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パワエレシステムとパワー半導体を中核に

エネルギー・環境事業で

持続可能な社会の実現に貢献

富士電機は，1923 年の創業以来，エネルギー・環
境技術の革新を追求し，産業・社会インフラの分野
で，広く世の中に貢献してまいりました。国際社会で
は，温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みで
ある「パリ協定」や，持続可能な社会の実現に向けた
開発目標である SDGsが採択され，企業にもその実
現に向けた積極的な行動が求められています。
このような中，当社は，電気，熱エネルギーの効率

的な利用に向けた技術・製品開発と，温室効果ガスの
削減や資源の有効活用など地球環境に配慮したものつ
くりを推し進めており，2019 年 6月に，中長期的な
環境活動の目標として“環境ビジョン 2050”を発表
しました。
当社は現在，“パワエレシステム”のエネルギーと

インダストリー，“電子デバイス” “発電プラント”“食
品流通”の 4 事業・5 分野を展開しています。2019
年度を初年度に，当社が創立 100 周年を迎える 2023
年度を最終年度とした 5か年中期経営計画では，売
上高 1兆円，営業利益率 8%以上を目標とします。
この達成に向け，パワエレシステム，および電子デバ
イスのパワー半導体にリソースを傾注し，研究開発費
も 8 割を投入する計画で，顧客価値を明確にした新
製品を創り出していきます。

“パワエレシステム”のエネルギーでは，大容量パ
ワエレ技術，エネルギー監視制御技術などを基に，開
閉装置，変圧器，保護リレーなどのコンポーネント，
およびこれらを用いたシステムを，社会インフラや産

業市場に展開しています。変電システム分野では，今
後の電力需要の伸びが期待できるグローバル市場向
けの製品として，世界最小クラスの体格，質量，油
量を実現した 115 kV，50MVAクラスの変圧器を開
発しました。また，最新の国際規格に準拠した新型
145kVガス絶縁開閉装置（GIS）を海外電力会社に
初めて納入しました。
“パワエレシステム”のインダストリーでは，パワ
エレ技術をコアに強いコンポーネントを創出し，制
御技術・IoT 技術との組合せでシステム販売を強化し，
海外事業の拡大を目指しています。オートメーション
分野では，工場の自動化を推進するインバータやサー
ボ，計測機器，制御機器などのコンポーネントと，そ
れらを組み合わせた制御システムを開発し，生産性の
向上と省エネルギーに貢献しています。IoTの活用で
は，生産現場にあるさまざまな機器のデータの時刻同
期を取ってひとまとめに蓄積し，分析サービスまでを
提供する新しいエッジデバイス「OnePackEdgeシス
テム」を開発し，製品化しました。さらに，アナリ
ティクス・AIの適用により，EMS，予兆診断，品質
分析・改善など新たな価値を提供します。また，船舶
分野にも注目し，長年培ってきた集じん機技術や水処
理技術などを応用し，硫黄酸化物（SOX），粒子状物
質（PM）規制に対応する船舶用排ガス浄化システム
を開発しました。制御機器分野では，ライフライン設
備などの高信頼性が求められる市場向けに，二重化対
応したプログラマブルコントローラや，電機高速コン
トローラを開発し，鉄鋼プラントなどの高速で信頼性
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の高い駆動制御システムの実現を可能にしています。
“電子デバイス”のパワー半導体では，従来の Si

半導体に比べ低抵抗かつ高耐圧で高温動作が可能な
SiC（炭化けい素）を適用したパワー半導体チップを
開発し，世界最高レベルの性能を持った SiCモジュー
ルを開発しています。これらは次世代高速鉄道などに
適用されて小型・軽量化に貢献し，機器の性能評価が
進んでいます。
これらパワエレシステムとパワー半導体をコア技術

として，急速に進むモビリティーの電動化を重要ター
ゲットに位置付けています。富士電機独自のパワー半
導体と冷熱技術・モジュール化技術を駆使して小型・
軽量化を実現した車載用パワー半導体モジュール，な
らびにこれを用いた車載用パワエレ機器の開発を進め
ています。
“発電プラント”では，世界的に脱炭素の流れが加

速する中，再生可能エネルギー分野へのシフトを進め
ています。一括請負工事（EPC）で受注した 4 件の
太陽光発電所は 2018 年度に竣工し，その中で苫小牧
メガソーラー第一発電所は，蓄電池併設型で北海道電
力株式会社の出力変動対策の技術要件に対応した国内
最大級の設備となります。
“食品流通”では，人手不足の常態化に対応して，
利便性向上・省力化・省エネルギーという観点で課題
に取り組んでいます。例を挙げると，汚れにくいコー
ヒーミルの開発や，IoT 技術の活用による作業の簡略
化を進めています。また，消費者の待ち時間に対する
ストレス軽減のために，コーヒーの抽出プロセスを見

直し，より短時間でまろやかな味の実現を可能にしま
した。
さらに，広く製品に貢献する共通的な基盤技術や将

来を見据えた先端技術の研究開発を進めています。例
を挙げると，分子シミュレーション技術を用いた SiC
半導体とゲート酸化膜界面の欠陥構造の特定や，モデ
ルベース設計技術の適用によるサーボシステムの制御
アンプ，モータ，機械負荷の詳細モデルの作成，AI
技術を用いた画像認識技術の開発による外観検査の自
動化などを進めています。このように従来の技術にデ
ジタル技術を融合して，さらに強い技術基盤を構築し
ます。

富士電機は，“地球社会の良き企業市民として，地
域，顧客，パートナーとの信頼関係を深め，誠実にそ
の使命を果たします”を経営の基本理念に，スローガ
ンとして，“熱く，高く，そして優しく”を掲げてい
ます。新しい技術や製品を生み出すことにより社会
に貢献するという“熱い”気持ち，“高い”目標を掲
げてどんな困難にも立ち向かっていく気概，そしてお
客さまや仲間，支えてくれている家族に感謝し，大切
に思う“優しさ”です。これらの思いや姿勢が当社の
DNAであると考えています。
このスローガンの下，多様な人材がチームとなり，

安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献していく所
存です。皆様のご指導，ご鞭撻を心よりお願い申し上
げます。

代表取締役社長



＊ 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。
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