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21 世紀へ向けて日本経済巻返しのための「経済構造の

変革と創造への取組み」が始まっている。その柱の一つ

「新規産業の創出」のための課題のなかで，規制緩和と並

んで，技術開発の占める位置は高い。このような状況のな

か，富士電機の研究開発は，「創造的技術の育成」と「全

社一体での商品開発のスピードアップ」を基本として，電

子・情報通信・環境エネルギー分野へ向け集中的に取り組

む一方，基礎・基盤技術の強化にも努めている。

電子分野では，自発光形で視認性に優れ，FA・計測機

器などへの適用が有望な無機薄膜 ELのフルカラー化の研

究に取り組んでいる。同じく自発光形で，低電圧で高輝度

の面発光が得られ，小形・高密度情報機器への応用が期待

される有機発光ディスプレイの研究開発を進めている。ま

た，自動車エアバッグシステム用として，マイクロマシン

技術，シリコン微細加工技術，メカニカル解析技術を生か

して，加速度センサを開発した。そのほかのマイクロマシ

ン技術としては，薄膜コイルアレイを製作し，二次元搬送

デバイスの試作とマイクロパーツ搬送の動作確認を行った。

また，将来の電力用スイッチング素子として期待される

SiC（シリコンカーバイド）について，単結晶膜の成膜な

どの基礎研究に取り組んでいる。

パワーエレクトロニクス分野では，産業用あるいは家電

用可変速駆動分野に適用可能な，主変換回路と制御システ

ムを融合したパワーシステムの開発を進めているが，新原

理により小形・軽量化が可能な単相高力率変換回路を開発

した。無停電電源装置については，直接変換技術，高周波

絶縁技術および高周波スイッチング技術を適用して，従来

機に比べて格段に小形・軽量化を達成した。

制御分野では，鉄道車両向けに，複数電動機にも適用可

能なベクトル制御技術を開発し，空転・滑走現象を抑え，

高精度・高応答を可能とした。電力系統向けには，その安

定運用のために，連続形潮流計算法を開発し電圧監視の高

機能化を図った。水系については，安全で効率的運用のた

めに，ニューラルネットワークとファジィ推論を適用する

ことにより，予測精度が従来の約 3倍となるダム流入量予

測システムを開発した。オプト・メカトロニクス分野では，

自動車の乗員の姿勢・体格に応じてエアバッグを作動させ

るセンサの開発を進めている。また，レジスタ業務の金銭

受渡し自動化の進展に併せて，小形紙幣処理ユニットを開

発し，金銭処理機の小形化を実現した。

環境分野のなかの水処理関連では，環境に優しい消毒剤

として，また病原性クリプトスポリジウムに有効とされる

オゾン消毒の研究を行っている。また，廃棄物の減容処理

という社会的ニーズにこたえるため，インダクションプラ

ズマトーチの開発を進めている。さらに，高出力 YAG

レーザ切断装置の開発を行い，原子力分野における放射性

廃棄物解体などへの活用を図っている。エネルギー分野で

は，回転機の小形化・軽量化と高効率化を狙って，高速永

久磁石アキシャルギャップ発電機を開発した。また，中電

圧級の遮断容量の増大とメンテナンスフリーを目的に，三

次元磁界解析，高速度ビデオカメラによる可視化技術を適

用して真空遮断器の開発を進めている。超電導分野では，

電流リードの研究をさらに進め，大容量高温酸化物超電導

体電流リードを開発し，14.5 kA の安定通電に成功した。

プラントにおける電気機器診断ニーズの高まりにこたえ

るための技術開発を進めているが，回転機の部分放電位相

分布を測定することにより，劣化部位との高い相関関係を

得ることができた。回転機の小形化・高性能化を達成する

ために，電磁界の三次元動解析，通風冷却の三次元流れ解

析などの数値解析技法の高度化を進めた。有限要素法によ

る三次元電磁界解析技術を電磁流量計開発にも適用し，流

速分布の影響を受けにくく，高精度な流量計測を可能とし

た。また，三次元熱流解析を半導体チップ構造・パッケー

ジ構造の最適化にも適用し，鉄道車両用・産業用の大容量

電力変換装置に用いられる 2.5 kV 1.8 kA 平形 IGBTを開

発した。

生産技術の分野では，電気部品の表面処理プロセスをド

ライめっき化し，環境問題の解消と生産工程短縮化を進め

た。小形・高性能な半導体式センサの開発のために，高精

度研削加工技術と両面加工技術を確立し，シリコンウェー

ハの薄肉化を実現した。材料評価技術面では，高深度地熱

タービン用材料の各種試験を実施し，製品性能を確認した。

研究・基盤技術
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無機薄膜EL（Electroluminescence）ディスプレイは，

自発光で視認性に優れ，動作温度範囲が広く，長寿命であ

るなどの特長を生かし，FA機器，計測機器，医療機器分

野を中心に使用されている。近年，従来のモノクローム

［黄橙（おうとう）色］に加え，赤色と緑色を表示できる

マルチカラー ELディスプレイが開発され，新たな市場が

形成されつつあるが，青色を加えた三原色のカラー EL

ディスプレイが強く望まれている。

富士電機は，この要求に対し，青色系 EL発光材料とし

て有望な SrS : Ce（セリウムをドープした硫化ストロンチ

ウム）の適用研究に取り組み，独自の材料技術，成膜技術

を駆使し，問題となっていた寿命特性を解決し，実用化の

可能性を明らかにした。今後は製品化に向け，パネル化技

術の開発に取り組む予定である。

研究・基盤技術

電子デバイス・エレクトロニクス

カラーELディスプレイ

有機発光素子

マイクロマシン応用搬送デバイス

フレーム周波数：120Hz
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図１　SrS :Ce EL のエージング特性と試作パネル（1.5 型）

情報機器の小形化・高密度化に伴い，液晶を超える高品

位なフラットパネルディスプレイ（FPD）への要求が高

まっている。富士電機では，薄形軽量な高品位フルカラー

FPDの開発を目的として有機発光素子ディスプレイの研

究開発を推進している。

有機発光素子は，次のような特長をもっている。

真空蒸着により形成される有機色素薄膜の積層体（膜

厚約 200 nm）に，DC 10V 以下の低電圧を印加するこ

とで高輝度の面発光が得られる。

有機色素材料を変えることで青色を含めた三原色の発

光が得られる。

中核技術である有機色素設計と薄膜化に併せ，駆動回路，

微細加工，封止などを含めた総合的な FPD設計技術の開

発を推進し，早期の実用化を実現する予定である。

（2）

（1）

図２　有機発光素子ディスプレイ

富士電機は新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）から（財）マイクロマシンセンターを通じて，「マ

イクロ加工・組立試作システム」の搬送ユニットの研究を

受託しており，1999年度の一次試作に向けて，「永久磁石

パレット」と「薄膜コイルアレイ」からなる「電磁型二次

元搬送デバイス」の研究を進めている。これまでに，1mm

角の 2層薄膜コイルを 40×40（個）並べたアレイを半導

体プロセスで製作し，多層セラミック端子板，ダイオード

基板と組み合わせて二次元搬送デバイスの試作を完了した。

また，Nd（ネオジム）系永久磁石のパレットによりマイ

クロパーツ搬送の基本動作を確認した。

このデバイスは，微小部品の二次元搬送が可能であるこ

とから，省エネルギー化に適したマイクロ搬送機構として

の応用が期待される。

マイクロパーツ 

パレット 
薄膜コイルアレイ 

多層 
セラミック基板 

制御回路 1
m
m

□
 

図３　電磁型二次元搬送デバイスの構成と薄膜コイルアレイ

11



12

富士時報 Vol.71 No.1 1998

鉄道車両用や産業用などの大容量電力変換装置に用いる

定格電圧 2,500 V，定格電流 1,800 A の平形 IGBTを開発

した。チップ構造，内部パッケージ構造は，熱・応力シ

ミュレーション技術を適用し最適化構造を実現させている。

この結果，平形構造素子に要求される厳しい信頼性試験を

クリアし，その信頼性の高さを示した。

主な特徴は次のとおりである。

定格電圧・電流： 2,500V，1,800A

パッケージ：加圧接触構造セラミックハーメチック

シール構造

高耐圧大容量 IGBT，高速スイッチング（～ 2kHz）

高信頼性

低熱抵抗（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

研究・基盤技術

電子デバイス・エレクトロニクス

高耐圧大容量平形 IGBT

新方式単相高力率変換回路

SMR式無停電電源装置（UPS）

図４　高耐圧大容量平形 IGBT（2,500 V 1,800 A）

富士電機では，新原理によりスイッチングデバイス数の

低減と入力リアクトルの不要を実現する単相高力率変換回

路を開発した。図には開発した変換回路の回路図を示す。

この回路は，単相電源の一方の端子をコンバータ部に接続

し，他方を電圧形インバータで電力を供給される負荷の中

性点に接続している。電圧形インバータは 2とおりの零ベ

クトルを出力できるが，この自由度を用いて負荷の中性点

電位を制御することにより，中性点に接続された単相電源

の入力電流の高調波を抑制する。この回路は，ブリッジ構

成の PWMコンバータと同等の機能を実現するが，入力

リアクトルを電動機の漏れリアクタンスで，コンバータ部

の一組の上下アームをインバータ部でそれぞれ代用でき

るため，装置の小形化と低コスト化が期待できる。

電動機 

電
源 

図５　新方式単相高力率変換回路

近年，電源装置の高性能化，小形・軽量化，低価格化を

実現するために，さまざまな電力変換技術が開発されてい

る。富士電機では，直接変換技術，高周波絶縁技術および

高周波スイッチング技術により達成される SMR（Switch-

Mode-Rectifier）コンバータを採用し，体積比 33％，質量

比 51％（当社 20 kVA従来比較）の小形・軽量化を実現

した標記UPS（650-Cシリーズ）を製品化した。また，新

第三世代 IGBT の採用，CPU を用いたディジタル制御，

マイコンによる UPS モニタや LAN 対応ポートの標準装

備などにより，入力電流ひずみ率 5 ％以下，入力力率

98％以上などの高性能と蓄電池自己診断などの高信頼性も

実現している。さらに，装置系列を従来の 3タイプから 6

タイプに増加し，系列を充実させている。

図６　SMR式UPS（20 kVA）

関連論文：富士時報　1997.12 p.619-622

関連論文：富士時報　1997.8 p.445-450

N99-2416-1
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鉄道車両の空転・滑走現象を抑制して乗り心地・運転性

能を向上させるため，富士電機では，電動機トルクを高精

度・高応答に管理できるベクトル制御を誘導機の個別駆動

に適用してきた。今回，車両分野ではより一般的な複数誘

導機駆動にも適用可能なベクトル制御技術を開発した。

このベクトル制御は，各誘導機に共通な固定子側磁束を

基準とし，固定子側磁束をフィードバック制御により補正

する方式で，誘導機特性・車輪径に差がある場合や不特定

軸で空転・滑走が発生したときにも，高精度・高応答のト

ルク制御が可能である。また，定出力領域では出力電圧値

一定のもとで有効電力と無効電力の比率を制御することに

より，インバータの電圧利用率の高い 1パルス運転におい

てもベクトル制御を実現している。

研究・基盤技術

制御・メカトロニクス

複数電動機を駆動する車両用ベクトル制御技術

連続形潮流計算による電圧監視機能

ニューロ応用ダム流入量予測システム
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図７　複数電動機駆動用ベクトル制御システムの構成

電力系統のさらなる設備利用率向上を図るために，融通

電力の増大，電源の多様化ならびに系統のループ化などに

より系統運用がますます複雑になっている。一方，電圧安

定性の重要性が認識され，需要増加に対する PVカーブを

求め，これにより得られた電力余裕値などにより電圧安定

度の監視が行われてきている。富士電機では，下記の特長

を有する潮流計算を開発し電圧監視の高機能化を図った。

従来の逐次的・不連続な潮流計算の代数解法に対し，

微分方程式に置き換えた連続的解法の採用

カーブ突端部での非収束の課題を解決し，高速・安定

的かつ実用的な手法を開発

実規模系統の適用研究を行い，電圧制御機器などの各

種制御シナリオを考慮した電圧安定性監視機能の開発

（3）

（2）

（1）

図８　負荷増加に対する電源側・負荷側の系統電圧の軌跡表示

水系を安全かつ効率的に運用するためには，正確なダム

流入量の予測が必要である。しかし，タンクモデル，貯留

関数法などの従来の予測手法では高精度予測は非常に困難

であった。このため富士電機では，ニューラルネットワー

クとファジィ推論を適用し，従来の約 3倍の精度で予測が

可能なダム流入量予測システムを開発した。

システムの特徴は次のとおりである。

降雨量，上流ダム放流量，自ダム流入量推移のデータ

を用いて 1時間先，2時間先の流入量を予測

ニューラルネットワークの適用により，出水現象の非

線形特性を流入量別にモデル化

ファジィ推論により，状況に応じた適切な予測が可能（3）

（2）

（1）

図９　ニューロ応用ダム流入量予測システムの画面例
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制御・メカトロニクス

エアバッグ制御用乗員センサ

近年，塩素に代わりオゾン消毒が注目されている。上水

道では，耐性が高く塩素が効かない病原性原虫クリプトス

ポリジウムに対し，オゾン消毒が有効とされている。また，

下水道では残留性のないオゾンが環境に優しい消毒剤とし

て使用され始めた。

富士電機では，大腸菌を用いたオゾン消毒の研究を進め

ており，すでに Ct 99％値（99％殺菌のための消毒剤濃度

と時間の積）が 6×10－2mg・min/L と小さく，オゾンが

非常に強力な消毒剤であることを明らかにしている。また，

消毒効果に対する浮遊固形物の影響，塩素や紫外線消毒と

の比較研究も進めている。

今後は，特に社会的関心の高いクリプトスポリジウムの

消毒技術の研究に注力の予定である。

環境・エネルギー

オゾンによる消毒技術

図１２　病原性原虫クリプトスポリジウム

（麻布大学平田教授のご好意による）

自動車用エアバッグが普及し，助手席への装着も標準化

されてきているが，後ろ向きチャイルドシート，小柄な乗

員に対してはエアバッグ展開により傷害を負う事故が主に

米国で指摘されており，乗員の姿勢，体格に応じたエア

バッグの展開制御が望まれている。

富士電機では，このようなエアバッグの展開制御に向け，

乗員の体格，姿勢判別に用いる距離センサの開発を行って

いる。原理および特長は次のとおりである。

原理：富士電機のオートフォーカス IC 技術を応用し

た三角測量によるマルチライン多点測距方式

特長：距離分布情報から三次元的な形状情報を取得可

能

現在，基本的な開発を進めている。今後，試作改良を通

じて同センサの実用化をめざす予定である。

（2）

（1）

図１０　試作機による姿勢判別実験・距離分布表示例

近年，レジスタ業務において金銭受渡しの自動化が進む

につれ，小形金銭処理機が要求されている。今回開発した

流通業界向け小形紙幣処理ユニットは，羽根車を利用した

紙幣集積部と，間欠荷重・圧接ローラ分離機構からなる紙

幣繰出し部から構成される。1個の収納庫に入金紙幣を混

合集積し，繰り出しながら指定紙幣を出金，他紙幣を再収

納する。これにより，ユニット外形をキャッシュドロアの

約 1/2 に小形化した。また，搬送路長の短縮，搬送・繰出

し速度の高速化により，入出金処理時間を当社従来機の約

1/3（約 2秒）にした。主な特長は次のとおりである。

収納容量：180 枚（混合収納）

出金速度： 5枚/秒

外形寸法：幅180×奥行490×高さ100（mm）（3）

（2）

（1）

小形紙幣処理ユニット

図１１　小形紙幣処理ユニット

距離分布表示例
（4監視ライン
縦軸：距離，横軸：視野）

姿勢判別実験例

乗員センサ
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廃棄物の減容処理，有害物の無害化・安定化処理技術に

対して高まる社会的ニーズにこたえるため，廃棄物処理向

けインダクションプラズマ（ICP：Inductively Coupled

Plasma）トーチの開発を進めている。

この ICP トーチでは，大容量のプラズマ出力を確保し

ながら高効率なシステムとするために，従来の真空管式高

周波電源を450 kHz の MOSFET電源とし，さらにトーチ

構造の最適化などで，口径約160mmの大気圧熱平衡プラ

ズマ生成を可能としている。

現在，二次元シミュレーションによるトーチ出力の効率

化の検討を進めており，今後は具体的な処理プロセスでの

性能評価を実施したのち製品化する予定である。

研究・基盤技術

環境・エネルギー

インダクションプラズマトーチ

高出力YAGレーザ切断装置

アキシャルギャップフラックス回転機

図１３　ICPトーチおよび電源

原子力分野では，放射性廃棄物の保管施設に限界がある

ため，廃棄物の解体・減容設備や新技術の確立が望まれて

いる。

富士電機では，廃棄物減容設備向けにプラズマ切断より

二次生成物の発生が少ない高出力YAGレーザ切断装置の

開発を行っている。YAGレーザは波長 1.06μmでファイ

バ伝送でき，遠隔制御で廃棄物の自動切断が可能などの特

長を持っている。

開発中の装置は，平均出力 1kWパルスレーザでピーク

パワー 25 kW が得られ，鋼材の厚物切断に有効である。

長さ30mのファイバ先端に取り付けられたトーチを使用

してステンレス鋼（SUS304）板厚50mmまでの切断を確

認でき，さらに切断速度の向上などの実用化研究を推進し

ている。

図１４　ステンレス鋼（SUS304板厚50mm）の切断状況

回転機の小形化（特に軸方向寸法の短縮化），軽量化お

よび高効率化をめざし，高速永久磁石アキシャルギャップ

フラックス発電機（出力45 kW，12,000 r/min，200 V）を

開発し，良好な試験結果を得た。従来のラジアルギャップ

方式に比べ，回転子継鉄磁路が不要であり，永久磁石が回

転子の両端面に装着されるため，軸方向寸法が短縮でき，

回転子がへん平となる特長を持っている。したがって，軸

受間スパンも短くなり，回転子の危険速度が上昇し，高速

回転に適した構造となっている。

磁石には高性能希土類永久磁石を採用し，非磁性材料と

磁性材料を高温等方圧加圧成形で拡散接合された回転子に

永久磁石を埋め込んだ構造として，高速回転時の遠心力か

ら磁石を保持する方式としている。

図１５　アキシャルギャップフラックス回転機の回転子

関連論文：富士時報　1997.8 p.441-444
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定格電圧36 kVまでの中電圧遮断器の分野では真空遮断

器（VCB）が主流となっている。遮断容量の増大とメン

テナンスフリーを志向した電極構造として遮断アークに平

行磁界を印加する方式がある。磁界によってアークを電極

面に拡散させることにより，局部的な加熱・溶融を防止し

て目的の達成を図っている。アーク制御には電極で発生す

る平行磁界の強度，分布および電流零点近傍の残留磁束と

アークの形態を把握することが重要である。前者に対して

は三次元磁界解析，後者に対しては高速度ビデオカメラに

よる可視化を実施している。図には電極の磁界解析のモデ

ルと観測した20 kA遮断時のアークの例を示す。これらの

評価技術を駆使して，仕様に合った最適な真空バルブの開

発が可能となった。

研究・基盤技術

環境・エネルギー

真空遮断器の遮断技術

大容量高温超電導電流リード

図１６　アーク形態と磁界解析モデル

電流リードは極低温で運転される超電導機器に室温部か

ら電流を供給するものである。従来形リードは導体部に銅

を用い，蒸発する冷媒ガスにより導体を冷却する。富士電

機はこれまで，導体の一部にバルク型高温酸化物超電導体

（HTS）を適用した kA級電流リードを開発し，その熱侵

入量が従来形より十分小さいことを実証してきた。

1997年度には日本原子力研究所と共同で，HTS に銀

シース型導体を採用した10 kA級大容量 HTS電流リード

を開発した。特性試験において，HTSリードとして世界

最高記録である 14.5 kA の安定通電に成功するとともに，

熱侵入量は 0.12W/kAと従来形リードの 1/10 に削減でき

た。今後は，より大容量化（例えば，ITER：国際熱核融

合実験炉用 60 kA）をめざした高温超電導電流リードの研

究開発を行う。

基　盤

回転機の部分放電診断技術

図１７　大容量高温超電導電流リード

回転機絶縁の経年劣化を診断する方法として推奨されて

いる部分放電電荷を測定する従来の方法では，劣化部を特

定しにくいという問題点があった。この点を解決すべく，

回転機のモデルコイルを多数製作し，特定の絶縁部位を人

為的に劣化させたときの部分放電の状況を入念に調査した。

その結果，部分放電の位相と劣化部位との間に高い相関が

あることが分かった。主絶縁層，外部コロナ防止絶縁層，

コイルエンド部の汚損などを，再現性をもって識別できる

意義は高い。さらに，この手法の実機での有用性を検証す

べく，顧客の了承を得て現地でデータを取得し分析した。

この結果，モデルコイルで得た知見が実機でもほぼ成立し

ていることが分かった。図には，主絶縁層とコイルエンド

部の部分放電の位相分布の測定例を示す。

主絶縁層の通常放電 

部
分
放
電
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C
）
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8,000
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コイルエンド部の異常放電 

部
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図１８　部分放電の位相分布
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回転機の解析技術はコンピュータの小形化・高性能化お

よびソフトウェアのめざましい進歩により，最近大きく様

変わりしてきている。回転機のキーテクノロジーである電

磁界解析の分野では複雑な形状，かつ大規模な非線形磁化

特性を含む三次元動解析が可能になり，また通風冷却の分

野では三次元流れ解析による回転機全体の通風シミュレー

ション，さらには流れと熱との連成解析による温度分布シ

ミュレーションが可能となった。これら解析技術の進歩に

より各種特性の予測精度は飛躍的に向上し，機器の小形

化・高性能化に大きく貢献している。図には 2極空冷ター

ビン発電機に対して実施した電磁界解析による固定子端部

の磁束密度分布，および流れ解析による固定子全体の熱伝

達率分布の解析例を示す。

研究・基盤技術

基　盤

回転機における数値解析技法

電磁流量計への三次元電磁界解析の適用

平形 IGBT素子の熱流三次元解析

図１９　回転機における数値解析例

電磁流量計は，ファラデーの法則による流速・磁束分布

に応じた起電力測定を原理とし，圧力損失がなく，高精度

測定（指示値の 0.5％）が可能であるという特徴がある。

適用流体の粘度や流速により流速分布が変化しても，高精

度な流量計測が維持できるよう，有限要素法による三次元

電磁界解析技術を確立し，流速分布の影響を受けにくい磁

場分布を生成する磁気回路の形状を最適化した。図には，

解析の一例として，磁気コアの台座長さをパラメータとし

て，層流・乱流での流量値の相違を示す。これによると，

磁気コアの台座長さに応じて磁気コアの台座開き角を最適

化すれば，流速分布による影響度を低減できることが分か

る。

今後は，非対称流についても適用し，磁気回路のさらな

る最適化を行い，より高精度な製品をめざす計画である。
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図２０　電磁流量計における三次元電磁界解析例

平形 IGBT素子は多チップ構成の電力用半導体素子で，

冷却体が素子両面に加圧接触されている。

高速化・大容量化による素子損失の増大やチップ位置に

より素子内部の伝熱経路形状に相違があるために，素子の

小形・軽量化を図るためには構造解析とともに熱流解析に

よる素子内部の構造検討が重要である。

図は有限要素法による平形 IGBT素子の三次元熱流解析

結果（温度分布）であり，冷媒の条件や接触熱抵抗値を適

切に設定することで実測値とほぼ一致した。三次元解析は

モデルと対象物との一致性が高く，解析結果をもとに部材

の材質・形状寸法を決定するうえできわめて有用である。

この技術の積極的な活用で，新規の素子・冷却体開発を

スピードアップすることができる。

冷却体 

冷却体 

半導体 
チップ 

銅電極 

銅電極 

図２１　平形 IGBT素子内部の三次元熱流解析例（温度分布）

関連論文：富士時報　1997.9 p.455-457
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電気部品の表面処理技術は，通常ウェット方式でめっき

を行っているために，地球環境上の問題，さらには生産性

向上面からみると組立に密着した工程にし難く，リードタ

イム短縮やコストダウン上の課題がある。これらの問題を

解決するために，無公害ドライめっきプロセスの適用化を

推進している。

部品の加工とその洗浄にまで及んで改善し，ドライめっ

きの成膜技術を電気部品に適用し今回成功した。特に，洗

浄後の残渣（ざんさ）に注目した状態変化の微視解析を行

うことにより高信頼性成膜プロセス条件を確立した。例

えば，前工程では，塩素レス切削加工液の採用，廃水ク

ローズドシステムを図った真空洗浄方式を採用し，PVD

（Physical Vapor Deposition）方式の成膜方法と組み合わ

せることにより実現を図った。

研究・基盤技術

生産技術

ドライめっきプロセス装置の実用化

極薄シリコンウェーハの両面鏡面加工技術

高深度地熱タービン用材料の評価

図２２　ドライめっきを適用した電気部品

単結晶シリコンとマイクロマシニング技術を用いた各種

半導体式センサは，市場から小形化・高性能化が要求され

ている。これらセンサの生産に適用されるシリコンウェー

ハの厚さは，より薄肉化が求められかつ形状精度の要求値

は厳しくなっている。例えば，あるセンサの性能は，厚さ

10μm程度まで薄く加工されたシリコンの梁（はり）部

の厚さ精度が決め手となる。しかしセンサ梁部の厚さ精度

を得るには，材料となるシリコンウェーハ精度をまず高め

なければならない。富士電機では，高精度研削加工技術と

両面加工技術のノウハウ確立により，例えばφ 4 インチ

ウェーハで厚さ 150μmの薄肉加工技術と同時にウェーハ

面内厚さ精度－＋0.5μm，面粗さ 0.6 nmRa を確立した。今

後はこの薄肉高精度のシリコンウェーハを適用して，信頼

性の高い各種センサの開発を行う。

図２３　富士電機にて加工したシリコンウェーハ

地熱発電は，地下 2,000m級の蒸気を用いた発電システ

ムである。近年は 3,000m級の蒸気を用いた高圧坑口発電

システムが注目されている。このような高深度の蒸気は酸

性が強く，材料の腐食強度に及ぼす影響も通常の地熱ター

ビンより厳しいものになると予測した。そこで，高深度ガ

スによる腐食環境試験を，ロータ材 2種（CrMoNiV 鋼系），

ブレード材 3種（Cr鋼，Ti合金鋼，SUS系）とそのコー

ティング材 6種，ケーシング材 1種，計12種類について，

腐食減量，応力腐食割れ，疲労強度（暴露後大気中試験）

などを実施した。

この結果，各材料の腐食強度は，高深度タービン材料と

して十分に使用に耐えるデータが得られ，信頼性の高い

タービンを顧客に提供できる。

図２４　腐食試験中の状況

厚さ：150± 0.5μm
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