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　富士電機アドバンストテクノロジー株式会社は，富士電
機グループの研究開発専門会社として，コア技術強化と差
別化された新商品の市場投入を加速し，新しい中期研究開
発計画を達成すべく，製品化開発とともに中期的な視野に

立った研究開発を行っている。

　電子デバイス分野では，車載用パワー ICとして ESD 
（Electro Static Discharge）耐量 30 kV以上の pnダイオー

ドを内蔵した CMOSパワー ICを開発した。また，携帯
機器用のマイクロ電源ではインダクタのさらなる小型化
技術および待機時の消費電力を 15 µA以下とする新制御
方式を開発した。パワー半導体としては，耐圧 660V，オ

ン抵抗 20mΩ・cm2のトレンチ埋込み型超接合デバイス，

1,200V耐圧クラスの逆阻止 IGBT用の新しい分離層形成
プロセス技術を開発した。次世代パワーデバイス材料の

SiCにおいては U溝構造のMOSFETを開発し，良好な

FET特性を得た。磁気記録媒体では，500Gbits/in2を目
指した垂直磁気記録媒体の高記録密度化技術，次世代技術
としてのパターンドメディアの研究を推進した。有機 EL
では，色変換方式（CCM）の技術を進展させ携帯機器に

適用できるレベルの低消費電力化を実現した。

　パワーエレクトロニクス分野では，情報・通信機器向け

のフロントエンド電源において従来比 1.5倍の高電力密度
化を実現した。また，共振型電源の高効率化技術，イン

バータの伝導ノイズの高精度シミュレーション技術を開発
した。サーボシステムに関しては，システムの立上げ時間
を短縮化するパラメータの自動設定技術を開発した。

　メカトロニクス・センサ分野では，缶自動販売機の脱フ

ロン・省エネルギー化に寄与するヒートポンプ加熱技術，

スーパーマーケットの売場環境の快適性を向上させる空調
吹出し制御技術，金銭処理機などの機構・制御部の開発期
間を短縮する機構動作解析ツールなどを開発した。液体
窒素冷却の代替を狙ったパルスチューブ冷凍機においては，

発生振動を従来比 1/2に低減し，半導体製造装置や電子顕
微鏡への適用を可能にした。また，次世代のセンサ技術と

してMEMS技術を応用した小型，高感度のジャイロセン

サの研究を推進した。

　情報・通信制御分野では，PIDコントローラの調整工数
の削減が可能な，最適化手法を応用した調整ツールを開発
した。機器組込みソフトウェアの開発では，品質確保と開
発期間短縮を行うための，要求仕様管理手法および組込み

ソフトウェアプラットフォーム技術を開発した。

　環境・エネルギー分野では，食品廃棄物用メタン発酵シ

ステムにおいて菌数予測制御と負荷上昇制御を組み合わ

せた無人運転技術を開発した。現在，学校給食残渣（ざん

さ）0.4トン/日を処理してバイオガスを取り出すパイロッ

トプラントの無人による実証運転を実施している。りん酸
形燃料電池では，熊本県北部浄化センター向けに 100 kW
燃料電池発電装置× 4台を出荷した。下水消化ガスを燃料
として利用可能にするために独自の不純物除去技術を確立
した。

　解析技術分野では，低圧遮断器の耐電圧性能向上を図
るための遮断時のガス流解析技術および低圧遮断器の筐
体（きょうたい）強度向上のためのモールド成形品の強度
解析技術を確立した。また，大容量インバータや自動販売
機などの冷却装置の小型化を念頭においた超臨界状態の二
酸化炭素冷媒を用いた小型熱交換器の数値解析技術を開発
した。半導体素子の欠陥解析では放射光施設（SPring-8）
を利用した独自の解析手法により空間分解能 0.5 µmの三
次元画像を得ることに成功した。有機薄膜の解析技術では，

磁気記録媒体の潤滑剤などの nmオーダーの薄膜における

分子量や分布状態を評価する技術を開発し特性の向上に貢
献した。

　材料技術分野では，WEEE&RoHS指令に対応し，配電
機器用熱可塑性樹脂をノンハロゲン化するための，反応型
ハロゲンフリー難燃剤とそれを用いた樹脂加工技術を開発
した。

　生産技術分野では，発電機ロータコイルなどのろう付け

部の品質向上のために，欠陥を短時間で高精度に検出する

自動超音波探査装置を開発した。また，インバータのヒー

トシンクなどのアルミダイカスト品の製造品質を向上させ

るための鋳造シミュレーションと金型方案の最適化技術を

確立した。
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　高ESD耐量車載用パワー IC
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　高耐圧 -逆阻止 IGBT向けの新分離層形成プロセス

　低オン抵抗SJ-MOSFET

図１　断面構造と車載ECU用パワー ICの回路ブロック図
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図2　試作した1,200V新型逆阻止 IGBTとその双方向特性
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図3　トレンチ埋込型SJ-MOSFET製造プロセス

　車載用パワー ICでは，ヒューマンボディモデルで

25 kV以上の ESD（Electro Static Discharge）耐量が要
求される。富士電機では，ESD保護用縦型 pnダイオード

内蔵でパワー IC自身にて ESD耐量の確保を図っている。

これにより ESD保護用外付け部品が不要となり，実装面
積の大幅縮小を可能とした。内蔵 pnダイオードには次の

特性が重要である。

™  対象デバイスを保護するために耐圧制御する。

™  逆バイアス時の動作抵抗が小さい。

™  高電流領域において負性抵抗を示さない。

　これらを考慮し，構造と不純物濃度の最適化を図
り，ESD耐量 30 kV以上（330 pF/2 kΩ）の pnダイオー

ドを内蔵した車載 ECU（Electronic Control Unit）用
40V-CMOSパワー ICを実現した。

　逆阻止 IGBTの出現によりAC-AC直接変換であるマト

リックスコンバータの実用化が始まりつつある。現行の逆
阻止 IGBTは，高温・長時間の熱拡散によって深い分離拡
散層を形成し逆阻止能を実現しているが，この熱拡散方式
では，熱処理時間増加のため将来の高耐圧化が困難であっ

た。

　富士電機では，劇的な熱処理時間削減のためウェーハ

裏面より表面チップパターン位置に対応して V字溝を形
成し，その側壁（チップ側壁）にイオン注入/レーザア

ニールにより p＋分離拡散層を形成する新しい分離層形成
プロセス技術を開発した。また 1,200V耐圧クラス逆阻止
IGBTを試作し，その逆阻止能を確認した。

　本方式は，将来的なさらなる逆阻止 IGBTの高耐圧化を

可能にする。

　次世代MOSFETとして，超接合 （SJ：Super Junction）- 

MOSFETの開発が行われている。これは，これまでのシ

リコン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を用いた SJ-MOSFET
の開発を行っている。今回作製した SJ-MOSFETは，

エッジ構造部に p型不純物を注入することで，2005年度
と比較して 150V以上耐圧を改善することができた。これ

により，耐圧 660V，オン抵抗 20mΩ・cm2の特性を達成
した。

　今後この技術により，高耐圧かつ低オン抵抗の SJ-

MOSFETを低コストで作製することが可能となる。

電子デバイス
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　第二世代垂直磁気記録媒体

　パターンドメディア

　SiC デバイス技術

ディスクリートトラック
メディア（DTM）

ビットパターンド
メディア（BPM）

磁気ヘッド 磁性体

（a）パターンドメディアの説明

（b）磁性層加工例（エッチングデモデータ：社外提供）

磁気ヘッド 磁性体

図5　パターンドメディアの説明と磁性層加工例
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図6　UMOSFET I-V 特性

　富士電機は，2006年 6月から垂直磁気記録媒体の量産
を開始した。この製品には，独自に開発したグラニュラー

構造を有する磁性層の微細構造および結晶配向制御技術
が生かされている。第一世代垂直磁気記録媒体の量産移管
に伴い，研究開発の主眼は第二世代の構成検討に移行し

た。第二世代垂直磁気記録媒体は，500Gbits/in2（現在の

数倍）レベルの高記録密度まで拡張可能な新規構造を採り

入れ，かつ通常トレードオフの関係にある「記録の長期
安定性」と「記録容易性」を両立していく予定である。ま

た，垂直磁気記録媒体で欠かせない軟磁性裏打ち層は現在
50 nmまで薄膜化しているが，さらなる薄膜化を目指し新
規材料の開発を進めている。初期検討の結果，第二世代垂
直磁気記録媒体は優れた特性が得られることを確認した。

　ハードディスクの高記録密度化においては，記録トラッ

クの高密度化によるトラック間干渉の増大や，磁性粒子
の微細化による熱揺らぎが問題となる。そこで，磁性層を

微細加工し，記録トラック間の分離あるいは記録ビット

を分離するパターンドメディアの開発を行っている。記録
トラック間を分離することでトラック間干渉の低減を図り，

また，記録ビットを分離することで，磁性粒子の微細化を

抑制し，熱安定性を高める。

　2006年度は，磁性層加工技術・凹凸パターン上におけ

る保護膜形成技術を確立し，2008年 12月に記録トラック

の分離により 500Gbits/in2以上，2010年 12月に記録ビッ

トの分離により 1Tbits/in2の試作完了を目指す。

　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，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
料として有望視されている。現在，SiCのスイッチング素
子として，U溝構造MOSFETの開発を行っている。

　図は試作した素子の特性を示しており，良好な FET動
作が得られている。

　これからの課題としては，耐圧，歩留りに影響するキ

ラー欠陥の解明および欠陥削減による素子の大面積化，ま

た移動度の向上が挙げられる。高品質エピタキシャル技術
によるキラー欠陥削減，SiCの特殊方位面利用による移動
度の向上により，これらを解決し，UMOSFET素子の大
電流化，高耐圧化を進めていく。

電子デバイス

200Gbits/in2

300Gbits/in2
30nm

図4　 垂直磁気記録媒体の平面TEM像とビットサイズの 
イメージ
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　PFM制御マイクロ電源
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　第二世代マイクロ電源用インダクタ

　パルスYAGレーザによるCu/CuMo溶接技術

図7　マイクロ電源の効率

表面

裏面

図8　インダクタ（表面および裏面）

YAGレーザ

溶融・
再凝固Cu

溶融・再凝固Cu

溶融・
再凝固Cu

溶融・
再凝固Mo

溶融・再凝固Mo

接合界面

Cu

CuMo

Mo

0.5mm

A

1　m

30　m

図9　Cu/CuMo溶接部の接合状態

　携帯機器向け DC-DCコンバータとして，富士電機では

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。

　携帯機器向け用途では，待機時間の電池寿命向上のた

めに軽負荷時の高効率化も求められる。今回，富士電機
は高効率・超低消費電流のマイクロ電源を開発した。出
力電圧の制御方式は全出力電流範囲で固定オン時間の

PFM（Pulse Frequency Modulation）制御とし，同期整
流素子の逆流防止回路にはプレディクティブ方式を採用
した。さらに制御回路構成の簡単化を図った。これによ

り，パッケージサイズ 2.95mm× 2.4mm，高さ 1.0mm
（SON-10ピン）にて，静止電流 15 µA以下の超低消費電
流化，10mA以下の軽負荷領域においても 85%以上の高
効率化を実現した。

　第二世代マイクロ電源は，モジュールサイズ 2.95mm
× 2.4mm，高さ 1.0mmであり，従来品（サイズ 3.5mm
× 3.5mm）に対して大幅な小型化を実現した（面積比
57.8%）。インダクタと電源 ICとの実装方式を，従来のフ

リップチップボンディング（FCB）方式から低ループワ

イヤボンディング方式に変更し，コイル長を最適化するこ

とでインダクタンスを向上させた。また，コイル導体の厚
膜化により，直流抵抗の低減を実現した。これらの施策に

より，小型化を実現すると同時に，インダクタンス 1.3 µH
（出力電流 300mA時），直流抵抗 0.1Ωを実現し，電源と

して最大電源効率を約 90%（入力電圧 3.6V，出力電圧
1.8V時）まで高めることができた。

　富士電機では，電子回路部品で用いられる銅配線と銅 -

モリブデン焼結体（CuMo）材との接合に，パルス YAG
レーザを用いた溶接技術を確立した。銅は低電気抵抗材
であり配線材料に多用されているが，熱膨張係数が大きい

ために冷熱繰返し環境下においては接合界面での熱ひず

みが問題となる。このため，バッファ層として低電気抵抗
および低熱抵抗・低熱膨張係数を特徴とした CuMoを用
いることが有効である。Cuおよび CuMoは熱伝導がよく，

Moの融点も高い（2,620℃）ために溶接が困難である。

　パルス YAGレーザを用いた溶接により溶融・再凝固し

た CuとMoの接合界面を TEM解析した結果，接合界面
において空げき・ボイドは認められず，原子レベルでの接
合が達成できていることを確認した。今後，大容量配線部
材としての適用検討を進める。
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　大容量電力変換装置向け第五世代DDC

パワーエレクトロニクス

　低消費電力 PM-OLEDパネル

　フロントエンド電源の高電力密度化技術

ベースボード

ローカルボード

図10　2.8 型 QVGA PM駆動フルカラー有機ELパネル

図11　3kW通信用フロントエンド電源

図12　第五世代DDC（ベースボードとローカルボード）

　富士電機は，色変換（CCM）方式を採用し，長寿命・

高品質に加え携帯機器への適用を目指した低消費電力の次
世代フルカラーディスプレイを開発している。CCM方式
は，発光部と色変換部の材料・構造を独立に開発・設計で

きるという利点がある。これにより発光部でドーピング技
術，膜厚による光学干渉制御技術を，色変換部で新規高効
率薄膜 CCM技術を開発し，パネル全体では駆動 ICの低
消費電力化と配線抵抗の低減を進め，パッシブマトリック

ス駆動により携帯電話のメインディスプレイが視野に入る

レベルにまで消費電力を低減した。

　今後，有機 EL層の材料開発，特にりん光発光材料の導
入と電子，ホールの注入特性を左右する電極界面層の構成
を改善し，さらなる低消費電力化を進める考えである。

　商用の交流電圧から情報・通信用機器に供給するために

必要な直流電圧（DC48V）に変換するフロントエンド電
源では，設置スペース削減と消費電力低減のため，高電力
密度化，高効率化が求められている。今回，2 kW出力の

従来製品を同外形寸法で 3 kW出力に高電力密度化し，効
率を 1.8%向上させたフロントエンド電源適用技術を開発
した。回路構成は入力電流の高調波を低減する PFC回路

（AC-DC変換部 :定格時力率 0.999実現）と絶縁機能を有
する DC-DC変換部から成る。PFC回路には新しい半導
体素子である SiCショットキーダイオードを適用し，ス

イッチング損失を大幅に低減させた。さらに，熱・流体シ

ミュレーションを活用することで，装置内の冷却構造を改
善し，1.5倍の高電力密度化技術を確立した。

　RISCと浮動小数点型 DSPを搭載した産業用電力変換装
置向け第五世代 DDC（Direct Digital Control）を開発した。

　第五世代 DDCは，ベースボードとシリアル伝送で結合
されるローカルボードで構成される。電力変換装置の規模
に応じ，シリアル伝送にローカルボードを追加接続するこ

とで，個別対応向けの中容量から大容量までの産業用電力
変換装置に柔軟に対応できることを特徴とする。

　回路集積化技術を駆使することで，従来複数のプリント

基板に分かれていた I/O機能や RAS機能をベースボード，

ローカルボードそれぞれに集約し，高信頼・小型化を図っ

ている。

　ソフトウェアは，2005年度に開発された CAD形式の設
計ドキュメントから自動生成するグラフィック表記ツール

にて作成でき，開発効率と可視性を高めている。
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　共振型電源の高効率化技術

M-Power 2Aシリーズ
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　インバータの伝導ノイズシミュレーション

　次世代サーボ制御技術

図13　共振型電源回路構成
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図14　雑音端子電圧の定量推定例
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図15　共振抑制フィルタの効果

　ハーフブリッジ構成の共振型電源において，直流入力電
圧が広範囲の場合の高効率化技術を開発した。共振型電源
の変換効率はスイッチ素子をデューティ 50%で制御した

場合に最も高くなるが，レベルシフト機能を有する高価な

高耐圧 ICやパルストランスが必要となる。開発した技術
は，ローサイド FET（Q1）を安価な低耐圧 ICでパルス幅
制御し，さらに絶縁トランスの補助巻線電圧を検出してハ

イサイド FET（Q2）のオン時間を Q1とほぼ同じとなるよ

うに制御する。その結果，変換効率は 92%に達し，Q2を
直接補助巻線で駆動した場合に比べて安価な小信号部品
の追加のみで 3%の効率向上が可能となる。この技術は富
士電機で製品化したスイッチング電源用パワーデバイス

「M-Power2Aシリーズ」に適用予定である。

　近年のスイッチング素子の高速化に伴い，インバータが

発生する伝導ノイズが大きな問題となっている。国際的な

法規制が広まっており，インバータの低ノイズ化に対する

要求が高まっている。伝導ノイズは擬似電源回路網（LISN）
の測定端子間電圧（雑音端子電圧）で規制され（150 kHz
〜 30MHz），これまで伝搬メカニズムの解明，対策方法
に関する検討は進められているものの，雑音端子電圧を定
量的に推定する手法については確立されていなかった。

　今回開発したインバータの伝導ノイズシミュレーション

は，雑音端子電圧を定量的に推定できることを特徴とする。

使用部品，プリントパターンだけでなく，測定器を含めた

複雑モデルを構築することで，雑音端子電圧を広帯域にわ

たり＋－ 6 dBの精度で推定できる技術を確立した。

　サーボシステムが適用される電子部品実装装置や半導体
製造装置は，年々高速化と立上げ時間の短縮化の要求が高
まっている。それらの要求に応えるため，独自のアルゴリ

ズムにより，共振抑制フィルタおよび制振制御に関するパ

ラメータの自動設定機能を開発した。

　主な特徴は次のとおりである。

（1） 　制御系に組み込まれた共振抑制フィルタのパラメータ

がリアルタイムで自動調整されるため，機械共振が変動
しても速やかに追従可能

（2） 　機械系の反共振周波数を高精度に計測し，制振制御の

パラメータを学習アルゴリズムにより自動調整可能
　本機能により，専門知識と時間を必要としたサーボシス

テムの立上げが短時間で高精度に行えるようになった。

パワーエレクトロニクス
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図16　低振動パルスチューブ冷凍機

図17　自動販売機

図18　複数ポンプの最適制御の概要

　低振動パルスチューブ冷凍機

　一定速圧縮機での自動販売機ヒートポンプ加熱技術

　金銭処理機における動作解析技術

振分け
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　富士電機では，パルスチューブ冷凍機を 2004年に発売
している。今回，半導体製造装置や電子顕微鏡の液体窒素
冷却の代替向けとして，発生振動をさらに低減した低振動
パルスチューブ冷凍機を開発した。

　この冷凍機は，膨張部には機械的な可動部がないため

スターリング冷凍機や GM（ギホード・マクマホン）冷凍
機など他の冷凍機と比較して高い信頼性を確保できる。唯
一の可動部である圧縮機のリニアモータのサスペンション

支持部の設計を改良して剛性を強化することにより，対向
で往復動作する可動部の直線性を改善し，発生力を従来の

約 1/2（0.66N：2.5W at 70K）に低減している。冷凍機
の主な仕様は，冷凍出力 2.5W at 70K（消費電力 100W），

質量は約 10 kg，設計寿命 50,000時間である。

　瓶・缶自動販売機の脱フロン・省エネルギー化を狙い，

自然冷媒である CO2を適用したインバータ式ヒートポン

プ加熱技術を開発したが，今回，バリエーションの増加を

図るために，インバータを省略した一定速圧縮機を用いた

ヒートポンプ加熱技術の開発を行った。一定速圧縮機は回
転数制御ができないため，インバータ式に比べ運転効率が

低下し，消費電力量が増加する。そこで，運転効率の低下
を補うために，圧縮機断熱やヒートポンプ回路と冷却回路
を切り替えることで庫外熱ロスを低減するとともに，熱
交換器形状やファン風量制御により交換熱量を最大化した。

この結果，断熱・気密強化などを加え，従来の自動販売機
と比較して消費電力量を 40%削減することが可能となっ

た。

　開発期間の短縮・品質向上に向けて，シミュレータ上の

仮想機構を用いた機構動作の検証を行う試みが富士電機の

各分野において行われている。現在，高速かつ高精度な機
構制御を必要とする金銭処理機を対象にして，仮想機構と

制御を連携させて機構動作や紙幣挙動を検証するための設
計ツールを開発中である。特徴は次のとおりである。

（1） 　動特性を考慮した機構部品モデル（モータ，ローラ，

ソレノイドなど）と，屈曲搬送に対応した紙幣モデルの

構築により，実機同等の動作解析が可能
（2） 　機構部品モデルのデータベース化により，装置ユニッ

ト（搬送ユニット，収納ユニットなど）のモデル化が容易
（3） 　制御パラメータやフローの把握が容易な制御モデルに

より，デバッグ作業を容易化

メカトロニクス・センサ

図18　機構動作解析ツールの構成
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情報・通信制御

　スーパーマーケット向け空調吹出し制御技術

風量拡散促進機構
（蛇行流路＋整流流路）

空気

暖気 冷気

30℃

20℃

10℃

ショーケース
スーパーマーケット売場環境改善実施例

気流拡散抑制機構（3層構造）

　高感度ジャイロセンサ

　PIDコントローラの最も近い安定限界までの余裕の計算方法

調整現場でのニーズ

解決策

ゲイン

時定数（微分）

時定数（積分）

調整したパラメータは
どの程度安定なのか？

安定と不安定の
境界を表す面

�大幅な調整工数削減
�安全・安心なPIDコントローラの調整

不安定な領域安定な領域

あとどの程度パラメー
タを安定に調整できる
のか？

これまでの調整ノウハウ，
シミュレーションで検討
できるが，工数がかかっ
てしまう。

調整したパラメータ 調整したパラメータの安定
余裕を短時間に計算

メカトロニクス・センサ

　スーパーマーケットの売場環境の快適性向上を狙い，冷
凍・冷蔵ショーケース周辺の寒さ（コールドアイル）の

解消を目的とした新構造の空調吹出し口を開発した。この

空調吹出し口は少ない風量で床面まで気流を到達させるこ

とができるため，買物客の不快感なく，寒さを解消できる。

また，ショーケースに対する悪影響（熱負荷の増加）も最
小限に抑えることができる。特徴は次のとおりである。

（1） 　3層構造の吹出し口から風速の異なる気流を吹き出し，

気流の拡散を抑制する縮流効果を発生させることで気流
到達距離を向上させた。

（2） 　偏流を抑制する蛇行流路と整流流路構造を組み合わせ

ることで吹出し内部の風量むらを解消し，2m長さの吹
出口し面で風速分布の均一性を向上させた。

　MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利
用した加速度，角速度計などの慣性センサは，自動車の姿
勢制御，カメラの手ぶれ防止機能，ゲーム機器などに広く

使用されており，2006年現在で約 700億円の市場規模と

なっている。今後，多軸化，異種センサと複合化されたも

のが携帯機器などへ適用され，さらに市場が拡大すると予
測されており，そのための小型化，低消費電力化，高精度
化の技術が必要とされている。

　富士電機では携帯機器への応用を踏まえて，MEMS振
動ジャイロ（角速度）センサの高感度化を目指し，開発を

進めている。

　図に示した構造体は，振動体の基礎研究のために，シリ

コンの SOI基板を用いて作製したものである。

　PIDコントローラの調整現場では，調整したパラメータ

がどの程度安定なのか，どの程度パラメータを調整できる

のか，を知りたいというニーズがある。これまでの調整方
法は，経験者のノウハウ，膨大なシミュレーションの実施
など，試行錯誤的な方法に頼らざるを得ず，調整工数が膨
大となる問題があった。これに対し，最適化手法を応用し，

例えば，あとどの程度ゲインを上げられるのか，時定数を

小さくできるのか，といったパラメータの安定余裕を短時
間に計算する手法を開発した。これにより大幅な調整工数
削減が可能となる。また，パラメータの安定余裕の計算に

より，安全・安心に PIDコントローラの調整が可能となる。

現在，開発した手法をツール化しており，今後，調整現場
への展開を予定している。

図19　スーパーマーケット向け新型空調吹出し口

図20　MEMS振動体のSEM像

図21　PIDコントローラのパラメータの安定余裕計算法
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　熊本県北部浄化センター向けりん酸形燃料電池発電装置

ソフトウェア要求仕様管理手法
組込みソフトウェア開発技術

機器B

組込みソフトウェアプラットフォーム

部品部品

部品部品

部品部品

カスタマイズ

機能強化
�プログラム保護
�セキュリティ

目的：ソフトウェアの品質確保と開発期間短縮
原理：要求分析段階で，抽出した試験仕様をも
　　　とに要求仕様を充実させて，手戻りを少
　　　なくする。
　　　部品化設計，機能強化により，プラット
　　　フォームの再利用効率を高める。

要求分析 要求管理環境

①抽出

②レビュー

③フィード
　バック

製品適用

�パワーエレクトロニクス
　関連機器
�通貨関連機器など

機器組込み共通ソフトウェア技術

要求仕様

試験仕様

設計

製作

試験 機器C機器A

環境・エネルギー

　組込みソフトウェア開発技術（開発効率向上技術）

　給食残渣メタン発酵パイロットプラントの実証運転

図22　組込みソフトウェア開発技術

図23　給食生ごみメタン発酵パイロットプラント

図24　燃料電池発電装置の設置状況

情報・通信制御

　機器組込みソフトウェアは，開発規模の増大に伴い，品
質確保と開発期間短縮が大きな課題となっている。これら

の課題解決に向け，以下の二つの面から取組みを行った。

（1） 　要求仕様管理手法 :上流工程で要求仕様書から試験仕
様書を抽出・レビューすることで，顧客要求に現れにく

い非機能要件（異常処理，性能など）の抜けを低減する

要求管理環境を構築した。

（2） 　機器組込み共通ソフトウェア技術 :部品化設計により

カスタマイズを容易にすることで再利用効率を高めると

ともに，プログラム保護機能やセキュリティ機能を強化
した，組込みソフトウェアプラットフォームを構築した。

　本手法をパワーエレクトロニクス関連機器や通貨関連機
器の開発などに適用し，品質向上と開発期間短縮を図る。

　千葉県市原市の学校給食残渣（ざんさ）0.4トン/日をメ

タン発酵させ，バイオガスを取り出すパイロットプラント

が富士電機・千葉工場内で稼動中である。菌の高密度化と

最適な環境を自動管理することで，従来の 3倍以上の処理
速度を達成し，2年以上の安定運転を継続している。

　これまでは，給食残渣の投入を停止してから，再度立ち

上げる場合や，廃液処理の負荷調整には，熟練した運転
員の管理が必要で，無人化が困難であった。2006年度は，

経験者でなくても運転ができるように，メタン発酵の菌数
予測制御ソフトウェアと，廃液処理の負荷上昇制御ソフト

ウェアとを組み込み，無人化を進めた実証運転を行ってい

る。今後，プラントのライフサイクルコストの削減を進め，

バイオマスエネルギーの普及に貢献していく。

　現在，りん酸形燃料電池発電装置の早期事業化に向けて

市場開拓とコストダウンに取り組んでいる。りん酸形燃
料電池は，下水処理過程で発生する消化ガスを原料として，

効率よく発電することができるとともに，燃料電池の排熱
を消化槽の加温や汚泥の減容化に有効利用できることから，

下水浄化センターは今後有望な市場である。消化ガス中に

は数百 ppmの硫化水素をはじめシロキサンなどの不純物
を多く含んでいるため，この不純物を高精度に取り除く技
術を確立した。

　2006年 9月に熊本県北部浄化センター向けに 100 kW燃
料電池発電装置× 4台を出荷し 10〜 11月に現地調整試験
を実施し，その後本格稼動を開始した。今後，この経験を

生かして，日本全国の下水浄化センターへの導入を推進し

ていく計画である。
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環境・エネルギー

　有機超薄膜の分析・解析技術

超高温ガス炉
水素製造プラント

原子炉
圧力容器

炉心

590℃
950℃

解析技術

デバイス

水平断面
トポ像

垂直断面
トポ像

SD1P
マイクロ
ビームX線

V-slit

検出器

（a）測定方法 （b）SiCらせん転位の解析結果
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　実用超高温ガス炉技術

　SPring-8による結晶欠陥の三次元画像解析技術

二次イオン

一次
イオン

検出器

試料

イ
オ
ン
強
度

分子量

（a）二次イオン質量
　 　分析計原理

（b）潤滑剤のマススペクトル

図25　原子炉概念

図26　測定方法とSiC らせん転位の解析結果

図27　二次イオン質量分析計原理と潤滑剤のマススペクトル

　超高温ガス炉（VHTR）は水素製造への適用などを

狙って，近年世界的に開発が加速している。特に米国で

は 2006年 7月に次世代原子力プラント（NGNP）として

VHTRの予備概念設計を公募し，3チームを選定した。国
内では日本原子力研究開発機構（JAEA）が 2015年頃を

目指し，高温工学試験研究炉（HTTR）と水素製造設備の

接続・実証計画を進めている。富士電機は 2005年度から

JAEAと VHTR原子炉システムの共同研究を開始し，新
型燃料体による高性能炉心の成立見通しを確認したうえで，

原子炉概念の具体化を進めている。また，富士電機は米国
GA社の設計チームの一員として，米国 NGNP予備概念
設計に参画していく。今後は，これらの活動を通じて，将
来の VHTRの実用化を目指していく。

　半導体素子の結晶欠陥を解析するための三次元（3D）X
線トポグラフィーを開発した。図（a）に示すように，マイク

ロビーム X線（φ 1〜 2 µm）を試料結晶に透過させ，回
折 X線の強度を特殊な微細スリット（V-slit）を通して

測定する。これにより 1点 Pからの回折光のみが観測さ

れるため，試料をスキャンすることにより 3Dトポグラ

フィーが得られる（空間分解能 0.5 µm）。図（b）は SiCダイ

オードの測定結果である。水平断面トポ像にはらせん転位
SD1，SD2，SD3が観測される。SD2の垂直断面トポ像は，

転位線がエピ/基板界面（破線）を貫通していることを明
りょうに示している。この手法はデバイスの非破壊結晶解
析（動作状態での測定など）が可能であり，今後は Siデ
バイス，SiCデバイスなどに適用する予定である。

　有機 ELの機能層は数百 nm以下の積層膜であり，磁気
記録媒体の表面は厚さ 1 nm程度の潤滑剤で覆われている。

媒体では潤滑剤の分子構造や分子量により特性が大きく影
響を受ける。このように有機超薄膜は重要な機能を果たし

ており，分子レベルでの解析が重要である。図（a）は二次イ

オン質量分析計の原理であり，一次イオンを照射して得ら

れる二次イオンの分子量を精密に分析するものである。図
（b）は得られた潤滑剤のマススペクトルの例であり，これを

解析することにより潤滑剤の分子量やその分布状態などの

情報を得ることができる。この分析技術は，潤滑剤だけで

なく有機 ELや太陽電池などへも適用可能である。今後の

有機薄膜を用いたデバイスのさらなる特性向上のための重
要な基礎技術となっている。
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図28　遮断器内の生成物の軌跡計算結果　

図29　熱伝達率測定装置（上），計算値と実測値の比較（下）

図30　応力解析例

解析技術

　低圧遮断器のガス流解析技術

PAカバーへの堆積物
耐電圧低下

　超臨界流体の数値解析技術

　モールド成形品の強度解析技術
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　低圧遮断器には，遮断時に発生するアーク放電により筐
体（きょうたい）内部が瞬時に高温高圧状態と化して，す

すや溶融物のような生成物が発生・吸着することにより

絶縁耐圧が低下する問題がある。そこで絶縁低下に関して，

さまざまな面からメカニズムの解明が進められている。

　本解析では，遮断器内外の気流を対象とした非定常熱・

流れシミュレーションにより，生成物の挙動を解析するこ

とが可能になった。非常な高温（数千 K），高圧（2MPa
程度）が生じるため，気体の解離や電離を考慮した物性値
を使用して解析を行った。遮断器内の流路を変更すること

により，絶縁低下箇所へのすすや溶融物の付着が軽減する

ことをガス流解析によって確認し，耐電圧性能向上に貢献
することができた。

　大容量インバータの素子冷却への応用を念頭に置いて，

冷媒として超臨界状態の二酸化炭素を用いた小型熱交換器
の数値解析技術を開発した。解析には汎用熱流体解析ソフ

トウェア STAR-CDを使用し，温度・圧力による冷媒物
性値の変化を考慮した。また，壁面付近の流れを詳細に計
算するため，乱流モデルには低レイノルズ数 k-εモデル

を用いた。冷却と加熱のそれぞれの場合について水平円管
の二次元軸対称モデルで壁面との熱伝達係数を計算し，ア

ルミ多孔管による熱伝達測定実験の結果と比較して高い精
度が得られることを確認した。この成果により超臨界流体
による冷却方式を大容量インバータや二酸化炭素冷媒を用
いた自動販売機などの富士電機製品に活用するための基盤
的な数値解析技術を確立した。

　低圧遮断器の筐体（きょうたい）は，モールド成形品で

あり，短絡電流遮断時の数ms〜 10ms程度のごく短時間
で大気圧から最大で数MPaに上昇する圧力を考慮した設
計が重要である。

　富士電機では，モールド成形品の強度解析技術の構築を

進めており，今回はモデル器による事前検証試験にて得
た筐体内部の圧力分布を境界条件として入力するとともに，

分割構成された筐体同士を締結しているねじもモデル化す

ることで筐体部を一括で解析する技術を確立した。この強
度解析を用いた構造最適化により，遮断時の圧力上昇に耐
える筐体を設計した。

　今後，ガス流解析との連成による詳細な圧力分布の反映
と温度上昇の考慮により，さらなる設計精度向上を目指す。

関連論文：富士時報 2006.2 p.167-171
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生産技術

ロータコイル

ろう付け部

　反応型ハロゲンフリー難燃剤による環境調和型成形樹脂

　ろう付け部自動超音波探傷装置

表１　樹脂加工品（ナイロンコンポジット）の特性

図31　探触子走査機構

　EUのWEEE&RoHS指令が 2006年 7月から施行され，

特定物質の使用禁止あるいは回収が義務づけられた。富士
電機では以前から電気・電子機器製品の環境調和型化を推
進しており，配電機器用熱可塑性樹脂のノンハロゲン化に

取り組んできた。今回，熱あるいは放射線照射により樹脂
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，およびそれを用いた樹脂加工品の開発に成功し

た。現行の添加型ノンハロゲン系難燃剤で問題となってい

た樹脂物性（機械的，熱的，電気的など）の悪化やブリー

ドなどのトラブルを解決している。特徴として耐熱性が高
く熱硬化性樹脂の代替が可能である。また，腐食性ガスの

発生を大幅に低減しており，成形加工に伴う金型腐食の抑
制も可能である。今後，順次適用を図っていく予定である。

　発電機ロータコイルの 4隅（コーナー部）突合せろう付
け部の欠陥を検出する自動超音波探傷装置を開発した。本
装置の特徴は次のとおりである。①探触子走査機構が軽
量・コンパクトで現場作業性に優れる。②各種コイル寸
法・形状に対応可能である（コーナー部の面取り有無に

対応し，2個の探触子を搭載）。③ビーム収束型の垂直探
触子を狭ピッチでステップ送りして探傷するため，ろう付
け部の微細な欠陥（ブローホール）を高精度に検出できる。

　本システムは，探傷で得られた欠陥反射波高の積算値か

ら欠陥面積比率を算出し，その比率で良否を判定する。短
時間で測定・判定ができるため，ろう付け部の全数検査化
が可能となる。実機ろう付けラインへの適用により，ろう

付け部品質の信頼性向上を図る。

　アルミダイカスト金型方案の最適化

背圧が高い部位

図32　充てん過程の背圧分布（改善前）　インバータ「FRENIC-MEGA」の開発では，ヒートシ

ンクのフィン形状や素子配置などの熱伝導解析に STAR-

CDを用いて，高効率冷却化と最適部品配置を行い小型化
を実現した。また，アルミダイカスト製造品質の向上を図
るため鋳造方案 CAEシステム（JSCAST）を活用し，製
作が容易になる形状と金型方案の最適化を行った。ヒート

シンクには，発熱部との接触面の高平たん度や引け巣，ガ

ス欠陥のないダイカストが求められる。従来，試作品の検
査から金型方案の改良を繰り返すことがあったが，湯流れ

の状況が事前に把握できるため，短期間で品質のよい鋳造
方案の最適化が達成できた。今後も，先進の解析手法の開
発や実機での検証結果をフィードバックすることで予測精
度を高め，製品の品質向上と開発期間短縮を図っていく。
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