
富士時報 Vol.77 No.1 2004

技術開発・生産技術

83

展　望

電子デバイス

パワーエレクトロニクス

メカトロニクス・センサ

情報・通信制御

環境・新エネルギー

材料技術

解析技術

生産技術

研究開発部門は，2003 年 10 月に基礎研究や次世代技術

開発を担ってきた（株）富士電機総合研究所を母体として，

富士電機の情報関連システムなどの開発部門と生産技術研

究開発部門を統合し，富士電機アドバンストテクノロジー

（株）を設立した。富士電機グループが得意とするコア技術

の強化と，差別化された新商品の市場投入を加速させるべ

く，中期的な視野に立った技術開発ロードマップをもとに

研究開発を行っている。

電子デバイス分野では，現在開発中の新デバイスの商品

化開発に注力した。マイクロ電源は，高耐圧MOSトラン

ジスタの内蔵により，昇圧型・反転型の 2 種類のモジュー

ルを開発した。電源 ICでは，新型トレンチ構造により出

力オン抵抗を半分に低減したトレンチ横型パワーMOSを

開発した。また，AC-AC直接変換方式のキーデバイスと

なる 1,200 V 級逆阻止 IGBTを世界に先駆けて開発した。

磁気記録媒体では，絶縁材料である酸化シリコンの添加で

媒体ノイズを低減させることに成功し，超高密度が期待さ

れる Co/Pt 多層膜の実用化に大きく前進した。

パワーエレクトロニクス分野では，高効率・高機能なパ

ワーエレクトロニクス応用製品の開発を進め，逆阻止 IG

BTを用いた直接変換技術，回路の高効率化，ソフトス

イッチング回路技術，低圧 IGBTの直列接続技術を開発し

た。また，システム同定技術を開発し，サーボのオート

チューニングや自己調整の実現に大きく前進した。

メカトロニクス・センサ分野では，シミュレーションを

用いた熱冷却解析技術により，自動販売機の省エネルギー

化，パルスチューブ冷凍機の小型化と長寿命化を図った。

また，菌の高速増殖技術と独自の光学技術，画像処理技術

により，培地の菌数を迅速に測定する飲料用検査技術を開

発した。

情報・通信制御分野では，従来のメンテナンスやアフ

ターサービスだけではない新しいサービスを目指し，メタ

ヒューリスティクス手法を用いたシステム運用の最新最適

化技術，組込み Javaプラットフォーム上で動作する SO

AP 適用技術，ネットワークに接続された UPSの統合監

視システム，無線を利用した情報案内システムを開発した。

環境・新エネルギー分野では，有機性廃棄物資源化，燃

料電池・太陽電池の開発に取り組んだ。有機性廃棄物資源

化では，0.5 t/日の生ごみをメタン発酵処理するパイロッ

トプラントの実証運転を開始した。固体高分子形燃料電池

は，世界最高レベルの発電効率，本体容積の出力 1kWの

二次試作機を開発した。りん酸形燃料電池は，寿命向上に

よりメンテナンスコストの大幅削減を図った。アモルファ

ス太陽電池は，軽量性の特徴を生かして業界最大級の金属

屋根一体型太陽電池モジュールの試作品を完成させた。

材料技術分野では，新機能材料の開発に取り組んだ。有

機 ELディスプレイは，多層配線技術によりパッシブマト

リックス駆動パネルで 130 ppi（ピクセル/インチ）の精細

度を実現し，色変換方式パネルの優位性を示した。また，

磁気部品を小型化するナノフェライト被覆磁性材料，ドー

プした白金の分散性に優れた金属複合酸化物系触媒，有機

材料として世界最高のスイッチング電圧 20Vを達成した

有機双安定素子，コンビナトリアル手法を用いたナノレベ

ル制御による酸化物新材料探索，SiCウェーハの結晶品質

の向上を目的としたエピタキシャル成膜による低欠陥 SiC

結晶技術，燃焼時にダイオキシンを発生しない独自の反応

型ノンハロゲン難燃剤の開発を進めた。

解析技術分野では，デバイスの微視解析として放射光施

設 SPring-8を利用したシリコンの高感度ひずみ計測技術

や媒体の磁性層ナノレベル結晶解析技術，断面加工と撮影

を交互に行い三次元形態情報を得る解析技術，ナノサイズ

で薄膜界面の形態・構造観察，組成分析を短時間で行う走

査透過電子顕微鏡（STEM）解析技術，トレンチ構造の最

適化に関する評価・解析技術を開発した。また，積分要素

法による零相変流器の電磁界解析技術を開発した。

生産技術分野では，新しい溶接・接合技術，組立自動化，

環境経営情報のデータベース化に取り組んだ。使用条件の

異なる蒸気タービンの異種材料溶接技術，複合加工と精密

組立の自動化技術，Webブラウザを利用した環境経営情

報管理システム，インジウム膜を拡散材として用いた銅の

低融点でのフラックスレス直接接合技術を開発した。
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図は金属のみによって構成されていた従来の Co/Pt 多

層膜に絶縁材料である酸化シリコンを添加した CoSiO2/Pt

多層膜の透過電子顕微鏡写真である。金属と電気的な性質

のまったく異なる絶縁材料の添加によって，記録層を構成

する結晶粒子の微細化と粒子間相互の磁気的な分離性とい

う，記録媒体に求められる特性を同時に向上させることが

可能となった（磁性粒子平均粒子径 5.2 nm，平均粒界幅

2.0 nm）。富士電機では，CoSiO2/Pt 多層膜を今後の超高

記録密度のハードディスクドライブ用記録媒体と位置づけ，

原子レベルの構造制御により開発を進めている。材料とし

ての熱安定性は非常に高いが結晶粒子の分離性が低く，媒

体ノイズを低減させることが困難と考えられていた Co/Pt

多層膜の開発を実用化に向けて大きく前進させることがで

きた。
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CoSiO2/Pt 多層膜垂直磁気記録媒体

昇圧型・反転型・降圧型マイクロ電源

700 Vトレンチドレイン横型MOSデバイス技術

図１　CoSiO2/Pt 多層膜の透過電子顕微鏡写真

携帯機器の小型・薄型化を実現するための超小型スイッ

チング DC-DCコンバータを開発している。薄膜インダク

タと高速スイッチング制御 ICと低オン抵抗の出力 MOS

トランジスタを一体化したマイクロ電源モジュールである。

今回，高耐圧MOSトランジスタを内蔵することにより昇

圧型，反転型の２種類の新しいマイクロ電源モジュールを

開発した。この結果，外付け部品としてインダクタを付加

しなくてもスイッチングレギュレータに求められる三つの

トポロジーを実現することが可能になる。すべて 3.5

mm× 3.5mm× 1.0mmと小型の同一サイズで実現して

おり，システムの小型化に大きく寄与することができる。

™昇圧型：出力電圧 14 ～ 16V，最大出力電流 20mA

™反転型：出力電圧－14 ～－16V，最大出力電流 20mA

昇圧型 反転型 降圧型 

図２　昇圧型・反転型・降圧型マイクロ電源

新しいトレンチ構造により出力オン抵抗を半分以下（当

社比）に低減できる 700Vクラス高耐圧MOS技術を開発

した。従来技術では，シリコン基板表面のごく浅い領域に

高耐圧を維持するための構造（オフセットドレイン領域）

を設けており，デバイスピッチ縮小に限界があった。そこ

で今回，シリコン基板に酸化物を充てんした溝（トレンチ）

を形成し，オフセットドレイン領域をトレンチに沿って設

ける構造とした。これにより基板を立体的に活用すること

で集積度を高め，低オン抵抗化を実現した。この技術を用

いることで，高耐圧MOSと低耐圧制御回路が同一シリコ

ン基板上に形成されたワンチップパワー ICが実現でき，

ACアダプタなど，電子機器の小型軽量化・低価格化が可

能になる。

ソース電極 ゲート電極 

トレンチ 

ドレイン電極 

20　m

図３　700 Vトレンチ横型MOSの断面SEM写真

5.0 nm
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マトリックスコンバータを構成するためには，双方向ス

イッチが必要だが，逆阻止 IGBTを使うことで構成を簡素

化でき，さらにコンパクトで低損失な回路とすることがで

きる。富士電機では，これまで IGBT 用に開発した薄

ウェーハプロセス技術と，深い拡散技術を融合することに

よって，逆耐圧を有する IGBTを開発している。図には

600V 素子の耐圧波形を示しており，双方向に十分な耐圧

を維持している。さらに 1,200 Vの逆阻止 IGBTも同時に

開発しており，国内，海外のユーザーへ向けて，最適なデ

バイスを提供できるように技術開発を進めている。
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マトリックスコンバータ用逆阻止 IGBT

AC-AC直接変換方式 IHインバータ
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図４　600 Vの逆阻止 IGBTの耐圧波形

サーバコンピュータなど高信頼性が要求される情報通信

機器への給電には，バックアップ電源が必要となり，一般

的には商用交流を出力する方式が使用される。しかしなが

ら情報通信機器の内部電源は直流供給であり，直流出力に

よるバックアップ方式が信頼性，運転効率，コストなどの

点で有利である。富士電機では，力率改善回路，電流共振

コンバータおよび非絶縁DC-DCコンバータをそれぞれ高

効率化し組み合わせることで，電力変換効率が大幅に向上

した 300W出力の直流バックアップ電源を開発した。

今回開発した方式は，定常運転時効率 80 ％，バック

アップ運転時効率 85 ％であり，従来方式（商用出力方

式＋内部電源）に対して，5 ～ 10 ％の高効率化と 65 ％の

小型化を達成した。

パワーエレクトロニクス

高効率直流バックアップ電源

+

力率改善回路 
電流共振 
コンバータ 

非絶縁DC-DC 
コンバータ 

AC100～ 
240V DC380V

DC19V DC3.3V

チャージャ 
非絶縁DC-DC 
コンバータ 

DC5V

非絶縁DC-DC 
コンバータ 

DC12V

図５　高効率直流バックアップ電源のシステム構成

近年，裸火を使わない安全性や高火力出力，衛生管理の

容易さなどを背景に，IH（Induction Heating）調理器が

厨房（ちゅうぼう）で使われるようになってきた。普及が

進むにつれて使用する鍋の種類が増え，IHインバータに

は鍋の材質や形状に依存しない加熱特性と高効率化，低ノ

イズ化が要求されている。この要求に対し富士電機では，

AC-AC直接変換方式 IHインバータを開発した（入力電

圧 200V，入力電力 2.5 kW）。

今回開発した回路は，加熱コイル電圧の調節範囲が広く，

これまで以上にさまざまな材質，形状の鍋を加熱できるこ

とを特徴とする。また，幅広い出力電力範囲においてソフ

トスイッチング動作とすることで，主スイッチ素子の損失

を従来に比べ 25 ％低減し，約 90 ％の熱効率と低ノイズ化

を実現した。

共振 
コンデンサ 

ソフトスイッチング用 
コンデンサ 

主スイッチ 
素子 

鍋 

図６　AC-AC直接変換方式 IHインバータの回路構成
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搬送機器，各種製造装置に適用されるインバータやサー

ボシステムにおいて，位置・速度制御の高速・高精度化が

求められている。この実現には，制御対象の時々刻々変化

する特性に合わせた制御最適化のためのモデリング手法が

重要となっている。

富士電機は，最小二乗法を応用した自律的なシステム同

定技術の研究を進めており，次のような特徴を有したアル

ゴリズムの開発を行った。

制御用センサの信号のみを用いる。

時間・周波数領域併用演算により，低次数で正確なモ

デリングが可能である。

今後は，同定モデルを利用した制御系設計の最適化技術，

他のパワーエレクトロニクス機器への応用を検討する。

（2）

（1）
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パワーエレクトロニクス

代数処理によるシステム同定技術

高圧変換装置コンポーネント
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図７　サーボシステム特性同定結果

瓶・缶自動販売機は，庫内に設置された蒸発器やヒータ

で冷却加熱された空気をファンにより循環することで商品

を加熱冷却している。省エネルギー化のためには，自動販

売機内部の流れや熱移動を把握し制御することが重要であ

る。富士電機では，自動販売機内のファン風速特性を三次

元可視化によりデータベース化し，シミュレーションモデ

ルに組み込むことで熱流体挙動解析技術を確立した。これ

を用いて，圧力室による直進性の高い吹出し方式を開発し

た。本方式は，必要な商品のみに風を当てる構造のため，

不要な構造部材への熱ロスを小さくできる。さらに，商品

ごとに風量を変えることができるため，商品温度ばらつき

を小さくすることができ，省エネルギー化が可能となった。

メカトロニクス・センサ

自動販売機の省エネルギー技術

正面 

左 右 

側面 

図９　自動販売機庫内の気流可視化例

富士電機では高圧電力変換回路の小型・高性能化を実現

するために，汎用 IGBTの直列接続技術を開発した。これ

は，各ゲート線にコアを接続してスイッチングタイミング

のばらつきなどによって発生する過渡時の素子電圧アンバ

ランスを抑制し，その他の電圧アンバランスは，電圧バラ

ンス回路によって抑制する方式である。この回路技術を用

いて 1.2 kV 耐圧 IGBTを 4 直列接続した三相インバータ

（直流電圧 2,400V）を構成し性能評価した。その結果，全

パルス領域において素子電圧を良好にバランスさせること

ができた。また素子発生損失の低減が可能であるため，ス

イッチング周波数を 5 kHz 程度まで増加させることがで

き，回路の高性能化が実現できた。さらにコストに関して

も，大幅な低減が期待できる。

ゲート駆動回路 
IGBT

電圧バランス回路 

コア 

図８　IGBT直列接続方式を示した回路構成

関連論文：富士時報 2003.10 p.644-648
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民生用として開発したインライン型パルスチューブ冷凍

機をベースとして，よりユーザビリティを向上させたリ

ターン型パルスチューブ冷凍機を開発した。冷却端部が先

端にあり，被冷却体を取り付けやすいことが特徴である。

冷凍出力は 2.5W（低温端温度 77K 時）で消費電力は

100W，設計寿命は 50,000 時間，全質量は 12 kgである。

圧縮機の寸法は外径 96mm，長さ 190mmであり小型化

も達成している。膨張機は可動部を持たず，圧縮機はリニ

ア可動部の支持機構に板ばねを採用した非接触対向ピスト

ン型で構成しているため，低振動で長寿命という特徴を有

している。このため，民生用では通信分野などの高温超電

導デバイスの冷却や医療用に，宇宙用では赤外線デバイス

の冷却用など幅広い用途への適用が可能である。
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メカトロニクス・センサ

ユーザビリティを向上させたパルスチューブ冷凍機

微生物迅速検査技術

冷却端部 

膨張機 

圧縮機 
位相制御機構 
イナータンスチューブ 
バッファタンク 

図１０　リターン型パルスチューブ冷凍機

近年，数式化困難な現場の運用上の制約や外部シミュ

レーションツールなどを容易に扱え，かつ実用上十分な精

度の解を短時間に求め得る近似解法として，メタヒューリ

スティクス（Meta-Heuristics：MH，発見的知識に基づく

最適化アルゴリズムの一般的枠組み）が注目されている。

富士電機は，遺伝的アルゴリズム，タブサーチなど従来手

法に加え，連続量と離散量を同時に扱うことが可能な最新

MH手法である Particle Swarm Optimizationの実用化技

術を開発するとともに，非線形安定性理論を応用した独自

の最新最適化手法を開発している。これらの最適化手法を

用いて，各種運用費（燃料費，メンテナンスコスト）削減，

省エネルギー，制御系最適調整など，さまざまな顧客ソ

リューションを実現している。

情報・通信制御

最新最適化技術による顧客ソリューション

エネルギーユーティリティプラント最適運用システム 

負荷予測機能 

各負荷 
予測値 

さまざまな 
計画案 

計画案に対する 
機器状態 

最適運転計画機能 

メタヒュー 
リスティクス 
数理計画法 

プラントモデル機能 

統計手法 
構造化 

ニューラルネット 

目的関数：コスト・環境負荷最小化など 
決定変数：機器の起動停止，出力など 
制約条件：需給バランス，運用ルールなど 

プラント制御値 プラント計測値 LAN

気象情報 
サービス 

プロセス制御 
システム 

（既存システム） 

エネルギープラント 計測 

電力購入 コンプレッサ 空気負荷 

蒸気負荷 

電気負荷 

燃料 

燃料 ボイラ 

ガス 
タービン 

排ガス 
ボイラ 

蒸気 
タービン 

吸収式 
冷凍機 

蓄熱槽 

抽気 

熱（空調） 
負荷 

計測器 

自動 
制御 

図１２　エネルギーユーティリティプラント最適運用への適用例

食品や製薬など多くの分野で微生物汚染が問題になって

いる。従来の検査は，結果を得るまでに長時間を要するこ

とから，検査の迅速化が求められている。

富士電機では，特に飲料を対象として，異臭味や外観事

故の際に汚染原因となる微生物の迅速検査技術を開発して

いる。計測原理としては，試料を寒天培地で培養し，時間

経過に伴って増殖する粒子を微生物と認識している。

主な特徴は次のとおりである。

飲料の汚染原因となる耐熱性，耐酸性を有する細菌や

真菌を検査対象としている。

細菌，真菌の高速増殖技術と，微細形状を検出できる

独自の光学技術および画像処理技術によって，培地上に

形成されるコロニーの迅速検査を達成した。

（2）

（1）

微小なコロニー 

培養で増殖 
＝微生物 

画像処理後 
粒子をカウント 

画像処理後 

培養 

画像処理 

増殖前の微生物 

図１１　微生物の計測原理
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リモートセンタから組込み機器を監視・制御する用途向

けに，組込み機器用途向け Javaプラットフォーム上で動

作する「組込み SOAPミドルウェア」を開発した。

SOAP（Simple Object Access Protocol）1.1に準拠し

た RPC（Remote Procedure Call：遠隔手続き呼出し）に

対応しており，リモートセンタとの通信ソフトウェア開発

が容易になり，効率化する。

組込み機器用途向け Javaプラットフォームは，DoPa，

PHSなどによる回線接続（写真：左），Ethernet 接続（写

真：右）の 2タイプあり，監視・制御対象となる組込み機

器にアドオンすることで，目的とする SOAPサービスな

どのアプリケーション機能を Java 言語により実現するこ

とができる。
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情報・通信制御

Java によるサービスシステム技術

UPS統合監視システム

無線 IDカードによるネットワーク型情報案内システム

図１３　組込み機器用途向け Java プラットフォーム

サーバ用途の UPSでは，複数の UPSが地理的に分散し

て設置するケースが増大してきている。従来，個別で

UPSを管理してきたが，管理・運用コストを削減するた

めに，複数の UPSを統合的に監視・設定する UPS 統合監

視システムを開発した。特徴は次のとおりである。

ネットワーク経由で，複数の UPSの一括監視と設定

が可能

複数の UPSに対して，監視対象ごとにグルーピング

を行い，グループ単位での一括設定・操作が可能

ユーザーごとに，監視・設定可能なグループへのアク

セス権の設定が可能

ネットワークに接続された UPSを自動検出し，監視

対象として登録することが可能

（4）

（3）

（2）

（1）

＋ 

UPSView

UPSViewデータ収集 

™一括監視・設定 
™グループ設定 
™ユーザーアクセス権 
™UPSの自動検出 

統合管理ソフトウェア 

既存の製品 
UPSエージェント 

イントラネット 

NetpowerView F

Web/SNMPカード 
RS-232C

NetpowerProtect

NetpowerProtect

図１４　UPS統合監視システムの構成

ネットワーク型情報案内システムは，視覚・聴覚に障害

のある方，車いすを使用する方，高齢の方にあらかじめ所

定の無線 IDカードを携帯していただくことにより，駅や

ビルなどで安全な誘導を実現するシステムである。無線

IDカードは，無線を利用して携帯者の制約内容に応じた

IDコードを発信しており，要望に合わせた案内を音声や

表示で提供する。施設内から街へ機器のネットワークを構

築することで，「点から線へ」動線を意識した多様なアプ

リケーションの実現が可能になる（図参照）。

™IDコード識別による，きめの細かい情報提供

™付近の施設の状況や進行方向の的確な提供

™列車の運行状況などのリアルタイムな情報の提供

™エレベータなど移動用装置と連動し，自動呼出しを実現

無線IDカード 

無線IDカード 

車いす利用者が 
南口に来られ 
ました 

入口用 
改札口です 

車いす通路・ 
列車運行状況などを 

表示します こちらは女子 
トイレです 

こちらは改札口へ 
のエレベータです 

図１５　システムイメージ図
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食品廃棄物からメタンガスを取り出し燃料電池などで発

電をするメタン発酵発電システムの開発を進めている。こ

のシステムの中核であるメタン発酵システムについて，前

処理技術，メタン発酵技術，廃液処理技術の一連のシステ

ム開発を進めている。メタン発酵は，菌相解析を基にして

高速化と安定制御技術の開発を進めた。廃液処理は，高効

率で窒素分を除去できる亜硝酸型処理システムを安定して

運転制御する技術開発を進めた。

これらの技術について，食堂から排出される生ごみを 1

日に 20 kg 処理するミニプラントを自社工場内に設置して，

実証を行っている。さらに，学校給食から排出される生ご

みを，1 日に 0.5 t 処理するパイロットプラントを設置して

実証運転を開始した。
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環境・新エネルギー

食品廃棄物メタン発酵発電システム

りん酸形燃料電池の長寿命化

金属屋根一体型太陽電池モジュール

図１６　食品廃棄物メタン発酵ミニプラント

りん酸形燃料電池（PAFC）スタックの長寿命化技術を

開発した。発電部であるスタックの寿命は，電解液のりん

酸が運転に伴い飛散・減少し，一部セルのりん酸量が最低

必要りん酸量に達するまでの時間（りん酸保持時間）で決

定される。現在のスタックのりん酸保持時間は 4 万時間で

あるが，スタックを構成する各セルの構造を最適化するこ

とにより 6 万時間に延長することができた。りん酸形燃料

電池発電装置はスタック交換を含めたオーバホールを行い

装置寿命の 15 年間，運転を継続するよう設計されている。

現在は 5 年ごとにオーバホールを２回実施する設計になっ

ているが，今回の成果により 1 回のオーバホールで済むこ

とになり，メンテナンスコストの大幅な削減が可能となる。

図１７　富士電機能力開発センターで稼動中の燃料電池発電装置

2003 年度の太陽電池の国内生産は，500MWを超え，

一般住宅用の太陽光発電システムを中心に大きく普及が進

んできている。富士電機では，フィルム基板アモルファス

シリコン太陽電池の軽量性を生かした，業界最大級の面積

を有する金属屋根一体型太陽電池モジュールの試作品を完

成させた。試作品の外形寸法は，幅 0.5m ×長さ 4.0m ×

厚さ 2mm（端子部除く）で，0.8 mm厚の鋼板を使用し

た場合の質量は約 16 kgであり，太陽電池部分の質量は 2

kgである。さらに公称最大出力は 96Wである。

試作品の特徴は，①軽量で大面積，②高いモジュール電

圧（DC320V），③フィルム基板のためフレキシブルで曲

面設置が可能などである。今後さらに用途開発・信頼性評

価を進め製品化を図る計画である。

図１８　金属屋根一体型太陽電池モジュール試作品

関連論文：富士時報 2003.2 p.129-132
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近年，電子機器はますますの小型・高性能化が求められ

ている。そのため，電子機器部品の中で大きな体積を占め

ている磁気部品の小型化・高性能化が必須である。

富士電機では，磁気部品用の新しい磁性材料として，ナ

ノフェライト被覆磁性材料を東京工業大学阿部正紀教授と

共同開発している。ナノフェライト被覆磁性材料とは，金

属磁性粒子の周囲にフェライトを数十ナノメートルで被覆

した粒子を用いて成形した複合磁性材料である。金属粒子

間にフェライト被膜があることにより，磁気特性を維持し

つつ損失原因となる渦電流の発生を防ぐことができる。

この材料開発により，高周波での高飽和磁気特性，高透

磁率を両立することができ，磁気部品の小型化（体積 1/2）

を行うことができる。
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材料技術

ナノフェライト被覆磁性材料

金属複合酸化物系触媒

有機双安定素子

図１９　ナノフェライト被覆磁性材料の電子顕微鏡写真

酸化すず（SnO2）は，ルチル結晶構造の金属酸化物で，

センサ材料や透明電極材料として広く用いられている n

型半導体材料である。富士電機は，スパッタ法で酸化すず

に白金（Pt）を高濃度にドープした薄膜を作成することに

より，優れた酸化活性を有する触媒材料を開発した。

この材料の結晶は，SnO2の Snの一部を Ptで置換した

構造であると考えられ，Ptの分散性がよく凝集が起こり

にくいという特徴を有している。図 は，この金属酸化物

系触媒の結晶構造を示す模式図，図 は，Pt 濃度と CH4

酸化活性の関係を表す。このような触媒活性の Pt 濃度依

存性の特異的な挙動と結晶構造の関係を明らかにするため

に，現在，世界一の放射光施設である SPring-8を使った

X線解析実験を進めている。

（b）

（a）

高
い
 

低濃度 高濃度 Pt濃度 

触
媒
 

活
性
 

低
い
 

CH4酸化活性（Pt濃度依存） 

（b） （a） 

図２０　結晶構造模式図ならびにPt 濃度とCH4 酸化活性の関係

特定の化学構造を有する有機材料において，一つの電圧

値に対して二つの安定な抵抗値が存在する双安定特性が観

測される。富士電機では，この特性を応用したデバイス開

発を進めている。このデバイスは，有機材料を原料として

用いるため低温プロセスで大面積素子の製造が可能であり，

ディスプレイパネルのスイッチング素子などへの適用が有

望視されている。この用途には，オフ状態からオン状態へ

のスイッチングの電圧が高く，かつオン状態での電流密度

が高いことが必要とされる。富士電機は，独自に開発した

有機材料を用いることにより，この種のデバイスでは世界

最高となるスイッチング電圧 20Vを達成した。図にはそ

の特性例を示す。同様の材料により高密度メモリの可能性

も見いだしており，実用化を目指して開発を推進中である。
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図２１　有機双安定素子の構造と特性例

10.0 um
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近年，材料探索を超高速化・超高効率化する方法として，

1 枚の基板上にマスクを用いて複数の元素を任意の比で混

合し化合物を合成・評価するコンビナトリアル手法が注目

されている。富士電機では，製品の材料面での差別化を目

的に，同手法による材料探索に取り組んでいる。

現在，広く使用されている強誘電体材料の多くは人体に

有害な鉛（Pb）を含む酸化物であることから，環境を考

慮し，非鉛で高誘電率を有する材料を探索した。第一原理

計算による物性予測を行った結果，新材料のチタン酸すず

（SnTiO3）が高性能な強誘電体材料になる可能性を見いだ

した。コンビナトリアル手法で成膜，X線回折による構

造解析を行った結果，ある条件で SnTiO3と思われる X線

ピークが得られ，新材料合成の糸口を得ることができた。
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材料技術

ナノレベル制御による酸化物新材料探索

エピタキシャル成膜による低欠陥SiC結晶

反応型ノンハロゲン難燃剤

基板LAO

SnTiO3

図２２　ランタンアルミ酸化物（LAO）単結晶基板上に形成した

SnTiO3 薄膜のX線解析結果

SiCは Siと比較して，3 倍程度のバンドギャップ，約

10 倍の破壊電界強度という優れた物性を有し，そのデバ

イスは高温動作，オン状態での抵抗低減などの優れた特性

を持つ。また，冷却システムの小型化，スイッチング損失

低減，高周波数動作などシステムにおける特性向上も期待

される。目下の課題は，結晶欠陥による素子特性の劣化で

ある。（財）電力中央研究所と共同研究を行い，SiCウェー

ハ上へのホモエピタキシャル成長を行い，そのエピタキ

シャル膜の結晶品質の向上に取り組んでいる。図は，エピ

タキシャル膜の KOHエッチングにより現れるエッチピッ

ト（結晶欠陥）と試作した pnダイオードの電界発光像

（デバイスリーク点）とを重ねた例である。素子特性に影

響する結晶欠陥をまず識別し，その低減を目指している。

電界発光 

エッチピット 

図２３　エッチピット像と pnダイオードの電界発光像

富士電機の製品の樹脂加工品は，UL94 規格で V-1 以上

の難燃強化仕様が 60 ％以上を占め，主にハロゲン系難燃

剤や赤りん系を使用している。ハロゲン系難燃剤は焼却時

にダイオキシンなどが発生，赤りんは危険ガスが発生し有

害である。EUの WEEE&RoHS 指令により 2006 年 7 月

から特定物質の使用禁止あるいは回収義務づけが決定し，

環境に対する規制がますます進むと考えられ，富士電機と

しても至急対応しなければならない。現在のノンハロゲン

系難燃剤は樹脂中に多量に添加分散しなければならず，本

来の樹脂物性（機械的，熱的，電気的など）の悪化やブ

リードといったトラブルが発生する。そこで，熱あるいは

放射線により樹脂骨格と反応し網目構造を形成する独自の

反応型ノンハロゲン難燃剤を開発し，難燃効果および樹脂

骨格との反応性を確認した。

炭素 
樹脂骨格 

反応型 
難燃剤 

樹脂骨格 

酸素 

窒素 

りん 

図２４　反応型難燃剤と樹脂分子構造モデル

関連論文：富士時報 2003.4 p.241-245
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富士電機は放射光施設 SPring-8の高輝度光源を利用し，

結晶のひずみ測定において，空間分解能 1 µm以下と検出

感度を 10－5まで高めることに世界で初めて成功した。結

晶のひずみの測定には従来から X線回折法が使われてい

た。しかし微小部を測定するために X線ビームの集光度

を高めるとＸ線の平行度が低下するため，空間分解能を 1

µm以下にすると検出感度は 10－4が限界であった。そこ

で富士電機は入射ビームを縮小するのではなく，試料で回

折された X線を，レンズの役割を果たすフレネルゾーン

プレート（FZP）で拡大して高空間分解能化する方法によ

りこの問題を解決した。図はこの方法で幅 0.8 µmのトレ

ンチ部分のひずみを測定した結果である。今後は，トレン

チ構造を有するデバイスの性能向上にこの技術を適用して

いく予定である。
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解析技術

高感度ひずみ計測技術

媒体磁性層のナノレベル結晶解析

有機ELパネルの三次元欠陥解析
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図２５　トレンチひずみ測定結果

世界一強いＸ線ビームを出す放射光施設 SPring-8を利

用し，磁気記録媒体（HD）の解析を進めた。記録密度向

上に必要な記録ビットの熱安定性向上のため，極薄 Ru層

を持つ反強磁性交換結合（AFC）構造の記録媒体開発が

進んでいる。SPring-8 利用Ｘ線面内回折法で極薄層測定

技術を開発し，AFC構造媒体の解析に適用した。その結

果，厚さ 0.8 nmの Ru 層の回折ピークを明りょうに検出

でき，ナノレベルでの結晶性・配向性解析が可能であるこ

とが分かった（図参照）。そして，ボトム磁性層/Ru 層/

トップ磁性層がエピタキシャル的に結晶成長していること

が判明し，これが強い反強磁性結合の起源であることが分

かってきた。そのほか，垂直磁気記録媒体ではノイズの原

因となる fcc 相の検出にも成功した。
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図２６　AFC構造磁気記録媒体の各層のX線面内回折

エミッション発光位置 

エミッション発光像 

（漏れ電流） 

EL素子 
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上部電極 
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ガラス基板 
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図２７　有機ELパネルの三次元欠陥解析有機 ELパネルの量産化に向けた課題の一つに信頼性の

向上が挙げられ，欠陥解析の重要性が高まっている。この

ため，エミッション顕微鏡と断面加工観察装置（FIB-

SEM）を用いた有機 ELパネルの三次元欠陥解析に取り

組んでいる。本方法は，まずエミッション顕微鏡を用いて，

微小電流を印加した有機 ELパネルについて漏れ電流起因

のエミッション発光位置を特定する。次に，特定した発光

位置について FIB-SEMを用いて集束イオンビームによる

断面加工と走査電子顕微鏡像の撮影を交互に行い，各断面

の走査電子顕微鏡像を合成して三次元形態情報を得る。本

方法の特徴としては，欠陥箇所をサブミクロンオーダーの

空間分解能で特定できること，また欠陥の一断面だけでは

なく欠陥全体の形態をナノオーダーの分解能で把握できる

ことである。
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デバイスの特定微小部を FIB（収束イオンビーム加工装

置）で十数 µmサイズのサンプルを取り出して厚さ 0.1 µm

以下の薄膜にするマイクロサンプリング法と，STEM（走

査透過電子顕微鏡）によるナノサイズでの薄膜界面の形

態・構造観察，組成分析などを短時間で行う基礎技術を確

立した。

従来のサンプリング法および解析法に比べて，トータル

の解析所要時間が約 1/10に短縮され，ナノサイズ（原子

サイズ）での定量的解析，高感度での二次元分析などが可

能となった。

迅速な解析結果のフィードバックにより，デバイスのプ

ロセス開発や品質保証などで大きく貢献している。
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解析技術

STEMによるデバイスの微小部解析

トレンチ側壁の平たん化とその評価・解析技術

零相変流器における電磁界解析

FIBマイクロ 
サンプリング 

STEM像とナノ電子線回折パターン 
（Siトレンチ素子） 

EDXマッピング像 
（パワーSi素子） 

FIB薄膜化 STEM観察像 
（＜0.5nm Si格子像） 

20　m

図２８　FIB サンプリング法とSTEM解析例

シリコン基板にトレンチ（溝）を掘って，その側壁に

ゲートを形成するトレンチゲート素子では，トレンチ構造

が素子特性・信頼性に大きく影響を及ぼすため，その最適

化が重要な課題である。トレンチを形成したシリコン基板

を水素アニール処理することにより，トレンチ側壁の加工

ダメージを除去することができる。さらに，トレンチ側壁

の AFM（原子間力顕微鏡）観察により，側壁に原子ス

テップが形成され，特徴的な挙動を伴ってトレンチの変形

が進んでいることを見いだした。原子ステップの挙動につ

いてメカニズムを明らかにするとともに，水素アニール技

術のデバイスへの適用を検討し，トレンチを利用したデバ

イスの微細化と，デバイス信頼性の向上に貢献していく。
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図２９　トレンチ側壁のAFM像

漏電遮断器は小型化，世界の主要規格への対応，仕様変

更への柔軟な対応などを図ってきている。一方で電磁界解

析も有限要素法や並列計算技術などの各種手法により三次

元解析，大規模解析への対応が図られ，さまざまな製品に

適用されてきている。今回，積分要素法による電磁界解析

を漏電遮断器の零相変流器に適用し，解析技術を確立した。

零相変流器は漏電遮断器の検出部の主要部品であり，一

次側導体に地絡などが発生した場合，二次側コイルに誘導

電流が流れ，地絡を検出する。想定される一次側電流の全

域にわたって，一次側のコアが磁気飽和した場合でも，解

析結果が実験結果とよく一致する結果が得られた。この結

果を基に現在，さまざまな機種に適用されている。

零相変流器 

零相変流器 コア内磁束密度分布図 

一次導体（R相） 

一次導体（S相） 

一次導体（T相） 

R

S

T

図３０　零相変流器の電磁界解析結果
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パルスチューブ冷凍機組立工程において，組立作業の自

動化を目指し，膨張部の極細線メッシュ抜き・挿入の複合

加工装置および圧縮部ピストン組立の精密組立装置を開発

した。

複合加工装置は，精密金型技術と組立技術の統合により，

極細線メッシュの連続打抜き加工とランダム積層組立を同

時に行うことで，作業時間の 1/4 短縮と低コスト化を実現

した。精密組立装置は，ピストンと筐体（きょうたい）の

振動解析技術・高精度位置決め技術・制御技術を統合した

画期的な技術開発により，目視で確認できない微小すきま

を可視化することで，クリアランスが数十 µmの精密組立

を実現した。

新規事業開発の初期段階で，技術のブラックボックス化

を実現し，商品競争力を飛躍的に高めることに貢献した。
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生産技術

高機能複合加工・精密組立装置

環境経営支援システム

低融点金属薄膜によるフラックスレス直接接合

ピストン組立装置 メッシュ抜き・挿入装置 

図３１　メッシュ抜き挿入装置とピストン組立装置

電子デバイス部品の実装には，鉛フリー化，フラックス

レス，および接合温度低減の要求がある。富士電機ではこ

れらの要求を満たす接合プロセスとして，低融点金属膜を

介した拡散・反応による接合界面を持たない高強度で信頼

性のある接合部を形成することを目的とし，新たな接合技

術の開発を進めてきた。Cu 同士の接合において真空蒸着

法による In 膜（融点 430K）を拡散材として，加熱・加

圧接合を行い，せん断強度 30MPaに達する接合体が得ら

れた。また，反応層の組成は質量比で 52Cu48Inであり，

その融点は 873K 以上となる。

今後，電子部品の電極パットに用いられる Alや Niな

どの金属を対象として，さらなる異種材料の低融点金属膜

による直接接合技術を確立する。

Cu

Cu

界面 
 

CuIn 
合金層 

界面 
 

1　m

図３３　Cu/CuIn/Cu の TEM観察像

富士電機グループの経営と環境保全活動を効果的に融合

させながら，持続可能な循環型社会の実現に取り組むため

に，環境経営支援システム「FeSMART」（Fe Sustain-

able Management Support System）を構築し，運用を開

始した。

このシステムは，Webブラウザによりエネルギー使用

量，廃棄物排出量，製品の環境負荷データなどの環境情報

と，工場経営指標，品質管理指標，設備投資などの経営情

報のデータ収集・処理を行い，経営層への情報提供と階層

別にグループ内での情報共有化を可能にしている。

また，化学物質管理システム（EcoCHEMICAL）や環

境会計ツールとの組合せにより環境情報の広範な収集を実

現させた。今後は，LCA設計やグリーン購入システムな

どの構築・連携を図り，機能拡張していく予定である。
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図３２　環境経営支援システムの構成
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