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

1. まえがき

介いたします。

2. 富士電機のエネルギー・環境技術

新年あけましておめでとうございます。
2011 年 3 月に発生した東日本大震災により被災されま

図 1 に，富士電機のエネルギー・環境技術の全体像を示

した皆さまには，心よりお見舞い申し上げますとともに，
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

します。富士電機は，パワーデバイス技術，パワーエレク

東日本大震災は，その人的・物的被害の大きさとともに，

トロニクス（パワエレ）技術および計測・制御技術を基盤

日本全体の電力供給にも深い影響を与えるなど，甚大な社

技術として，
“環境にやさしいエネルギーを創る”
“効率

会的インパクトを与えてしまいました。そこからの復興は，

的にエネルギーを使う”
“エネルギーをスマートにつなぐ”

単なる復旧ではなく，新しい社会・コミュニティの創造が

おのおのの技術とともに，環境計測や環境改善の技術開発

必要といわれており，再生可能エネルギーを活用し，環境

を行っています。

に配慮した安全・安心な社会の構築へと大きく舵を切り始
めています。また世界においても，エネルギーの有効活用

₂.₁ 創る技術

環境にやさしいエネルギーを創る技術としては，地熱エ

を目的にスマートグリッドの実現に向けた動きが活発化し
ております。

ネルギーのさらなる効率的利用を狙って，地熱発電で利用

このような社会情勢の中で，富士電機ではエネルギー・

した熱水をカスケードで利用する地熱・バイナリー発電シ

環境関連技術分野へ研究開発資源を集中し，特徴あるコン

ステムを開発しました。このシステムの課題は，出力低下

ポーネントやそれらを活用したシステムおよびソリュー

につながる熱水から発生するスケールの抑制であり，その

ションを開発しています。本稿では，その概要について紹

発生速度の予測と発生抑制技術を開発し，実地で有効性を

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
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火力
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太陽光

基盤技術
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図₁

富士電機のエネルギー・環境技術と製品
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システムが省エネのために重要となります。その解決のた

また，風力発電では，3,000 kW クラスのダイレクトド

め，排熱のたまりをピンポイントで冷却する局所空調シ

ライブ永久磁石発電機のプロトタイプを開発し（図₂）
，

ステムを開発しました。このシステムには，冷凍・冷蔵

パワーコンディショナ（PCS）との組合せ評価を実施しま

ショーケースなどで培った技術を適用し，全体を空調する

した。この発電機は，ブレードの回転をギヤで増速せずに

従来の方式に比べて約 35 % の省エネ化を実現しています。

直接発電機に伝達する低回転大容量タイプであり，軽量化

また，間接的に外気を導入し，ヒートポンプを使用して効

を狙った要素技術を取り入れて設計しています。2012 年

率的に空調をする間接外気冷却システムも開発中であり，

度に実証，製品化を予定しています。

投入電力量の 10 倍の空調エネルギー（COP：Coeﬃcient

太陽光発電では，そのシステム導入拡大のため，フィル

Of Performance）を年間平均で得ることを目標にしてい

ム型アモルファス太陽電池の軽量性やフレキシブルという

ます。これら省エネ機器に加え，IDC の電力見える化シ

特長を生かし，ビニルハウスや遊休農地での実証研究を開

ステム，無停電電源装置（UPS）
，電源関連設備も含めた

始しました。このような取組みを通じて，今後，さらなる

一式をパッケージにしたモジュール型データセンターを商

再生可能エネルギーの活用を図っていきます。

品化しました（図₃）
。

₂.₂ 使う技術

が高いなど，今後の飛躍的な普及が期待されています。富

電気自動車（EV）は，排ガスがなく，エネルギー効率
使う技術としては，基盤技術であるパワエレ技術を適用

士電機はインバータなどで培ったパワエレ技術を活用して，

し，徹底した省エネルギー（省エネ）を追求する各種機器

EV 向けの高効率・小型軽量の駆動システムや充電器の開

を開発するとともに，それらをシステム化したソリュー

発に取り組んでいます。急速充電器については，25 kW 出

ションパッケージの開発を進めています。

力の薄型タイプを開発しました（図₄）
。今後も EV 関連

その一例は，最近，急激に増加しているインターネット
データセンター（IDC）を対象にしたソリューションパッ

の技術開発，製品開発を積極的に進めていく予定です。
災害時の非常用飲料供給としても注目された自動販売機

ケージです。IDC では，莫大（ばくだい）な IT 機器が稼

は，過去 10 年間で 1/5 までエネルギー消費を抑制してき

動しており，それらの機器の排熱をマネジメントする空調

ましたが，今回は，ハイブリッドヒートポンプ方式と新型
電子膨張弁を採用した「極省エネルギー自動販売機」を開
発しました。加えて，これまでの電力ピークカット機能を
さらに高度化し，昼間のピーク電力を長時間抑制できる機
能を開発し，さらに 40 % の省エネを実現し，震災後の電
力不足に迅速に対応いたしました。
₂.₃ つなぐ技術

省エネを徹底的に追及した“使う”技術の需要側の情報
と“創る”技術の供給側の情報を双方向にやりとりし，そ
の情報を基にエネルギーマネジメントを行い，省エネを実
現する EMS（Energy Management System）の開発を進
めています。
工場，店舗，ビルなどのエネルギー需要家のエネルギー
消費を見える化するとともに，各種の省エネ機器を導入
図₂

3,000 kW 級風力発電機

し，それらを全体として最適に制御する FEMS（Factory

図₃

モジュール型データセンター（イメージ）

図₄

急速充電器
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Energy Management System） や BEMS（Building and

“電力を中心とした社会インフラパッケージ”として，ス

Energy Management System）
，REMS（Retail Energy

マートコミュニティや工業団地，離島，無電化地域などへ

Management System）の開発を数理応用による最適化技

の適用を進めていきます。

術を活用して進めています。また，BEMS や REMS につ

電力の安定制御技術としては，マイクログリッドシステ

いては，後述するスマートコミュニティの実証事業の中で

ムの検討を通じて，再生可能エネルギーを大量導入した際

も，開発を進めており，その効果などを 2012 年から実証

の周波数変動など独立系統における課題とその対応方法を

していく予定です。

検討してきました。高速で系統周波数を検出する技術を開

最近，エネルギーの効率的な使用，資源の循環的活用，

発し，有効・無効電力調整による高速周波数制御を実現し，

環境保全など，コミュニティ全体の再生や新規構築を目

離島のマイクログリッドで実証をしています。

指したスマートコミュニティという構想が生まれていま

また，経済産業省“次世代送配電系統最適制御技術実証

す。これは，電力グリッドに電力の最適な需給制御を行う

事業”の“配電系統の電圧変動抑制技術の開発”サブワー

機能を持たせ，再生可能エネルギーの導入拡大や電力消費

キンググループにも参画しています。この中で，太陽光発

抑制を狙うスマートグリッドの概念を大きく広げる構想で

電が配電系統に大量導入された場合に生じる電圧上昇など

す。ここでは，電力のみならず，熱エネルギーも含めたエ

の課題に対して，系統の計測情報を基にしてリアルタイム

ネルギーの効率化，エネルギー消費を最適に制御した省エ

で的確な電圧制御を行う集中型電圧制御方式を開発してお

ネビル，環境にやさしい交通システム，安全で安定した上

り，2012 年度に実証を実施する予定です。
東日本大震災を境に，電気エネルギーの輸送を安全で効

下水道や廃水処理など，多くの技術やソリューションが有

率性の高いものにする技術，ならびにエネルギー計測や制

機的に組み合わされます。

御技術が注目を集めるようになりました。

富士電機は，スマートコミュニティの実証プロジェクト
に参画しながら，技術開発を進めています。国内では，北

生産設備や商業ビルにおいては，小型・省エネで信頼性

九州市における地域節電所を核とした地域エネルギーマ

の高い受配電・給電システムを構成する機器の重要性が増

ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム（CEMS：Cluster Energy Manage-

しています。これに応える受配電・開閉機器として，小

ment System）の開発に参画しています。CEMS による

型・低消費電力を実現する 2.2 kW までの小型電磁開閉器

最適エネルギー制御，蓄電池による電力安定化，スマート

や 32 〜 63 AF の小型低圧遮断器（MCCB・ELCB）を開

メータの活用による需給制御，病院や工場，店舗のエネル

発しました。また，高信頼な受配電システムを実現する高

ギー最適制御などの技術開発に取り組んでおり，2012 年

圧保護リレーのモデルチェンジや経済的な電力監視システ

度から実証が開始される予定です。これらの実証の成果

ムを構築できる DIN レール取付け型モジュールを開発し

をまとめ，図₅ にイメージとして示すようなコンパクトな

ました。

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

LRT
PCS

次世代配電
自動化システム

LBC

メガソーラー

図₅ 「富士スマートネットワークシステム」
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地域エネルギー
マネジメントシステム

PCS

SVC

SVR
エリア型
電力安定化
装置

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
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（従来比 70 %）を実現しました。また，富士電機独自のパ
₂.₄ 基盤技術

ワーモジュールであるアドバンスト NPC 回路用 IGBT モ

効率的に電気エネルギーを扱う技術としては，パワーデ

ジュールを適用し，97 % という高効率と，当社従来機よ

バイスとそれを活用したパワエレ技術がキーとなります。

り 30 % 以上の設置面積の削減を実現した 500 kVA の常時

この二つの技術のシナジーを最大限に生かしながら開発に

インバータ給電 UPS を開発しました。

注力しています。

モータ駆動の省エネに貢献する駆動関連としては，鉄鋼

パワーデバイスとしては，低損失化・低ノイズ化・小

やアルミニウムなどの圧延設備の駆動に使用する水冷式の

型化・高信頼性化を狙い，IGBT（Insulated Gate Bipolar

高圧インバータを開発しました。水冷式を採用したことに

Transistor）パワーモジュール，MOSFET（Metal-Oxide-

より，従来機に比べて，単機容量で 2.4 倍とし，40 % の小

Semiconductor Field-Eﬀect Transistor） パ ワ ー デ ィ ス

型化を同時に実現しました。

クリートデバイス，パワー IC を開発しています。特に

プラント・設備分野では，より高精度できめ細かな制御

IGBT パワーモジュールとしては，1,200 V の逆耐圧を持

が求められています。この課題のソリューションとしては，

たせるために，デバイス裏面から V 形状の溝を形成する

高性能・多機能化への要求に応えたインバータ，さらには，

RB-IGBT（Reverse-

制御対象にあわせて柔軟に構築できる高速で高精度な制御

Blocking IGBT） を 開 発 し ま し た。 さ ら に， こ の RB-

システムが必要となります。これに対して，ベクトル制御

IGBT を使用し，三次元 CAD シミュレーションを活用し

の制御応答速度として当社従来比 6 倍の 600 Hz を実現す

てインダクタンスを低減させ，ターンオフ時の損失も低減

るなど，高性能・多機能化を実現した低圧インバータを開

新プロセスを開発し，1,200 V 耐圧の

させたアドバンスト

NPC（Neutral-Point-Clamped） 回

発しました。

路用 IGBT モジュールを開発しました。また，風力発電

また，制御システムとしては，汎用コントローラの技術

向けや電気鉄道向けとして高信頼な高耐圧・大容量のモ

を基本として，高速・高精度なモーション制御機能の実現

ジュールを開発しました。

と入出力点数の多い大規模システムに対応するシステムを

Si デバイスの物性限界を超えて劇的に損失を低減する

開発しました。コントローラを構成する基幹バスとしての

次世代デバイスとして，SiC（炭化けい素）デバイスや

高速・高精度同期バスおよび，アプリケーションを実行す

GaN（窒化ガリウム）デバイスの開発を進めています。

る高速・高性能 CPU モジュールを開発しました。最速で

SiC のショットキーバリアダイオードはサンプル供給を

0.25 ms 周期で制御を行い，ドライブ装置間を ＋
− 1 µs 以下

進め，そのデバイスを使用したパワエレ機器の開発をし

の精度で同期します。そして最大 4,096 ワード× 2 系統の

ています。また，SiC の MOSFET は 2012 年度の初期量

大容量入出力処理が可能なシステムを実現しました。

産化を計画して開発を進めています。SiC モジュールには，

このようなソリューションの適用により，プラント・設

従来のワイヤボンディングに替えて銅ピンを使用，熱伝導

備分野における高精度できめ細かな制御が可能となり，一

のよい絶縁基板や新規開発の高耐熱性エポキシ樹脂を適用

層の生産効率を高めたシステムの構築が実現できます。

するなど，高放熱・高耐熱のモジュール技術を盛り込んで

これまでに蓄積したパワエレ関連の技術とパワーデバイ

います（ 図₆）
。さらにはその特長を生かしたアプリケー

ス技術，制御技術を結集して，お客さまのニーズにマッチ

ション側の回路技術開発もあわせて実施しており，低オン

したソリューションパッケージとして開発，製品化し，省

抵抗チップ技術，パッケージ技術，回路技術の三つの技術

エネや生産効率向上に貢献していきます。

のシナジーを発揮させながら開発しています。
パワエレ機器は，前述のパワーデバイスの特性を最大限
生かした低損失な機器の開発を進めています。
電 源 関 連 と し て は，IDC 向 け の 超 高 効 率 UPS を 開 発

₂.₅ 環境計測技術

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による放射能汚
染は，安全・安心の大きな脅威となってしまいました。こ

しました。独自の回路方式であるデュアルプロセッシン
グ方式を適用し，効率 98.5 % を達成するとともに小型化

All SiC タイプ

図₆

プロトタイプ SiC モジュール

SiC ダイオードタイプ

図₇

食品放射能測定システム
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れを受け，これまで培ってきた放射能測定技術を活用し，

それらの機器を適用し，最適な制御と組み合わせて，お客

大量の食品の放射能汚染を検査する装置「食品放射能測定

さまのメリットを最大にするソリューションをパッケージ

システム」を開発しました。この装置は，測定物の上下に

としてまとめていく予定です。

検出器を設置し，ダンボールなどの梱包状態のままで，連
続的かつ簡易的に食品の放射能が設定した基準値以下であ

3. あとがき

るかどうかの判定が可能です（図₇）
。また，積算線量と
線量率が 1 台で測定できる高機能積算線量計を開発し，放

富士電機が集中して取り組んでいるエネルギー・環境

射能汚染に対する安全・安心確保のために貢献しています。

分野の研究開発について，その概要を紹介しました。今

安 全・ 安 心 に 貢 献 す る 機 器 と し て，MEMS（Micro

後，環境と調和した社会を構築する流れは，国内のみなら

Eelectro Mechanical Systems）技術を駆使して，メタン

ずグローバルに加速していくことは間違いないと思います。

センサの薄膜化・微細化を図り，検知の瞬間のみ加熱する

そのような時代の要請に応えるため，今後とも，エネル

間欠駆動とすることで従来の 1/1000 以下の消費電力を実

ギー・環境分野の研究開発を進め，地球社会のよりよき企

現し，画期的なコードレス（電池式）の都市ガス警報器に

業市民として貢献すべく，邁進してまいります。

搭載できるセンサを大阪ガス株式会社と共同で開発しまし
た。現在は，独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合
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