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展

望

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社は，研究開
発専門会社として，富士電機グループ全般のコア技術強化

法や PET ボトル商品の販売不良防止のための衝撃変形挙
動解析技術を開発し，設計への反映を可能にした。

と差別化された新商品の市場投入を加速すべく，中期的な

情報・通信制御分野では，非線形システム安定化理論に

視野に立った技術開発ロードマップにのっとって研究開発

基づく最適化手法によるポンプ，ブロワの省エネルギー制

を行っている。

御技術を開発し，1996 年施行の改正省エネルギー法に対

電子デバイス分野では，低オン抵抗のトレンチ横型パ

応する新しいプラントサービス機能の展開を可能にした。

ワー MOS を用いた業界最小サイズの Li イオンバッテリー

また，制御機器のさらなる品質確保を目指した EMC 対策

保護用 IC，携帯機器用のマイクロ電源におけるインダク

用耐ノイズ評価環境の構築，ロボットビジョンによる三次

タと高耐圧制御 IC のさらなる小型化技術を確立した。パ

元形状認識技術などを開発した。無線技術においては，周

ワー半導体としては，トレンチ埋込型超接合デバイスに

囲構造物の影響が考慮できる無線アンテナ解析技術を開発

より耐圧 500 V を超える

SJ-MOSFET

の製造技術，高放

熱パッケージ構造を可能とするヒートスプレッダ・リード

し，非接触 IC カード，放射線量計無線システムの高性能
化を進めた。

フレームの超音波接合技術を開発した。次世代パワーデバ

環境・エネルギー分野では，省エネルギー型下水再生

イス材料の SiC においては MOSFET のチャネル移動度の

利用技術としてオゾン酸化システムを開発し，2005 年日

向上を図ることができた。磁気記録媒体では，ガラス媒体

本国際博覧会（愛知万博）の実プラントにおいて省エネル

の生産プロセスの欠陥要因を突き止め品質向上に結びつけ

ギー効果を実証した。また，省スペース・省力の浄水処

た。有機 EL では，新パッシベーション技術により高温信

理技術として高流束膜ろ過システムを開発した。食品廃棄

頼性を高めた 3.4 インチパッシブマトリックス駆動のフル

物用メタン発酵システムでは，処理速度を従来の 3 倍に高

カラーパネルを開発した。また，将来へ向けた技術として

める運転制御技術を開発した。将来技術としては超高温ガ

有機トランジスタの研究を進めている。

ス炉技術の開発を進めている。固体高分子形燃料電池では，

パワーエレクトロニクス分野では，高圧インバータの

1 kW 級プレ量産機を開発し，燃料電池実証試験補助事業

高周波化，小型化，低損失化を実現するための IGBT 多直

において，2005 年 4 月から三重県四日市市および鈴鹿市

列スタック技術，UPS やインバータの小型化を目的とし

でのフィールドテストを開始した。

て熱抵抗をアルミフィンの 35％に低減した高性能冷却体，
アーク炉の制御性を改善する高性能フリッカ補償技術を開

解析技術分野では，デバイスの微視解析技術として，
FIB-SEM を用いたリアルタイム三次元構造解析技術，放

発した。また，製品の開発期間を飛躍的に短縮する，組込

射光施設（SPring-8）を利用した分解能 1 〜 3 µm の X 線

みソフトウェアの自動生成ツールを開発した。

セクショントポグラフィーによる結晶欠陥評価技術，磁気

メカトロニクス・センサ分野では，特徴のあるセンサ・
機器および高度な解析を行うためのシミュレーション技術

記憶媒体の高密度化に対応した 10 nm の媒体結晶粒の組
成評価技術などを開発した。

の開発を進めている。センサ・機器では，バイオセンサに

生産技術分野では，RoHS 指令に対応すべく，当社独自

より流入下水中の有毒物質を連続監視するモニタ，缶自動

開発の鉛フリーはんだを主力製品を中心に適用展開してい

販売機の省エネルギー化に寄与するヒートポンプ加熱技術

る。また，有機 EL パネルの高速自動検査装置，熟練を必

を開発した。高真空排気装置用のパルスチューブ冷凍機で

要としない冷却配管の自動ろう付け技術，インバータ冷却

は低温端温度 70 K 時の冷凍出力 8 W を実現した。シミュ

ユニットなどの複雑な構造体の熱流体解析を容易にする

レーション技術では，缶自動販売機において従来は解析困

ツール「FeCool」を開発した。

難とされていた，商品温度ばらつき要因を推定する解析手
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電子デバイス
双方向トレンチ横型 MOS 内蔵バッテリー保護 IC
携帯機器用リチウムイオンバッテリーパックに最適な超

図１

トレンチ横型 MOS 内蔵バッテリー保護 IC チップ写真

小型バッテリー保護 IC を開発した。Si ウェーハに溝（ト
レンチ）を設け，その側壁を MOS トランジスタとして用
いることで，同一面積により多くのデバイスを集積し抵抗
を下げる富士電機独自の構造（TLPM 構造）にトレンチ
底面のドレイン共通化という改良を加え，単位面積あたり
の抵抗を 9 mΩ /mm2 と従来 TLPM の 50％に抑えた。こ
のためチップ面積を抑制でき，低コストを実現した。バイ
ポーラ・CMOS 一体型プロセスにより制御回路とのワン
チップ化を実現し，チップサイズは 1.5 mm × 2 mm と業
WL-CSP（裏面）

界最小サイズを達成した。また，チップサイズパッケージ
（WL-CSP）を適用し，実装面積を個別部品を用いた場合
の 1/5 以下とし，小型・薄型化の進む将来のバッテリー

10 mm

保護IC

パックにも適応可能である。

ガラス媒体の生産プロセス解析
富士電機では，ガラス媒体生産プロセスの解析を進め，

図

微小欠陥の例

プロセスの改善を行った。ガラス媒体では，成膜プロセ
スにおいて発生するパーティクルが基板に付着し，微小な

1

欠陥（0.1 〜 10 µm サイズ：図参照）を引き起こすことが

m

観察されていた。富士電機は，光学外観検査装置により欠
陥箇所を特定し，顕微ラマンなどにより欠陥の詳細成分分
析を行い，問題を起こしたパーティクルの性状を特定した。
次に成膜基礎実験により，真空装置内シールド類に付着す
るスパッタ膜初期成長層を発じん源とするパーティクルが
媒体上に付着し欠陥へ至ることを解明し，さらなる品質改
善に結びつけた。

耐圧 500 V 以上のトレンチ埋込型 SJ-MOSFET
超接合（SJ：Super Junction）は，これまでのシリコン

図

ボイドおよび結晶欠陥のないトレンチ埋込エピタキシャル
成長

デバイスの性能限界を超えて，高耐圧と低オン抵抗を両立
できる構造である。富士電機では，n 型シリコン基板に深
いトレンチを形成し，トレンチ内部を p 型エピタキシャ
ル 成 長 に よ り 埋 め 戻 す 方 式 で の SJ-MOSFET の 開 発 を
行っている。これまでに深いトレンチエッチングと，ボイ
ドおよび結晶欠陥のない埋込エピタキシャル成長の技術開
発に成功している。また，これにより耐圧 540 V，オン抵

n

p

n

p

n

p

n

p

n

抗 21.3 mΩ・cm2 の SJ-MOSFET を作製した。このトレー
ドオフはシリコンリミットに対して，オン抵抗が 47％低
減されている。
今 後 こ の 技 術 に よ り， 高 耐 圧 か つ 低 オ ン 抵 抗 の

トレンチ全体の断面SEM像

トレンチ開口部付近の断面TEM像

MOSFET を低コストで作製することが可能となる。
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電子デバイス
ヒートスプレッダとリードフレームの超音波接合技術
半導体チップにおける発熱密度の増大はますます進んで

図

パワーモジュールの縦断面構造

きており，チップ表面からの放熱技術が重要になってきて
いる。チップ表面からの放熱方法として，ヒートスプレッ

リードフレーム

ダによる熱分散と，リードフレームによる熱移動が有効で
ある。富士電機では，チップ表面にヒートスプレッダを搭

ヒートスプレッダ

超音波
ホーン

載し，ヒートスプレッダと，さらにこの上に搭載するリー
ドフレームとを接合する超音波接合技術を開発した。チッ

0.5 mm

はんだ

プとヒートスプレッダは，はんだにより接合されるため，
超音波振動によるはんだ層のクラック発生防止が課題とな

絶縁基板

半導体チップ

る。半導体モジュール構造において，超音波接合時におけ

銅ベース

る各部材の振幅量とはんだ層の疲労寿命特性から，許容さ

パッケージ構成

はんだ

れる振幅量と接合時間を見いだし，チップ下はんだ層にク

0.5 mm

銅パターン

ラック発生のない超音波接合条件を明らかにした。

マイクロ電源の小型化・高効率化
携帯機器の小型化を図ることを目的に，富士電機ではソ

図

マイクロ電源（第一世代と第二世代）

図

溝側壁の結晶面と MOSFET のドレイン電流

レノイドインダクタと専用制御 IC を一体化して小型化を
図る「マイクロ電源」を開発している。
す で に 開 発 済 み の 第 一 世 代 マ イ ク ロ 電 源 3.5 mm ×
3.5 mm × 1.0 mm（縦×横×高さ）に対して，今回さらに
小型の 3.0 mm × 3.0 mm × 1.0 mm の第二世代マイクロ電
源を開発した。第二世代では，パワー MOSFET 内蔵の制
御 IC に高耐圧 0.6 µm プロセスの採用，デッドタイムコン
トロールなど新たな回路の適用，そしてインダクタ構造
の最適化を行った。これにより小型化・低損失化を両立
し，入出力電圧比が 7.2 V/1.5 V の高電圧変換時において
も 80％以上の高効率を実現し，第一世代に対し 5％の高効
率化を図っている。

SiC MOS チャネル移動度の向上
SiC は Si と比較し，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，高耐圧，高
温動作，低オン抵抗を実現する次世代パワーデバイス材

0.005

料として有望視されている。特にスイッチング素子とし
度が低いことが課題である。富士電機では移動度向上施
策として，移動度の結晶方位面依存性を調べた。4H-SiC
（11-20）面基板に溝（トレンチ）を掘り，その側面に現
れるさまざまな結晶面に形成した MOSFET のドレイン電
流を図に示す。
（0-33-8）面においてチャネル移動度が最

ドレイン電流（A）

て，MOSFET への期待は大きい。しかし，チャネル移動

（0-33-8）

V g＝20 V

0.004
0.003

（1-100）

0.002
0.001

（0001）（000-1）

2

大（35 cm /Vs）となり，大きなドレイン電流が得られた。
今後は，さらなる移動度の向上とともに，エピタキシャル
膜の高品質化を基盤とした MOSFET の開発を行っていく。
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電子デバイス
有機トランジスタ
有機電子材料は室温において塗布・成膜可能であるとい

図

有機トランジスタを用いて駆動した有機 EL 素子

図

インバータスタック（1 相）

図

プロセス管理ドキュメント例

う特徴を持っている。このため，これらの材料を用いた
電子デバイスは低コストで大面積フレキシブル基板に適用
可能であり，幅広い用途が期待されている。富士電機で
は各種ディスプレイパネルの駆動用として，有機双安定素
子，および有機トランジスタを研究している。例えば，代
表的な有機半導体であるペンタセンを用いた有機トランジ
スタでは，アモルファスシリコンと同等の電気特性が得ら
れることを確認している。また，各画素に有機トランジス
タ 2 個，キャパシタ 1 個を用いた有機 EL 駆動回路を試作
し，有機 EL 素子を駆動・点灯できることを確認している。
現在は，実用パネル適用に向けて，小型集積化のための基
本技術を開発中である。

パワーエレクトロニクス
IGBT 多直列スタック技術
高圧インバータの高周波，小型，低損失化を実現するた
めに，スイッチング素子として 1.2 kV 定格 IGBT モジュー
ルの直列接続回路を適用したインバータスタックを開発し
た。
主な特徴は以下のとおりである。
（ 1） 出力定格：150 kVA，直流電圧定格：1,500 V，アーム

構成：1.2 kV/900 A 定格 IGBT × 3 直列，キャリヤ周波
数：5 kHz
（ 2） ゲートコア方式（ゲート線を磁気結合させる方式）と

モジュール内部の浮遊容量を考慮したスタックレイアウ
トにより，素子過渡動作時の直列素子電圧均等化を実現
・低騒
（ 3） 高周波化により，フィルタ部の小型化（70％）
音化（−10 dB）を実現（キャリヤ周波数 1 kHz 比）

組込みソフトウェア品質向上技術（CMM）
富士電機では，パワーエレクトロニクス製品のソフト
ウェア品質を向上させる基盤技術開発を目的とし，SWCMM*（Software Capability Maturity Model） を ベ ー
ス と し た プ ロ ジ ェ ク ト プ ロ セ ス技 術 を 開 発 し た。 こ れ

見積り技術

Capability Evaluation） に て， 公 認 エ バ リ ュ エ ー タ か ら
CMM レベル 2 認定を受けた。新規プロセス適用により，
国内では取得例の少ない第三者認定をわずか 1 年という通
常の半分の期間で取得した。
（*SW-CMM は，米国カーネギーメロン大学ソフトウェ
ア工学研究所が提唱するソフトウェア開発プロセスの成熟
度モデルで，ソフトウェア品質管理手法のデファクトスタ

180
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0
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コスト予測
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200
バグ数

発 プ ロ ジ ェ ク ト に 適 用 し， 第 三 者 監 査 手 法（Software

設計工数

をニューヨーク地下鉄 R160 車両用ドアコントローラ開

計測・是正
品質保証

進捗（しんちょく）管理
構成管理

プロジェクト計画

0
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リスク
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リスク
の評価

リスク
管理計画

リスク軽減
計画の履行

発生時対策の履行
処理なし

課題管理

ンダードとして米国を中心に急速に普及しつつある。
）
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パワーエレクトロニクス
パワーエレクトロニクス製品用ソフトウェア開発ツール
パワーエレクトロニクス製品においては，デジタル制御

図

パワーエレクトロニクス製品用ソフトウェア開発ツール
の画面例

を採用した製品が大半を占め，そこに組み込まれるソフ
トウェアの品質・納期・コストなどが重要視されるように
なってきている。そこで富士電機では，IT を駆使し，図
式表記の設計ドキュメントから C 言語プログラムを自動
生成する，ソフトウェア開発ツールを自社開発した。この
ツールには，これまで富士電機が蓄積してきたパワーエレ
クトロニクス機器制御技術を結集し，読みやすい CAD 形
式の設計ドキュメントから，安価なハードウェアでも高機
能・高性能を実現する効率的なプログラムを自動生成する
機能を持たせた。今後は，このツールを研究開発から製品
開発まで幅広く適用することで，富士電機のパワーエレク
トロニクス製品の一層の品質向上に寄与・貢献していく。

新フリッカ補償技術
他励式フリッカ補償装置（SFC）と自励式 SFC の協調

図

ハイブリッドフリッカ補償システム

運転により高性能フリッカ補償を行う他励・自励ハイブ
Vs

リッド制御技術を開発した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） アーク炉からランダムに発生する無効電力に対して，

フリッカ測定点
ΔV10

比較的緩やかな変動分を他励式 SFC で補償し，他励式
SFC では追従できない急しゅんな変動分を自励式 SFC
で非干渉補償するハイブリッド制御方式を確立した。
（ 2） 他励式 SFC は，オンラインオートチューニングによ

＋
＋

り，系統変動や操業に応じた最適制御が可能となり，か

ACR

つ，現地調整試験の大幅な短縮化（従来比 1/5）を実現

自励式SFC

した。
他励式SFC

（ 3） 自励式 SFC は，過渡変動分の中からフリッカ発生の

オンライン
オート
チューニング

主要因となる成分を優先して制御することにより，フ

＋
優先制御
演算

アーク炉

無効電力
予測演算

−

非干渉化

無効電力
分離演算

リッカ改善性能の向上（従来比 1.2 倍）を実現した。

高性能冷却体
UPS やインバータなどの変換装置では，発熱密度の増

図

加に対応して高性能な冷却体が必要となっている。そこで

熱分散プレート作動原理と冷却体構成
ヘッダ空間

平板内部に並列溝列を形成して，その端部をヘッダ空間で

パワーデバイス

連結し，作動液を約 50％封入した熱分散プレート構造を
新たに開発した。熱分散プレート内部では，作動流体の沸

冷却
凝縮
冷却

騰・凝縮熱伝達に加えて，加熱部と冷却部の間で高速循環
流が発生しきわめて良好な冷却性能が得られた。また，熱
分散プレートに放熱フィンを接合した熱分散型放熱器を製
作し，IGBT モジュール冷却実験を行った結果，従来のア

重力

液流

溝列
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放熱フィン
熱分散プレート

並列流路

沸騰
加熱

が得られた。この高性能冷却体の製品適用により素子の並
図ることができ，大幅な小型・低コスト化を実現できる。

液流

加熱

ルミヒートシンクに対して熱抵抗が約 35％低減する結果
列接続数削減，パワースタック小型化および盤面数集約を

気
液
2
相
流

作動液
ヘッダ空間

（a）動作原理

放熱フィン

（b）冷却体構成
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メカトロニクス・センサ
水環境を守るバイオセンサ技術（下水流入毒物モニタ）
21 世紀型下水道を目指す「下水道ビジョン 2100」にお

図

下水流入毒物モニタの適用例

いて，下水道は水の「循環のみち」への転換が求められて
いる。富士電機グループではこのビジョンの実現に向けた
研究開発を幅広く推進しており，その一環として，バイオ
センサによる流入下水中の有害物質を連続監視する下水流

沈砂地

入毒物モニタを開発し，これを用いたリスク対策技術を独

流入
下水

立行政法人土木研究所，横須賀市との共同研究により確立

最初
流路
沈殿池
切替弁

P

した。特長は，沈砂池流入後 30 分程度で水質異常を検知
し，流入下水の流路切換制御を行い，悪質排水を含む流入
下水を回避池へ一時貯留し，事後に希釈処理するなど施設

下水流入
毒物モニタ

の生物処理機能を維持しつつ，水質事故時の迅速な対応を

制御
信号

最終
沈殿池

生物処理槽

二次
処理水
P

P

P

回避池

まも

可能とすることである。今後，水環境を “ 衛る ” 特長あ
る水質計測技術の一つとして広く展開を図っていく。

自動販売機のヒートポンプ加熱技術
瓶・缶自動販売機の省エネルギー化を図るには，年間消

関連論文：富士時報 2005.3 p.181-185

図

自動販売機とヒートポンプ冷凍機の回路構成

費電力量の約 6 割を占める加熱用ヒータの電力低減が重要
である。自動販売機は冷却運転時には庫内で吸熱した熱エ
ネルギーを庫外に排熱しているが，CO2 冷媒の場合，排熱

左室

中室

冷媒温度は 90 〜 100 ℃と高く，商品の加熱に利用（ヒー

冷却

冷却

右室
加熱

トポンプ加熱）できる。
富士電機では冷凍回路構成をヒートポンプ用に最適化す

蒸発器

るとともに，庫外への排熱を最小にするために冷却運転
時間と加熱運転時間が同じになるように，負荷状態に合わ
せて圧縮機および庫外ファンの回転数を制御する運転方法
電子膨張弁

（能力制御）を開発したことで，省エネルギー化が可能と

庫外熱交換器

インバータ
2段式圧縮機

なった。また，周囲温度 32 〜− 5 ℃条件で商品温度は冷
却 0 〜 5 ℃，加熱 53 〜 58 ℃を実現した。

自動販売機の商品温度解析技術
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
品を冷却・加熱しているため，商品温度がばらつく場合が
ある。そこで，ばらつき要因を推定する解析技術を開発し

図

自動販売機庫内のモデル化例
自動販売機庫内構成

モデル化例
商品
断熱材

た。
自動販売機は，ファンやヒータをオンオフすることで温

熱抵抗

度を制御している。このため，従来の解析手法では，商品

流体抵抗

温度の変化を解析することは困難であった。今回，熱抵抗

流れ

特性や流量特性を組み合わせ電気回路でモデル化（熱回路

商品
シュータ

網と換気回路網）し，さらにファンやヒータの運転モード

ファン

に応じて各定数を自動で切り替えることで，商品温度の変

蒸発器

化を推定することが可能となった。これを用いることで商

圧縮機

品温度がばらつく要因（気流分配や断熱構造など）の解析
が可能となる。
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メカトロニクス・センサ
自動販売機販売機構部における柔軟商品の挙動解析技術
瓶・缶自動販売機の販売機構部における商品の挙動は，

図

PET ボトル商品の挙動解析例

容器形状・材質などにより変化するため，事前に挙動を把

積載商品

握して設計に反映することが重要である。その中で最も予
測が困難なのは，容器剛性の低い PET ボトル商品の衝撃

商品の落下を
サポートする対向板

変形による販売不良である。富士電機では商品挙動を解析
するシミュレーション技術の構築を進めており，今回は柔
軟商品の変形も考慮した解析技術を確立した。主な特徴は
次のとおりである。① PET 容器表面を球状の要素に分割

大変形が発生する
2番目の商品の
柔軟容器モデル

し，ばね要素で連結することによって，外力による変形現
象を再現，②飲料・内圧・周囲部品との接触力は，刻々と
変化する球要素の配置関係から算出することで，販売機構

積載商品を支えるペダル

部の動きと組み合わせた動解析を実現。
現在は，カスタマイズによる解析作業の簡略化，環境整

販売商品

備を行い，さらなる適用範囲の拡大を狙っている。

高真空排気装置を目指した 8 W パルスチューブ冷凍機
高真空排気装置を目指した 8 W 級スターリング型パル

図

8 W パルスチューブ冷凍機の概観

図

複数ポンプの最適制御の概要

スチューブ冷凍機を開発した。この冷凍機は従来の 2 W
機を基に設計技術を確立し，容量の拡大を図った。主な
特徴を記す。①低温端温度 70 K にて熱負荷 8 W が取れ，
110 K では 20 W を超える熱負荷が取れる。②圧縮機のピ
ストン支持構成を改良し，大容量機ながら，発生振動を
2 W 機レベルに抑えた。③ COP3.5％以上の高性能化を達
成した（GM 型パルスチューブ冷凍機比 6 倍以上の高効率）
。
この冷凍機を用いてガスや水分を吸着するコールドト
ラップに適用した場合，排気速度 20,000 L/s（H2O）を得
ることができ，半導体製造設備向け大容量排気装置に適用
することができる。

情報・通信制御
最新最適化技術を用いた複数ポンプの最適制御
2002 年の省エネルギー（省エネ）法改正に続き，2006
年に新たな省エネ法が施行される予定である。これに伴い，

これまでの運転

第一・二種エネルギー管理指定工場に対する省エネ要求が

最適制御による運転

厳しくなり，処理場におけるポンプ，ブロワなどの主要
負荷の省エネ対策が最重要課題になると予想される。今回，
省エネを目的とし，非線形システム安定性理論を用いた新

P1

P2

P3

インバータ インバータ インバータ

P1

P2

P3

インバータ インバータ インバータ

しい最適化手法を応用した複数ポンプの最適制御手法を開
発した。この手法は，全ポンプの消費電力（コスト）が最
小となるように，ポンプの起動・停止，流量配分を自動演
算する機能を有している。また，従来型最適化手法と異な

流量はQ 1？ 流量はQ 2？ 流量はQ 3？
運転コストを最小
としたいが，どの
ようにポンプの起
動・停止や流量の
分配をすべきか？

流量はQ 4

流量はQ 5

停止命令

消費電力
全ポンプの
消費電力が
最小となる
運転を自動
演算

り，複数の省エネ運転パターンを出力できるため，モデル
化が難しい現場のルールなどを考慮したい場合でも，最も
状況にあった運転パターンを利用することができる。
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情報・通信制御
組込みソフトウェア開発技術
開発規模の増大する機器組込みソフトウェアの品質確保

図

と開発期間短縮を目的に，要求仕様に記載すべき項目を定

要求管理手法と部品化設計環境
仕様管理環境

義し，その記載項目を品質特性に基づいて網羅的な視点で

要求項目抽出手法

確認することにより検討漏れなどの仕様上の課題を抽出す

部品化設計環境

�検討漏れの低減
�ノウハウの蓄積・伝承
�要求仕様書作成の効率化

る要求管理手法を確立し，要求仕様からソースプログラム

�再利用性の向上
�保守性の向上
�信頼性の向上

◆要求項目定義
◆品質特性に基づく
�標準，規格，基準など
要求項目の抽出
�既存製品の仕様書

までのトレーサビリティを確保する仕様管理環境を構築し
た。また，UML（Uniﬁed Modeling Language）表記を用

◆UMLによるモデル化

◆ライブラリ管理

ひな型

いたソフトウェア部品のモデリングとそれをライブラリ管
理する部品化設計環境も構築した。
これらにより，仕様決定の有無の明確化，仕様変更時の

�トレーサビリティの確保
�変更影響範囲の分析
�展開漏れの確認

影響や要求仕様の実現性などの統合的な管理を可能とした。

要求仕様書

設計仕様書

ソースプログラム

この手法を通貨およびパワーエレクトロニクス関連機器
の開発に適用し，品質向上と開発期間短縮が図れた。

三次元形状認識技術
ロボットビジョン（画像処理・認識）による物体認識の
一手法として，特定対象物に限定していた従来方式を一般
化し，任意形状の対象物の種類および位置・姿勢を，三次

図

三次元形状認識アルゴリズム実施例
検索対象
モデル

認識対象の三次元測定データ

対応する
二次元特徴量

対応する

法線 二次元特徴量

法線

元測定データから認識するアルゴリズムを開発した。
姿勢依存性をなくすために，三次元情報を法線に基づい

測定データから対象モデルを検索

た二次元情報に変換し，パターン認識などの画像処理・
認識技術を組み合わせて適用することにより，任意の形状
の対象物を分類する。また，従来の中心軸を合わせるとい
う二次元的手法を，表面上の多数の点を同時に合わせる三

一致

次元的手法に高度化し，精度の高い位置・姿勢認識が可能

一致

不一致

対象物の認識結果
認識されたモデル

になった。このアルゴリズムは C 言語で実装され，汎用
パソコンによるリアルタイム処理が可能である。CG バー

二次元特徴量のマッチングにより
対応する複数の表面上の点を決定
し，対象物とその位置を認識する。

チャル表現による遠隔ロボットハンドリング支援などの応
用を想定している。

無線アンテナの設計技術
非接触 IC カード用リーダライタや放射線量計無線シス

図

アンテナの電磁界シミュレーションモデル

テムなどの無線機器の小型化・高性能化を達成するには，
アンテナ単体のみならず，周囲構造物の影響も考慮したア

金属板

プレーナアンテナ

ンテナ設計技術が重要となる。
富士電機では，対象製品の特徴に応じて，モーメント法，
FDTD 法など，多様なアンテナ解析手法の得失を生かし
た，プログラムの開発およびツールの利用環境を構築して
いる。さらに，これらの電磁界解析技術と回路解析技術を
組み合わせることで，周囲構造物を考慮したアンテナ効率，
帯域幅などの設計パラメータを効率的かつ容易に解析でき

線状アンテナ
モーメント法
（線状アンテナ＋金属板）

る設計環境を開発している。
今後も，先進の解析手法の開発や計算精度向上を進め，
無線機器のさらなる小型化・高性能化に貢献していく。

筐体（きょうたい）
FDTD法
（プレーナアンテナ＋筐体）
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情報・通信制御
電子機器の耐ノイズ性評価環境の構築
最近の電子機器は高速化および低電圧化が進む一方で，

図

GTEM セルを用いた耐放射電磁界性能評価システム

携帯電話が近接するなど劣悪な電磁環境で使用される場
合も多い。このように耐ノイズ性能の向上が求められる中，
耐放射電磁界性能の定量評価・解析環境を構築している。

GTEMセル

被 試 験 機 を 設 置 す る GTEM（Gigahertz Transverse
Electromagnetic）セルは，TEM モードの電磁波を，数
GHz の広帯域にわたって反射や共振を起こすことなく発
生させる。電子機器の誘起電圧の測定には，ポッケルス効

放射電磁界

果を利用した電気光学結晶によるセンサを使用し，光ファ

ZO

イバにて信号伝送する。これにより，測定系への放射電磁
広帯域パワーアンプ
信号発生器
パワーメータほか

界の影響を排除している。今後，この環境にて耐ノイズ性
能の評価・解析を実施することにより，富士電機グループ

Z

L

光−電気
変換器

光ファイバ

のさまざまな製品の EMC 性能向上に貢献していく。

環境・エネルギー
愛知万博会場内排水の省エネルギー型オゾン処理
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構と

図

愛知万博実証プラントのオゾン酸化処理設備

図

凝集・逆洗排水回収膜ろ過システム

の共同研究プロジェクト「省エネルギー型廃水処理技術
開発」において，2005 年日本国際博覧会（愛知万博）会
場内の下水処理水を高度処理し，隣接する日本政府館で
中水として再生利用しながら，処理効果の実証および省
エネルギー性の評価を行った（2005 年 3 月 25 日〜同年 9
月 25 日）
。富士電機は下水処理水の環境影響低減の観点か
ら，内分泌攪乱（かくらん）化学物質（環境ホルモン）の
分解や，病原性微生物を効率的に不活化（殺菌）するオゾ
ン酸化システムの開発を担当した。塩素耐性病原性微生物
の 99％不活化，環境ホルモンなど微量物質 90％除去の目
標処理性能を達成し，従来処理法（活性炭吸着法）に対し
て 40％省エネルギー化の実証データを得た。

河川用高流束膜ろ過システム
膜ろ過法は，処理水質に対する高信頼性，自動運転によ
る省力化，省スペースなどの利点があり，簡易水道を中心
に普及しつつある。富士電機は，今後の中・大規模浄水場

M

への対応を考慮し，欧米の大規模膜処理プラントに多く導

逆洗排水

入されている X-ﬂow 社膜を用いた膜ろ過運転の実証試験
を行ってきた。これまでに，河川表流水を原水とする膜ろ
過運転で，原水の直接ろ過により膜ろ過流束 1.5 m3/
（m2・
日）
，回収率 92％の条件で 6 か月間の安定運転の実績を得
た。2005 年度は，PAC 凝集と逆洗排水回収ろ過の併用法

捨水弁

逆洗
排水槽

逆洗排水
回収ろ過

PAC
M
原水

高感度濁度計
膜モジュール

ろ過
ポンプ

膜ろ過

処理水

により，膜差圧の上昇を 215 日間抑制して，膜ろ過流束
（m2・日）
，回収率 99％の高効率膜ろ過運転を達成し
3.0 m3/
た。また，膜ろ過水の水質も，先の直接ろ過での課題で
あった溶解性有機物の除去性能を改善し，水質的にも向上
した。
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原水槽
PAC凝集

膜供給水
濁度計

逆洗
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環境・エネルギー
メタン発酵システムの運転制御技術
食品廃棄物からメタンガスを取り出し，燃料電池などで

図

給食生ごみメタン発酵パイロットプラント

図

超高温ガス炉原子炉概念

発電するメタン発酵発電システムにおいて，メタン発酵
槽に担体を充てんし，発酵にかかわる菌を高密度にするこ
とで，従来の処理速度を 3 倍にした高速メタン発酵処理を
行っている。発生するメタンガス量から，食品廃棄物処理
量を決定して自動投入する制御と，発酵阻害となるアンモ
ニア濃度をリアルタイムで計測して，返送水による自動希
釈を行う制御とを実施することで，高速かつ安定に運転で
きるシステムを開発した。
これらの制御技術は，富士電機・千葉工場内に設置し
た市原市学校給食センターの残さ 0.4 t/日を処理するパイ
ロットプラントにて実施中であり，2006 年 4 月から稼動
予定の廃牛乳・廃ヨーグルト 2 t/日を対象とした実証プラ
ントでも実施する。

実用超高温ガス炉技術
日本政府も調印した第四世代原子力システム国際共同
開発（GIF）の中で，日米欧の国際協力による実用超高温
ガス炉（VHTR）と水素製造システムの開発計画が固まり
つつある。また，米国はエネルギー法案を 2005 年 8 月に
制御棒スタンド
パイプ

成立させ，VHTR の開発・建設を加速し，フランス，韓
国でも原子力水素製造開発計画を立ち上げつつある。国

炉心

内では独立行政法人日本原子力研究開発機構（JAEA）が，
2015 年ごろまでに高温工学試験研究炉（HTTR）に水素

反射体

製造設備を接続・実証する計画を進めている。富士電機は

超高温ガス炉
水素製造プラント

HTTR の原子炉炉内構造などの設計・製作・据付け経験

出口配管

により培った高温ガス炉技術をもとに，JAEA および米国
GA 社と協力し，GIF の枠組みを活用しつつ，VHTR 原子
炉システム開発と VHTR の実用化を目指していく。

解析技術
SPring-8 による半導体結晶の非破壊解析技術
富士電機は，放射光施設 SPring-8 において，半導体材

図

原理図と SiO2/Si パターン部のトポグラフィー

料の結晶品質を非破壊で評価できる X 線セクショントポ
グラフィーを開発した。本法〔図
〕は，マイクロビーム
（a）
X 線による回折光を特殊なスリットに通し，結晶中の 1 点
を二次元スキャンすることにより任意断面のトポ像を得る。
従来法は限られた断面のトポ像を空間分解能 10 µm 以上
で測定するのに対し，この方式は分解能 1 〜 3 µm による
（b）
は Si 上に SiO2 のスト
任意断面の評価が可能である。図

ライプパターンを形成した試料の断面トポ像である。回折
光の強い部分は SiO2 のエッチング除去により生じた結晶
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欠陥を示している。今後この手法をパワー半導体の評価に
適用する予定である。
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解析技術
媒体結晶粒ごとの組成分析技術
磁気記録媒体の高記録密度化のためには，ノイズの低減

図

媒体磁性層の TEM 像と Co 組成分布像

が重要である。ノイズの低減には結晶粒の微細化，分離
性向上，組成分布低減が有効である。磁性結晶粒は 10 nm

5

以下の微細な粒子であるため，粒度分布，分離性を評価す

70（at％）

る技術はあったが，各結晶粒の組成を精度よく評価する
手法がなかった。そこで結晶粒ごとの組成分析技術の開発
を行った。測定には，高い空間分解能を持つ透過電子顕微
鏡（TEM）に元素分析装置（EDX）を搭載した装置で行
い，位置補正機能も付与した。図は TEM 像と Co の組成
分布像である。TEM 像の黒い領域が磁性粒であり，白い
領域は粒界である。Co の分布像を見ると磁性粒のみに Co

25 nm

が存在しており，粒ごとの組成ばらつきがほとんどないこ

Co組成分布像

TEM像

とが確認できた。この技術を記録密度 300 G バイト /in2 を

25 nm

超える垂直媒体開発に適用していく。

FIB-SEM を用いた三次元デバイス構造の観察
半導体デバイスの微細化・高性能化が進む中，その出来

図

薄膜デバイスの連続断面 SEM 写真

栄え評価や不良箇所を解析するための断面解析技術も一
25 m幅の領域を奥行方向に
2.5 m連続加工（50 nm
ピッチで50断面を取得）。
図は0.5 m間隔で5断面を
1〜5の順に列挙。

層の高度化が求められている。富士電機では，集束イオ
ンビーム（FIB）による断面加工技術と走査型電子顕微鏡
（SEM）による観察技術とを融合した FIB-SEM を用いた
1

解析技術を確立し，FIB 加工中にリアルタイムで SEM 観

2

察を行い，加工終点検出の精度を上げた。また，連続的に
取得した断面画像から三次元構造を再構築し，これまで見
逃していた現象・状況を逃さずとらえることが可能となっ

3

た。図は，樹脂基板上に形成した薄膜デバイスの連続断面
写真で，薄膜下に存在するパーティクルを解析した事例で
4

ある。この技術により特定部の断面構造が高精度で把握で

1

m

5

き，デバイス開発の加速推進に寄与している。

生産技術
鉛フリーはんだの製品適用展開
2006 年 7 月の RoHS 指令に向け，鉛フリーはんだの製
品適用を展開している。鉛フリーはんだ適用のための富士
電機グループ内組織である「鉛フリーはんだ製品適用化推
進責任者会議」を中心に，現在までに量産に向けた設計
から製造品質までの技術の共有化，関連規格の改定を実施
し，製品適用に際しての基盤整備を完了した。富士電機グ
ループでは基本的に，濡れ性，はんだドロスの低減，熱疲
労の耐久性の観点から，Sn-Ag-Cu に Ni と Ge を添加し
たはんだ材を開発し，製品適用を進めている。すでに漏電
遮断器をはじめ，自動販売機，通貨関連機器，インバータ
（Eco）
，サーボシステムの量産を開始している。2006 年 3
月までには PLC，ミニ UPS，インバータ（Mini・Multi）
，
温度調節計など主力製品の量産適用が実現する。
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生産技術
有機 EL パネル検査装置
有 機 EL パ ネ ル〔1 DIN サ イ ズ（ 縦 50 mm × 横 178

図

有機 EL パネル検査装置

図

FeCool の構成

mm）および 3.4 インチ〕開発の加速推進を図るため，点
灯欠陥・輝度・色度・駆動電圧の検査およびセル寸法測定
を全自動で行うパネル検査装置を開発した。この装置の特
長は次のとおりである。①ブラックマトリックスのエッジ
自動検出によるパネルの位置補正機能を有する。②独自の
アルゴリズムによる画像処理とアクチュエータの一括制御
により，検出精度 5 µm の自動検査が可能である。③検査
結果のデータベース化が自動生成できる。この装置によ
り，従来，検査時間が長く（1 DIN サイズ全面検査時間：
3.5 時間）
，作業者負担の大きかった顕微鏡による目視検査
の大幅な短縮化（45 分）が可能となり，試作品の評価・
解析に大きく貢献した。今後，有機 EL パネルの量産化に
向けさらなる検査時間の短縮化を狙う。

熱流体解析用ツール「FeCool」
富士電機では汎用インバータの冷却ユニットの設計に有
限体積法の熱流体シミュレーション技術を適用している。
パソコン

こうした熱流体シミュレーション技術は，モデル作成や計

計算サーバ
デーモン

算条件など熟練したノウハウを必要とし，設計者には難易
度が高い。この熱設計を行ううえで不可欠な熱流体シミュ
レーションを比較的簡易に行えるツール「FeCool」を開
GUI画面

発した。接触熱抵抗，放熱器の特性を実験測定によりデー

モデルデータ
解析条件データ
結果表示設定

プリ処理
モデル
ソルバー

タベース化を行い，これまでのシミュレーションのノウ
ハウとともに，簡易なモデルパラメータの指定と解析条件

計算
結果

をパソコンの GUI から指定するだけで，計算サーバ上の

転送

熱流体シミュレーションソフトウェアで自動的に計算が実

ポスト処理

行できるようになった。今後は，この FeCool を設計者の

結果図
計算結果図

ツールとして利用を促進していく。

配管用銅パイプの自動ろう付け技術
自動販売機の冷却配管用銅パイプの接続を自動ろう付け

図

自動ろう付けのシステム構成

するシステムを開発した。配管内は冷媒ガスが流れるため
高品質のろう付けが要求され，従来は熟練作業を要した。

冷却水循環装置

小容量（10 kW以下）
高周波電源

�制御温度設定
�加熱時間設定
�加熱出力設定

温度出力

この自動ろう付けシステムは，高周波誘導加熱によって
所定の温度制御のもとでワイヤろう材を自動で供給しな
がらろう付けできる。その特徴は次のとおりである。①加

制御信号
ワイヤ供給装置
制御信号

熱ヘッドがコンパクトである。②加熱出力が小さくて短時
間にろう付けできる。③必要な箇所を必要な安定的熱量で

コントローラ
ろう材
（ワイヤ）

測定温度出力

ろう付けするので，品質・信頼性の高いろう付けができる。
④自動操作と手動操作の切換ができる。またこのシステ

ワイヤ供給
ノズル

ムは，①ろう付け温度・時間，②ろう材量（速度・時間）
，

温度センサ
小型加熱ヘッド
加熱
コイル

③加熱昇温速度などの設定が可能である。今後は，自動販
売機以外の製品へも適用を拡大していく。

�加熱保持時間設定
�ワイヤ供給速度設定
�ワイヤ供給時間設定

自動ろう付け部

配管用銅パイプ
（φ2〜φ8 mm）
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