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2019 年度の技術成果と展望
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パワエレシステム インダストリーは、パワーエレクト
ロニクス製品に計測機器、制御機器、IoT（Internet of 
Things）技術を組み合わせてシステム化し、自動化と省
エネルギー（省エネ）により、あらゆる産業分野への貢献
を目指している。

オートメーション
オートメーションでは、生産設備の自動化や見える化、

省エネに貢献するインバータ、回転機、計測機器、FAコ
ンポーネントと、それらに IoTを組み合わせた制御シス
テムを展開している。
ファクトリーオートメーション分野では、IoTによる

製造業のデジタル化を推進するため、現場型診断装置
「SignAiEdge（サインアイエッジ）」を開発した。この
エッジコントローラは、アナリティクス・AIを搭載した
表示器一体型で、タッチオペレーションを採用し、工場で
手早く簡単に導入できる設備診断装置として、生産現場の
最適化に貢献する。
データ収集から分析サービスまで提供するシステムソ
リューション「OnePackEdge システム」は、情報収集対
象機器の拡充と分析機能を拡張し、適用分野を拡大した。
また、AC100～ 240Vの入力を受けて DC24Vを出力
する制御盤用の AC/DC 電源を開発した。（1+1）冗長機
能を内蔵、配線を最小化、ラックマウント構造を採用し、
電源スペースを最大 50%削減した。船舶分野では、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（EGCS）のシリーズ化を進め、エン
ジン出力に応じて、S、M、Lサイズに続き、主に大型貨
物船に対応する 2Lと XLサイズを開発した。
プラントオートメーション分野では、国外市場の灌漑

（かんがい）プラントをターゲットとした高圧インバー
タ「FRENIC4600FM6e」に 35MVA 超大容量機種を
追加し、系列拡充した。また、DC1,500Vの高電圧化
と 2,500 kWの大容量化を実現した太陽光発電向け PCS
「PVI1500CJ-3/2500」を開発した。

駆動制御システムでは、従来機種に対して互換性を持た
せながら、保護機能や運転時の監視機能を充実させ、新規
格に対応した産業用低圧インバータ「FRENIC4000VM6」
を開発した。その他に鉄鋼会社向けに、外形寸法および電
気的な仕様を既設品に合わせた巻線形誘導電動機を納入し、
短期間で更新工事を行った。また、非鉄金属会社向けに、
自動車用アルミニウム板材を生産する連続熱処理・表面処
理ラインの電気品として、インバータ約 200 台、モータ
約 350 台、プログラマブルコントローラ 10 台、制御盤
約 150 面を納入し、高性能、高信頼性かつ保守性や安全
機能などの付加機能が向上した。
計測制御システムでは、監視規模の拡大、オペレー

ターの監視操作の支援および画面アプリケーションの作
成支援機能などの機能を拡充した「MICREX-VieW XX
（ダブルエックス）」を開発し、プラントオペレーション
が円滑化してプラントエンジニアリング効率が向上し
た。鉄鋼プラント向け監視制御システムの更新では、この
MICREX-VieW XXに制御システムを統合し、オペレー
ターの動線改善、監視状態の一元管理による安全操業およ
び保守性の向上を実現した。その他、既存の制御系に付加
することでボイラ効率を改善するボイラ燃焼ソリューショ
ンパッケージや、将来の新旧工場統合を目指してクライア
ントサーバ構成とした化学プラント向け計測制御システム
を納入した。

情報ソリューション
情報ソリューションでは、富士電機グループ全体に情報
制御システムを供給するとともに、IoT 技術を活用し、自
治体や企業などの業務合理化、生産性向上、省エネを推進
するツールやシステムを展開している。
製造データ利活用ソリューションは、操業に影響を与え

ず、複数の工場をリアルタイムで参照し、工場稼働情報な
どを蓄積・解析し、品質向上や操業の効率化などに役立つ。
また、蒸気使用設備の省エネ、CO2 削減に向けた見える
化システムである熱 EMSソリューションを提供している。
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社会ソリューション
社会ソリューションでは、鉄道用電機品や放射線管理シ

ステムなどを展開し、社会インフラの安全・安心と省エネ
に貢献している。
鉄道分野では、2020 年 7月に営業運転を開始予定の次
世代の新幹線N700S 系向けに主回路電機品（主変換装置、
主電動機、主変圧器）、および乗り心地を向上させるため
に車両の左右振動を抑制する振動制御システムに適用され
る新規採用のフルアクティブダンパ駆動装置を納入した。
また、ドア駆動システムでは、プラットフォーム化した

ドア駆動システムを利用し、実績のある高い信頼性を維持
しつつ、乗務員や保守員の負担軽減を狙い、従来車両との
相互互換性を重視したドア駆動システムを顧客に納入した。
さらに、信頼性や可用性、保全性、安全性の国際規格であ

る RAMS（EN 50126/IEC 62278）やソフトウェアの機
能安全規格（EN 50128/IEC 62279）に対応した国外向
けのドア駆動システムや補助電源装置を開発し、顧客に納
入した。

フィールドサービス
フィールドサービス分野では、従来型の定期点検や修理

などの保守サービスに加え、IoTやアナリティクス・AI
を活用した設備保全最適化ソリューションを展開している。
顧客設備の安定稼働を目的とした回転機故障予兆監視シ

ステム「Wiserot」の新ラインアップとして LAN振動セ
ンサを製品化した。回転機に特化した診断技術のベアリン
グ異常判断基準Q値を搭載し、従来の無線振動センサと
併用が可能であり、設置環境や目的に応じた運用ができる。

図1　「Web/SNMPカードⅡ」

1　新ネットワークカード「Web/SNMPカードⅡ」 関連論文：富士電機技報 2019， vol.92， no.3， p.197

サーバの仮想化や工場の IoT 化の普及により、データ
センターの機器や工場生産設備において、ネットワーク化
が拡大している。これらの施設で電源保護装置として利用
されている無停電電源装置（UPS）もネットワーク化に
対応するため、UPSにプラグイン可能なオプション製品
として「Web/SNMPカードⅡ」をリリースした。
高度な暗号化通信（TLS1.2）によるセキュリティを実
装し、また、高速通信（1Gbps）にも対応しているので、
データセンターでも安全に使用できる。仮想化システムで
は、直接連携を可能にする通信用（SSH）の専用サーバ
が必要であった。しかし、本製品は UPSにプラグイン実
装するだけで使用できるため、従来必要であった専用サー
バが不要になり、システムの初期コストを低減できる。

オートメーション

40 A×
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（a）AC/DC電源 （b）制御盤内の構成比較
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図 2　制御盤用AC/DC電源

2　制御盤用AC/DC電源
制御盤用の AC/DC電源は、従来、冗長機能を持たせる
ために市販の DINレールに取り付け、電源装置を複数個
組み合わせ、さらに回路を取り付けて構成することが多
かった。そのため制御盤内の占有する体積が大きくなって
しまうという問題あった。このような問題が生じないよう
に、制御盤用AC/DC電源を開発した。主な特徴は次のと
おりである。
⑴　（1+1）冗長機能を内蔵、配線最小化、ラックマウン
ト構造により電源の体積を最大 50%削減
⑵　並列使用により供給電力を増強し、制御盤の高度化や
大規模化が可能

⑶　入力 AC100～ 200V、出力 DC24Vで、出力電流
10A、20A、40Aの 3モデルをラインアップ
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DC電源
16.1～45.0 V

負荷抵抗
250Ω以上

FCXシリーズ
圧力発信器

Bluetooth HART
モデム

Android 端末

HART Configurator

HART 通信信号

4～20 mA

FCXシリーズ圧力発信器用
コミュニケータソフトウェア

図 3　システム構成例

3　「FCXシリーズ」圧力発信器用コミュニケータソフトウェア
Android 端末で利用可能な「FCXシリーズ」圧力発信

器用コミュニケータソフトウェア（アプリケーション）を
開発した。従来は、設備メンテナンス時に、専用のハン
ドヘルドコミュニケータで測定レンジの変更や測定データ
のモニタ、自己診断などの操作を行っていた。このアプリ
ケーションを市販の Android 端末にインストールすること
で、同様の操作が可能になる。主な特徴は次のとおりである。
⑴　市販の Android 端末を利用できる。アプリケーション
はインターネットから無料でダウンロードが可能である。

⑵　Bluetooth HARTモデムに対応し、Bluetoothによ
る遠隔操作やモニタが可能である。

⑶　圧力発信器の設定内容（個体識別番号、校正記録、測
定範囲など）を電子化して管理できる。

オートメーション

図4　電動機の外観

4　愛知製鋼株式会社向け R1・2ミル用巻線形誘導電動機
愛知製鋼株式会社 刈谷工場の形鋼圧延ライン R1・2ミ

ルの巻線形誘導電動機を納入し、更新した。更新に当たり、
ケーブルを含む既設の周辺機器を流用するため、製作する
電動機はその外形寸法および電気的な仕様を約 60 年前に
納入した既設品に合わせることが求められた。この要求に
応えた更新工事を行い、予定どおりの営業運転の開始につ
なげた。

電動機の主な仕様は次のとおりである。
⑴　出力：1,500 kW
⑵　一次側電圧：3,300 V
⑶　回転速度：446 r/min
⑷　始動方法：液体抵抗器（既設）による二次抵抗始動

図 5　電動機の外観

5　宇部丸善ポリエチレン株式会社向け圧縮機用同期電動機
富士電機は、宇部丸善ポリエチレン株式会社向け圧縮機

用同期電動機（6 kV、1,650 kW 32 極）および付帯する
電気設備を更新した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　本電動機の設置場所は、可燃性ガスが存在する第一類

危険箇所である。そのため、電動機は可燃性ガスが機内
に入り込まないよう内圧防爆構造を採用した。

⑵　直接励磁方式を採用して電動機のコンパクト化を図り、
新旧電動機の据付け寸法を同一とし、基礎工事を不要と
した。これにより、限られた設備停止期間内に工事を完
了した。
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図 6　「LEONIC-M700」

6　愛知製鋼株式会社向け 1棒鋼C列ミルモータ用直流駆動装置の更新
愛知製鋼株式会社向け 1 棒鋼 C 列ミルモータ用
直流駆動装置を更新した。駆動対象は、直流電動機
（410 kW）は既存のままで、駆動装置を 1978 年に納
入したアナログ制御からデジタル制御のレオナード装置
「LEONIC-M700」「LEONIC-M Compact」に更新した。
駆動装置間の制御は PLC化とし、速度制御応答も向上した。
交流側、直流側ともに既存のケーブルを用いて、制御盤の
コンパクト化を図り、既存設備と合わせたことにより、短
期間で更新工事を完了した。主な仕様は次のとおりである。
⑴　LEONIC-M700：
　出力～ 3,300 kW、電圧DC220～ 750V
⑵　LEONIC-M Compact：
　出力～ 450 kW、電圧DC220～ 440V

オートメーション

図7　連続熱処理・表面処理ライン

7　株式会社UACJ 福井製造所向け新設プロセスライン設備電気品
株式会社UACJ 福井製造所向けに、自動車用アルミニ
ウム板材を生産する連続熱処理・表面処理ライン（CALP
設備）の電気品を納入した。最新の制御システムにより、
高性能、高信頼性かつ保守性や安全機能などの付加機能が
向上した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　インバータ約 200 台、モータ約 350 台、PLC10 台、
制御盤約 150 面ならびに制御ソフトウェアと監視制御
システム一式で構成しており、プラントデータの高速収
集と遠隔監視が可能である。
⑵　接地システムには、等電位ボンディング（IEC 
60364-4-44）を適用し、EMC対策を図った。

⑶　機器のリスクレベルに応じた装置停止回路を構築し、
設備の機能安全を確保した。

（a）構成例
（b）長時間波形表示

（100 ms、24 h 表示）

f (s)NISDAS7 API
サーバアプリケーション

サーバ

プラント制御システム

プラント

情報 LAN

制御 LAN（SX-Net ループ）

f(s)NISDAS7

IoT エッジ
（PC）

f(s)NISDAS7 API

エッジアプリ
ケーション

24 h

図 8　構成とサンプリング画面

8　データ収集 ･解析支援パッケージソフトウェア「f（s）NISDAS7」
設備の運転安定化や予防保全を行うためのデータ収集・
解析支援パッケージソフトウェア「f(s)NISDAS7」の機
能を拡充した。これにより、端末内外からのデータアクセ
ス・利活用が容易になり、生産設備の立上げ、設備保全・
解析が効率化できる。拡充した機能は次のとおりである。
⑴　表示・解析機能の拡充
⒜　長時間の膨大なデータを表示可能（長時間波形表示）
⒝　最新データとヒストリデータを連続して表示
⒞　BCDコード対応強化

⑵　IoTエッジ機能の拡充
⒜　「SX-Net」のループ接続に対応し、断線してもデー
タ収集を継続

⒝　連携用APIにより外部アプリケーションに対応可能
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燃焼制御盤
（POD＋PLC）

レーザ方式
CO分析計

＊富士電機は、本製品の技術について特許を取得しています。

ボイラ燃焼
ソリューションパッケージ

排ガス

燃料

空気

既設
ボイラ制御装置

ボイラ

図 9　ボイラ燃焼ソリューションパッケージ

9　ボイラ燃焼ソリューションパッケージの納入と導入効果
富士電機は、既存の制御系に付加することで、ボイラ効
率を改善するパッケージを国内某所に納入した。
従来のボイラでは、不完全燃焼（黒煙の発生）を防止す

るため、燃焼に必要な理論空気量に対して過剰となる空気
量を設定していた。本パッケージは、排ガス中の COを
リアルタイムに計測する高速応答レーザ分析計と、独自の
演算ロジックを搭載した小型コントローラで構成している。
微量に COが発生するまで空気量を下げることで、過剰
空気による熱損失を削減した。また、外乱によって CO
量が増大した場合のブロック機能も持っている。
試運転の結果、100 t/hボイラの場合に、年間約 172 千

Nm3の燃料の削減に相当する約0.3%の効率改善を示した。

オートメーション

サーバ
（二重化）

……

PLC

リモートI/O

新工場
I/O盤

FL-net
準拠 LAN
（二重化）

【新工場側中央操作室】

納入範囲

新工場
制御盤

スタンド
アロン

クライアント
PC

銘柄管理
PC

PLC

リモートI/O

旧工場
I/O盤

Ethernet
【旧工場側中央操作室】

旧工場
制御盤

図 11　某化学プラント向け計測制御システムの構成図

11　化学プラント向け計測制御システム
化学工業分野では、製品需要が自動車関連材料などの高
機能製品の需要が大幅に伸長している。このような需要の変
化に対応するため、新規プラントの建設や老朽化設備の更
新などが大幅に増加している。富士電機の監視制御システ
ム「MICREX-VieW FOCUS」を導入していた顧客も増産
のため新工場を建設した。新工場ではクライアントサーバ構
成とし、新旧工場の統合に備えた。さらに、サーバや FL-

net 準拠の LANの二重化などにより高い信頼性を確保した。
また、旧工場の原料タンクなどの設備の一部や銘柄管理シ
ステム「FLEX-BATCH」を共用して、コストを削減した。
今後、システムの統合に加え、運転支援システムを始め

とした IoT商品を提供することで、顧客と共にプラントの
最適運用に取り組んでいく。

【コントロール
  ステーション】
XCS-3000

【オペレータ
      ステーション】
XOS-3000

【データベース】
XDS-3000

【PLC】
MICREX-SX

二次精錬
プラント監視
制御システム

二次精錬
プラント監視制御システム

DPCS-F

制御 LAN（FL-net 準拠 V3.0）

MICREX-VieW XX

【コントロール
  ステーション】
HDC/PCS-500

【PLC】
MICREX-F

監視操作盤 【オールインワン
ステーション】
OCS-500

二次精錬付帯
設備制御
システム監視・

操作系統
統合更新

制御系統
更新

T-LINK

FL-net

ディジタル
調節計

（a）更新後 （b）更新前

図 10　二次精錬プラント監視制御システム

10　製鉄所の二次精錬プラント監視制御システムの更新
製鉄所の二次精錬プラント監視制御システムの更新工事
を、顧客と合意した設備休止期間である 5 日間で完了した。
二次精錬プラントの監視制御システムは、DCSで構成さ
れ、付帯設備の制御システムは、操作監視盤・ディジタル
調節計・PLCで別々に構成されていた。本工事では、監
視・操作系統を統合し、「MICREX-VieW XX」に更新し
た。これにより、二次精錬プラントと付帯設備の監視・操
作の一元管理を実現し、オペレーターの動線の改善、操業
の安全性と設備の保守性が向上した。また、データ収集・
解析支援パッケージソフトウェア「f (s) NISDAS」の導入
により、プラントデータの高速収集と大容量保存が可能に
なり、そのデータを用いて生産性や品質が向上した。
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図 12　昇降機監視システムの構成図

12　成田国際空港株式会社向け昇降機監視システム
成田国際空港第 1および第 2ターミナル向けの昇降機

監視システムに「MICREX-VieW FOCUS」を納入した。
既設（他社製）は二次元表示での監視を行っていたが、三
次元表示とすることで、各ターミナル内のエレベータやエ
スカレータなどの昇降機、動く歩道の監視の利便性や、緊
急時の対応のしやすさが向上した。また、昇降機などは複
数のメーカーが混在していたが、子局からの接続をハード
ウェア接続にすることで、接点仕様や電源仕様などを富士
電機が提供するシステムに統一した。これにより、昇降機
などの増設や改造を容易にした。
新たな機能として、耳の不自由な人がエレベータ内のイ

ンタホンで会話ができない場合に、係員が向かっているこ
とを表示灯で知らせるなど、利用者の利便性も図った。

オートメーション

IBD 表現 計装ループ表現

制御機能仕様書

自動
生成

SFC表現 タイムチャート表現

新機能：運転方案制御フロー表現

制
御
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

図 13　制御機能仕様書から制御ソフトウェアの自動生成

13　高効率エンジニアリング支援ツール「HEART」の機能拡充
「HEART」は、汎用の OAソフトウェアの Excelや
Visioで作成した制御機能仕様書から、自動で制御ソフト
ウェアを生成するエンジニアリング支援ツールである。こ
の仕様書の表現には、計装ループ図や IBD（Interlock 
Block Diagram）、SFC（Sequential Function Chart）、
タイムチャートなどがある。
運転方案制御フローを新たにこの仕様表現に加えること

で、ゴミ焼却やボイラの自動立上げなど、多くの分野への
適合性が向上した。また、運転方案制御フローは、ソフト
ウェアへの自動変換の他、制御機能仕様書上で実行状態の
モニタもできる。さらに、一時停止や強制終了、指定工程
へのジャンプなどの機能を標準で備えた。これらにより、容
易に、かつ高効率にエンジニアリングを行うことができる。

他システム
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図 14　拡張API 機能の動作

14　設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」の機能拡充
設備監視システム「MICREX-VieW PARTNER」の新

機能を開発した。新機能の主な特徴は次のとおりである。
⑴　拡張API（Application Programming Interface）機能
拡張API 機能として、システムと顧客要件で追加する
機能との連携を仲介する APIサービス機能と、それに伝
送を介して接続する APIクライアント機能を開発した。
APIクライアントは追加する画面や、さらには他社シス
テムや顧客が作成したシステム上からも容易に連携するこ
とができ、顧客のさまざまな機能要件に柔軟に対応できる。
⑵　データ移行機能
短期間で効率良くシステムをリプレースするため、旧機

種の定義データをシステムの定義データに一括で変換する
機能を追加した。
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XCS-3000
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制御 LAN

②付箋機能 ③FPエディタ機能

①ユーザー TAG
　拡張

図 15　「MICREX-VieW XX」の基本システム構成例

�　監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」の機能拡充
監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエッ

クス）」に、監視規模の拡大、オペレーターの監視操作の
支援、および画面アプリケーションの作成支援などの機能
を拡充した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　制御 LANのブロードキャスト通信に割り当てられる
ユーザー TAGの点数を、従来の 32,752 点から 65,535
点に拡張し、プラントの監視点数を拡大した。

⑵　現場の要望に応え、オペレーターの交代時の連絡事項
（コメント）を、監視画面上に付箋のメモのように貼り
付けることができる付箋機能を搭載した。

⑶　顧客や分野ごとの画面アプリケーション作成を支援す
るフェースプレート（FP）エディタ機能を開発し、エ
ンジニアリング効率を向上させた。

オートメーション

データ収集 製造データ利活用ソリューション

データレイク

稼働状態

MES
サーバ

PLC、
サーボなど

設備挙動 ダッシュボード

品質要因
ネットワーク

アナリティクス
・AI

予知保全

○操業効率化
○品質の向上
○クレーム対応迅速化
○CBMの実現

製品品質 トレー
サビリティ

図 16　製造データ利活用ソリューションのデータフロー図

1　製造データ利活用ソリューション
富士電機は、MESサーバや PLC、サーボなどから収集

する装置の稼働状態や製品品質、設備挙動などをデータレ
イクに蓄積・解析し、品質の向上、操業の効率化とクレー
ム対応の迅速化などに役立つ製造データ利活用ソリュー
ションを開発した。
このソリューションは、操業に影響を与えずに、複数の

工場をリアルタイムに参照でき、稼働状況の管理による操
業の効率化、製品の品質に影響を及ぼす要因の特定による
設計品質の向上とトレーサビリティによるクレームへの即
時対応性を実現する。また、設備状態を基にした最適解の
算出により CBM（予知保全）を行う。
このソリューションは、加工組立やプロセスまたは両方

が混在する製造業に適用できる。

情報ソリューション

分析ソフトウェア

データ

データ

蒸気利用
設備

クランプオン式
蒸気用超音波
流量計

蒸気
流量蒸気

熱収支分析
システム
＜開発中＞

温度・流量

熱 EMS

工程排温水・
ドレン水

工程排温水

120℃
蒸気発生

ヒートポンプ

ヒートポンプ
蒸気投入

図 17　システム導入構成例

2　熱 EMS ソリューション
蒸気設備の熱収支や各種排熱を定量的に見える化して省

エネルギー化と CO2の排出を削減するソリューションを、
2020 年度内の製品化に向け、開発している。主な特徴は
次のとおりである。
⑴　蒸気に非接触で計測可能なクランプオン式蒸気流量計
を用いるため、生産性などに影響しない。

⑵　設備の蒸気使用量と各種排熱の発生量をリアルタイム
で定量的に監視することにより、熱エネルギー効率の現
状を把握できる。

⑶　生産実績や設備能力設計値などを取り込んだデータ分
析により、エネルギー効率悪化を捉え、その悪化要因や
要因発生場所などを自動抽出し、課題を明確化できる。
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図 18　ジャカルタMRTJ 車両

1　ジャカルタMRTJ 車両向け電機品
アジアにおける富士電機のドア駆動システムと補助電源
装置の納入実績、ならびにそれら電機品搭載車両の信頼性
は高く評価されている。この評価を基に、インドネシア初
の地下鉄（MRTJ：Mass Rapid Transit Jakarta）車両向
けとして、2019 年 4月の開業までに、日本車輌製造株式
会社経由で 6 両 16 編成分のドア駆動システム 768 台と、
補助電源装置 32台の両電機品を受注・納入した。主な特
徴は次のとおりである（⑵、⑶は、両電機品共通）。
⑴　プラットフォーム化したドア駆動システムをベースに、
MRTJ 要求仕様（ドア開閉時の低騒音化）に対応

⑵　信頼性、可用性、保全性、安全性の国際規格である
RAMS（EN 50126/IEC 62278）対応

⑶　ソフトウェア機能安全規格（EN 50128/IEC 62279）対応

社会ソリューション

図19　LAN振動センサ

1　回転機故障予兆監視システム「Wiserot」
顧客設備の安定稼働を目的とした回転機故障予兆監視シ
ステム「Wiserot」の新ラインアップとして LAN振動セ
ンサを製品化した。回転機に特化した診断技術のベアリン
グ異常判断基準Q値を搭載し、従来の無線振動センサと
併用が可能であり、設置環境や目的に応じた運用ができる。
LAN振動センサの主な特徴は次のとおりである。
⑴　従来のバッテリ搭載、特定小電力無線通信による無線
式に対し、Ethernet 通信を使った有線式にしたことで、
1 台の PCで最大 256 台まで接続可能とした。

⑵　解析用データの伝送量を従来の 4,096 点から最大
262,144 点まで拡張し、FFT 周波数解析の分解能を従
来の 6.25Hzから 0.09Hzに大幅に改善し、ベアリン
グの不具合箇所が正確に特定できるようになった。

フィールドサービス



＊ 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
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