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富士電機の研究開発は，電子・情報・環境・エネルギー

にかかわる分野に重点を絞って集中的に取り組んでいる。

具体的な取組みにあたっては，新技術・新製品を創出でき

る創造的な技術開発に重点指向しており，これらを通じて

着実に基礎・基盤技術が蓄積されてきている。

材料・デバイス分野では，半導体や磁気ディスク媒体の

開発を支える分析技術として，絶縁性材料に関して測定中

に帯電する電荷を補償した深さ方向の元素濃度の分布測定

法や，原子間力顕微鏡の測定探針と潤滑材の親和力を利用

した高分解能分布測定法を確立した。

低電圧駆動が可能な自己発光型の表示デバイスとして注

目されている有機 ELディスプレイについて，色純度の向

上をはじめフルカラー化へ向けた基礎的な検討を進めた。

パワーデバイスの次の材料として期待されているシリコ

ンカーバイド（SiC）では，イオン注入などプロセスの基

礎検討を進め，移動度の大幅な向上を実現した。

電源 ICの基準電圧の精度向上，レギュレータの耐ノイ

ズ性向上，セルライブラリー化など，基盤技術の強化を推

進した。また，超小形のDC-DCコンバータ技術を開発し

た。さらに，パワーデバイスでは，ブレークスルーをめざ

した幾つかの研究課題に取り組んでいる。磁気ディスク媒

体では，年率 100 ％に及ぶ高記録密度化に対応した基板，

磁気層，保護膜の開発，高信頼性のための HDI（Head

Disk Interface）技術，コストダウンのための新試験技術

を開発した。

環境分野として，水処理分野では，最近話題になってい

るクリプトスポリジウムの消毒技術として，オゾン滅菌シ

ステムを開発した。また，オゾン注入による高度水処理シ

ステムでは，トリハロメタンの生成はもちろん，臭素酸イ

オンの生成も抑制する制御システムを開発した。水処理用

計測機器の開発として，水質安全モニタに引き続き，河川

の突発性水質事故の 80 ％を占める油混入事故に対応する

油膜センサを開発した。廃棄物処理技術として，原子力発

電所の高レベル放射性廃棄物のイオン交換樹脂を高周波プ

ラズマ（ICP）で酸化・減容・灰化する技術を開発した。

燃料電池の分野では，1998年から出荷を開始したりん酸

形オンサイト用 100 kW商品機（FP-100E）の 2/3 のコス

トを目標とした商品機（FP-100F）の開発を推進してい

る。さらに，用途拡大のため生ごみ発酵メタンを燃料とし

たシステムの検討を行っている。一方，都市ガス用のコン

パクト改質器を適用した水素発生装置を大阪ガス（株）と共

同で開発した。

太陽電池分野では，新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）の国際共同実証研究の一環としてベトナムに

建設していた「太陽光マイクロ水力ハイブリッドシステム」

が完成し，実負荷による運転を開始した。

電力機器分野では，特別高圧用真空バルブを搭載した

C-GIS の開発において，電極間での縦磁界の利用技術と

電極表面の化成による特性改善に著しい進捗（しんちょく）

があった。大形回転機では，高圧インバータ駆動誘導電動

機の絶縁システムの構築に向けて，試作試験を含む技術検

討を進め，一部を設計基準として整備した。

パワーエレクトロニクス分野では，被駆動電動機の零相

インダクタンスをチョッパ部平滑リアクトルとして併用す

る新しいインバータ主回路の特性解明が進んだ。また，バー

ニアトルクを利用したざん新な低速大トルク電動機の試作

試験を終了させ，実用化に向けて大きく前進した。

自動販売機分野では，冷却・加熱，断熱，接着などの基

盤技術を駆使した商品開発を進め，ショーケースでは省エ

ネルギー率 50 ％のインバータによるトータル制御システ

ム「エコマックスV」を開発した。

生産技術の分野では，厚さ 100μmのシリコン基板の研

削・研磨技術，厚さ 18μmのダイアフラムのプラズマエッ

チング技術，シリコン構造体とガラス基板の陽極接合技術

を開発し，センサチップを試作した。トレーサ粒子を含む

気体の流れをレーザ照射法で可視化，平均流速をベクトル

表示する技術を確立し，冷却ファン内渦発生の解明により，

低騒音化を図った。電子機器の高密度実装化に対応して，

プリント配線基板上にベアチップを直接接合するため，120

μmピッチの金バンプ/はんだ接合方式，および200μmピッ

チのはんだバンプ/ACF接合方式によるフリップチップ実

装技術を開発した。

研究・基盤技術
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シリコンカーバイド（SiC）は絶縁破壊電界強度がシリ

コン（Si）よりも 1けた大きいことから，将来の低損失パ

ワー素子への応用が期待される半導体材料である。絶縁形

ゲートを有する電界効果形トランジスタ（MOSFET）は

SiC デバイスのなかで最も有望なデバイスの一つである。

しかし，酸化絶縁膜と SiC との間に良好な界面を形成す

ることが困難で，チャネル層の移動度が低いという問題点

があった。そこで，図に示すようにｐ形のチャネル層にｎ

形の不純物である窒素をイオン注入してチャネル層の幅を

従来よりも広くすることにより移動度を大幅に向上させた。

今後は，要素技術の高度化を図りデバイス特性の改善をめ

ざす。
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図１　MOSFETの移動度の改善

情報機器表示のカラー化・動画化に伴い，液晶を超える

高品位なフラットパネルディスプレイへの要求が高まって

いる。富士電機では，次世代情報機器用途をめざして，有

機発光素子を用いたフルカラーフラットパネルディスプレ

イの研究開発を推進している。

現在，材料・プロセス・評価・駆動回路などの基礎技術

の立上げと基本性能の確認を終了し，カラーパネルでの実

証試験を推進中である。

今後は，以下の課題を達成し，総合的なディスプレイ設

計技術の開発を行い，早期の実用化をめざす所存である。

実用レベルの信頼性確保

表示品質の向上

有機薄膜プロセスの設計（3）

（2）

（1）

図２　1.3 インチ有機発光カラーディスプレイ

近年の携帯用電子機器における小形化，薄形化，軽量化

のニーズにこたえる，リチウムイオン二次電池対応の超小

形・薄形のマイクロDC-DCコンバータを開発した。従来

の電源回路の構成部品中で最も占有体積の大きかったイン

ダクタを薄膜プロセスで形成することを可能にし，半導体

デバイス上への一体形成を可能にした。半導体デバイスに

は，専用の高速スイッチングMOSFETを内蔵した高周波

（3MHz）PWM制御 IC を開発し，高効率（83 ％）を達

成している。また，電源モジュールの組立には，MCM

（Multi-Chip-Module）実装技術を用いた樹脂封入 BGA

（Ball-Grid-Array）パッケージを採用し，出力 1Wクラ

スでは世界最小のサイズ〔10×10×1.8（mm），電力密度

５W/cm3，入出力コンデンサ内蔵〕を実現している。

10 mm

図３　パッケージの外観（左）とパッケージの内部構成（右）
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交通事故防止のため，車間距離警報，後側方などの死角

車両警報，前車追従制御などの運転者支援システムの開発

が活発であり，車両搭載が容易な小形，安価な距離センサ

の必要性が高まっている。

富士電機では，これらのシステムへの適用が可能な，小

形，低コストなパッシブ三角測距方式の距離センサを開発

した。開発した距離センサは専用のマルチライン CCD

（電荷結合素子）および専用の距離演算 IC を採用し，セ

ンサ視野内の二次元距離分布の測定，逆光・夜間などの悪

条件下での高精度な距離測定，高速な距離演算処理などを

実現した。さらに，二次元距離分布から測定対象を認識す

るアルゴリズム開発も行い，先行車両，歩行者などの検出

も可能である。

12

研究・基盤技術

オプトエレクトロニクス・メカトロニクス

自動車用距離センサ

超音波音場解析技術

平形パワー半導体素子の冷却技術

図４　自動車用距離センサ

超音波技術は，流量計，超音波モータなど，幅広い用途

に用いられている。これらの製品の性能を向上し，安定し

た品質を得るためには，超音波素子から得られる音場の定

量的な解析手法の構築が重要なものとなる。

富士電機では，超音波素子の振動面を微小な面積からな

る音源の集合と見なした離散化を行い，音源から発生する

音波の波動方程式から空間上の音圧を算出するシミュレー

ションプログラムを開発した。このプログラムでは，任意

の点，面での音圧および指向性を算出することができる。

試作した超音波素子の指向性について適用した結果，実

測結果と解析結果はよく一致し，解析手法の妥当性を確認

することができた。
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図５　解析結果と実測結果の比較

地球環境に適合する平形パワー半導体素子の沸騰冷却シ

ステムを構成するために，水系冷媒を適用する技術を開発

した。素子と冷却体は交互に配置されてスタックを構成す

るが，水系冷媒を適用する場合，素子ー冷媒間に絶縁構造

を設けることから熱流経路の熱抵抗値が増大するため，低

熱抵抗の冷却体を開発した。

図は平形パワー半導体素子の沸騰冷却システム構成を示

す。冷却体内部構造の工夫により，絶縁構造を含めた冷却

体の熱抵抗値は従来のフッ化炭素用冷却体と同等であり，

冷却体の厚さは 30 ％薄形化（従来当社比）を達成した。

今後，この冷却システムを富士電機の関連する各事業分

野のパワーエレクトロニクス機器に展開する。

冷媒液だめ 

加圧 

平形パワー半導体素子 
冷却体 

気泡 

蒸気輸送管 

放熱器 

図６　平形パワー半導体素子の沸騰冷却システム構成
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近年，電気機器から電源系統に発生する高調波電流が問

題になっている。インバータでは，リアクトルの追加によっ

て高調波電流を低減できるが，容積，質量が増加する。

富士電機は，外付けのリアクトルを用いることなく，高

調波電流を「家電・汎用品高調波抑制ガイドライン，クラ

スA」まで低減可能な電力変換回路技術を開発した。

この回路は電動機の中性点を利用し，電動機の漏れイン

ダクタンスを入力リアクトルとして利用する。入力電流は

電動機にとって零相分電流となり，インバータのゼロベク

トルと電源側スイッチング素子を用いて入力電流を正弦波

状に制御する。この結果，開発した回路は同種の従来形回

路よりスイッチング素子数を二つ少なくできる。
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電源 

電源側 
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図７　開発した電力変換回路の主回路構成

エレベータや搬送機器など，低速にて大トルクを要する

負荷の駆動装置としては，電動機に減速ギヤを付加する形

態が普通であるが，装置が大形化したり高コスト化する欠

点がある。富士電機では，それらの負荷のギヤレス駆動を

めざし，原理的に低速大トルク特性を有する永久磁石形バー

ニアモータの基礎研究を行っている。現在までに，一次試

作機の製作とその基礎特性の評価を完了している。この試

作機では，低速大トルク特性を最大限に引き出すために，

リング形のロータの内外にステータを設け，かつコイルを

ステータヨークの周りに施すという形態を採用している。

これによって，通常の永久磁石形電動機に比べ，同一体積

で 2～ 3倍のトルクを発生できる。今後はさらなる大トル

ク化を図り，製品展開を行っていく予定である。
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図８　新形低速大トルク電動機の構造図

電力系統の高調波規制に対応するため，パワーエレクト

ロニクス技術を応用したアクティブフィルタの適用が進ん

でいるが，その高調波補償効果は系統条件に影響されるこ

とが知られている。

富士電機では，各系統条件下において無調整で常に最大

の補償が得られる新しいアクティブフィルタ制御技術を開

発している。これは，まず系統条件を認識するために微小

信号を注入し，アクティブフィルタを含む系統の共振・反

共振点などの周波数特性を検出する。そしてこの情報に基

づく最適パラメータにより進み補償を行う。これら一連の

動作は制御系内でリアルタイムに実行させるものである。

詳細シミュレーションによりその有効性が確認できてお

り，今後は実機への展開を図っていく。
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図９　新規開発制御系と補償波形
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富士電機では，高信頼性，低熱抵抗特性などの特長を持っ

た，富士電機独自の高耐圧・大容量平形 IGBTの大容量電

力変換装置への適用技術の開発を推進している。

無効電力補償装置など，電力系統との連系制御に用いる

数十 MVA級以上の自励式大容量電力変換装置を実現す

るためには，半導体デバイスを直列に接続し，装置の高電

圧化を図る必要がある。

このたび直列接続が容易な構造を持つ富士電機製高耐圧

大容量平形 IGBT（2,500 V/1,800A）を適用した 4素子直

列接続技術を開発した。今回開発した方式は半導体デバイ

スの直列接続時に最も問題となる素子電圧分担をゲート制

御によりバランス化させるものである。この方式により，

当社従来比約 50 ％のスナバ回路の小形化，およびスタッ

ク回路構成の簡素化を達成した。
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パワーエレクトロニクス

平形 IGBTの適用技術

昇降圧形直接変換回路

ブラシレスDCモータ用高効率変換回路
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図１０　IGBT4直列スタック回路構成と電圧波形例

一般に，AC-AC変換回路は交流電力を直流電力に変換

し，さらに直流電力から交流電力に変換する方式である。

しかし，直流電力を蓄えるための電解コンデンサは装置の

小形軽量化・長寿命化の大きな妨げとなっている。富士電

機では，電解コンデンサを用いないで交流電力を周波数や

振幅の異なる交流電力に変換する直接変換回路の開発を行っ

ている。図に昇降圧形直接変換回路（三相-三相）の構成

を示す。このような回路構成とすることで直接 AC-AC

変換・昇降圧動作が可能であり，装置の小形軽量化・長寿

命化が期待できる。そこで，高周波スイッチング技術

（15.6 kHz）を用いて機能試作器（10 kVA）の動作を確認

した。その結果，入力電圧 AC100 V から出力電圧 0 ～

AC200V への昇降圧動作，入力電流ひずみ率 5.9 ％，出力

電圧ひずみ率 3.7 ％を実現した。

S相双方向スイッチ回路 

R相双方向スイッチ回路 

スナバ兼フィルタコンデンサ 

T相双方向スイッチ回路 
T

S

R

W

V

U

図１１　昇降圧形直接変換回路（三相-三相）

富士電機では家電用インバータ向けに，インバータ部の

半導体素子数の低減を図った新しい主回路方式によるブラ

シレスDCモータ用駆動システムを開発した。図にインバー

タ部の半導体素子数を 4個で構成する主回路図を示す。

この回路はモータの第 3相を直流中間回路の中性点電位

から出力していることを特徴としており，半導体素子数の

低減により，変換器の高効率化を実現している。さらに，

従来の一般的な半導体素子 6個によるインバータ方式に対

して，より低速運転領域から PAM制御運転が実現できる

ため，ブラシレスDCモータの低速運転時におけるインバー

タ部のスイッチング損失の低減，およびモータのキャリヤ

損失が低減できる。富士電機の実験結果から，従来方式に

対して総合効率で最大2.5 ％程度の高効率化が実現できた。

PM

ブラシレス 
DCモータ 

100V 
単相電源 

力率改善回路 4半導体素子三相インバータ 

図１２　ブラシレスDCモータ用高効率変換回路
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膜 過法は処理水質に対する信頼性が高い，自動運転が

可能である，設置面積が小さい，などの利点から，近年小

規模浄水場を中心に急速に広まりつつある。一方，大・中

規模浄水場への適用を考えると，一層の浄水コストの低減

および，より高度な処理が必要となる。

富士電機では，この要求にこたえるため，オゾン耐性膜

と高度処理を組み合わせた浄水システムを北千葉取水場に

て開発中である。その主な特長は以下のとおりである。

オゾンで前処理して 過することにより，従来の膜

過法の 2倍以上の処理水量が可能である。

膜 過水中の溶存オゾン濃度制御により，安定した処

理水量が可能である。

高度処理された良好な水質が得られる。（3）

（2）

（1）
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環　境

膜利用型高度浄水システム

トリハロメタン生成能計による水質汚濁監視技術

プラズマによる樹脂の灰化減容処理技術

M

P
P

P

P

オート 
ストレーナ 

原水槽 

原水 
送 
水 
ポ 
ン 
プ 

循環 
ポンプ 

循環 
水槽 

逆洗 
ポンプ 

送水 
ポンプ 

活性炭塔 

高度 
処理水 

滞留槽 

オゾン 
発生装置 

コンプ 
レッサ 

逆洗排水 
空洗排水 

逆洗 
排水 

オゾン 
耐性膜 
モジュール 

膜　過 
水槽 

図１３　膜利用型高度浄水システムフロー図

近年，水道原水の水質汚濁が激しく，厚生省および環境

庁は1994年に水道水源二法を制定し，トリハロメタン生成

能（THMFP）を種々の汚濁原因物質監視の一指標として

対策を講ずべきとしている。THMFP測定方法として公

定法では分析に約 2日間要するうえ，操作が煩雑であるた

め，迅速かつ簡易に計測可能な測定法が望まれていた。

富士電機では製品化済みのTHM計に独自の塩素加速反

応ユニットを付加し，短時間（1時間）かつ連続自動でオ

ンライン計測可能な THMFP計の開発に世界で初めて成

功した。THMFP 計を用いることで，浄水場での水道原

水の有機物汚濁のリアルタイム監視あるいは下水処理場で

の放流水の THMFP規制値監視が可能となり，活性炭注

入などのTHMFP低減化策の有効な指標となりうる。

キャリア 
液 
＋ 

キャリア液 

試料液 

排液 排液 

ニコチン酸アミド P

還　元　剤 

送液部 分離部 反応部 蛍光検出部 

ガス透過性膜 

THM計測部（THM計本体） 

塩素加速反応ユニット 

P

塩素溶液 
NaCIO溶液 

P

標準液 

精製水 

試料水 
（水道原水） 

P

水酸化ナトリウム P

気相部分 

蛍光物質 

蛍光 

（458nm） 

蛍光 

（365nm） 

THM

THM 
生成 

試料水 
＋塩素 

反応条件：温度，時間など 

塩素加速反応部（THM生成部） 

熱 

T
H
M

図１４　トリハロメタン生成能（THMFP）計の測定原理図

廃棄物処理技術の一環として，プラズマで低気圧燃焼を

アシストする，有害金属含有樹脂の減容処理技術を開発し

た。この処理方法の概要は，次のとおりである。

数百 kHz の高周波無電極放電を利用して数 kPa の低

圧酸素プラズマを形成する。

プラズマ形成容器内の加熱皿にて樹脂を加熱分解する。

プラズマ空間の高温酸素や活性酸素で分解ガスを酸化

する。

有害金属を酸化物として回収する。

イオン交換樹脂への適用試験では，乾燥樹脂に対する減

容率は 80 ％以上，吸着金属の処理皿および反応容器内残

存率は 99.9 ％以上であり，少量の有害金属を含む樹脂の

減容処理法としての有効性が確認できた。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１５　プラズマ発生状況と樹脂性状

未処理

90％
減容
処理
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新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の国際

共同実証研究としてベトナム・ジィアライ省マンヤン県チャ

ン村に建設していた太陽光マイクロ水力ハイブリッドシス

テムが1999年 7 月に完成し，調整運転ののち，９月から近

隣，約 500 戸の無電化の村（3か村）に電力供給を行い，

実負荷による実証研究を開始した。本システムは 100 kW

の結晶系太陽電池と 25 kWの誘導発電機を用いたマイク

ロ水力発電装置（落差：25m）および約 690 kWh の蓄電

池と 100 kVAのインバータなどから構成されている。実

証研究は，太陽光発電システムとマイクロ水力発電システ

ムの相互補完関係を検証すると同時に蓄電池容量の最小化

などによる経済性の高いシステムを構築することを目的と

してベトナム電力公社エネルギー研究所と共同で約 2年間

実施する予定である。
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新エネルギー

太陽光マイクロ水力ハイブリッドシステム

100 kW燃料電池発電装置〔商品機（FP-100E）：ホテル設置〕

水素発生装置

図１６　太陽光マイクロ水力ハイブリッドシステム

東邦ガス（株）経由名古屋栄ワシントンホテルプラザにホ

テルの付帯実証設備として商品機（FP-100E）を11階屋

上に設置し，1999年 4 月に運転を開始した。発電した電力

は，逆潮流ありの系統連系により，ホテル内の一般電力負

荷に使用している。電力系統の単独運転を検出するため，

富士電機製の単独運転防止装置を使用している。発生した

熱の低温側（約 50 °C）は温水ヒータの給水予熱に，また，

高温側（約 90 °C）は吸収冷温水機・暖房用・貯湯槽の熱

源に利用するコージェネレーションシステムとしている。

装置の主な仕様は次のとおりである。

形　式：りん酸形，常圧，水冷式

効　率： 40 ％（LHV：Low Heat Value）

寸法，質量： L3.8 ×W2.2 × H2.5（m），12 t（3）

（2）

（1）

図１７　100 kW燃料電池発電装置〔商品機（FP-100E）：
ホテル設置〕

富士電機は大阪ガス（株）と共同で水素発生装置を開発し

た。本装置は都市ガスの改質装置と，改質ガスから水素を

分離精製する PSA（Pressure Swing Adsorption）装置な

どで構成されている。本装置によって水素の需要家サイト

で低圧の都市ガスなどを燃料として，安価で高純度の水素

が製造でき，ボンベなどによる水素の受入れ作業を不要と

することが可能となる。主な需要先は金属，化学，ガラス

分野などである。概略仕様は次のとおりである。

製品水素：容量 100Nm3/h，純度 99.999 vol ％以上

燃　　料：都市ガス（13A），LPG

ユーティリティ（水素 1Nm3/h あたり）

：都市ガス（13A）0.35Nm3/h

：電　力　　　　　0.75 kWh

：純　水　　　　　0.1 kg

（3）

（2）

（1）

図１８　水素発生装置（製品水素量：100 Nm3/h）
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これまでの真空遮断器（VCB）は定格電圧 36 kV まで

が主流であった。最近は高電圧化として，定格電圧 84 kV

クラスへの適用拡大が行われている。VCBの消弧技術は，

アークを回転させるコントレート形方式，電極間にアーク

を拡散させる縦磁界形方式などがある。製品化には電極間

に発生したアークを制御して電極表面の局部的な加熱を防

ぎ，溶融を抑えることが重要となる。このようなアークの

制御を，三次元磁界解析とアーク形態の可視化技術を駆使

して行い，新たに定格電圧 84 kV の縦磁界形電極の真空

バルブを開発した。富士電機ではこれまでのコントレート

形電極と縦磁界形電極の利点を生かして，定格電圧 3.6 kV

から 84kVまでの真空バルブの系列をそろえたことで，さ

まざまな定格のVCBの対応を可能としている。
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電力機器

真空バルブの系列化

新系列2極空気冷却タービン発電機の技術開発

高圧インバータ対応電動機の絶縁技術

図１９　84 kV真空バルブ

高性能で信頼性の高い，出力50 ～ 300MVAの新系列２

極空気冷却タービン発電機を開発した。開発にあたり，出

力 126MVAの試作実験機を製作し，性能試験および長期

運転試験を行い，新系列機の信頼性検証と解析・設計技術

の確立を図った。例えば，固定子端部の渦電流損解析や回

転子の大規模な三次元熱流体解析技術を構築した。設計・

製造技術として，固定子ではコイルエンド部構造の簡素化

と信頼性の向上，回転子ではコイルの冷却構造の最適化を

図った。これらは，試作実験機の 1,000 か所余のデータを

分析し，解析値との比較を行い，信頼性を確認した。

また，高圧導体内の温度分布と回転中の回転子導体のリ

アルタイム温度分布の測定技術を確立し，多くの知見を得

た。さらには，膨大なデータの処理技術を実用化した。

図２０　試作実験機の低速運転時の測定データ監視画面

近年，地球環境に優しい省エネルギードライブシステム

が注目されてきており，最近では電動機が IGBT高圧イン

バータでダイレクト駆動されるようになってきた。電動機

をインバータ駆動するときには電圧に高調波成分が発生す

るため，電動機絶縁への影響を確認する必要がある。

富士電機では，インバータ駆動時の電動機内の電位挙動

把握を目的に，各種測定機能を付加した高圧電動機を試作

し，インバータ駆動して対地電圧，巻線内サージ分担電圧，

伝搬速度などを実験調査した。これらの測定結果の総合的

な解析および理論と実験検討により，高調波成分に対抗す

る電動機絶縁技術を構築した。

今後，サージ電圧による部分放電現象や絶縁劣化現象に

ついてさらに詳細に究明していく予定である。

図２１　電動機内電位測定状況と電圧波形

関連論文：富士時報 1999.10 p.562-565

関連論文：富士時報 1999.5 p.262-291
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IC の信頼性のさらなる向上を図るため，回路を構成す

るMOS形トランジスタのゲート酸化膜の絶縁耐圧の評価

方法を改善した。従来，TZDB（Time Zero Dielectric

Breakdown）初期特性で 8.25MV/cm 以上の絶縁耐圧を

持つものはすべて Cモードと定義していたが，そのなか

でも真性の耐圧を持つ 10.25MV/cm以上のものを Dモー

ドとして区別した。8.25MV/cm以上の電界で，通常のト

ンネル電流と絶縁破壊を区別するための電流しきい値を１

μA/mm2 から 1mA/mm2 に上げた。本測定により，詳細

な基板ウェーハ依存性，微量金属の影響が明らかになった。

また長期信頼性を保証するため，TDDB（Time De-

pendent Dielectric Breakdown）評価により，パッシベー

ションの応力により寿命が低下するなどの知見を得た。
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基　盤

ゲート酸化膜の信頼性評価技術

磁気ディスク媒体上潤滑剤分布の高分解能評価

紙の運動解析シミュレーション

（a）ゲート酸化膜 
　　  電流電圧特性 

V （V） g T （s） bd

（b）定電流TDDB試験の 
　　  ワイブルプロット 
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図２２　ゲート酸化膜の信頼性評価例

磁気記録媒体の高記録密度化に伴い，その分析的評価技

術についてもより微視的な領域での評価が必要となってい

る。高記録密度化に関する重要課題にヘッドー媒体間の摩

擦特性向上があり，媒体最表面層である液体潤滑剤の微視

的評価も求められている技術の一つである。

媒体用潤滑層として nmオーダーの極薄有機液体膜が用

いられており，これを従来技術により高空間分解能で観察

するのは困難であった。富士電機では，走査型プローブ顕

微鏡（SPM）技術を応用した潤滑剤分布の高空間分解能

評価技術を開発した。この手法の空間分解能は約 10 nm

であり，従来手法と比較して約 2けた程度空間分解能を向

上させた。

0.1　m

※潤滑剤分布像では明るい領域ほど潤滑剤厚が大きいことを示す。 

0.1　m 1.1

潤滑剤厚さ（nm） 

1.3 1.5 1.7 1.9

図２３　媒体の形状（左）と同位置での潤滑剤分布（右）

小形，高速，高信頼性な金銭処理機を開発するため，紙

の挙動解析技術を確立した。

柔軟な紙を微小剛体のばね連結としてモデル化し，大変

形挙動を解析する手法を開発した。その手法を汎用の運動

解析ソフトウェアにカスタムプログラムとして組み込むこ

とで，紙と装置の接触，衝突時の複雑な変形挙動を解析で

きるようになった。

本シミュレーションの適用により，今まで困難であった

金銭処理機内部での紙幣挙動を設計時に把握し，機構の最

適化を図っている。

図は傾斜ガイドに紙幣が衝突する場合の解析結果（連

続）であり，傾斜ガイドとの摩擦係数が大きいと紙幣が引っ

掛かり，搬送できないことが分かる。

（a）摩擦係数0.36

水平ガイド 

紙幣 
搬送方向 

傾斜ガイド 

リバウンド 

衝突 

斜面に沿って移動 

（b）摩擦係数0.25

図２４　紙の運動解析シミュレーションの例

関連論文：富士時報 1999.11 p.590-593
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センサの一体化，超小形化，高感度化の要求に対応でき

るマイクロマシニング技術を開発した。構造材となるシリ

コン基板は薄板化や厚さの面内均一化が必要であり，砥石

や研削・研磨条件の最適化により，100 0.5μm（従来：

100 3.0μm）を達成した。また，プラズマエッチング法

により，サブミクロン精度の微小ギャップや厚さ 18 1.0

μm（従来：18 3.0μm）のダイアフラムをシリコン基板

内に数百個同時に加工する技術を確立した。このシリコン

構造体と電極付ガラス基板をチップ切断前にウェーハ状態

で低応力で陽極接合する技術も実現した。

これらの技術を用いて図に示すセンサチップを試作し，

測定範囲 0～ 6kPa，分解能 10 Pa，温度特性 2％ FS を

満足する微小圧力センサの製造技術を開発した。

＋－

＋－

＋－

＋－

＋－
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生産技術

製品革新をめざしたマイクロマシニング技術

レーザ流れ可視化技術

微細ピッチ対応フリップチップ実装技術

ガラス 

シリコン 

ダイアフラム厚 

電極 

接合面 

試作したセンサチップ 

センサチップの断面構造(A-A’)

4mm

A A’ 

ギャップ1.5   mμ 

400   mμ 

200   mμ 

18   mμ 

図２５　試作したセンサチップとセンサチップの断面構造

（A-A’）

近年，トレーサ粒子を含む気体にレーザを照射し，その

流れを可視化する技術が急速に発展している。この技術を

冷却ファンの気流解析に利用し，騒音低減を図る研究を行っ

た。冷却ファンの側方から，透明ケース内を流れる気体に

ダブルパルス YAGレーザを照射し，その流れを高精細

CCDカメラで撮影した。撮影は時間を置いて 2回行い，

両画像の相関から流速ベクトルを求める方法（PIV 法）

を採用した。この方法で得られた平均流速ベクトル図から，

ファン内気流の渦発生が確認されたので，冷却ファン全体

の形状と寸法を改良し，所期の低騒音化を達成した。

この技術は気体以外に，ヒートシンクやポンプ内の水の

流れなどの可視化にも適用した。今後はシミュレーション

技術と併用して各種製品の開発に役立てる予定である。

図２６　冷却ファンにおける適用例

電子機器製品の小形化に伴い，基板上にベアチップを直

接接合するフリップチップ実装技術の確立が必須（ひっす）

である。富士電機では，金バンプ/はんだ接合方式，およ

びはんだバンプ/ACF（異方導電シート）接合方式を確立

した。

金バンプ/はんだ接合方式，はんだバンプ/ACF接合方

式のそれぞれは，従来のQFPパッケージなどのリードピッ

チ 500μmに対し，それぞれ 120μm，200μmの微細ピッ

チの実装技術を確立した。また，はんだバンプ/ACF接合

方式は，実装工程中でチップへの負荷のきわめて少ない特

徴のある接合方式である。今後，このフリップチップ実装

技術と開発済み BGA（Ball Grid Array）実装技術とを組

み合わせたマルチチップモジュール化への技術展開を図る。

金バンプ 

はんだ はんだバンプ 

ACF

半導体チップ 

基板電極 基板電極 

プリント基板 

半導体チップ 

基板電極 基板電極 

プリント基板 

チップ電極 

（a）金バンプ/はんだ 
接合方式 

（b）ACF/はんだバンプ 
接合方式 

200　mμ 120　mμ 

図２７　フリップチップ実装技術（各接合方式の断面膜式図）

測定画像

解析結果（平均流速ベクトル図）



＊ 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。




