は大きく変化しない中で，海外事業

ハードディスクドライブ（HDD）の記憶容量は，年率

を見据えた製品開発が必要である。海外製品は，高品質・

40 % 以上の割合で増大しており，2011 年には 3.5 インチ

高信頼性を軸とした現地流通に最適な製品開発を行うため，

の記録媒体一枚当たり 1 TB という高容量媒体が製品化さ

大収容量化・多種商品形状への対応・最適ルートオペレー

れた。そして，低価格というもう一つの特徴と相まって，
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ける飲料容器の落下挙動解析技術・飲料容器の切出し技
術・カップ搬送技術・粉体の定量搬出技術の開発を進め，
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パソコンはもちろん AV 機器やゲーム機などのコンシュー

ルミニウム基板の無欠陥・超平滑加工技術，新規潤滑剤

マー製品への搭載が一般化している。さらに，クラウドコ

と UV 処理技術の適用により，ナノメータースケールの

ンピューティングの普及に伴い，その要となる各種データ

媒体－磁気ヘッド間スペーシングにおいても高い耐久性

センター用の記録装置としての用途が引き続き拡大し，今

を発揮する HDI（Head Disk Interface）技術，さらには

後も年率 8 % を超える成長市場を維持すると予測されて

媒体の適切な評価技術など，それぞれ特徴ある技術開発

いる。一方，2011 年初頭に 5 社あった HDD メーカーは，

を推進している。また，次世代の HDD に向け，瓦書き記

2011 年内に 3 社に再編されるなど，今後は大容量化と低

録（SWR：Shingled-Write Recording） 方 式 に 適 し た 磁

価格化の要求はますます激化していくことが予想される。

性技術の開発を加速するとともに，さらなる高密度化に向

これらの市場変化に迅速に対応するため，富士電機は媒

けた熱アシスト磁気記録（TAMR：Thermally-Assisted

体事業の構造改革をさらに進展させ，2011 年 6 月にその

Magnetic Recording）用の磁性材料技術および HDI 技術

全機能をマレーシアに集約した。開発・生産が一体となっ

の研究開発も積極的に推進している。

た効率的な事業運営の下，低コストかつ大容量の磁気記録

今 後 も，SSD（Solid State Drive） な ど 競 合 す る ほ か

媒体を実現するため，記録ビットの極小化に対応し，低

のストレージをしのぐスピードで記録密度を向上させ，

ノイズ性と書込み性・熱安定性を兼ね備えた垂直磁気記録

HDD の発展に貢献できるよう，さらなる高密度化を推進

用磁性技術をはじめ，新規研磨剤および研磨布を用いたア

していく。

共通技術・先端技術・その他
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共通技術
次世代半導体を支える分析・解析技術
SiC-MOSFET は高耐圧低損失素子として期待される次

図1

走査プローブ顕微鏡（SPM）の手法

世代半導体である。SiC-ゲート酸化膜界面を原子レベルで
制御することにより，素子特性はさらに向上する。それに

プローブ
（導体）

は，界面の原子配列の乱れを評価することが不可欠である。
富士電機では，走査プローブ顕微鏡（SPM）により，

酸化膜
（絶縁体）

ゲート酸化膜界面を原子層レベルで評価している。SPM
は，酸化膜表面に導電性プローブを走査させて，酸化膜の
増幅器

絶縁脆弱（ぜいじゃく）部などの電気特性分布を nm オー

原子の乱れ

ダで評価する手法である。界面に起因する絶縁脆弱部は，
SiC 基板
（導体）

さらに X 線や電子線を用いた分光手法で，化学状態や元
素分布などが明らかにされる。このように，多種の分析手
法を用いて界面原子層の乱れを解明することで，原子レベ

電流

ルで界面を制御し，素子特性の向上に貢献していく。

高周波通電用ブスバーのアルミニウム表面処理技術
インバータなどで使用されるブスバーは一般的に多量の

図2

アルミニウムブスバー組込みインバータ

銅材を使用しており，製品コストの多くの部分を占めてい

アルミニウムブスバー

る。これに対し，アルミニウムブスバーは銅材に比べコス
トを抑えられ，軽量化も期待できる。しかし，アルミニウ

共通技術・先端技術・その他

ムブスバーは耐食性が劣ること，めっきなどでアルミニウ
ム表面を被覆した場合，めっき界面近傍にて高周波電流
（10 〜 300 kHz）の集中による溶融が発生することなどの
課題があり，適用が困難であった。
富士電機は，製品の運転条件（発熱）に対するめっき界
面の長期的な熱劣化現象を解明し，発熱による熱劣化に耐
える Ni-Sn 複合層めっき材料および処理方法を開発した。
銅材と同等の製品寿命を実現し，インバータの高周波通電
用ブスバーへの適用ができた。

インバータ用プリント基板の劣化診断技術
富士電機は，インバータのさまざまな診断技術を開発し
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2 p.000
図3

腐食劣化診断のマスターカーブ例

てきた。そのうちの一つである環境劣化診断技術は，イン
バータの構成機器であるプリント板の設置環境による劣化

しきい値

診断システムは，腐食劣化診断と塵埃（じんあい）劣化診
断からなり，設置環境の腐食性ガス濃度（硫化水素，塩素）
，
塵埃堆積量，運用状況などのデータを用いて，劣化診断用

腐食膜厚 D

を定量的に評価し，余寿命を診断する。この技術を用いた

現在の腐食膜厚
設置期間での
腐食膜厚

マスターカーブから故障に至る時期を予測する。
今回，NOx ガスの影響で硫化水素ガスによる腐食が加
速することを解明し，この腐食式を劣化診断用マスター

設置期間

腐食膜厚
しきい値
（製品故障）
に至る時間

余寿命

カーブに反映した。これにより，下水処理場の汚泥処理設

時間

備やゴム工場の加硫工程など NOx ガスが検出される設置

腐食膜厚 D ＝ f（ガス濃度，湿度，時間）

環境での診断精度を向上した。
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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）
富士電機では，発生損失の低減や高温での動作が可能

図4

ナノコンポジット樹脂の模式図

な SiC（炭化けい素）モジュールの開発に取り組んでいる。
SiC 素子は 200 ℃以上での動作が求められており，SiC 素
子を保護するために，耐熱性の指標となるガラス転移温度

マイクロフィラー SiO2
（粒径：µm オーダ）

が 220 ℃以上の封止用高耐熱樹脂が必要となる。耐熱性を
向上させるには，一般的に分子構造が複雑な特殊なエポキ

エポキシ樹脂

シ樹脂が用いられるが，長期の熱劣化特性などとのバラン
スがとれず，その改善が課題であった。

ナノフィラー SiO2
（粒径：nm オーダ）

マイクロフィラーが充塡されているエポキシ樹脂に，ナ
（a）ナノコンポジット
エポキシ樹脂

ノフィラーを添加（ナノコンポジット）することにより，
耐熱性と長期の熱劣化特性のバランスのとれた樹脂を開発

（b）従来エポキシ樹脂

した。現在，モジュールへの適用を進めている。

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）では，配電盤内部で短

図5

配電盤内部の圧力分布予測結果

絡自己が発生した場合の安全性能が規定されており，事故
時のアークによる圧力上昇に対応する構造が要求される。
従来，富士電機ではアークによる圧力上昇を汎用の熱流体

圧力

共通技術・先端技術・その他

解析ソフトウェアを使用するか，または平均圧力を簡易計

圧力波

大

算式で算出してきたが，解析時間と精度の面で課題があっ
アーク部

た。そこで，配電盤に特化し，実際の設計で使用しやすい
簡易熱流体解析ツールを開発した。本ツールは汎用解析ソ
フトウェアと同等の解析精度を持つとともに，アークの発
生位置や配電盤の形状などの条件設定が用意にでき，さら

小

にアルゴリズムを最適化し解析時間の大幅削減（1/100 程
度）を実現した。また，筐体（きょうたい）内の圧力分布
と温度分布を算出でき，筐体の強度計算に展開可能である。

ビジョンセンサ
ロボットビジョン（画像処理・認識）による三次元物体

図6

三次元画像認識によるピッキングシステム

認識技術として，複数の物体が存在するシーンの中から，
任意の姿勢にある対象物の位置や姿勢を認識する技術の研
究開発を行っている。
ステレオカメラ（2 台のカメラ）を用いて対象物を含む
シーンの三次元計測を行い，対象物の位置や姿勢を認識す
る三次元物体認識アルゴリズムを開発した。異種を含む複
数の物体の中から対象物を見つけ出してその位置や姿勢を
認識し，ピッキングの可否を判断して実行できる。
汎用のパソコンで実行可能であり，任意姿勢にある複数
部品の整列作業や仕分け作業など，さまざまな作業ロボッ
トへの応用が可能である。
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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
富士電機は，主力であるパワーエレクトロニクス（パ

図7

パワーエレクトロニクス関連国際規格

ワエレ）製品のグローバル展開を推進するため，IEC の技
術委員会の活動を通じて，対応する技術開発を行っている。
TC22（パワエレ）をはじめ，SC22 G（ドライブ）
，TC65

鉄道：TC9

（ 安 全， ネ ッ ト ワ ー ク ）
，TC77（EMC）
，CISPR（EMC）
などがあり，EMC 規格の実証実験には幹事として取り組

機械の安全：TC44
（ISO 機械安全）

機能安全：SC65A

んだ。主な開発項目は次のとおりである。
⑴

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

太陽光：TC82

機能安全規格に関する安全監視方法を開発し，ドライ

EMC：TC77，CISPR
EMF：TC106

ブ機器へ適用した。
⑵

EMF 規格に準拠した測定方法を確立し，パワエレ機
器の EMF レベル評価を実施した。

⑶

EV：TC69
ISO（TC22）

風力発電：
TC88

EMC 機能安全規格に対応した作業フローを開発した。

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
富士電機は，グローバル市場におけるパワーエレクトロ

図8

パワエレ向けソフトウェア階層図

ニクス（パワエレ）製品の競争力強化を目的とし，地産地
消を行うのに適した機種の実現に必要となるソフトウェア

カスタマイズ層

プラットフォームの開発を行っている。
要素単位に対応ができるよう，次の 4 階層からなるソフト

機種固有層

ウェア構造を考案した。また，変更時間の短縮を図り，各

ドライブコア層

階層で使用するソフトウェア部品の拡充にも取り組んだ。
⑴

顧客別の要求に対応したカスタマイズ層

⑵

機種固有の動作の違いに対応した機種固有層

⑶

モータの種類や制御方式の違いに対応したドライブコ

ドライブ API

システム API
システム層

ア層
⑷

共通技術・先端技術・その他

カスタマイズ API

モータ制御を行うドライブ制御機器を対象として，変動

ハードウェア構成の違いに対応したシステム層

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
パワーエレクトロニクス（パワエレ）機器の回路設計時

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

には，パワー半導体デバイス（IGBT）を回路に組み込んだ
ときの過渡応答（スイッチング損失，サージ電圧）を把握し，

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

回路構造や冷却体の最適な設計を行うことが重要である。
電解
コンデンサ

富士電機では，回路組込み時のデバイス過渡応答を，高
精度に模擬することが可能な，回路シミュレーションプ

時間（µs）

0
−30
102

400
0
−200
110.4

電流

111.2

160
0
−80

スイッチング損失
（実測）
， （Sim）

（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）

シミュレーションを可能とした。

ミュレーションで得ることが可能になり，試作を行わない

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）

イス等価回路モデルの開発に取り組み，高精度な過渡応答

繰り返して測定してきた回路組込み時のデバイス特性をシ

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

ラットフォーム技術の開発を行っている。コアとなるデバ

この技術を適用することにより，従来では試作・試験を

パワーモジュール
内部配線

主回路ブスバー

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）

機器開発や最適な設計検討の実現が期待できる。
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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
全体最適化を目指し，電力，鉄鋼，水，産業，店舗流通

214
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
3 p.000
図 1 0 統合EMSプラットフォームの構成

などさまざまな分野で，エネルギーの見える化および省エ
ネルギー（省エネ）制御が可能な統合エネルギーマネジメ
ントシステム（EMS）プラットフォームを開発した。
本プラットフォームは監視制御システム上の核となるミ
ドルウェアで，エネルギー消費の分析機能および各分野の
エネルギー設備（電気，熱など）モデルや省エネ制御を行
う最適化制御機能群で構成している。プラントごとのエネ

エネルギー供給側
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
供給側
最適制御

ルギーモデルは，設備部品をドラッグアンドドロップ操作

全体需給バランス
エネルギーネットワーク
モデル

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
供給
最適値

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

で簡単に作成でき，オンライン最適化制御のみならず，オ

監視制御システム

フラインでの設備計画・省エネ効果シミュレーションも容

通信ドライバ

易に実現可能である。また，IEC などの各種国際標準通信

通信ドライバ

通信ドライバ

プロトコルに対応した通信ドライバを備えている。

次世代 HMI 要素技術
監視制御システムを利用する多くのユーザは，日頃から

図 1 1 次世代HMIプラットフォームの構成

使い慣れた Windows や Oﬃce ソフトの操作性をシステム
オーバービュー（システムアドイン）

に求めている。そこで，高い操作性を持つアプリケーショ
ンの提供を目指し，次世代 HMI 要素技術としてプラット

共通技術・先端技術・その他

フォームを開発した。
次世代 HMI プラットフォームは，WPF を基盤技術と
する SDK（ソフトウェア開発キット）を提供し，高度な

マルチウィンドウ管理
されたコンテンツ

HMI を持つアプリケーションの効率的な開発を実現する。
コンテンツをマルチウィンドウ管理し，オーバービュー，

トレンドグラフ
などの部品

ベースウィンドウおよびグラフなどの部品で構成した。
プラットフォーム上の業務アプリケーションは，全て独

次世代 HMI プラットフォーム ベースウィンドウ

立性の高い“アドイン”として開発することで，機能追加
やバージョンアップを容易にした。

ISA100.11a 無線計測システム
プ ロ セ ス オ ー ト メ ー シ ョ ン 分 野 の 国 際 標 準 規 格 ISA

265
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
4 p.000
図 1 2 ISA100.11a無線計測システム

100.11a 無 線 規 格 に 対 応 し た 無 線 シ ス テ ム の プ ラ ッ ト

無線システムプラットフォーム

フォームを開発し，石油・化学プラント向けにガス検知シ
ステムを試作開発した。ISA100.11a 無線は，ネットワー

システム
マネージャ

ゲートウェイ

ク経路の冗長化，多段中継による通信エリア拡大，既存有

セキュリティ
マネージャ

バックボーン
ルータ

線フィールドバス透過通信などの優れた特徴を持つ。
機器の設計に当たっては，間欠動作のほか，電源回路構
成や通信タイミングの最適化設計により低消費電力を実現
し，電池駆動を可能にした。

MODBUS/TCP
上位システム
（SCADA）

ISA100.11a
無線ネットワーク

機器の無線化により，配線が困難な場所での計測や，敷

性向上に貢献できる。
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ISA100.11a
無線通信部
アプリケー
ション部

設コストの削減を実現できる。現場だけでなく中央制御室
でのリアルタイム遠隔監視が可能となり，プラントの安全

ホスト

無線ガス検知器

センサ

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
単原子層の炭素材料であるグラフェンは，その特異な電

図 1 3 CVDにより作製したグラフェン透明導電膜

2

子物性から 15,000 cm /Vs 以上の移動度を示し，透明導電
膜に適用することで赤外領域での高透過率が実現できる。
このような透明導電膜を次世代太陽電池に適用することで
変換効率向上に寄与することができるため，富士電機は化
学気相成長（CVD）による高品質なグラフェンの成膜技
術の開発を行っている。
作製したグラフェン透明導電膜は，3 層程度でシート抵
抗が 250 Ω/sq，透過率が 90 % 以上と透明導電膜として高

10 mm

い特性を持つ。本研究の一部は，独立行政法人 新エネル

グラフェン

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より委託されたも
樹脂基材

のである。

分子シミュレーションによる材料物性解析技術
製品に使用される樹脂材料や無機・金属を配した複合材

図 1 4 樹脂の界面モデル

料の物性は，製品機能を向上させる重要な鍵となるため，
性能やコストを満足する材料選定や設計指針が求められる。
10 nm

そこで，第一原理計算と分子動力学シミュレーションを利
ズムを解析する技術を開発している。樹脂と無機フィラー
が混合したナノコンポジット樹脂の高耐熱化についてフィ
ラーと樹脂の界面モデルを構築し，界面における反応性や
樹脂の運動性解析を検討している。界面近傍では樹脂（ユ

2.5
nm

ニット 1，ユニット 2）の分子運動性がバルクよりも低下
し，高耐熱の指標となる物性（ガラス転移点）が向上する
ことがモデル計算から示唆された。今後，検討する材料や

ユニット 1

5 nm

ユニット 2

物理量を増やし，メカニズム解析に役立てていく。

QPM 波長変換モジュール
擬似位相整合（QPM）による波長変換とは，分極を周

図 1 5 QPM波長変換モジュールとQPM素子の分極反転構造

期的に反転させた強誘電体結晶にレーザを透過させ，異な
る光を取り出す方法である。分極構造の設計によりさまざ
まな波長のレーザ光を作り出すことができるという特徴が
ある。
富士電機では，LiNbO3 単結晶を用いた QPM 波長変換
光源の開発を進めている。現在までに高精度の分極反転技
術を確立し，これを用いた波長変換モジュールの開発を
行っている。図は試作した波長変換モジュールであり，赤

100 µm

外レーザが QPM 素子によって可視光に波長変換されてい
る様子を示している。
今後，QPM 波長変換法の特長を生かした光源モジュー

QPM 素子の
分極反転構造

QPM 素子

ルを開発し，医療や計測などの分野への適用を進めていく。
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共通技術・先端技術・その他

用して，電子状態や分子構造の観点から材料の物性メカニ

技術成果と展望

先端技術
GaN パワーデバイス
図 1 6 ショットキーバリアダイオードの逆回復特性

バイス技術研究組合を設立し，窒化ガリウム（GaN）を用

600

いたショットキーバリアダイオード（SBD）とトランジス
タの研究開発を推進している。

400

電源などをターゲットとした耐圧 600 V，順方向電流 10 A
（電圧 1.8 V 時）の SBD を開発した。スイッチング特性評
価実験では，炭化けい素（SiC）の SBD と同等レベルの

電圧（V）

シリコン基板上への GaN 成長技術を適用し，サーバ用

12

8

SiC
GaN

200

逆回復特性が得られている。

SiC

0

現在は，GaN デバイス固有の課題である抵抗増加現象
の原因追究と対策に取り組むとともに，長期信頼性確保の
ための検討や実機搭載時の動作確認を実施している。

4

電流（A）

2009 年度より古河電気工業株式会社と次世代パワーデ

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
燃料電池の高効率化と低コスト化に向け，北海道大学お

図 1 7 アニオン伝導酸化物の例（LaSr3Fe3O10）

よび株式会社三徳と共同で，アニオン伝導性の酸化物を用
いた新しい燃料電池の開発を行っている。この電解質は，

：FeO6

層状分子の層間に水を挿入（インターカレート）するこ

： La/Sr（層間）

共通技術・先端技術・その他

とにより，水酸化物イオン（OH－）による導電性を示す。

： La/Sr

OH－を媒体とする燃料電池反応は活性化エネルギーが低

： OH/H2O
水を挿入

く，触媒として高価な白金が不要になると期待される。本
電解質でも白金を使うことなく高い反応活性が得られるこ
とを確認した。特に，空気極では電解質自体が高い反応活
性を持つことが分かった。現在，電池性能の向上に向けて，
電極の反応面積を増大する研究を進めている。なお，本研
究の一部は独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）からの委託により実施している。

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
次世代の低損失 SiC デバイスおよび電力変換要素技術
開発を，独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）プロジェクトを受託している技術研究組合
次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構（FUPET）
に参画し，また独立行政法人 産業技術総合研究所と共同
研究を進めている。低損失 MOS 要素技術としては，トレ
ンチおよびゲート酸化膜形成技術，高速エピタキシャル成
長技術 を開発している。特に All SiC インバータは，5 nH
のインダクタンスを実現した低インダクタンスモジュール
により，SiC 特有の早いスイッチングによるサージノイズ
の低減に目処がつきつつある。今後，これらの技術開発の
進展とともに，超高耐圧 SiC のデバイス試作を行い，ス
マートグリッド用コンポーネントなどを開発していく。
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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
高温ガス炉は，万一の異常発生時に動的な機器に頼らず

図 1 9 自然放熱冷却時の原子炉まわり熱流動解析例

とも原子炉が止まり，冷却も自然放熱で行える原子炉であ
る。このため，全電源が喪失し炉心の強制循環冷却が失わ
れるような厳しい事態においても，炉心が溶融する恐れが

空気の自然
循環冷却

流速

温度

大

なく，受動的に安全が確保できる。また，軽水炉より出口

高

温度が高いため，非電力分野への原子力利用拡大の可能性
も持っている。富士電機は，受動安全特性をさらに強化し
た小型高温ガス炉概念の構築を目指し，独立行政法人 日
本原子力研究開発機構との共同研究などにより開発を進め

原子炉室
冷却系

ている。主な研究テーマは，完全受動安全特性を確保しつ
小

つ原子炉出力を最大限に高めるための原子炉構造に関わる
自然放熱

開発（異常時の構造物健全性確保，自然放熱による原子炉

低

圧力容器
上部流速

圧力容器
上部温度

除熱評価）
，炉心有効流量評価手法の精度向上などである。

イットリウム系超電導変圧器における限流特性
超電導変圧器は，高効率（効率 99.8 %）
，絶縁油不要の

図 2 0 限流特性試験結果

ため不燃で環境負荷が小さいという特徴を持つ。また，限
流機能を付加することにより，過大な事故電流の抑制が可

し，超電導線材の特性劣化もないことを確認した。今後，

3×In

電流（A）

加変圧器を試作し，限流特性試験を行った。定格電流の
10 倍流れていた短絡電流を目標値である 3 倍以下に抑制

400

0

−400

2 MVA 級超電導変圧器モデルの設計に反映させていく予
定である。本研究は，経済産業省プロジェクト“イットリ

−800
−0.05

0

0.05

ウム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）

を NEDO からの委託を受けて実施したものである。

感振センサの製品化
富士電機では，建物の健全性，安全性の診断を行う構造

269
関連論文：富士時報 2011，vol.84，no.0，
4 p.000
図 2 1 構造ヘルスモニタリングシステムの構成例

ヘルスモニタリングへの適用を目的とし，MEMS 技術を

感振センサ

応用した感振センサの開発を行っている。この感振センサ

単位：mm

は，0.1 Gal（1 Gal=0.01 m/s2）程度の無感地震や常時微振
動を計測できる。地震などによるダメージはもとより，経

50

年劣化による建物の強度などの特性変化も検出することが
でき，ビルや橋など建築物の振動計測，地震計測センサ，

95

100

その他微振動の計測に適用可能である。特徴を次に示す。
⑴

低 周 波（0.1 〜 20 Hz） の 振 動 を 高 分 解 能（0.01 Gal）
で測定

⑵

測定範囲：＋
− 2,000 Gal

⑶

3 方向（X，Y，Z 軸）同時測定

⑷

複数センサ間での時刻同期が 1 ms 以下

PC

PoE ハブ
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共通技術・先端技術・その他

富士電機は，九州電力株式会社および財団法人 国際超
電導産業技術研究センターと共同で 400 kVA 限流機能付

10×In

800

能になり，保護機器の短絡容量対策に貢献できる。

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 ディスク当たり 1 TB）以上の高記

図 2 2 媒体上の熱拡散シミュレーション

録密度において，ハードディスクドライブは，熱アシスト

保護層

磁気記録方式に置き換わると予測されている。

それに基づいた現行材料の 2 倍の異方性エネルギー（1.6
× 107 erg/cm3）を持つ FePt グラニュラー磁性層を試作し，
熱アシスト記録が可能なことを確認した。さらに，保護
層に関してはダイヤモンド結合（sp3 性）を高めることで，

← 媒体深さ方向

ミュレーションし，当該媒体の層構成を設計した。また，

温度（K）

記録層

熱アシスト磁気記録媒体上の熱拡散や磁化反転現象をシ

熱バリア層

600

中間層

500

400

膜厚 1.2 nm までの耐食性とヘッド浮上性が両立できる技

熱シンク層

術を確立した。現在は，耐熱性などの信頼性評価を進めて
いる。

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」
飲料自動販売機における省エネルギー（省エネ）技術の

図 2 3 「極省エネルギー自動販売機」

主流であるヒートポンプ技術の理想を追求し，究極の省エ
ネ機を開発した。

H

C

従来のヒートポンプは，冷却庫内の熱のみを加温庫内に
5℃
吸熱

55 ℃

拡大を図るため庫内と大気の熱利用を切り換えるハイブ

排熱

共通技術・先端技術・その他

利用する熱利用固定方式であったが，ヒートポンプの利用
リッドヒートポンプ方式とした。さらに省エネを図るため，
周囲の環境変化に応じて能力を調整するインバータコンプ

吸熱

レッサと，各熱交換器の冷媒流量を調整する電子膨張弁を

吸熱源を
切替

開発した。また，これらを最適な運転に保つ制御アルゴリ
インバータ
コンプレッサ

ズムを開発した。
電力不足による節電が求められる中，年間を通し 33 % も

電子膨張弁

ハイブリッドヒートポンプ配管回路図

の大幅な消費電力量削減に貢献できる画期的な技術である。

節電・保冷対応自動販売機
2011 年に発生した東日本大震災に伴う電力不足の懸念

図 2 4 節電・保冷対応自動販売機の横断面図

により，自動販売機のピーク電力削減の必要性が高まって
いる。このため長時間の節電および保冷を狙い，節電・保

：冷却ゾーン

商品収納
ラック

冷対応自動販売機を開発した。主な特徴は次のとおりであ
る。
⑴

保冷効果の高い断熱材の効果的な配置と気密の強化に

商品
（缶飲料）

より，保冷性能を向上した。
⑵

パワークーリング機能により夜間・早朝に集中冷却し

ダクト

て蓄冷を行い，昼間などのピーク時間帯の電力消費を抑

冷風の
流れ

制した。
⑶

長時間の冷却停止でも，蓄冷効果により商品の適温販
売を実現した。
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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
水飲料市場ではミネラルウォーターや RO 水（ろ過水）

図 2 5 電解水素水給茶機

など安全・安心に関するものから，より健康志向なものへ
とシフトしている。特に近年，水素水市場が急拡大して
いる。整水器シェア No.1 の株式会社日本トリムと共同で，
付加価値を高めた世界初の電解水素水給茶機を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

整水器の入口側と出口側にそれぞれポンプを配置し，
圧力バランスを最適化した。整水器内の圧力を低減する
ことで整水器の最大のネックである電解時の排水量を大
幅に削減した。

⑵

密閉冷水回路を採用し，瞬間冷却することによって水
素を逃がしにくい配管構造とした。

⑶

電解水素水を表現した扉デザインで訴求力を持たせた。

自動つり銭機「ECS-77」
スーパーマーケットなどの流通分野では，レジにおける

図 2 6 自動つり銭機「ECS-77」

精算時間の短縮や決済業務の効率化などを目的に自動つり
銭機が普及し効果を挙げている。富士電機では，2006 年
に販売を開始した自動つり銭機「ECS-07」から，さらに

共通技術・先端技術・その他

機能・性能を向上した「ECS-77」を市場に展開した。主
な特徴は次のとおりである。
⑴

硬貨部と紙幣部のデザインを統一

⑵

出金時のお知らせランプによる貨幣の取り忘れ防止

⑶

入金・出金精査処理の高速化

⑷

硬貨部出金トレイの清掃不要化

⑸

両替機能の追加

⑹

紙幣出金部の塵埃（じんあい）
・異物進入防止シャッ
タの追加

高速対応型の負帯電型有機感光体
電子写真プリンタと複写機は，高速化，高画質化および

図 2 7 負帯電型有機感光体の光応答性

長寿命化が進んでいる。高速化によりこれらの主要コン

200

ポーネントである感光体には，露光－現像間時間 50 ms 以
下の領域において，露光電位が十分に下がる高応答性が求
富士電機は，超高速キャリア移動度を持つ新たな電荷
輸送材の設計により，電位安定性に優れた高速対応型の
負帯電型有機感光体を開発した。従来の感光体と比較し，

従来品
露光電位（V）

められている。

100

30 ms 領域においても露光電位が低い。さらに，その他の

高速対応型

特徴として耐オゾン性，光疲労性に優れている。
今後は，市場で要求される高画質化・長寿命化に対応す
るため，さらに電荷輸送層の組成検討を進め，より高性能

0

30

50

70

露光−現象時間（ms）

な感光体を開発し魅力のある製品を提供していく。
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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
電子写真プリンタは，高速化，小型化および省電力化が

図 2 8 高感度正帯電型有機感光体の光減衰曲線

進んでいる。高速化は，感光体の高感度化が要求され，露

600

光系部品の設計裕度が広がり，装置の低コスト化につなが
る重要な課題である。従来，正帯電型有機感光体は負帯電
感度向上に必要な高量子効率顔料の塗布液への分散が難し
いことが要因であった。
富士電機は，高量子効率顔料の分散に使用するバイン

正帯電型（従来品）
表面電位（V）

型有機感光体に比べ感度特性の点では劣っていた。これは，

高感度負帯電型
（表面電位正負逆転表示）

300

ダー樹脂の開発および分散方法の最適化により，実用化技
術を確立し，負帯電型と同等の感度特性を得ることに成功
した。今後，当該技術をベースとして高感度正帯電型有機
感光体を各装置に適用し，顧客ニーズに応える高性能な製

高感度正帯電型
0
0.01

1

0.1
露光量（ J/cm2）

品を提供していく。

垂直磁気記録媒体の磁性関連技術
ハードディスクドライブの高容量化の要求に応え，富士

図 2 9 第4世代ECC媒体の透過顕微鏡写真

電機は 1 枚当たりの記録容量が 667 GB の 3.5 インチアル
ミニウムディスク媒体を製品化した。また，書込み性能と
隣接トラック間干渉性能の両立を実現する第 4 世代 ECC

共通技術・先端技術・その他

媒体技術を開発し，3.5 インチサイズで 1 枚当たり 1 TB，
2.5 インチサイズで 1 枚当たり 500 GB の容量を達成するア
ルミニウムおよびガラスディスク媒体の基礎技術を確立し
た。第 4 世代 ECC 媒体では，記録層の多層化を進めて信
号 - ノイズ比を向上させるとともに，新規材料を採用し
て従来よりも記録容易性と熱安定性（保存した記録の長期
安定性）を高めている。今後は，さらに検討を進め，早期

30 nm

の量産適用を図っていく。

垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
ハードディスクドライブの高容量化に応じ，カーボン保

図 3 0 磁気スペーシングの概略

護膜と潤滑層の薄膜化技術および磁気ヘッド浮上高さの低
減技術を確立することで，750 Gbits/in2 ハードディスクの
HDI のデザインを確立した。特に潤滑層には，新規に開
発した，浮上性に優れた主潤滑剤と耐久性に優れた添加剤
を組み合わせるとともに，後処理技術として従来の加熱方
式から UV 照射方式を適用し，カーボン－潤滑層間の結合
形態を化学結合型へと強化することで，潤滑層の薄膜化と
磁気ヘッドの浮上高さ低減に大きく寄与した。これにより，
総合的に浮上特性と信頼性を兼ね備えた HDI 技術を確立
した。現在は 1 Tbits/in2 次世代技術として，さらなる高
密度なカーボン成膜法と高性能な次世代潤滑剤の開発を中
心に進めている。
富士時報

2012 Vol.85 No.1

94（94）

ヘッド
FOD 素子
磁気スペーシング
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 枚当たりの記憶容量が年々増加する中，アルミニウム

図 3 1 アルミニウム基板の基板表面欠陥個数（相対値）

基板への要求品質も年々高くなっている。そのため，アル

250

な表面欠陥の低減が最重要課題となっている。富士電機は，
表面欠陥低減のため，めっき技術および研磨・洗浄技術の
開発に重点を置いている。
研磨剤および研磨布の開発により，表面欠陥数の低減を
達成し，3.5 インチディスク 1 枚で 1 TB の容量に適合す
るアルミニウム基板の生産技術を確立した。1.5 TB 容量
の次世代磁気記録媒体用アルミニウム基板の開発に向け，
さらなる表面欠陥低減技術の確立に取り組む。

ディフェクトカウント相対値 *

ミニウム基板の平滑性はもとより，100 nm クラスの微小

＊ 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
0

250 GB

500 GB

750 GB

1 TB

基板１枚当たりの容量
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＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

