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電子デバイス・材料

環境・新エネルギー

パワーエレクトロニクス

機器技術

富士電機では情報化，環境保全，新エネルギー，高度社

会システムの要求に貢献するために，電子デバイス，パ

ワーエレクトロニクス，環境，新エネルギーを中心に研究

開発を進めている。

電子デバイス・材料分野では，重要な情報化ツールであ

る携帯機器で注目されているパワーマネジメントに着目し，

二次電池の残量計測技術，次世代パワー集積 ICのキーデ

バイスとなるトレンチ横型MOSFETを開発した。これら

の開発の基盤技術として，トレンチ構造のプロセスおよび

プロセス解析技術，CVD法によるポリシリコン薄膜形成

プロセス解析技術の開発を進めた。磁気記録媒体では急激

に進む高密度化に対応する基板，垂直磁気記録媒体用とし

て高い熱安定性と優れた磁気特性を兼ね備えた Co/Pt 多

層積層膜材料，媒体表面を保護する高硬度極薄膜材料

（FCA法による ta-C）の開発を進めた。これと並行して

ヘッドと媒体のスペーシングの狭小化によって生ずる新た

な現象の解析技術，放射光（SPring-8）を利用した磁性

層の高精度解析技術などの技術開発を実施して高信頼化を

進めてきた。表示デバイスでは色変換方式（CCM）フル

カラーパッシブマトリックスを特徴とする長寿命の有機

EL技術（直流通電 1,000 cd/m2，輝度半減寿命 10,000 時

間以上）を開発した。パワーデバイスでは 600V 素子とし

てウェーハ厚 100μｍの NPT型 IGBTを開発するととも

に，低損失デバイスを実現するためのトレンチ構造ダイ

オード技術開発，次世代に向けたブレークスルーを目指し

た SiCなどの新半導体材料の基板技術の研究を行った。

環境分野については水処理技術開発とともに新たに環境

装置技術開発に着手した。水処理分野では，オゾン処理併

用の水道用膜処理システムを開発した。このシステムは原

水オゾン処理とオゾン水逆洗浄の 2 方式で，いずれも単

位 過面積あたりの透過水量は従来の 4 倍と大きく，大幅

なコストダウンが可能となる。また，浄水場のオゾン反応

槽の小型・低コスト化を目的にせん断流微細化ノズルを開

発，高濃度オゾンの吸収効率を 97 ％以上とした。環境装

置分野では，高周波プラズマ（ICP）を用いた灰化・減容

の高速処理技術を開発し，廃棄物中の有価物回収への適用

システムの可能性を開いた。畜産廃棄物処理システムは，

各ユニットプロセスの基礎検討を完了し，牧場サイトでの

実証実験（3 t/日）のフェーズに移行した。

新エネルギー分野では，新エネルギー・産業技術開発機

構（NEDO）の委託を受けて開発してきたフィルム基板ア

モルファス太陽電池は同一容量の結晶系に比べて年間発電

量が 1 割高いことを確認，容量 10 kWのフィールド検証

試験を進めている。固体高分子形燃料電池（PEFC）につ

いては，1 kW級の PEFCコージェネレーションシステム

の運転検証試験で定常および出力変化時の安定性を確認，

1,000 時間の連続運転を実施した。

パワーエレクトロニクス分野では，平型 IGBTの３素子

直列接続技術と圧接冷却技術を駆使し，装置外形寸法は従

来比 1/2 以下，効率 98 ％以上の数十 MVA級の大容量

SVC（Static Var Compensator）を製品化した。電源用途

においては，運転時の高い効率（定格効率 92 ％）と待機

電力の大幅削減（0.7W以下）を両立させたスイッチング

電源用パワーデバイス「M-POWER2」の製品化を完了し

た。また，入力AC200V/AC400V 系共用で，１相欠落時

にも単相運転が可能なワールドワイド対応の小型・高効率

の三相AC-DC電源を開発した。電気鉄道関係では，補助

電源装置を LONWORKSに接続する車両内ネットワーク対

応モニタボードを開発した。

このほか，高齢化・高度化の進む社会システムに対応す

るための新システム，新技術の開発を進めている。高齢化

社会対応としては，介護センサを開発している。このセン

サは二次元測距技術を応用したもので，被介護者のプライ

バシーを守りながら，常夜灯程度の明るさでも異常状態を

看視することが可能なものである。食品流通分野では，蛍

光法を用いて 1 時間で行える細菌検査装置（HACCPなど

への対応：従来法では培養に24時間以上必要）技術を開発，

技術的な見通しを得た。上下水道分野では汚泥界面計を開

発した。汚泥界面計は，複数の超音波素子を用いて浮遊汚

泥の影響を低減し，検出精度 10mmを実現した。



富士時報 Vol.75 No.1 2002

近年，パソコンは，CPUの高クロック化，周辺機器の

増加などにより消費電力が増大しており，その電源である

リチウムイオン電池の残量に応じた省電力制御を行うため，

電池の残量管理機能を搭載している。

富士電機では，高精度な電池残量計測が可能であり，ア

ナログ計測回路とマイコン・ディジタル回路をワンチップ

に搭載した，リチウムイオン電池残量管理技術を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

富士電機独自の残量計測アルゴリズムによる高精度残

量計測（ 1 ％）

スマートバッテリー仕様Ver.1.1 準拠

システムマネジメントバス Ver.1.1インタフェース搭

載（ホストコンピュータとの通信機能）

（3）

（2）

＋－

（1）
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リチウムイオン電池残量管理技術

トレンチ横型パワーMOSFET

600 V NPT型 IGBT

図１　リチウムイオン電池残量管理 ICチップ写真

横型パワーMOSFETは高速動作と低オン抵抗を特長と

し，パワー ICに集積されている。富士電機ではトレンチ

技術を駆使し，トレンチ横型パワー MOSFET（TLPM）

を開発した。TLPMは側壁に MOSFETを形成し，また

自己整合プロセスでゲートおよびソース電極を形成するた

め，マスク合わせマージンを最小限にできる。これらの施

策によりデバイスピッチ縮小とチャネル密度向上を実現し，

耐圧 71Vで面積抵抗率 62mΩ・mm2（従来プレーナ横型

MOSFETの約 50 ％のオン抵抗）を達成した。また，ト

レンチ底面にソース電極を形成し，帰還容量を低減するこ

とで従来プレーナ横型MOSFETを上回る高速スイッチン

グを実現した。今後は 0.6μm CMOSプロセスをベースに

携帯電子機器の電源用 ICに適用する。
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図２　TLPMの構造と試作デバイスの電気的特性

インバータモジュールなどに使用される IGBTはこれま

でエピタキシアルウェーハを用いて作製されてきた。富士

電機では 1,200V IGBTまですでに FZ（Floating Zone）

ウェーハ化を進めてきたが，今回新たに 600V IGBT用と

してウェーハ厚 90 ～ 120μｍの薄ウェーハ化技術を開発し，

600 V 素子においても FZウェーハでの作製が可能となっ

た。FZウェーハにより作製することで，ウェーハコスト

の大幅な低減，総合損失の低減，また NPT（Non Punch

Through）型とすることでライフタイムキラーを用いずに

ばらつきの低減が可能となる。薄ウェーハの製造上の課題

は，ウェーハプロセス途中に薄化工程があることで，ウェー

ハの機械研磨とその後の化学エッチングの最適化のみなら

ず，イオン注入装置や電極形成装置を薄ウェーハ対応させ

ることで，これらの課題を解決することができた。
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図３ 従来の IGBTとNPT型 IGBTの構造の比較

関連論文：富士時報 2001.10 p.588-592
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100 Gビット/in2 を超える垂直磁気記録媒体

磁気記録媒体用次世代カーボン保護膜

CVD薄膜形成現象のミクロ解析

Co/Pt 多層積層膜�

Pt 

（Co/Pt）を20回積層 

20 nm

Co

下地層�

軟磁性層�

図４ Co/Pt 多層積層膜垂直記録媒体の電子顕微鏡観察断面

磁気記録媒体の高記録密度化に伴い，保護膜の薄膜化が

進んでいる。今後，面記録密度が 100 Gビット/in2を超え

るときには保護膜厚は 2 nm以下となることが予想されて

おり，これに対応した次世代の保護膜材料として高密度で

非常に硬い ta-C（tetrahedral amorphous carbon）が期

待されている。

富士電機ではこの ta-C 膜を FCA（Filtered Cathodic

Arc）法を用いて合成し，その特性評価を進めている。こ

れまでに成膜条件の最適化により，硬さが最大で約90

GPa，sp3 結合炭素比は最大約 90 ％となる ta-C 膜を得る

ことができた。これは硬さ，sp3 結合炭素比ともに従来の

スパッタ法で形成した a-C 膜の約 3倍の大きさである。現

在，この ta-C 膜の媒体保護膜への適用を進めている。
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図５　カーボン膜の硬さと sp3 結合炭素比の関係

CVD（化学的気相成長）法によるポリシリコン薄膜は

半導体デバイスのゲート電極材料として不可欠の材料であ

るが，その膜厚や膜質の均一性の改善に向けて生成過程の

ミクロスコピックな解析が十分行われてこなかった。

そこで，量産レベル CVD装置のモデル化，系を記述す

る二次微分方程式の導出，およびその解析解と実験データ

との比較から，膜厚の不均一性は原料のシラン（SiH4）ガ

スからサブ ppm程度の極微量に装置内で発生するラジカ

ルに帰せられることを実証した。また，シラン系の素反応

解析からラジカルとしては SiH2や Si2H6などが候補と考

えられることも示し，2001年秋季の応用物理学会に発表し

た。今後は，ラジカル発生率低減による膜厚均一性の改善

など半導体プロセス技術の向上に本成果を適用する。
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図６ 相対膜厚の理論式と実験との比較

固定磁気ディスク装置用の磁気記録媒体の面記録密度は

年率 100%のスピードで増大し，35 Gビット/in2の媒体が

製品化され，研究開発では 100 Gビット/in2の媒体が報告

されている。富士電機ではこれを超える高記録密度に対し

て，垂直磁気記録が有望であることから，Co/Ptの多層積

層膜を用いた垂直磁気記録媒体を開発している。Co/Pt 多

層積層膜は，従来の CoCr 系合金膜に比較して，高い熱安

定性と優れた磁気特性を兼ね備え，100 Gビット/in2 以上

の面記録密度を実現する大きな可能性を示す。保磁力 5.8

kOe（4.6×105 A/m），角型比 1.0，α（磁気ヒステリシス
カーブの傾き）1.8の磁気特性が得られ，熱安定性の指標

である垂直磁気異方性エネルギーも 8×105J/m3と大きく，

結晶粒径は 10 nmと小さい。これらの特性値から，低ノ

イズと高熱安定性が期待される。
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IGBTモジュール，IPM（Intelligent Power Module）

の高速・低損失化，および低ノイズ化に伴い，内蔵する

FWD（Free Wheeling Diode）の高速ソフトリカバリー

化が強く求められている。

富士電機では，高耐圧ショットキー接合技術およびトレ

ンチ微細加工技術を適用し，電磁ノイズを低減するソフト

リカバリー特性および IGBTターンオン損失の低減を可能

にする，トレンチ構造ダイオードを開発した。

高耐圧（1,200V）にもかかわらず，低い漏れ電流を示す

トレンチ・ショットキー構造により，少数キャリヤの注入

を低く抑え，さらにライフタイム制御を改善することで，

高速・ソフトリカバリー特性を実現した。

今後は一層の特性向上を目指し，設計・プロセス技術の

高度化を図る予定である。
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トレンチダイオード技術

超狭小スペーシングHDI 評価技術

放射光を利用した媒体磁性層のX線面内回折
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図７　断面図および IGBT組合せ時の低電流ターンオン特性

磁気ディスクの高記録密度化に対応するにはヘッドの低

浮上化が必要とされる。媒体の面記録密度は２～３年後に

は 200 Gビット/in2に達すると予想され，これに対応する

ヘッド浮上量は 5 nm 程度とされている。この領域では

ヘッドは媒体に間欠的に接触しながら走行するため，従来

に比し，非常に高度な媒体 HDI（Head Disk Interface）

信頼性技術が要求される。

富士電機では減圧 HDI 実験システムにより 5 nm 浮上

状態における媒体の信頼性技術開発を行っている。同シス

テムでは減圧環境設定により，任意浮上量でのヘッド走行

実験を行いながら，圧電センサ，レーザドップラー変位計

によるヘッドー媒体間の接触振動の高精度なモニタおよび

ヘッド走行状態の詳細な解析が可能である。
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図８　減圧HDI 実験システム

世界一の放射光施設 SPring-8の産業用専用ビームライ

ンを利用して，ハードディスク装置（HDD）用磁気記録

媒体磁性層（5 ～ 20 nm）について，実験室では達成困難

な高感度かつ高精度な結晶構造解析を進めている。ガラス

基板/NiAl/Cr/Co 系磁性膜の層構成を持つ面内磁気記録

媒体ではＸ線面内回折パターンに成膜温度依存性がある。

回折ピーク位置の変化から CoCrPt 系磁性層は室温（RT）

成膜に比べ，300 ℃成膜ではｃ軸方向に伸びており，Co

CrTa 系では a 軸方向に縮んでいることが分かる。300 ℃

成膜では下地 Crとの格子整合を保つために，磁性層の面

内格子の変形が起こり，その変形は磁性層の組成に依存し

ている。

このように磁性層の磁気特性に影響を与える要因を結晶

構造から明らかにし，高記録密度化への指針を示した。
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図９　磁気記録媒体Co合金磁性膜のX線面内回折パターン



富士時報 Vol.75 No.1 2002

富士電機は色変換方式（CCM）フルカラーパッシブマ

トリックスを特長とする長寿命有機 EL技術を開発した。

本素子の輝度半減寿命は直流通電 1,000 cd/m2で 10,000 時

間を超える信頼性を有し，電流効率も 12 cd/Aに達する

高効率を実現している。さらに，PM駆動 100 cd/m2で

5,000 時間以上の半減時間を示すと予測され，これは寿命

において業界最高レベルである。

長寿命，高性能化はキャリアバランスを最適化するデバ

イス構造開発，高耐熱および大電流時の効率改善のための

新有機材料の適用によって実現された。

大幅な表示品質改善は，プロセス有機欠陥密度を従来の

1/10に低減することと，製膜前処理や水分防止などのプ

ロセス改善により実現された。
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長寿命色変換方式（CCM）フルカラー有機EL技術

オゾン反応槽

図１０ 有機ELディスプレイのフルカラー表示

膜 過法はクリプトスポリジウムなどの病原性原虫を確

実に捕捉できるなどの利点から，全国で 235 件導入（予定

を含む）されている。富士電機では，オゾン水による逆洗

を取り入れた「オゾン洗浄式膜 過システム」を開発する

ことにより，膜 過流束の向上，薬品洗浄頻度の低減を達

成し，差別化を図っている。特長は次のとおりである。

定期的に膜をオゾン水で洗浄することにより，従来の

３倍の膜 過流束を達成でき，コスト低減および省ス

ペース化が可能となる。

膜をオゾン水で洗浄していることから，薬品洗浄頻度

を低減することができ，メンテナンスが容易となる。

オゾンを利用することにより，膜に捕捉された細菌，

原虫類を不活化できる。

（3）

（2）

（1）

環境・新エネルギー

膜処理による水処理プロセス技術

原
水�

水
道
水�

（PAC）�

きょう雑物�
除去装置�

凝集剤�
注入設備�

オゾナイザ�

溶存オゾン�
濃度計�

オゾン水逆洗�

O3ガス�

膜破断�
検知器�

塩素消毒�

膜　過�
装置�

図１１ オゾン洗浄式膜 過システムの給水フロー

水道において高度処理（オゾン＋活性炭処理）の導入は，

大規模浄水場から中小規模の浄水場へ拡大している。

このような背景から，高オゾン吸収率，省設置面積のオ

ゾン反応槽の開発に取り組み，高効率オゾン処理システム

の提供を目標にしている。

高効率化のキーワードは三つあり，微細気泡，高濃度オ

ゾンガス，反応槽構造である。新開発のせん断流微細化式

ノズルは，低コストで通常の 1/10 以下（300μm以下）の

微細気泡を発生させることが可能である。また，120g/Nm3

以上の高濃度なオゾン発生器を用い，かつ高気泡密度を実

現する反応槽構造を最適化設計することにより，オゾン吸

収率 97%以上，反応槽設置面積従来比 30%減の高効率化

を目指した開発を進めている。

図１２　微細気泡ノズルと高濃度オゾン発生器での高効率化

微細化前 微細化後
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家畜排せつ物の適正管理およびたい肥やメタンガスなど

のエネルギー利用が法的に求められるようになった。メタ

ン発酵によるエネルギー回収は有力な処理システムと見ら

れているが，消化液を農地にまけない地域が多いことから，

低コストの消化液浄化処理技術の開発が求められている。

富士電機では，この要求に応えるため，アンモニアスト

リッピングと活性汚泥処理法を組み合わせた浄化システム

の開発を行っている。主な特長は次のとおりである。

プレ脱水が無薬注のため脱水ケーキのたい肥化が可能

アンモニアストリッピング利用により，ランニングコ

ストの低減が可能

窒素，りんの除去，および脱色が可能（処理水の河川

放流可能）

（3）

（2）

（1）
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畜産廃棄物処理システム

小型 ICプラズマ高減容装置

フィルム基板アモルファス太陽電池

プレ�
脱水機�

消化�
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図１３　畜産廃棄物処理システムフロー図

富士電機は原子力発電所向けに開発・商品化を進めてき

た「ICプラズマ（高周波誘導結合プラズマ）廃樹脂減容

装置」を一般産業向けに適用するため，簡素化した小型化

技術を開発した。試作機の反応容器内径は 300mm，処理

性能は 150 L/日である。この装置は処理速度を優先させ

て，小型の ICプラズマトーチ（φ 38mm）により酸素か

ら高活性酸素を作り，反応容器に供給することで，簡素化

が可能になった。減圧した反応容器底のヒータで可燃・難

燃物を熱分解し，活性酸素で完全酸化するため有機性有害

物を水と二酸化炭素などに無害化できる。適用分野は次の

とおりである。

イオン交換樹脂はじめ可燃・難燃物の高減容処理分野

有害物含有の活性炭の無害化処理分野

廃棄物の無害化および金属回収分野（3）

（2）

（1）

富士電機はプラスチックフィルムを基板として，独自の

デバイス構造を採用し，アモルファス太陽電池を形成する

フィルム基板アモルファス太陽電池の開発を進めている。

2000年度までは，新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の委託を受け，ロールツーロール方式で搬送し，

自動運転が可能なプロセス装置の開発を進めてきた。

2001年度は実験ダイナミックレンジの広い小型実験装置

を自社開発し，スループット改善に取り組み，製膜速度 2

倍でも変換効率低下がみられないことを確認した。また，

屋外でのアモルファス太陽電池の性能評価が進み，結晶系

に比べ定格あたりの年間発電量が約 1割高いことが分かっ

てきた。現在，富士電機能力開発センターの屋上に容量

10 kWの大型太陽電池アレイを設置し，フィールド検証

を進めている。

図１５　太陽電池モジュール

図１４　小型 ICプラズマ高減容試作機
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1 kW級固体高分子形燃料電池発電装置

スイッチング電源用パワーデバイス「M-POWER2」

従来の GTOサイリスタ式に比べ，装置の大幅な小型化，

高性能化，高効率化が可能な平型 IGBT（2.5 kV，1.8 kA）

を適用した新世代の大容量自励式 SVC（Static Var Com-

pensator）を開発した。主な特長は次のとおりである。

平型 IGBTの直列接続技術により，数十 MVA級の

大容量 SVC装置の構成が可能

GTO式に比べ体積 1/2 以下の小型化と，スイッチン

グ周波数 1kHz 級において効率 98 ％以上の高効率化の

実現

高速スイッチングと多重接続技術により，1ms 以下

の高速制御応答と低高調波化の実現

新型ディジタル制御装置の適用により，高速・高精度

制御だけでなくトレースバックなどの RAS 機能の充実

（4）

（3）

（2）

（1）

パワーエレクトロニクス

平型 IGBT式大容量SVC

図１７　平型 IGBT直列接続水冷モジュール

高効率，低待機電力が求められるスイッチング電源用途

向けに自励・他励を複合した新しい電流共振型DC-DCコ

ンバータの回路方式を開発し，定格効率 92 ％，無負荷時

消費電力 0.7W以下を実現した。DC-DCコンバータの出

力電圧を制御する方式としてパルス幅制御と周波数制御を

併用することで軽負荷時の効率を高めた。

さらに待機信号を入力することでバースト発振動作を起

こさせ，スイッチング損失や絶縁トランスの損失を低減で

きるようにした。また，独自の制御により，絶縁トランス

からの音鳴りのないバースト発振動作が可能となった。

富士電機ではこの回路方式に適用する制御 ICとパワー

MOSFETを内蔵した新パワーデバイスM-POWER2を開

発し，製品化を完了した。

図１８　M-POWER2

関連論文：富士時報 2001.5 p.289-295

図１６　1 kW級固体高分子形燃料電池発電装置都市ガスを燃料とする小型固体高分子形燃料電池（PE

FC）のコージェネレーション（熱電併給）システムを試

作して，1,000 時間の連続運転を実証した。

このシステムの主な特徴は，改質系機器の一体化により

熱効率を向上させたこと，および水回収用熱交換器の採用

により水自立（外部補給水不要）運転を実現したことであ

る。システムの主な仕様は次のとおりである。

電気出力：1kW級，単相３線式，AC200V

熱出力　：60 ℃温水

発電効率：直流発電端 38%（LHV）

主要寸法：1.1m（W）× 1.1m（H）× 0.4m（D）

今後は，このシステムの評価結果を反映させて，最適な

PEFCシステムを開発する予定である。

（4）

（3）

（2）

（1）
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富士電機では，入力電圧 AC200 V/AC400 V 系共用の

ワールドワイド対応三相AC-DC電源をサーバ用電源とし

て製品化する予定である。この電源は力率改善回路と

DC-DCコンバータから構成され，半導体素子の耐圧はす

べて 600V 以下である。力率改善回路を用いることで入力

電流は高力率に制御され，11 kW定格出力時の入力力率

0.99 以上，入力電流ひずみ率 2%以下の良好な性能を得た。

また，DC-DCコンバータは位相シフトを用いたソフトス

イッチングを適用することでハードスイッチング時と比較

して効率は 0.5%向上し，出力電圧のリンギングは約 1/2

に低減した。

装置全体の定格効率は AC400V 入力時 90%であり，高

効率・高性能・低ノイズ化したワールドワイド対応三相

AC-DC電源を実現した。
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ワールドワイド対応三相AC-DC電源

鉄道車両内ネットワーク用モニタボード

高齢化社会を迎え介護保険などの法制化に伴い，在宅介

護が増大している中で，被介護者の日常的な行動・動作を

無意識的に計測し，遠隔看視できるシステムが望まれてい

る。富士電機では，二次元測距技術を応用して，プライバ

シーを保ちつつ人体を検出し，異常状態を報知する介護セ

ンサの開発を行っている。主な特長は次のとおりである。

距離分布の変化から人体の検出，移動距離の計測，状

態認識をするため，プライバシーの侵害など被介護者に

精神的な苦痛を与えない看視が可能である。

常夜灯程度（最低輝度 0.1 cd/m2）で検出が可能である。

画像処理装置が不要なため，小型で低コストである。

システム化により，異常状態を自動的に介護センター，

病院などに通報可能である。

（4）

（3）

（2）

（1）

機器技術

介護センサ

図２１　介護センサ

富士電機は鉄道車両用パワーエレクトロニクス装置と車

両内ネットワークとを接続するモニタボードを開発した。

このネットワークは，ビルオートメーション分野で採用

例の多い分散型制御ネットワーク LONWORKSにより構成

される。今回開発したモニタボードは，補助電源装置の電

流・電圧などの現在値データや，故障解析用の蓄積データ

を車両情報制御システムに伝送することで，運転中の監視

や故障発生時の原因究明を容易にするものである。

同種のネットワークに接続される機器としては，駆動用

主変換装置，乗降用ドアの戸閉め装置，ブレーキ装置，表

示装置などがあり，鉄道車両のインテリジェンス化による

顧客サービス・乗り心地の向上を支えている。

車両内ネットワーク�
対応モニタボード�

通信インタフェース�

補助電源装置�

表示装置�

主変換�
装置�

主変換�
装置�

補助電源�
装置� 空調装置�

放送装置�

車両情報制御システム�

車両内�
ネットワーク�

図２０　車両内ネットワークシステムの構成例とモニタボード

関連記事：富士時報 2001.9 p.542-543

図１９ ワールドワイド対応三相AC-DC電源
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近年，食品や上下水など多くの分野で微生物汚染の問題

が増加している。HACCPなどによる衛生管理の高度化が

進められる一方で，これまでの細菌検査は24時間以上を要

する後追い検査であり，簡便かつ迅速な細菌計測技術が切

望されていた。富士電機では，酵素活性によって蛍光を発

現する試薬カルボキシフルオレセインジアセテート（CF

DA）を用いることで，前処理を含め迅速に生菌を計測す

る生菌センサの開発を行っている。

このセンサの特長は，検査時間１時間以内，きょう雑物

による計測誤差が少ない，操作が簡便で専門家でなくても

扱えるなどの点である。衛生管理高度化のほか，出荷検査

の時間短縮による在庫削減や，微生物を利用する食品製造

や環境浄化分野にも適用が可能である。
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生菌センサ

汚泥界面計

電磁接触器のシミュレーション技術
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図２２　生菌センサの構成

上水・下水処理場などでは沈殿槽の汚泥排出の自動化を

行うために，たい積した汚泥のレベル検出の要求が大きい

が，従来は浮遊汚泥の影響により，レベル検出の精度に限

界があった。富士電機では，これらの影響を受けない超音

波式汚泥界面計の開発を進めている。本界面計の主な特長

は次のとおりである。

多素子センサを用いた複測線方式の採用により，浮遊

汚泥の影響を低減した高精度な界面検出

深さに応じた詳細な感度調整機能により，さまざまな

設置環境下で界面表示画像の視認性の最適化

検出範囲 0～ 10m，検出分解能 10mm

今後，多素子センサの各種パラメータの最適化を行い，

実プラントでの検証を行う予定である。

（3）

（2）

（1）

図２３　汚泥界面表示例

交流電磁接触器の動的挙動を解析するシミュレータを開

発した。交流電磁石は交流電源の周波数や，投入時の電源

位相によってその挙動は大きく異なるため，設計・試験に

際してはさまざまな動作状態を考慮しなければならない。

このような動的挙動特性を事前に把握し，電磁接触器の設

計へ反映させることは，小型・低損失な機器を開発するう

えで重要な課題である。

開発したシミュレータは，電気ー磁気回路，機械運動，

衝突を含む振動動作の総合的な解析ができる。解析に必要

な精度を確保しつつ，従来の有限要素法などを用いた方法

よりも，高速な演算が可能となった（例：1μsの計算時

間刻みにて 20msの動作を４分程度で解析が可能）。

図２４　電磁接触器シミュレーションの画面例

関連論文：富士時報 2001.8 p.464-468
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