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お客様の価値創出に貢献する研究開発型企業への進化



富士電機システムズ株式会社
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□水 力
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□産業パワーエレクトロニクス機器・システム □計算機・制御システム □施設電機システム
□交通・道路システム □電 源 □クリーンシステム □車両・特機コンポーネント
□監視制御システム
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□太陽電池 □エネルギーソリューション □計量システム □計測制御システム
□計測コンポーネント □放射線機器・システム □製造ソリューション
□行政情報ソリューション □オフィス & セキュリティソリューション



水 環 境 シ ス テ ム
□水環境システム

表紙写真



共通技術プラットフォーム
□パワーエレクトロニクス

□回転機

□情報制御

□生産技術

□予防保全サービス

グローバル企業への変革



富士電機機器制御株式会社

システムコンポーネント
□プログラマブルコントローラ

□器 具


□回転機・可変速機器

お客様に喜ばれるトップサプライヤーを目指して



富士電機デバイステクノロジー株式会社

情報機器コンポーネント
□磁気記録媒体

□感光体

半

導



持続可能な社会の構築は人類共通の課題で
ある。
富士電機グループは，太陽電池や風力発電，
燃料電池，地熱発電といった新エネルギーシ
ステム，お客様のプラントや設備を安全かつ

体



□半導体

快適商空間の創造を目指して



富士電機リテイルシステムズ株式会社

効率的に運用する制御機器やシステム，省エ
ネルギーを支える半導体，ノンフロン対応の

流 通 機 器 シ ス テ ム

自動販売機，製品を安心して使用していただ

□自動販売機

くための鉛フリーはんだ，をはじめとする製
品や技術で「エネルギー」と「環境」分野の

□フードサービス機器


□通貨・カード機器

□店舗設備機器

革新的技術創出への挑戦 ─ 研究開発の進むべき方向 ─



富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

課題に取り組んでいる。
表紙写真では，フィルム型アモルファス太
陽電池や風力発電，りん酸形燃料電池などの
クリーンエネルギー源と環境負荷の低いノン
フロンヒートポンプ自動販売機を取り上げ，
地球温暖化防止に貢献する富士電機の技術を
表現している。



技 術 開 発・ 生 産 技 術
□電子デバイス □パワーエレクトロニクス □環境・エネルギー
□情報・通信制御 □解析技術・材料技術 □生産技術



技術業績の表彰・受賞一覧
富士時報

Vol.81

No.1

□メカトロニクス・センサ

掲載項目一覧



新しい年を迎えて

新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

実用化以来納入実績Ĉ積ĉÝÃÜºāĀĉ酸形燃料電

皆様方áå佳Ã新春ĈÀ迎¾äÉÞÞÀ慶é申Í上

池Ýåh設置面積Ĉ 30 % 低減ÍÜ非常用電源àßî

ÈôÏg

ä適用拡大Ĉ目指Ï普及機Ĉ開発ÍôÍÕg環境

2007 年á 2 年目Ĉ迎¾Õ今次中期経営計画Ýåh

負荷ä低ºđĶŔės源ÞÍÜ同様á期待ËĂā風力

連結売上高 1 兆円h営業利益率 7 %hD/E ŕĠē}株

発電Ýåh長j短周期ä電力変動Ĉ補償Ïā世界初ä

主資本á対Ïā金融債務ä比率~1.0 倍以下Ĉ目標á

ĸčĿœĬĲ型電力安定化装置Ĉ 4 社}富士電機ĠĢ

挑戦ÍÜÀĀôÏgÉä目標Ĉ実現ÏāÕ÷ä最ø重

įŉģ株式会社h新神戸電機株式会社h川崎重工業株

要à施策ä一ÚÂ研究開発ä充実Ý¸ĀhÉĂáþÙ

式会社h日産İČsĥŔ工業株式会社~Ý共同開発Íh

Ü事業Ĉ伸æÍh構造改革Ĉ進÷āÉÞÂ可能áàā

ľČsŔĲ実証実験Ĉ開始ÍôÍÕgôÕh富士電機

Þ考¾ÜºôÏg本号ÝåhÉĂÿä施策Þ主要à開

ä地熱発電ŀŒŜıø世界ä各所Ý営業運転Ĉ開始Í

発成果ĈÊ紹介ºÕÍôÏg

ôÍÕgŇčĘŖęœĬĲä実証実験ú太陽光発電ä

ôÐh研究開発ä経営資源Ĉh中期経営計画ä目
標á最ø貢献ÏāïÃ牽引事業Ý¸ā磁気記録媒体

国際共同実験àßh技術ä適用Ĉ拡大Ïā活動áø積
極的á取Ā組õôÍÕg

}ĸsĲİČĢĘ~
h半導体ÀþéĺŘsđŕĘıŖ

省đĶŔėsĈ指向ÍÕ技術ú製品áøhĺŘs半

ĴĘĢ関連ä事業á集中ÍôÍÕg100 名規模ä開発

導体úĺŘsđŕĘıŖĴĘĢàßä技術Ĉ活用ÍÜ

技術者ĈÉĂÿä事業部門á異動ÍÜ増強Íh技術開

取Ā組õôÍÕg需要Â拡大ÍÜºāĺŘs半導体Ý

発Áÿ製品化ôÝäœsĲĨčŉä短縮úhÀ客様ä

åh低損失j低ķčģäıŕsĲēľĈ改善ÍÕ第 6

ĴsģäĢĽsİČà開発展開Ĉ図ĀôÍÕg中期経

世代ĺŘs MOSFETSuperFAP-E3 Ġœsģúh

営計画á連動ÍÕ製品äŖsĲŇĬŀĈ整備Íh競争

低損失Ý高制御性Ĉ実現ÍÕ第 6 世代 IGBT ŋġŎs

力ä¸ā新製品ĈĨčŉœsá投入ÝÃā技術ä確立

ŔV Ġœsģ PIMàßhþĀ一層使ºúÏÅ高

Þ技術力ä強化Ĉ行ÙÜºôÏg

効率ä新製品Ĉ投入ÍôÍÕg製造現場àßä省đ

次áh主à研究開発įsŇä目的ú内容åđĶŔ

ĶŔėsá不可欠Þº¾āčŜĹsĨÝåh汎用čŜ

ėsÞ環境ĈĖsŘsĲÞÍÕ取組õá集約ÍhÀ

ĹsĨFRENIC-MEGA Ġœsģä容量系列Ĉ拡

客様ä事業á貢献ÏāÞ同時á地球社会ú地球環境á

大ÍÕñÁh各種高圧čŜĹsĨø納入実績Ĉ増úÍ

ø有用à技術成果ä獲得Ĉ狙ºôÍÕg

ôÍÕgôÕh大容量 IGBT}3.3 kV 1.2 kA~Ĉ採用

新đĶŔėsáÚºÜåhŀŒĢĪĬĘľČŔŉ基

ÍÜ小型j高効率j軽量化Ĉ実現ÍÕ N700 系新幹線

板上á連続的áċŋŔľĊĢĠœĜŜä薄膜Ĉ形成Ï

電車Âh2007 年 7 月á営業運転Ĉ開始ÍôÍÕg省

ā太陽電池ä量産技術}ŖsŔĭsŖsŔ製法~Ĉ確

đĶŔėsÂ求÷ÿĂÜºā自動販売機Ýåh地球

立Íh本格的à出荷Ĉ開始ÍôÍÕgôÕ 1998 年ä

温暖化係数Â小ËºķŜľŖŜ系冷媒Ý¸ā CO2 ä



適用á加¾h新ÕáĻsıņŜŀĈ採用ÍÜ消費電力

ŊsĔsáåh設計ä統一á貢献ÝÃāÞÞøá在庫

Ĉ 30 % 削減ÏāÉÞÂÝÃôÍÕg環境á配慮ÍÕ

管理áø役立ÜāÞ考¾ôÏgËÿáh接点部一体構

一連ä継続的à取組õáþÙÜh自動販売機å社団法

造áþÙÜĜŜĺĘı化ÍÕĜŇŜĲĢčĬĪä新Ġ

人産業環境管理協会ä運営ÏāđĜœsľ環境Œł

œsģĈ発売Íh現場ä制御盤ä奥行Ĉ縮小ÝÃāþ

ŔĈ業界Ý初÷Ü取得ÍôÍÕgÉäñÁ環境Ĉ守

¼áÍôÍÕg

āÉÞá関Ïā成果ÞÍÜåh煙道á直接挿入ÍÜ排

次世代á向ÇÕ先端的à技術ä取組õÞÍÜåh有

出ĕĢ中ä塩化水素úċŜŋĴċàßä有害成分Ĉ連

機 EL Ý独自ä色変換方式}Advanced-CCM~Ĉ適

続計測ÝÃā国内初äŕsğ式ĕĢ分析計úh最大 5

用ÍÕċĘįČĿŇıœĬĘĢ駆動方式Ĉ手ÂÇÜh

成分ä有害ĕĢ濃度Ĉ 1 台Ý計測ÝÃāĕĢ分析計Ĉ

ľŔĔŒs QVGA}320 × 240 ĲĬı~ĺĶŔÝ高効

発売ÍôÍÕg

率j高耐久ä性能Ĉ確認ÍôÍÕg革新的à低損失ĺ

Éäþ¼áđĶŔėsÞ環境áľĒsĔĢÍÕ

ŘsİĹčĢÞÍÜ期待ËĂā SiC İĹčĢŀŖĤĢ

取組õ以外áøhĜċÞàā技術Ĉ強化ÍÜ新製品ä

úh固体高分子形燃料電池ä長寿命化á向ÇÕ劣化要

投入á結éÚÇÜºôÏg

因ä解明àßÝø実用化á向ÇÕ成果Â得ÿĂôÍÕg

情報İĹčĢj機器ä関連ÝåhĺĦĜŜä AV

製品ä設計ú製造á共通Ïā基盤的à技術áÚºÜ

対応úİġĨŔ家電機器áÀÇā記録容量ä需要Â増

ø強化Ĉ図ĀhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ製品ä EMI

大Ïā中Ýh垂直磁気記録方式áþā磁気記録媒体ä

設計技術h組込õĠĢįŉ開発ŀŖĤĢä高度化h製

大容量化Ĉ加速Íh2.5 čŜĪ 160 ėĕĹčıh3.5 č

造ıŕsĞļœįČh高速高品質÷ÙÃŀŖĤĢàßh

ŜĪ 334 ėĕĹčıä製品Ĉ相次ºÝ投入ÍôÍÕg

øäÚÅĀä根幹áÁÁąā技術á磨ÃĈÁÇÜºô

多ÅäĿŒŜĲÂ登場ÍÜºā電子ŇĶsáÚºÜåh

Ïg

1 台Ý複数ĿŒŜĲä決済Â行¾h既存ä決済系ĶĬ

中期経営計画ä最終年度á¸Õā 2008 年åh目標

ıŘsĘáø容易á接続ÝÃāŇŔĪĿŒŜĲ共用端

達成á向ÇÜh太陽電池úĺŘs半導体ä生産設備投

末Ĉ開発ÍhþĀ簡単á電子ŇĶsĞsļĢĈ導入Í

資ĈåÎ÷ÞÍÜh磁気記録媒体hĺŘsđŕĘıŖ

ÜºÕÖÇāþ¼áÍôÍÕg

ĴĘĢàßä牽引事業á経営資源ä傾斜配分Ĉ行ºô

FA 関 連 Ý åhUSB ú Ethernet Ĉ 標 準 搭 載 Í Ü
FA ĠĢįŉä構築Ĉ容易áÏāŀŖęŒŇĿŔ操
作表示器UG-40

ĠœsģĈ開発ÍôÍÕgôÕh

IEChCCChUL Àþé新 JIS ä各規格áÏïÜ対応

ÏgôÕh燃料電池h有機 EL Ĉ将来ä事業ä柱ÞÏ
ïÅh技術ä完成度Ĉ高÷ÜºÃôÏg
今後Þø独自ä技術力áþÙÜÀ客様ä安心j安
全j環境調和îäÊ期待áÀ応¾ÏïÅh努力Þ研

ÍÕ配線用遮断器j漏電遮断器G-TWIN Ġœsģ

鑽Ĉ重ãÜôºĀôÏg皆様äÊ指導jÊ鞭撻Ĉ心þ

Ĉ発売ÍhÀ客様Ý¸ā機械装置ŊsĔsú配電盤

ĀÀ願º申Í上ÈôÏg

富士電機ホールディングス株式会社
取締役社長



フィルム型アモルファス太陽電池の
本格出荷開始

富士電機の注力機種であるフィルム型アモ
ルファス太陽電池は，熊本工場での本格的な
量産，出荷を開始した。製造ラインは，1 m
幅のフィルム基板上に独自技術で開発した
ロールツーロール装置でアモルファスシリコ
ンの薄膜層を連続的に形成するもので，年間
12 MW の生産能力を有する。写真は，フィ
ルム型アモルファス太陽電池の「軽い・曲が
る」という特徴を生かした，幅 0.5 m ×長さ
3.4 m のモジュールである。ドイツのソロン
社は，本モジュールを建材一体型太陽電池に
適用している。太陽電池の需要は，今後も欧
州を中心に大きな伸張が見込まれるため，今
後，熊本工場に 2 ラインの増設投資を行い，
2008 年中に年間生産能力 40 MW 体制を整備
し，太陽電池事業の拡大を図る予定である。

りん酸形燃料電池のコンパクト化

富士電機は，100 kW りん酸形燃料電池を
1998 年に発売し，病院・ホテル・オフィス
ビル・下水処理場などに納入してきた。耐久
性は，発売当初から業界目標の 4 万時間を実
現し，現在 6 万時間（7.5 年相当）対応機を
すでに市場投入している。さらに，システム
の全面的な改良を行い，設置面積を 30 % 削
減した普及機を開発した。主な特徴は次のと
おりである。
（ 1） 発電装置と排熱処理設備の 2 ユニット構成
（ 2） 15 トン低床トラックでの一体輸送が可能
（ 3） 量産に適した構成機器のユニット化

また，従来の都市ガスタイプに備蓄 LPG
との切替機能を付加した災害対応機，ソーダ
工場などからの副生水素直接利用機，低負荷
時の水素供給機能機などの用途開発も併せて
行い，普及拡大を目指している。
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風力発電用電力安定化装置

風車出力

風力発電の出力変動を抑制し，連系する電

電力系統
合計出力

数分〜数十分周期の
変動電力

力系統の電力品質を安定に維持させる「電力

平滑化された出力

安定化装置」を株式会社ウインパワー西目風

安定化装置出力

力発電所に設置し，2007 年 8 月にフィール

双方向
検 システム
指
出 コントローラ 令 コンバータ
1
2

ド実証試験を開始した。
本装置は，鉛蓄電池とニッケル水素蓄電池
の二次電池，および電気二重層キャパシタを

変動電力分を充放電

(株)ウインパワー西目風力発電所

組み合わせた世界初のハイブリッド型電力安

風速・風向

定化装置であり，新神戸電機株式会社，川崎
重工業株式会社，日産ディーゼル工業株式会
社と共同で開発した。
ハイブリッド構成のため，長・短周期の電
力変動の補償を最小の装置容量で実現できる
という特徴を持つ。
今回の実証試験により，二次電池の容量削
減および長寿命化を目指した最適な運転制御

二次電池

電力安定化装置

方式の確立を図る。

数分〜数十分
風車の出力変動を
安定化

電気二重層キャパシタ
数秒〜数分
風車の出力変動を
安定化

第 6 世代 IGBT モジュール
「V シリーズ PIM」

最新のチップ技術・パッケージ技術を機能
的に融合した第 6 世代 IGBT モジュール「V
シリーズ PIM」を開発した。
ゲート構造の改善やウェーハの比抵抗の最
適化により，低損失・高制御性を実現した。
また，三次元熱解析シミュレーションによ
り，チップ間熱干渉の影響を受けないチップ
レイアウトを設計するとともに，内部回路パ
ターンの最適化を進め，熱分散，放射ノイズ
特性に優れ，かつチップ実装効率の高いパッ
ケージを実現した。
™代表耐圧：1,200 V

™定格電流：
25 〜 50 A（パッケージ 107.5 mm×45 mm）
75 〜 150 A（パッケージ 122 mm×62 mm）
™VCE（sat）
（125 ℃）
：2.2 V（〜 75 A）
，
2.05 V（100 A，150 A）
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第 6 世代パワー MOSFET
「SuperFAP-E3 シリーズ」

スイッチング電源において，パワーデバイ
スは，低損失かつ低ノイズで壊れにくく，使
いやすいことが求められている。富士電機は
これらの市場ニーズに対応するため，低損失
特性と低ノイズを高次元でバランスさせ，高
性能と使いやすさを両立した第 6 世代パワー
MOSFET「SuperFAP-E3 シリーズ」を開発
した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 従来品に対して，同一チップサイズでオ

ン抵抗を約 18 % 低減
（ 2） 新 フ レ ー ム 採 用 に よ り，TO-220 F で

500 V/0.245Ωmax 品を製品化
（ 3） 実機セットにおける放射ノイズとスイッ

チング損失のトレードオフを改善
（ 4） VGS リンギングの低減により基板レイア
ウトの自由度が向上

1 MW/500 kHz 超高周波大容量
誘導加熱用インバータ

No.1 100 kW MOSFET スタック

GDU

GDU

HFCT

Vo
GDU

GDU

HFCT
No.10 100 kW MOSFET

大容量の電縫管溶接機に適用可能な超高周

Io

波大容量のインバータ電源を開発した。主な
特徴は次のとおりである。

レギュレータ

（ 1） 500 kHz で 単 機 1,000 kW と こ の 周 波 数

マッチングキャパシタ

では世界最大級の電源容量

ワークコイル

（ 2） 100 kW ス タ ッ ク の 10 並 列 化 を 可 能

にする電流検出器を兼ねる電流バランサ
（HFCT）を開発し，これにより 1,000 kW
の大容量を実現
（ 3） 電源の主回路配線は低インダクタンスと
100 kW MOSFET スタック

6

なる構造とし，回路電圧の低減，放電を防
止
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N700 系新幹線量産車主回路システム

2007 年 7 月に東海道・山陽新幹線では新
しい車両である N700 系新幹線電車による営
業運転が始まった。富士電機は東海旅客鉄道
株式会社と西日本旅客鉄道株式会社に 1 年半
の試作車での本線走行試験結果を踏まえて，
大容量 IGBT（3.3 kV 1.2 kA）適用の主変換
装置および階層型マルチプロセッサ制御方式
の制御装置を設計・製作し納入している。併
せて主変圧器・主電動機も納入している。
IGBT の適用により高出力・高効率・低騒
音を実現するとともに，低損失化による小
型・軽量化も実現した。今後も先進のパワー
エレクトロニクス技術を適用して乗る人に心
地よく，環境に優しい鉄道車両用電気品を提
供していく。

高圧大容量瞬低対策装置
「UPS8000H シリーズ」

従来，瞬時電圧低下（瞬低）対策には低圧
UPS で個別に対応してきた。これに対して
高圧回路で一括対応を可能とした，高圧大容
量瞬低対策装置「UPS8000H シリーズ」を開
発 し 2,000 〜 12,000 kVA を 製 品 化 し た。 主
な特徴は次のとおりである。
（ 1） 常時商用給電方式とし，機械式高速ス

イッチと変換器の高効率充電機能との組合
せで装置の効率は 99.6 % 以上を実現した。
（ 2） 停電検出は，ハイブリッド停電検出方式
受電盤
52RS

高速スイッチ盤
HSW

負荷VCB盤
52CS

を採用し，高速・確実な検出を実現した。
（ 3） 単機容量 2,000 kVA とし，最大 6 台まで

並列増設することで負荷設備容量に応じた
変換器盤

バッテリー盤

72B

バッテリー充電

バッテリー放電

変圧器盤

TR1

遮断器盤

対応が可能である。また，冗長システムに
することできわめて高い信頼性が得られる。

52C
通常運転中
停電運転中

（ 4） 蓄電池を採用し，瞬低や 1 分程度の停電

も補償することで，繰返し瞬低や停電切替
などに安心して使用できる。
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ノンフロンヒートポンプ自動販売機

C-C-C
モード

左室
（冷却）

中室
（冷却）

右室
（冷却）

ヒータ ヒータ

地球温暖化係数が小さいノンフロン冷媒で
ある CO2 冷媒を使用した缶飲料自動販売機
をすでに製品化しているが，新たにヒートポ

排熱

CO2
圧縮機

ンプ式の缶飲料自動販売機を製品化した。
ヒートポンプ方式は，従来は自動販売機

C-C-H
モード

外に排出していた冷却時の排熱を使って商

左室
（冷却）

中室
（冷却）

品の加温を行う方式である。CO2 冷媒は従来

右室
（加温）

ヒータ ヒータ

の代替フロン冷媒（R407C）に比べて冷却の

右室
ヒート
ポンプ
運転

COP（性能係数）が低いが，高温吐出ガス
を得やすい特性がある。この特性を利用し 1
台の圧縮機で冷却と加温を同時に行う運転制

CO2
圧縮機

御方式を開発した。冷却時の排熱を効率よく
ホット飲料の加温に用いることにより，ヒー
タだけを使用して加温した場合に比べ年間を
通した消費電力量を平均すると約 30 % 削減
することができる。

直接挿入レーザ方式ガス分析計

富士電機は，じんかい焼却炉などの煙道排
ガス中の塩化水素濃度やアンモニア濃度を連
発光部

エアパージ

0.5〜10 m

煙道

エアパージ

続測定するレーザ方式のプロセス用ガス分析

受光部

計を国内で初めて商品化した。
市場で使用されているガス分析計に比べて

レーザ光

制御部

NH3
HCℓ

次のような特徴を備えている。
（ 1） ゼロドリフトが ＋
− 2.0 % FS/6 か月と長
期安定性に優れ，メンテナンスフリーを実

現している。
（ 2） 交換部品がパッキンのみであり，また消

費電力が 50 VA と低いので，保守・維持
電源

費用を大幅に軽減することができる。
（ 3） 応答が 2 秒以下と速く，高ダスト雰囲気

でも使用できるため，消石灰の注入制御用
など，厳しい設置環境にも対応できる。
（ 4） 煙道排ガス測定で低濃度レンジ 10 ppm

（光路長が 1 m のとき）に対応できる。
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高密度垂直磁気記録媒体

2005 年に初めて垂直磁気記録方式のハー
ドディスクドライブが市場に登場して以来，
長手磁気記録方式から垂直磁気記録方式へ急
速に切り替わった。2006 年のドライブ生産
実績では 2.5 インチでは約 9 割，3.5 インチ
でも約半数が垂直磁気記録方式となっている。
富士電機では 2006 年度に生産ラインの垂
直化対応を進め，その量産体制を整えて急速
な市場の要求拡大に応えてきた。第 1 世代の
2 層磁性層よりも書込み特性に優れた独自の
3 層磁性層を開発し，2.5 インチガラス媒体 1

第1世代（2層磁性層）

第2世代（3層磁性層）

カーボン

カーボン

磁性層A（Co Cr Pt合金）

磁性層A
磁性層B

枚で 160 ギガバイトの記録が可能な媒体を他

磁性層B

社に先駆けて市場展開した。この 3 層磁性層

ルテニウム合金

ルテニウム合金

に引き続いて 250 ギガバイト用のセミ ECC

コバルト合金

コバルト合金

軟磁性層

軟磁性層

基板

基板

（Exchange Coupled Composite）媒体を展開
し，さらに次世代の ECC 媒体につなげてい

磁性層C

く。

多種ブランド共用決済端末機器

QUICPay-Edy 共用決済端末

電子マネーや小額クレジットサービスなど
非接触 IC カードや携帯電話による決済の普
及にはめざましいものがある。しかし，異な
る事業者が提供するサービスに使用する決済
端末機器には互換性がなく，複数のサービス
を提供しようとする店舗では複数の機器を設
置する必要があった。
富士電機は複数の決済サービスを 1 台で実
現できる決済端末機器を製品化した。すでに
幾つかのチェーン店で利用が始まっており，
複数の決済サービスのセキュリティを保護す
るためのセキュリティ技術や操作性について
高い評価を得ている。今後は共用できるサー
ビスの組合せの拡大や，店舗用決済端末のほ
iD-Edy 共用決済端末

か自動販売機など自動機用の決済端末にも展
開していく予定である。
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プログラマブル操作表示器
「UG40 シリーズ」

今回開発したプログラマブル操作表示器
（POD）
「UG40 シリーズ」は，リアルな映像
表示力，接続性，拡張性など，あらゆる性能
のレベルアップによるユーザビリティを追求
し，生産革新と，現場とオフィスの一層の融
合化を目指している。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 65,536 色の高画質表示が可能
UG540H-VH1

（ 2） 6 〜 12 イ ン チ の す べ て の サ イ ズ に

Ethernet 標準搭載タイプを用意
（ 3） 全機種に USB マスタ・スレーブを標準

搭載し，画面データの高速転送を実現
（ 4） 複 数 の プ ロ グ ラ マ ブ ル コ ン ト ロ ー ラ

（PLC）と温調計の組合せ使用を可能にす
る 8Way 通信を実現
（ 5） 作画ソフトウェア（V5 エディタ）はコ

ンポーネント機能など画面作成工数の削減

UG440H-TH1

UG340H-VH4

を実現

新型φ16 コマンドスイッチシリーズ

制御盤に取り付けて使用するコマンドス
イッチにおいて，取付け穴 16φ用の既存機
種「AH164・AH165 シ リ ー ズ 」 に 加 え て，
新型の「AR16・AF16 シリーズ」を開発した。
新シリーズは近年高まっている制御盤の小
型化・薄型化のニーズに応えるために，小型
1c 接点などの開発を進め，接点部一体構造
を達成し，盤奥行寸法の縮小化に効果的であ
る。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） すべてのスイッチ・表示灯に対して共通

に使用可能なソケット・保護カバーを開発
し，配線作業の簡略化・安全性の向上に貢
献
（ 2） 薄型シリーズ，高強度キー，高輝度照光

など盤表面操作部のデザインを向上
，GB（中国）
，IEC
（ 3） C-UL（米国・カナダ）
の規格認証を取得

10

富士時報

Vol.81 No.1 2008

Advanced-CCM
フルカラー有機 EL パネル

富士電機は，色変換方式（CCM）による
フルカラー有機 EL パネルの開発を行ってい
る。CCM は大面積化が容易で色再現性が高
いという特徴を持ち，他のフルカラー方式よ
り高性能なパネルを歩留り良く作製できる技
術である。今回，従来 CCM より色変換性能
を向上させ耐久性にも優れた新コンセプトの
Advanced-CCM 材料の開発に成功した。さ
らに，Advanced-CCM を微細形成させるプ
ロセス技術と環境からの劣化を防御する封止
技術の開発により，2.8 インチ型 QVGA（320
× 240 ドット）フルカラー有機 EL パネルへ
の新技術の搭載を可能にした。開発したパネ
ルは，パッシブマトリックス駆動，アクティ
ブマトリックス駆動（アモルファス Si-TFT
を使用）の 2 機種で，共に色再現性に優れ，
輝度は 150 cd/m2 以上が得られる。

大容量全含浸水素冷却タービン発電機

固定子全含浸絶縁は，保守性・経済性に優
れており，これまで空気冷却タービン発電機
に採用されてきた。この全含浸絶縁をより大
容量の水素冷却タービン発電機に適用するた
めに，①実機大モデルコイルによる 22 kV 級
全含浸絶縁システム，②圧力容器である円筒
状の固定子枠への固定子（鉄心＋コイル）の
挿入方法，冶工具などの新しい技術を開発し
た。
このたび，これらの技術を適用したベトナ
ム HPJSC Hai Phong 発電所向け 372.2 MVA
発電機を製作・出荷した。工場試験で得られ
た固定子巻線の電気的特性は，要求値をすべ
て満たしており品質的に満足するものであっ
た。本機は，全含浸タービン発電機としては
当社の記録機であるだけでなく，世界的にも
最大容量クラスである。
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お客様の価値創出に貢献する
研究開発型企業への進化

矢内 銀次郎}úàº

ÄĉÎă¼~

富士電機システムズ株式会社
取締役社長

謹ĉÝ新年äÀ祝ºĈ申Í上ÈôÏg

ä品Ôă¾úh品質ä作ĀÉõ技術ä集大成Ĉ行ºh2007

富士電機ĠĢįŉģ株式会社åh社会čŜľŒ分野ú産

年度áåĜŜĺĘı型高圧čŜĹsĨh高圧瞬低補償装置

業ŀŒŜı分野áÀºÜhđĶŔėsh設備h監視制御à

àßä新商品ä出荷Ĉ開始ÍôÍÕg

ßä効率的à運営j運用Ĉ可能áÏāısĨŔĦœŎs

計 測j 制 御 分 野 á Ú º Ü åh 中 国j 無 錫 市 ä 工 場 Ý

ĠŐŜ & ĞsļĢĈ提供Ïā事業Ĉ展開ÍÜÀĀôÏg

2007 年 5 月á発信器h温調計àßä出荷Ĉ開始ÍôÍÕg

2006 年度Áÿä中期経営計画Ýåh
新Õà事業構造改

ÉĂÿä計測器åh中国市場äõàÿÐ海外市場áø展開

革áþā収益力ä向上Ĉ基本方針ÞÍh大ÃÅ伸張Ïā

ËĂÜºôÏgôÕh昨年来開発ÍÜÃôÍÕ直接挿入分

市場向Çá資源Ĉ集中ÍÜh特徴¸ā商品ä開発Þh迅速

析計ĈåÎ÷ÞÍÕ新商品Ĉ市場á展開ºÕÍôÏg

à商品ä投入áþĀhÀ客様ä価値創出á貢献Ïā研究開

ŊĔıŖĴĘĢ分野ÝåhMEMS äľĊďŜĲœÞÍ

発型企業î変革j進化ÏāÉÞĈ掲Èh推進ÍÜÀĀôÏg

Üh特徴¸ā加工技術àßÂÀ客様ä高º評価Ĉ得Üºô

企業ä研究開発åh蓄積ËĂÕ技術j商品äËÿàā高

Ïg精密計測àßÝ利用可能àĘŒčēĘsŒ}極低温冷

度化j高品質化á基ÛÅ商品開発Â基本áàĀôÏgÉĂ

凍機~àßä商品ä提供ø始÷ôÍÕg

á加¾Üh当社äısĨŔĦœŎsĠŐŜ & ĞsļĢåh

研究開発áÀºÜåh技術者ä着想Þ知識ä新鮮ËÞ広

最前線ä営業情報Ĉ重視Íh常áhÀ客様ä要求Ĉ幅広Åh

ÂĀhÀþéh技術者ä育成Ĉ狙ÙÜh大学àßÞ共同研

ÏæúÅ商品化ÏāÉÞÞÍÜÀĀôÏg

究Ĉ進÷ÜÀĀôÏg

2008 年度åh中期経営計画ä最終年度Ý¸ĀôÏg現

国内民需市場åhàÀ堅調Ýå¸ĀôÏÂh海外å国内

在ôÝ進÷ÜÃÕ研究開発ä一Úä区切ĀÞÍÜh新Íº

以上á伸張ÍÜÀĀôÏg海外事業展開Ĉ積極的á推進

特徴¸ā商品ä市場展開Ĉ図ĀôÏg

ÏāÕ÷áh国際本部Ĉ新設ÍôÍÕg海外市場対応ÞÍ

地球温暖化防止対策ÞÍÜhCO2 削減要求Â世界的á高

Üh従来ä機種戦略á加¾h地域市場á合ÙÕ商品ä開発

ôÙÜÀĀôÏg太陽電池h燃料電池h地熱発電h風力発

Ĉ重視ÍÕ地域戦略Ĉ展開ÍôÏg中国Ýåh浙江大学Þ

電h省đĶŔės技術àßä特徴¸ā当社äđĶŔės技

ä R&D ĤŜĨsĈ中心á中国市場向Ç商品ä開発á取Ā

術ÝÀ客様Þ社会á貢献ÍÜºÃôÏg特áh太陽電池á

組öÞÞøáh2007 年 4 月áåh
日中環境jđĶŔės

関ÍÜåhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池F WAVE

技術交流ĤňĳsĈ開催Ïāàßh中国ä生産拠点ä早

Ĉ 2007 年Áÿ熊本工場Ý量産Ĉ始÷ôÍÕg欧州Ĉ中心

期立上ÈÞ市場開拓á注力ÍÜºôÏg

á需要Â拡大ÍÜÀĀhËÿáh国内úċġċàßä需要
á応¾āÕ÷h生産ŒčŜĈ増設Ïā計画ÝÏg
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野Ýåh幅広º用途á価格Þ
納期Ý対応ÏāÕ÷áhŏĴĬıjĺĬĚsġ商品ÞÍÜ



市場úÀ客様á満足ºÕÖÅ商品ĈĨčŉœsá提供Í
Ü社会á貢献ÏāÉÞÂ企業ä使命Ý¸Āh開発åÉä源
泉Ý¸ĀôÏg
日々新Õà感性Ĉ持ÙÜ進÷ÜôºĀ
ôÏg
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発電プラント

火

力

原子力
水

展

力

望

発電ä分野Ýå原油価格ä高騰àß不安定à要因å¸ā

ßÀĀ製造Â見込ôĂāÉÞÁÿhÓĂĈ原料ÞÍÜ軽水

øääh海外áÀºÜå火力発電ú水力発電ä建設Â好調

炉用ä燃料Ĉ加工製造Ïā MOX 燃料製造工場ä建設計画

Ý¸āg一方h地球温暖化h地球環境保護á対Ïā意識Â

ø具体化ÍÜÃÜºāg富士電機åh燃料製造設備ä製造

高ôĀh自然đĶŔėsáþā発電äËÿàā導入ú原子

経験Ĉ踏ô¾h技術開発Ĉ加速Íh製作設計á備¾Üºāg

力đĶŔėsä見直ÍÂ進÷ÿĂÜºāgÓäþ¼à中Ý

開発炉分野Ýåh高速増殖炉øĉÎûä改造工事ø

富士電機å大型地熱発電技術ú大型揚水発電技術Ý環境負

終了Íh再度h臨界áÏïÅŀŒŜı確認試験Â実施Ë

荷ä低減á応¾ÜÃÜºāgôÕh国ä新Õà原子力政策

ĂÜºāg富士電機Â納入ÍÕ燃料取扱Àþé貯蔵設備ø

ä構築á沿ÙÜh核燃料ĞčĘŔ確立äÕ÷ä技術開発ú

全体工程á従ºh万全à点検ú改良Ĉ実施中Ý¸āgô

関連設備ä導入á力Ĉ注ºÝºāg
2007 年ä火力部門Ýåh地熱発電分野Ý地熱大国Ý¸
āľČœĽŜhčŜĲĶĠċÀþéċčĢŒŜĲĈ中心á
順調á受注j納入Ĉ行ÙÜÃÕgôÕhĴŎsġsŒŜĲ

Õh次世代原子炉ä開発計画ø国ŕłŔÝ策定ËĂÜÀĀh
øĉÎûàßä経験Ĉ生ÁÍh燃料取扱設備Ĉ中心á
貢献ÍÜºÅg
研究施設分野Ýåh製作j据付Ç工事Ĉ実施ÍÜÃÕ

áÀÇā地熱ĨsŜĖsŀŖġĐĘıø主要機器ä出荷Â

J-PARC

終了Íh2007 年末Áÿ現地据付Ç工事j試運転á入ÙÕg

富士電機å陽子ļsŉĈ受ÇÜ放射化ÍÕ機器Ĉ遠隔ÝŊ

Ëÿáh2006 年 9 月Áÿ実証試験Ĉ行ÙÜºā地熱Ĺč

ŜįĳŜĢÏā機器àßĈ納入ÍÕg今後h遠隔ĸŜĲœ

ĳœs発電設備ø商品化î向ÇÜä最終段階á入ÙÜºāg

Ŝę技術Ĉ他ä分野îø応用ÏïÅ技術開発Ĉ進÷Üºāg

地熱発電設備äıĬŀŊsĔsÞÍÜh今後ø顧客á高効
率Ý信頼性ä高º機器Ĉ提供ÍÜºÅg

物質j生命科学実験施設Â 2007 年度á完成ÍÕg

水力部門åh海外市場Â拡大傾向á¸Ā受注拡大á向Ç
Õ取組õĈ推進中Ý¸āg

一般火力部門äıĽĬĘĢå間接冷却方式ä水素冷却

2007 年åh国内ä新設案件ÞÍÜh山形県向Ç新野川

発電機Ĉ採用ÍÕ第 1 号機Ý¸āłıĳŉ向Ç石炭焚}Ö

発電所}1 台×10.5 MW~ä受注á引Ã続Ãh東北電力株

Ã~300 MW 機Ĉ出荷ÍÕÉÞÝ¸āgôÕh2006 年á

式会社森吉発電所}1 台×11.4 MW~Ĉ受注ÍÕgôÕh

機器Ĉ出荷ÍÕ東南ċġċúċľœĔ地区向ÇŀŒŜıä

既受注案件Ýåh岩手県向Ç鷹生ĩŉ管理用発電設備}1

引渡ÍĈ完了ÍÕg改修ļġĶĢ分野Ýåh環境負荷ä低

台×291 kW~Â 11 月áh山形県向Ç綱木川発電設備}1

減ú経済性j信頼性ä向上Ĉ目的ÞÍÜ既存発電所ä長寿

台×484 kW~Â 5 月á営業運転Ĉ開始ÍÕg

命化ú高効率化Ĉ行¼œĸļœįsĠŐŜ案件á取Ā組ĉ

改修案件ÞÍÜå大型機Ý¸ā東北電力株式会社向Ç第

ÖgôÕh真空領域îä空気流入箇所Ĉ精度þÅ検出Ïā

二豊実発電所h関西電力株式会社向Ç黒部川第四発電所à

œsĘĹĢĨsåhËÿàā検出精度ä向上Ĉ図Ā他

ß多Åä水力発電所機器ä改良j改善工事Ĉ完了ôÕå推

社納入äŀŒŜıîä適応ø含õ多Åä実績Ĉ上ÈÕg
ĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電分野Ýåh沖縄電力株式会社
向Ç吉ä浦火力発電所äđŜġĴċœŜęĈ本格的á開始

進中Ý¸āg
海外Ýå中国ä泰安揚水発電所向Ç発電電動機}4 台~
Â営業運転á入ÙÕgôÕh引Ã続Ã中国ä張河湾揚水発

ÍÕgôÕh長期保守契約Ĉ締結ÍÜºāŀŒŜıä第 1

電所向Ç発電電動機}4 台×278 MVA/268 MW~ä据付

回ä定期検査Ĉ完了ÍhŀŒŜıä健全性Ĉ再確認ÍÕg

Ç工事Â鋭意進÷ÿĂÜºāg

原子力部門ä¼×h核燃料ĞčĘŔ分野Ýåh建設Â進

富士電機å 2008 年度ø引Ã続Ã地球温暖化ä防止Ĉ重

÷ÿĂÜÃÕ日本原燃株式会社六ş所再処理工場áÀºÜh

要àįsŇÞÍÜ地熱発電ú水力発電h原子力関連技術ä

操業開始á向ÇÕ最終試験Ĉ順調á実施中Ý¸āg操業Â

研究j開発Ĉ進÷地球環境保護á貢献ÍÜºÅg

開始ËĂĂæh再処理工場ä製品ÞÍÜhMOX 粉ø計画
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力
インドネシア・ラヘンドン地熱発電所 2 号機の営業運転開始

富士電機åčŜĲĶĠċä地熱発電設備Ĉ重点施策Þ位

図１

ラヘンドン地熱発電所 2 号機の全景

置ÛÇÜ取Ā組õh現在h建設中Ĉ含÷Ü 8 ŏĴĬıä実
績Ĉ有ÍÜºāgÉä中ÝhŒŁŜĲŜ地熱発電所 2 号機
å 2007 年 6 月 19 日á引渡ÍĈ完了Í営業運転Ĉ開始ÍÕg
ÉäŀŖġĐĘıåh主契約者}住友商事株式会社~ä
下ÝhčŜĲĶĠċ国有電力会社Áÿ出力 20 MW 容量ä
設備ĈľŔĨsŜĖs契約ÞÍÜ受注ÍÕøäÝ¸āg富
士電機å総力Ĉ¸ÈÜÉä地熱発電所ä建設á従事ÍÕ結
果h全体工程 20 Á月Þº¼短納期áøÁÁąÿÐh何ÿ
問題àÅhÍÁø予定þĀø早Å引渡ÍĈ完了Íh客先
Áÿ非常á高º評価Ĉ得ÕgÉĂåh富士電機発電部門ä
高ºđŜġĴċœŜę能力Þ技術力Â成Í得ÕøäÝ¸āg
引Ã続Ã同発電所 3 号機ø受注Íh現在鋭意製作中Ý¸āg

フィリピン・PNOC-EDC 北ネグロス地熱発電所の営業運転開始
ľČœĽŜ石油公社−đĶŔės開発会社}PNOC-

図

北ネグロス地熱発電所の全景

EDC~ÂĶęŖĢ島北部äĔŜŒēŜ山中á建設ÍÕ北Ķ
ęŖĢ地熱発電所Â 2007 年 2 月 2 日á開所式Ĉ行º営業
運転Ĉ開始ÍÕgÉä発電所ä工事åh兼松株式会社Â受
ÇÕľŔĨsŜĖs契約ä下h富士電機ÂÏïÜä機器供
給Þ試運転Ĉ担当ÍhôÕh太平電業株式会社Â土建工事
Àþé機器据付Ç工事Ĉ担当ÍÜ進÷ÿĂÕgÉä設備å
富士電機ÂľČœĽŜá建設ÍÕ 13 台目ä地熱発電設備
Ý¸āg
発電所ä送電出力å 44 MW Ý¸Āh近隣ä配電会社 4
社Þ直接売電契約Ĉ結ìľČœĽŜ初äŇsĪŌŜıŀŒ
ŜıÝ¸āg開所式áå大統領ø出席ÍhľČœĽŜä地
熱発電á寄Ñā期待ä大ÃËĈ示ÏøäÝ¸ÙÕg

ニュージーランド・MRP 社カウェラウ地熱向けタービン・発電機・復水器の出荷
富士電機åh2006 年áĴŎsġsŒŜĲä電力会社Ý
¸āŇčįČœĹsĺŘs社ÁÿĔďĐŒď地熱ĈľŔ
ĨsŜĖsÝ受注Í現在建設中Ý¸āgÉäŀŒŜıå 2
相流体Áÿ高圧j低圧ä蒸気Ĉ生成ÏāĩĿŔľŒĬĠŎ
ĞčĘŔ地熱ŀŒŜıÞÍÜå世界最大級Ý約 90 MW ä
送電端出力Ĉ誇āg同時áÉäŀŒŜıåĴŎsġsŒ
ŜĲä豊富à地熱資源Ĉ利用ÍÕ化石燃料代替電源ÞÍ
Ü注目ËĂÜÀĀh昨今同国Ý急速á開発Â進ĉÝºā各
種電源開発案件ä先駆ÇÞàÙÜºāg富士電機å同ŀŒ
Ŝı向Ç主要機器ä調達Ĉ 2007 年中á完了Íh主機Ý¸
āĨsļŜj発電機j復水器ø 2007 年 8 月末á無事出荷
ÍÕg現地工事å現在目標工程ßÀĀ順調á推移ÍÜÀĀh
2008 年中ä営業運転開始Ĉ目指Í据付Ç工事Ĉ鋭意推進
中Ý¸āg



図

工場組立中の蒸気タービン設備全景
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力
インドネシア・タラハン火力発電所

ĨŒĸŜ火力発電所åh富士電機Â丸紅株式会社Þä

図

タラハン火力発電所の全景

図

長寿命化後の蒸気タービン設備の全景

ĜŜĦsĠċŉä下hčŜĲĶĠċ電力庁}PLN~Áÿ
2004 年á受注ÍÕ 2 台×100 MW Ý構成ËĂāĢŇıŒ
島最大ä発電所Ý¸āg
富士電機製ä FET 型蒸気ĨsļŜj発電機ĈåÎ÷h
復水設備h給水設備h所内電気設備àßĨsļŜ建屋内ä
主要à補機設備Ĉ富士電機Â供給Íh2007 年末á予定ß
ÀĀ営業運転Ĉ開始ÍÕg
2006 年áĢŇıŒ島Ý発生ÍÕ大地震ä際áøh他ä
発電所Â給電停止Þàā中Ýh試運転中Ý¸ÙÕÉä発電
所å PLN ä要請áþĀ電力供給Ĉ行ºh同島ä電力系統
ä維持安定á大ÃÅ貢献ÍÕg

経年火力発電ユニットの長寿命化対策工事
沖 縄 電 力 株 式 会 社 牧 港 発 電 所 9 号 機 åh1981 年 á
APS/APSD}ŀŒŜı自動起動j停止~機能Ĉ備¾Õ当
時最新鋭全自動火力発電ŏĴĬıÞÍÜ納入ËĂh運転開
始Áÿ 25 年間電力系統ä重要電源設備ÞÍÜ活躍ÍÜÃ
ÕgÍÁÍh設備ä長期使用áþā劣化j損傷Â各部á認
÷ÿĂh今後Ëÿá運転Ĉ継続ÏāÕ÷á 2006 年 10 月Á
ÿ 2007 年 6 月ôÝä 9 Á月間áąÕĀŏĴĬıĈ停止Íh
最新技術Ĉ適合ËÑÕ長寿命化対策工事Ĉ実施ÍÕg
高圧ĨsļŜä更新ĈåÎ÷h発電機固定子j回転子ä
絶縁更新h高圧配電盤ä更新h制御装置ä精密点検àß広
範囲áąÕÙÕ大規模改修工事Ĉ行ºh火力発電ŏĴĬı
ä延命化j耐力強化j信頼性向上j近代化Ĉ図ÙÕg

タイ電力庁マエモ石炭火力発電所の低圧タービンリハビリテーション工事
Ĩč電力庁Ňđŋ石炭火力発電所åĨč国北部á位置Ï

図

現地リハビリテーション工事中の 9 号機低圧タービン

ā東南ċġċ最大級ä石炭火力発電所Ý¸āgÉä発電
所áåh富士電機製äĨsļŜ発電機設備Â 10 台}4 v 7
号機k出力 150 MW×4 台h8 v 13 号機k出力 300 MW×
6 台~納入ËĂÜºāg2006 年 6 月á受注Íœĸļœįs
ĠŐŜ工事Â実施ËĂÕ 9 号機å高圧h中圧h低圧ä 3
ĚsĠŜę構造äĨsļŜÝ¸āg今回ä工事Ýå低圧
ĨsļŜä主要部品}ŖsĨh静翼h動翼h内部ĚsĠŜ
ęñÁ~Ĉ交換Íh低圧ĨsļŜä延命化Ĉ図ÙÕg同時
áhĨsļŜä翼áå最新鋭ä技術Ĉ採用Íh高効率化á
þÙÜ設備全体ä出力ċĬŀĈ達成ÍÕg受注後短納期Ý
出荷Íh2007 年 6 月Áÿ 8 月ôÝ現地改造工事Àþé性
能試験Ĉ実施Íh現在h順調á運転中Ý¸āg
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原子力
核燃料サイクル分野
ąÂ国ÝåhďŒŜ資源ä有効利用á向ÇÜ商業軽水炉

図

ペレット自動外観検査高度化システム

áþāŀŔĞsŇŔ計画Â進÷ÿĂÜÀĀh現在建設中Ý
ミラーホルダ

¸ā青森県六ş所村ä再処理施設å完成間近Ý¸āgËÿ

テレセントリックレンズ
カメラ

áh商用 MOX 燃料}ďŒŜjŀŔıĴďŉ混合酸化物燃

ミラー

料~製造施設ä建設計画Â進展ÍÜºāg

ステージ

一方h富士電機åhMOX 燃料製造á係ā原子力関連機
関îä納入実績Ĉ生ÁÍhÉĂôÝ燃料ŃŕĬıä高速搬
送ĠĢįŉú自動外観検査ĠĢįŉàßhMOX 燃料製造
画像
処理装置

設備á関Ïā研究開発Ĉ進÷ÜÃÕg特á燃料ŃŕĬıä
外観検査å現在目視検査ÞàÙÜÀĀh唯一全自動化ËĂ
Üºàº部分Ý¸āgÉĂĈ受Çh将来的á高線量下Ýø
回転
テーブル

適用可能àh画像処理Ĉ用ºÕ燃料ŃŕĬıä自動外観検

ペレット

査ĠĢįŉáÚºÜ現在研究開発á着手ÍÜºāg

開発炉分野
福井県敦賀市á建設ä高速増殖原型炉øĉÎûåh

図

「もんじゅ」燃料取扱および貯蔵設備

1995 年 12 月ä 2 次主冷却系ĳıœďŉ漏¾º事故áþ
Ā停止状態á¸ÙÕgËôÌôà事故対策ä検討Ĉ経Üh
2005 年 9 月ÁÿĳıœďŉĲŕŜä高速化àßä改造工
事Ĉ開始Íh2007 年 8 月á改造部分ä機能j性能ä確認
試験ĈøÙÜ完了ÍÕg今後åh長期間停止ÍÜºÕ機
器j設備ø含÷ÕŀŒŜı全体ä健全性確認Ĉ行¼ŀŒŜ
ı確認試験h設備点検Ĉ行ºh2008 年 10 月Êăä臨界Ĉ
目指Ïg富士電機å原子炉ä燃料Ĉ交換Ïā燃料取扱設備
Àþé貯蔵設備ä万全à点検ú改良Ý貢献Ïāg
一方h次世代ä実証炉å 2025 年Êăä運転開始Ĉ目指
Íh国主導Ý開発ĢĚġŎsŔÞ開発体制Â明確化ËĂÕg
富士電機å新体制Ýø燃料取扱設備Ĉ中心á貢献ÍÜºÅg

研究施設分野
富士電機å高温工学試験研究炉}HTTR~
h大強度陽子
加速器計画}J-PARC~àßh国ä研究施設á遠隔ĸŜĲ
œŜę機器ú電気設備àßä供給Ĉ行ÙÜºāg2003 年
Áÿ設計h製作Ĉ行ÙÜÃÕ J-PARC 物質j生命科学実
験施設äĨsěĬı台車h反射体等遠隔操作装置Àþé放
射化機器保管設備å 2007 年á相次ºÝ完成ÍÕgÉĂÿ
åh陽子加速器ÁÿäļsŉĈ受ÇÜ放射化ÍÕ機器Ĉ取
Ā扱¼重要à役割Ĉ受Ç持Ú機器Ý¸Āh遠隔操作áþā
運転ÀþéŊŜįĳŜĢÂÝÃā機能Â要求ËĂāg据付
Ç後ä現地総合組合Ñ試験Ýåh実際á施設内äŇĴŀ
ŕsĨàßä機器Þä連携動作áþĀ実対象物ä取扱ºĈ
遠隔操作Ý行ºh要求ËĂÕ機能Ĉ設計ßÀĀá確実á果
ÕÏÉÞÂ確認ËĂÜºāg



図

反射体等遠隔操作装置の運転状態
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山形県企業局向け横川発電所用ハイブリッド式電動サーボモータ

近年h国内ä中小水力発電所ä調速機áå電動操作式

図

山形県企業局向け 6,500 kW 立軸可動羽根斜流水車

ĞsŅŋsĨÂ採用ËĂÜºāøäähÓä適用範囲å中
ランナベーン
駆動用モータ

小容量ä固定羽根水車øÍÅå小容量ä可動羽根水車á限
ÿĂÜÀĀh中容量可動羽根水車ä電動化技術ä開発Â
望ôĂÜºÕgÉä電動化技術áÀºÜh富士電機Ýå他

油圧ランナ
サーボモータ

社á先駆Çh次世代電動操作式ĞsŅŋsĨÝ¸āĸčĿ
œĬĲ式電動ĞsŅŋsĨĈ開発j実用化Ĉ果ÕÍh多Å

油ポンプ

ä納入実績Ĉ有ÍÜºāg
現在据付Ç中Ý¸ā山形県企業局向Ç 1 台×6,500 kW
立軸可動羽根斜流水車áÀºÜhĕčĲłsŜÞ可動羽根
斜流ŒŜĳä制御áhĸčĿœĬĲ式電動ĞsŅŋsĨ方
式Ĉ採用Íh圧油装置Ĉ省略ÍÜºāgÉäÕ÷h発電所

可動羽根
斜流ランナ

ä保守点検Â非常á簡単áàāg

岩手県向け鷹生ダム管理用発電設備の完成
岩手県向Ç鷹生ĩŉ管理用発電設備用 1 台×291 kW 横

図

鷹生ダム管理用発電設備

図

1 号機回転子つり込み

軸ľŒŜĠĢ水車h1 台×300 kVA 横軸三相同期発電機ä
据付Ç調整Â完了Íh営業運転Â開始ËĂÕg
Éä発電所å盛川水系鷹生川ä上流á建設ËĂÕ鷹
生ĩŉä管理用ÞÍÜ設置ËĂh水車発電機 1 台Ý最大
280 kW ä発電Ĉ行¼ĩŉ式発電所Ý¸āgÉä発電電
力åhĩŉä管理用ÞÍÜ使用ËĂāñÁh余剰電力å
6.6 kV 配電線Ĉ通ÍÜh近隣ä五葉温泉施設á特定供給Ë
ĂāÞÞøáh東北電力株式会社á売電ËĂāg
現地Ýåh2004 年 11 月Áÿ配電線設備àßä現地工事
Â開始ËĂh2005 年 11 月áå水車j発電機j配電盤àß
ä管理用発電設備ä据付ÇĈ終¾h2007 年 11 月áå五葉
温泉施設îä電力供給Ĉ含÷Õ営業運転Ĉ開始ÍÕg

中国・張河湾揚水発電所 1 号機現地据付けの完了
富士jľĒčıĸčĲŖ株式会社Â 2004 年 2 月á受注
ÍÕ中国j河北張河湾揚水発電所有限責任公司}ZHW~
張 河 湾 揚 水 発 電 所 向 Ç 揚 水 発 電 設 備} 発 電 所 出 力k
250 MW×4 台~åh機器設計j製作j出荷Ĉ経Üh2006
年末Áÿ発電電動機Àþé関連設備ä据付Ç工事Â本格的
á開始ËĂh当社据付Ç指導員ä指導ä下h1 号機ä据付
Ç工事Â完了ÍÕg
本ŀŖġĐĘıåľŒŜĢ Alstom 社ÞäĜŜĦsĠċ
ŉ案件Ý¸Āh富士jľĒčıĸčĲŖ株式会社å 4 台×
278 MVA}発電~
/268 MW}揚水~立軸三相同期発電電動
機Àþé主回路設備h始動装置àß電気設備ä設計j製
作j納入Ĉ担当ÍÜºāg2008 年 1 月ä 1 号機運転開始
á向Çh今後調整j試験Â進÷ÿĂÜºÅ一方h2 号機以
降ä据付Ç作業ø順次並行ÍÜ進÷ÿĂā予定Ý¸āg
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電機プラント
産業パワーエレクトロニクス機器・システム
計算機・制御システム
施設電機システム
交通・道路システム
電

源

クリーンシステム
車両・特機コンポーネント
監視制御システム

展

望

産業h社会čŜľŒ分野Ĉ取Ā巻Å投資環境å民需設備

入ÍÕÂh省ĢŃsĢh環境性h省ŊŜįĳŜĢá配慮Í

投資ä伸長áþĀh総ÎÜ堅調á推移ÍÜºāg富士電機

Õh純水沸騰冷却整流器h直流高速度真空遮断器hĖŎs

åhÉĂÿä分野áÀÇā最高ŕłŔäĦœŎsĠŐŜÞ

ļĘŔ形 GISh回線単位形配電盤Ĉ適用ÍÕĚsĢÂ多ºg

ĞsļĢĈ提供ÏïÅ取Ā組ĉÝºāg

道路分野Ýåh受配電設備hıŜĶŔ換気設備h遠方監

産業ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器jĠĢįŉ分野Ýåh

視制御設備h料金機械設備àßĈ納入ÍÕg日本独自ä技

鉄鋼分塊圧延設備Àþé棒鋼圧延設備ä更新áÀºÜ最

術Ý富士電機ÂıĬŀĘŒĢä納入実績Ĉ持Ú自動車ıŜ

新äĲŒčĿ制御ĠĢįŉĈ適用ÍhŏsğsÞä綿密à

ĶŔ用電気集Îĉ設備Âh東南ċġċĈ中心á世界的á広

連携Þ緻密}×õÚ~àđŜġĴċœŜę手法áþĀ垂直

ÂĀ始÷ÕÉÞÂ特徴的Ý¸āg

立上ÈĈ実現ÍÕgôÕh鉄鋼大型加熱炉設備制御装置ä

電 源 分 野 Ý åh
{ 省 đ Ķ Ŕ ė s| Ĉ Ė s Ř s Ĳ Þ Í

更新áÀºÜh操業合理化h切替時間短縮h垂直立上ÈĈ

Õ品Ôă¾ú容量系列ä拡充Ĉ図ÙÕg小容量 UPS åh

実現ÏāĠĢįŉĈ構築ÍÕg荷役分野Ýå世界最大級Ĺ

100 V/200 V 出力ä 5 v 10 kVA ä製品開発Â完了ÍÕg

ĚĬı式ċŜŖsĩ用電機品Ĉ納入ÍÕg省đĶŔės分

大容量 UPS åh
UPS7000D Ġœsģä並列対応機Â完

野Ý需要Â拡大ÍÜºā高圧čŜĹsĨåh適用分野ä拡

成ÍÕg内部電源åh1/8 ĿœĬĘĞčģ 3.3 V 100 W 出

大Ĉ図āÕ÷á製品系列Ĉ拡大ÍÕg一方h産業電源分野

力Þº¼小型j高電力密度ä DC-DC ĜŜĹsĨĈ開発Í

Ýåh高効率h低œŀŔh小型h高速応答ä IGBT 式直流

ÕgIT čŜľŒä拡大á伴ÙÜh機器Áÿ発生Ïā{熱|

電源装置Ĉ海外銅åÅ会社á納入ÍÕgôÕĦsĩ電解用

ä処理Â大Ãà課題ÞàÙÜºā中h富士電機ä{省đĶ

途向Çá中小容量整流装置S-Former MiniĈh加熱

Ŕės|高効率電源Â発生熱量ä低減á寄与Íh地球温暖

電源Ýå電縫管溶接機ñÁ向Çá 500 kHz Ý世界最大級容

化対策ä一翼Ĉ担¼ÉÞĈ期待Ïāg

量ä電源Ĉ製品化ÍÕg

ĘœsŜŔsŉ}CR~ĠĢįŉ分野Ýåh半導体j液

計算機j制御ĠĢįŉ分野Ýåh垂直j水平統合ĈĜŜ

晶分野Þø堅調à設備投資Â継続ÍÜºāg世界最大h第

ĤŀıáÍÕ新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXĈ多

8 世代ä液晶ĺĶŔ用 CR ĠĢįŉĈ継続ÍÜ 3 期á及é

数受注ÍÕgÓä中Ýh大規模à既設制御装置ä更新Ýåh

展開j納入Í垂直立上ÈĈ実現ÍÕgCR 関連ĜŜņsĶ

ŇčęŕsĠŐŜ機能ä活用áþĀŏsğs資産ä継承Ĉ

ŜıáÀºÜåh製造ŒčŜä歩留ĀúĢŔsŀĬıä向

実現Íh先進的àĠĢįŉÞä評価Ĉ受ÇÜºāg

上á貢献Ïā装置搭載用超薄型 FFUF-Stageú大型

施設電機ĠĢįŉ分野Ýåh電力ä信頼性向上Ĉ要求Ë
ĂÜºā半導体ú電子機器工場ä瞬低対策ÞÍÜ高圧瞬低

ĕŒĢ基板冷却装置Àþé温度精度 ＋
− 0.01 ℃ä高精度精
密温調装置àßĈ製品化ÍhŊĴŎs拡大Ĉ図ÙÕg

対策装置Ĉ納入ÍÕg一方h温暖化ĕĢ削減対策ÞÍÜ天

車両ĜŜņsĶŜı分野Ýåh2007 年 7 月á営業運転

然ĕĢĜsġĐĶŕsĠŐŜ設備Ĉ ESCO 事業会社á納

Ĉ開始ÍÕ東海旅客鉄道株式会社 N700 系新幹線用á高性

入ÍÕg本設備å高速遮断装置Ĉ併用ÏāÉÞÝ瞬低対策

能ä 64 ļĬı RISC ŀŖĤĬĞĈ適用ÍÕİġĨŔ制御

áø対応ÍÜºāgôÕh老朽設備更新工事ÞÍÜ大学向

áþā IGBT 式主変換装置ĈåÎ÷主変圧器h主電動機Ĉ

Ç特高受変電j自家発j監視設備Ĉ納入ÍÕg
鉄道分野Ýåh新線建設á伴¼変電所新設Àþé既設変

順調á出荷中Ý¸āg電源装置関係Ýå東日本旅客鉄道
株式会社ä気動車Ėĸ E130 系向Ç電源装置ĈåÎ÷h海

電所老朽化áþā機器更新工事Â活発á行ąĂÕg新線建

外向Çá交流電車ä PWM ĜŜĹsĨ付補助電源装置à

設Ýåh東京地下鉄株式会社副都心線}13 号線k池袋−

ßĈ納入ÍÕgôÕhœĴċĲċå西武鉄道株式会社Â

渋谷間~ä全変電所}3 Á所~áhÃ電用変電設備Ĉ納入Í

2008 年 4 月Áÿ営業投入ÏāĢŇčŔıŕčŜ 30000 系

Õg変電所機器更新Ýå JR ú公私鉄各社á各種機器Ĉ納

îä採用Â決定ÍÜÀĀh順次出荷中Ý¸āg
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産業パワーエレクトロニクス機器・システム
株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所向け分塊圧延ドライブ装置の更新
分塊œĹsĢ式圧延機 3,000 kW 直流電動機用ĲŒčĿ

図１

ドライブ装置のシステム構成

装置Ĉ更新ÍÕg
1964 年á納入ËĂÕĲŒčĿ装置Ĉ過去三度ä改造Ý
順次ĞčœĢĨ化ÍÜÃÜÀĀh今回å以下Ĉ実施Íh一
連ä改造Ĉ完了ËÑÕg
（ 1） 老朽化ĞčœĢĨä最新化

サイリスタ盤

サイリスタ盤

（ 2） 全İġĨŔ化
（ 3） 水冷ŏĴĬıĘsŒáþā盤ä全閉化
（ 4） 盤設置ĢŃsĢä半減

主回路盤
HSCB

事前äđŜġĴċœŜęáÀºÜh盤構造j設置ŕčċ

主回路盤
HSCB

DCL
DS

ďıä検討hİġĨŔ化á伴¼検討h既設回路ä十分à調
査Þ綿密à改造設計Ĉ実施ÍÕÉÞáþĀh現地納入後ä

DS

DCL
DS

DS

M
3,000 kW

垂直立上ÈĈ可能áÍÕg

合同製鐵株式会社向け棒鋼圧延設備の更新
合同製鐵株式会社向Ç棒鋼圧延設備ä駆動装置Þ制御装

図

主機用 3 レベル IGBT インバータ盤

図

主操作室の圧延監視操作デスク

置ä全面œľŕĬĠŎĈ行ÙÕg加熱炉出側設備Áÿ切
断j精整設備ôÝĈ 45 日間ä短期工場休止Ý更新Íh垂
直立上ÈĈ実現ÍÕg主à機能å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 駆動電動機ä全交流化jčŜĹsĨ化Ĉ行ºh速度制

御性能Þ安定性Ĉ向上ËÑÕgčŜĹsĨáå主機用á
高圧 3 ŕłŔ IGBT čŜĹsĨh補機用á低圧 2 ŕłŔ
IGBT čŜĹsĨĈ採用ÍÕg
（ 2） PLChHMIh操作監視İĢĘä全面更新Ĉ行ºh設定

監視ä簡素化Ĉ実現ÍhôÕ廃型機種àßĈ一掃ÍÜ故
障áþāĩďŜĨčŉĈàÅÍh安定操業á寄与ÍÕg
（ 3） đŜĲŏsğsj機械ŊsĔsÞä綿密à連携Þ事前

準備ä下h設備Ĉ短期間Ý更新Í垂直立上ÈĈ実現ÍÕg

中山鋼業株式会社向け棒鋼圧延設備の更新
JFE 環境ĦœŎsĠŐŜģ株式会社経由中山鋼業株式
会社向Ç直送圧延工事用電気品åh2007 年 9 月á更新工
事Ĉ完了ÍÕg従来h同圧延設備á富士電機ä納入実績å
àÁÙÕÂh既設設備ä現状Ĉ詳細á調査Í電気調整試運
転 2 週間強}内hńĬıŒŜ調整å 4 日間~Ý操業Ĉ開始
Í垂直立上ÈĈ実現ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ňŔ駆動装置å増設粗ĢĨŜĲ用 2 台Ĉ新設Íh既設

16 ĢĨŜĲä¼× 11 台Ĉ交流電動機駆動ä 3 ŕłŔč
ŜĹsĨî置Ã換¾Õg
（ 2） 加熱炉ÁÿäļŕĬı搬送h圧延j冷却床入側ŒčŜ

Ĉ 5 台äMICREX-SXÝ制御ÍÜºāg
（ 3） POD Þ PBL ŏĴĬıÁÿ成ā操作j監視性á優ĂÕ

ĜŜĺĘıà操作盤ÞÍÜºāg
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世界最大 3,000 t/h バケット式アンローダ用電機品
石川島運搬機械株式会社経由áÜ世界最大ä 3,000 t/h

図

3,000 t/h バケット式アンローダのシステム構成

ĹĚĬı式ċŜŖsĩ用電機品Ĉ納入ÍÕgÉä電機品åh
2004 年ä 2 基分á続Ã今回Ý 3 基目Ý¸āg

T リンク
光コンバータ

電気室内
T リンク

ıŖœ上ä機器å耐震 3G 仕様Ýh電動機å 1,250 kW

T リンク
光コンバータ

タッチパネル

T リンク
T リンク

× 2 台h350 kW×1 台ä直流機Ĉ用ºhĕsĨ上電気室設

RIO

置äĞčœĢĨŕēĳsĲ}M600~áþāıŖœ給電Ĉ

運転室

T リンク
光コンバータ

行ÙÜºāgĕsĨ部á設置ä電動機åh誘導機Ĉ PWM

主トロリ
上リモート
I/O 盤

MICREX-SX

ĜŜĹsĨ＋łĘıŔčŜĹsĨ}FRENIC5000VG7S~

RIO
T リンク

áÜ制御ÍÜºāg制御åh富士電機ä PLC}MICREX行º地上ÀþéĘŕsŜ上Ýä荷役監視Â行¾āg今後h

DDCM600

機械Þä組合ÑĈ行º 2008 年 6 月á稼動Ĉ予定ÍÜºāg

M

M

T リンク
光コンバータ

インバータ盤

DDC レオナード盤

SX~áþā荷役制御äñÁh地上 PLC Þ光áþā通信Ĉ

補トロリ
上リモート
I/O 盤

FRENIC5000VG7S

M M

M

M

支持 開閉 No.1 No.2 走行 俯仰
横行

M

RIO

M

走行 ブルドーザ
巻き

某所電気炉向け大型加熱炉設備制御装置の更新
1983 年á納入ä大型加熱炉制御装置更新工事Ĉ電気j

図

大型加熱炉設備制御装置のシステム構成

計装jĜŜĽŎsĨ}EIC~一括Ý受注ÍÕg顧客ä要望
Ĉ踏ô¾h施工á¸ÕÙÜå次ä点Ĉ考慮ÍÕg
（ 1） 設備ä休止ÂÝÃàºÕ÷h既設j更新機器ä同時動

作}並行運転~áþāĠĢįŉä確認j検証Ĉ実施ÍÕg

加熱炉操作室
FOCUS

（ 2） 旧ĶĬıŘsĘ}EDIOhMCAhEIO~Ĉ考慮ÍÜ高

加熱炉トラッキング
制御プロコン

速ÁÚ設計効率ä高º FL-net Ĉ採用ÍÕg
（ 3） 操業ä合理化Þ操作性Ĉ重視Íh圧延Áÿ加熱炉一体

操業Ĉ可能ÞÍÕĠĢįŉ構築Ĉ行ÙÕg

データ監視用
NISDAS

ôÕh共通äŀŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒ}PLC~ÞÍ
ÜMICREX-SXĈ採用ÍÜhĦľıďĐċä共有化h

搬送系制御用
コントローラ

変数名統一áþā既設ĦľıďĐċä再現化Ĉ追求Íh高

加熱炉制御用
コントローラ×2 セット

効率äĠĢįŉ検証Ĉ実施ÏāÉÞáþĀh切替時間ä短
縮h設備ä垂直立上ÈÂ可能ÞàÙÕg

11 kV 級高圧インバータの製品化
国内h海外ä省đĶŔėsĴsģ拡大Ý高圧čŜĹsĨ
ä需要Â伸éÜºāg富士電機å 400 台以上Ĉ納入ÍÜÀ
ĀhËÿá製品ä国際化ĈĜŜĤŀıá 11 kV 級系列機
Ĉ製品化ÍÕgÉä製品å主ÞÍÜ中国ä顧客向Çá今後h
富士電機ä中国拠点}上海~Ýä販売Ĉ中心á拡大ÍÜº
Åg容量系列å 1,200h1,700h2,300 kVA Ý主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 出力電圧波形å 25 ŕłŔÝ正弦波波形á限ĀàÅ近

Å}業界最高~
hĢčĬĪŜęĞsġĈ最小áÍ電動機
á優Íºg
（ 2） čŜĹsĨĤŔ数Â 18 台Ý他社á比ïÜ少àºg
（ 3） 中国語対応ä大型 LCD İČĢŀŕčĨĬĪĺĶŔĈ

装備ÍÜºāg
（ 4） 伝送機能Ĉ強化}ModbushProﬁbus~ÍÕg



図

11 kV 級 1,200 kVA 高圧インバータ

加熱炉計算機用
I/O コントローラ
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産業パワーエレクトロニクス機器・システム
SEC カーボン株式会社京都工場向けカーボン電極用電源
SECĔsŅŜ株式会社向Çá大容量整流装置
S-Former

図

黒鉛化炉用直流電源装置

図

小容量直流電源装置「FASREC」

図

中小容量整流装置「S-Former Mini」

Ĉ適用ÍÕ黒鉛化炉用直流電源装置Ĉ納入Íh順調á稼動
ÍÜºāg
Éä設備áå次ä特徴Â¸āg
（ 1） 低電圧j大電流ä電源装置Ýh最大電流å DC160 kA

Ý¸āg
（ 2） ĞčœĢĨ整流器áþĀhĥŖ出力Áÿ最大出力ôÝ

ä連続電力制御Ĉ可能ÞÍÜºāg
（ 3） 複数ä黒鉛化炉îä直流電源Ĉ供給ÏāÕ÷hıŒ

ĹsĞsĔs}移動用台車~上áh整流器用変圧器h整
流器h冷却装置hĞčœĢĨ制御盤àßĈ搭載ÍÜºāg

台湾・李長栄科技向け銅はく用直流電源装置の納入
台湾ä銅åÅ会社向ÇÞÍÜ第 1 号機Þàā小容量直
流電源装置FASREC
}6 ĤĬı− DC30 Vh8 kA àß~
Ĉ納入ÍÕg
電源装置主回路á IGBT čŜĹsĨĈ採用Íh従来äĞ
čœĢĨ整流器Þ比較ÍÜ次ä特徴Â挙ÈÿĂāg
（ 1） 高力率

出力電圧Ĉ絞ÙÜøh力率å 0.9 以上Ý¸āg
（ 2） 低œŀŔ出力

出力電流œŀŔåhĞčœĢĨ整流器ä 1/10 Ý¸āg
（ 3） 小型化

ĞčœĢĨ整流器Þ比較Íh1/2 以下Ý¸āg
（ 4） 高速応答

高周波čŜĹsĨä採用áþĀh高速度制御Â可能Ý¸
āg

中小容量整流装置「S-Former Mini」
主áĦsĩ電解用途向ÇÞÍÜ DC600 Vh2×20 kA 以
下ä中小容量整流装置S-Former MiniĈ開発ÍÕgÉ
ä S-Former Mini åh2006 年á 1 号機Ĉ納入ÍÜÁÿh
čŜĲ向Ç}計 3 台~
hľČœĽŜ向Ç}1 台~
h中国向Ç
}計 4 台~
h北米向Ç}計 5 台~Ĉ受注Íh現在製作中Ý¸
āgÉä設備å次ä特徴áþĀ経済性h利便性Ĉ重視ÍÕ
ĠĢįŉÞàÙÜºāg
（ 1） 中小容量専用器ÞÍÜ内部構造Ĉ簡略化Íh小型化Ĉ

達成}体積Â従来äS-Formerá対Í約 40 % 減~
（ 2） 整流器Þ制御盤Ĉ一体áÍÕēsŔčŜŘŜ構造ä採

用}現地工事j試験期間Â従来á対Í約 35 % 削減~
（ 3） İġĨŔ制御Ĉ採用Íh操作性Þ自己診断機能Ĉ大幅

á向上
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計算機・制御システム
環境テレメートシステム
工場Áÿ排出ËĂāæº煙}NOxhSOx~
h排水àßä

図

環境テレメートシステムの構成

図

発電所全体のシステム構成

環境İsĨåh法令áþĀ規制ËĂÜºāg今回h環境監
視体制ä強化Ĉ目的ÞÍÜh株式会社神戸製鋼所加古川製
鉄所向Çáh環境įŕŊsıĠĢįŉĈ納入Íh稼動Ĉ開
始ÍÕgĠĢįŉä導入á¸ÕÙÜ以下äĜŜĤŀıÝ株
式会社神戸製鋼所加古川製鉄所Þ共同開発Ĉ行ÙÕg
（ 1） 透明性ä確保}分析計İsĨäĢįsĨĢĈ行政î送

信Ïāg
~
~
（ 2） 信頼性ä向上}ĠĢįŉä冗長化Ĉ図āg
~
（ 3） 異常対応ä迅速化}担当者îäċŒsŉ通知Ĉ行¼g
環境İsĨä取扱ºåh製鉄所äõàÿÐ各種燃焼設備
Ĉ有Ïā企業áå重要à課題Ý¸āg本ĠĢįŉÝ得Õ技
術Ĉ生ÁÍh鉄鋼業以外ä分野îø展開ÍÜºÅg

某事業用火力発電所向け自動バーナ制御装置の更新
富士電機åh某事業用火力発電所ä長寿命化対策ÞÍÜh
自動Ĺsĳ制御装置Ĉ更新ÍÕg
ユニット
計算機

（ 1） 自 動 出 力 制 御 装 置}APC~ ú 自 動 Ņ č Œ 制 御 装 置

保守ツール
AES

}ABC~àßÞ密結合ÍÕ構成ÞÍhôÕŋĴĨáþā

BTG 盤・BTG 補助盤

オペレータ
ステーション
AOS
監視装置

セレクタ
ステーション

ēŃŕsĠŐŜ方式Ĉ新Õá導入ÏāÉÞáþĀh発電

操作パネル

所全体ÞÍÜä監視機能Ĉ大幅á向上ËÑÕg

Ethernet

（ 2） 盤内機器更新áÚºÜåh今後ä保守性j設備ä維持
データウェイ（DPCS-F）

Þ経済性Ĉ十分á考慮ÍÕgôÕhĦľıďĐċ資産å
流用Íh投資効果ä高º更新ÞÍÕg

タービン
補機自動化
制御装置
（TSEQ）

（ 3） 品質áÚºÜåh計画j設計j試験ä各段階áÀºÜh

自動電圧
調整装置
（AVR）

自動出力
制御装置
（APC）

コントロール
ステーション
ACS
自動バーナ
制御装置
（ABNC）

社内ĠĢįŉŕļŎsĈ充実ËÑh事業用火力発電所制
タービン
インタ
ロック
リレー盤

御ĠĢįŉÞÍÜä品質Ĉ十分á確保Íh現地更新工事h
試運転試験ĈıŒĿŔàÅ完了ËÑÕg

自動ボイラ
制御装置
（ABC）

ボイラ
補機自動化
制御装置
（BSEQ）

バーナ
継電器盤

ボイラ
インタ
ロック
リレー盤

データベース
ステーション
ADS
（二重化）

ボイラ
変換器盤

鉄鋼設備計算機制御システム
鉄鋼ä設備Ĉ監視j制御ÏāĠĢįŉÞÍÜhŊŜįĳ

図

オブジェクト指向による鉄鋼システム例

ŜĢj再利用性á優ĂÕēĿġĐĘı指向Ĉ採用ÍÕĠĢ
įŉä構築Ĉ進÷Üºāg従来h適用Â難ÍÁÙÕ高速応
答性Ĉ要求ÏāĠĢįŉá関ÍÜøh高速àľŖŜıđŜ
ĲĈ設ÇÜ適用Ĉ行ÙÜºāgÉä対応áþĀh合計 6 Ġ
ĢįŉĈ納入ÍÜÃÜÀĀhÓä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

オブジェクト指向設計による責務の階層化のメリット
①それぞれの階層の責務が明確になるので，設計が統一化できる。
②各階層の責務が明確なため，システム改造時の影響範囲が分かりやすい。
⇒改造作業が容易になり，トータルコストが削減できる。
③新たに機能を追加する場合も，関連が明確なため，追加が容易である。
高速化対応システムの構成例

（ 1） 高速àľŖŜıđŜĲÞ組õ合ąÑāÉÞáþĀhœ
ホスト

ċŔĨčŉ性á優ĂÕ高速j高信頼à Java ĠĢįŉĈ
実現ÍÕg
（ 2） 業務内容ĈēĿġĐĘı化ÏāÉÞÝh業務ÞĦľı

ďĐċĈ 1 対 1 対応ÞÍh追加j改造Ĉ容易áÍÕg

Web/
AP
サーバ
フロント
エンド

Web
クライアント
（事務所）

DB
業務
ロジック サーバ

āäÝh信頼性向上jısĨŔĜĢı低減Â可能Ý¸āg



外部

シナリオ層

ビジネス
ロジック層

アクセス層

トラッキング
操業実績

高速化
フロント
Web
エンド
クライアント
（高速処理
ロジック） （工場）

（ 3） 業務内容Ĉ設備共通部分Þ固有部分á分ÇÜēĿġĐ

Ęı化ÏāÉÞÝ他設備îä流用度Ĉ高÷āÉÞÂÝÃ

オブジェクト指向による責務の階層化例

プログラマブル
コントローラ

①ビジネスシナリオ
の実行制御
②伝文ハンドリング
③エラー
ハンドリング

①設備共通の
業務を
メソッド化
②設備ごとの
差分を
サブクラス化

①DB 構造の
カプセル化
②DB の
整合性確保
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施設電機システム
古河サーキットフォイル株式会社向け高圧瞬低対策装置
古河ĞsĖĬıľĒčŔ株式会社今市東工場向Çá高

図

「UPS8000H シリーズ」
（2,000 kVA）

圧瞬低対策装置UPS8000H ĠœsģĈ納入ÍÕg近年h
製造設備ä高度化á対応Íh電力品質ä信頼性向上ä要求
Â増大ÍÜºāgÉä装置å従来ä低圧 UPS áþā個別
負荷ä停電対策á対Íh高圧系統á設置Í負荷一括ä対策
Ĉ可能ÞÍÜºāg常時商用給電方式Ĉ採用ÍÜÀĀh瞬
低時áå信頼性ä高º機械式高速ĢčĬĪáþĀ負荷Þ商
用系統Ĉ瞬時á切Ā離ÏÉÞÝh蓄電池áþāĹĬĘċĬ
ŀ運転Ĉ行¼g機械式ĢčĬĪÞ高効率充電制御ĠĢįŉ
ä採用áþĀh装置効率 99.6 % 以上}定格時~Ĉ実現Ë
ÑÕg今回ä納入品åh2,000 kVA ÖÂh並列運転áþĀh
最大 12,000 kVA}2,000 kVA×6 並列~ôÝä大容量化Â
対応可能Ý¸āg

国立大学法人千葉大学（亥鼻キャンパス）特高受変電設備
国立大学法人千葉大学亥鼻ĖŌŜĺĢåh医学部附属病

図

特高受電棟 C-GIS ユニット

院ú医学部施設àßä医療Þ研究Ĉ担¼重要施設Ĉ多Å抱
¾ÜºāgÉÉÝåh設備ä停止Â許ËĂàºgÉäÕé
富士電機åh亥鼻ĖŌŜĺĢä特高受変電設備更新工事Ĉ
受注Íh66 kV C-GIS 設備h高圧配電設備h1,500 kVA ĕ
ĢĨsļŜ発電設備h電力監視設備一式Ĉ納入ÍÕg
Éä工事åh更新過程Ý受変電j自家発電j監視設備Â
新旧混在Ïā状況ä中Ý施工Ĉ進÷ā必要Â¸ÙÕÂh富
士電機ä幅広º製品技術Þ豊富à施工実績á基ÛÅđŜġ
ĴċœŜę力áþĀ施設運営á支障àÅ施工Ĉ実施ÍÕg
Éä更新工事áþĀ特高受電棟ÁÿĖŌŜĺĢ内各棟î
ä送電系統Â完全二重化Íh信頼性j運用性ä高ºĠĢį
ŉá改善ËĂh電源品質ä向上á貢献ÍÜºāg

株式会社エスエナジーサービス向けコージェネレーション設備
ESCO 事業者ä株式会社đĢđĳġsĞsļĢÂh富士

図

発電所の 3D 図面

電機j松本事業所á 2,750 kW×2 台äĕĢđŜġŜ 3 号機
発電所Ĉ建設ÍÕ}2008 年 1 月稼動~
g富士電機Ýåh発

補機ユニット

電所建設äđŜġĴċœŜę業務Ĉ株式会社đĢđĳġs
ĞsļĢä代行Ý実施ÍhôÕ建築設備h熱源設備Ĉ納入
ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 高º発電効率Ĉ有Ïā新潟原動機株式会社製ĕĢđŜ

二次冷却水ポンプ

燃料ガス昇圧機ユニット
軟水タンク

点検架台
ガスエンジン
発電装置
フートプレート
パイロットオイル
潤滑油タンク

ġŜÞ吸収式冷凍機ä組合ÑáþĀh事業所á電力h蒸
気h冷水Ĉ供給Íh省đĶŔės 2,371 kL/年}5.5 %~
h
CO2 削減 7,689 t-CO2 /年}6.5 %~Ĉ実現

一重二重効用
吸収式冷凍機

（ 2） 1 ĞčĘŔ遮断装置Þä組合ÑáþĀh瞬時電圧低下

áþā事業所ä操業被害Ĉ低減}安定電源供給~
（ 3） 発電装置äĿŒĬĘċďıĢĨsıÂ可能
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交通・道路システム
東京地下鉄株式会社副都心線変電所設備
東京地下鉄株式会社副都心線池袋−渋谷間建設á伴ºh

図

整流器設備

図

回線単位形主配電盤

図

72 kV ガス絶縁開閉装置

雑司Â谷変電所h東新宿変電所Àþé神宮前変電所á受変
電設備一式Ĉ納入ÍÕg主à設備å受電設備h整流設備h
Ã電設備h主制御用配電盤設備àßÝ¸āg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 受電設備å VCB Ĉ適用ÍÕ 24 kV C-GIS Ĉ採用Íh

省ĢŃsĢ化Þ保守性ä向上Ĉ図ÙÜºāg
（ 2） 並列 12 ĺŔĢ方式ä純水沸騰冷却式ĠœĜŜ整流器

Ĉ採用Íh環境対策Àþé高調波対策Ĉ行ÙÜºāg
（ 3） 主制御用配電盤åŏĴĬı形İġĨŔœŕsĈ採用Íh

系統ÊÞáÏïÜ二重化構成ÞÏāÉÞáþĀh高信頼
化Ĉ実現ÍÜºāg
（ 4） 将来ä負荷増大á配慮ÍÕ設備ÞÍÜºāg

東武鉄道株式会社栃木変電所受変電設備
東武鉄道株式会社栃木変電所ä機器老朽化対応äÕ÷h
受変電設備一式Ĉ更新ÍÕg主à設備å 84 kV

C-GISh

純水沸騰冷却式ĠœĜŜ整流器hÃ電設備h主制御用配電
盤設備àßÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 主制御用配電盤å回線単位形Ĉ採用Íh省ĢŃsĢ化

Þ保守性ä向上Ĉ図ÙÜºāg
（ 2） 電子式交直ŇŔĪŊsĨĈ開発Íh採用ÍÜºāg整

流器用変圧器一次側 CT Áÿ整流器側直流Ĉ演算計測Í
Üh整流器用 DCCT Ĉ省略ÏāÉÞĈ可能ÞÍh機器
ä簡素化Ĉ図ÙÜºāg
（ 3） 整流器直流側ä開閉設備Ĉ HSACB}54P~á代ąĀh

DS}89GP~Ĉ採用Íh省ĢŃsĢ化Þ機器ä簡素化Ĉ
行ÙÜºāg

京王電鉄株式会社堀之内変電所受変電設備
京王電鉄株式会社相模原線ä設備増強Ĉ目的ÞÍ堀之内
変電所Â新設ËĂh受変電設備一式Ĉ納入ÍÕg主à設備
å 72 kV 受電設備h整流設備h1,500 V Ã電設備h主制御
用配電盤àßÝ¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 周辺Â住宅地Ý¸āÕ÷h整流器用変圧器å変圧器本

体á外壁Ĉ設ÇÕ低騒音仕様ÞÍÜºāg
（ 2） 受電設備ÞÍÜ 72 kV ĕĢ絶縁開閉装置Ĉ適用ÏāÉ

ÞáþĀh充電部分ä露出ĈàÅÏÞÞøá設備ä縮小
化Ĉ図ÙÜºāg
（ 3） 主制御用配電盤áåŀŖęŒŇĿŔ操作表示器}POD~

Ĉ設Çh機器j故障j計測情報Ĉ表示ÏāÉÞÝ保守作
業Ĉ向上ËÑhËÿá POD Ĉ二重化ÏāÉÞáþĀ信
頼性ø向上ËÑÜºāg
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交通・道路システム
南海電気鉄道株式会社深日変電所回生電力吸収装置
本線Ýä回生失効対策ÞÍÜh抵抗式回生電力吸収装置

図

GTO サイリスタチョッパ装置と HSVCB

図

秋田中央道路駅東坑口と中央監視室の運用設備

図 １

高風速ジェットファンの設置状況

Ĉ設置ÍÕg装置å GTO ĞčœĢĨĪŐĬĺ装置h抵抗
器h直流遮断器盤Ý構成ËĂh特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 直 流 遮 断 器 á HSVCB Ĉ 採 用 Ï ā É Þ Ý 奥 行 寸 法

1,300 mm ä GTO ĞčœĢĨĪŐĬĺ装置Þ列盤Íh
大幅à小型化Ĉ実現ÍÕ}遮断器盤ä設置面積å従来ä
約 40 %~
g
（ 2） 熱ÞÍÜ消費Ïā電力å他ä力行車Ý処理ÝÃàÁÙ

Õ余剰分äõÝ¸āÕ÷非常á少àÅh逆á装置自体ä
固定損失}無負荷損失~ÂàºÉÞÁÿ総合的áå低電
力損失ĠĢįŉÝ¸āÞº¾āg
（ 3） ĠŜŀŔü¾á省ĢŃsĢÁÚ経済的Ý¸āÕ÷h特

á地上側Ý回生処理対策Â講ÎÿĂÜºàº既存路線á
最適Ý¸āg

設計・施工一体型トンネル設備工事（秋田中央道路）
Éä工事ä特徴åhıŜĶŔä基本条件hAA 級設備ä
設計条件j土木j建築条件h環境j性能条件h管理体制j
施工管理àßä条件äõĈ提示ËĂÕ設計j施工一体型
ıŜĶŔ設備工事Ý¸ÙÕgÉĂĈ富士電機Ĉ含ö 4 社
}機械Þ電気~Ýä共同企業体}設備 JV~áÜ展開ÍÕg
設計Ýåh電気設備j通信設備j電子応用設備àßä全
11 設備}全設計設備å機械Ĉ含ö 14 設備~Ĉ富士電機á
Ü実施ÍÕg富士電機åıŜĶŔ防災運用指針ä策定áø
参画Íh全設備間ä緊急時動作Ĉ検証Íh運用方式ä取Ā
ôÞ÷Ĉ行ÙÕg
施工Ýåh各製作設備ÊÞáËôÌôà技術提案内容Ĉ
盛Ā込õh現地施工Ĉ含÷機能面ú性能面Ý改善Ĉ施Íh
総合試験調整Ĉ完了ËÑÕg約 3 年間áąÕÙÕÉäŀŖ
ġĐĘıåh2007 年 9 月á予定ßÀĀä開通Ĉ迎¾Õg

国土交通省中部縦貫トンネル換気設備工事
高速道路áÀÇāıŜĶŔ内ä視環境Ĉ改善Íh安全à
走行Ĉ確保ÏāÕ÷hġĐĬıľĊŜ}JF~Â利用ËĂ
Üºāg長野自動車道j東海北陸自動車道j北陸自動車道
Ĉ連絡Ïā中部縦貫自動車道Â建設ËĂÜÀĀh三Úäı
ŜĶŔá計 9 台ä高風速 JF Ĉ納入ÍÕg
高風速 JF å吐出風速Â大ÃºÕ÷h従来機種á比ïÜ
設置台数Ĉ減ÿÏÉÞÂÝÃhčĴĠŌŔĜĢıä面Ý非
常á有益Ý¸āgôÕhJF ä運転制御Ĉ効率的á行¼Õ
÷ä換気制御盤ú煙霧透過率測定装置h一酸化炭素濃度測
定装置àßäıŜĶŔ内計測器ø納入ÍÕg国内áÀºÜh
ıŜĶŔ換気機器äñÞĉßĈ自社製作Íh総合đŜġĴ
ċœŜę力Ĉ発揮ÝÃāŊsĔsÞÍÜh今後Þø安心Ý
ÃāıŜĶŔčŜľŒä創造á貢献ÍÜºÅg
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交通・道路システム
施設管理ソリューション
安心j安全ä確保Þ顧客ĞsļĢ向上Ĉ目指Íh空港j

図

施設管理ソリューション全体図

鉄道j道路ú建物àßî総合的à施設管理ĦœŎsĠŐŜ
Ĉ提供Ïāg
（ 1） 施設監視ĠĢįŉk各種施設ä稼動監視j故障監視Þ

設備投資管理

制御Ĉ実施Íh設備ä効率的à活用Ĉ可能áÏāg

保全

工事申請・立入申請
工事作業のワークフロー

（ 2） 工事申請j立入申請ĠĢįŉk工事ú立入申請j承認

Ĉ電子化Íh工事計画j実績管理Ĉ容易áÏāg

設備管理
故障管理
点検管理

施設管理
ソリューション

（ 3） 保全管理ĠĢįŉk各種施設ä保全情報Ĉ収集Íh設
施設監視

率化ôÝĈ実現Ïāg

フィジカルセキュリティ
入退管理
持出管理
侵入者監視
ホームセキュリティ

備点検ä計画Áÿh実績管理h交換部品ä在庫管理ä効
24 時間運転可能な
施設設備監視システム

（ 4） ĤĖŎœįČ管理ĠĢįŉk各種施設úļŔàßä出

入Ā口áÀºÜhIC ĔsĲjRFIDj生体認証áþā入
退室ú侵入者ä監視Ĉ実現Ïāg

フィールドデータ収集テンプレート
ľČsŔĲİsĨ収集įŜŀŕsıå各種現場装置

図

フィールドデータ収集テンプレートの構成

}PLChRFIDhĹsĜsĲàß~ä計測jčłŜıİsĨ
上位系システム

フィールドデータ収集
テンプレート範囲

Ĉ計画系àß不特定多数ä上位系ĠĢįŉáœċŔĨčŉ
配信Íh現場ä見¾ā化Ĉ支援Ïāg
右図áÀºÜhI/O ĜĶĘĨå各種現場装置Þ接続Íh

上位系システム

セキュリティ
管理
システム

エネルギー
管理
システム

保全管理
システム

Web 統合
Viewer
（統合監視制御）

工程管理
システム

品質管理
システム

設備管理
システム

I/F

I/F

I/F

I/F

I/F

I/F

I/F

最寄ĀäľČsŔĲĜĶĘĨáİsĨĈ集約ÏāgľČs
ŔĲĜĶĘĨ間å UDP ŇŔĪĖŌĢı伝送Ý高速áİs

フィールド
コネクタ

Ĩ交換Íh相互á全İsĨĈ管理Ïāg上位系ĠĢįŉå

UDP マルチ
キャスト伝送
（全データ交換）

フィールド
コネクタ

UDP マルチ
キャスト伝送
（全データ交換）

フィールド
コネクタ

最寄ĀäľČsŔĲĜĶĘĨÞ接続Íh必要à現場İsĨ
I/O
コネクタ

ĈœċŔĨčŉá入手Ïāg本įŜŀŕsıå Windows

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

版ÖÇÝàÅ Unix/Linux áø対応ÍhĘŒĢĨ構成øĞ
ņsıÝÃāgËÿá Web 統合 Viewer áþĀ全装置Ĉ

PLC，RFID，バーコードリーダ，カメラなどの現場装置

対象ÞÍÕ統合監視制御ĠĢįŉĈ構築ÏāÉÞÂÝÃāg

電

源
大容量 UPS「UPS7000D シリーズ」の並列冗長機能拡張

95 % ä高効率Þ 70 %}従来比~ä省ĢŃsĢĈ実現Í
Õ IDC 向Ç 400 V 対応大容量 UPSUPS7000D Ġœsģ
á並列機能拡張Ĉ行ÙÕgÉĂáþĀh500 kVA×8 台ô
Ý並列冗長Â構成ÝÃhUPS 給電Ĉ止÷àºÝ UPS ä台
数増設Ĉ可能ÞÍÕg
Éä UPS7000D 並列ĠĢįŉåh共通部Ĉ持ÕÐh個
別制御方式áÜ各 UPS Â独立á並列運転ÍÜÀĀh各
UPS å健全給電状態Ĉ確保ÏāÕ÷ä異常判別áþĀh
異常号機å自己解列Í給電安定化Ĉ確保hôÕ直送無瞬断
ĹĬĘċĬŀ回路å冗長化ËĂÜÀĀh各 UPS å相互間
áÜ協調j補完Í給電継続äÕ÷ä最適ĺĨsŜĈ選択Ï
ā完全独立並列方式ä機能Ĉ搭載ÍÕ大規模対応Â可
能à高信頼並列ĠĢįŉÞàÙÜºāg



図

大容量 UPS「UPS7000D シリーズ」

I/O
コネクタ
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源
ミニ UPS「GX100 シリーズ」
（5 〜 10 kVA）

主力機種Ý¸ÙÕJ Ġœsģä後継機ÞÍÜh高性

図

ミニ UPS「GX100」
（10 kVA）

図

3.3 V 30 A 出力 1/8 ブリック DC-DC コンバータ

図

ガラス基板冷却装置

能ÁÚ高効率à新型ňĴ UPSGX100 Ġœsģ
}5h7.5h
10 kVA~Ĉ開発ÍÕgÉä UPS ä特徴å次äÞÀĀÝ¸
āg
（ 1） 高性能k常時čŜĹsĨİŎċŔĜŜĹsġŐŜ方式

ä採用áþā安定ÍÕ入出力特性
（ 2） 環境性能①高効率k常時čŜĹsĨ方式á比ïh大幅

á効率Ĉ改善}85 %  90 %~
（ 3） 環境性能②耐ķčģ性k入力部á絶縁ıŒŜĢĈ採用

ÏāÉÞáþĀ耐ķčģ性Ĉ向上
（ 4） 環境性能③ RoHS 対応k有害物質Ĉ排除ÍÕ環境配慮

型製品
（ 5） ŊŜįĳŜĢkŋġŎsŔ化áþĀ保守性Ĉ向上
（ 6） 表示機能k大型 LCD áþĀŋĴĨ機能Ĉ充実

分散給電システム用 DC-DC コンバータ
商用入力電源Áÿ LSI 用電源ôÝŒčŜċĬŀĈ進÷
Üºāg今回h
FH0100E ĠœsģÞÍÜ DC48 V 入力
ä 1/8 ĿœĬĘĞčģä絶縁型 DC-DC ĜŜĹsĨĈ開発
ÍÕgÉäĠœsģä外形å業界標準ä 1/8 ĿœĬĘĞč
ģÝ¸āgAC 入力Ý DC48V 出力ä電源h例¾æ富士電
機ä型式FH1500
FH2000
FH3000àßä後段á
接続ËĂh情報通信装置äŇğsŅsĲ上á配置ËĂāg
他社品Þ比較ÍÜh出力œŀŔķčģĈ 50 % 低減h部品
点数Ĉ 40 % 削減ÍÜÀĀh信頼性ä面Ý優ĂÜºāg
製 品 Þ Í Ü åh 出 力 12 Vh5 Vh3.3 V} 以 上h 出 力
100 W~
h2.5 Vh1.8 V}以上h出力電流 30 A~ä系列化Ĉ
実施中Ý¸āgËÿáİġĨŔ制御方式ä適用áþĀh制
御性能ä向上h通信機能ä充実Ĉ検討中Ý¸āg

クリーンシステム
液晶製造ライン用大型ガラス基板冷却装置
世界最大h第 8 世代ŇğsĕŒĢ}2.16 m×2.46 m~Ĉ
使用ÍÕĔŒsľČŔĨ製造ŒčŜäĜsĨjİłŖĬĺ
工程ÝhĢŔsŀĬı向上äÕ÷á 50 ℃á高温処理ËĂ
ÕĕŒĢ基板Ĉ短時間Ý 23 ℃á冷却Íh次工程î流Ï必
要Â¸āg気流解析j熱解析技術Ĉ駆使Í製品仕様ä方向
性Ĉ決÷h温度調節á関Ïā総合的à評価技術Ý実機検証
Ĉ行º製品化ÍÕg製品性能Â高Å評価ËĂh某ĔŒs
ľČŔĨŊsĔsá 8 台納入ÍÕgÉäĕŒĢ基板冷却装
置ä主à仕様å次äÞÀĀÝ¸āg
①清浄度kĘŒĢ 1

②吹出Í風速k0.8 m/s

③冷却能力k34,600 kJ/h

④冷却時間k120 秒

⑤外形寸法kW4.3×D3.5×H4.3}m~
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クリーンシステム
± 0.01 ℃高精度サーマルクリーンブース
半導体j液晶ä露光工程ú光学ŕŜģàßä精密機器ä

図

サーマルクリーンブースの制御ブロック図

製造工程ÝåhąÐÁà温度変動úĺsįČĘŔÂ製品性
サーマルクリーン
ブース本体

能á悪影響Ĉ及òÏÕ÷h高清浄度Þ高精密温調機能Ĉ有
ÍÕĞsŇŔĘœsŜĿsĢÂ使ąĂÜºāg

アドバンスト制御システム
ファン

チラー

ÉĂôÝäĞsŇŔĘœsŜĿsĢåh外乱}内部負荷
変動h周囲温度変動~Â小Ëº場合á限定ËĂÜÃÕg富

冷水
コイル

制御温度

ヒータ

HEPA
PT100Ω

士電機åhÉäÕé外乱á強ºĞsŇŔĘœsŜĿsĢĈ

温
度
設
定

開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

PID
内部負荷

（ 1） 性能 : 温度精度＋
− 0.01 ℃h清浄度ĘŒĢ 1

冷水
コイル
補償

（ 2） ċĲĹŜĢı制御ä採用

フィルタ
内部負荷
温度補償

PT100Ω

従来äľČsĲĹĬĘ制御á加¾h内部負荷ä変動ú周

周囲空気
取入れ

OA 温度
補償

囲温度ä変動Ĉ予測制御Ïā技術Ĉ確立ÍÕg

PT100Ω
：空気の流れ
：冷水のルート

省エネルギー型除湿クリーンブース
医薬j医療j食品分野Ýåh製品ä品質向上äÕ÷áĘ

図

熱排気再利用方式とクリーンブース

œsŜÝÁÚ低湿度ä製造環境Â要求ËĂāgôÕh環境
問題úŒŜĴŜęĜĢı低減äÕ÷áh省đĶŔėsä要
求ø高ôÙÜºāgÉäÕéĜŜĨĘıŕŜģ大手某社向
Çá省đĶŔės型除湿ĘœsŜĿsĢ}2 台~Ĉ納入Í

再熱ヒータ
コイル

Õg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 省đĶŔėsk約 65 % 低減}従来方式比~

ÉĂôÝä除湿ĘœsŜĿsĢåh冷凍機Þ直膨冷却Ĝ

排熱を
利用

čŔáþĀ過冷却ÍàÂÿ除湿Íh電気ĻsĨáþÙÜ

残りの
排熱は
冷却水
で冷却

再加熱Ïā方式Ý¸ÙÕÂh本装置å再加熱á冷凍機}容
量k3.75 kW~ä排熱Ĉ利用ÍÕg

冷却コイル
熱交換器
冷凍機

熱排気再利用方式

（ 2） 湿度k40 %RH 以下}一次側取入Ă空気 60 %RH 以下~
（ 3） 温度k22 ℃＋
− 1 ℃}一次側取入Ă空気 23 ℃＋
− 3 ℃~
（ 4） 清浄度kĘŒĢ 100

薄型ファンフィルタユニット「F-Stage シリーズ」
半導体ŊsĔsú液晶ĺĶŔŊsĔsåh設備投資Ĉ抑
¾āÕ÷áĘœsŜŔsŉä縮小化ú高清浄度đœċä局
所化Ĉ進÷Üºāg生産装置øÉä影響Ĉ受Ç小型化Ĉ目
指ÍÜÀĀh装置á搭載ËĂā FFU ø生産装置á最適à
Ğčģä選éúÏËÞËÿàā薄ËÂ要求ËĂÜºāg
É ä Õ é 上 記 á 対 応 Í Õ 薄 型 FFU Ĉ Ġ œ s ģ 化
~ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
}
F-Stage
（ 1） 薄Ë 115 mm}最小~
（ 2） Ġœsģ化Ğčģk400×400h500×500h610×610h

610×1,220}mm~

（ 3） 風量可変}0 v 0.5 m/s~
（ 4） RoHS 指令標準対応
（ 5） CE ŇsĖŜę対応}低電圧jEMC 指令対応~



図

薄型ファンフィルタユニット「F-Stage」
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車両・特機コンポーネント
東日本旅客鉄道株式会社 E120/E130 系新型気動車用電源装置
東日本旅客鉄道株式会社åİČsĥŔ主機推進ä新型気

図

発電機および電源制御装置

図

補助電源装置

図

新型通勤車両 30000 系

動車Ĉ開発Íh水郡線ÓäñÁá投入ÍÕg富士電機å車
両搭載発電装置ÞÍÜh床下装備ä 60 kVA 三相交流発
電機Àþé電源制御装置Ĉ新潟ıŒŜĠĢ株式会社Þ東急
車輛製造株式会社á納入ÍÕg
装置ä概要å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 交流発電機åİČsĥŔ主機Áÿ油圧式定速回転装置

Ĉ介ÍÜ駆動ËĂh440 V 60 Hz ä定電圧j定周波数ä
電力Ĉ出力Ïāg440 V 出力å冷暖房装置hŒġđsĨ
ľĊŜhĜŜŀŕĬĞàßä大容量負荷á給電ËĂāg
（ 2） 電源制御装置å発電機界磁調整器Þ 6 kW ä直流電源

装置Áÿ構成ËĂāg直流電源装置å発電機出力Áÿ整
流器Þ IGBT ĪŐĬĺáþĀ直流 24 V Ĉ出力ÍhĹĬ
įœsä充電Þ直流電源機器á給電Ïāg

海外向け交流電車用補助電源装置
富士電機å海外鉄道事業者向Çá交流電車用補助電源装
置Ĉ 24 台製作j納入ÍÕgÉä装置ä特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
（ 1） 入力ĜŜĹsĨá PWM 制御Ĉ適用ÏāÉÞÝh交

流入力側ä電源力率Þ高調波Ĉ改善ÍÕg
（ 2） 出力čŜĹsĨá高速à三相個別瞬時値制御Ĉ適用Ï

āÉÞÝh出力電圧ä安定性Ĉ高÷h電源品質Ĉ向上Ë
ÑÕg
（ 3） 制御装置äŘŜŅsĲ化áþā接触導通部分Àþé部

品点数ä大幅削減Ýh信頼性向上Þ小型軽量化j低価格
化Ĉ実現ÍÕg
（ 4） 万Â一装置ä 1 台Â故障ÍÕ場合øh残Āä健全à電

源装置Ý編成内ä全電源容量Ĉ供給ÝÃāþ¼h電源容
量á余裕Ĉ持ÙÕĠĢįŉÞÍÕg

西武鉄道株式会社 30000 系用リニアドアシステム
西武鉄道株式会社åSmile Train}ĢŇčŔıŕčŜ~
v人áúËÍÅhõĉàä笑顔ĈÚÅĀÖÏ車両vĈĜ
ŜĤŀıÞÍÕ新型通勤車両 30000 系Ĉ 2008 年Áÿ投入
Ïāg富士電機åh従来þĀø信頼性Ĉ高÷Õ待機冗長型
ĹĬĘċĬŀ方式äœĴċŋsĨ駆動ĲċĠĢįŉĈ製
作j納入ÍÕg以下á特徴Ĉ示Ïg
（ 1） œĴċŋsĨáþāĲċä直動方式äÕ÷h乗客ÂĲ

ċá挟ôÙÕÞÃä衝撃Â小ËÅh安全性Â高ºg
（ 2） œĴċŋsĨ駆動用 IGBT Àþé速度j磁極位置検出

用äđŜĜsĩĈ含÷ÜĜŜıŖsŒĈ完全二重化Íh
万一ä不具合時áø機能j性能å低下ËÑÐá運用可能g
（ 3） 冗長化Ĉ機器内Ý完結ËÑh機器間Ý特別à配線å不

要g
（ 4） 信号čŜĨľĐsĢĈ完全無接点化g
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監視制御システム
単体テスト支援ツール
単体įĢı支援ĭsŔåhDCS Àþé PLC áÀºÜh

図

単体テスト支援ツールの概要

新規作成ôÕå改造ÍÕĦľıďĐċ部品ä単体įĢıĈh
MICREX-NX
（AS，PLC-SIM）

効率þÅÁÚĠĢįŉ的á実施ÏāÉÞáþĀhŀŒŜı

単体テスト支援ツール

đŜġĴċœŜęĜĢıä削減Þ品質ä向上Ĉ狙ÙÕĭs
ŔÝ¸Āh特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

テストケースの
保存・再利用

スキャン同期信号

テストレポート
の出力

（ 1） DCS ôÕå PLC ä実機Ĉ使用ÑÐhđŜġĴċœŜ

ęĭsŔ上á実装ËĂÕĦľıĠňŎŕsĨÝä単体į
ĢıÂ可能Ý¸āg
（ 2） 改造ôÕå変更ÍÕĦľıďĐċ部品äįĢıåh作

成済õä複数äįĢıĚsĢĈ用ºÜ自動的á行ąĂā
Õ÷hĦľıďĐċ部品á対Ïā不具合対応時úh機能

FB 入力
FB 出力

追加時ä既存機能á対Ïā影響Ĉ短時間á評価ÝÃāg

エネルギー最適運用システム「FeTOP」の改良
工場ú事務所àßĈ対象áh富士電機独自ä最適化技術

図

}PSO 手法~Ĉ用ºÕđĶŔės最適運用ĠĢįŉÝ¸ā

エネルギー最適運用システム「FeTOP」のプラント図
FeTOP

FeTOPĈ従来Áÿ提供ÍhÀ客様ä環境負荷低減ú燃

最適化技術

料ĜĢı削減á貢献ÍÜÃÕgÉäþ¼à最適運用機

メタヒュー
リスティクス
数理計画法

能á加¾hFeTOP ä新Íº機能ÞÍÜhÀ客様ä運用Ĉ
支援ÏāŀŒŜıĠňŎŕsĨĈ搭載ÍÕgŀŒŜı

統計手法
計算ルート探索

シナリオ設定
プラント
シミュレーション

最適運転計画

ĠňŎŕsĨåh例¾æŅčŒä出力ĹŒŜĢĈ変更Í
ÞºÙÕ
ÕºÂhÉä先ä運用Ý不足ÍàºÖă¼Ág

計
測

予測技術
構造化ニューロ
統計手法

実操業ÝäËôÌôàĠĳœēĈ設定ÍhÓĂá応ÎÕ近
未来äŀŖĤĢ状態ĈĠňŎŕsĠŐŜÏāgÀ客様Â立

操業シナリオの
事前評価
過去の運転の検証
による運用改善

シミュレータ技術

評価・運用改善

制
御
電力会社

ガス放散

各種負荷予測
副生
ガス１

案ËĂÕ運転計画ä事前評価Ĉ行ÙÕĀh過去ä運転Ĉ再

ガス
ホルダ

受
送
電
ボ
イ
ラ
１

タービン１

蒸気放散

副生
ガス2

現Í操作手順ä検証Ĉ行ºh今後ä運用改善á役立ÜāÞ

ボ
イ
ラ
2

º¼þ¼àÉÞÂ可能Ý¸āg

電力負荷

Ｇ

タービン2

Ｇ

蒸
気
ヘ
ッ
ダ

蒸気負荷

PID 調整ソフトウェア「FePIDtune」
制御Ŕsŀä 90 % 以上Â PID 調節器ÞºąĂÜÀĀh

図

PID 調整ソフトウェア「FePIDtune」の構成

Éä調節器äĺŒŊsĨ値ÂŀŒŜıä制御性能Ĉ左右
FePIDtune

ÏāgÉĂôÝä PID 調整åłįŒŜ 運転員ú調整員

パソコン

入力

データ（MV，PV）

ä経験hķďĸďá大ÃÅ依存ÍÜºāgÉĂá対Í富
士電機å最新ä最適化技術Ý¸ā PSO}Particle Swarm
Optimization~Ĉ PID 調整î応用Íh運転員ú調整員ä
ĢĖŔá依存Íàº最適àĺŒŊsĨĈ計算Ïā PID 調
整ĦľıďĐċFePIDtuneĈ開発ÍÕgFePIDtune åh

PID
パラメータ

Ïā最適調整機能á加¾h既存ä調整方法áþā調整機能h
ŀŒŜı同定機能hĠňŎŕsĠŐŜ機能àßĈ有ÍÜº
āg今後h富士電機ä DCShPLCh温度調節計àßäĜ
ŜıŖsŒÞä連携Ĉ予定ÍÜºāg



PID 構造

操作量
（PV）

シミュレーション機能

プラント

ŏsğsÂ指定ÍÕēsĹĠŎsı量h立上Ā時間àßä
波形仕様}望õä波形~Áÿ PID ĺŒŊsĨĈ自動計算

①一次遅れ＋むだ時間系
②二次遅れ＋むだ時間系
③積分系
その他，カスタマイズ可能

コントローラ
操作量
（MV）

調整機能
最適調整機能
（PSO）

t

最適調整機能により波形仕様
（望みの波形）から最適な
PID パラメータを計算

①標準形
②微分先行形
③比例先行形
その他，カスタマイズ可能

選択

最適
PV 調整後

PV 調整前

さまざまな条件でシミュ
レーションが可能。
これにより，安全・安心な
PID 調節器の設計が可能

プラント同定機能

データ
（MV，PV）

t

PID パラメータ

①Ziegler-Nichols のステップ応答法
②CHR 法
③ベトラーク法
④ジンメトリッシェ法
⑤Cohen＆Coon 法
その他，新方式の追加可能

出力
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制御システム
太陽電池
エネルギーソリューション
計量システム
計測制御システム
計測コンポーネント
放射線機器・システム
製造ソリューション
行政情報ソリューション
オフィス＆セキュリティソリューション

展

望

制御ĠĢįŉ分野åhđĶŔėsÁÿ IT ôÝä広º範

信器h超音波流量計h調節計j記録計h分析計~Ĉ強化Í

囲Ĉ網羅ÍÜºāg太陽電池ú計測機器àßä先進的àĜ

Üºāg2007 年åŋġŎsŔ型調節計h直接挿入ŕsğ

ŜņsĶŜı技術ÞĠĢįŉ技術Ĉ融合ËÑÜh広Å社会

方式ĕĢ分析計àßĈ市場投入ÍhôÕh中国製造拠点

á貢献ÏāÉÞĈ目指ÍÜºāg各分野ä成果Þ今後ä展
開Ĉ紹介Ïāg

}富士電機無錫儀表有限公司~Ĉ設立ÍÕg
放射線機器jĠĢįŉ分野Ýåh温室効果ĕĢĈ放出Í

太陽電池分野Ýåh熊本工場ä量産設備Ĉ稼動ËÑh

àº原子力発電Â注目ËĂh国内外Ý計画j建設Â進ĉ

ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä量産体制Ĉ確立h出荷

ÝºāgôÕh高齢化社会ä到来áþĀh加速器àßĈ有

Ĉ開始ÍÕg併ÑÜh富士電機äľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ

Ïā高度医療施設ä整備Â進ög放射線機器jĠĢįŉåh

太陽電池ä{軽º|
{ľŕĖĠĿŔ|Þº¼特徴Ĉ生ÁÍ

需要Â増加Ïā中Ý高品質j高信頼化Þ低ĜĢı化Â同時

Õ応用製品ä開発Ĉ行ºh今後ä市場拡大Ĉ狙ÙÜºÅg

á進ĉÝºāgÉäþ¼à状況á対応ÍÕ開発Ĉ進÷h特

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ分野ÝåhđĶŔės供給Â

á個人線量計åh新国際規格á整合ÍÕ製品ä開発Ĉ加速

多様化Ïā中Ýh電力流通技術hđĶŔės監視制御技術h

Ïāg放射線ŋĴĨåh長期安定化àßä高信頼化Þ低Ĝ

đĶŔės管理技術Ĉ核áh電力会社向Ç系統j配電ĠĢ

Ģı化Ĉ推進ÍhÀ客ËôäĴsģá対応ÍÜºÅg

įŉh工場内đĶŔės管理ĠĢįŉh新đĶŔėsàß

製造ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh製造管理ĠĢįŉ用ĺĬ

áþā分散型đĶŔėsĠĢįŉàßh海外Ĉ含ö産官学

ĚsġMainGATE ĠœsģĈ整備Íh製造ŀŖĤĢ

ä研究開発成果ø取Ā込õàÂÿhÀ客ËôäĴsģá合

系}飲料h化学àß~Àþé加工組立系}自動車h電気電

ąÑÕĦœŎsĠŐŜ & ĞsļĢĈ提供ÍÜºÅg

子~îä機能拡充Þ適用Ĉ推進ÍÕgFA 分野Ýåh医薬

計量ĠĢįŉ分野Ýåh電力自由化ä進展àßáþĀh

Àþé金属分野á精度ä高º品質外観検査ĠĢįŉĈ多数

電子式電力量計ä多機能化Â進õhÓä計量İsĨĈ処

納入ÍÕg今後h次世代ŏļĖĨĢ技術ÞÍÜhĤŜĞ付

理Ïā自動検針機器àßä周辺機器ä導入ø加速ÍÜºāg

Ã RF Ĩęä開発Þ社会ä安全j安心ú設備保全äŏļĖ

今後ø電気事業者Þ需要家間ä適正à計量Ĉ担保Íh国際

ĨĢ化îä適用Ĉ図ÙÜºÅg

規格Þä整合ú法規制h運用面ä要求ä変化á対応ÍÕ電

行政情報ĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh政府方針IT 新改

力量計Þ自動検針ĠĢįŉĈ開発ÍhËÿá開閉器ä応用

革戦略á基ÛÅ効率的à電子行政ä実現Ĉ目指ÍhÓä

機器úİŇŜĲĜŜıŖsŒàßä電力管理用機器Ĉ拡充

構築Â推進ËĂÜºāg富士電機åh統合型総務事務Ġ

Íh電力量計ĈĜċÞÍÕĠĢįŉä普及á寄与ÍÜºÅg

Ģįŉä提供á加¾h市町村Ýä共同利用型文書管理

計 測 制 御 Ġ Ģ į ŉ 分 野 Ý åh 新 情 報 制 御 Ġ Ģ į ŉ
MICREX-NXĈ新設ĠĢįŉú既設機能Ĉ継承ÏāŇ

ĠĢįŉä納入Ĉ果ÕÍÕg今後ø豊富à実績ĈøÞá
各ĠĢįŉĈ拡充ÍÜ提供ÍÜºÅg

čęŕsĠŐŜĠĢįŉ向Çá多数納入ÍÕgMICREX-

ēľČĢ & ĤĖŎœįČĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh内

NX å製造管理ĠĢįŉÞľČsŔĲ機器Þä垂直統合h

部統制jĜŜŀŒčċŜĢá対Ïā業務基盤ÞÍÜhŘs

安全j安定操業Ĉ実現Ïā高信頼性hķďĸď継承Ĉ可能

ĘľŖshĤĖŎœįČĺĬĚsġäĴsģÂ高ôÙÜ

ÞÏā運転j保守支援機能hWeb 対応àßĈ特徴ÞÏā

ÃÜºāg富士電機Ýåh1,300 社ä導入実績Ĉ持ÚŘs

最新ĠĢįŉÝ¸āg今後åh安全計装àßĈ生ÁÍh一

ĘľŖsExchangeUSE
h情報漏¾ºĈ防ÆBarrier

層ä適用拡大Ĉ図ÙÜºÅg

Ġœsģ
hSOA}Service Oriented Architecture~Ý業

計測ĜŜņsĶŜı分野Ýåh設備投資増ú環境規制Â
強化中ä中国àß海外事業ä拡大Ĉ図ĀhôÕh制御ĠĢ

務全体ä状態Ĉ可視化ÏāBizUSEä機能強化Ĉ図Āh
進歩ÏāĴsģá対応ÍÜºÅg

įŉĈ支¾āĜŜņsĶŜıÞàāïÅh重点 4 機種}発
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太陽電池
テント材一体型太陽電池
太陽電池ä用途拡大äÕ÷h富士電機äľČŔŉ型太陽

図１

テント材一体型太陽電池

図

鋼板一体型太陽電池の適用例

図

雄武ダム管理用制御処理設備

電池äÃą÷Ü軽Å曲ÂāÞº¼特徴Ĉ生ÁÍh鋼板一
体型á続Ãh防水Ġsı一体型úįŜı材一体型àßä新
Íº応用製品開発Ĉ進÷ÜºāgÉĂÿ建材一体型太陽
電池åľČŔŉ型太陽電池Þ建材Ĉ一体化ÏāÉÞáþÙ
Üh従来工法Ý太陽電池付Ãä大面積建材ä設置ÂÝÃā
Õ÷h今後ä太陽電池普及á寄与ÏāÉÞÂ期待ËĂÜº
āg写真á示Ï太陽電池åįŜı材ä用途á開発中äøä
Ýh軽量ÝÁÚ巻Ã取Āø可能Ý¸āgįŜı素材áľČ
Ŕŉ型太陽電池Ĉ一体化ÍÕ物Ýh外形寸法å 1,099 mm
× 485 mmh質量å 740 g Ý¸āg今後hķsıĺĦĜŜ
àßá搭載可能à携帯用電源îä適用ø検討ÍÜºÅg

エネルギーソリューション
アモルファス太陽電池の新しい設置事例
富士電機äľČŔŉ型太陽電池åh鋼板一体型úįŜı
材一体型àß独特à応用製品ä開発Â進õh景観調和ú設
置場所h取付Ç方法àßä要求á対応ÍÕh太陽電池ä新
Õà適用Â可能ÞàÙÕgÓä代表的à事例Ĉ紹介Ïāg
（ 1） 鋼板屋根îä適用例

ĹĢ停留所ä屋根ä曲面á合ąÑÜhÓäİğčŜĈ崩
ÏÉÞàÅh屋根材Þ一体化ËÑÕ太陽電池Ĉ設置ÍhĹ
Ģ停留所ä夜間照明á利用ÍÜºāg
（ 2） įŜıîä適用例

ĕŒĢĈ基板ÞÍÕ太陽電池ŋġŎsŔÝå実現Â困難
Ý¸ÙÕįŜı材一体型太陽電池ŋġŎsŔĈ用ºhľ
ŒĬĽŜęĈ防ºÖ太陽電池一体型įŜı建屋Ĉ作Āh空
調機器ä補助電源àßá使用ÍÜºāg

北海道開発局向け雄武ダム管理用制御処理設備
富士電機åh北海道開発局向Çá雄武ĩŉ管理用制御処
理設備Ĉ受注j納入ÍÕgÉä設備åh雄武川支流čĦĞ
ŉ川á位置Ïā雄武ĩŉä管理業務Ĉ行¼Õ÷äĠĢįŉ
Ýh仕様å水管理制御方式技術指針}計画設計編~
農林
水産省
hĩŉ管理用制御処理設備標準仕様書}案~
財団
法人ĩŉ水源地環境整備ĤŜĨsá基ÛºÜºāg
納入装置åhĩŉ全体Ĉ監視Ïā親装置ĠĢįŉÞÍÜ
位置ÛÇÿĂh放流操作装置}二重化~
h表示記録端末装
置hľĊčŔĞsĹàßÁÿ構成ËĂāĜŜĽŎsĨ装置h
ĩŉěsı側á設置ËĂā機側設備Ĉ含÷Õ管理所外設置
装置Þ対向Ïā入出力処理装置hàÿéá管理所内外ä他
設備á向ÇÜ電源Ĉ供給Ïā受配電設備Ý構成ËĂÜºāg
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エネルギーソリューション
東北電力株式会社佐渡営業所向け監視制御システム
富士電機åh東北電力株式会社佐渡営業所áh島内ä発

図

監視制御システムの構成（佐渡営業所）

電Àþé電力系統運用ä効率化j高度化Ĉ目的á島内全電

監視制御システム

気所Ĉ集中監視制御ÏāĠĢįŉĈ納入ÍÕg従来hÉä

系統監視盤
（既設流用）

営業所Ýåh運転員áþā発電計画作成úhİsĨŖĕs

システム
監視卓 A

システム
監視卓 B

監視制御卓 2

監視制御卓 1

モノクロ
LBP×2

装置Þ 1k1 įŕĜŜáþā個別運用Ĉ行ÙÜºÕÂhÉ

カラー
LBP

Ăÿä業務Ĉ監視制御ĠĢįŉÞÍÜ統合更新ÍÕøäÝ
¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
MMI-LAN
（100 Mbps）

（ 1） 東北電力制御所向Çá多数ä納入実績Â¸ā信頼性ä

高ºĠĢįŉ

記録データ -LAN（100 Mbps）
監視
制御
サーバ
A

監視
制御
サーバ
B

記録・メンテナンスサーバ

（ 2） 周波数監視h偏差時間監視h周波数記録}島内Â独立

オンライン -LAN
（100 Mbps）

系統Ý¸Āh周波数管理Â必要Ý¸āÕ÷~

データ
中継
装置
A

系統盤
補助
Ry 盤

（ 3） 発電計画j発電監視ıŕŜĲ
（ 4） 運転予備力監視

データ データ
中継
中継
装置
装置
B
共通
（LSW）

火力発電所，水力発電所，変電所

構造化ニューラルネットワークを適用したダム流入量予測システム
複数äĩŉÁÿ構成ËĂā連接水系áÀºÜh最適à発

図

ダム流入量（残流）予測方式と画面例

電計画Þ水系安全運用á必要Þàāĩŉ流入量}残流~Ĉ
高精度á予測ÏāÉÞå必要不可欠Ý¸āg富士電機åh
東北電力株式会社只見j阿賀野川水系発電所群ä各ĩŉĈ
対象á流入量予測手法ä共同研究Ĉ実施Íh構造化ĴŎs
ŒŔĶĬıŘsĘĈ適用ÍÕ流入量予測ŀŖıĨčŀĠĢ

実
績
雨
量

予
報
雨
量

įŉĈ開発ÍÕg現在h会津技術ĤŜĨs制御所áÜ実績

自
ダ
ム
流
入
量

時間
時間

İsĨĈ用º評価実証試験中Ý¸āg次á特徴Ĉ示Ïg

時間

過去実績（出水事例）
，予測時点実績，予測時点予報
入 中 出
力 間 力
層 層 層

（ 1） 非線形予測ŋİŔáþā高º予測精度
（ 2） 各ĩŉä特性á基ÛºÕ予測ŋİŔĈøÞá対象水系

予測時点

実
績
雨
量
予
報
雨
量

データ変換
（流域平均雨量）

全 11 ĩŉĈ予測

降雨量，自ダム流
入量推移などから
数時間先の流入量
を予測

（ 3） 短時間先流量予測方法Þ翌日平均流量予測方法Ĉ実現

実績雨量

（ 4） 出水事例á基ÛÃ短時間Ý予測ŋİŔä更新Â可能

数
時
間
先
流
入
量

時間

予報雨量

流
入
量
基準時点 数時間先

予測値

流入量

ニューラル
ネットワーク

プロトタイプシステム画面

NEDO「京都エコエネルギープロジェクト」における同時同量システム
独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発機構

図

既存の配電網を利用するマイクログリッド

}NEDO~Ýå新đĶŔės等地域集中実証研究
}2003
v 2007 年度~áþĀhŇčĘŖęœĬĲáþā新đĶ

関西電力
変電所

Ŕėsä導入Ĉ推進ÍÜÀĀh
京都đĜđĶŔėsŀŖ

バイオ発電所
負荷
80 kW ×5 台

250 kW
二次電池

ġĐĘıåhÉä実証研究ä一ÚÝ¸āg京丹後市内áh

燃料電池

ガスエンジン
5 分 3％
同時同量制御

風力j太陽光発電装置áĹčēĕĢ発電機ú蓄電装置àß
食品廃棄物

ä多様à電源Ĉ組õ合ąÑÜ同時同量制御Ĉ行¼分散型電
āgÉä実証研究Ýå 5 分 3 % ä同時同量制御úĹčēĕ

スイス村

制御センター

バイオガスプラント

50 kW
風の
がっこう

源ĶĬıŘsĘĈh各企業ú自治体Ý分担ÍÜ構築ÍÜº

風力発電

30 kW
負荷
太陽光発電

Ģ発電設備ä高効率運転àßä実証試験Ĉ実施ÍÜºāg

関西電力
変電所

100 kW

市営和田野団地

市営堤団地

ADSL・ISDN

丹後あじわいの郷

富士電機åh変動抑制用蓄電装置Þ自然đĶŔės発電ú

20 kW
負荷

負荷ä変動ĈĹčēĕĢ発電機ú蓄電装置Ý制御Ïā同時
同量ĠĢįŉĈ担当ÍÜºāg

リモート監視
弥栄病院

市民局・公民館

太陽光発電
農業集落排水処理施設
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エネルギーソリューション
気流最適化による工場環境改善
工場àßä大空間áÀºÜ全体空調Ĉ導入Ïā場合h空

図

低ライフサイクルコスト型空調システムの概要

調負荷ä大ÃËh設備起因ä発熱h外部}特á日射~Áÿ
熱気を誘引しながら排気

ä放射熱àßáþĀh効率的á温度Ĉ制御ÏāÉÞå難Í
有圧扇で換気

ºg一方h近年äđĶŔės価格高騰á伴ºh電力需要ä

放射熱
（日射など）

給気ファンで給気

削減ÞŒčľĞčĘŔĜĢıä低減å大Ãà課題ÞàÙÜ
ºāg富士電機Ýåh外気Ĉ有効活用Í場内ä気流Ĉ改善

外
気

排
気

Ïā低ŒčľĞčĘŔĜĢı型空調ĠĢįŉĈ開発j納入
放
射
熱

ÍÕgÉäĠĢįŉå場内ä上層部Ýå放射熱h上昇気流h

放
射
熱

設備発熱àßá起因Ïā熱ÖôĀĈ気流搬送ľĊŜáÜ外

機器
発熱

気化式
涼風機

部î排気Íh下層部Ýå気化式涼風機áþĀ冷úÍÕ外
生産
設備

気Ĉ場内á積極的á導入ÍÜ作業域ä空調Ĉ行¼gÓä際h

外気

場内ä作業域áÀºÜ給気Áÿ排気方向î一定ä気流ä流
ĂĈ作āÉÞÝ空調効果Ĉ高÷Üºāg

熱気は上昇気流で上へ

涼風の気流をつくる

中央合同庁舎第 7 号館（PFI 事業）への 100 kW りん酸形燃料電池の納入
富士電機åh霞ş関地区都市再生ŀŖġĐĘıä中央合

図

中央合同庁舎 7 号館と地下設置の燃料電池

図

放水口から見る白川村「小水力発電所」

同庁舎第 7 号館等整備事業á 100 kW Āĉ酸形燃料電池発
電設備Ĉ納入ÍÕgÉä庁舎建替事業å国Â実施Ïā初ä
PFI 事業Ý¸āÞÞøáh環境負荷ä少àºęœsŜ庁舎
ä規範Ĉ目指ÍÜºāøäÝ¸āg燃料電池ĈåÎ÷ÞÏ
āĘœsŜđĶŔėsä導入àßh官庁施設áÀÇā環境
負荷低減á向ÇÕ先導的à役割å今後Ëÿá重要áàāÞ
考¾ÿĂāg
本事業áÀÇā燃料電池設備ä納入á¸ÕÙÜåh建屋
設計段階Áÿh燃料電池排熱ä効果的à利用Àþé他ä施
設Þä調整運転á配慮Íh稼動率ä向上Ĉ図ÙÜºāgô
Õh庁舎地下îä設置äÕ÷hŊŜįĳŜĢ性ä高º配置
Ĉ考慮ÍÚÚ省ĢŃsĢ化Ĉ図ÙÕøäÝ¸āg

白川村「小水力発電所」
富士電機äŇčĘŖĪŎsĿŒ水車åh本格的á
販売ÍÜÁÿ 4 年Â経ÚgÉä間á 10 台以上ä納入実績
Ĉ有ÏāÂhÓä一ÚÝ¸ā岐阜県白川村小水力発電
所
}通称hÍÿõÐäĪĔŒ~ä事例Ĉ紹介Ïāg世界
遺産ä合掌集落Ý有名à白川村áåh庄川水系ä豊Áà水
Ĉ利用ÍÕ大型水力発電所Â点在Ïāg白川村小水力
発電所ÝåhÓä大型水力ä一ÚÝ¸ā平瀬発電所ä放
水路á存在Ïā遊休落差Ĉ利用ÍÜh2005 年ÁÿŇčĘ
ŖĪŎsĿŒ水車áþĀ最大 150 kW ä発電Ĉ行ÙÜºāg
本水車åhŒŜĳłsŜĈ可動áÍÕÉÞáþĀh流量変
化時ø効率þÅ発電ÝÃāÞº¼特徴Ĉ持×h2006 年度 1
年間ä総発電量å 960 MWh}設備利用率 73 %~Þº¼高
º実績áþĀh白川村Áÿ好評価Ĉ得Üºāg
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エネルギーソリューション
NEDO「タイ・太陽光発電システム国際共同実証試験」
独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発機構

図

NEDO「タイ・太陽光発電システム」コンセプト

}NEDO~ä太陽光発電ĠĢįŉ等国際共同実証開発事

変電所
実証試験サイト

業ä一環ÞÍÜh関西電力株式会社Þ共同Ý単独運転

A

防止方法j電力品質向上技術á関Ïā実証研究Ĉ 2004

H

接続箱

年度Áÿ 3 Á年hĨč国ĹŜĜĘ市郊外Ý実施ÍÕg富士

直流

C

サーバ

配電線

直流

電機åh太陽光発電Â複数台連系ËĂÕ配電系統Ĉ統合監

B

D

視Íh逆潮流áþā配電線ä末端電圧上昇á起因Ïā発

計測装置

倉庫

単独運転
検出装置

交流
変圧器

CT，
VT

直流
E

電効率äæÿÚÃĈ解消Ïā制御方式Ĉ開発Íh検証ÍÕg
F

Éä方式Ĉ採用ÏāÉÞáþÙÜ配電線á複数連系ËĂÕ

交流

G
サーバ

Ｒ L C
模擬配電線

太陽光発電全体ä発電効率Ĉ向上ËÑāÉÞÂ可能Þàāg

模擬負荷
［制御室］

A：太陽電池
F：制御装置
B：パワーコンディショナ
G：計測装置
C：蓄電池
H：気象観測装置
D：インバータコンバータ
E：低圧受電盤

Ëÿáh熱帯地域ÝäċŋŔľĊĢ太陽電池ä発電優位性
áÚºÜø併ÑÜ実証ÍÕgàÀh本設備åĨč国政府á

交流

単独運転検出装置
計測装置
計測装置

太陽電池
設置状況

譲渡ËĂh順調á発電Ĉ継続ÍÜºāg

計量システム
「時間帯別電力レコーダー」
低圧需要家îä料金ŊĴŎsäĜŜĞŔįČŜę用測定

図

「時間帯別電力レコーダー」の取付け状態

器ÞÍÜ時間帯別電力ŕĜsĩsĈ開発ÍÕg電力使
用実態Ĉ基á電気料金ŊĴŎsĈĜŜĞŔįČŜęÏāá
åh1 週間程度使用量Ĉ測定Ïā必要Â¸āgÉĂôÝåh
測定器Ĉ宅内á取Ā付ÇāÕ÷h需要家á立会ºĈÀ願
ºÑÌāĈ得Ðh取付ÇÂ課題ÖÙÕg開発ÍÕ測定器åh
電気料金算定用á設置ËĂÜºā電力量計}単相 3 線式
100 V 30 Ah120 A~ä端子部á無停電Ý取付ÇÝÃāÕ
÷h需要家ä立会ºÂ不要ÞàāgËÿáh測定İsĨå
回収ÍÕ測定器Áÿ直接汎用ĺĦĜŜá取Ā込õh使用量
Ĉ加工j表示ÍÜÀĀh電力使用実態Â詳細á把握ÝÃā
Õ÷h料金ŊĴŎsä提案äõàÿÐhËôÌôà用途á
活用ÝÃāg

デマンドコントローラ「FM78 形シリーズ」
契約電力Ĉ超¾àºþ¼á使用電力Ĉ監視Íh空調àß

図

デマンドコントローラのパソコン接続使用例

ä負荷Ĉ制御Ïā現行äİŇŜĲĜŜıŖsŒá対ÍÜh
計測İsĨĈĺĦĜŜá取Ā込õ管理ÍÕºÞº¼要望Ĉ
実現ÏïÅhUSB 通信機能Ĉ搭載ÍÕFM78 形Ġœs
ģĈ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 汎用ĺĦĜŜ}専用ċŀœ使用~Ĉ用ºāÉÞáþĀh

計測İsĨ}CSV 形式~Ĉ USB 通信áÜ回収

汎用
パソコン
日報画面
月報画面

（ 2） 日報 92 日分h月報 2 Á月分àßĈęŒľ表示
（ 3） 設定操作åh三ÚäŅĨŜáþā簡単設定gĺĦĜŜ

Áÿä設定ø可能
ôÕh
現行機種Þ同ĞčģW270×H200×D130}mm~

ÞÍÜhœŀŕsĢĈ容易áÍÕgËÿáhWeb 上Ý電
力ä使用状況Ĉ確認ÝÃā上位機種ä FM79P 形Ĉ開発中

FM78P 形

Ý¸āg
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計測制御システム
化学プラントの計測制御システム
化学分野Ýåh自動化h新品種対応h原料ä再生利用á

図

化学プラントの計測制御システム

þā改造Àþé全面更新á対Ïā設備投資Â積極的á実施
〈中央計器室〉

ËĂÜºāgôÕh生産情報ä統合Àþé実績収集àßä

エンジニア
リング用
パソコン

機能改善ä動Ãø活発Ý¸āg

〈事務所〉

情報用 LAN（Ethernet）
FOCUS

FOCUS

FOCUS

FOCUS
ハード
コピー用

帳票用

Éäþ¼à状況ä中Ýh富士電機å某化学工場ŀŒŜı
~Ĉ
ä制御ĜŜĽŎsĨĠĢįŉ}既設MICREX-PⅢ

専用
キーボード

FOCUS-ACSá更新Íh機能改善}安全面ä向上h自

専用
キーボード

専用
キーボード

光 LAN

制御用 LAN（冗長化）
（Ethernet）

動化ä推進~Þ新品種対応Ĉ併ÑÜ行ÙÕgôÕ更新ä手

ACS2000

ACS2000

ACS2000

ACS2000

MPU
IPUⅡ

MPU
IPUⅡ

MPU
IPUⅡ

MPU
IPUⅡ

法ÞÍÜhĦľıĜŜĹsı機能Ĉ使用ÏāÉÞáþĀ設
計j試験工程ä短縮Ĉ実現ÍÕg
他 ä 化 学 工 場 Ý åh
MICREX-NX ä 特 徴 Ý ¸ ā
{ 垂 直 水 平 統 合 | Ĉ 生 Á ÍhOPC Ę Œ č ċ Ŝ ı Ĉ 既 設

IPUⅡ
No.2

No.1

MICREX-NX á導入Íh上位ĠĢįŉÞ情報統合Ĉ図ÙÕg

A 品種系プラント

No.3-A

No.3-B

No.4

B 品種系プラントおよび共通

医薬品プラントの計測制御システム
医薬品分野Ýåh少子高齢化社会î向ÇÕ行政ä医療制

図

度ä大幅à見直Íh製薬会社同士ä大型合併ú新薬ä開

医薬品プラントの情報・計測制御システムの例
指紋認証付きマウス
（電子認証用）

発競争h外資系製薬会社ä積極的参入àß激Íº変動期Ĉ

上位
システム

迎¾ÜºāgÓäþ¼à環境下áÀºÜø各社å新薬j新
ターミナルバス

商品対応ú製品ĜĢıä低減h設備老朽化対策h情報化対

CAS
タイムサーバ

監視盤

応h規制当局á対Ïā対応àßËôÌôà目的Ý設備投資

ES

Ĉ行ÙÜºāg

OS サーバ
（二重化）

OS

OS

OS

M/F

システム時刻同期
GPS，FM，
電話回線など

G/W パソコン

プラントバス

富士電機åh某社向Çá FDA}米国食品医薬品局~ä
21 CFR Part11}電子記録類及é電子署名á関Ïā連邦行

MPU

政命令~対応ú最小ä設備投資ÝĠĢįŉĈ永続的á使用

I/O

M/F

M/F

M/F

変換器盤
・
動力盤

MPU

MPU

MPU

I/O

I/O

I/O

ÝÃāŇčęŕsĠŐŜ対応Â可能à新情報制御ĠĢįŉ
SC

MICREX-NXĈ納入ÍÕg
電気発信器類

FFI発信器類

SC

電気発信器類

食品プラントの情報・計測制御システム
食品分野Ýåh情報化j老朽化対策äĠĢįŉ更新Â行
ąĂÜºāgÓä中Ý製糖業界Ýå異性化糖ú加糖調製品
ä出現h糖価調整法áþā制度改革áþĀh大Ãà転換期
Ĉ迎¾ÜºāgÓäþ¼à状況下áÀºÜøh食生活áÀ
ºÜ欠ÁÑàº砂糖Ĉ安定的á供給ÏāÕ÷h信頼性ä高
º情報j計測制御ĠĢįŉä構築Ĉ目的ÞÍÕ設備投資å
継続ÍÜ行ąĂÜºāg
富士電機åhÉäþ¼àĴsģá対ÍÜhĜĢı低減
Þ安定ÍÕŀŒŜı操業Ĉ実現Ïā新情報制御ĠĢįŉ
MICREX-NXĈ提供ÍÜºāg
写真åh北海道糖業株式会社本別製糖所î納入ÍÕ製糖
ŀŒŜıä情報j計測制御ĠĢįŉÝ今期第二期更新工事
Ĉ完了Í順調á稼動中Ý¸āg



図

製糖プラントの情報・計測制御システム

FFI発信器類
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計測制御システム
ガスパイプライン設備の監視制御システム
最近ä計測制御ĠĢįŉåhĺĦĜŜĈ応用ÍÕĠĢį

図

遠隔監視画面

図

コントロールルーム設置イメージ図

図

岸和田市貝

ŉÂ主流ÞàĀh富士電機Ýø Windows ĺĦĜŜáþā
ēŃŕsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg石油hĕĢäĺčŀŒč
Ŝ施設áÀºÜåh遠隔地ä監視ø重要à要素Þàāg富
士電機Ýåh石油資源開発株式会社秋田鉱業所由利原鉱
場áhĕĢĺčŀŒčŜ設備ä監視制御Ĉ行¼ĠĢįŉĈ
納入ÍÜºāg2007 年hÓäĠĢįŉä拡張工事ÞÍÜh
同社ä秋田鉱業所Àþé本社}東京~áÀºÜhĺĦĜŜ
Ĉ使用ÍÕ遠隔監視ĠĢįŉĈ納入ÍÕgIP-VPN 経由Ý
接続ËĂā各地区ä施設ĈĺĦĜŜäĿŒďğĈ使用ÍÜh
秋田県由利原地区äĺčŀŒčŜ状況ĈęŒľČĬĘ表示
ÍhËÿá計測値äıŕŜĲ表示ø可能ÞÍÕg

都市ガスの遠隔監視制御システム（SCADA）
都市ĕĢ業界Ýåh大規模地震àßä災害時対応äÕ÷
ä防災管理ĠĢįŉ導入Â進ĉÝºāgÓä中Ý西部ĕĢ
株式会社向Çä遠隔監視制御ĠĢįŉ}SCADA~Ĉ 2008
年 4 月稼動予定Ý現在試験中Ý¸āg西部ĕĢ株式会社å
福岡県h熊本県h長崎県ä九州北部Ĉ都市ĕĢ供給đœċ
á持Ú国内大手 4 社ä一ÚÝ¸āgÉäĠĢįŉå都市ĕ
ĢĈ供給Ïā高圧導管Áÿ低圧導管ôÝä全đœċĈ管理
ÏāĠĢįŉÝ¸āg
地震àßä災害時hFOMA 回線Ĉ使用ÍÕĕĹĳ監視
ĠĢįŉ}別途富士電機Ý施工中~àßÁÿ送信ËĂÜÅ
ā地震情報áþĀh災害状況á応ÎÕ供給停止àßĈ行¼
西部ĕĢ株式会社ä最重要ĠĢįŉÝ¸āgŊčŜĞsĹ
}PRIMARGY RX300 ä二重化~Þ通信ĞsĹÀþé 65
čŜĪ液晶ŋĴĨ}3 台×2~àßÝ構成ËĂÜºāg

ごみ焼却プラントの計測制御システム
Êõ焼却ŀŒŜıåh生活Ý排出ËĂāÊõĈ処理Ïā

市清掃施設組合クリーンセンターの制御室

Õ÷á必要à設備Ý¸Āh各自治体Â運営ÍÜºāgôÕh
環境問題対応j運営効率化àßä社会的要請Áÿ大規模j
高機能à複合ŀŒŜıáàÙÜÀĀh焼却áþĀ発生ÍÕ
熱åh発電ú熱供給á利用ËĂÜºāg
計測制御ĠĢįŉåh中央制御室ÝäŀŒŜı全体監
視j自動制御j炉ä立上È立下È自動化Ĉ行ºh連続運転
á耐¾ÿĂā高信頼性Â要求ËĂāĠĢįŉÝ¸āg
富 士 電 機 Ý åh 新 情 報 制 御 Ġ Ģ į ŉMICREX-NX
Ĉ核áh時代á合ÙÕ最新ĠĢįŉÝ要求事項Ĉ実現Í
Üºāg今後h普及Â予想ËĂā安全計装áÚºÜøh
MICREX-NX Ĉ 用 º Ü 国 際 規 格}IEC61508h61511~ á
準拠ÍÕĠĢįŉĈ提供ÏāÉÞÂ可能Ý¸āg
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計測コンポーネント
圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」
工業ŀŖĤĢä圧力h差圧Ĉ測定ÍhDC4 v 20 mA ä

図

圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」の各種

出力信号á変換Ïā圧力j差圧発信器åh時代ä変遷ÞÞ
øá改良áþā世代交代Ĉ行ºàÂÿhŀŖĤĢēsı
ŊsĠŐŜä幅広º分野Ý多Åä実績Ĉ残ÍÜÃÕg近年
ä小型軽量化äĠsģÞ高信頼化äĴsģä高ôĀá対応
ÍÜhÉäÕé最新技術Ý見直ÍĈ行ÙÜ全面ŋİŔĪĐ
ŜġĈ行ºh従来äFCX-AⅡá代ąÙÜFCX-AⅢ
発信器Ĉ発売ÍÕg
主à改良点å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 長期安定性ä向上kĥŖ点出力変化l0.1 % ⁄ 5 年

}従来 0.1 %/1 年~

差圧発信器

圧力発信器

（ 2） 小型軽量化k圧力発信器 2.9 kg}従来比 60 %~
（ 3） ŊĴŎs拡大kĩčŕĘıŇďŜıĨčŀ圧力計追加

FOUNDATION フィールドバス仕様搭載の汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」
FOUNDATION ľČsŔĲĹĢ}以下hFF Þº¼~仕

図

汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」

図

ワイドレンジセンサ

様Ĉ搭載ÍÕ汎用圧力発信器FCX-AⅢĈ開発ÍÕg
FF ÞåhľČsŔĲĹĢ協会áþĀ国際的à規格Þ
ÍÜ標準化ËĂÕİġĨŔ通信仕様Ý¸āg従来ä 4 v
20 mA ċĳŖę通信á代ąĀľČsŔĲ機器Þ制御ĠĢ
įŉ間Ĉ双方向hŇŔĪĲŖĬŀÝ接続ÏāÉÞÂÝÃāg
FCX-AⅢ Ý åhFF ä 規 格 化 Ë Ă Õ 仕 様 á 基 Û Ãh6
種類äľĊŜĘĠŐŜĿŖĬĘ}AIhSChIThIShARh
PID~ Ĉ 搭 載 Ï ā Þ Þ ø á 制 御 機 器 ä Ĺ Ĭ Ę ċ Ĭ ŀ ú
ľČsŔĲÝäŖsĔŔ制御Ĉ可能áÏāœŜĘŇĢĨs
機能øĞņsıÍÜºāgÉĂÿáþĀh高度Ý柔軟性ä
¸ā計装ĠĢįŉä構築Â可能Ý¸āgôÕh認証機関á
þā相互運用性Àþé本質安全防爆ä認証Ĉ取得予定Ý¸
āg

ワイドレンジセンサ
ĕĢ田ú油田ä流量j圧力ŋĴĨœŜę用発信器ä世界
市場å年率約 18 % Ý成長ÍÜÀĀh富士電機ø DPE}差
圧j圧力複合発信器~Ĉ 2007 年á市場á投入ÍÕg
Éä天然ĕĢú石油資源開発Ýåh採掘Áÿ枯渇ôÝä
間á産出量Â大ÃÅ変化ÏāÕ÷h絞Ā型流量計ÝåŕŜ
ġä異àā差圧発信器Â何台ø必要Þàā欠点Â¸āgÉ
ĂĈ解決ÏāÕ÷ 1 台Ý幅広º流量範囲á対応ÝÃāŘč
ĲŕŜġĤŜĞĈ開発ÍÕgÉäĤŜĞåhŕŜġä異à
ā 2 個ä差圧ĤŜĞÞ 1 個ä静圧ĤŜĞĈ搭載Íh通常ä
流量ŕŜġĈ 1 台ÝĔĹsÏāøäÝ¸āg主à仕様å次
äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 差圧ŕŜġk0 v 130 kPa}ŕŜġ比 200k1~
（ 2） 静圧ŕŜġk3 MPa ôÕå 18 MPa
（ 3） 測定精度k＋
− 0.07 %
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計測コンポーネント
プロフィバス PA 発信器（DP-V1 仕様搭載）
富士電機ÝåhÉäÕé DP-V1 仕様Ĉ搭載ÍÕŀŖ

図

プロフィバス PA 発信器

図

設置形超音波流量計「TIME DELTA-C」

ľČĹĢ PA 発信器Ĉ開発ÍÕgDP-V1 仕様ÞåhđŜ
ġĴċœŜęĭsŔàßÞä非定周期äİsĨ伝送Ĉ支援
ÏāøäÝ¸āgđŜġĴċœŜęĭsŔÁÿ発信器ä機
能Ĉ停止ËÑāÉÞàÅ発信器äĺŒŊsĨä最適化Þ動
作状況ä読取ĀÂ可能Ý¸āg
DP-V1 仕様åhŀŖľČĹĢİĹčĢä認証機関Ý¸
ā ITM}ŀŖľČĹĢ協会Â認定ÍÜºāĲčĭä認証
機関~Ýä認証試験á合格ÍhŀŖľČĹĢ協会î登録Ë
ĂÕøäÖÇÂ表記ÝÃāg認証試験Ýåh通信ŀŖıĜ
Ŕä適合試験äñÁá物理層ä適合試験h相互運用性試験
áø合格ÍÜºāgŀŖľČĹĢÂ浸透ÍÜºā欧州市場
Ýä展開Ĉ進÷āg

設置形超音波流量計「TIME DELTA-C」
超音波流量計}設置形変換器k
TIME DELTA-C
~ä
開発Ĉ完了Íh2007 年 5 月á発売ÍÕg超音波流量計å
半導体分野}純水製造装置~ú PA 分野}水処理j食品j

変換器

薬品j電力j鉄鋼àß~Ý使用ËĂā液体用ä流量計Ýh
配管外面áĤŜĞĈ設置ÏāÕ÷h配管工事Â不要Ý¸āg
TIME DELTA-C åh 現 行 品TIME DELTA-S ä
特徴Ý¸ā耐気泡性能}ċĲĹŜĢı ABM 方式~Ĉ継承
ÍhËÿá次ä特徴Â加ąÙÕg
（ 1） 小型軽量k従来比Ýh体積 1/3h質量 1/3
（ 2） 高速応答kİġĨŔ信号処理}高速応答ŋsĲ時h配

管口径áþā~Ý 0.2 秒ä高速応答Ĉ実現

検出器

（ 3） 操作性ä向上k①対話式ĺĦĜŜŖsĩáþā設定

}通信ēŀĠŐŜ要~
h②変換器外面Áÿä容易à操作

ポータブル形超音波流量計「ポータフロー C」
ņsĨľŖs X ä後継機種ÞÍÜņsĨľŖs C Ĉ開

図

ポータブル形超音波流量計「ポータフロー C」

発中Ý¸Āh2008 年 2 月á発売予定Ý¸āgPAjFA 分
野ú地域冷暖房分野á使用ËĂā液体用流量計Ýh設備ä

変換器

保守j点検ú一時的à流量測定á使用ËĂāg新Õà特徴
å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 測定İsĨĈœċŔĨčŉÝ画面表示ÍhŖĕsİs

ĨĈ SD ŊŋœĔsĲá記録可能
（ 2） 配管厚Ë計Þ流速分布測定機能Ĉ搭載Íh配管厚õÀ

þé配管内流速分布ä測定Â可能
（ 3） ĔŒs LCD Þ少数ĖsĈ用ºÕŊĴŎs選択方式á

þĀ簡単操作Â可能h一体型ęŒľČĬĘŀœŜĨø用
意
h防水構造
（ 4） 小型軽量}約 0.9 kg~

検出器

（ 5） 連続 12 時間äĹĬįœs動作



富士時報

制御システム

6OL .O 

計測コンポーネント
モジュール型調節計「PUM」
ŋġŎsŔ型調節計PUMåhDIN ŕsŔ取付ÇĨ

図

モジュール型調節計「PUM」

図

海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」

図

赤外線式ガス分析装置「ZSK」

čŀä調節計Ýh1 台Ý最大 4 Ŕsŀh横連結áþā拡張
áþĀh最大 64 Ŕsŀä制御Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg主à
特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 入力＋
− 0.3 %FSh200 ms ä高精度j高速ĞŜŀœŜę
（ 2） 1 台ÝhĻsĨ断線入力Â 8 点ôÝ可能
（ 3） 横連結接続áþĀh省配線Àþé連動運転Â可能
（ 4） 上位通信åh高速İsĨ通信}最大 230 kbit/s~Ĉ用

ºh最大 64 Ŕsŀä計測量Ĉ瞬時á表示Â可能
（ 5） 同期昇温ú多ħsŜ最適制御àß高度à制御á対応
（ 6） ŊŜįĳŜĢ時h再配線不要}端子h本体脱着構造~
（ 7） ĺŒŊsĨ設定àßä容易à本体ŊŜįĳŜĢĈ実現

}簡単ŖsĩhExcel 感覚操作~

海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」
富士電機Ýå海外市場ĈĨsěĬıÞÍÕ大型Ńsĺs
ŕĢ記録計PHUĈľŒŜĢä代理店Þ共同開発ÍÕg
ŃsĺsŕĢ記録計å測定İsĨĈ従来ä紙á代ąĀh取
外Í可能àĜŜĺĘıľŒĬĠŎŊŋœá記録Ïā記録計
Ý¸Āh現場ä IT 化Â進ö海外市場h特á欧州地区Ý急
速á普及Í始÷ÜºāgÉä製品åh上記ä状況á対応Í
ÜÀĀh特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 測定ÍÕ記録İsĨåhĺĦĜŜä表計算ĦľıďĐ

ċàßá取Ā込õh任意áİsĨ処理可能
（ 2） Ethernet 通信ÝhĺĦĜŜÞ接続ÏāÉÞáþĀh

œċŔĨčŉıŕŜĲ表示hÀþé記録İsĨľĊčŔ
ä自動取得Â可能
（ 3） 英語úľŒŜĢ語àßä多言語表示Â可能

赤外線式ガス分析装置「ZSK」
赤外線式ĕĢ分析装置ZSKåh赤外線式ĕĢ分析計h
ġŔĜĴċ式酸素ĤŜĞÀþéĕĢĞŜŀœŜę機器Áÿ
構成ËĂÜÀĀh各種ŅčŒhÊõ焼却炉àßä煙道排ĕ
Ģ中á含ôĂā NOxhSO2hCOhCO2hO2 ä最大 5 成分
äĕĢĈ同時á連続測定Ïāg
高感度Ý信頼性ä高ºŇĢľŖsĤŜĞĈ搭載ÍhĠŜ
ęŔļsŉ方式ä採用Ý安定測定ÞhŊŜįĳŜĢ性ä向
上Ĉ実現ÍÜºāgôÕh本体容量Ĉ従来比h約 1/2 ôÝ
小型化Íh省設置ĢŃsĢ化á対応ÍÜºāg
計量法á基ÛÅ型式承認Ĉ取得済Ý¸ĀhO2 換算出力h
平均値出力àßh多Åä入出力接点信号Ĉ装備Íh信頼性
ä高º計測器ÞÍÜh幅広º分野Ýä適用Â可能Ý¸āg
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計測コンポーネント
直挿ジルコニア酸素計
酸素ĤŜĞåhËôÌôà燃焼管理á用ºÿĂÜÀĀh

図

直挿ジルコニア酸素計

省đĶŔėsú CO2 排出削減àßä環境対策á必須äĤ
ŜĞÝ¸āg開発ÍÕ直挿ġŔĜĴċ酸素計åh煙道á直
接挿入Ïā応答性á優ĂÕ検出器ZFK8Þh検出器ä
温度制御úĤŜĞ信号Ĉ処理Ïā高機能ä変換器ZKM
ÞÝ構成ËĂÜÀĀhŅčŒúÊõ焼却àßä燃焼管理á
最適Ý信頼性ä高º酸素計Ý¸āg特徴å次äÞÀĀÝ¸
āg
（ 1） 保護膜Ĉ形成ÍÕ長寿命ĤŜĞ
（ 2） ĤŜĞ交換Â容易à検出器
ZFK8

（ 3） 設置場所Ĉ選æàº小型j軽量ä変換器
（ 4） 自動校正hĤŜĞ診断hĤŜĞ復活h圧力補正àßä

ZKM

機能Ĉ搭載ÍÕ高信頼性ä変換器

防爆型ジルコニア酸素計
防爆型ġŔĜĴċ酸素計åh非防爆型ġŔĜĴċ酸素計

図

防爆型ジルコニア酸素計

}検出器ZFK8
h変換器ZKM
~Ĉ基áh防爆型á展
開ÍÕøäÝ¸Āh煙道á直接挿入Ïā応答性á優ĂÕ防
爆型検出器ZFKEÞh検出器ä温度制御úĤŜĞ信号
Ĉ処理Ïā高機能ä防爆型変換器ZKMEÞÝ構成ËĂ
Üºāg石油化学分野àßä防爆đœċÝ使用ÝÃā燃焼
ZFKE

管理á最適Ý信頼性ä高º酸素計Ý¸āg特徴å次äÞÀ
ĀÝ¸āg
（ 1） 保護膜Ĉ形成ÍÕ長寿命ĤŜĞ
（ 2） ĤŜĞ交換Â容易à検出器
（ 3） 自動校正hĤŜĞ診断hĤŜĞ復活àßä機能Ĉ搭載

ZKME

ÍÕ高信頼性ä変換器
耐圧防爆規格åhExdⅡB＋H2 áþāøäÝ¸āg

放射線機器・システム
LAN 伝送放射線モニタ
富士電機åhLAN 伝送方式ä放射線ŋĴĨĈ開発ÍÕg

図

検出器および計測部

LAN 伝送方式ä放射線ŋĴĨåh計測装置Ĉ介ÍÜ汎用
光 Ethernet

LAN čŜĨľĐsĢ}Ethernet~áþĀh計算機ĠĢį
ŉÞ組õ合ąÑāÉÞÝh高機能化Þ合理的àĠĢįŉ構

検出器

計測装置

成Ĉ同時á実現可能ÞÍÕg
検出器

計測装置

従来ä放射線ŋĴĨåh測定Ïā線種}γ線h中性子線

Ethernet

Ethernet

Ethernet

上位
計算機

接続 BOX-1
放射線
監視盤
接続 BOX-n
光 Ethernet

àß~ÊÞá専用ä計測回路Ĉ構成ÍÜºÕg
ÉäŋĴĨåh各現場á設置ËĂā各種検出器}中性子
線đœċŋĴĨ検出器hγ線đœċŋĴĨ検出器àß~Þ
検出器ä種類áþÿÐ共通á接続ÝÃhÁÚ LAN 接続可
能à計測装置Ĉ組õ合ąÑÕøäÝ¸āg
ôÕh計測装置åh計測機能äñÁh表示j警報機能Ĉ

計測装置
電離箱検出器（γ）

半導体エリアモニタ
検出器

中性子線エリア
モニタ検出器

持×h検出器近傍ÝċŒsŉĈ発報ÏāÉÞÂÝÃāg
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放射線機器・システム
中物物品搬出モニタ
富士電機Ýåh原子力発電所áÀÇā放射線管理区域Á

図

中物物品搬出モニタ

図

被ばく管理システムの自動読取出入装置の設置例

ÿä物品搬出時ä放射線汚染管理Ĉ目的á原子力安全j保
安院Ý策定ËĂÕĕčĲŒčŜá対応ÍÕ中物物品搬出ŋ
ĴĨĈ開発ÍÕg
特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 新規開発ä小型検出器Ĉ組õ合ąÑāÉÞÝh従来ä

ŋĴĨá比ï約 2 倍ä感度}60Co äβ線á対ÍÜ~Ĉ持
Úg60Co Ý 0.8 Bq/cm2 以下Ýä検出Â可能Ý¸āg
（ 2） 最ø測定数量ä多º工事用資材ä足場板Àþéĺčŀ

á対ÍÜåh1 回ä測定Ý全周方向ä測定Â可能Ý¸Āh
物品搬出作業Ĉ大幅á合理化ÝÃāg
（ 3） 内蔵ĹĬįœsáþā自走Â可能Ý¸āÕ÷h定期点

検ŀŒŜıîä移動Â容易Ý¸āg

被ばく管理システム
富士電機åh高速j高機能ä被æÅ管理ĠĢįŉĈ開発
ÍÕgÉäĠĢįŉåh原子力発電所ä放射線管理区域Ý
作業Ïā放射線業務従事者ä個人被æÅ線量管理h作業被
æÅ線量管理h入退域管理àßĈ行¼ĠĢįŉÝh主á警
報付İġĨŔ線量計}ADD~
h自動読取出入装置}ARG~
h
被æÅ管理ĞsĹÝ構成ËĂāg
特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ADD åh警報音ä外部čōńŜ出力機能áþĀ騒音

下Ýä警報音通知Ĉ可能ÞÍÕg
（ 2） ARG åhADD 通信Ĉ無線通信ÞÍh入退域処理時間

10 秒以下Ĉ実現ÍÕg
（ 3） 被æÅ管理ĞsĹåh独自äľĊčŔĺĬĚsġĈ採

用ÍhARG 通信制御ä高速化Ĉ図ÙÕg

製造ソリューション
飲料製造向けスケジューラ「MainGATE/Scheduling」
MainGATE/Schedulingåh生産ĠĢįŉáÀÇā

図

「MainGATE/Scheduling」の全体構成

生産立案h製造実行h品質j操業jœĢĘŇĶġŊŜıä
PDCA ĞčĘŔĈ総合的á支援ÏāĹĬĪŀŒŜı向Ç
製造ĦœŎsĠŐŜMainGATE-Processä一環ÞÍÜh
生産ĠĢįŉä製造計画立案Ĉ支援ÏāĺĬĚsġÝ¸āg

依頼データ

本社生産計画系

工場現場実行系(運転管理/監視・制御系）
指図情報
作業指示展開，
作業実行指示

指図情報作成・出力
依頼取込

依頼回答
洗浄作業計画

食品j飲料製造ŀŒŜıàßäþ¼àĹĬĪ系ŀŖĤĢ
}溶解h調合~Þ離散系ŀŖĤĢ}充Üĉh包装~ÞÂ混

タンク作業計画

在ÏāĸčĿœĬĲ型生産ĠĢįŉ向Çá一貫ÍÕ生産Ģ
ĚġŎsŔĈĠsŉŕĢá作成ÝÃāg
ÉäĠĢįŉáþĀhĨŜĘ繰Āh複数ĨŜĘä交互運
転h洗浄作業ä自動ĢĚġŎsœŜęàßh食品j飲料製
造業á特有à課題Ĉ解決Íh製造作業計画ä最適化立案Ĉ
支援ÏāÉÞÂ可能ÞàÙÕg



作業順番最適化

依頼・負荷
のチェック，
負荷平準化

ライン作業計画
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製造ソリューション
組立加工製造向け現場見える化ツール「MainGATE/PIM・Andon」
MainGATE/PIMjAndonåh設備稼働管理ĠĢį

図

「MainGATE/PIM・Andon」の導入イメージ

ŉPIMÞ連携Íh組立加工製造現場ä設備稼働ú製造
製造現場の見える化

実績Ĉ見¾ā化ÏāĺĦĜŜłsĢäċŜĲŜĠĢįŉÝ

製造情報の蓄積・管理

¸āg

総合ラインアンドン

MainGATE サーバ

MainGATE/PIM
設備能力管理
MainGATE/QT
品質履歴管理

従来äŒčŜċŜĲŜÞ比較ÍÜh特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg

ライン実績
DB

（ 1） 安価á構築ÝÃāg
（ 2） 設備ä追加úŒčŜä変更á伴¼画面ä変更Â容易Ý

¸āg

工程アンドン

工程アンドン
MainGATE/PIM
（収集 PC）

（ 3） 収集ÍÕ製造実績İsĨĈ分析àßá活用ÝÃāg
（ 4） 表示端末Ĉ増設ÏāÉÞÝh事務所àßhßÉÝø現

NC NC NC
装置 装置 装置

場ä状況Ĉ把握ÝÃāg

ワーク

ワーク

ワーク

ワーク

加工
工程 1

中間検査

ワーク

加工
工程 2
ワーク

NC NC NC
装置 装置 装置
ワーク

ワーク

ワーク

ワーク

ワーク ワーク

（ 5） 単一ŒčŜÁÿ複数ŒčŜîÞĢĚsŒĿŔá拡張Ý

ワーク ワーク

Ãāg

太陽電池量産工場（熊本工場）への「MainGATE」導入事例
富士電機ä熊本工場生産管理ĠĢįŉåh①生産計画

図

熊本工場生産管理システムの機能構成概要

ĠĢįŉ}原価管理ĠĢįŉ含ö~
h②製造管理ĠĢįŉh
③品質管理ĠĢįŉäĞĿĠĢįŉÁÿ構成ËĂÜºāg

［生産計画システム］

Éä中Ý次äĞĿĠĢįŉáMainGATEĈ導入ÍÕg

受注・出荷管理

進捗管理
資材所要量計算

製造管理ĠĢįŉÝå MainGATE/POhEM Ĉ導入Íh

製品在庫管理

基礎情報管理

製造工程á対Ïā指示h実績ä収集Ĉ可能áÍÜºāg

製作指示
部品在庫管理

品質管理ĠĢįŉÝå MainGATE/PPAhQT Ĉ導入Íh

購買外注管理

次ä機能Ĉ実現ÍÜºāg
［製造管理システム］

（ 1） 品質İsĨĈ収集Íh判定基準á従ÙÜ品質判定Ĉ支

援Ïāg製造á関Ïā各種äİsĨĈ収集j保存Íh両
İsĨä関係Áÿ品質変化ä真因ä分析Ĉ支援Ïāg

作業支援

管理データ作成

工程進捗管理

投入資材管理

品質判定

データ収集・
受渡

（ 2） 納入後ä問合Ñá対ÍÜh保存ÍÕİsĨä中Áÿ品

質判定基準ú製造条件ä検索j解析Ĉ支援Ïāg

［品質管理・
トレーサビリティシステム］
トレーサビリティ
品質データ分析

MainGATE/PO，EM

MainGATE/PPA，QT

ユビキタス保全ソリューション
小電力無線技術ÞĤŜĞ技術Ĉ組õ合ąÑÕĤŜĞ付

図

ユビキタス保全ソリューション

ÃċĘįČĿ型 RFID åh安全j安心hĤĖŎœįČhı
ŕsĞļœįČh工程管理h作業効率化h保守j予防保全
àßä分野î向ÇÕ重要à IT ĜŜņsĶŜıÞàÙÜº

輸送中の振動計測データ
無線

PDA 端末

ピーク値

āg
富 士 電 機 Ý åh 長 年 培 Ù Ü Ã Õ Ĥ Ŝ Ğ 技 術 Þ 最 新 ä
MEMS 技術Ĉ融合ÍÜh振動検知ĤŜĞĈ組õ込ĉÖċ

周期 1

周期 2

周期 3

出荷

ＰＤＡ・受信機

ĘįČĿ型 RFID Ĉ開発ÍÕgÉä RFID åh輸送品ä荷
積õj荷降ăÍ作業ÁÿhıŒĬĘ輸送中á受ÇÕ各種振

加速度センサ付タグ

輸送品

動状態Ĉ計測j診断ÍÕĀh工場内ä各種ä機械ä振動状
態Ĉ定常的á監視ÍÕĀÏā目的á用ºÿĂāg今後Ëÿ
áh製造現場ú施設àßÝ危険ÁÚ煩雑à設備保全作業Ĉ

〈トラック荷台〉

PDA 端末

納品

回避ÍÜh人ä安全Ĉ守āÉÞĈ目的ÞÍÕ設備予防保全
用 RF Ĩęàßä開発á向ÇÜh機能拡充ÍÜºÅg
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製造ソリューション
ユビキタス安全・安心ソリューション（学童見守り支援システム）
RFID Àþé無線ĶĬıŘsĘ技術Ĉ組õ合ąÑÕŏļ

図

ユビキタス安全・安心ソリューション

ĖĨĢ技術åh近年急速á実用化Â進õh製造現場ú社会

ユビキタス安全・安心ソリューション
校門通過
情報

安全・安心情報

ĠĢįŉÝä安全j安心h作業効率向上hıŕsĞļœ
įČàßîä意識ä高ôĀÞÞøáh重要à技術ÞàÙÜ

安
全
確
認

インターネット・携帯電話網
特売情報
クーポン券

ÃÜºāg

広告

富士電機Ýåh比較的長距離ÝäİsĨ認識Â可能à
広告費用

小電力無線hċĘįČĿ型 RFID Þ自動販売機ĶĬıŘs

登
録
運
営
費

広告

データセンター

安全・安心情報

校門通過情報
校門

ĘĈ用ºÜh学童ä通学路áÀÇā安全j安心Ĉ提供Ï

安全のお知らせ

交番

āĠĢįŉĈ開発ÍÕgÉäĠĢįŉåh学童á持ÕÑÕ
RFID Þ自動販売機á設置ÍÕœsĩhWeb ĔŊŒÀþ
自宅

éĶĬıŘsĘ回線àßÁÿ構成ËĂh学童Â通学路á¸
S

ā自動販売機ä横Ĉ通過ÏāÕéáh通過情報Ĉ保護者ä

スーパー
マーケット

携帯àßî通知ÏāĠĢįŉÝ¸āg学童ä通学途上Ýä
危険Ĉ回避Íh安全Ĉ守āĭsŔÞÍÜ注目ËĂÜºāg

圧力容器レーザ測寸検査装置
家庭用ä圧力鍋j圧力釜àßá関ÍÜh消費者ä生命

図

圧力容器レーザ測寸検査装置

ôÕå身体á対Ïā危害ä防止äÕ÷áh
消費生活用製
品安全法ä改正}2006 年 12 月~áþĀh製造者ä自主
検査Þ履歴管理ä徹底Â課ÑÿĂāþ¼áàÙÕg従来åh
ŀŕĢúĩčĔĢıä部品Ĉ人手ÝěsġáþĀh0.1 mm
ä製作精度Ĉ確認Íh品質検査ÍÜºÕÂh個人差áþĀ
検査精度h時間äæÿÚÃÂ大ÃÁÙÕg
富士電機Ý開発ÍÕ圧力容器ŕsğ測寸検査装置åh計
測台áŘsĘĈ載ÑāÖÇÝh自動的á複雑à形状ĈÍÕ
内径h外径äÁõ合ąÑ部測定Ĉ約 3 秒Ý 0.05 mm ä精
度Ý測定Íh全数検査Ĉ実現ÍÕg測定結果åh個体ÊÞ
á保存ËĂhŘsĘä傾向管理h事故時ä履歴情報áàāg
医療容器h自動車部品組立àßîø応用Â可能Ý¸āg

持出管理パッケージ「MediaBarrier」
業務上Ý扱¼顧客情報ú機密情報Ĉ書類j電子媒体àß

図

「MediaBarrier」の概要

Ý所有ÍÜºā多Åä企業àßåh近年ä個人情報保護法

管理部門

ä施行áþĀhÉĂÿä書類j電子媒体á対Ïā管理ä充
MediaBarrieråhRFID ä非接触j一括読取Ā機能

実績収集
※ハンディターミナルの場合
棚卸し実績を無線LAN
無線
経由にて受信。
LAN

Ĉ利用Íh書類j電子媒体àßä棚卸Íh持出j返却ä運
用負荷軽減Ĉ図āÉÞÂÝÃāgôÕh持出者Àþé対象
管理機能áþĀh高ºĤĖŎœįČĈ実現ÝÃāg
RFID 機器åh周波数帯úŊsĔsÊÞá装置仕様Â異

物品保管場所
持出・返却
利用者と持出す物品の
権限，部署をタグによ
りチェックし，不正持出
を防止
利用者タグ

àāÂhÉäĺĬĚsġåhœsĩŒčĨäčŜĨľĐs
Ģä標準化Ĉ図ĀhUHF 帯h13.56 MHz 帯h2.45 GHz 帯
îä対応Ĉ可能ÞÍÜºāg



物品登録

RFID
リーダライタ

アンテナ

情報参照
マスタメンテナンス

実Ĉ迫ÿĂÜºāg

物品äŒŜĘ付Çáþā持出可否ĪĐĬĘ機能ú操作履歴

物品
管理情報

情報管理

物品タグ

AP

棚卸し

管理
パソコン

管理対象物品の情報を
入力し，物品タグを発行。
発行した物品タグを物品
に取付け，所定のロケー
ションに保管。

タグ
取付け

物品
ハンディ
アンテナ棚卸し

ロケーション単位に
物品タグを連続的に
読込む。
据置アンテナ
棚卸し

アンテナ
RFID
リーダライタ

持出監視
ゲート併用

ハンディ棚卸し
Multipad
カスタマイズ
対応

物品収納ラック

※ロケーションタグ
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製造ソリューション
物流センターシステム「物流エクスプレスⅡ」
物流đĘĢŀŕĢⅡåhËôÌôà物流ĤŜĨs向

図

物流システムイメージ図

Ç WMS ĺĬĚsġ}物流ĤŜĨs管理ĠĢįŉ~Ý¸āg
ネットワーク
作業指示
作業実績

本社

ĺĬĚsġäĜŜĤŀıåh①物流ĜĢı削減h②複数物

基幹システム

流ĤŜĨs管理h③物流業務ä統一化h④物流情報ä活用
Ý¸āg物流đĘĢŀŕĢⅡä導入áþĀh複数物流ĤŜ

物流
管理

Ĩs内áÀÇā管理Þ業務Â統一ËĂh資産ä圧縮Þ業務
負荷ä低減Ĉ達成ÏāÉÞÂÝÃāg

物流情報管理システム
「物流エクスプレスⅡ」
（複数センター集中管理）

企業間áÀÇā激Íº競争ä中h物流ĠĢįŉä役割á
ÚºÜhÓä重要性ÂËÿá高ôÙÜºāg物流đĘĢŀ
ŕĢⅡåh顧客要件ä多様化対応ú物流ĤŜĨs内äŖs
現場作業

ĜĢı化対応hôÕhļġĶĢ拡大äÕ÷ä戦略的à位置
ÛÇáàÙÜÀĀhÓĂÿäĴsģáÀ応¾ÏāĺĬĚs

物流
センター

現場作業

現場作業

物流
センター

物流
センター

ġÝ¸āg

行政情報ソリューション
e-自治体「共同利用型文書管理システム」
富士電機Ýå従来Áÿ総務省ä電子自治体構想áäÙÞ

図

「共同利用型文書管理システム」の構成

Āh電子自治体ļġĶĢä中心的ċŀœĚsĠŐŜÝ¸ā
IDC
（データセンター）

文書管理ĠĢįŉĈ納入ÍÜÃÕg2005 年Áÿh複数

共同利用型文書管理システム

ä市町村ÂĠĢįŉĈ共同運営Ïā共同ċďıĦsĠŜę

ファイアウォール

事業Â全国的á始ôÙÜºāgÉĂĈ受ÇÜh富士電機å

LGWAN-ASP接続装置

先陣Ĉ切ÙÜ文書管理ĠĢįŉä共同利用Ĉ実現Ïā共

県NOC
（Network Operation Center）

同利用型文書管理ĠĢįŉĈ開発Íh2007 年 3 月á実

LGWAN

用化ĠĢįŉÞÍÜ納入Íh市町村áþā共同運用Â開始
LGWAN接続装置

LGWAN接続装置

LGWAN接続装置

ファイアウォール

ファイアウォール

ファイアウォール

庁内LAN

庁内LAN

庁内LAN

多Åä実績á基ÛºÕ業務ķďĸďáþĀh実業務á適合

…

…

…

ÍÕ使ºúÏºĠĢįŉä構築Â可能Ý¸Āh行政文書ä

（A市）

（B町）

（N村）

ËĂÕg
富士電機ä開発ÍÕ共同利用型文書管理ĠĢįŉåh

ŒčľĞčĘŔ全般Ĉ支援ÍÜºāg

e-自治体「内部事務系システム」
富士電機å中核都市向Çá内部事務系ĠĢįŉĈ一

図

「内部事務系システム」の構成

括納入ÍÕgÉäĠĢįŉå庶務事務j文書管理jęŔs
ŀďĐċä各機能Â有機的á連携ÏāÉÞÝh自治体ä内

内部事務系システム
グループウェア・庶務事務・文書管理

基幹系システム

部事務ä総合的à電子化Ĉ図Āh業務ä高度化j効率化Ĉ
実現ÍÜºāg加¾Üh内部事務系ĠĢįŉÝ使用ÍÜ
ºā決裁機能Ĉ財務会計ĠĢįŉá提供Í共用ÏāÉÞÝh
þĀ一層ä効率化Ĉ図ā予定Ý¸āgĠĢįŉ導入á際Í

連携
指紋認証サーバ

グループウェア・庶務・
文書・決裁基盤サーバ

財務会計

Üåh富士電機ä豊富à納入実績Ĉ生ÁÍÜŏsğsä業
務見直Í}BPR~Ĉ行ºhĠĢįŉä運用方法Ĉ検討Ïā
ÉÞáþĀ費用負担ä軽減Ĉ図āÞÞøáh短期間Ý安定
ÍÕĠĢįŉä構築Ĉ実現ÍÕgôÕh職員認証áÀÇā
ĤĖŎœįČ対策ÞÍÜh指紋認証ĠĢįŉĈ導入Í強固
àĤĖŎœįČĈ確保ÍÕg

庁内 LAN

指紋認証システムを
導入しセキュリティ向上
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オフィス & セキュリティソリューション
情報漏えい対策パッケージ「InfoBarrier5」
InfoBarrier5åhWindows ĘŒčċŜıä操作Ĉ制

図

「InfoBarrier5」の製品機能概要

限ÏāÉÞÝh内部Áÿä情報漏¾ºĈ防止ÏāĤĖŎœ
暗号機能

įČĺĬĚsġÝ¸āg主à機能åh操作制限hŖę取得h

特徴

暗号化h監視ċŒsıÝ¸āgôÕhĞsĹ製品Ĉ導入Ï

#9 s
Gs(0
#/8e

安全・簡単・便利な
セキュリティを提供

āÉÞÝh遠隔地ø含÷ÕĘŒčċŜıä一元管理Â可能

#9 s
Gs(0
#/8e

暗
号

秘

Þàāg
操作制限機能

2007 年 5 月á発売ÍÕ Version5 ÝåŖę機能Ĉ強化Íh

監視アラート機能

ログ機能

情報漏¾ºä脅威Þàā 6 種類äŏsğs操作ŖęÂ取得

警告！
！

ÝÃāþ¼áÍÕgôÕh同時á追加ÍÕ監視ċŒsı機

ファイル
操作

印刷

添付
メール

Web
ページ

添付
メール

メッセン
ジャー

ユーザ

能Ýåhŏsğsä違反操作ĈœċŔĨčŉÝ検知ÝÃāg

管理者

ÉĂÿ機能ä追加j強化áþĀh情報漏¾ºä防止åø×

違反操作
監視
対象

ăĉh万Â一ä事態áøþĀ万全à対策Ĉ施ÑāĺĬĚs
ġîÞ成長ÍÕg

印刷物のセキュリティ対策パッケージ「PrintBarrier3」
PrintBarrier3åhŀœŜĨúċŀœĚsĠŐŜá依

図

「PrintBarrier3」の製品機能概要

存Íàº印刷管理製品Ý¸āgÓä機能å二Úá大別ÝÃ
プレビュー機能

āg

強制印字機能

（ 1） 印刷ĤĖŎœįČ機能k印刷物îŏsğs名ú印刷日

時àßäŁĬĩjľĬĨ情報h透ÁÍ背景Ĉ強制的á印
字ÝÃāñÁhŏsğsä印刷状況ĈŖęÝ監視ÝÃāg
ŏsğsä印刷ĤĖŎœįČá対Ïā意識Ĉ高÷h紙á
þā情報漏¾ºĈ抑止Ïāg
（ 2） 印刷ĜĢı削減機能k印刷実行前áŀŕļŎs画面Â

強制的á表示ËĂāÕ÷h印刷失敗Ĉ防止ÝÃāgôÕh

特徴

ĞŉĶčŔ印刷h印刷枚数制限h二重印刷禁止ä機能Ĉ

印刷物のコスト削減・
セキュリティ強化を容易に実現

持×h無駄à印刷Ĉ排除ÍhĜĢı削減Ĉ行¼Þ同時á

ログ機能・レポート機能

環境 ISO îä対策ÞÍÜø効果Â期待ÝÃāg

個人情報の検出管理パッケージ「SecretBarrier」
個人情報á関Ïā各種法令ä設置áþĀh企業îä個人

図

「SecretBarrier」の製品機能概要

情報取扱º規定ø厳ÍÅàÙÜºāg個人情報取扱ºá対
Ïā社会要求ä高ôĀá伴ÙÜh
SecretBarrierĈ 2006

検出（スキャン）機能

年 10 月á発売ÍÕg主à機能åĺĦĜŜ内á散在Ïā個

条件指定

人情報Àþé機密情報ä所在把握Ý¸āg情報量áÁÁą
ÿÐh一度äĢĖŌŜ実行Ý所在情報Ĉ収集ÝÃāgôÕh
ĞsĹ製品Ĉ導入ÏāÉÞÝh遠隔地Ĉ含ö各ĘŒčċŜ
ı端末ä個人情報保持状況Â把握ÝÃh加¾Ü結果ŕņs

クライアント

ŏsğsä個人情報取扱º意識向上ø期待ÝÃāgôÕh
ISMShP ŇsĘä取得Â各企業Ý進÷ÿĂā中hÓä支
援ĭsŔÞÍÜä役割Ĉ果ÕÏÉÞø期待ËĂāg



サーバ

Drive
Excel

File
Type

Keyword

Outlook

社外秘
機密情報

ıä出力ø可能Þàāg
企 業 内 Ý å 管 理 者 ä 負 担 Ĉ 削 減 Ï ā Ö Ç Ý à Åh 各

検出履歴参照機能

スキャンを実施

レポート作成機能

特徴
個人・機密情報の
所在管理を実現
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オフィス & セキュリティソリューション
事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」
ExchangeUSE åh 導 入 実 績 1,300 社 70 万 Œ č

図

「ExchangeUSE」の製品構成

ĤŜĢá及ì実績Ĉ持ÚŘsĘľŖsĺĬĚsġÝ¸

小規模〜大規模ユーザー向け
パッケージ

āgVista 対 応 ú 日 本 版 SOXj 内 部 統 制 Â 簡 易 á 実 現
ユーザー
インタ
フェース

Ý Ã ā 機 能 Ĉ 強 化 Í Ü º āg ŏ s ğ s 自 身 Ý 手 軽 á 申
請j承認ŘsĘľŖsĈ構築Íh内部統制ÝÃāþ¼á
ExchangeUSE-LiteĈ製品ŒčŜċĬŀÍÜºāg会
社法ä施行á伴ºh小規模ŏsğsÝø内部統制Â必要
Ý¸āÂh小規模Áÿ大規模ŏsğsôÝ予算á¸ąÑÜ

ExchangeUSE
ワークフロー
エンジン

対応ÝÃāþ¼áàÙÜºāgËÿá将来ä拡張ÞÍÜ全

経
費
精
算

勤
務
管
理

総
務
申
請

人
事
申
請

旅
費
精
算

決裁
業務

システム管理者画面・Login 画面
承認画面・進捗画面・実績画面

ºā製品ÞàÙÜºāg

総
務
購
買

ルート
制御

合議・条件分岐・代理・委任，
提出・承認・却下

マスタ
管理

組織情報，決裁者権限，認証情報

ExchangeUSE
Lite

キャビネット

管理
業務

費j経費h購買Áÿ稟議申請ôÝ業務ŒčŜċĬŀËĂÜ

W
e
b
申
請

起票
業務

社Ý一ÚäŘsĘľŖsÞÍÜ統合利用ÝÃāþ¼áh旅

小規模ユーザー向け
簡易パッケージ

部門決裁システム
ERP Connector

基幹
システム

For SAP

For GLOVIA

For OBIC 7

会計システム

業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」
BizUSEåh
作ÿàº
壊Ëàº
依存Íàº

図

「BizUSE」の機能構成

ĈĜŜĤŀıáÍÕ SOA ĦœŎsĠŐŜ基盤ĺĬĚsġ
Ý¸āg主要機能åh①業務全体ä状態Ĉ統合的á監視

統合管理システム（BizUSE）

Ïā統合進捗}Íĉ×ýÅ~管理機能h②業務手続ÃĈ制
既存Aシステム
（他社システム）

御ÏāļġĶĢŀŖĤĢ定義機能h③ĠĢįŉ間äİsĨ

統合進捗管理機能
人間系フロー定義

ビジネスプロセス定義

情報公開

Aサービス

連携Ĉ実現Ïā EAI ĜĶĘĨh④ExchangeUSEÞ自

ExchangeUSE

データ処理

動連携Íh人手介在処理Ĉ自動化ÏāŘsĘľŖsĜĶĘ

サービス単位で
機能改造

ĨàßÝ¸āg
BizUSEåhčŜĠİŜı管理業務Ýä

Bシステム改造
（一次開発）

ŘsĘľŖs業務間ĈÚàÆ仕組õÞÍÜ利用ËĂÜºā

Bサービス

申請〜決裁
ワークフロー
コネクタ

EAIコネクタ

B to Bコネクタ

サービスバス

ñÁh証券業界ÝåİsĨĜĶĘĨÞÍÜ利用ËĂÜºāg

統合監視

手作業をシステム化

ÉĂÿå人手業務Â混在Ïā業務ŀŖĤĢä変更j追加Ĉh
既存 手作業

他業務îä影響Ĉ最小限á抑¾hļġĶĢ構造ä変動á柔

既存Cシステム

新Dシステム
（二次開発）

既存 手作業

軟á対応ÍÕĠĢįŉ構築Ĉ実現ÍÜºāg

購買パッケージ「PurchaseUSE」
PurchaseUSEåh購買業務全般}見積Ā取得j購入

図

「PurchaseUSE」イメージ図

依頼v発注v検収~ĈŃsĺsŕĢ化h見¾ā化h単価情
報ä共有化h効率化ÏāĺĬĚsġÝ¸āg

PurchaseUSE

購買ĺĬĚsġ PurchaseUSE åh一般購買j副資材購

他部門 A

買j資材購買j工事購買j保全購買àßËôÌôà購買形

見積り
依頼作成

見積り依頼書

態á適用ÝÃā仕組õĈ提供Ïāg
購入依頼書

（ 1） 承認ŘsĘľŖs}日本版 SOX 法j内部統制対応~
（ 3） WebEDI}見積Āj発注ä WebEDI 化~

購入依頼連携

他部門 B
購入
依頼作成

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（ 6） 会計連携}買掛ÇİsĨä CSV 出力~

見積，
納期回答

見積り依頼伝票作成
見積り依頼発行
担当者振分け

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

検収連携

受入，検収

印刷
発注書参照

（ 4） 在庫機能連携}GLOVIA/MES 連携Ĉ標準装備~
（ 5） 生産管理連携}GLOVIA/SCP FA 連携Ĉ標準装備~

回答

発注伝票作成

主à機能å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 2） 購買情報集計}発注実績Ĉ多様à切Ā口Ý閲覧~

取引先

見積り依頼連携

発注情報

データ
発注
履歴

在庫

会員
マスタ

CSV
ファイル
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水環境システム

水環境システム

展

望

国際的à専門家ÝÚÅā気候変動á関Ïā政府間ĺĶŔ

á寄与Ïā環境保全型ä電気設備向ÇĜŜņsĶŜıh太

IPCC}Intergovernmental Panel on Climate Change~å

陽光発電h燃料電池h小水力発電àßä創đĶŔės製品

第 4 次評価報告書ĈôÞ÷h地球温暖化ä影響áÚºÜÃ

Ĉ提供Íh温室効果ĕĢÝ¸ā CO2 削減ä計画Áÿ建設h

ą÷Ü深刻à未来Ĉ突ÃÚÇÕgÉä報告Ĉ裏付Çāþ¼

運用á取Ā組ĉÝºāg

áh日本国内ÖÇÝàÅ地球的規模ä異常気象Â観測ËĂ
ÜºāgôÕh急激à経済発展Ĉ遂Èā中国h東南ċġċh

富士電機åh従来Áÿ特徴¸ā水質計群Ĉ提供ÍÜÀĀh
Óä一ÚÝ¸āıœĸŖŊĨŜ計å初期ĜĢıÖÇÝàÅ

ŖĠċ諸国Ýåh深刻à環境破壊Â進õh
{水|äŒčľ

ŒŜĴŜŜęĜĢıĈø抑¾hLCC}Life Cycle Cost~全

ŒčŜå質j量Þøá危機áèĉÍÜºāg

体ä最適化Ĉ図ÙÜœĴŎsċŔÍÕgôÕh上水Ý実績

Éäþ¼à状況ä中h2007 年 4 月h富士電機ĠĢįŉ

ä¸ā水質安全ŋĴĨä下水道分野ä適用úh次世代čŜ

ģ株式会社å水処理ĠĢįŉàÿéá環境ĠĢįŉ事業Ĉ

įœġĐŜı水質計群áþā凝集制御h最適薬注制御àß

分離j独立ËÑh富士電機水環境ĠĢįŉģ株式会社Ĉ設

新Íº水処理制御ĠĢįŉä開発Ĉ進÷h処理場ä省人化h

立ÍÕg安定的ÁÚ安全à水環境ä保全ÞhÓĂá付随Ï

省đĶŔės化h薬品削減á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ā資源jđĶŔės問題ä解決àßá主眼Ĉ置Ãh高度Á

環境ĠĢįŉ分野áÀºÜåh海外ä浄水場向ÇēħŜ

Ú特徴ä¸ā技術Ý最適ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÏāÉÞĈ

設備îä導入Â好調Ý¸āg2008 年ä北京ēœŜĽĬĘ

経営理念ÞÍh上水j下水処理ÀþéÊõ処理àßä電

開催Ĉ控¾ā中国ä選手村向Çä膜ēħŜ小型高度処理Ġ

気計装設備àÿéáēħĳčğàßä製造販売j設計j施

Ģįŉá富士電機äēħĳčğÂ採用ËĂāàßh世界Ý

工jŊŜįĳŜĢàßá取Ā組ĉÝºāg

þĀ安全ÝÀºÍº水ä供給îä貢献Â期待ËĂÜºāg

富士電機ä水環境ĿŒŜĲGENESEED
}ġĐĶĠs

中小下水処理場Ĉ対象ÞÍÜh担体充Üĉ型高速ŊĨŜ

Ĳ~åh差別化ËĂÕĠĢįŉhĦœŎsĠŐŜhĞsļ

発酵技術Ĉ日本下水道事業団Þ共同Ý開発Ĉ進÷ÜÀĀh

Ģ商品Ĉ提供ÍÜºāg長年ä水処理ŀŒŜıä経験h技

汚泥削減áþā経費削減ÞhđĶŔės回収Ĉ狙ÙÜºāg

術Ĉ結集ÍÕ水処理ŒčĿŒœĈ搭載ÍÕ GENESEED

近年hËôÌôà産業分野Ý排水ä再利用Â進ĉÝºāg

監視制御ĠĢįŉåÏÝá多Åä上下水道分野Ý活躍ÍÜ

富士電機ø飲料j食品分野向ÇĈ中心á MBR}膜分離活

ÀĀh東京都水道局東村山浄水場向Ç大規模中央監視制御

性汚泥処理~設備ú RO}逆浸透膜~設備Ĉ使ÙÕ排水処

ĠĢįŉh東京都下水道局向ÇÞÍÜå霞Â関地区äĻs

理h再利用ĠĢįŉĈ提供ÍÜºāg2007 年 9 月Áÿå

ıċčŒŜĲ対策用再生水送水ĠĢįŉàßÂ稼動ÍÜº

ĔĝŊŒļē株式会社ä名古屋飲料工場向ÇĠĢįŉÂ立

āg長期耐用設計h水処理向Ç耐環境性á優ĂÕŀŖęŒ

×上ÂĀ稼動ÍÜºāg

ŇĿŔĜŜıŖsŒ}PLC~
SAPPHIRUS
}ĞľČŔĢ~
h

富士電機åhÉĂÿ各分野áÀÇā多Åä実績Ĉ踏ô

中小規模向Ç監視制御ĠĢįŉEXIONSTAR
}đĘĠ

¾hısĨŔà水処理h環境ä上下水道施設向ÇäĠĢį

ēŜĢĨs~ø着実á実績Ĉ積õ重ãÜºāg

ŉjĦœŎsĠŐŜjĞsļĢĈ包括的á統合ÍÕ水環境

ôÕhCO2 削減h省đĶŔėsĈ実現Ïā高速潮流計算

向ÇısĨŔĦœŎsĠŐŜĈ最大ä強õÞÍÜºāgÓ

手法 BFS}Back Forward Sweep~áþā省đĶŔės

ä 一 例 Þ Í Üh2007 年 10 月 á å PFI}Private Finance

ĠňŎŕsĨú水運用計画ĠĢįŉh下水道処理場機能評

Initiative~áþā千葉県水道局ä×æ野菊ä里浄水場ä

価ĠĢįŉ}PETkPerformance Evaluation System~à

排水処理施設ä運営Ĉ開始ÍÕg

ßä先進技術Ý最適àĦœŎsĠŐŜ商品Ĉ提供ÝÃāg
上下水道向Ç電気hđĶŔės分野Ýåh省đĶŔės



今後å水環境分野äıĬŀŒŜĳsÞÍÜh業種ä垣根
Ĉ越¾h邁進}ôºÍĉ~ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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水環境システム
浄水場排水処理施設サイフォン式ろ過濃縮装置
×æ野菊ä里浄水場排水処理施設åh新設Ý¸ā×æ野

図１

サイフォン式ろ過濃縮装置

図

高効率・高濃度オゾナイザ

図

MBR 処理プラント

菊ä里浄水場äĢŒĬġÞh既設ä栗山浄水場äĢŒĬġ
ĈÓĂÔĂ受Ç入Ăh濃縮設備Ý濃縮後h脱水設備Ý脱水
処理Ïā施設Ý¸āg本施設å PFI 事業}BTO 方式~Ý
建設ËĂh2007 年 10 月Áÿ運用Â開始ËĂÜºāgĞč
ľĒŜ式ă過濃縮装置åhĞčľĒŜ力Ĉ利用Íh高性能
àă過板ÝĢŒĬġĈă過濃縮ÏāÕ÷h動力ĈñÞĉß
用ºÐáĢŒĬġĈ高濃度á濃縮ÏāÉÞÂÝÃāgÉä
装置ä導入áþĀ以下Ĉ実現ÍÜºāg
①栗山浄水場ä低濃度ĢŒĬġĈ濃縮ÏāÉÞÝh脱水
設備ä負荷Â軽減ËĂh排水処理Â安定Ïāg②脱水設備
ÂĜŜĺĘıáàĀ建設費Â低減ËĂÜºāg③ĞčľĒ
Ŝ式äÕ÷消費電力Â少àÅh脱水設備øĜŜĺĘıáà
āÉÞÝh運転ĜĢıÂ低減ËĂÜºāg

オゾン処理システムの海外展開
水資源ä安全性îä対策ÞÍÜh近年ēħŜ設備ä導入
Â世界規模Ý拡大ÍÜºāg富士電機åh酸素原料ēħĳ
čğFWX ĠœsģĈ中心áēħŜ処理ĠĢįŉĈ海
外市場î積極的á展開ÍÜºāg
ēħĳčğ FWX Ġœsģåh高圧電極Àþé接地電極
ä両面Ĉ直接水冷Ïā独自技術äėŌĬŀ加工精度ä優Ă
Õ発生管Ĉ採用Íh高効率Ý高濃度äēħŜĈ発生可能Þ
ÍÕg
2007 年度å中国j杭州地区ä 1 Á所hôÕĔĳĩjē
ŜĨœē地区ä 2 Á所ä浄水場îh主á消毒h脱臭àßĈ
目的ÞÍÕēħŜ設備Ĉ納入ÍÕgēħŜ発生量åÓĂÔ
Ă 40h90h53 kg-O3/時Ý¸Āh大規模浄水場向Çá大容
量ÁÚĜŜĺĘıà設計ÞàÙÜºāg現在運用開始á向
Ç試運転調整Â進÷ÿĂÜºāg

飲料製造工場向け MBR 処理プラント
ĔĝŊŒļē株式会社新設飲料製造工場Áÿä排水
Ĉ処理Ïā設備á MBR}膜分離活性汚泥法~Â採用Ë
Ăh2007 年 9 月Áÿ実稼動Ĉ開始ÍÕg排水量 200 m3/日h
æÙÃ槽ä活性汚泥濃度Ĉ 8,000 mg/L 以上á管理Íh処
理水ä BOD}生物化学的酸素要求量~Ĉ 20 mg/L 以下h
ÓäñÁ T-NjT-P Ĉ規制値以下á処理ÍÜºāg
MBR ŀŒŜıå活性汚泥中á浸漬ÍÕ MF}精密ă過~
膜Ý処理水Þ汚泥Ĉ分離ÍÜ処理Ĉ行¼ĠĢįŉÝ¸āg
汚泥Ĉ溢流}ºÚĀû¼~ËÑÐá良好à水質ä処理水Ĉ
安定的á得āÉÞÂÝÃāg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
①液分離Ĉ膜Ý行¼Õ÷h沈殿槽å不要Ý¸āg②活性
汚泥濃度Ĉ高ÅÝÃh活性汚泥槽Ĉ小型áÝÃāg③ SS
}懸濁物質~
h大腸菌類Âàº処理水Â得ÿĂāg④汚泥性
状áþÿÐ膜áþā固液分離Ý維持管理Â容易Ý¸āg

膜ユニット
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水環境システム
高温高速メタン発酵によるエネルギー回収技術
2007 年 4 月Áÿh富士電機å日本下水道事業団Þ共同

図

メタン発酵パイロットプラント

図

下水処理場内 PPCPs 処理実験プラント

図

水環境監視制御システムの構成

Ý中小規模処理場Ĉ対象ÞÍÕ下水汚泥àßÁÿäđĶŔ
ės回収技術ä研究開発Ĉ行ÙÜºāgÉä研究Ýåh従
来ä汚泥消化技術á比ï 1/5 v 1/10 äĜŜĺĘıà発酵
槽}滞留日数 4 日~Ý¸ĀàÂÿh分解率 70 % 以上hĕ
Ģ発生量 650 Nm3/t-VS 以上Ĉ達成ÏāÉÞĈ目標ÞÍÜ
ºāgÉä目標値達成äÕ÷h担体充Üĉ型ä高温高速Ŋ
ĨŜ発酵技術Ĉ適用ÍÕ研究Ĉ進÷Üºāg
ÏÝáh基礎検討áÀºÜ安定発酵Þ目標Ĉ達成ÝÃ
ā発酵条件ĈÀÀöã確立Íh現在 0.65 m3/日規模äĺč
ŖĬıŀŒŜıĈ実下水汚泥Ý運転ÍÜ性能Ĉ確認中Ý¸
āg2008 年 4 月ÁÿåhĺčŖĬıŀŒŜıĈ下水処理
場á移設Íh実証運転Ĉ行¼ÉÞáþĀh下水汚泥àßÁ
ÿäđĶŔės回収技術Ĉ確立Ïā予定Ý¸āg

環境水中 PPCPs の処理技術
近年h水環境Áÿ医薬品ú日用品àßá由来Ïā多様à
化学物質}PPCPs~ä検出Â報告ËĂh新Õà環境汚染
物質ÞÍÜ注目ËĂÜºāg富士電機å PPCPs ä主要à
排出源Ý¸ā下水処理水中ä存在濃度ä測定úhēħŜ処
理hÀþé促進酸化処理}ēħŜ＋紫外線hēħŜ＋過酸
化水素~áþā物理化学的à処理手法ä開発Ĉ進÷Üºāg
下水処理水Áÿå抗生物質ú解熱鎮痛剤àß 41 種類ä医
薬品Â数 ng/L v 1,000 ng/L ä濃度Ý検出ËĂÕÂh医薬
品ä多ÅåēħŜ単独処理hēħŜ注入率 6 mg/L ÞºÙ
Õ標準的à処理条件Ý速úÁá分解ËĂāÉÞÂ示ËĂÕg
ôÕh一部ä難分解性物質áÚºÜå促進酸化処理ä効果
Â確認ËĂÕg今後å所要đĶŔėsä削減Ĉ図Āh下水
再利用ŀŖĤĢîäēħŜ処理適用Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý¸
āg

水環境監視制御システム
PLC Þ工業用ĺĦĜŜĈłsĢáÍÜh水環境向ÇĺĬ
ĚsġĈ標準搭載ÍÕ水環境監視制御ĠĢįŉĈ開発ÍÕg
Web クライアント

本ĠĢįŉåh長年富士電機Â培ÙÕ水環境制御技術Þ水
環境専用á開発ÍÕĸsĲďĐċáþÙÜh高品質äĠĢ

エンジニアリング
ステーション

情報 LAN
イントラネット

クライアント

įŉĈ実現ÍÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

クライアント

Web サーバ

水運用ソリューション

（ 1） 信頼性kËôÌôà水環境ĦœŎsĠŐŜá対応可能

à標準ĺĬĚsġä搭載Þ二重化技術ä改善áþĀhË

情報 LAN（Fast Ethernet）
サーバ
（冗長化）

ÿá信頼性Â高ºĠĢįŉĈ実現ÍÕg
（ 2） 対環境性k水処理設備ä悪環境áø適用可能Ý¸āÞ

制御 LAN 回線二重化（FL-net 準拠 V2.0）

Þøáh省電力á配慮ÍÕĸsĲďĐċ構成ÞÍÕg
P
S

（ 3） 保守性k汎用製品á比ïÜ長期保守Â可能àĸsĲ
（ 4） ĦľıďĐċä継承性k国際規格Ý¸ā IEC61131-3

Ĉ採用ÍÜºāg



P
S

C
P
U

P
S

C
P
U

二重化
システム
ZL

テレメータ
システム
P
S

C
P
U

PROFIBUS

SX バス

T リンク
SX バス

ďĐċ製品Ĉ採用ÍÜºāg

C
P
U

等値化
ケーブル

LL2

ZL

シングル
システム
P/PE リンク ZL

EPAP
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水環境システム
需要予測・送配水計画パッケージソフトウェア
浄水場Ýå浄水ä安定h安全à供給Â要求ËĂāgÉä

図

需要予測・送配水計画適用システムの構成例

要求á応¾āøäÞÍÜ需要予測h送配水計画Â¸āg富
士電機åhÉĂôÝ多Åä浄水場áÉĂÿä演算制御ĺĬ
アプリ
ケーション

ĚsġĈ納入ÍÜÃÜºāg
今 回h 水 処 理 向 Ç 新 監 視 制 御 Ġ Ģ į ŉ Ý ¸ ā
ＯＳ
クライアント

GENESEED 監視制御ĠĢįŉá搭載ÏāĦľıďĐ

アーカイブ
サーバ

アドバンスト
サーバ

ċÞÍÜhËÿá需要予測精度Ĉ向上ËÑÕ需要予測ĺĬ
ĚsġhÀþéņŜŀä起動停止回数ä最小化h省đĶŔ

ES

ės化hĽsĘ電力äĔĬıh送水水量変動ä最小化Ĉ考

ＯＳ
サーバ

帳票
サーバ

需要予測機能
■リアルタイムデータを取り込んだ
定周期の需要予測計算
■予測結果のグラフ・プラント画面表示

送水計画機能
■最適送水計画演算，結果の表示
（ポンプ起動停止回数最小化，
省エネルギー化，ピーク電力カット，
送水流量変動最小化）
■演算結果による運転支援・自動制御

Industrial Ethernet

慮ÍÕ送配水計画ĺĬĚsġĈ開発ÍÕg

コント
ローラ

需要予測演算å構造化ĴŎsŒŔĶĬı技術Ĉ応用Íh

コント
ローラ

OS：Operator Station
ES：Engineering Station

送 配 水 計 画 演 算 å PSO}Particle Swarm Optimization~
技術Ĉ応用ÍÕg

関連論文：富士時報 2007.3 p.166-169

発電機連系電力変換装置（PCS）
上下水道施設áÀºÜå安定稼動Â求÷ÿĂÜÀĀh受

図

電力変換装置「PCS8000」

電系統ä停電á備¾Ü非常用発電機h電力平準化ä目的Ý
電力貯蔵装置ä設置ø増¾Üºāg従来ä電力変換装置ä
欠点åh受電系統Â停電ÏāÞºÙÕĉ停止ÏāÉÞÝ¸
ĀhÓä後自立運転á切Ā替ąāg連続運転Ĉ求÷ÿĂā
重要負荷ÂºÙÕĉ停止Ïāg富士電機Ýåh電源系統Â
停電ÍÜøh電源系統Áÿ即時á解列Íh自立運転á入ā
電力変換装置PCS8000Ĉ開発ÍÕg無瞬断Ý二次電池
á貯蔵ÍÕđĶŔėsĈ連続的á負荷î供給Íh電源Â復
電時øÍÅå非常用発電機Â起動Í復電ÍÕ場合h停止Ï
āÉÞàÅ電源Þ同期Ĉ取ĀàÂÿ連系運転á切Ā替ąāg
電力貯蔵装置ÞÍÜä負荷平準化機能á無瞬断供給機能Ĉ
付加ÍÕĠĢįŉáþĀ水処理施設ä電源ä信頼性Ĉ向上
ËÑāÉÞÂÝÃāg

「GENESEED」監視制御システムの製品管理
GENESEED監視制御ĠĢįŉåhËôÌôàĜŜ

図

「GENESEED service」納入システム台帳の例

ņsĶŜıhĺĬĚsġĦľıďĐċhŒčĤŜĢh汎用
ĦľıďĐċÝ構築ËĂāgÉäþ¼à多岐áąÕā製品
Áÿh製品ıŕsĞļœįČá必要à情報Ĉ抽出Í納入機
場ÊÞá製品管理Ĉ行¼製品管理ĠĢįŉĈ構築ÍÕgÉ
äĠĢįŉåh
ºÚßÉÝ生産ËĂÕ製品àäÁ把握Ý
Ãā仕組õĈÚÅāÉÞĈ目的ÞÍhÓä効果åh①履
歴管理h②追跡照会ÍÕä×追跡情報ä有効活用h③最適
à増設Þ更新ä計画h④迅速à障害対応áþā事故製品回
収ä期間短縮Ý¸Āh製品型式ÊÞäĠĢįŉ版数hŒč
ĤŜĢ番号Ĉ全件管理ÍÜºāgËÿáh富士電機 24 時
間ĜsŔĤŜĨsä保全情報提供ĞsļĢF MainsŊ
ĴŎsä一ÚÞÍÜh
GENESEED system納入機場á
ÀÇā製品情報Â一目Ý把握ÝÃāg
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水環境システム
上水・温泉原水施設集中監視システム
富士電機å神奈川県箱根管内á散在Ïā 24 Á所ä上水

図

箱根水道営業所集中監視システムの構成

施設}水源池hņŜŀ所h配水池~Àþé 4 Á所ä温泉原
水施設Ĉ集中監視ÏāĠĢįŉĈ納入Í稼動ËÑÕg

画面
帳票
印刷用 コピー用
プリンタ プリンタ

ÉäĠĢįŉä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 主要装置åÏïÜ二重化構成ÞÍh装置ÊÞá 24 時

データ
管理用
サーバ

監視・帳票
管理用
パソコン 監視・帳票
管理用
パソコン

Web 用 LAN
Web 監視用
サーバ

情報
LAN

間連続安定稼動Ĉ可能ÞÏā無停電電源装置}UPS~Ĉ

監視制御
装置

装備ÍhĠĢįŉä信頼性Â高ºg
（ 2） ĺĦĜŜ風à操作手順áþĀ監視操作性Ĉ向上ËÑÕg

ルータ
（ファイア
ウォール）
将来

ルータ

グラフィックパネル盤
コントローラ盤
（二重化）

（ 3） ÉäĠĢįŉ稼動以前ä過去ä帳票ĈİsĨ管理用

TC LAN

ĞsĹá継承ÍÜÀĀhExcel Ý活用Í業務ä効率化Ĉ

現場などから監視および
データの参照が可能

実現ÍÜºāg
（ 4） ĤĖŎœįČä高º Web 監視用ĞsĹĈ導入Íh将

テレメータ親局
（二重化）
簡易型
監視制御装置
（点検用） 各ポンプ所・配水池既設テレメータ子局

来的áå場外施設ÁÿäŀŒŜı全体監視ø可能Ý¸āg

下水処理施設向けりん酸形燃料電池
下水処理施設Áÿ発生Ïā消化ĕĢä主成分Ý¸āŊ

図

100 kW 燃料電池 4 台の設置状況

図

ろ過池上の覆がいおよび太陽電池の設置例

ĨŜ}CH4~åh二酸化炭素}CO2~ä 21 倍ä温室効果Â
¸Āh亜酸化窒素}N2O~Þ合ąÑÜ下水道事業者Ĉ環境
保全ä面Ý悩ôÑÜºāg余剰消化ĕĢä有効利用施策
ÞÍÜh分流式ä流入汚泥ä均一性áþĀ安定ÍÕ発電
出力Ĉ可能ÞËÑÕ消化ĕĢ発電ä適用Ýåh国内最大級
}400 kW~äĀĉ酸形燃料電池発電ĠĢįŉĈ 2007 年 3
月á熊本北部浄化ĤŜĨsá納入Íh稼動ËÑÕg設備ä
概要å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） Āĉ酸形燃料電池k100 kW × 4 台
（ 2） 年 間 発 電 電 力 量k300 万 kWh} 施 設 需 要 電 力 ä 約

50 %~
（ 3） CO2 削減効果k約 2,000 t/ 年

東京都水道局東村山浄水場向け太陽光発電設備
富士電機åh東京都水道局東村山浄水場向Ç太陽光発電
設備Ĉ 2007 年 1 月á納入ÍÕgă過池îä異物混入Ĉ防
ÆÕ÷áh設置ËĂÕëÕÞàā可動式ä{覆Âº|上
部Ĉ有効利用ÍÜ太陽光発電設備Ĉ設置ÍÕøäÝh発電
能力åh出力容量 1,200 kW Ĉ有ÍÜºāg発電ËĂÕ電
気åĺŘsĜŜİČĠŐĳÝ直流Áÿ交流á変換Íh変圧
器áþĀ 210 V Áÿ 3,300 V ôÝ昇圧ËĂh浄水場内ä各
設備á供給ËĂāg主à設備構成å太陽電池ŋġŎsŔ
}180 W/枚~7,056 枚hĺŘsĜŜİČĠŐĳ}100 kW/台~
12 台h昇圧用変圧器}750 kVAh300 kVA~2 台Ý¸āg
ôÕhÉä設備ä監視ĠĢįŉÝå運転h故障状態ä詳
細監視Àþé稼動状態Ĉ管理ÏāÕ÷áıŕŜĲh帳票作
成Ĉ行ÙÜºāg
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共通技術プラットフォーム

パワーエレクトロニクス
回転機
情報制御
生産技術
予防保全サービス

展

望

富士電機ĠĢįŉģ株式会社åhĺŘsđŕĘıŖĴĘ

永久磁石回転機ä製品開発á取Ā組ĉÝºÅg

Ģh回転機h情報制御h生産技術h予防保全ĞsļĢä分

情報制御ä分野Ýåh環境対応h安全j安心hŏļĖĨ

野Ý共通技術ŀŒĬıľĒsŉĈ整備ÍÜ新製品ä市場投

Ģ化àßä多様à社会äĴsģá応¾āÕ÷áhĠĢįŉ

入Ĉ加速Ïā取組õĈ行ÙÜºāg以下áÓä取組õÞ展

å大規模化j複雑化Íh一方Ýå分散化ÍÜÃÜÀĀh情

望Ĉ記載Ïāg

報通信技術Ĉ含÷ÕısĨŔàĠĢįŉ技術Â要求ËĂÜ

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野ä製品群åh容量範囲ÞÍ

ºāgÉĂÿäĴsģá的確j迅速á応¾āÕ÷h情報Ĥ

Ü情報機器内蔵ä電源}50 W~ÁÿċŔň精錬用整流器

ĖŎœįČ技術àßäĦľıďĐċ基盤技術h解析技術ú

}150 MW~ôÝ多岐áąÕĀhôÕ適用用途ø多様化Í

ċĲĹŜĢı制御àßä制御基盤技術hĜŜņsĶŜı機

Üºāg一方h適用要素技術ÞÍÜå大別ÍÜh半導体Þ

器向Çä組込õĠĢįŉ基盤技術h低消費電力Ý信頼性ä

ÓĂĈ組õ合ąÑā回路技術h制御理論jŀŒŜı制御技

高º無線基盤技術äŀŒĬıľĒsŉ化á取Ā組ĉÝºāg

術jĶĬıŘsĘ技術Áÿ成ā制御技術h変圧器jœċĘ

今後åh機械安全h機能安全ĈısĨŔáĞņsıÍh安

ıŔàßä電力機器技術Áÿ構成ËĂÜºāgÉĂÿä要

全規格áø対応ÍÜºÅ予定Ý¸āgËÿá計測制御分野

素技術ÊÞá各機器ÞÍÜ共通化hŀŒĬıľĒsŉ化Íh

ÝåhęŖsĹŔ化jŇŔĪłŜĩ環境Ĉ提供Ïāēsŀ

ÓĂĈ組õ合ąÑāÉÞÝh高品質ÝĜĢıĺľĒsŇŜ

Ŝ化Â加速ÍÜºāg自社製品á限ÿÐ特徴¸āĜŜņs

Ģä高ºh競争力ä¸ā製品群Ĉ構築Ïā取組õĈ進÷Ü

ĶŜıÞ連携ÝÃhÀ客様ÂłĢıÞ考¾āĦœŎsĠŐ

ºāgÉÉÝåh電磁ķčģ対策äÕ÷最適化設計Ĉ可能

ŜĈ提供ÍÜºÅÕ÷áhľČsŔĲ機器äİĹčĢ管理

ÞÏā EMI 設計技術hıŒŜĢúœċĘıŔá代表ËĂ

Ĉ含÷Õ制御用ĶĬıŘsĘ基盤ä拡充Ĉ図ÙÜºāg

ā磁気部品ä設計ĭsŔä構築hĢčĬĪŜę電源úĞs

生産技術ä分野Ýåh高度à物理化学ŀŖĤĢäĴsģ

Ĺ内蔵電源àß機器組込õ電源äĔĢĨŇčģ要求á短時

Â高ôÙÕÉÞÂ挙ÈÿĂāg従来h富士電機ęŔsŀ

間Ý対応Ïā回路設計ĭsŔä構築áÚºÜ紹介Ïāg

Ýä物理化学ŀŖĤĢj加工å半導体h磁気記録媒体中心

回転機ä分野åh世界的à省đĶŔėsj環境保全î

á行ąĂÜÃÕg2007 年åh大面積成膜ŀŖĤĢá代表

ä対応Þº¼観点Áÿh一般的á世界ä電力使用量ä約

ËĂāľČŔŉ型太陽電池hĠœĜŜá深掘Ā加工Ĉ施

40 % Ĉ占÷ā産業分野ä電動機äđĶŔės削減Ĉ行¼

Ï MEMS àßÂ伸長ÍÕg一方h在来加工技術å技術者h

ÉÞÂ課題ÞàÙÜºāgÉĂá呼応ÍÜh回転機ä国際

技能者ä交代時期á¸ÙÜh少àº人員Ý技術ä維持h向

規格 IEC60034-30 Ý効率ä規定Â策定ËĂÜÀĀhÓä

上Ĉ図āÉÞÂ大Ãà課題ÞàÙÜºāg

効率値ä測定方法áÚºÜå

IEC60034-2-1

Ý規定ËĂÕg

予防保全ĞsļĢ分野Ýåh予防保全技術ä確立Þę

Éäþ¼á世界的à電動機ä使用効率Ĉ改善Ïā動ÃÂ

ŖsĹŔà視点ÝäĞsļĢ共通čŜľŒä充実á注力Í

活発áàĀh高効率化ä技術開発h高効率電動機ä普及Â

ÜÃÕg予知保全技術Ýåh汎用čŜĹsĨä余寿命予測

一段Þ進展ÏāøäÞ考¾āg一方h電動機ø含÷ÕĲŒ

ú高圧配電盤àßä劣化診断技術ä開発ú無線Ĩčŀä回

čĿĠĢįŉ全体ä電力使用量削減Þº¼観点Ýåh従来

転機振動診断ĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÕg利用者ĞsļĢä

Áÿ可変速ĲŒčĿ技術Ýä省đĶŔėsá注力ÍÜÃÕg

中核ÞàāĜsŔĤŜĨsÝåh中国ĈĨsěĬıáÍÕ

Óä中Ý電動機åh運転効率向上Ĉ目的áhĠĢįŉá最

中国語日本語変換付 CRM24 支援ĠĢįŉú中小規模向Ç

適à可変速電動機ä製品開発h永久磁石Ĉ使用ÍÕ回転機

ä低価格j短納期äœŋsı監視ĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÕg

製品ä適用開発Ĉ進÷ÜÃÕg今後Þø省đĶŔėsj環

今後øŒčľĞčĘŔáąÕÙÕĞsļĢ提供äÕ÷h開

境保全á貢献ÍÜºÅÕ÷h電動機ä高効率化ä技術開発h

発Ĉ加速Íh利用者ĞsļĢ向上á貢献ÍÜºÅg
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パワーエレクトロニクス
電力変換装置の EMI 設計技術
半導体電力変換装置Ýåh電磁ķčģä発生Â問題Þà

図１

EMI 対応設計フロー

Āh最近Ýå最ø厳Íº規格Ý¸ā VCCI Class B Â要求
要求仕様

ËĂā場合ø多ÅàÙÜÃÕgÉĂôÝ EMI}伝導/放射

設計段階
で対策

ķčģ~対策åh経験úķďĸďá頼ĀhĔĬı & ıŒ

回路方式選定

čĈ繰Ā返Ï開発手法Ĉ採ÿÌāĈ得àÁÙÕÕ÷h最適

ノイズ等価回路構築

化Ĉ図āÉÞå現実的á困難Ý¸ÙÕg

EMI 対応

定数・構造など，設計

富士電機ÝåhÉĂôÝ培ÙÕ EMI 分析h評価技術á

ノイズ特性予測

設計段階で
最適化検討

基ÛÃhĠňŎŕsĠŐŜĈ援用ÍÕ伝導性 EMI 対応設

フィルタ設計

計技術ä構築á取Ā組ĉÝºāgÉä技術åh製品設計工

製作，評価

程îä適用Ĉ前提ÞÍÕ簡便Ëá特徴Â¸āgUPSh電源

ノイズ規格満足？

装置î本技術ä適用Ĉ進÷ÜÀĀh設計初期段階Ýäķč

No
原因特定
→微修正
→対策完

Yes

ģ予測áþÙÜh開発期間ä短縮h対策法ä最適化Ĉ実現
ÍÕg

開発完

パワーエレクトロニクス機器向け磁気部品設計技術
œċĘıŔúıŒŜĢá代表ËĂāĺŘsđŕĘıŖĴ

図

磁気部品設計ツールの一例

ĘĢ機器á必要不可欠Ý¸ā磁気部品ä設計ĭsŔĈ構築
ÍÕgĭsŔå電磁解析Þ設計計算ĭsŔÝ構成ËĂÜº
āgĭsŔä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

（a）ロッドコアの
磁束分布解析例

B（ T ）
8.1644e-002
7.3499e-002
6.5333e-002
5.7167e-002
4.9001e-002
4.0836e-002
3.2670e-002
2.4504e-002
1.6338e-002
8.1726e-003
6.8602e-006

（ 1） 電磁解析ĭsŔ

鉄心hĜčŔhėŌĬŀàßä構成部品ä適切àŋİŔ
化áþĀh二次元Àþé三次元Ý漏Ă磁束ä影響ú局部過
熱h局部加振ä把握Ĉ可能ÞÍÕg
（ 2） 設計計算ĭsŔ

部品仕様Àþé使用ĜċĞčģĈ入力ÏāÉÞÝh磁気
（b）設計計算シート
（単相 AC リアクトル）

部品äčŜĩĘĨŜĢhėŌĬŀh損失}鉄j銅~Ĉ繰返
Í計算áþĀ求÷āÉÞÝh限界設計Ĉ可能ÞÍÕg

機器組込み電源を対象とした回路設計技術
ĢčĬĪŜę電源úĞsĹ内蔵電源á代表ËĂā機器組

図

機器組込み電源自動設計ツールの概要

込õ電源ä回路設計ĈĞņsıÏā設計ĭsŔĈ開発ÍÕg
ÉÞÂ可能ÞàÙÕg開発ÍÕ設計ĭsŔä特徴å次äÞ

仕様入力

回路定数演算

ÀĀÝ¸āg
（ 1） 回路定数計算Þ安定判別h動作解析技術

独自äċŔĝœģŉáþā数値解析Þ回路ĠňŎŕs

インダクタンス（H）

ÉĂáþĀh顧客äĔĢĨŇčģ要求á短時間Ý対応Ïā

DC リアクトルの直流重畳特性
2×10−5

D ＝62.5 W ＝20.1

Io

1.5×10−5

磁気部品設計

安定判別

1×10−5
5×10−6

L o.req
0

50

100

150

電流値 I （A）

ĠŐŜä連携解析技術áþĀh回路定数Þ制御ä安定判別h
回路動作解析Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 損失j温度計算技術

İĹčĢ特性Áÿh発生損失ÀþéġŌŜĘĠŐŜ温度h

損失計算

回路シミュレーション

設計履歴の保存

ĚsĢ温度hľČŜ温度Ĉ算出ÍÕgôÕh試作後ä評価
期間短縮Ĉ実現ÍÕg



製作

QA 接合部温度
（℃）
T j qa＝120.0
QA 放熱シート温度
（℃）
T c qa＝110.3

ヒートシンク温度
（℃）
T h q ＝107.4

QC 接合部温度
（℃）
T j qc＝119.3
QC 放熱シート温度
（℃）
T c qc＝110.2

ヒートシンク熱抵抗
（℃/W）
R th̲ha q ＝1.5
周囲温度
（℃）
T a＝50.0
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回転機
クレーン巻上機用永久磁石同期電動機
近年h省đĶŔėsj環境保護ä観点Áÿ永久磁石同期

図

235 kW クレーン巻上機用永久磁石同期電動機

図

22 kW 送風機用永久磁石同期電動機

図

商品化された小型パルスチューブ冷凍機

電動機áþā駆動ĠĢįŉä適用Â盛ĉá進÷ÿĂÜº
āg富士電機ÝåhĘŕsŜ巻上機用á永久磁石同期電動
機Ĉ開発ÍÕg出力 235 kWh基底回転数 850 r/minh定
出力範囲 1k2 以上ä仕様Ý試作Ĉ行ºh良好à検証結果
Ĉ得ÕgÉĂĈøÞá 160 v 260 kW ä範囲Ý系列化Ĉ行
ºh2007 年 9 月Áÿ発売Ĉ開始ÍÕg従来ä誘導電動機
á比較ÍÜh質量å約 30 % 低減h効率å 1.5 ņčŜı向
上h慣性ŋsŊŜıå 50 % á低減ÍÜÀĀh小型h高効
率h高応答ä電動機ÞÍÜ省đĶŔėsj省ĢŃsĢ化
á貢献Ïāg駆動用äčŜĹsĨÞÍÜåh富士電機ä
FRENIC5000-VG7 ĠœsģÂ適用ÝÃāg

送風機用永久磁石同期電動機の適用拡大
小型軽量化h省đĶŔės化Â可能àÉÞÁÿh永久磁
石同期電動機ä用途Â拡大ÍÜºāg富士電機åh送風機
用á高速対応ä永久磁石同期電動機Ĉ小容量範囲Ý適用Í
ÜÃÕÂh今回 22 kW ôÝ容量Ĉ拡大ÍÕg
送風機用áh高速ä永久磁石同期電動機Ĉ適用Ïā利点
åh高速化h電動機ä小型化áþā送風機ĺĬĚsġä小
型化h電動機ä小型化áþÙÜ風ÃĀ音Â低減ÏāÉÞá
þā機器ä低騒音化h効率ċĬŀáþā省đĶŔėsîä
貢献Ý¸āg今回開発ÍÕ電動機åh22 kWh7,200 r/minh
200 V ĘŒĢh低減ıŔĘ負荷対応ÝĤŜĞŕĢĲŒčĿ
方式Ĉ採用ÍÜºāg永久磁石同期電動機ÞÏāÉÞáþ
Āh従来ä誘導機方式á対Íh容積Ý 55 % á小型化ËĂh
電動機ä効率ø 5 % 向上ÍÜºāg

クライオクーラ（極低温冷凍機）の商品化
ĤŜĞúİĹčĢĈ液体窒素温度ŕłŔá冷却ÏāĘŒ
čēĘsŒÞÍÜ小型ĺŔĢĪŎsĿ冷凍機Àþé専用電
源Â商品化ËĂh月産 30 台ä生産Â始÷ÿĂÕgÉä冷
凍機ä仕様åh25 ℃ä環境温度äÞÃh入力電力 120 W
Ý被冷却体Ĉ 70 K á冷却Ïā場合ä冷凍能力Â 2.5 W Ý
¸āg冷却対象åh放射線ĤŜĞhCCDh高温超伝導材
料àßÝ¸āg各冷却対象áþĀ冷却温度å違¼Âh検出
性能向上ú周囲温度áþāķčģ影響ä除去á有効Ý¸Āh
特áh従来h液体窒素Ĉ使ÙÜ冷却ÍÜºÕ大型ĠĢįŉ
Ĉ小型化ÝÃh6 年間無保守ÞàāÉÞÂh技術的h経済
的á優位Ý¸āÞä評価Ĉ受ÇÜºāg小型ĺŔĢĪŎs
Ŀ冷凍機å既設装置áø簡単á設置ÝÃh電力供給ÖÇÝ
ŇčĳĢ温度áÝÃāÕ÷h今後ø広º用途ä需要Â期待
ËĂāg



富士時報

共通技術プラットフォーム

6OL .O 

情報制御
Web アプリケーションにおけるセキュリティ診断技術
近年hWeb 技術Ĉ利用ÍÕċŀœĚsĠŐŜú情報公

図

セキュリティ診断手法の適用

開j共有機能Ĉ有ÏāĠĢįŉÂ急増Ïā中Ýhċŀœ
ĚsĠŐŜä脆弱}ÒºÎùÅ~性áþā機密情報ä漏

プロジェクトライフサイクル

洩}ă¼¾º~ú個人情報ä流出Â社会問題ÞàÙÜºāg
業務分析・
設計フェーズ

ÉäÕ÷hĤĖŎċċŀœĚsĠŐŜ開発規約Ĉ作成Íh

アプリケーション
開発フェーズ

試験・評価
フェーズ

運用管理
フェーズ

脆弱性診断ĭsŔĈ適用ÍÕ標準ľŕsŉŘsĘĈ開発Í
Õg
ĤĖŎœįČ対策å特áċŀœĚsĠŐŜ開発ľĐsģ
セキュア
アプリケーション
開発規約

Ýä考慮Â重要Ý¸āÂh業務分析j設計ľĐsģÁÿ運
用管理ľĐsģôÝ網羅的á行¼必要Â¸āg脆弱性診断
ĭsŔå開発ľĐsģÖÇÝåàÅh受入Ă検査ú完成品

開発標準
フレーム
ワーク

脆弱性診断ツール
診断手法・評価基準

個人能力評価
セキュリティ教育
人的セキュリティ管理

組織能力評価
監査規定
物理的セキュリティ管理

ä品質評価àßáø適用可能Ý¸ĀhĠĢįŉäŒčľĞ
čĘŔ全般Ĉ通ÍÜäĤĖŎœįČ対策á有効Ý¸āg

多変量統計的プロセス管理技術
製品ä品質改善äÕ÷h品質Ĉ決定Ïā要因ä一ÚÝ¸
ā製造ŀŖĤĢä運転状態á着目ÍÕ多変量統計的ŀŖĤ

図

多変量統計的プロセス管理技術の概要

①PLS（部分的最小 2 乗法）による製造条件探索

Ģ管理手法Ĉ開発ÍÕg
（ 1） PLS}部分的最小 2 乗法~áþā製造条件探索

入力変数間á相関関係Â¸ā場合}多重共線性~Ýø実

生産条件

品質予測値

温度
圧力
電圧値
電流値

品質 1
品質 2
品質 3
品質 4

品質推定
モデル

最適条件
方向を示す
品
質
1

ŀŒŜıáÀÇā製造最適条件探索Ĉ支援ÝÃāgôÕh
ËôÌôà製造条件Ý事前ĠňŎŕsĠŐŜø可能Ý¸āg

ā評価指標áþĀh最終製品Þàā前工程Ý異常ä検出à

温度

圧

②PCA（主成分分析）による異常検出
入力

Q
Q

特徴量 1
特徴量 2

T2

特
徴
量
m

ÿéáÓä原因Ĉ推定Ïāg
Éä手法åh富士電機j熊本工場ä太陽電池製造ŀŖĤ

現在条件

力

（ 2） PCA}主成分分析~áþā異常検出

運転条件Ĉ入力ÞÍÜ主成分分析áþāŋİŔÂ出力Ï

最適条件

出力

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

T2

特徴量 n

異常

2
1.5

特徴量 k

1

時間

ĢáÜ適用評価Ĉ実施ÍÜÀĀh今後他工場îä適用ø予

異常

0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

定ÍÜºāg

新情報制御システム「MICREX-NX」FL-net 接続ゲートウェイ
MICREX-NXáÀºÜ世ä中Ý広Å使ąĂhēsŀ

FL-net 接続ゲートウェイのシステム構成

図

Ŝà Ethernet łsĢ制御 LAN Ý¸ā FL-net Ĉ接続Ïā
MICREX-NX

ěsıďĐčĈ開発ÍÕg富士電機äõÝåàÅ他社äŀ

クライアント

ŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒ}PLC~ĠĢįŉĈ NX ĠĢį

FL-net 接続 PLC の
監視・制御

ŉá直接接続Íh監視j制御ÏāÉÞÂÝÃāŇŔĪłŜ
ĩ環境Ĉ提供Ïāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

ES

サーバ

FL-net システム

ゲートウェイ

（ 1） 他社 PLC ĠĢįŉĈ容易á NX ĠĢįŉî接続可能
（ 2） PLC Ğ č Ę œ Ĭ Ę İ s Ĩ à ß î ä Ĩ ę 割 付 Ç Ĉ Ğ

FL-net
AS

AS

ņsıÍhÉäĨęîäċĘĤĢÂ可能
当社 PLC

（ 3） 複数ĨęĈ組õ合ąÑÕ擬似内部計器ŋġŎsŔĈ定

義ÍhÉäŋġŎsŔĈ用ºÕċŒsŉ監視h計器操作

タグ情報
アラーム情報

Ĉ実現
（ 4） ěsıďĐč装置自身ä二重化構成Â可能
（ 5） PLC ĞčĘœĬĘİsĨÞ AS 間äİsĨ交換Â可能



ES：Engineering Station
AS：Automation System

他社 PLC 他社 PLC
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情報制御
新情報制御システム「MICREX-NX」オープン PIO の接続
MICREX-NXĠĢįŉáēsŀŜ PIO Ý¸ā IPU-

図１

IPU-Ⅱの二重化構成

ⅡĈ国際標準規格Ý¸ā PROFIBUS-DP Ý接続可能ÞÍ
Õg É Ă á þ ĀhMICREX-NX ä I/O Ý ¸ ā ET200M

PROFIBUS，電源，BIM，IOM
完全二重化を実現

Þ合ąÑÜh幅広º種類ä I/O ŒčŜċĬŀĈ提供Ïāg
IPU-Ⅱåh次ä特徴Ĉ持Úg

IPU-Ⅱ

（ 1） PROFIBUS 回線ä二重化hI/O ä二重化hI/O 電源

AS
AS
（コントローラ） （コントローラ）

ä二重化àßÏïÜä構成要素Ĉ二重化可能ÞÍÜ高º

PROFIBUS-DP

信頼性Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 過酷àľČsŔĲ環境îä設置Ĉ可能ÞÏā耐腐食性

ĕĢ性能Ĉ実現ÍÕg

電源
モジュール

（ 3） 従来ä機種Ý使用ÍÜºÕ IPU-Ⅱø BIM}ĹĢčŜ

入出力
モジュール

BIM

入出力
モジュール

バック
プレーンバス
（SB バス）
（二重化）

ĨľĐsĢŋġŎsŔ~ä交換äõÝ MICREX-NX î
IPU-Ⅱ

ä接続Ĉ可能ÞÍÕg

ユビキタス計測・制御環境を実現する新特定小電力無線システム
2007 年 3 月 á 改 正 Ë Ă Õ 電 波 法 Ý 新 Õ á 高 出 力 ä 新

図１

新特定小電力無線システム

特定小電力無線}315 MHz 帯àß~Â利用可能áàÙÕg
今回h新特定小電力無線Ĉ利用Íh各種ĤŜĞÞ組õ合ą

設備保全システム
省エネルギーシステム
安全安心システム

ÑhËôÌôà分野j用途áÀºÜŏļĖĨĢ計測j制御
環境Ĉ実現可能à無線ĠĢįŉĈ開発ÍÕgĠĢįŉåĤ
ŜĞ付Ã無線Ĩęh受信機hLAN ċĩŀĨÞĺĦĜŜÁ
ÿ構成ËĂh特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

PC サーバ
Ethernet

トレンドグラフなど

LAN アダプタ
RS-485

（ 1） 超低消費電力化áþĀĜčŜ電池áþā長寿命化Ĉ実

新特定
小電力
無線

現Íh太陽電池áþā駆動ø可能Ý¸āg
（ 2） 温湿度j加速度j照度j人感j音量j磁気ĤŜĞàß

各種ĤŜĞÂ搭載可能Ý¸āg

受信機

（ 3） 設備保全j省đĶŔėsĠĢįŉh移動体状態監視à

センサ

センサ付きタグ

ßä安全安心ĠĢįŉĈ容易á構築可能Ý¸āg

生産技術
太陽電池付き FRP キャビネット
富士電機å九州äłŜĪŌs企業Þ共同Ý FRP 樹脂製

図１

太陽電池付き FRP キャビネットの試作品

äĖŌļĶĬıĈ開発ÍhÓä表面á樹脂封止ÍÕċŋŔ
ľĊĢ太陽電池Ĉ搭載ÍÕ配電盤ŏĴĬıĈ試作Í実証実
験中Ý¸āg開発目的å海岸地域h上下水道àß腐食Íú
Ïº場所Ýä使用á耐¾ľĊŜàßä電力Ĉ賄¼環境対応
製品ä実現á¸Āh非常時áå通信機器äĹĬĘċĬŀ電
源ÞÍÜø使¾āg耐食性以外áø FRP ĖŌļĶĬıå
大量生産Â可能Ý軽量àÕ÷h工事費ø削減ÝÃĜĢıĩ
ďŜáÚàÂāg結晶系太陽電池Ýå封止材ÂåÅ離ÍÕ
Ā質量Â重ÅàĀ実用化ÝÃàÁÙÕÂhċŋŔľĊĢ太
陽電池å柔軟àľČŔŉ構造äÕ÷樹脂封止Â可能Ý全体
質量ø軽量化ÍÜºāgàÀ FRP 樹脂表面áå光触媒Ĉ
塗布Í表面ä汚ĂĈ簡単á除去ÝÃā機能特性Ĉ付与ÍÕg
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予防保全サービス
汎用インバータの余寿命簡易診断システム
長期稼動ÍÜºā汎用čŜĹsĨĈ対象áh構成部品ä

図１

余寿命簡易診断システムの概要

余寿命診断Ĉ行¼ĠĢįŉĈ開発ÍÕg対象機種å納入後
10 年Ĉ超¾ā 1994 v 1998 年製ä富士電機汎用čŜĹs

汎用インバータ
余寿命予測
余寿命簡易診断システム （有寿命部品）

診断情報入力
インバータ型式
内部温度実測
または設置条件
負荷率（％）
設備稼動率（％）
設置年月

ĨFRENIC5000 ĠœsģÝh今後対象機種Ĉ拡大Ïāg
診断対象ä構成部品åh主回路電解ĜŜİŜĞhŀœŜı
板電解ĜŜİŜĞh冷却ľĊŜàßä有寿命部品ÞÍÕg

型式別機器情報 DB
余寿命計算エンジン

ÉäĠĢįŉå診断ĦľıďĐċĈ組õ込ĉÖķsı型
ĺĦĜŜÝhčŜĹsĨ型式h温度h負荷率h設備稼動率

出力例

àßä情報Ĉ入力Í現場Ý装置Ĉ止÷āÉÞàÅ診断Ĉ行

汎用インバータ余寿命予測結果

機種

¼ÉÞÂ可能Ý¸āg余寿命計算手法ÞÍÜ電解ĜŜİŜ

西 5 号館
空調機
Pt
3 号機
コンデンサ
〈FRN90P9S
-4＊＊〉
31HU334065 内部ファン

áþā寿命曲線Ĉ適用ÍÜºāgÉä余寿命診断áþĀ部
品交換時期ú更新時期àßä最適à保全計画Â可能áàāg

稼動開始
年月

周囲温度
（℃）

HCGF5AX2G822

1999 年
5月

42.45

−

1999 年
5月

42.45

4715PS-22T-B30

1999 年
5月

44.30

**2002 年
7月

6250MG1

1999 年
5月

44.30

**2002 年
7月

構成部品
主回路
コンデンサ

ĞåċŕĴďĢä法則}10 ℃半減則~
hľĊŜå軸受寿命

主回路
コンデンサ
プリント板
コンデンサ
冷却ファン

ノート型
パソコン

内部ファン

型式

稼動率
（％）

負荷率
余寿命
（％） 〈交換推奨〉
2009 年
1月

90

88

2010 年
6月

RFID 無線方式回転機振動診断システム
回転機ä保守åhēŜŒčŜ型úņsĨĿŔ型ä診断装

図１

RFID 無線方式回転機振動診断システムの構成概要

置Â広Å使ąĂÜºāÂhēŜŒčŜ型Ýåh機器îä配
線Â必要Ý設備工事費Â高ÅĠĢįŉ構築ä工期Â長ÁÙ

診断管理パソコン

（管理最大センサ数：10,000 台）

ÕgņsĨĿŔ型Ýåh保守員ä技量ä差ú現場環境áþ
LAN アダプタ

LAN

Ā均一的àİsĨ採取Â難ÍÁÙÕgÉä課題Ĉ解決Ïï
Åh特定小電力無線Ĉ用ºÕ回転機振動診断ĠĢįŉĈ開
発ÍÕg従来型Þ比ïÜ配線Ĉ不要ÞÍÕÉÞáþĀh設

送受信器

備費j工期ä大幅à低減h既存設備îä適用ú変更j拡張

（1LAN アダプタに対して，
送受信器最大 30 台）

Â容易ÞàÙÕgôÕh手動診断á比ï診断ä安全性h省
力化h診断精度ä向上Â図ĂāgĤŜĞ部åhċĘįČĿ

無線センサ

無線通信
（特定小電力無線）

無線センサ

（1 送受信器に対して，
センサ最大 20 台）

ĨęÞÍÜ動作Íh水平j垂直振動ä 2 要素Ĉ 1 台Ý同時
á計測可能Ý¸āgÉäĠĢįŉåhŀŒŜıŊŜįĳŜ
Ģ協会ä 2007 年度 PM 賞}開発賞~Ĉ受賞ÍÕg

コールセンターのグローバル化中国拠点向け CRM24
富士電機ĜsŔĤŜĨsÝå日系中国進出企業ä

図１

中国版 CRM24

支 援 Ĉ 目 的 á 中 国 版 CRM24}Customer Relationship
Management24~ĠĢįŉĈ開発Íh富士電機ĠĢįŉģ
}上海~社内á設置ÍÕg本ĠĢįŉå 1999 年á開発ÍÕ
日本版 CRM24 ä進化系Ý¸Āh従来ä機能á日中j中日
ä言語変換機能Ĉ付加ÍÕgÉä機能áþĀh日本人Ýø
中国人Ýø情報ä共有化ÂÝÃāÞÞøáh迅速àÀ客様

製造拠点 A
製造拠点 B

上海
製造拠点 C

対応úĞsļĢ品質ä向上Ĉ図Ăā仕組õĈ構築ÍÕg
言語変換ĠĢįŉ翻訳精度åh入力文章äįŜŀŕsı

国際専用回線
情報連携

中国版
CRM24

製造拠点 D

化ú専門辞書ä構築áþĀh汎用ĦľıďĐċÂ 45 % 程
度ä翻訳率á比ïh95 % ä高精度Ĉ達成ÍÕgôÕ情報
連携áÚºÜø中国国内åøÞþĀh国際専用回線ä設置
áþĀh日本側 CRM24 Þä同期化Ĉ実現ÍÕg



東京
日本版
CRM24

製造拠点 E

CRM24 情報管理機能
顧客情報
設備情報
受付情報
障害・保守情報
図面・マニュアル情報

グローバル企業への変革

白倉

三德}ÍÿÅÿ

õÚäĀ~

富士電機機器制御株式会社
取締役社長

2008 年ä新春Ĉ迎¾h謹ĉÝ新年äÀ慶éĈ申Í上È
ôÏg

安全規格á準拠ÍÕ製品開発hàßáþĀ多Åä技術成果
Ĉ製品á盛Ā込õ市場á送Ā出ÏÉÞÂÝÃôÍÕg

私ßø富士電機機器制御株式会社åh富士電機ęŔsŀ

機械装置類安全規格対応ÞÍÜh器具分野Ýå 1 台Ý世

ä中核事業会社ÞÍÜ受配電機器ú開閉制御機器h駆動制

界ä各規格á適合Ïā配線用遮断器j漏電遮断器ęŖs

御機器àß工場ä FA ŒčŜúčŜįœġĐŜıļŔàß

ĹŔĭčŜĿŕsĔ用外部操作ĸŜĲŔhφ22 ĜŇŜ

ä運転ú安全Ĉ支¾āĜŜņsĶŜı機器hĠĢįŉ製品

ĲĢčĬĪĠœsģáŊĔĴĔŔ表示機構付非常停止Ģ

Ĉ提供ÍÜºôÏgÓÍÜh富士電機 80 余年ä歴史ä中

čĬĪĈ開発ÍôÍÕgôÕ駆動制御機器分野Ýå安全規

Ý培ÙÜÃÕ高º技術力Ĉ背景áhÀ客様ä新Õà事業価

格対応čŜĹsĨĈĠœsģ化ÍôÍÕg

値創造áÀ応¾ÏāĺsıĳsĈ目指ÍÜ事業活動á取Ā
組ĉÝÀĀôÏg

ĠĢįŉ機器分野ÝåhŏsğļœįČĈ追求ÍÕŀŖ
ęŒŇĿŔ操作表示器UG40 ĠœsģĈ開発ÏāÞÞ

当社åÉĂÿä事業分野áÀºÜh
日本Ĉ含öċġċ

øáhĜŜıŖsŒj表示jĶĬıŘsĘĈ一体化Íhċ

ÝäıĬŀęŔsŀ企業Ĉ目指ÏÞº¼基本目標Ĉ掲Èh

ŀœĚsĠŐŜŀŖęŒŉĈĺĬĚsġ内蔵ÍÕ@E.

Óä達成äÕ÷áÉĂôÝ取Ā組ĉÝÃÕęŖsĹŔ企

Terminal Ĉ 系 列 á 加 ¾ ô Í Õg 器 具 分 野 Ý åh 新 型

業îä変革ĈËÿá加速j推進ÍÕºÞ考¾ÜºôÏg

φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪĠœsģĈ開発Í制御盤ä寸法縮

（ 1） ęŖsĹŔĜċ技術ä開発Þ製品展開

小化á寄与ÍôÍÕgôÕh音声確認ĢčĬĪĈ搭載ÍÕ

ęŖsĹŔá適用ÝÃāĜċ技術開発á集中ÍhÉĂĈ

都市ĕĢ用火災警報器付Àþé複合型ĕĢ漏Ă警報器Ĉ開

各国ä市場要件á適合ËÑÕ新製品Ĉ充実ËÑôÏgôÕ

発Íh各家庭ÝäĕĢä安全利用á貢献ÍÜºôÏg駆動

Ĩčŉœsà新製品開発Ĉ加速Íh富士電機äęŖsĹŔ

制御機器分野Ýå汎用čŜĹsĨFRENIC-MEGAá

àĿŒŜĲ価値Ĉ高÷ôÏg

速度ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御機能ú速度ĤŜĞ付ÃłĘı

（ 2） ęŖsĹŔà供給販売体制ä強化

Ŕ制御ÝäĞsŅŖĬĘ機能Ĉ搭載Í制御機能ä強化Ĉ図

海外市場ä地域性á合ÙÕ製品供給ĈÃ÷細ÁÅ行¼Õ

ĀôÍÕgôÕhĞsŅĠĢįŉÝå高精度j高速応答Ý

÷h海外販売拠点h流通拠点h製造拠点Þ本社Ĉ同期j連

市場ä評価Â高ºALPHA5 ĠœsģäŋsĨ容量Ĉ

携ÍhŘsŔĲŘčĲà販売jĞsļĢ体制Ĉ確立ÍôÏg

拡大ÍhĞsŅċŜŀä設置面積øFALDIC-α比約

（ 3） ęŖsĹŔ標準手法á基ÛºÕ永続的à価値提供

70 % ÞÍôÍÕg

IEC 規格適合äĜŜıŖsŒ製品á搭載ÍÕ応用Ħľı

制御機器jĠĢįŉä市況åh国内Ýå緩úÁà拡大基

ďĐċ資産äęŖsĹŔà再利用úhęŖsĹŔ安全規格

調h海外å中国Ĉ中心á堅調á推移ÏāÞ見ÜºôÏg私

á適合ÍÕ機械装置類ä安全思想ä普及j設計支援活動À

ßøåh多岐áąÕāÀ客様ä要求Ĉ的確áÞÿ¾Õ製

þé安全機器ä供給àßhÀ客様äęŖsĹŔ価値Ĉ高÷

品jĞsļĢĈ提供ÏāÉÞĈ通ÍÜ産業j社会äłĢı

ā技術開発Ĉ推進ÍôÏg

ĺsıĳsĈ目指ÍÜôºĀôÏg今後ÞøÊ支援jÊ鞭

2007 年åhÉĂÿä活動Ĉ通ÍÜh①ęŖsĹŔ対応

撻ĈÀ願º申Í上ÈôÏg

ä新製品開発ú機種ä拡充h②機械装置類安全設計ä支援h
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器

具

回転機・可変速機器

展

望

2007 年ä国内市況å各種経済指標á鈍化傾向Â見ÿĂ

支援Ïā EMS ĭsŔMPC-EcoWebĈ開発ÍÕgôÕh

āøää緩úÁà拡大基調Â持続ÍÕgôÕh海外市場ø

集合住宅向ÇĜsġĐĶŕsĠŐŜĠĢįŉ用áh課金計

中国Ĉ中心á堅調á推移ÍÕgÉäþ¼à環境ä中hę

算機能Ĉ備¾Õ電力自動検針装置Ĉ開発ÍÕgĕĢ漏Ă警

ŖsĹŔ対応ä新製品開発h機種ä拡充Ĉ進÷āÞÞøáh

報器Ýåh各家庭Ý模擬ĕĢĈ吹ÃÁÇāÉÞàÅ警報音

機械装置類ä安全規格対応á貢献Ïā製品開発Ĉ行ÙÕg

声ä確認Â可能à音声確認ĢčĬĪĈ搭載ÍÕ都市ĕĢ用

合ąÑÜ機械装置類ä安全思想ä普及活動áø力Ĉ注ºÖg

火災警報機能付Àþé複合型ĕĢ漏Ă警報器Ĉ開発ÍÕg

統合ĜŜıŖsŒ分野ÝåhœċŔà映像表示力h接続

可 変 速 機 器 分 野 Ý åh 用 途 拡 大 Ĉ 狙 º áFRENIC-

性h拡張性àß一層ä向上Ĉ図ĀŏsğļœįČĈ追求

MEGA Ġœsģä制御機能強化h容量拡大Ĉ行ÙÕg

ÍÕŀŖęŒŇĿŔ操作表示器}POD~
UG40 Ġœsģ

制御機能強化Ýåh速度ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御機能ä搭

Ĉ開発ÍÕg統合ĜŜıŖsŒsÝåh小型Ý経済的à

載h速度ĤŜĞ付ÃłĘıŔ制御ÝåĞsŅŖĬĘ機能ä

ŅsĲĨčŀ汎用 PLC ä拡充hĜŜıŖsŒj表示器j

搭載àßÝ¸āg容量拡大ÞÍÜåh75 v 90 kW/200 Vh

ĶĬıŘsĘàßäĸsĲďĐċĈ一体化ÍċŀœĚs

90 v 630 kW/400 V ôÝ拡大Ĉ実現ÍÕgôÕh高信頼性

ĠŐŜŀŖęŒŉàßĈ内蔵ÍÕ@E.TerminalĈ系列

ēsŀŜĹĢá対応ËÑāÕ÷áFRENIC-Multi Ġœs

á加¾ÕgôÕh統合ĜŜıŖsŒMICREX-SX Ġœs

ģ用 CANopen ēŀĠŐŜĔsĲĈ本体内蔵形ÞÍÜ製

ģÞ POD Ĉ組õ合ąÑÕSX ÁĉÕĉ計装ĠĢįŉ

品化ÍÕg一方h可変速機器ø機械装置類安全規格対応

Ĉ開発ÍÕg

Â要求ËĂÜÀĀh機械装置類安全規格}EN954-1 cat3~

器具分野Ýåh1 台Ý世界ä各規格á適合Ïā配線用遮
断器j漏電遮断器ęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔ用ÞÍÜh
機械装置類安全規格á準拠ÍÕ外部操作ĸŜĲŔĈ開発Í

á適合ÍÕĤsľįČ対応čŜĹsĨFRENIC-MEGA
ĠœsģĈ製品化ÍÕgôÕhđŕłsĨ用čŜĹsĨ
FRENIC-Lift Ġœsģá速度ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御

Õg併ÑÜhφ22 ĜŇŜĲĢčĬĪĠœsģá機械装置

機能ä標準搭載化Ĉ実現h4.0 kW/400 V 機Ĉ系列á加¾Õg

類安全規格á適合ÍÕŊĔĴĔŔ表示機構付非常停止Ģ

ĞsŅĠĢįŉÝåh高精度j高速応答Ý市場ä評価Â高

čĬĪĈ系列化ÍÕgËÿáh操作部Þ接点部ä一体化Ĉ

ºALPHA5 ĠœsģäŋsĨ容量Ĉ拡大ÏāÞÞø

図ÙÕ新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪĠœsģĈ開発Íh制

áhĞsŅċŜŀä設置面積øFALDIC-α比約 70 %

御盤ä奥行寸法縮小化á貢献ÍÕg電磁開閉器Ýåh工作

Ĉ達成ÍÕgÉäñÁh生産ĠĢįŉäđŜġĴċœŜę

機械àßä運転j停止用向ÇáhĚsĢĔĹsĈŋsŔĲ

ĜĢıĈ抑¾生産j保守ä集中管理Ĉ指向ÍÕ透過通信機

化ÍÕ新型押ÍŅĨŜ付電磁開閉器Ĉ開発ÍÕgôÕhĨ

能Ĉ備¾ÕčŜĹsĨjĞsŅĠĢįŉĈ開発ÍÕg

čŇjœŕsä代替ÞÍÜ使用ÏāčsġsŖġĬĘĜŜ

回転機分野Ýåh開放流量ä大幅à性能向上}500 L/

Ĉ製品系列á加¾Õg高
ıŖsŒŖġœċ}Logilier~

minh当社比Ý 30 % ċĬŀ~Ĉ図Āh軸封部áŊĔĴĔ

圧真空遮断器}VCB~Ýåh外形寸法Ĉ広角形ŊsĨÞ

ŔĠsŔŕĢ構造Ĉ採用ÍÕ新型高圧ĘsŒŜıņŜŀĈ

同一寸法ä 110 角ÞÍÕĜŜİŜĞ引外Í電源装置Ĉ開発

開発ÍÕgôÕhŊŜįĳŜĢ作業性j信頼性向上h高

ÍÕgôÕh高圧遮断器Þ組õ合ąÑāİġĨŔ形多機

剛性j小型化ĈĜŜĤŀıáÍÕ新型ĘŕsŜ走行用čŜ

能œŕsF-MPC50 ĠœsģÝåh系統連系用保護œ

ĹsĨŋsĨĈ開発ÍÕg

ŕs}逆電力j不足電力j地絡過電圧œŕs機能~Þ計

富士電機åh多岐áąÕā顧客要求áhº×早Å的確á

測h監視hıŒŜĢİŎsĞh伝送機能Ĉ 1 台á収納ÍÕ

答¾Ĉ提案ÝÃāþ¼製造j販売jĞsļĢj技術Ğņs

œŕsŏĴĬıĈ開発ÍÕg電力監視ĠĢįŉÝåh計測

ı体制Ĉ強化Íh産業j社会äłĢıĺsıĳsĈ目指Í

İsĨä解析Ĉ行ºh事業所全体Ýä省đĶŔės活動Ĉ

ÜºÅ所存Ý¸āg
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ボードタイプ汎用 PLC
ŀŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒ}PLC~
MICREX-SX Ġ

図１

ボードタイプ汎用 PLC

œsģĈ基áhŅsĲĨčŀ汎用 PLC Ĉ開発ÍÕg
（ 1） FBC-2000

MICREX-SX ĠœsģäSPH2000ĈłsĢÞÍh
CPU ŅsĲh通信ŅsĲhI/O ŅsĲĈŒčŜċĬŀg
SPH2000 Þ比ïh大容量ŊŋœhEthernet 通信àßh機
能j性能Ĉ同等ÞÍÜh電源ŋġŎsŔŕĢhłsĢŅs
ĲŕĢÞÍÕg
（ 2） FBC-SPB
FBC-SPB

MICREX-SX Ġœsģä小型ĿŖĬĘ PLC Ý¸ā SPB
ĈłsĢÞÍhCPU ŅsĲÞ I/O ŅsĲĈ組õ合ąÑÜh
従来品þĀ経済的á制御ĠĢįŉĈ構築ÝÃāgôÕh標
準Ý RS-485 Ĉ 2 ĪŌĶŔ備¾hēŀĠŐŜĔsĲĈ接続

FBC-2000

ÏāÉÞÝ各種通信áø対応可能Ý¸āg

表示器付きコントローラ「@E.Terminal」
PLChPOD 技術Ĉ応用h発展ËÑÕ@E.Terminalåh

図

表示器付きコントローラ「@E.Terminal」のシステム例

ĜŜıŖsŒj表示器jĶĬıŘsĘàßäĸsĲďĐċ
＠E.Terminal

他社 PLC
・
パソコン

Ĉ一体化ÍhĠsĚŜĢÀþéċŀœĚsĠŐŜŀŖęŒ
ŉĈ内蔵ËÑÕ商品Ý¸āg顧客á対ÍÜ最小限äđŜġ
ĴċœŜęÝ高度à制御Ĉ提供ÏāÉÞĈ狙ÙÕøäÝ¸

Ethernet

āgôÕhĸsĲďĐċä一体化áþĀ省ĢŃsĢàĠĢ
įŉ構成Â可能Ý¸āg汎用 PLC àßÝå対応Â困難Ý
SX バス

¸ÙÕ市場h用途áø展開Ĉ可能ÞÏāg主à特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg

I/O
ターミナル

①ĨĬĪĺĶŔ画面Ýä簡単設定h容易àŊŜįŜĢ作
業h②ŋġŎŒĨčŀĜĶĘĨáþĀ SX ĹĢ製品Ĉ簡単
接続h③ Ethernet áþĀ他社 PLChĺĦĜŜÞ接続可能h
④画面Ğčģ 15 v 5.7 čŜĪä製品ĈŒčŜċĬŀ予定h

サーボ

パルス列位置決め

⑤適用分野á対応ÍÕċŀœĚsĠŐŜä実装Â可能g
関連論文：富士時報 2007.5 p.364-368

「SX かんたん計装システム」
PLC ä高性能化á伴ºhDCS îä汎用 PLC ä適用Â拡

図

「SX かんたん計装システム」の構成

大Ïā中hđŜġĴċœŜę効率ä向上Ĉ目指Íh統合Ĝ
ŜıŖsŒMICREX-SXÞŀŖęŒŇĿŔ操作表示器

プログラミングツール 作画ツール
Expert（D300win） POD Editor Ver.4

}POD~áþāSX ÁĉÕĉ計装ĠĢįŉĈ開発ÍÕg
（ 1） 高性能j高信頼性Þ経済性j調達性ä両立

計装用 FP
ライブラリ

g1CPU ÝĠsĚŜĢ制御ÞŔsŀ制御ä両方Ĉ実行可
能

計装用 FB
ライブラリ

Ethernet

計装用ŋġŎsŔĈ標準品ÞÍÜ豊富áĠœsģ化
g

MICREX-SX シリーズ
SPH2000 シリーズ

POD
UG30 シリーズ

（ 2） ŀŖęŒňŜę統合áþā開発効率向上

ĠsĚŜĢ制御ÞŔsŀ制御ä混在ŀŖęŒŉÂ可能
g

各種プラントシステム

計装用ľĊŜĘĠŐŜĿŖĬĘ}FB~Ĉ豊富á用意
g
（ 3） 計装画面ä自動生成áþā開発効率向上

プラント監視画面

ループ監視画面

P
P
P

PLC ŀŖęŒŉÞ連携Í計装画面Ĉ自動的á生成
g
計装用ľĐsĢŀŕsı}FP~Ĉ豊富á用意
g
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新型押しボタン付電磁開閉器

押ÍŅĨŜ付電磁開閉器åh工作機械àßä制御盤ä代

図

新型押しボタン付電磁開閉器

図

メカニカル表示機構付非常停止スイッチ

替ÞÍÜ装置外á設置ËĂh工作機械àßä運転j停止用
ÞÍÜ使用ËĂāgÉäþ¼à用途Ýå経済性h小型化À
þé簡便性ä要求Â強ºg今回h大幅à小型化Þ簡便化Ĉ
狙ÙÜ経済型 FW Ġœsģä新型押ÍŅĨŜ付電磁開閉
器Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ĚsĢĔĹsäŋsŔĲ化áþā小型j軽量化Þ簡便

化
従来ä鉄箱ĈŋsŔĲĚsĢáÍÜh小型j軽量化}従
来比k体積 74 %h質量 60 %~Ĉ図āÞÞøáh設置時ä
接地工事ø不要ÞÍÕg
（ 2） ĞsŇŔœŕsä機能向上

新型ĞsŇŔœŕsĈ採用Íh調整ĩčōŔä目盛Ĉ細
分化ÍÜ電流値設定Ĉ容易áÍÕg

メカニカル表示機構付非常停止スイッチ
φ22 ĜŇŜĲĢčĬĪÞÍÜh操作ŅĨŜä状態Ĉ機械
的á表示ÏāŊĔĴĔŔ表示機構付非常停止ĢčĬĪĈ開
発ÍAM22 Ġœsģä拡充Ĉ図ÙÕg主à特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg
AM22VME-02R

（ 1） 操作ŅĨŜä状態åŅĨŜá設ÇÕ三Úä表示窓áþ

Ā表示ÏāgŅĨŜäœĤĬı状態å緑色hŖĬĘ状態
å赤色Ý表示Ïāg
（ 2） ŅĨŜÂŖĬĘËĂāôÝ接点Â動作ÍàºĤsľ

įČıœĕċĘĠŐŜ機構Ĉ装備Ïāg
（ 3） 万一ä b 接点微溶着時ÝøŅĨŜ操作力Ý強制的á b

接点Ĉ開離j遮断Ïā直接開路動作機能Ĉ装備Ïāg
（ 4） 操作部Àþé表示機構ä保護構造å IP65 Ý¸āg
（ 5） UL 規格hCSA 規格Àþé EN 規格ä認証Ĉ取得Ïā

ÞÞøáhCE ŇsĖŜęáø対応ÍÜºāg

イージーロジックコントローラ「ロジリア（Logilier）
」
Ŗġœċ}Logilier~
åh従来äĨčŇjœŕsä代

図

イージーロジックコントローラ「ロジリア（Logilier）
」

替ÞÍÜ幅広º用途á利用ÝÃh制御盤ä小型化j省配線
RQ2P26-R14 形

化Ĉ実現Ïā製品Ý¸āg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
h
① İġĨŔ I/O 12 点Ĩčŀå 71.2 × 90 × 57.9}mm~
İġĨŔ I/O 20/26 点Ĩčŀå 124.6 × 90 × 57.9}mm~
ÞĜŜĺĘıÝ¸āg②定格電流 8 A}電圧 AC250 V~ä
大容量œŕsĈ装備ÍÜÀĀh複数ä照明jĹŔĿàßĈ
直接運転j制御ÝÃāg③ĨčŇhĔďŜĨh時計機能Ĉ
標準装備Íh日j週単位äĢĚġŎsŔ管理ÂÝÃāgô
ÕhċĳŖę I/O ŋġŎsŔĈ追加ÏāÉÞÝ温度管理
àßä制御ÂÝÃāg④Œĩs図ôÕå FBD}Function
Block Diagram~Ĉ使用ÍÜhĺĦĜŜ上ÝĦľıďĐċ
配線úĠňŎŕsĠŐŜÂÝÃhUSB 経由ÝŖġœċî
転送ÝÃāg
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「グローバルツインブレーカ」用外部操作ハンドル
国内Àþé世界市場á展開ËĂā半導体製造装置h工作

図

「グローバルツインブレーカ」用外部操作ハンドル

機械h自動車製造装置àßä主電源開閉用ÞÍÜ使用ËĂ
ā新Ġœsģ配線用遮断器h漏電遮断器ęŖsĹŔĭč
ŜĿŕsĔ用外部操作ĸŜĲŔĈ開発ÍÕg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 既存品Þä完全取付Ç互換性Ĉ確保
（ 2） UL489hGB14048.2}CCC~ä認定hEN60947-2}TÜV

ä第三者認証~
h À þ é IEC60947-2hJIS C 8201-2-1h
JIS C 8201-2-2 á準拠àß世界主要規格á対応gôÕh
EN60204-1hIEC60204-1hNFPA79 àß世界ä工業用
機械装置用電気安全規格ä外部操作ĸŜĲŔá対Ïā要
求事項áø準拠
（ 3） 南京}àĉÃĉ~錠hĠğsģŖĬĘàßä施錠装置

á対応

EMS ツール「MPC-EcoWeb」
近年ä省đĶŔės活動ä高ôĀä中Ýh富士電機åË

図

EMS ツール「MPC-EcoWeb」の画面例

ôÌôà電力監視ĠĢįŉĈ展開ÍÜÃÕg従来ä活動á
ÀºÜåh電力監視ĠĢįŉÝ計測ËĂÕİsĨĈ設備管
理ä担当者Â個別á Excel àßáþÙÜ解析ÍÜÃÕgÉ
ĂĈ省力化ÏāÕ÷áhÉäÕé計測İsĨä解析Ĉ行ºh
事業所全体Ĉ一括ÍÜ管理ÝÃāhEMS ĭsŔMPCEcoWebä開発Ĉ行ÙÕg
ÉäĭsŔåh富士電機ä電力監視ĠĢįŉÞ連動ÍÜ
解析Ĉ行¼ÉÞÂ可能Ýh現状把握åø×ăĉh期日指
定ä比較h原単位úđĶŔėsĜĢıä算出àßä機能Ĉ
持ÙÜºāgËÿá Web 配信áÜ事業所全関係者Â省đ
ĶŔės情報Ĉ利用ÝÃāþ¼á工夫ÍÕøäÝh省đĶ
Ŕės活動ĈĞņsıÏāĭsŔÞÍÜä活用Ĉ期待Ïā
øäÝ¸āg

系統連系用デジタル形多機能保護リレー
İġĨŔ形多機能保護œŕsF-MPC50 ĠœsģÂ

図

系統連系用デジタル形多機能保護リレー

好評Ĉ得ÜºāÂh系統連系用保護œŕsÞ計測h監視h
ıŒŜĢİŎsĞh伝送機能Ĉ 1 台á収納ÍÕ製品ä要望
Â多ºg今回h解列箇所å高圧受電点ôÕå低圧発電機設
置点h逆潮流àÍä場合Ĉ対象á系統連系用İġĨŔ形多
機能保護œŕsĈ開発ÍÕg主à機能å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 逆電力j不足電力œŕsh地絡過電圧œŕs
（ 2） 電力İŇŜĲċŒsŉ
（ 3） 電圧h電流h有効電力h無効電力h電力量h力率h周

波数ä計測j表示
（ 4） œŕs動作h計測情報äĠœċŔ通信}RS-485~
（ 5） 有効電力ıŒŜĢİŎsĞ出力}4 v 20 mA~× 2

ĪŌĶŔ
（ 6） 停電補償機能 2 秒間
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VCB 用コンデンサ引外し電源装置

高圧受配電盤á使用ËĂā高圧真空遮断器}VCB~ä

図

VCB 用コンデンサ引外し電源装置

引外Í電源}AC 入力~用ÞÍÜ使用Ïāh小型äĜŜİ
VCB-T2PBĈ開発
ŜĞ引外Í電源装置VCB-T1PB
ÍÕg対象機種åhHA 形hHS 形 VCB Ý¸Āh主à特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 外形寸法å広角形ŊsĨÞ同一寸法ä 110 角ÞÍh大

幅á小型化}従来品å 166 角~ÍÕg
（ 2） 定格入力電圧áþĀ 2 機種Ĉ用意ÍÕg

VCB-T1PBkAC100/110 V 用
g
VCB-T2PBkAC200/220 V 用
g
（ 3） 放電用押ÍŅĨŜä操作ÂĔĹsĈ外ÏÉÞàÅ正面

Áÿ行¾āg

コージェネレーションを設置した集合住宅用自動検針装置
集合住宅分野Ýå他物件Þä差別化Â求÷ÿĂÜºāg

図

集合住宅用自動検針装置のシステム構成例

大阪ĕĢ株式会社å集合住宅áĜsġĐĶŕsĠŐŜĈ設
置Íh発生Ïā熱j電力Ĉ有効活用Íh省đĶŔės性j
〈住戸設備〉

経済性Ĉ高÷āĠĢįŉ提案Ĉ行ÙÜºāg

PAS

ÉäĠĢįŉÝå各戸ä電力Ĉ検針Ïā装置Â必要Ýh

〈受変電設備〉
電源供給

今回h各戸電力ä自動検針装置Ĉ開発ÍÕÉÞÝhþĀ優

キュービクル
（1）

ĂÕ電力ĞsļĢĈ提供Ïā環境Ĉ実現ÍÕg

キュービクル
（2）

新電力自動検針装置åh各戸ä電力使用量Ĉ高速Ý収集

WHM
コージェネ
レーション
発電機

データ収集盤

Í課金計算機能Ĉ備¾ÜÀĀhŇŜĠŐŜ管理組合¸āº
å管理会社Ýä導入ÂÍúÏº完成度ä高º製品Ý¸āg

〈監視設備〉
停電
通報器

ôÕh新電力自動検針装置å数千戸ĘŒĢä大規模ŇŜ

漏電
通報器

検針値
送信

警報盤

警報通報

インターネット
回線

自動検針装置

ĠŐŜáø適用可能Ý¸āg

都市ガス用ガス漏れ警報器
富士電機Ýåh新ÍÅ音声確認ĢčĬĪĈ搭載ÍÕ都市

図

音声確認スイッチ付きガス漏れ警報器

ĕĢ用火災警報機能付ÃÀþé複合型ĕĢ漏Ă警報器Ĉ開
発ÍÕg
従来ä警報器Â具備ÍÜºāıŕsĞļœįČ機能h
種々ä充実ÍÕ自己診断機能àßá加¾h新ÕáİğčŜ
的áø優ĂÕĕĢ漏Ă警報器äľŖŜıĔĹsÞ一体化Í
Õ押ÍŅĨŜ式音声確認ĢčĬĪĈ搭載ÍÕg各家庭áÀ
ºÜ音声確認ĢčĬĪĈ操作ÏāÉÞáþÙÜ模擬ĕĢĈ
吹ÃÁÇāÉÞàÅ警報音声Ĉ確認ÏāÉÞÂÝÃāgô
Õ警報器異常äŊĬĤsġàßøĢčĬĪ操作Ý発声Ïā
àßh従来ä警報器á比ïþĀ便利à機能Ĉ備¾Üºāg
本機能ä搭載áþĀhĕĢ漏Ă警報器ä普及率ä向上Ĉ
図ĀhĕĢ漏Ă事故Ĉ未然á防止Ïā安全à社会ä実現Ĉ
目指Ïg
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回転機・可変速機器
新型高圧クーラントポンプ流量形「VKD シリーズ」
新型高圧ĘsŒŜıņŜŀ流量形VKD Ġœsģ
}三

図

新型高圧クーラントポンプ流量形「VKD シリーズ」

図

新型クレーン走行用インバータモータ

相 200 Vh0.75 v 3.0 kWh4 機種~åh開放流量Ĉ大幅á
向上ËÑh軸封部áėŌĬŀĠsŔ方式äŊĔĴĔŔĠs
ŔŕĢ構造}非接触~Ĉ採用ÍÕgÉĂáþĀh使用環境
áÀÇā信頼性ĈËÿá高÷研削盤àßîä最適化Ĉ図Ù
Õg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 研削粉混在液á強ºŊĔĴĔŔĠsŔŕĢ構造
（ 2） ņŜŀ締切運転Â可能
（ 3） 開放流量 500 L/min Þ当社従来比 30 % ä向上
（ 4） 欧州規格ä標準対応}IEC60034-1hRoHS Àþé CE

ŇsĖŜę~
（ 5） 保護等級 IP54 ÞÍhňĢı環境îä適用Â可能

新型クレーン走行用インバータモータ
ĜŜįĳĘŕsŜä走行用ÞÍÜĤŜĞ付ÃłĘıŔ制
御čŜĹsĨÝ駆動ÏāčŜĹsĨŋsĨĈŊŜįĳŜĢ
作業性j信頼性ä向上h高剛性h小型化ĈĜŜĤŀıÞÍ
Ü開発ÍÕg概略仕様h特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 容量k7.5 v 55 kW

定格電圧k400 V 4 極

基底回転速度k1,750 r/min

無励磁作動型ĿŕsĖ付

（ 2） 駆動側ĿŒĚĬı内部áľĊŜĈ配Íh反駆動側ä構

造Ĉ簡素化ÍÜhĿŕsĖäŊŜįĳŜĢ作業性ä大幅
à向上Ĉ図ÙÕgËÿá新ĿŒĚĬıå応力解析áþĀ
高剛性化Ĉ図Āh耐振動性能Ĉ従来品ä 6 倍以上á強化
ÍÕg
（ 3） ĿŕsĖå各種調整作業ú機械ŊŜįĳŜĢàßĈ容

易áÏāÕ÷手動解放装置Ĉ設ÇÜºāg

「FRENIC-Multi シリーズ」用 CANopen インタフェースオプションカード
CANopen å簡素à構成Ý信頼性ä高ºĶĬıŘsĘĈ

図

CANopen インタフェースオプションカード

構築ÝÃāÉÞÁÿ欧州Ĉ中心á要望Â高ºg今回hÉ¼
ÍÕ要求á応¾āïÅh高性能jĜŜĺĘı形čŜĹsĨ
FRENIC-Multi Ġœsģ用ä CANopen čŜĨľĐs
ĢēŀĠŐŜĔsĲOPC-E1-COPĈ製品化ÍÕg特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） CiA}Can in Automation~策定ä規格 DSP 402 V2.0h

Velocity Mode á適合ÍÜºā}一部äēŀĠŐŜ機能
å除Å~
g
（ 2） Heartbeat Þ Guarding á適合ÍÜºāäÝh機器ä

状態ä集中監視/分散監視äß×ÿáø適用ÝÃāg
（ 3） ēŀĠŐŜĔsĲå本体内蔵形ÞÍhčŜĹsĨå標

準品äĞčģäôôÝ CANopen 対応ÞÍÕg

OPC-E1-COP
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回転機・可変速機器
速度センサレスベクトル制御機能付き「FRENIC-MEGA シリーズ」
高性能j多機能形čŜĹsĨFRENIC-MEGA Ġœs

図

関連論文：富士時報 2007.5 p.310-313

速度センサレスベクトル制御機能付き
「FRENIC-MEGA シリーズ」

ģá機能Ĉ追加Íh適用用途ä拡大Ĉ図ÙÕg主à追加
機能å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 速度ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御機能

速度ĤŜĞàÍÝ高º制御性能Ĉ実現Ïā速度ĤŜĞŕ
ĢłĘıŔ制御機能Ĉ搭載Íh速度ĤŜĞŕĢÝå適用困
難Ý¸ÙÕ印刷機hŀŕĢàßîä適用Ĉ可能áÍÕg
（ 2） 速度ĤŜĞ付ÃłĘıŔ制御機能jĞsŅŖĬĘ機能

PG}ĺŔĢġĐĶŕsĨ~Ĉ用ºÜhŋsĨä軸位置
Ĉ保持ÏāĞsŅŖĬĘ機能Ĉ搭載Íh昇降機h伸線機à
ßîä適用Ĉ可能ÞÍÕg
今後øh位置決÷制御àßä機能Ĉ搭載Íh機械性能ä
一層ä向上h適用範囲ä拡大Ĉ図ā計画Ý¸āg

高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」の容量拡大
FRENIC-MEGA Ġœsģåh汎用čŜĹsĨä最高

高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」

図

峰ŋİŔÞÍÜ基本性能Ĉ向上Íh広範à設備îä対応Ĉ
追求ÍÕ製品Ý¸āg今回ä開発Ý 75 v 90 kW 200 V À
þé 90 v 630 kW 400 V ä容量拡大Ĉ行ºhĠœsģä
拡充Ĉ図ÙÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） MD}Middle Duty~仕様ä追加}1 枠上äŋsĨĈ

ĖŌœō周波数 2 kHz 限定h過負荷耐量 150 %1 分Ý駆
動可能~
（ 2） ĿŕsĖ回路内蔵Ĩčŀä容量拡大}v 160 kW~
（ 3） EMC ķčģľČŔĨ内蔵ĨčŀäĠœsģ化}全容

量範囲~
FRN110G1S-4

セーフティ対応インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」
近年h機械設備ä安全á関Ïā国際規格j国内規格ä制

図

インバータ使用機械設備における EN954-1 cat3 対応

定j整備Â進õh安全Ĉ配慮ÍÕ装置Â強Å求÷ÿĂÜº
āgčŜĹsĨĈ使用ÍÕ機械設備ÝåhEN954-1 cat3
á適合ÏāÉÞÂ要求ËĂh機械設備側ÝčŜĹsĨä出

＊

g
力側á安全遮断装置Ĉ設置ÏāÉÞáþĀ対処ÍÜºÕ
（a）
Éäþ¼à中Ý富士電機åh機械設備ÞÍÜ安全規格á適
合ÏāčŜĹsĨä開発Ĉ進÷h
FRENIC-MEGA

インバータ

EN954-1 cat3
適合の安全遮断装置

電
源

M

イネーブル入力

Ġœs

ģĈ製品化ÍÕgÉĂáþĀ機械設備ÞÍÜ EN954-

EN954-1 cat3 適合
セーフティスイッチなど

（ 2） 外部信号ÝčŜĹsĨ出力ĈĦľıďĐċä介在àÍ

Ý遮断ÝÃāg
（ 3） 安全回路Â二重化ËĂÜºāÕ÷h一Úä安全回路á

不具合Â発生ÍÜø機能Ĉ喪失Íàºg



M
［PLC］
［EN］

EN954-1 cat3 適合
セーフティスイッチなど

1 cat3 á適合ÝÃāg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（b）
g
（ 1） 出力側ä安全遮断装置Ĉ削減ÝÃā

インバータ
電
源

イネーブル入力
（a）従来のインバータ

（b）FRENIC-MEGA

＊EN954-1 ：機械制御システムの安全部−設計のための一般原則
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回転機・可変速機器
エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift シリーズ」の新機能と小容量機
đŕłsĨ用čŜĹsĨå低層用Áÿ高層用ôÝ幅広º

図

エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift シリーズ」

広ÂĀĈ見ÑÜºāg
FRENIC-Lift Ġœsģåh発売
開始以来h容量系列拡大Þ機能拡張Ĉ行ºhŏsğsä要
求á対応ÍÜÃÕg今回新Õá市場動向Ĉ踏ô¾h全 Lift
ĠœsģáÚºÜ新機能ä追加Ĉ行¼ÞÞøáh小容量機
ä開発Ĉ行ÙÕg主à追加機能Þ開発機種å次äÞÀĀÝ
¸āg
（ 1） ŋĩĴĥsĠŐŜ対応Â容易áÝÃāþ¼á速度ĤŜ

ĞŕĢıŔĘłĘıŔ制御機能Ĉ標準搭載
（ 2） Ĳčĭ語hľŒŜĢ語àß 6 Á国語対応ä多機能ĨĬ

ĪĺĶŔĈ開発
（ 3） 低層ļŔ用ÞÍÜ 400 V 4.0 kW 機Ĉ開発ÍÜ FRENIC-

Lift Ġœsģä容量系列Ĉ拡充

関連論文：富士時報 2007.5 p.355-358

透過通信機能付きインバータ・サーボシステム
生産設備ú製造装置äĠĢįŉ化hĶĬıŘsĘ化Â進

図

透過通信によるリモート支援の構造

行ÍÜºāgÉĂá伴ºh生産ĠĢįŉäđŜġĴċœ
工場

ŜęĜĢıĈ抑制Íh生産j保守ä集中管理Ĉ指向ÍÕ
統合支援環境ä要求Â高ôÙÜºāgÉä課題解決ä

Ethernet

Õ÷h
生産管理用ĺĦĜŜ− PLCMICREX-SX SPH300/
SPH2000 Ġœsģ−ŋsĠŐŜ機器間Ý情報ä読õ書

生産ライン

ÃÂÝÃā透過通信機能Ĉ開発ÍhčŜĹsĨFRENIC

管理・保守用パソコン

Ethernet

5000VG7S ĠœsģÞĞsŅĠĢįŉALPHA5 Ġœs
PLC，通信モジュール

ģá適用ÍÕgÉĂáþĀh生産管理用ĺĦĜŜÁÿ
設備，機械

PLChŋsĠŐŜ機器äÃ÷細Áà管理hÀþé機器äœ

SX バス

ŋsı保守j保全ĠĢįŉĈ実現Íhœŋsı支援ä利便
性Ĉ大幅á強化ÍÕgôÕhÉä開発áþĀŀŖęŒňŜ
透過通信

ęhĺŒŊsĨ設定hŊŜįĳŜĢàßäđŜġĴċœŜ

インバータ，サーボシステム

ęÂ効率的á行¾ā統合支援環境ä進化á資Ïāg

高性能サーボシステム「ALPHA5 シリーズ」の容量系列拡大
2006 年á発売ÍÕ高性能ĞsŅĠĢįŉALPHA5 Ġ

図

関連論文：富士時報 2007.5 p.334-338

高性能サーボシステム「ALPHA5 シリーズ」

œsģåh業界Ý最高水準ä高精度j高速応答Ĉ実現Íh
使º勝手ø向上ËÑÕ製品ÞÍÜ好評Ĉ得Üºāg今回h
ALPHA5 ĠœsģäĜŜĤŀıĈ踏襲ÍÚÚĞsŅŋs
Ĩä容量系列Ĉ拡大ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

（ 1） ŋsĨ容量系列拡大範囲容量}定格回転数~
① GYS 形k1 v 5 kW}3,000 r/min~
h② GYC 形k2 kW
h1.3
}3,000 r/min~
h③GYG 形k1.5 v 2 kW}2,000 r/min~
kW}1,500 r/min~
g
Éä系列拡大áþĀhĞsŅŋsĨå 0.05 v 5 kW ĈÓ
ă¾Õg
（ 2） ċŜŀä設置面積

ALPHA5 ĠœsģäĜŜĤŀıĈ踏襲ÍÜh
FALDICα比約 70 % Ĉ実現ÍÕg



お客様に喜ばれる
トップサプライヤーを目指して

高井

明}ÕÁº

¸Ãÿ~

富士電機デバイステクノロジー株式会社
取締役社長

新年明ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg皆様方áÀÁĂ

当社å従来ä産業用途á比ï電流密度Ĉ 1.6 倍á高÷h冷

ôÍÜåh決意ø新Õá新年ĈÀ迎¾äÉÞÞ心þĀÀ慶

却á適ÍÕ構造äİĹčĢĈ開発ÍhĸčđŜĲäĸčĿ

é申Í上ÈôÏg

œĬĲ自動車á搭載ËĂôÍÕg

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社åhĺŘs半導

情報機器分野Ýå携帯電子機器ä電源向Çáh独自技

体hİČĢĘ媒体h画像İĹčĢä事業Ĉ通ÎÜhÀ客様h

術áþā低損失双方向 MOSFET Ĉ内蔵Íh従来比Ý損失

株主Àþé従業員áÞÙÜä価値Ĉ最大化ÏāÞº¼基本

1/4h実装面積 1/5 ÞàāœĪďŉčēŜĹĬįœs保護

理念äøÞhÓĂÔĂä事業分野áÀºÜ業界最強Ĉ目指

IC Ĉ開発Íh携帯電子機器ä小型軽量化h低消費電力化

ÍÜºôÏg

á貢献ÍÜºôÏgôÕĩčēsĲhMOSFET áÀºÜ

当社ä事業環境åhİġĨŔ化h省đĶŔės化hËÿ

ø低損失化ÞÞøá低ķčģ化Ĉ達成ÍhİġĨŔ情報家

áå BRICs Ĉ中心ÞÍÕ新興市場ä堅調à成長äıŕŜ

電îä適用Ĉ促進Íh省đĶŔės化á貢献ÍÜºôÏg

ĲáþĀh今後一層ä需要拡大Â期待ËĂôÏg

情報産業分野áÀºÜåhİġĨŔ化ÞĶĬıŘsĘ技

一方h技術革新äĢĽsĲå速Åh市場環境ø著ÍÅ

術ä進展áþĀhĢıŕsġİĹčĢá対ÍÜå一層ä大

変動ÏāÕ÷h迅速à対応Â求÷ÿĂôÏg当社åh2007

容量化h小型化h高信頼化Â求÷ÿĂÜÀĀôÏg当社å

年 4 月á電子İĹčĢ研究所Ĉ設立ÍhÀ客様Ĉ起点ÞÍ

2006 年Áÿ高記録密度化á対応ÍÕ垂直磁気記録媒体Ĉ

Õ研究開発ĠĢįŉîä転換Ĉ進÷ÜÀĀhÀ客様á喜æ

製品化Íh2007 年áå業界最高容量Ý¸ā 2.5 čŜĪĕŒ

Ăā製品ĈĨčŉœsá提供ÏāıĬŀĞŀŒčōsĈ目

Ģ媒体}160 ėĕĹčı/枚~
h3.5 čŜĪċŔň媒体}334

指ÍÜºôÏg

ėĕĹčı/枚~Ĉ量産化ÍôÍÕg今後ø高記録密度化

đŕĘıŖĴĘĢ産業分野áÀºÜåh地球温暖化対策
äÕ÷áh電力đĶŔėsä高効率利用ä促進Â大Ãà課

ä要求á応¾āÕ÷áh次世代媒体技術á取Ā組õh高信
頼ä磁気記録媒体Ĉ市場á提供Í続ÇôÏg

題ÞàÙÜºôÏg当社äĺŘs半導体åh低損失化Ĉ進

ôÕhŀœŜĨú複写機àßä画像情報機器áÀºÜåh

÷āÞÞøáhËôÌôàĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器î

再現性Þ快適性ä向上úh省資源化îä要求á応¾āïÅh

ä適用j普及Ĉ促進ÏāÕ÷á低ķčģ化h小型化h高信

高解像度h高速性h高耐久性hıĳs消費ä低減á対応Í

頼化h低ĜĢı化h系列拡大Ĉ進÷ÜºôÏg

Õ感光体Ĉ開発ÍôÍÕg独自ä材料技術Þ評価技術Ĉ駆

産業j新đĶŔės分野ÝåhåĉÖŕĢÝ機器îä組
込õÂ可能àĢŀœŜęĜŜĨĘıŋġŎsŔúh大容量
ĠĢįŉ向Çá 3.3 kV 耐圧ŋġŎsŔàßĈ製品化Íô
ÍÕg
自動車分野ÝåhĸčĿœĬĲ自動車ä普及äÕ÷áå
ĺŘsĜŜıŖsŔŏĴĬıä小型軽量化Â重要Ý¸Āh



使ÍhþĀ高性能à感光体Ĉ提供ÏāÉÞÝh情報化社会
ä発展á貢献ºÕÍôÏg
富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社åhÀ客様ä視
点Ý製品Ĉ創造Íh地球環境á優ÍÅh高度化Ïā社会á
貢献Ïā企業Ĉ目指Ï所存ÝÏg
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情報機器コンポーネント

磁気記録媒体
感光体

展

望

磁気記録媒体

感光体

ĸsĲİČĢĘ装置}HDD~åh大容量j高ļĬıĜ

情 報 通 信 技 術 å 近 年 ô Ï ô Ï 高 度 化 Íh Ë ô Ì ô à

ĢıĺľĒsŇŜĢĈ武器á市場拡大Ĉ続ÇhÓä出荷台

機器ÂĶĬıŘsĘÝÚàÂā NGN}Next Generation

数å年率 15 % Ĉ超¾ā勢ºÝ伸éÜºāg

Network~Â展開ËĂþ¼ÞÍÜºāgÉĂá伴ºĶĬı

記録方式Ýåh高記録密度化á限界ä見¾ÜÃÕ長手記

ŘsĘÞ連動ÍÕēľČĢú家庭環境ø変化Íh情報ä入

録方式á替ąĀh一層ä記録密度ä向上Â可能à垂直記

出力装置h例¾æ携帯電話hİġĨŔĔŊŒhŕsğŀ

録方式 HDD Âh2005 年末á初÷Ü商品化ËĂÕg2007

œŜĨhİġĨŔ複写機àßáþĀh画像情報ĈčŜĨs

年 á å 3.5 č Ŝ Ī HDD Ý 1 枚 334 ė ĕ Ĺ č ı}GB~ Â

ĶĬıĈ介ÍÜ配信ÏāÉÞÂ急速á広ÂÙÜºāgÉä

達成ËĂh磁気記録媒体}以下h媒体Þº¼~3 枚Ý 1 į

þ¼à情報化社会ä発展á伴ºh画像情報機器áÞÙÜåh

ŒĹčı}TB~á達Ïā HDD Â登場ÍÕgÓĂáþĀh

訴求力ä高ºĔŒs情報Ĉ安Å提供Íh快適àēľČĢ環

従来äĺĦĜŜ向Ç外部記録装置ÞÍÜä用途ÁÿĜŜ

境Ĉ支¾āÉÞÂôÏôÏ重要áàÙÜÃÜºāg

ĠŎsŇs向ÇäİġĨŔ家電ÞÍÜä用途Â急速á拡大
ÍÚÚ¸āg

富士電機ÝåÉ¼ÍÕ市場要求á対Í的確á応¾āÕ÷h
主áŀœŜĨhİġĨŔ複写機用感光体ÞÍÜ数々ä技術

3.5 čŜĪ HDD Ýåh1 TB ä HDD ŕĜsĩÝĸčļ

ú製品ĈŇsĚĬıá送Ā出ÍÜºāg特á最近ä感光体

ġŐŜ映像Â 100 時間録画可能Ý¸āÂh市場ĴsģÞÍ

á対Ïā要求品質ÞÍÜåhĜĽsĜĢıä低減á寄与Ï

ÜåËÿàā大容量化Â望ôĂÜºāg2.5 čŜĪ HDD åh

āıĳs消費量ä低減úĔŒsıĳs転写耐性ä向上hÓ

大容量化áþāŋĹčŔ性ä向上ú省ĢŃsĢ化ä観点Á

ÍÜ環境á対応ÍÕēħŜ発生ä少àº正帯電型感光体ä

ÿhķsıĺĦĜŜ市場úİČĢŀŕč一体型İĢĘıĬ

高速化j高画質化Â求÷ÿĂÜºāg2007 年åÉ¼ÍÕ

ŀÝ市場Â拡大ÍÚÚ¸Āh2007 年åh対前年Ý約 130 %

市場要求á対応ÍÕ有機感光体ÞÍÜh①ĔŒsŀœŜĨ

ä伸éĈ示ÍÕg1.8 čŜĪ HDD Ýå携帯音楽ŀŕsōh

用新型感光体h②低ıĳs消費量型感光体h③環境特性安

ĔŉĜsĩh車載用àßîä応用Â拡大ÍÜºāg

定型正帯電感光体ĈÓĂÔĂ開発完了Íh市場î展開ÍÕg

富士電機åhº×早Å垂直記録方式ä媒体開発á取Ā組

今後ä感光体Ĉ考¾Õ場合h高耐久性Þ高解像度化åŀ

õh2006 年á第 1 世代ä 2 層磁性層Ý 2.5 čŜĪĕŒĢ媒

œŜĨhľĊĘĠňœÓÍÜ複写機äßĂĈÞÙÜø重

体 1 枚 80 GB ä製品Ĉ市場展開Íh2007 年áåËÿá記

要à特性Ý¸āg富士電機å業界ÝåÎ÷Ü感光体Óäø

録密度Ĉ高÷Õ 3 層磁性層Ĉ開発Íh2.5 čŜĪĕŒĢ媒

ää解像度Ĉ評価Ïā解析装置Ĉ完成ËÑh日本画像学会

体 1 枚 160 GB ä製品展開Ĉ実現ÍÕg

áø発表Íh高解像度感光体Ĉ開発ÍÜÃÕgôÕh2007

Ë ÿ à ā 高 記 録 密 度 化 ä Õ ÷h 次 世 代 技 術 ä ECC
}Exchange Coupled Composite~媒体úhDTM}Discrete

年áåıĳsÞ感光体ä付着ŊĔĴģŉĈ解析Íh秋ä学
会á報告ÍÜÃÕg今後å解像度Ĉ 1,200 dpi Áÿ 2,400 dpih

Track Media~àßäĺĨsŜ媒体h熱ċĠĢı媒体àß

4,800 dpi á引Ã上Èā超高解像度感光体ú軽印刷用高耐

ä開発áø積極的á取Ā組ĉÝºāgôÕh3 層磁性層å

久感光体á対ÍÜh富士電機ä強õÝ¸āĜŜĽŎsĨ分

次世代ä垂直媒体Ý¸ā ECC 媒体ä先駆ÇÞàā層構成

子設計技術Ĉ活用Íh新製品Ĉ生õ出ÍÜºÅg

Ý¸Āh2008 年Áÿ 2.5 čŜĪĕŒĢ媒体 1 枚 250 GB ä
製品Ĉ展開Ïā予定Ý¸āg

感光体ä性能向上ÞÞøá富士電機Ýå生産拠点Ĉ中国
î集約Íh素管加工Áÿ検査j梱包}Éĉó¼~ôÝä一

今後øh市場ú業界ä動向Ĉ的確áĖŌĬĪÍh先行Í

貫生産ŒčŜĈ構築Íh全世界ä顧客áĨčŉœsá製品

ÜÉĂÿä技術開発á取Ā組õh業界Ýä地位Ĉ不動äø

Ĉ展開ÍÜºāg今後Þø顧客Â求÷ā要求機能Ĉ大切á

äáÏā所存Ý¸āg

Íh魅力¸ā製品Ĉ開発ÍÜºÅ所存Ý¸āg
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磁気記録媒体
アルミ垂直磁気記録媒体
富士電機Ýåh業界á先駆ÇĕŒĢ基板Ĉ用ºÕ垂直

図１

アルミ垂直磁気記録媒体の磁性粒径

磁気記録媒体Ĉ 2006 年度Áÿ量産ÍÜºāg2007 年度åh
İĢĘıĬŀĺĦĜŜá加¾h特á HDD ŕĜsĩĈ代表
ÞÏā高記録容量á対応ÏāÕ÷hċŔň垂直磁気記録
媒体Ý 334 ėĕĹčı}GB~/ 枚Þº¼業界最高記録容
量ä量産化Ĉ開始ÍÕgHDD ÞÍÜå 3 枚Ý 1 įŒĹč
ı}TB~ÞàÙÜºāg達成á¸ÕÙÜåh垂直磁気記
録媒体専用įĘĢĪŌáþāċŔň基板ä表面欠陥ä低減
Þ表面粗Ëä緻密}×õÚ~àĜŜıŖsŔĈ行ÙÕgô
Õh垂直磁気記録層áå積層中間層技術h3 層磁性層技術
Ĉ用ºÜh垂直方向ä成長Ĉ促進ÍhÁÚ成長分散Ĉ制御
ÍhËÿá低ķčģ化Ĉ実現ÏāÕ÷磁性粒ä微細化Ĉ実
20 nm

現ÍÕg独自ä保護膜技術Þ潤滑剤技術Ĉ組õ合ąÑh高
º信頼性Ĉ確保ÍÜºāg

高信頼性垂直磁気記録媒体
垂直磁気記録媒体åh量産開始Áÿ 1 年半ñß経過Íh

図

FOD ヘッドの模式図

記録密度å年率 50 % 以上Ý伸éÜºāg記録密度å磁性
サスペンション

層ä特性向上ÞŁĬĲ低浮上化Ý達成ËĂÜºāÂhİs
Ĩä長期信頼性áÁÁąā耐食性j浮上特性j耐久性àß
ä信頼性技術ø一層重要性Â増ÍÜºāg

スライダ

低浮上化á対ÍÜhŁĬĲÝå FOD}Flying on Demand~技術}図参照~Â採用ËĂh
ŁĬĲÞ媒体ä距離åh

ヒータ

数 nm Þ潤滑剤ä分子Ğčģä領域ôÝ近ÛºÕgÉäþ
¼à超低浮上á対Ïā安定性ú耐久性Ĉ確保ÏāÕ÷h媒

リード・
ライト素子

潤滑剤分子

体áå一層ä表面平滑性ú良好à潤滑性Â要求ËĂāg富
士電機Ýå独自ä垂直įĘĢĪŌ技術áþĀ表面微小欠陥

4 nm

ä除去Þ超平滑表面Ĉ両立ËÑh新規洗剤ä開発ú洗浄ŀ

（ヒータオンのとき）

ディスク

ŖĤĢä最適化Ĉ図Ā高耐食性Ĉ実現Íh高º信頼性ä垂
直磁気記録媒体Ĉ提供ÍÜºāg

アルミ垂直磁気記録媒体用基板
長手磁気記録方式Áÿ垂直磁気記録方式îä世代交代ä

図

アルミポリッシュ基板の表面欠陥

中ÝċŔň基板áÀÇā技術課題åh磁気ŁĬĲÂ 10 nm
以下ä超低浮上走行Ýø安定ÍÕ記録j再生ÂÝÃāþ¼h
数 nm ēsĩsä表面欠陥Þ付着ĺsįČĘŔä低減Ĉ図
āÉÞá¸āgņœĬĠŎ洗浄ŀŖĤĢä高度化開発á注
力Í , ņœĬĠŎ砥粒Àþé洗浄残渣}ÌĉË~ä徹底Í
Õ除去Ĉ目的ÞÍÕh新洗浄方式ä開発Àþé新規洗浄剤

長手磁気記録媒体用基板

垂直磁気記録媒体用基板

（a）アルミポリッシュ基板の表面欠陥（スクラッチ欠陥）

ä開発á取Ā組õh大幅à表面欠陥ÞĺsįČĘŔä低減
Ĉ達成Íh垂直磁気記録媒体用ċŔň基板ÞÍÜä開発目
標ĈĘœċÍÕg今後åh次世代垂直磁気記録媒体用ċŔ
ň基板á求÷ÿĂā 0.1 nm ēsĩsä微小¼ãĀÞ表面
粗Ëä制御úh一層ä表面欠陥ä低減á向Çh新規ņœĬ
ĠŎ材料ä開発ø含÷ÕņœĬĠŎ技術ä高度化á努÷Ü
ºÅg



長手磁気記録媒体用基板
垂直磁気記録媒体用基板
（b）アルミポリッシュ基板の表面欠陥量（パーティクル欠陥）
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磁気記録媒体
ECC（Exchange-Coupled Composite）媒体
富士電機åh2006 年 6 月á第 1 世代垂直磁気記録媒体

図

ECC 媒体の模式図

}記録密度k150 Gbits/inch2~ä量産Ĉ開始Íh現在å第
2 世代垂直磁気記録媒体}同k250 Gbits/inch2~ä量産Ĉ
行ÙÜºāg第 2 世代垂直磁気記録媒体Ýå 400 Gbits/
軟磁性層

inch2 ŕłŔä高記録密度ôÝ拡張可能à新規構造Ĉ採Ā
入ĂÜºāÂhËÿàā高密度化Ĉ目指ÍÜh現在 ECC
媒体ä研究開発Ĉ行ÙÜºāgECC 媒体åh通常ıŕs
Ĳēľä関係á¸ā{高密度化|
{記録ä長期安定性|
{記

交換結合
エネルギー制御層

録容易性|Ĉ同時á満ÕÏÉÞÂ可能à技術ÞÍÜ注目Ë
ĂÜÀĀhTbits/inch2 á迫ā記録密度Â実現可能Þ期待
ËĂÜºāg富士電機Ýåh大学Þä共同研究áþā原理

硬磁性層

検証Ĉ終¾h量産装置Ĉ用ºÕ初期ĞŜŀŔ試作ä段階á
入ÙÜÀĀh優ĂÕ特性Â得ÿĂāÉÞĈ確認ÍÜºāg

DTM（Discrete Track Media）
500 Gbits/inch2 Ĉ超¾ā次世代磁気記録媒体ä一ÚÞÍ

図

試作 DTM の MFM 像

Ü DTM ä研究開発Ĉ進÷ÜºāgDTM åh磁性層á幅
100 nm 以下h深Ë約 20 nm ä溝Ĉ形成ÏāÉÞÝıŒĬ
600

ĘĈ分離ÍÕ磁気記録媒体Ý¸āg隣接ıŒĬĘ間ä磁気
的干渉Ĉ低減ÍÜhıŒĬĘ方向ä記録密度Ĉ 30 % 以上
向上ËÑāÉÞÂÝÃāg微細à溝Ĉ形成ÏāŀŖĤĢÞ

（nm）

400

ÍÜhĳķčŜŀœŜı技術hĲŒčđĬĪŜę技術Ĉ立
×上ÈhıŒĬĘ間隔 60 nm ä DTM Ĉ試作ÍÕgMFM

200

}磁気力顕微鏡~Ĉ用ºÜ観察ÍÕ結果hıŒĬĘÂ磁気
的á分離ÍÜºāÉÞĈ確認ÝÃÕg今後åhİČĢĘ全
0

面Ýä溝形成hŁĬĲ信号評価h信頼性評価Ĉ行¼ÞÞø

0

áh量産化á向ÇÕŀŖĤĢ開発Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý¸āg

200

400

600

（nm）

HDI（Head Disk Interface）技術
富士電機Ýåh垂直磁気記録媒体ä急速à記録密度向上

図

保護膜表面の ESCA（X 線光電子分光）による分析

á対応ÏïÅh磁性層ä開発Þ並行ÍÜh保護膜Ĉ中心áh
磁気ŁĬĲÀþéĲŒčĿáŇĬĪÍÕ HDI 技術ä開発

500

á注力ÍÜÃÕg特áhŁĬĲ磁界ĈþĀ有効á磁性層á

①C-C
C-H

印加ËÑāÕ÷áh保護膜ä薄膜化á取Ā組õh記録密度
以上ä高密度磁気記録媒体ä実現á向ÇÜh保護膜äËÿ
àā薄膜化Ĉ目指ÍÜ材料j成膜技術ä検討Ĉ進÷Üºāg
ôÕhĳķĢĚsŔä分析技術Ĉ駆使Íh図á例示ÍÕ保
護膜表面状態ä分析Ĉ通ÍÜh保護膜îä結合性h被覆性
ä高º潤滑剤ä開発Ĉ進÷h信頼性ä向上Ĉ図ÙÜºāg

400
強度（任意単位）

260 Gbits/inch2 ä製品á適用ÍÕg現在h400 Gbits/inch2

300

③C＝O
COO

②C-O
C-N

200

100

0
294

292

290 288 286 284
結合エネルギー（eV）

282

280
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感光体
カラープリンタ用有機感光体
ĔŒsŀœŜĨ用有機感光体åh多種多様à紙îä印刷

図

新規カラープリンタ用有機感光体製品

図

耐刷特性（トナー消費量，黒濃度）と 1 ドットレベル特性

対応Þ高速化á伴ºhÓä周辺ŀŖĤĢÁÿä負荷Â大
ÃÅàÙÜºāg特á負帯電型有機感光体ä転写ŀŖĤĢ
Ýåh帯電ŀŖĤĢÞ逆極性ä正電圧Â印加ËĂāgŋķ
ĘŖ機Þ比較ÏāÞhÓä転写電圧å高Å設定ËĂāÕ÷h
転写履歴ÂķčģÞÍÜ画像上á現ĂúÏÅhĔŒs機á
åþĀ正極性ä影響Â少àº感光体Â要求ËĂÜºāg富
士電機ÝåhĔŒs機用ÞÍÜ下引Ã層h電荷発生層h電
荷輸送層ä各膜中á存在Ïā電荷ıŒĬŀĞčı低減àÿ
éá各層îä電荷注入性Ĉ改善Íh膜内á存在Ïā正電荷
Ĉ制御ÏāÉÞÝh正極性ä影響Ĉ受Çàº負帯電型有機
感光体Ĉ開発ÍÕg今後åĔŒs機ä高速j長寿命化î対
応ÏïÅhþĀ高性能à有機感光体ä開発á取Ā組ög

低トナー消費量型有機感光体
進展著ÍºİġĨŔ印刷分野áÀºÜåh高画質化á加

トナー消費量
（mg/page）

¾低ĜĢı化ä要求Â強ºg富士電機ÝåhŒŜĴŜęĜ
Ģıä低下Þ高画質化Ĉ両立ÍÕ低ıĳs消費量型有機感
光体Ĉ開発Íh市場îä展開Ĉ進÷Üºāgıĳs消費量

60

従来タイプ
低トナー消費量タイプ

50
40
30
0

Ĉ低減ÏāÕ÷áåh印刷用紙îäıĳs搬送量Ĉ抑¾ā

10

20

30

40

50

60

70

50

60

70

複写枚数（千枚）

黒濃度

ÉÞÂ有効Ý¸āÂh印刷内容ÏïÜá対Íıĳs搬送量
Ĉ抑制ÏāÞh高画質化á必要à 1 ĲĬıŕłŔä再現性
Â損àąĂāÞº¼弊害Ĉ持ÚgÓäÕ÷新Õà材料開発

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2

従来タイプ
低トナー消費量タイプ
0

10

20

30

40

複写枚数（千枚）

Àþé層設計Ĉ行¼ÉÞÝh光放電曲線áÀÇā最適à低
露光領域Þ高露光領域ä露光後電位Ĉ確保ÍÕgôÕh塗
ĀÚìÍ画像領域ä過剰ıĳs搬送ä抑制hàÿéá 1
ĲĬıŕłŔ画像領域äıĳs搬送量確保Þıĳs散Ā低
減á成功ÍÕgÉĂáþĀh低ıĳs消費量Þ高画質化Þ

従来タイプ

低トナー消費量タイプ

º¼相反Ïā項目ä両立Ĉ実現ÍÕg

環境特性安定型正帯電有機感光体
正帯電型電子写真ŀœŜĨå負帯電型á比較ÍhēħŜ

図

正帯電有機感光体の画像濃度環境特性

発生量Â少àÅh高品質画像Â得ÿĂāÕ÷hēľČĢ用
化j小型化j高信頼性ä要求Â高ôÙÜÀĀh画像品質Ĉ
担¼正帯電有機感光体îä要求åËÿá厳ÍÅàÙÜÃÜ
ºāg特á高信頼性ä点Ýåh使用環境ä変動á対ÍÜø
安定ÍÕ画像Â得ÿĂāÉÞÂ重要à課題Ý¸āg
富士電機Ýåh環境変動á対ÍÜh画像濃度特性変動Â
少àº有機感光体Ĉ製品化ÍÜºāÂh高量子効率電荷発
生材ú高移動度電荷輸送材ä開発áþĀhËÿá画像濃度
特性Â安定ÍÕ正帯電有機感光体ä開発Ĉ実現ÍÕg
今後ø高速化j小型化ä厳Íº条件ä中ÝøhËÿá安
定ÍÕ印字品質Ĉ提供Ïā製品ä開発Ĉ進÷ÜºÅg



画像印字濃度（マクベス濃度計）

途Ĉ中心á需要Â増加ÍÜºāg同時á市場Áÿåh高速

1.6
1.5

安定性改良型
黒 100 ％ 濃度

1.4
1.3

従来型
黒 100 ％ 濃度

1.2
0.7

安定改良型
階調 40 ％ 濃度

0.6
0.5

従来型
階調 40 ％ 濃度

0.4
5 ℃/20 ％RH

22 ℃/50 ％RH
環境条件

35 ℃/80 ％

富士時報

6OL .O 

半導体

半導体

展

望

2007 年å半導体業界áÀºÜåhBRICs Ĉ中心á活発

ĲēľĈ大幅á改善ÍĢčĬĪŜę電源ä高効率化á貢献

àčŜľŒ整備ú設備投資Â行ąĂh特á地球温暖化対策

Ïā 600 V 低損失高速ĩčēsĲSuperLLD3ä開発h

á関連Ïā新đĶŔės分野ÝäĺŘsİĹčĢ市場Â前

二次側整流用 SBD ä系列拡大àßĈ行ÙÕg

年áø増ÍÜ拡大ÍÕ年Ý¸ÙÕg同時á自動車関連Ý

İ ġ Ĩ Ŕ 放 送 ä 普 及 á 伴 ºh 薄 型 į ŕ ļ ä ľ Ŕ HD

ø環境á配慮ÍÕĸčĿœĬĲĠĢįŉúİČsĥŔđŜ

}High Deﬁnition~化Þ需要拡大Â進ĉÝºāgÓĂá合

ġŜ技術Â注目Ĉ集÷Õ年Ý¸ÙÕgÉäþ¼à市況ä下h

ąÑÜ価格競争ø激ÍÅàÙÜºāgŀŒģŇįŕļ用ä

富士電機ä半導体å高耐圧hĺŘs技術Ĉ特徴ÞÍÜh顧

ĲŒčĹ IC Ýåh従来比 30 % äĪĬŀ小型化Ĉ実現Í

客ä機器jĠĢįŉä高機能化h省電力化h低ĜĢı化à

Õ第 5 世代ĲŒčĹ IC ä開発h新開発ä 250 V 保証 SOI

ßäĴsģá応¾ā製品群Ĉ提供ÍÜÃÕg

ŀŖĤĢĈ適用ÍÕĢĖŌŜ IC ä開発Ĉ行ºhľŔ HD

産業用ĺŘsİĹčĢ分野Ýåh低損失化Ĉ達成ÍÕ

化Þ低ĜĢı化î貢献ÍÕg薄型įŕļä電源部á使用

第 5 世代 IGBT ŋġŎsŔÝ市場要求á沿ÙÕ系列拡大Ĉ

ËĂāĠĢįŉİĹčĢÝ¸āM-PowerÝåhþĀ

図ÙÕgRoHS 規制Â展開ËĂāá従ºh装置áÀÇāå

高機能Ý待機電力Ĉ削減ÍÕM-Power3ä開発Ĉ行ºh

ĉÖ付ÇĈ低減Ïā方向á¸āÂhÉä要求ä一Úä解決

低電力ÞĠĢįŉĜĢı削減Ĉ可能áÍÕg

策ÞÍÜhĢŀœŜęÝ制御基板Þ接触ËÑāŋġŎsŔ

自動車電装用途向ÇÝåh注目ËĂāĸčĿœĬĲĠĢ

構造Ĉ製品化ÍÕgôÕh引Ã続Å小型化要求áå高放熱

įŉáÀºÜh両面冷却áþā高放熱構造áþĀ小型Ý高

ä絶縁基板Ĉ新規開発h採用ÍÕ 600 V/300 A ĘŒĢä 6

信頼性äĠĢįŉÂ発表ËĂhÉĂá対応ÍÕ表面電極ä

素子入ĀŋġŎsŔĈ製品化ÍÕg大容量äĠĢįŉ向Ç

åĉÖ接合á対応Ïā÷ÙÃ電極ä IGBT/FWD ĪĬŀĈ

áå 3.3 kV Ý低損失à素子Ĉ開発Íh新đĶŔėsúĠ

開発ÍÕg同時áÉĂÿ IGBT ĈĜŜıŖsŔÏāĲŒč

Ģįŉ用電力変換装置îä適用拡大Â期待ËĂāgËÿà

Ĺ IC Ĉ製品化Íh効率Þ保護性能Ĉ達成ÝÃāĠĢįŉ

ā高性能化áå第 6 世代 IGBT 技術Ĉ発表Íh今後ä製品

Â提案ËĂÕgôÕhđċĜŜ用途Ýø省đĶŔėsá向

化á向Ç開発Ĉ進÷Üºāg

ÇĜŜŀŕĬĞä高精度制御Â求÷ÿĂh圧力ĤŜĞä採

電 源 用 ĺ Ř s IC Ý åh 富 士 電 機 独 自 ä 低 ē Ŝ 抵 抗

用Â増大ÍÜÀĀhÉĂá対応ÝÃāİġĨŔıœňŜę

三 次 元 ĺ Ř s İ Ĺ č Ģ TLPM}Trench Lateral Power

式ä小型j高圧力ĤŜĞĈ製品化ÍÕgčęĳčĨ分野Ý

MOSFET~ä適用áþĀh世界Ý初÷Ü低ēŜ抵抗双方

åh低燃費化á向Ç個別電子制御áþāİČĢıœļŎs

向 MOSFET Ĉ内蔵ÍÕœĪďŉčēŜĹĬįœs保護

ĨŕĢčęĴĠŐŜĠĢįŉÂ拡大ÍÜºāgÉäĠĢį

IC Ĉ量産化ÍhĹĬįœsĺĬĘú携帯電話ä薄型化á

ŉä信頼性向上Ĉ図āÕ÷h電磁妨害j電磁感受性Ĉ高÷

貢献ÍÕgôÕh年々厳ÍÅàā低待機電力ä要求úĠĢ

ā低放射ķčģäŘŜĪĬŀčęĳčĨ用素子Ĉ製品化ÍÕg

įŉĜĢı低減îä要求á応¾āÕ÷h500 V 耐圧ä起動

以上äþ¼à市場á求÷ÿĂā製品ä開発Ĉ進÷āÞÞ

回路Þ各種保護機能Ĉ内蔵ÍÕ高機能 PWM 電源 ICh消

øáh次世代ä要求á応¾āÕ÷ä技術開発Ĉ進÷Üºāg

費電流削減Þ短絡保護回路àßĈ内蔵ÍÕ新擬似共振 ICh

理論限界á近ÛÃÚÚ¸ā技術ø¸ā中Ýh一層ä低損失

従来品á比ï約 20 % ä小型化Ĉ図ÙÕ第 3 世代ŇčĘŖ

化h低ķčģ化h小型化h高信頼化h低ĜĢı化Þ適用用

電源àß多Åä新製品Ĉ開発ÍÕg

途ä拡大Ĉ進÷āÕ÷h材料hŀŖĤĢhİĹčĢh回路h

電源用ĺŘsİČĢĘœsı製品Ýåh放射ķčģÞ

ĺĬĚsġh解析h試験àßä技術革新Ĉ図ÙÜºÅg

ĢčĬĪŜę損失äıŕsĲēľĈ改善Íh従来比 18 %

今後ø引Ã続Ã富士電機ä半導体製品å特徴¸ā技術Ĉ

ä低ēŜ抵抗化Þ使ºúÏËĈ両立ËÑÕ新型 MOSFET

生ÁÍÜh顧客起点ĈłsĢÞÍh環境対応Ĉ含÷Ëÿá

SuperFAP-E3ä開発úh順電圧Þ逆回復時間äıŕs

多様化Ïā顧客Ĵsģá迅速á対応Ïā所存Ý¸āg
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半導体
「U4 シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール
ĢŀœŜęĜŜĨĘıŋġŎsŔå富士電機ä最新Ġ

関連論文：富士時報 2007.6 p.393-396

図１ 「U4 シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール

œsģÝ¸āU4 ĠœsģIGBT Ĉ搭載ÍÕ最新İĹ
čĢÝh1,200 V/225 v 450 A ä 3 型式Ĉ系列化ÍÕgÉ
ä製品å最新 IGBT 搭載áþā世界最高ŕłŔä低損失Þh
RoHS 指令ä完全対応Ĉ実現ÍÜºāgËÿáh顧客Ýä
ċĤŜĿœĈ容易áÏāÕ÷ä工夫ÞÍÜh製品ä制御端
子Þ制御用ŀœŜı基板ä電気的接続ĈĢŀœŜęä反発
力Ĉ利用ÍÜ行¾āþ¼áàÙÜºāgÉä工夫áþÙÜh
従来製品äþ¼àåĉÖ付Çáþā結線Â必要ÝàÅàĀh
顧客Ýä組立工数低減Ĉ可能áÍÕgÉäĢŀœŜęáþ
ā電気的接続áå振動áþāŔsģĜŜĨĘıú長期信頼
性ä確保àßËôÌôà課題Â¸ĀhÓĂÿĈĢŀœŜę
ä材質選定ú巻Ã数ä最適化àßÝ解決Íh安定ÍÕĜŜ
ĨĘı性Ĉ実現ÍÕg

新 6 in1 7 in1 IGBTモジュール「M645」
近年h電力変換装置á使用ËĂāĺŘsŋġŎsŔáåh

図

IGBT モジュール「M645」

Ëÿàā小型化j低価格化Â求÷ÿĂÜºāgÉä要求á
対Íh富士電機å厚銅åÅ DBC 基板Ĉ搭載Í従来äM
637Þñò同等ĞčģÝ約 1.5 倍ä定格容量Ĉ可能ÞÏā
IGBT ŋġŎsŔM645Ĉ製品化ÍÕgĜĶĘĨ化Í
Õ制御端子Ĉ採用ÍÕäÝ取扱ºø容易áàÙÜºāg大
容量化Â必要àÅ廉価版äÊ要求áå通常 DBC 基板Ĉ採
用ÍÕ機種ø用意ÍÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 定格電圧j電流

7 in 1 600 V/200 A}厚銅åÅ DBC 基板~
g
6 in 1 600 V/300 Ah1,200 V/150 A}厚銅åÅ DBC 基板~
g
g7 in 1 600 V/150 Ah200 Ah1,200 V/75 Ah100 A} 通 常
DBC 基板~
（ 2） 小型化k従来 2 in 1 使用時á比ï約 20 % ĞčģĩďŜ

3.3 kV IGBT モジュール
3.3 kV 以上ä高耐圧j大容量 IGBT ŋġŎsŔîä市場

関連論文：富士時報 2007.6 p.397-401

図

3.3 kV IGBT モジュール

ĴsģåhčŜľŒ設備ä世界的à拡大á伴º拡大ÍÜº
āg
富士電機ÝåhÉĂôÝ 1.2 kV 耐圧Àþé 1.7 kV 耐圧
ĘŒĢä大容量ŋġŎsŔä開発Ĉ行ÙÜÃÕg今回h富
士電機最新äĪĬŀÀþéĺĬĚsġ設計j製造技術Ĉ
3.3 kV 耐圧ĘŒĢôÝ発展ËÑÜh性能á優ĂÕ 3.3 kV
耐圧h1.2 kA 電流定格Ĉ持Ú IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg
IGBT åh富士電機ä U Ġœsģ IGBT Ĉ適用Í低損失化
Ĉ図ÙÕgŋġŎsŔáÜh150 ℃ä最大動作温度h十分

190 mm

àĢčĬĪŜę耐量àß良好à特性Ĉ達成ÍÕgĺĬĚs
ġåhAlN 絶縁基板hAlSiC łsĢä採用Ý信頼性Ĉ高÷h
低熱抵抗Ĉ達成ÍÕgôÕh絶縁設計ä最適化ú構成材料
選定áþĀh十分à絶縁性能Ĉ達成ÍÕg
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半導体
第 3 世代マイクロ電源「FB6832J」
第 3 世代ŇčĘŖ電源FB6832JĈ開発ÍÕgčŜ

関連論文：富士時報 2007.6 p.424-427

図

第 3 世代マイクロ電源「FB6832J」

ĩ Ę Ĩ 上 部 á 制 御 IC Ĉ 載 Ñ Õh2.4 mm × 2.4 mm Þ º
¼超小型ŘŜĺĬĚsġŋġŎsŔÝ¸āgôÕh出力
MOSFET Ĉ内蔵Í同期整流方式Ĉ採用ÏāÉÞáþĀh
（ 1） ľĐŒčıčŜĩĘĨ内蔵
（ 2） 小 型j 薄 型 ĺ Ĭ Ě s ġ} Ņ İ Č Ğ č ģ 2.4 mm ×

1.00 mm

2.40 mm

高効率j低消費電流Ĉ実現ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

2.4 mmh高Ë 1.0 mm~
（ 3） 高効率k90 %}最大~

2.40 mm

（ 4） 低消費電流k15 A}無負荷時~
（ 5） 保護回路内蔵}低電圧誤動作防止hĦľıĢĨsıh

過電流保護h過熱保護~
（ 6） ĢčĬĪŜę用Þ同期整流側ä MOSFET Ĉ内蔵
（ 7） 固定出力電圧}出力検出抵抗内蔵~

リチウムイオンバッテリー保護 IC「FA3931CB シリーズ」
携帯機器ä電源Ý¸āœĪďŉčēŜĹĬįœsä薄型

図

関連論文：富士時報 2007.6 p.416-419

リチウムイオンバッテリー保護 IC「FA3931CB」

化Â求÷ÿĂā中Ýh制御回路ÞĺŘs MOSFET Ĉ一体
化ÍÕ業界最小面積äœĪďŉčēŜĹĬįœs保護 IC
FA3931CB ĠœsģĈ製品化ÍÕgWL-CSP}Wafer
Level-Chip Size Package~Ĉ採用Íh業界最小ĺĬĚs
ġ面積 2.4 mm2 Ĉ実現ÍÜÀĀh電池ĺĬĘä薄型化j小
型化á最適Ý¸āg一体化ËĂÕ制御回路åh過充電h過
放電h充電過電流h放電過電流h短絡過電流ÁÿœĪď
ŉčēŜĹĬįœsĈ保護ÍhĺŘs MOSFET å低ēŜ
抵抗İĹčĢ TLPM}Trench Lateral Power MOSFET~
技術Ĉ採用ÍÕÉÞÝhısĨŔēŜ抵抗 43 mΩ}標準~
Ĉ実現ÍÜºāg

600 V 低損失高速ダイオード「SuperLLD3 シリーズ」
ËôÌôà用途á使用ËĂāĢčĬĪŜę電源å高周

図

関連論文：富士時報 2007.6 p.428-431

600 V 低損失高速ダイオード「SuperLLD3 シリーズ」

波化j高効率化Â進ĉÝºāgÓä中Ý大容量電源áå
高調波対策ÞÍÜ力率改善}PFC~回路Â搭載ËĂÜº
āÂhÉä PFC 回路á使用ËĂā高速ĩčēsĲÀþ
é MOSFET}Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect
Transistor~ä損失低減Â電源ä効率向上ä重要課題Ý¸
āg
今回h逆回復時間}Trr~Ĉ従来品á対Í 30 % 高速化Íh

TO-220F

TO-3P

同 時 á 順 電 圧}6F~ ø 20 % 低 減 Í Õ 600 V/8 v 20 A ä
低損失高速ĩčēsĲSuperLLD3 ĠœsģĈ開発j
製品化ÍÕgSuperLLD3 ä適用áþĀĩčēsĲÖÇÝ
àÅ MOSFET ä損失低減ø可能ÞàĀhPFC 回路全体
ä温度低減j効率ċĬŀÂ期待ÝÃāg

T-Pack（SMD）
TO-220
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半導体
マルチチップパワーデバイス「M-Power3 シリーズ」
富士電機Ýåh高効率j低ķčģÝ¸ā独自ä複合発

図

マルチチップパワーデバイス「M-Power3」

振型電流共振電源Ĉ開発Íh専用İĹčĢäM-Power2
ĠœsģĈ製品化Í好評Ĉ得Üºāg今回åhÉä方
式áľŒčĹĬĘ動作Ĉ組õ合ąÑÕ共振ľŒčĹĬĘ電
源Ĉ開発Íh専用İĹčĢÞÍÜM-Power3 Ġœsģ
Ĉ開発ÍÕgËÿáh制御 IC á起動回路j待機機能Ĉ内
蔵Íh部品点数削減Â可能ÞàÙÜºā}外付Ç起動回路h
待機専用電源Â不要~
g特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 良好àĘŖĢŕėŎŕsĠŐŜ特性k＋
−3%

}二次側 D-D ĜŜĹsĨĈ削減可能~
（ 2） 効率 90 % 以上Ý小型j薄型電源á最適
（ 3） 待機性能k入力電力 1 W 以下}0.5 W 出力時~
（ 4） 製 品 系 列k500 V/0.38 Ωh500 V/0.6 Ω ä 2 機 種 Ĉ 開

発
関連論文：富士時報 2007.6 p.445-448

第 5 世代 PDP アドレスドライバ IC
PDP}Plasma Display Panel~įŕļÞ液晶įŕļä競

図

PDP アドレスドライバ IC「SFCE3276K」

争Â激ÍÅàĀhPDP äĖsİĹčĢä一ÚÝ¸ā PDP
ċĲŕĢĲŒčĹ IC áåËÿàā低ĜĢı化Þ高機能化
Â求÷ÿĂÜºāgÉäþ¼à背景äøÞh富士電機Ýå
新Õá第 5 世代 PDP ċĲŕĢĲŒčĹ IC 技術Ĉ開発Íh
SFCE3276KĈ製品化ÍÕgÉä製品å新規İĹčĢj
ŀŖĤĢĈ適用ÍÜÀĀh従来Þ比ïÜ 30 % äĪĬŀ小
型化Ĉ達成ÍÕgÉä製品ä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 絶対最大定格k4 V}ŖġĬĘ~/90 V}高圧部~
（ 2） 出力電流k−50 mA}ĦsĢ~/＋40 mA}ĠŜĘ~
（ 3） 最大動作周波数k120 MHz
（ 4） 入力čŜĨľĐsĢk小振幅差動信号
（ 5） 出力数k256 出力

250 V 保証 SOI デバイス・プロセス技術
åĀ合ąÑ SOI}Silicon On Insulator~基板ÞıŕŜ

関連論文：富士時報 2007.6 p.449-452

図

250 V 保証横型 IGBT のオフ耐圧特性

Ī技術Ĉ組õ合ąÑÕ SOI 方式誘電体分離技術åh高耐
圧ĺŘs IC ä分離技術ÞÍÜ積極的á技術開発Â進÷ÿ
ĂÜºāg富士電機Ýå SOI 方式誘電体分離技術Þ SOI
10

ŒčĹ IC ä量産化á世界Ý初÷Ü成功ÍÕgÓÍÜ技術
開発Ĉ継続的á進÷h2007 年áh8 čŜĪ SOI ďĐsĸ

I CE（

始Íh1998 年áÉĂÿ技術Ĉ採用ÍÕ PDP ĢĖŌŜĲ

A）

基板上ä高耐圧横型 IGBT ä開発Ĉ 1990 年代前半Áÿ開

5

Þ 0.6 m ŔsŔĈ採用ÍÕ 250 V 保証 SOI İĹčĢjŀ
ŖĤĢ技術äœœsĢĈ開始ÍÕg高耐圧İĹčĢäŊ
ĴŎsÞÍÜh横型 IGBT 以外á横型 NMOS Þ横型厚膜
ěsı PMOShÓÍÜ横型ĩčēsĲĈ含ög各İĹč
ĢÞø耐圧ä実力値ÞÍÜ 300 V Ĉ備¾hôÕ 250 V 印加
動作時ä破壊耐量ø確保ÝÃāþ¼áÍÕg
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半導体
多機能低待機電力 PWM 電源 IC「FA5553/5547 シリーズ」
低待機電力対応機能ä強化äñÁh各種機器á最適à保

図

関連論文：富士時報 2007.6 p.436-440

多機能低待機電力 PWM 電源 IC

護機能Ĉ強化ÍÕ 8 ĽŜäĔŕŜıŋsĲ PWM 電源 IC
FA5553/5547 ĠœsģĈ開発ÍÕg
待機時消費電力低減äÕ÷ 500 V 耐圧ä起動回路Ĉ有Íh
待機時áå負荷á応ÎÜ動作周波数Ĉ下ÈāñÁh過負荷
ŒčŜ補正Ýä損失低減Ĉ行ÙÜºāgËÿáh次ä保護
機能Ĉ IC á内蔵ÏāÉÞÝh従来機種Þ比ï外付Ç部品
点数ä低減Â可能ÞàÙÕg

FA5553 シリーズ（DIP）

（ 1） 外部ŒĬĪ方式過熱保護}共通機能~
（ 2） 低 AC 入力電圧保護}ĿŒďŜċďı~
（ 3） ĺŔĢ負荷電流á対応ÍÕ過負荷}電流制限~保護

h
å FA5547 Ġœsģä特徴的à機能Ý¸āg
上記
（ 2）
（ 3）
FA5553 シリーズ（SOP）

ôÕhĺĬĚsġáå SOP-8 Þ DIP-8 Â¸āg

FA5547 シリーズ（SOP）

擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571 シリーズ」
軽負荷時ä低待機電力化Ĉ実現Ïā擬似共振型ĢčĬĪ

図

擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571N」

Ŝę電源 ICFA5571 ĠœsģĈ新規開発ÍÕg
30 V 耐圧 CMOS ŀŖĤĢh500 V 起動素子ä採用áþ
ĀhIC ä低消費電流化h電源ä部品点数Ĉ削減ÏāÉÞ
Â可能Ý¸āgÓä他ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ĽsĘ電流制御方式電流ŋsĲ擬似共振制御
（ 2） 最大周波数制限機能内蔵}標準k120 kHz Ý制限~
（ 3） 軽負荷時間欠動作}FA5571/5572~ôÕå周波数低減

動作}FA5573/5574~áþĀhĢčĬĪŜę損失Ĉ低減
（ 4） 過負荷時遮断機能内蔵}FA5571/5573kēsıœĢ

ĨsıhFA5572/5574kŒĬĪ~
（ 5） ŒĬĪŋsĲ過電圧遮断回路内蔵}ZCD 端子検出~
（ 6） SOP-8 Àþé DIP-8}系列化中~ĺĬĚsġĈ用意

ハイブリッド車用めっきチップ
地球温暖化防止策ä一環ÞÍÜ期待ËĂÜºāĸčĿœĬ

関連論文：富士時報 2007.6 p.385-387

図

IGBT チップと両面冷却モジュールの断面図

Ĳ車ä普及áåĠĢįŉä高出力化Þ小型化Â必須Ý¸Ù
ÕgÓäÕ÷á PCU}ĺŘsĜŜıŖsŔŏĴĬı~á
使ąĂāĺŘsİĹčĢÝ¸ā IGBT ĪĬŀáåh高電流
密度化Þ両面冷却構造á適合Ïā電極構造Â要求ËĂÕg

冷却チューブ

放熱板

ÓÉÝ開発ÍÕ IGBT äĤŔ構造ÞÍÜ 1,200 V 用-FS
熱

}ľČsŔĲĢıĬŀ~型ıŕŜĪěsı IGBT ä技術Ĉ
応用ÍhËÿá改良Ĉ加¾電流密度Ĉ従来ä産業用á比

熱

ï 1.6 倍ôÝá高÷ÕgôÕh電極構造ÞÍÜåĪĬŀ表
面äċŔň電極ä上面áĴĬĚŔ膜Ĉ÷ÙÃ技術áþĀ

パワー素子

はんだ接合部

形成ÍÕgËÿáh自動車用途Ý必要à高信頼性Ĉ確保Í
ÕĪĬŀ設計Ĉ行ÙÕgÉĂáþĀh製品化ËĂÕ IGBT
Ī Ĭ ŀ å 乗 用 車LEXUS LS600h
LEXUS LS600hL
á搭載ËĂÜºāg
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半導体
自動車用ワンチップイグナイタ
環境問題ú安全性j快適性j省đĶŔėsîä対応äÕ

関連論文：富士時報 2007.6 p.410-412

図

自動車用ワンチップイグナイタ

÷h自動車á搭載ËĂÜºā部品ä多ÅÂ電子化ËĂÜ
ÃÜºāgÍÁÍh電子部品å放射ķčģĈ発生Ïā電磁
妨害úhķčģä影響Ĉ受ÇúÏº電磁感受性ä問題Â¸
āgÓäÕ÷h点火装置á用ºÿĂāčęĳčĨá関ÍÜ
øhÓĂÿä対策Â重要ÞàāgÓÉÝh放射ķčģĈ低
減ËÑÕ自動車用ŘŜĪĬŀčęĳčĨĈ開発ÍÕg主à
特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 使用温度範囲k−40 v＋150 ℃
（ 2） 放射ķčģä低減
（ 3） 電流制限機能h過熱検出機能
（ 4） 高信頼性

関連論文：富士時報 2007.6 p.406-409

ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi007」
環境保護á対Ïā意識ä高ôĀÞĕĦœŜ価格ä高騰Ĉ

図

ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi007」

図

車載用高圧力センサセル

背景áhĕĦœŜđŜġŜÞ電気ŋsĨĈ併用ÍÕĸčĿ
œĬĲ車ä需要Â急増ÍÜºāg
富士電機ÝåhĕĦœŜĸčĿœĬĲ車ä電力変換ĠĢ
įŉá用ºÿĂā IGBT 駆動用á開発ÍÕ ICFi007ä
量産Ĉ開始ÍÕgÉä製品åhIGBT 駆動用ä 15 V 系Ĳ
ŒčĹú保護機能}過熱h過電流h電源電圧低下hĦľ
ı遮断~ĈŘŜĪĬŀ化ÍÜÀĀhIGBT ä安定動作h異
常時ä焼損回避hÀþéĠĢįŉä小型化á貢献ÝÃāg
ĺĬĚsġå SSOP20 Ý鉛ľœsá対応ÝÃāg175 ℃放
置á耐¾āŅŜİČŜęŘčōàßh高º信頼性耐量Ĉ確
保ÍÜºāg

車載用高圧力センサセル
民生用ú自動車用äđċĜŜáÀºÜh省đĶŔės対
応á伴¼ĜŜŀŕĬĞä制御Ĉ高精度化Ïā目的Áÿh冷
媒圧制御用İĹčĢå圧力ĢčĬĪÁÿ圧力ĤŜĞî切Ā
替ąĀÚÚ¸āg今回上記ä要求á対応Ïā CMOS ŀŖ
ĤĢáþā EPROM Ĉ用ºÕİġĨŔıœňŜę式高圧
力ĤŜĞĤŔĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 圧力ŕŜġ/出力電圧範囲kv 5 MPa G/0.5 v 4.5 V
（ 2） 絶対最大圧力k10 MPa
（ 3） 対応媒体k空気h冷媒 HFC134ahđŜġŜēčŔh

ēsıŇĪĬĘēčŔhĺŘsĢįċœŜęēčŔ
（ 4） 出力誤差精度k1.5 %F.S. 以下}25 ℃~
（ 5） EMI 耐性k100 V/m}1 v 1,000 MHz~
（ 6） EMC 耐性kJASOD00-87hISO11452-2hISO7637 準拠
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半導体
軽イオン照射などの格子欠陥導入および制御技術
半導体素子ä高速化j低損失化Àþé低ķčģ化á伴ºh

図

ヘリウムイオン照射後のキャリヤ濃度の比較

İĹčĢä高速化hĦľıĢčĬĪŜę化Â強Å求÷ÿĂ
Üºāg

1015

Éä要求á対Í富士電機ÝåhŁœďŉàßä軽čēŜ
キャリヤ濃度（/cm3）

照射áþā格子欠陥制御技術Ĉ開発ÍÜºāgÉä技術ä
開発áåhĠœĜŜ基板á導入ËĂÕ格子欠陥ä物性把握
Â重要Ý¸āg例¾æh基板中ä酸素濃度Ĉ制御ÏāÉÞ
Ýh軽čēŜ照射áþÙÜ生ÎāĖŌœō濃度}広ÂĀ抵
抗測定áþā~ä低下Ĉ抑制ÝÃāÉÞÂ判明ÍÕgÉĂ
áþĀh素子ä導通時ÀþéĢčĬĪŜę時ä損失特性Ĉ

酸素拡散あり
10

14

1013

酸素拡散なし

改善ÏāÉÞÂ可能Þàāg今後å一層ä特性向上Ĉ目指

1012
20

ÍhÉä技術ÀþéİĹčĢ適用技術ä開発Ĉ進÷h設

40
距離（

計jŀŖĤĢ技術ä高度化Ĉ図ā予定Ý¸āg

60
m）

80

20 V 横型トレンチ MOSFET デバイス技術
œĪďŉ電池保護 IC 用ä MOSFET ĢčĬĪÞÍÜh

図

双方向 TLPM の断面 TEM 像

図

鉛フリーはんだ結晶方位分析結果

ıŕŜĪ内部á素子Ĉ形成ÍÕ双方向Ĩčŀä低ēŜ抵抗
ıŕŜĪ横型ĺŘs MOSFET}TLPM~Ĉ開発ÍÕg
İĹčĢ構造ÞÍÜåıŕŜĪ中心Áÿ左右対称á折Ā
返ÍÕ双方向構造Ýh従来äŀŕsĳ構造á対ÍıŕŜ
Ī側面áĪŌĶŔĈ形成ÍÕ縦構造äÕ÷İĹčĢĽĬĪ
Ĉ縮小ÝÃh低ēŜ抵抗Ĉ実現ÍÕgÉĂáþĀœĪďŉ
電池保護 IC ÞÍÜå業界初ä充放電ĺŘs MOS ĢčĬ
Ī Ĉ 内 蔵 Íh Ë ÿ á WL-CSP}Wafer Level-Chip Size
Package~ Ĉ 採 用 Ï ā É Þ á þ Ā 業 界 最 小 ä 1.6 mm ×
1.6 mm Þº¼ĺĬĚsġĞčģĈ実現ÍÕg主à双方向
TLPM ä特性å次äÞÀĀÝ¸āg
2
（ 1） 2onj! ＝ 12 mΩjmm }6GS ＝ 3.7 V~/25 V

（ 2） ESD 耐量＞ HBM}Human Body Model~＋
− 5,000 V

高温モジュールパッケージ技術
ĺŘsŋġŎsŔå産業用途Â主Ý¸ÙÕÂh最近Ýå
ĸčĿœĬĲ車äŋsĨ制御àßáø使用ËĂ始÷h大容
量化ÞĺĬĚsġä小型化Â今ôÝ以上á求÷ÿĂÜºāg
ÉĂÿä要求å半導体ĪĬŀä温度上昇áÚàÂĀh樹脂
接着強度低下håĉÖ接合層劣化àßĈ招Ãh長期信頼性
Â課題áàāg一方hĪĬŀ自体ø高温動作可能à SiC ú

750

m

GaN ä開発Â進÷ÿĂÜÀĀhĺĬĚsġä耐熱性向上

（a）SEM 像

åĺŘsŋġŎsŔä重要à技術ÞàÙÜÃÜºāgÉä
技術課題á対ÍÜh高温域Ý組織変化ä少àºåĉÖhË
ÿá FEM 解析áþÙÜ熱膨張Ĉ最適化ÍÕ耐熱性封止樹

110

脂ä開発Ĉ行ÙÜºāgåĉÖ結晶分析å従来ä SEM 観
察á加¾ EBSP}Electron Backscatter Patternsk後方散
乱電子回析像~Ĉ使用Íh高温域Ýø結晶粒Â安定ÍÜº

001

100

750

m

（b）結晶方位

ā鉛ľœsåĉÖä開発Ĉ行ÙÜºāg
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半導体
鉛フリーはんだを用いた IGBT 製品の寿命予測技術
富士電機å 2005 年Áÿ鉛ľœsåĉÖĈ用ºÕ IGBT

図

はんだ材破壊箇所微細組織観察結果

ĺŘsŋġŎsŔĈ販売ÍÜºāg最近ÝåĸčĿœĬ
Ĳ車用途á使用ËĂ始÷h高信頼性Â求÷ÿĂÜºāg市
場実績ä¸ā鉛åĉÖÁÿ鉛ľœsåĉÖá変更ÏāÉÞ
SnAgIn はんだ

á伴ºh製品設計Ĉ行¼際ä信頼性寿命予測精度向上Â必
要Ý¸āgÉä技術課題á対ÍÜh①製品áÀÇāåĉÖ

SnAg はんだ

DCB 基板裏面
銅はく

材破壊箇所ä微細組織観察áþā破壊ŊĔĴģŉä明確化h

DCB 基板裏面
銅はく

CuSn 合金

CuSn 合金

②åĉÖĹŔĘ材håĉÖ接合層ä疲労寿命測定áþā材

クラック

料物性İsĨä取得h③製品使用時áÀÇā発生応力ä測
定Ĉ実施ÍÕgÉĂÿĈøÞá FEM 解析áþā鉛ľœs

クラック

åĉÖĈ用ºÕ IGBT ŋġŎsŔ製品ä寿命予測Ĉ可能Þ
SnAg 合金

ÍÕgÉä技術Ĉ用ºāÉÞáþĀh要求寿命á対Í適切
à製品設計Ĉ可能ÞÍÕg

トレンチ IGBT の解析技術
İĹčĢä品質向上áÀºÜh不良原因Ĉ可視化Ïā技

図

OBIRCH 法による不良解析結果と断面 FIB 像

術å迅速Ý的確à改善ĈÏā¼¾Ý重要Ý¸āg今回hı
ŕŜĪ IGBT ä不良箇所Ĉ裏面 OBIRCH}ŕsğ光加熱
抵抗変動~法Ĉ用ºÜ検出Íh収束čēŜļsŉ}FIB~
装置Ĉ用ºÜĽŜņčŜıÝ解析Ïā方法Ĉ開発ÍÕgÉ
ä方法Ĉ用ºÜhıŕŜĪ欠損áþÙÜďĐŔÞđňĬ
Ĩ間Ý電流œsĘÂ¸āÞ推測ËĂāİĹčĢĈ解析ÍÕg
裏面Áÿ赤外ŕsğĈ入射ÍhœsĘ箇所Ĉ OBIRCH 法
トレンチ
欠損

Ý数 m ôÝ絞Ā込õhœsĘ箇所近傍îŕsğŇsĖŜ
ęĈÍÕ後á FIB Ý断面観察Ĉ行ºhıŕŜĪ欠損ÞÓ
ä原因Ĉ可視化ÍÕgôÕhđňĬĨÞĜŕĘĨ間ä異常
œsĘúěsıœsĘ異常á関ÍÜøhÉä方法Þ発光解
析法Ĉ適用ÍœsĘ箇所Ĉ特定Íh異常原因Ĉ可視化Ïā
ÉÞĈ行ÙÕg

SiC デバイス・プロセス技術
Si á 比 ï 約 3 倍 ä Ĺ Ŝ Ĳ ė Ō Ĭ ŀ Þh Ó Ă á 伴 ¼ 約

図

U 溝構造 MOSFET の耐圧特性

10 倍ä破壊電界強度Ĉ有Ïā SiC ä優ĂÕ材料特性á着
目Íh次世代ĺŘsİĹčĢÞÍÜ U 溝構造 MOSFET

100
90

ä開発Ĉ行ÙÜºāgU 溝形成ŀŖĤĢàÿéá高品質đ

80

ĽĨĖĠŌŔ技術ä向上áþā大電流化äõàÿÐh周辺

70

性Ĉ得āÉÞÂÝÃÕg

電流（

耐圧構造ä改良áþĀh図á示Ïþ¼à良好à素子耐圧特

A）

}Metal- Oxide- Semiconductor Field- Effect Transistor~

60
50
40

今後åhĖŒs欠陥ä一層ä削減áþā素子ä大面積化

30

ú U 溝形成ŀŖĤĢä改良áþā移動度向上ÖÇÝàÅh

20

MOSFET ĤŔä最適設計áþā低ēŜ抵抗化Ĉ図āÉÞ
ÝhU 溝構造 MOSFET ä大電流化Ĉ進÷ÜºÅg
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快適商空間の創造を目指して

宮崎

建男}õúÌÃ

ÕÜÀ~

富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役社長

新年明ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

ĜsŔĲĪĐsŜ分野Ýåh当社å STPP}Ģıċj

富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社åhÀ客様á最大

ısĨŔjŀŒŜjŀŖİŎsĢ~Þº¼ĜŜĤŀıäø

ä満足Ĉ提供Ïā企業Ĉ目指Íh
快適商空間ä創造Ĉ

Þh店舗ä設計h内装h設備h施工Áÿ保守ĞsļĢá至

ŋĬısáh自動販売機関連hľsĲĞsļĢ関連hĜs

ā総合的à商空間ĦœŎsĠŐŜĈ提案ËÑÜºÕÖºÜ

ŔĲĪĐsŜ関連h通貨機器関連ä製品ÞĞsļĢĈ提供

ÀĀôÏgÉä分野áÀºÜø環境対応Þ同時á利便性Ĉ

ÍÜÀĀôÏg

追求ÍÕ快適à商空間Ĉ提供ÏāÕ÷ä開発Ĉ進÷Üºô

ÉĂÿä製品úĞsļĢáÀºÜåhŊsĔsÞÍÜä

ÏgđĜŇĬĘĢúİĠĔŜı空調ĠĢįŉàßä店舗ä

ĜĢıú品質åø×ăĉäÉÞh省đĶŔėsú環境保護

総合的à省đĶŔėsÞŒŜĴŜęĜĢıä低減Ĉ図ā製

àßh持続可能à社会ä実現ÞÞøáÀ客様Ĉ通ÍÜþĀ

品Ĉ提案ÏāÞÞøáh店舗建設ä経済性j資源ä有効利

良º社会Ĉ構築Ïā一員ÞÍÜ技術力ä向上Þ製品ä開発

用áÚàÂāđĜŖŏĴĬıúR-CUBEàßä

á注力ÍÜôºĀôÍÕg

製品Ĉ提案Íh採用Â広ÂÙÜÀĀôÏg

業界ıĬŀĠĐċĈ持Ú自動販売機åh国内市場åÏÝ

通貨機器関連分野Ýåh非接触 IC ĔsĲú携帯電話Ĉ

á成熟ÍÜÀĀh量Áÿ質îä転換Ĉ推進ÍÜÀĀôÏg

用ºÕ電子ŇĶsÂ今後ø大ÃÅ拡大ÍÜºÅøäÞ思ą

当社åh自動販売機ĈÀ客様商品ä進化ÍÕ小売Ā手段Þ

ĂôÏgÉĂÿä機器ä普及á伴ÙÜåh利便性ä追求

ÍÜh機能j品質j価格jŊŜįĳŜĢĞsļĢäºÐĂ

Þ同時á安全Ý信頼性ä高º技術Â要求ËĂôÏg電子Ň

ĈÞÙÜø最高ä評価ĈºÕÖÇāþ¼h多Åä課題解決

ĶsÝå当社ÂÉĂôÝá培ÙÜÃÕœsĲŒčı技術ú

á取Ā組õhÉä業界áÀÇā地位ĈþĀ一層強固áÍÜ

決済áÁÁąāĤĖŎœįČ技術h通信技術Ĉ活用ÍÜ共

ºÃÕºÞ考¾ÜºôÏg一方h自動販売機ä製造j販売

用ä決済端末機器úÓĂá付随ÏāĞsļĢä開発Þ製品

ŊsĔsÞÍÜ環境対応îä要求áø応¾ÜºÅ必要Â¸

展開Ĉ進÷ÜÀĀôÏg

ĀôÏg自動販売機ÝåhķŜľŖŜ化技術úĻsıņŜ

以上h事業分野ÊÞá近況Þ 2008 年ä抱負Ĉ述ïÜô

ŀ技術àßä環境対応j省đĶŔės技術ä開発Ĉ進÷Ü

ºĀôÍÕgôÕhĢsĺsŇsĚĬıá代表ËĂāþ¼

ÃôÍÕgËÿáh製品áÁÁąā資源採取Áÿ製造h実

áh当社ä各事業分野ä幅広º製品Â使用ËĂÜºāÉÞ

運用h廃棄á至āôÝh自動販売機ä全生涯Ĉ開示Ïā仕

Áÿh社内áÀÇāĜŒŅŕsĠŐŜáø注力ÍÜôºĀ

組õĈ業界Ý初÷Ü作Āh
đĜœsľ環境ŒłŔĈ取

ôÏg今後ø¸ÿüā面áÀºÜÀ客様ä期待áÀ応¾Íh

得ºÕÍôÍÕgôÕh環境対応á加¾ÜhÀ客様ä商品

本業Ĉ通ÍÜ社会á貢献Ïā企業Ĉ目指ÍÜºÃôÏg

ä取Ā扱ºúÏËú多種多様à商品Ĉ扱¼際ä安全性áø

本年øþăÍÅÀ願º申Í上ÈôÏg

配慮ÍÕ製品ø開発ÍÜÀĀôÏg
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流通機器システム

自動販売機
フードサービス機器
通貨・カード機器
店舗設備機器

展

望

当部門å快適商空間ä創造ĈĢŖsĕŜÞÍÜh飲
料ú食品ä流通hÀþé小売Ā現場Ýä決済á関連Ïā機
器hĠĢįŉhĞsļĢĈ提供Ïā事業Ĉ展開ÍÜºāg

時áh紙幣ú硬貨ä識別性能向上äÕ÷ä技術開発Ĉ継続
的á進÷Üºāg
一方h交通系ĔsĲú電子ŇĶsh小額ĘŕġĬıĞs

富士電機åh商空間ä利用者Ý¸Ā参加者Ýø¸ā生活

ļĢàßhFelica 技術áþā非接触 IC ĔsĲú携帯電話

者äĴsģá応¾āÞÞøáh小売Ā分野á関連Ïā顧客

機ä利用Â急速á広ÂÙÜºāg富士電機Ýåh続々Þ運

ä販売力ä強化úēŃŕsĠŐŜ経費ä削減hËÿá新Í

用Â開始ËĂÕ多種äĞsļĢĿŒŜĲĈh1 台ä端末Ý

º事業展開Ĉ可能áÏā商品Þ技術ä開発Ĉ進÷Üºāg

決済ÝÃā共用決済端末機Þ共用ĞsļĢ機能Ĉ開発ÍÕg

自動販売機ä分野Ýåh地球温暖化防止ú環境負荷低減

ÉĂáþĀĞsļĢ利用者ú店舗ä利便性Â向上ÍhÉĂ

Ĉ図ā機器ä開発Ĉ進÷Üºāg富士電機åÏÝá地球温

ÿäĞsļĢä一層ä普及拡大Â推進ËĂh今後電子Ň

暖化係数Â 1 Þ非常á小Ëº自然冷媒Ý¸ā CO2 Ĉ使用

ĶsàßÞ連携ÍÕņčŜıúĘsņŜàßä各種Ğsļ

ÍÕķŜľŖŜ自動販売機ĈĠœsģ化ÍÜºāÂhCO2

Ģä拡大Â期待ÝÃāg

ä特徴Ĉ生ÁÍÜ大幅à省đĶŔėsĈ実現ÍÕĻsıņ

店舗設備機器ä分野ÝåhĜsŔĲĪĐsŜä商流ä川

Ŝŀ加熱式ä自動販売機Ĉ開発ÍÕgôÕh自動販売機ä

下Áÿ川上îÞ事業拡大Ĉ進÷Üºāg商流ä川下á¸

ŒčľĞčĘŔċĤĢŊŜıä研究Ĉ進÷ÜÃÕ成果ÞÍ

ÕĀh主要顧客Ý¸āĢsĺsŇsĚĬıúĜŜļĴđŜ

Üh業界他社á先駆ÇÜđĜœsľ環境ŒłŔä認証Ĉ取

ĢĢıċåh小売市場ä縮小ú伸é悩õáþā影響å¸ā

得ÍÕgÉĂÿå自動販売機ä環境影響低減ä動ÃĈœs

øääh食ä安心j安全ú鮮度j品質ä追求Þ同時áh店

ĲÏāøäÝ¸āgÓä他hŏĴĹsĞŔİğčŜä自動

舗運営ĜĢıä低減Þ環境負荷低減äÕ÷店舗ä省đĶŔ

販売機ú富士電機Â初÷Ü提案ÍÕ災害救援型自動販売機

ėsá取Ā組ĉÝºāg富士電機ÝåhĠŐsĚsĢàß

àßä設置Â広ôĀÚÚ¸Āh自動販売機ä社会的役割Â

ä冷熱設備Ĉ中心á建物ôÝ含÷ÕısĨŔĦœŎsĠŐ

再認識ËĂā兆ÍÂ¸āg

Ŝ}STPPkStore Total Plan & Produce~Ý顧客ä要請

一方Ýh多様化Ïā生活者äĴsģá合ąÑÜh設置場

á応¾ÜºāgËÿáĜsĻsĪĐsŜàßĈ含ö商業

所á合ÙÕ多様à形状ä幅広º商品Ĉ販売ÍÕºÞº¼

施設分野îøđĜŖŏĴĬı
R-CUBEàßáþā

顧客ä強º要望Â¸āgÓĂá応¾h販売商品ä組合Ñ自

多角的àċŀŖsĪĈ行ÙÜºāg川上á¸Õā配送ĤŜ

由度Â高º食品自動販売機ú小規模ēľČĢÝø効率的á

Ĩs設備àßÝåh培ÙÜÃÕ冷熱技術ÞİĠĔŜı空調

運用ÝÃā超小型äĔĬŀ自動販売機Ĉ開発ÍÕgËÿáh

àßä総合的àđŜġĴċœŜę力ĈłsĢáh積極的à

携帯電話ú電子ŇĶsáÁÁąāĞsļĢÞ組õ合ąÑÜ

受注活動Ĉ行ÙÜºāg

自動販売機ä利用Ĉ活性化Ïā仕組õä開発ø進÷Üºāg
ľsĲĞsļĢ機器ä分野Ýåh近年消費Â増大ÍÜº

京都議定書ä約束期間ä初年Ý¸ā 2008 年Ĉ迎¾h
ıĬŀŒŜĳs方式áþā缶jŅıŔ飲料自動販売機ä省

āŕėŎŒsĜsĻsä動向á合ąÑÜh日本Ý好ôĂā

đĶŔės目標ÂËÿá強化ËĂhĔĬŀ式ú乳飲料ä自

ĲœĬŀ式ĜsĻsäİČĢŃŜĞsĈ業務向ÇÞĲœŜ

動販売機áø対象Â拡大ËĂÕgôÕh店舗àß流通施設

ĘĜsĳs向Çá開発ÍÕg

ä総合的à省đĶŔėsú合理化á対ÍÜø強º要望Â¸

通貨jĔsĲ機器ä分野Ýåh経済成長Â著Íº中国Ý

āg今後Þø顧客h利用者h社会ÞÞøá¸ÙÜh富士電

ä自動決済機器ä拡大Ĉáÿõ中国紙幣ä識別装置Ĉ開発

機ä持Ú総合力Ĉ生ÁÍÕ技術開発Þ製品開発Ĉ進÷h環

ÍÕñÁh払出Íä確実化á応¾Õ硬貨識別装置àßh国

境Þ人á優Íº商品作Āh快適à商空間創}ÛÅ~Āá努

内ä自動販売機以外ä市場向Çä機器ä開発Ĉ行ÙÕg同

÷ÜºÅ所存Ý¸āg
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自動販売機
「エコリーフ環境ラベル」認証の取得
近年hēħŜ層保護h温暖化防止àßä地球環境保護ä

図１

エコリーフ環境ラベル貼付の缶飲料自動販売機

図

缶飲料自動販売機 2008 年機「J シリーズ」

図

超小型カップ式自動販売機「FM200」

動ÃÂ世界規模Ý広ÂÙÜºāg
đĜœsľ環境ŒłŔ
åh従前ä製品ä実運用áÀÇā省đĶŔėsäÞÿ¾方
ÝåàÅh製品áÁÁąā資源採取Áÿ製造h実運用h廃
棄á至āôÝä全生涯Ýä環境負荷Ĉ一定ä手順Ýİs
Ĩ化ÍhÓä情報Ĉ公á開示ÝÃāÉÞÂ社団法人産業環
境管理協会áþĀ認証ËĂÕ製品á付与ËĂāøäÝ¸āg
今回h富士電機Â先導ÍÜ自動販売機îä対応Ĉ働ÃÁÇh
新ÕáĠœsģ認証ä運用ŔsŔĈ確立Íh業界á先
駆ÇÜ缶飲料自動販売機äđĜœsľ環境ŒłŔä取得Ĉ
実現ÍÕgÉäŒłŔĈ貼付}×ý¼ë~ÏāÉÞÝh自
動販売機Â総合的à見地Ý地球環境á配慮ÍÜºāÉÞÂ
訴求ÝÃhÓĂÂ自動販売機ä社会的価値ä向上áÚàÂ
āøäÞ期待ËĂāg

缶飲料自動販売機「J シリーズ」
富士電機ä缶飲料自動販売機ä標準機ĠœsģĈľŔ
ŋİŔĪĐŜġÍÕJ ĠœsģĈ開発ÍÕgÀ客様á
ÞÙÜä使ºúÏËä追求ÞøäÚÅĀä立場Áÿä作Ā
úÏËĈ徹底的á追求ÍÕ新ĠœsģÝ¸āg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 販売商品Ĉ購入ÍÜºÕÖÅÀ客様áÞÙÜä使ºú

ÏËä追求ÞÍÜh販売商品ä取出Í性Ĉ大幅á向上Ë
ÑÕ商品取出口ňĲŔņġĠŐŜ化Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 部品ä標準化j機種構成ä統合àßáþā部品点数削

減ĈåÎ÷ÞÏāĜĢıĩďŜ設計Ĉ実施ÍÕg
（ 3） 販売機構ú制御ŅĬĘĢĈ一新Íh操作性á優ĂÕ新

規œŋĜŜä採用àßáþĀ自動販売機äŊŜįĳŜĢ
作業äúĀúÏËĈ実感ÝÃā製品Ĉ提供ÍÜºāg

ペーパーレス抽出機搭載超小型カップ式自動販売機
近年h小規模ēľČĢ市場Ĉ中心áhēŃŕsĠŐŜĜ
Ģıä安ºhĜŜĺĘıà自動販売機îäĴsģÂ高ôÙ
Üºāg今回hÉäĴsģĈ踏ô¾h小型jĠŜŀŔj簡
単ŊŜįĳŜĢĈĜŜĤŀıáh本ĔĬŀ式自動販売機Ĉ
完成ËÑÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 微細金属ĜsĻsľČŔĨä開発áþĀh抽出効率Ĉ

高÷h香Ā高ºÀºÍºĲœĬŀĜsĻsĈ提供gŃs
ĺsľČŔĨŕĢ化Ĉ実現ÏāÉÞÝh廃棄ÁÏ量ø低
減
（ 2） 原料容器hĔĬŀ販売機構hłŜĲĢįsġàß操作

性Ĉ大幅á向上ËÑÕ基本部品Ĉ新規開発ÏāÞÞøáh
最適配置áþĀh他社比 1.5 倍ä原料収容量Ĉ実現
（ 3） 接液部品}ĜsĻs抽出機hÁÅåĉ容器hķģŔ~

åŘŜĨĬĪÝ脱着ÝÃh洗浄Â容易Ý味ä劣化Ĉ防止
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自動販売機
マルチパーパス自動販売機
従来ä汎用自動販売機Ýåh容積ä小Ëº商品ä収容効

図

マルチパーパス自動販売機

図

食品マルチ自動販売機「FFY248」

図

N700 系新幹線車両デッキに搭載の自動販売機

率Â悪ºhôÕå搬出Â安定ÍàºÞºÙÕ問題Ý対応Ý
Ãàº商品群Â存在ÍÕg今回hÓ¼ÍÕ小Ëº商品ĈĜ
ċĨsěĬıáÍÚÚh大Ãº商品áø対応可能à新型Ň
ŔĪĺsĺĢ自動販売機Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 収容ĢŃsĢÂ可変Ýh販売商品Ĉ直接展示ÍÜ商品

ä満載感Ĉ演出Ïā新ĨsŜįsĿŔ式ŒĬĘ
（ 2） 自動開閉式áþĀ片手Ý商品ä取出ÍÂ可能Ýh指挟

õ防止機能搭載áþĀ安全á配慮ÍÕhÀ客様á優Íº
商品取出口扉
（ 3） 先入Ă先出Í方式Ý商品管理äÍúÏºŖsİČŜę

方式

食品マルチ自動販売機
従来ä自動販売機åh飲料ôÕå食品ÖÇĈ対象áÍh
販売商品ä形á合ÙÕ搬出機構Ĉ持Úhºąæ専用機Ý
¸ÙÕg今回h限ÿĂÕĢŃsĢÝ缶hŃĬıŅıŔàß
ä清涼飲料ÞhÀáÄĀúĞŜĲčĬĪàßä食品hĢ
ĳĬĘÞºÙÕËôÌôà商品Ĉ 1 台Ý販売ÝÃā食品Ň
ŔĪ自動販売機Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 3 連結ôÝ可能àłŔı式搬出機構Ýh飲料Áÿ食品

ôÝËôÌôà商品Â販売ÝÃāg
（ 2） 庫内å販売商品á合ąÑh全体強冷h全体弱冷hËÿ

á断熱仕切ĀÝ 2 室áÍÜ強冷Þ保冷ä設定ÂÝÃāg
（ 3） 新ĖŌĬĪŌ機構式大型ĹĚĬıĈ搭載Íh形ä崩Ă

úÏº商品Ýø取出口ôÝ優ÍÅ搬送Ïāg

N700 系新幹線車両に搭載の缶飲料自動販売機
2007 年 7 月 1 日Áÿ営業Ĉ開始ÍÕ N700 系新幹線車両
á搭載ÍÜºā缶飲料自動販売機Ĉ開発ÍÕg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 新幹線車両á搭載ä自動販売機専用ä電装品ĈÏïÜh

自動販売機内á収÷ÕĜŜĺĘı設計
（ 2） 新幹線車両İĬĖäčŜįœċáŇĬĪÍÕİğčŜ
（ 3） 走行中ä振動á対応ÍÕ耐振動設計
（ 4） 4 連ĠŐsıŒĬĘ搭載áþā軽量化h省đĶŔės

設計
（ 5） 鉄道車両用材料燃焼試験á適合ÍÕ材料Ĉ使用ÏāÉ

Þáþā安全設計
（ 6） 特殊à鉄道用電源îä対応



富士時報

流通機器システム

6OL .O 

自動販売機
自動販売機制御の新プラットフォーム
近年h電子ŇĶsä普及ÞÞøá自動販売機îä IT 化

図

新プラットフォームの主制御ユニット

図

コーヒーディスペンサー「DRIP2500X」

図

コーヒー＆パウダーディスペンサー「FCMD32」

対応Â強Å求÷ÿĂÜºāg今回h電子ŇĶsĈåÎ÷Þ
Ïā付加価値要求á容易á対応可能Ý¸Āh缶jĔĬŀj
ÕæÉàß各種Ĩčŀä自動販売機îä適用Â可能à制御
ä新ŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
（ 1） 共通ŀŒĬıľĒsŉ化k各種自動販売機á共通á対

応可能Ý¸Āh開発効率ä向上Â図Ăāg
（ 2） 自動販売機専用ŇčĜŜä搭載k専用ŇčĜŜĈ開発

ÏāÉÞáþĀh小型化Ĉ実現ÝÃāg
（ 3） 各種čŜĨľĐsĢä搭載k自動販売機内通信ŒčŜh

RS-232ChUSB Ĉ搭載ÏāÉÞáþĀh将来ä拡張性
á富ög

フードサービス機器
ドリップ式コーヒーディスペンサー
外食産業向ÇäĜsĻs機材ÞÍÜåđĢŀŕĬĦĜs
Ļs用Â主体Ý¸āÂh今後伸éāÞ予想ËĂāĲœĬŀ
式ĜsĻsÂ全自動抽出ÝÃāĲœĬŀ式ĜsĻsİČĢ
ŃŜĞsĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ŃsĺsľČŔĨ式減圧抽出Ý透明感ä¸ā香Ā豊Á

àĜsĻsĈ抽出
（ 2） ĩĿŔĜsĻsĨŜĘÝ常á新鮮Ý安定ÍÕ味Ĉ提供
（ 3） 原料量h蒸ÿÍ時間h湯量h温度àß 4 種類h抽出量

最大 2 L ôÝä抽出ĺŒŊsĨĈ自動設定
（ 4） ĤĬıċĬŀÁÿ営業終了後ä洗剤洗浄ôÝ全自動
（ 5） 清掃時h抽出時ä誤操作Ýå作動Íàº安全設計
（ 6） 幅 600 mm äĜŜĺĘı設計
（ 7） ĔďŜĨ設置Ý清潔感ĈċĽsŔÏāİğčŜ

コーヒー & パウダーディスペンサー
外食産業äľĊňœsŕĢıŒŜàßÝåĲœŜĘĜs
ĳsÂ一般化Íh清涼飲料ĈåÎ÷ĜsĻsh紅茶hĜ
ĜċàßĈ提供Ïā機材}İČĢŃŜĞs~Â並ìþ¼á
àÙÕgÍÁÍ機材åÓĂÔĂ単機能ÝôÞôĀÂàÅh
Óä整理Â求÷ÿĂÜºāgÓä中ÝŕėŎŒsĜsĻs
Þĺďĩs飲料Ĉ 1 台Ý提供ÝÃā機材Ĉ開発ÍÕg
（ 1） 2 台分ä機能Ĉ横幅約半分äĞčģÝ実現ÍÕg
（ 2） 2 種類äĜsĻsÞ 3 種類äĺďĩsä組合ÑÝ最大

20 種類ä商品提供Â可能Ý¸āg
（ 3） 新ĲœĬŀŕėŎŒsĿœŎċÝÏÙÃĀÞÍÕ味ä

ĜsĻsĈ抽出ÝÃāg
（ 4） 集中ķģŔä採用Ý消費者ä分ÁĀúÏËĈ高÷Õg
（ 5） ŊŜįĳŜĢ性h清掃性Ĉ向上ËÑÜ清潔性Ĉ高÷Õg
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通貨・カード機器
払出し確認センサ付き硬貨識別装置
近年h駐車場ä料金精算機ú証明写真撮影機àßh自動

図１

自動販売機搭載用硬貨識別装置「FMVT451H」

図１

中国向け紙幣識別装置「BVM42MD1CN」

図１

紙弊搬送システムに搭載する島端収納金庫「TSB700」

販売機以外ä用途á自動販売機搭載用硬貨識別装置}Ĝč
ŜŊĬĘ~Ĉ搭載ÏāĚsĢÂ増¾Üºāg理由åh屋外
設置á耐¾得ā環境性能Þh安価Ý¸āÉÞÝ¸āgÍÁ
ÍhÉĂÿä業界Ýå入出金á関ÍÜ自動販売機以上
ä性能Â求÷ÿĂÜºāgÉä要望á応¾āÕ÷áh新型
äĜčŜŊĬĘĈ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
g
（ 1） 全ÚĀ銭筒á払出Í確認ĤŜĞĈ装備ÍÕ}業界初~
未払º
過払º
（ 2） 払出Í確認ĤŜĞä制御ÞÍÜh
Ĉ検知ÍÜ停止Ïā完全ľĐčŔĤčľŋsĲúh履歴
Ĉ残ÍÜ継続動作ÏāŋsĲàßä 4 ŋsĲĈ備¾āg
FMVT ĠœsģäĜ
（ 3） ĜčŜŊĬĘäłsĢ部åh
ŜĤŀıÝ¸ā{信頼性j取扱º性向上|Ĉ踏襲ÍÜº
āg

中国向け紙幣識別装置
北京ēœŜĽĬĘh上海万国博覧会Â開催ËĂā中国åh
今後自動販売機市場ä拡大Â期待ËĂÜºāg富士電機åh
大連富士冰山自動販売機有限公司Ĉ足ÂÁĀÞÍ中国Ýä
通貨機器事業ä展開Ĉ計画ÍÜÀĀh今回中国紙幣á対応
ÍÕ紙幣識別装置Ĉ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 通信仕様å MDB/IPC 規格á準拠ÍÜºāg
（ 2） 中国紙幣 4 金種}1 元h5 元h10 元h20 元~ä新旧 10

券種á対応ÝÃā新鑑別ċŔĝœģŉĈ採用ÍÕg
（ 3） 紙幣幅á合¼自動幅調整機構付ä搬送通路ÞÍhŖs

Œ駆動Àþé新œıŒč制御áþā安定搬送Ĉ実現ÍÕg
（ 4） 紙幣ä収納枚数åh標準ä 200 枚Ĩčŀá加¾ 500 枚

Ĩčŀø用意ÍÜºāg
（ 5） 故障ä内容Ĉ分ÁĀúÏÅh7 ĤęŊŜıä LED á

表示Ïāg

レジャーホール向け紙幣搬送システム
富士電機Ýåh十数年áąÕĀ島内紙幣搬送ĠĢįŉĈ
展開ÍhńsŔ内ēsıŊsĠŐŜä主力機器ÞÍÜ市場
á認知ËĂÜÃÕg今回h市場Ĵsģä変化Ĉ受ÇÜËÿ
á高信頼性化ÞĜĢıĺľĒsŇŜĢä向上Ĉ図āÕ÷á
ľŔŋİŔĪĐŜġáþā開発Ĉ行ÙÕg主à特徴å次ä
ÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 信頼性ä高ºĪĐsŜ方式Þ新開発äŒĹsĖŌœs

Ĉ採用Íh紙幣搬送時ä信頼性ÞŊŜįĳŜĢ性Ĉ大幅
á向上ËÑÕg
（ 2） 新開発ä島端 4 金種識別機能付Ã混合収納金庫Ĉ搭載

ÍÕg幅 343 ×高Ë 555 ×奥行 295}mm~äĜŜĺĘ
ıŅİČáh550 枚}官封券~ä高収納枚数Ĉ実現ÍÜ
ºāg
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店舗設備機器
新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケース
近年hĢsĺsŇsĚĬı業界Ýåh地球温暖化防止ä

図１

新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケース
「RFA55FF」

Õ÷ä CO2 排出量ä削減úh食品ä安全á密接á関係Ï
ā高鮮度管理áÚºÜä取組õÂh今ôÝ以上á重要視Ë
Ăāþ¼áàÙÜÃÜºāgÉĂÿä市場ĴsģĈ受Ç今
回h新型ľĊġČİľŖĢı冷蔵多段ĠŐsĚsĢĈ開発
ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ľĊġČ制御測定点Ĉ増加}2 点  3 点~ÍÜh推論

精度Ĉ向上ÏāÉÞÝh1 日 2 回İľŖĢı}従来å 1
日 3 回~運転Ĉ実現Íh生鮮食品áÀÇāĻsıĠŐĬ
ĘáþāĩŊsġĈ抑制Í高鮮度管理Ĉ実現ÍÕg
（ 2） İľŖĢı回数ä削減áþĀhİľŖĢıĻsĨÞ冷

凍機ä消費電力量Ĉ削減ÍÕg

1 ドア冷凍リーチインショーケース
近年hĢsĺsŇsĚĬıúĜŜļĴđŜĢĢıċáÀ

図１

1 ドア冷凍リーチインショーケース

図１

CVS 向け超薄型多段ショーケース「EFT35 シリーズ」

ºÜåh刻々Þ変化Ïā商品ċčįŉîä対応Þ限ÿĂ
Õ売Ā場面積Ýä販売効率向上Â重要ÞàÙÜºāgÓä
þ¼à市場Ĵsģá対応ÏāÕ÷h1 Ĳċ冷凍œsĪčŜ
ĠŐsĚsĢĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 横幅寸法 715 mm ä業界ıĬŀĘŒĢäĜŜĺĘıĞ

čģáþĀh狭小à設置環境áø対応可能ÞÍÕg
（ 2） 新規開発ä小型高効率đĹņŕsĨĈ搭載Íh冷却構

造部品ä占有比率Ĉ縮小Íh業界ıĬŀĘŒĢä庫内容
積Þ冷却性能ä両立Ĉ実現ÍÕg
（ 3） 除霜方式áåĻsĨ式ľĊŜİľŖĢı方式Ĉ採用Íh

除霜時間短縮áþā商品îäĻsıĠŐĬĘ軽減ÞŀŔ
ĩďŜ時間短縮áþā省đĶŔėsĈ実現ÍÕg

CVS 向け超薄型多段ショーケース
ĜŜļĴđŜĢĢıċ}CVS~å店舗数ä飽和ú他業
種ä深夜営業îä進出àßáþÙÜ売上ÈÂ伸é悩ĉÝÀ
Āh各 CVS ĪĐsŜå新商品開発áþā売上Èä増加Þ
店舗運営äŖsĜĢı化Â重要à課題ÞàÙÜºāgÉ
äþ¼àĴsģá対応ÏāÕ÷h超薄型多段ĠŐsĚsĢ
EFT35 ĠœsģĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg
（ 1） ŖsľŖŜı化áþĀ開口寸法Ĉ 50 mmhİĬĖ奥

行寸法Ĉ 20 mm 拡大Íh商品ä展示性Ĉ向上ËÑh顧
客îä訴求効果Ĉ高÷Õg
（ 2） 高出力 DC ľĊŜŋsĨä採用áþĀh従来機á対Íh

ľĊŜŋsĨä消費電力Ĉ約 40 % 削減ÍÕg
（ 3） ńĬı飲料販売用棚板ä質量Ĉ約 20 % 削減Íh棚割

Ā変更時ä棚位置変更作業ä省力化Ĉ図ÙÕg



革新的技術創出への挑戦
─ 研究開発の進むべき方向 ─

山添

勝}úôÔ¾

ôËā~

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
取締役社長

新年明ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

Þ考¾ôÏg研究者ä柔軟à発想áþā研究開発ä活性化

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社å富士電機

ø重要à課題ÞÍÜ位置ÛÇÜºôÏg研究開発å人材Â

ęŔsŀä研究開発会社ÞÍÜ設立ËĂ 4 年Â過ÄôÍÕg

重要à要素áàĀôÏg国内外ä大学îä派遣úĖŌœċ

Éä間h事業会社á直結ÍÕ開発ú新事業á結éÚÅ研

技術者ä採用àß積極的á行ºh研究開発者ä質Þ層Ĉ充

究hęŔsŀ全体áÁÁąā基盤j共通技術äĤŜĨs機

実ÍÜºÃôÏg

能hàßÝ富士電機ęŔsŀä発展á貢献ÍÜÃôÍÕg

具体的àįsŇÞÍÜåh固体高分子形燃料電池ä高信

2007 年Ĉ振Ā返ĀôÏÞh富士電機ĠĢįŉģ株式会

頼化hľČŔŉ型太陽電池ä高効率化hċĘįČĿŇı

社ä太陽電池事業立上È時á量産技術ä改善á取Ā組öÞ

œĬĘĢ方式有機 EL ä開発hàß特徴¸ā研究開発Ĉ加

ÞøáĀĉ酸形燃料電池ä事業化á向ÇÕ開発Ĉ進÷ÜÃ

速ÍÜºÃôÏg材料分野ĈåÎ÷ÞÏā基礎研究Ĉ重視

ôÍÕgôÕhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野h生産技術分

Í強化ÏāÞÞøáh社会äŊĕıŕŜĲÁÿ中長期的à

野hŊĔıŖĴĘĢjĤŜĞ分野h非接触 IC ĔsĲ分野

視野á立ÙÕįsŇĈ抽出Íh研究開発á取Ā組ĉÝºÃ

àßÝ成果Ĉ上ÈāÉÞÂÝÃôÍÕg一方h事業Þ研究

ôÏgĜċ技術Áÿ見ĂæhMEMS Þ半導体Þä融合技術h

開発ä一体化Ĉ強化ÏāÕ÷á半導体技術Àþé磁気記録

環境技術h分析j評価技術hĠňŎŕsĠŐŜ技術hàß

媒体技術Ĉ研究開発ÍÜºôÍÕ半導体研究所ÞĢıŕs

特徴¸āįsŇá取Ā組ĉÝ事業á貢献ÍÜºÃôÏg

ġŊİČċ研究所ä機能Ĉ富士電機İĹčĢįĘķŖġs

事業会社á直結Ïā研究開発åÓäĢĽsĲÂ事業ä成

株式会社á移管ÏāÞÞøá将来技術á対ÏāċĘįČļ

否á大ÃÅÁÁąĀôÏg事業会社Þ一体áàÙÕ研究開

įČĈ維持ÏāÕ÷á先端İĹčĢ研究所Ĉ新設ºÕÍô

発á取Ā組õhÓä成果ĈĨčŉœsá市場展開ÏāÉÞ

ÍÕgôÕ分野別äŀŒĬıľĒsŉä構築Ĉ推進ÏāÞ

áþĀ各事業会社Ĉ通ÎÜ社会á貢献ÝÃāÉÞĈ目指Í

Þøá基盤技術äĤŜĨs機能Ĉ強化ÍhEMC 技術àß

ôÏg

Ý事業会社îä技術支援Ĉ行ÙÜÃôÍÕg

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社äňĬĠŐ

2008 年å富士電機ęŔsŀä現中期経営計画ä最終年

Ŝåh技術Ý社会á貢献ÏāÉÞÝÏgĜċ技術Ĉ持ÙÕ

度á入ĀôÏÂh当社å研究開発会社ÞÍÜ次期中期経営

専門技術者集団ÞÍÜh次期中期経営計画á向ÇÕ技術蓄

計画á向ÇÜ技術蓄積Ĉ行¼年ÞÍÜ位置ÛÇÜºôÏg

積hęŔsŀ内ÝäįĘĴĔŔœsĩsĠĬŀä発揮h基

研究開発Ý確実à成果Ĉ得āÕ÷áåįsŇä選定Áÿ始

盤j共通技術äĤŜĨs機能äËÿàā強化h技術ä水平

ôā研究開発ŇĶġŊŜıÂ重要ÝÏg従来äŇĶġŊŜ

展開àßĈ基本ÞÍh中長期的à基礎įsŇáø積極的á

ıĠĢįŉĈËÿá強化j変革Íh研究開発効率ä向上Ĉ

取Ā組õh差別化技術Ý富士電機ęŔsŀá貢献Ïā所存

目指ÍôÏg社外ä研究機関Þä共同研究àßhºąüā

ÝÏg

ēsŀŜčķłsĠŐŜáø積極的á取Ā組ĉÝºÃÕº
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技術開発・生産技術
電子デバイス
パワーエレクトロニクス
環境・エネルギー
メカトロニクス・センサ
情報・通信制御
解析技術・材料技術
生産技術

展

望

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社åh富士電

冷凍出力 35 % 増ä小型j高性能機Ĉ開発ÍÕg直接挿入

機ęŔsŀä研究開発専門会社ÞÍÜh差別化ËĂÕ新商

型ĕĢ分析計áÀºÜåh従来ä塩化水素濃度測定á加

品ú新事業á結éÚÅ研究開発hęŔsŀ全体áÁÁąā

¾水分濃度Ĉ同時á計測Ïā技術Ĉ開発ÍÜºāgôÕh

基盤j共通技術ä強化h基礎研究áþā将来技術ä蓄積Ĉ

MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~技術Ĉ利用

行ÙÜºāg

ÍÕ高感度à振動ġŌčŖ}角速度~ĤŜĞä開発Ĉ進÷

電子İĹčĢ分野Ýåh有機 EL ĺĶŔÞÍÜhľŔĔ

Üºāg

Œs表示á適ÍÕ色変換方式}CCM~Ĉ採用ÍÕ 2.8 型

情報j通信制御分野Ýåh機器組込õĦľıďĐċä品

QVGA}320 × 240 画素~ċĘįČĿŇıœĬĘĢ駆動ä

質j生産性ä向上äÕ÷áh開発ŀŖĤĢ再定義áþāŀ

有機 EL İČĢŀŕčĺĶŔĈ開発ÍÕgôÕh携帯機器

ŖĤĢ改善hŀŒĬıľĒsŉ化áþāĦľıďĐċ再利

用äŇčĘŖ電源čŜĩĘĨÝåh従来þĀ大幅à小型化

用効率向上àßä取組õĈ推進ÍÕgôÕhĤŜĞĶĬı

Ĉ可能áÏā磁気飽和特性á優ĂÕ新ÍºĩĢıĜċĈ開

ŘsĘá適用ÏāŇŔĪńĬŀ無線ĠĢįŉáÀºÜh低

発ÍÕg次世代型太陽電池Ýåh微結晶ĠœĜŜ}c-Si~

消費電力動作技術Ĉ開発Íh無線ĠĢįŉä電池駆動化Ĉ

材料ĈŅıŉ層á適用ÍÜ高効率化ä開発Ĉ進÷Üºāg

実現ÍÕg製造現場Ýä品質分析改善Ĉ支援Ïā品質ı

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ分野Ýåh瞬時電圧低下}瞬

ŕsĞļœįČĠĢįŉáÀºÜåhŀŒĬıľĒsŉ

低~ú停電Áÿ重要負荷Ĉ保護Ïā高圧瞬低対策装置áÀ

ä開発Ĉ完了ÍŀœŜı板実装工場îä適用評価Ĉ実施中

ºÜ 99.6 % 以上äĠĢįŉ効率ä装置Ĉ実現ÍÕgôÕh

Ý¸āg非接触 IC ĔsĲĈ使ÙÕ非決済系ĞsļĢÝåh

PM ŋsĨ}永久磁石型同期電動機~ä小型化ÞėōŕĢ

端末ĦľıďĐċä変更àÍáĞsļĢä追加hĔĢĨŇ

化Ĉ可能áÏāĤŜĞŕĢłĘıŔ制御技術úh汎用ŀŖ

čģÂ可能à端末jĞsĹ連携技術Ĉ開発ÍÕg

ęŒŇĿŔĜŜıŖsŒ}PLC~Ý実行可能àĜŜįĳĘ

解析技術分野Ýåh半導体素子ä解析技術ÞÍÜ有効

ŕsŜä低ĜĢı振動抑制技術Ĉ開発ÍÕgčŜĹsĨ用

àhX 線三次元ıņęŒľČsä高解像度化Ĉ行¼画像復

IGBT ŋġŎsŔáÀºÜåh伝導ķčģĈ従来比最大約

元法úh走査型広ÂĀ抵抗顕微鏡}SSRM~áþā半導体

13 dB 低減ÍÕ IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg
環境jđĶŔės分野Ýåh家庭用燃料電池発電ĠĢį

中ĖŌœō濃度評価技術àßĈ開発ÍÕg熱伝導解析技術
áÀºÜåhIGBT ŋġŎsŔ組立時ä管理項目ä一ÚÞ

ŉáÀºÜh起動停止時á生Îā電池劣化ä主要因Ĉ解明

àÙÜºāhåĉÖ中ä空ÈÃ}ŅčĲ~Ĉ含ĉÖ条件á

Íh起動停止時ä電池ä性能低下Ĉ大幅á低減Ïā技術Ĉ

ÀÇā熱伝導解析技術Ĉ確立ÍÕg

開発ÍÕgĀĉ酸形燃料電池Ýåh防災用非常電源á燃料

材料技術分野ÝåhēŜŅsĲ用 POL}Point of Load~

電池Â認可ËĂÕÉÞá対応Íh消防法á対応ÍÕ独立給

電源áÀºÜh高熱伝導äđņĖĠ樹脂ĠsıĈ用ºÜŀ

電機能付Ãä燃料電池発電ĠĢįŉĈ開発ÍÕgôÕh水

œŜı配線板ä中á電子部品Ĉ埋÷込ö技術Ĉ開発Í , 実

素供給機能付燃料電池Ĉ開発Íh夜間j休日ä需要ä少à

装面積Ĉ従来比 50 % á低減ÍÕg

ºÞÃåh水素ĕĢĈ発生Ïāàßh電力需要á応ÎÕ柔

生産技術分野Ýåh蒸気ĨsļŜŖsĨä異種材料j

軟à運用Ĉ行¼ÉÞĈ可能áÍÕgŊĨŜ発酵ĠĢįŉá

狭開先溶接技術áÀºÜhċsĘ長Ĉ従来ä 1/3 v 1/4

ÀºÜåh下水汚泥Ĉ高速á高分解率ÝŊĨŜ発酵ÍÜĹ

}0.5 mm~ÞÍhċsĘ集中性Ĉ大幅á向上ËÑāÉÞá

čēĕĢĈ回収Ïā研究Ĉ推進ÍÜºāg将来技術ÞÍÜ

þĀ短納期化h低ĜĢı化Ĉ可能ÞÍÕgôÕh電気÷Ù

å超高温ĕĢ炉ä技術開発Ĉ進÷Üºāg

Ãä理論的解明Àþé高速j高品質化á取Ā組õh貫通穴

ŊĔıŖĴĘĢjĤŜĞ分野Ýåh超伝導ľČŔĨ冷
却用äĺŔĢĪŎsĿ冷凍機ÞÍÜh従来比容積 25 % 減h

Ĉ有Ïā基板áÀºÜh膜厚均一性Þ高速成膜}従来比 3
倍以上~Ĉ両立Ïā技術Ĉ開発ÍÕg
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電子デバイス
フィルム型太陽電池の微結晶シリコンによる高効率化
富士電機Ý商品化ÍÜºāľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽

図１

次世代型太陽電池の構造および成膜装置

電池å軽量ÝľŕĖĠĿŔÞº¼特徴Ĉ有Íh長波長光Þ
短波長光Ĉ吸収ÏāŅıŉÞıĬŀä発電層Áÿ成Āh光

入射光

Ĉ有効á利用Ïā構造ÞàÙÜºāg

透明電極

前記ä特徴Ĉ生ÁÍÕ高効率次世代型太陽電池}目標変

p

換効率 12 %~ÞÍÜh長波長光á対Ïā光電変換効率Â

i

トップセル
（a-Si）

n

高º微結晶ĠœĜŜ}c-Si~材料ĈŅıŉ層á適用Ïā

2.5

m

p

（a）

gc-Si 膜åľČŔŉ基板上á
開発Ĉ進÷Üºā図

i

（b）

h成膜条件ä最適化
ŀŒģŇ CVD 法Ý形成ËĂ図

n

ボトムセル
（ c-Si）

プラズマ CVD 装置

金属電極
フィルム基板

àßĈ検討ÍÕ結果hŅıŉ発電層ÞÍÜ十分à変換効

50

m
金属電極

率Ĉ得āÉÞÂÝÃÕg今後åıĬŀ発電層Ý¸āċŋŔ
ľĊĢ Si}a-Si~層Þä積層化áþÙÜ目標変換効率ä実

（a）a-Si/ c-Si
太陽電池構造

現Ĉ図āgÉä開発ä一部å NEDO 委託業務ä成果áþ

（b） c-Si 成膜用
プラズマ CVD 装置

āøäÝ¸āg

AM 駆動有機 EL ディスプレイ
ľŔĔŒs表示á適ÍÕ色変換方式}CCM~Ĉ採用Í

図

2.8 型 QVGA-AM 駆動有機 EL ディスプレイの画像

図

有機トランジスタ

Õ 2.8 型 QVGA}320 × 240 画素~ċĘįČĿŇıœĬĘ
Ģ}AM~駆動有機 EL İČĢŀŕčĈ開発ÍÕg
CCM å青色ä発光層ÞhÓä発光波長Ĉ吸収ÍÓĂÔ
Ă緑色j赤色á変換Ïā色変換層Ĉ用ºāgÉä方式å発
光層Â 1 種類Ý済öÕ÷大面積ä作製Â容易ÝhÁÚĔ
ŒsľČŔĨ方式Ýå遮断ËĂā光Ĉ波長変換ÏāÉÞÝ
発光層Áÿ出射ËĂÕ光Ĉ無駄àÅ有効利用ÝÃāg
ÉĂôÝá開発ÍÕ高効率薄膜 CCM 技術j封止技術j
ĺsįČĘŔ制御技術àßá加¾Üh発光面積比Ĉ大ÃÅ
ÝÃāıĬŀđňĬĠŐŜ構造Ĉ実現ÍÕg
今後hCCM ä特徴Ĉ生ÁÍÜ発光層ä長寿命化ÞĺĶ
Ŕä大面積化Ĉ進÷ÜºÅg

有機半導体デバイス
有機半導体İĹčĢå低温ŀŖĤĢÝ作製可能àÕ÷h
柔軟性j耐衝撃性ä¸āľŕĖĠĿŔ基板上á成膜可能Ý
¸Āh低ĜĢıÝ大面積á成膜ÝÃāÞº¼特徴Â¸āg
10−2

富士電機ÝåhÓäÕ÷ä基本素子Þàā有機ıŒŜġ
ıŒŜġĢĨÝåh微細化á有利àŅıŉĜŜĨĘı構造
酸化水素水}SPM~処理ÏāÉÞÝ接触抵抗Ĉ下Èhē
（b）

g
Ŝ抵抗ä大幅低減á成功ÍÕ図

今後hÉ¼ÍÕİĹčĢ技術ĈłsĢÞÍÜh大面積Á

ペンタセン
ソース
（Au）

ドレイン
（Au）

Ta2O5
ゲート（Ta）
ガラス基板



−4

10

10−5
10−6
10−7
10−8
10−9
10−10

SPM 処理あり
SPM 処理なし

−5

0
ゲート電圧（V）

ÚľŕĖĠĿŔÞºÙÕ有機İĹčĢä特徴Ĉ生ÁÑāh
İČĢŀŕčú各種ĤŜĞîä応用Ĉ検討ÍÜºÅg

ドレイン電流（A）

ĢĨĈ研究ÍÜºāgŃŜĨĤŜĈ活性層á用ºÕ有機
áÀºÜhĦsĢjĲŕčŜ電極ä表面Ĉ硫酸過
図
（a）

チャネル幅＝1 mm
チャネル長＝3 m
ドレイン電圧 =− 6 V

10−3

（a）構造

（b）電流 - 電圧特性

5
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パワーエレクトロニクス
高圧瞬低対策装置
富士電機Â培ÙÜÃÕ低圧 UPS 技術Þ高速限流遮断器

図

高圧瞬低対策装置の電力フロー

技術Ĉ応用ÍÜh6.6 kV Àþé 3.3 kV 系統Ý発生ÍÕ瞬
受電遮断器
52RS

時電圧低下}瞬低~ú停電Áÿ重要負荷Ĉ保護Ïā高圧

高速スイッチ
HSW

負荷側遮断器
52CS

瞬低対策装置}型式k8000 H~Ĉ開発ÍÕgÉä装置Ýåh
蓄電池

系統正常時á高速ĢčĬĪĈ介ÍÕ負荷給電Ĉ行ºh異常

変圧器
TR1

変換器

時å蓄電池á接続ÍÕ低圧čŜĹsĨä出力}400 V~Ĉ

TR 一次
遮断器
52C

負荷給電

PWU

バッテリー充電

変圧器Ý昇圧ÍÜ負荷á給電ÍÜºāg系統正常時ä損失

（a）系統正常時の状態

低減äÕ÷h導通損失ä少àº機械式高速ĢčĬĪĈ採用

受電遮断器
52RS

ÍhÁÚ低ĢčĬĪŜę周波数ÝäĹĬįœs充電制御á
切Ā替¾āÉÞáþĀh99.6 % 以上äĠĢįŉ効率Ĉ実現

負荷側遮断器
52CS

高速スイッチ
HSW

蓄電池

変圧器
TR1

変換器

ÍÕgôÕh系統電圧ä振幅Þ位相h瞬時値Ĉ使用ÍÕ新

TR 一次
遮断器
52C

PWU

Íº高速停電検出方式Ĉ開発Íh0.5 ms 以内á系統ä異常

バッテリー給電

Ĉ検出ÍÜčŜĹsĨ給電á切Ā替¾āÉÞÂÝÃÕg

（b）系統異常時の状態

PM モータのセンサレスベクトル制御技術
小型化Þ省đĶŔėsäĴsģÁÿ PM ŋsĨ}永久

図

同期電動機と誘導電動機の寸法比較

磁石型同期電動機~ä適用Â進ĉÝÀĀh富士電機Ýåh
容量，回転数：1.5 kW，3,600 r/min

ľĊŜjņŜŀ用途向Çá当社独自äV/f 制御áþā

同期電動機

低価格àĤŜĞŕĢ PM ŋsĨ駆動装置Ĉ提供ÍÜÃÕg

誘導電動機

316
240

今回hËÿàā高性能化äÕ÷h定格ä 150 % 以上ä大Ã
àčŜĺĘı負荷ÂÁÁā用途ú急加減速用途á最適à

71

（ 1） 最高周波数 400 Hz ä高速ŋsĨĈ駆動ÝÃhŋsĨ

ä小型化ÞėōŕĢ化ÂÝÃā}右図参照~
g

90

φ187

ĀÝ¸āg

φ131

ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御Ĉ開発ÍÕg特徴å次äÞÀ

（ 2） ĜŜĺĘı型čŜĹsĨäþ¼à低価格àĸsĲďĐ

ċĈ使用ÝÃh小型Ý高性能à商品Ĉ安Å提供ÝÃāg
体積比：60 % 減
質量比：60 % 減

（ 3） ŋsĨ空転状態Áÿä始動hÀþé瞬時停電時ä運転

継続ÂÝÃāg始動時間å 0.2 秒以下Ý¸āg

振動抑制技術のクレーンへの応用
近年hĜŜįĳĘŕsŜàßä荷役ä分野Ýåh世界的

図

コンテナクレーン振れ止め制御の例

á自動化äĴsģÂ高Åh振Ă止÷制御å自動化技術ä必
汎用 PLC

須技術ÞàÙÜºāg富士電機ÝåhÉĂôÝä振動抑制
技術Ĉ応用Íh独自äċŔĝœģŉáþĀ振Ă止÷制御技

目標位置

最適
パターン

トロリ
制御系

振れ止め
制御

トロリ位置・速度

（ 1） ÚĀ荷jŖsŀ長j移動量á応ÎÜh最適à横行時ä

ロープ長など

動作ĺĨsŜĈ自動生成
振Ă角Àþé天候àßä外乱成分Ĉ抑制

クレーン
システム

振れ角

術Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

（ 2） 振Ă角ĤŜĞáþāľČsĲĹĬĘ制御áþĀh残留

イン
バータ

システム構成
ト
ロ
リ
速
度

0

振
れ
角

0

時間

（ 3） 手動運転h半自動運転á対応可能

ÉäĠĢįŉåh比較的安価à汎用 PLC Ý実行可能Ý
¸ĀhčŜĹsĨÞä組合ÑáþĀhısĨŔàĜĢıĩ
ďŜÂ期待ÝÃāg

時間

応答特性の例
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パワーエレクトロニクス
低ノイズ IGBT モジュール
近年hčŜĹsĨÂ発生Ïā伝導ķčģÂ問題ÞàĀh

図

低ノイズ IGBT モジュールの実装模式図と断面図

低ķčģ化ä要求Â高ôÙÜºāg伝導ķčģä発生源
IGBT チップ（上面エミッタ）

åh装置各所á形成ËĂā浮遊容量Ĉ介ÍÜċsĢ線á流

C1 電位

IGBT チップ（上面コレクタ）

Ăā高周波漏Ă電流Ý¸āgÓÍÜhIGBT ŋġŎsŔä
浮遊容量å高周波漏Ă電流ä主要経路ä一ÚÝ¸āg今
回試作ÍÕ低ķčģ IGBT ŋġŎsŔåh下ċsŉ IGBT

C2E1 電位

E2 電位

（a）低ノイズ IGBT モジュール実装模式図

ĪĬŀĈ反転ÍÜ実装ÏāÉÞÝh高周波漏Ă電流ä主要

金属ベース

経路Þàā浮遊容量Ĉ低減ÝÃā特徴Ĉ持ÚgÉä低ķč

C1 端子 （C1 電位）

ģ IGBT ŋġŎsŔĈčŜĹsĨá適用Íh伝導ķčģĈ

金属ベース
C2E1 端子 （C2E1 電位）

E2 端子

IGBT チップ

IGBT チップ

金属ベース
（E2 電位）

評価ÍÕÞÉăh同一特性ä IGBT ĪĬŀĈ適用ÍÕ従来

絶縁基板

äŋġŎsŔÞ比ïh4 MHz 以下ä成分áÚºÜ最大約

浮遊容量

銅ベース

13 dB ä低減効果Â得ÿĂÕgÉĂáþĀ伝導ķčģ対策

（b）低ノイズ IGBT モジュールの断面図

Â容易ÞàĀh低ķčģàčŜĹsĨä開発Â可能Þàāg

環境・エネルギー
家庭用燃料電池発電システム
富士電機åh2005 年 3 月v 2007 年 9 月á三重県四日市

図

家庭用燃料電池発電システム

図

防災用燃料電池（独立給電機能付）

市Þ鈴鹿市áÀºÜhľČsŔĲįĢıĈ実施Íh四日
市市Ýåh15,500 時間以上ä運転時間Ĉ記録ÍÕgôÕh
2006 年 2 月v 2007 年 3 月áå九州大学h西部ĕĢ株式会
社Þ省đĶŔės性h環境性ä評価Ĉ実施ÍÜh商品化ä
Õ÷ä課題Ĉ抽出ÍÕgËÿáh2005 年 10 月Áÿ社内Ý
運転評価Ĉ開始Íh耐久性評価Ĉ継続ÍÜºāg
2007 年度åh起動停止Þ連続運転áþā電池ä主要à
劣化要因ä解明Þ加速試験方法ä開発Ĉ実施ÍÕg起動停
止時á生Îā触媒層ä担体腐食Ĉ防止Ïā起動停止方法Ĉ
開発ÏāÉÞáþÙÜh起動停止時ä電池ä性能低下Ĉ
低減ÏāÉÞÂÝÃh連続運転時ä低下率Ĉ 8 V/h Áÿ
1.5 V/h}目標 1 V/h~á改善ÏāÉÞÂÝÃÕg

防災用燃料電池（独立給電機能付）
2006 年 4 月á消防法Â改正ËĂh燃料電池å非常電源
}常用非常用兼用~ÞÍÜ認可ËĂÕg今回h消防法áþ
Ā規定ËĂÕ下記 2 項目ä機能Ĉ満ÕÏ燃料電池Ĉ開発Í
Õg

常用時

非常時
商用電力系統

（ 1） 非常時áå備蓄燃料á切Ā替¾āÉÞk常時å都市ĕ

商用電力系統

Ģ 13 A Ĉ燃料ÞÍh非常時áå装置Ĉ止÷āÉÞàÅh
LPG á燃料Ĉ切Ā替¾ā技術Ĉ確立ÍÕg
（ 2） 常用電源ä停電Áÿ電圧確立Àþé投入ôÝä所要時

間å 40 秒以内äÉÞk所要時間 30 秒Ĉ達成ÍÕg

一般負荷

消防用設備，
重要負荷

一般負荷

消防用設備，
重要負荷

排熱利用

ôÕh非常時ä独立負荷îä給電á関ÍÜh5 秒間隔Ý
5 台ä回転機}3.7 v 7.5 kW~Ĉ直入ĂÍh安定á電力Ĉ
供給ÝÃāÉÞĈ確認ÍÕg
2007 年度中á消防法認証制度á合格Íh2008 年度以降
å消防法非常電源Ĉ含÷Õ防災用電源ÞÍÜ拡販ÍÜºÅg



都市ガス
燃料電池
（ＰＡＦＣ）

ＬＰＧ

貯蔵燃料

燃料電池
（ＰＡＦＣ）
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環境・エネルギー
水素供給機能付燃料電池
Āĉ酸形燃料電池普及拡大äÕ÷h用途開発ÞÍÜ水素

図

水素供給機能付燃料電池の概念図

供給機能付燃料電池Ĉ開発ÍÕg100 kW Āĉ酸形燃料電
池á圧縮機Àþé PSA}圧力ĢčŜę吸着法~Ĉ組õ合

100 kW りん酸形燃料電池

ąÑāÉÞÝh75 kW ä発電Ĉ行ºàÂÿh7 Nm3/h ä水

都市ガス
改質ガス

＊

素 Ĉ同時á発生ÏāÉÞÂ可能Ý¸āg日中åh発電主

電池
本体

改質器
CO
変成器

体Ý定格 100 kW ä発電Ĉ行ºh夜間j休日ä電力需要ä

燃料電池オフガス
水素精製装置オフガス

改質ガス

純水素

少àºÞÃåh水素Ĉ発生Ïāàßh電力需要á応ÎÕ柔
軟à運用Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg
改質ガス
冷却器

今後Éä技術áþĀh燃料電池自動車î水素Ĉ供給Ïā
水素ĢįsĠŐŜh水素Ĉ必要ÞÏā半導体工場àßîä

高圧水素
蓄圧器
圧縮機

改質ガス
圧縮機

適用Â期待ÝÃāg
フレアスタック

純水素
PSA

水素ä取出Í圧力å 0.7 MPa Gh純度å 99.999 % Ý¸āg

＊

水素精製装置オフガス

水素ディスペンサ

水素精製装置

実用超高温ガス炉技術
次世代ä実用原子炉ä一ÚÝ¸ā超高温ĕĢ炉
}VHTR~

図

原子炉熱設計例と米国 NGNP プロジェクトの概念図

åh高効率発電以外áĘœsŜđĶŔėsÞàā水素ä
製造ø可能Ý¸āÕ÷h世界的á実用化î向ÇÜä研究
開発Â推進ËĂÜºāg米国Ý 2006 年 11 月Áÿ開始ËĂ
Õ電気j水素併給高温ĕĢ炉ŀŒŜı}NGNP~ŀŖġĐ
ĘıÝåhGeneral Atomics 社ä設計Īsŉä一員ÞÍÜ

1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

参画Í原子炉熱設計àßĈ実施ÍÜºāgôÕh国内Ýå
日本原子力研究開発機構Þä共同研究áþĀh日本独自
ä VHTR 原子炉概念ä構築Ĉ進÷ÜºāgËÿáhÉĂ
ÿä VHTR 原子炉Ĉ具体化ÏāÕ÷á開発Â必要à機器

水素製造施設

原子炉施設

（℃）

}例¾æh耐熱炉心拘束機構~ä要素試験Ĉ開始ÍÕg今
後åhÉĂÿä活動Ĉ継続Íh原子炉設計技術ä維持j向
上Ĉ図āÞÞøáhVHTR ä実用化Ĉ目指ÍÜºÅg

下水汚泥の高速メタン発酵技術
下水汚泥åhđĶŔėsÞÍÜä有効利用Â望ôĂÜº

図

メタン発酵のラボ実験装置

āÂh処理速度Þ分解率ä向上Â課題Ý¸āg
2007 年 4 月áh生Êõä高速ŊĨŜ発酵技術Ĉ応用Í
Õ制御技術áþÙÜh菌ä高密度化Þ高活性環境Ĉ維持Ï
āÉÞÝh下水汚泥Ĉ高速á高分解率ÝŊĨŜ発酵ÍÜĹ
čēĕĢĈ回収Ïā研究Ĉ開始ÍÕg
初沈汚泥á生ÊõĈ加¾ÕŒŅ実験áÀºÜåh従来ä
7 倍以上ä高速処理áþā安定発酵Þ 65 % 以上ä高分解
率Ĉ達成ÍÕg
ôÕh分解率Â低º余剰汚泥Ĉ可溶化ÍÜ発酵Ïā研究
開発áø取Ā組ĉÝºāg2008 年 4 月áåh実処理場á
ĺčŖĬıŀŒŜıĈ設置Íh約 1 年間ä実証運転Ĉ行Ù
Üh下水汚泥äŊĨŜ発酵技術Ĉ確立Ïā予定Ý¸āg
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メカトロニクス・センサ
小型・高性能パルスチューブ冷凍機の技術
今回h総務省委託áþā国家ŀŖġĐĘıÞÍÜh富

図

小型・高性能パルスチューブ冷凍機

図

振動センサ

士電機åh超伝導ľČŔĨ冷却用ä小型j高性能ĺŔĢ
ĪŎsĿ冷凍機Ĉ開発ÍÕg
一般的áĺŔĢĪŎsĿ冷凍機åh膨張部á可動部Âà
ºÉÞÁÿhĢĨsœŜę冷凍機àßä他方式冷凍機á
比ïÜh長寿命ÁÚ低振動Ý¸āg開発ÍÕ冷凍機ä主à
特徴åh可動磁石型圧縮機ä採用áþĀ小型Ý高効率Ý¸
ā点h同軸型ĺŔĢĪŎsĿ膨張機ä採用áþĀ小型Ý簡
便性á優ĂÜºā点Ý¸āg冷凍機ä主à仕様åh冷却温
度 65 K áÀºÜ冷凍出力 2.5 W}消費電力 100 W 時~
h質
量約 7.7 kgh容積 1.9 L Àþé設計寿命 50,000 時間Ý¸āg
量産j販売ËĂÜºā現行äĺŔĢĪŎsĿ冷凍機á比ï
Üh性能 35 % 増h容積 25 % 減Ĉ達成ÍÕg

回転機の振動監視センサ・異常診断技術
産業ŀŒŜıÝåhņŜŀúĿŖŘàßĈ駆動Ïā大型
電動機ĈåÎ÷h多Åä回転機Â使ąĂÜºāg富士電機
ÝåhÉĂÿ回転機ä予防保全á関Íh保全員ä巡回ú有
線ä監視ĠĢįŉá代ąā RFID áþā振動ĤŜĞĈ開発
ÍÕgĤŜĞ内部ÝİġĨŔ変換ËĂÕ回転機ä振動İs
Ĩåh無線Ý受信機á送信ËĂhLAN Ĉ介ÍĺĦĜŜÝ
収集h管理ÝÃāg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 水平j垂直方向àß軸受部ä 2 方向ä振動傾向管理Þh

ÉăÂĀ軸受äÃÐú摩耗áþā異常診断Â可能
（ 2） ŅŔıäüāõú地盤沈下àß経年変化Ý発生Ïā不

（a）振動センサ

（b）振動波形・周波数分析画面

釣合ºú軸心ä変化áþā異常振動ä診断Â可能
（ 3） 電池駆動äÕ÷ĤŜĞ敷設用配線Â不要gôÕh無線

áþā計測äÕ÷環境ä悪º場所Ýä振動計測Â可能

直接挿入型レーザ式ガス分析計における 2 成分検出技術
富士電機Ýåh直接挿入型ŕsğ式ĕĢ分析計Ĉ 2007

図

直接挿入型レーザ式ガス分析計

年á発売ÍÜºāgppm ēsĩsä塩化水素濃度ä測定
åh塩化水素Â測定ĕĢ中ä水分Þ反応ÍúÏÅĞŜŀœ
ŜęÂ困難àÕ÷h水分濃度Þ塩化水素濃度Ĉ同時á計測
Ïā方法Â望ôĂÜºÕg現在h一Úä半導体ŕsğÝ二
発光部

Ú以上äĕĢ濃度Ĉ検出Ïā技術Ĉ開発中Ý¸āg特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg

受光部

制御部

（ 1） 半導体ŕsğáþāĕĢ吸収äĢĖŌŜ範囲Ĉ拡大Íh

複数成分Ĉ計測ÏāäÝh従来Þ同Î機器構成Ý計測可
能Ý¸āg
（ 2） 可動部ÂàÅ信頼性Â高ºÕ÷h長期安定性á優Ăāg
（ 3） 高速応答}2 秒以下~Â可能Ý¸āg
（ 4） 受光光量ä変動Ĉ補正Ïā機能Ĉ有ÍhĩĢıä影響

Ĉ受ÇáÅºg



吸収強度
H2O の吸収

HCl の吸収
ガス濃度に
比例し増減
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メカトロニクス・センサ
高感度ジャイロセンサ
MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~技術Ĉ利

図

振動構造体の SEM 像

用ÍÕ加速度h角速度計àßä物理ĤŜĞåh自動車ä姿
勢制御hĔŊŒä手ìĂ防止機能hěsŉ機器àßá広Å
使用ËĂÜÀĀh2007 年現在Ý約 800 億円ä市場規模Þ
回転

àÙÜºāg富士電機Ýå振動ġŌčŖ}角速度~ĤŜĞ

強制振動

ä高感度化Ĉ目指Íh現在開発Ĉ進÷Üºāg
振動ġŌčŖå微小à振動体á回転Ĉ加¾ÕÞÃáąÐ
Áá発生ÏāĜœēœ力ĈÞÿ¾Ü回転速ËĈ測定Ïāø

ジャイロ振動

äÝh高度à振動制御技術ÞċĳŖę回路技術Â要求ËĂ
āg図á示Ï構造体åh振動ä基礎hÏàą×振動ä測定
Àþé加振制御Ĉ解析ÏāÕ÷áhSOI 基板Ĉ用ºÜ作製
ÍÕøäÝh複数ä容量Â加振øÍÅå振動測定Ĉ担¼構
造áàÙÜºāg

情報・通信制御
組込みソフトウェア開発技術−開発プロセス改善
機器組込õĦľıďĐċÝåh開発規模Â増大Ïā一方

図

組込みソフトウェア開発プロセス改善への取組み

Ýh品質jĜĢıj納期ä確保Â大Ãà課題ÞàÙÜºāg
目的：ソフトウェアのＱ
（品質）
Ｃ
（コスト）
Ｄ
（納期）の確保
原理：開発のプロセスの再定義による品質評価データ収集を通して，改善活動を
継続的に行う。
要求分析段階で非機能要件を抽出し，手戻りを少なくする。
部品化設計によるプラットフォーム化により，ソフトウェアの再利用効率を高める。

ÓÉÝ下記ä施策ĈęŔsŀ会社ä機器組込õĦľıďĐ
ċ製品開発á展開Íh品質j生産性ä向上Ĉ図ÙÕg
（ 1） 開発ŀŖĤĢ改善

②非機能要件の抽出

①開発プロセス改善

改善対象部署ä開発ŀŖĤĢä再定義Ĉ行ºh現状把握

②

ú改善äÕ÷ä品質評価İsĨä収集Ĉ可能áÍÕg

要求分析

適格性試験

③

（ 2） 非機能要件ä抽出

品質特性表
方式設計

不明Āý¼áàĀÂ×à非機能要件}保守性h移植性à

結合試験
③プラットフォーム化

ß~ä抽出支援用á考案ÍÕ品質特性表ä適用Ĉ図ÙÕg

詳細設計

（ 3） ŀŒĬıľĒsŉ化

単体試験

コーディング
構造分析・改造提案

製品äŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ目指Ï部署á対Íh構造分
析j改造提案àßä支援Ĉ行ÙÕg

電池駆動マルチホップ無線システム
ŏļĖĨĢĶĬıŘsĘ社会Ĉ実現ÏāĖsįĘķŖ

図

低消費電力マルチホップ無線システム

ġsä一ÚÞÍÜhĤŜĞĶĬıŘsĘÂ期待ËĂÜºāg
エンドノード

ĤŜĞĶĬıŘsĘÝåhĤŜĠŜę情報Ĉ供給Ïāķs
Ĳå設置Ĉ容易áÏāÕ÷ĹĬįœs動作Â望ôÍºg
今回hĤŜĞĶĬıŘsĘá適用ÏāÕ÷áhĶĬı

データ転送

ŘsĘ状態Ĉ自動探索ÍÜ中継j伝送Ïā富士電機独自ä
ŇŔĪńĬŀ無線ĠĢįŉĈ発展ËÑh低消費電力動作方
マルチホップ無線システム

式áþā電池駆動ä無線機Ĉ実現ÍÕg無線機å所定ä
スタートノード

周期Ý停止j起動Ĉ繰Ā返Ï間欠動作ĈÍÜÀĀh非同期
Ý間欠動作Ïā無線機同士ä同期Ĉ確立ÏāÉÞÝİsĨ

間欠周期（Ｔ）
転送先ノード
ID

Ĉ転送ÏāgÉä方式áþĀhİsĨ伝送頻度 1回/時間h
電池容量 7 Ah áÜ約 3 年間ä動作Â可能Ý¸āg

ID
送信待ち
時間（ｔ）

パケット

送信ノード
送信開始

低消費電力動作方式
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情報・通信制御
製造品質トレーサビリティシステム
製造業Ýåh出荷製品ä不具合対応áþāŖĢĜĢıÂ

図

品質分析改善を支援する基本画面構成

経営Ĉ圧迫ÏāÕ÷h不具合発覚時ä迅速ÁÚ的確à対応
ú不具合未然防止àßä対応Â強Å望ôĂÜºāg

【製造履歴一覧画面】

【製造情報グラフ画面】
基本３画面を
遷移して分析
（検索条件引継ぎ）

ÓÉÝh日々ä製造現場Ýä品質分析改善Ĉ支援Ïā製
造現場向Çä品質ıŕsĞļœįČĠĢįŉ構築用ŀŒĬ
ıľĒsŉĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

収集データの
指定項目一覧表示
製造ロット
不良率など

（ 1） ŇıœĬĘĢ画面áþĀ製造管理単位á品質影響要因

Þàā製造条件ä切替ĀĈ容易á判断可能}図参照~

【製造条件マトリックス画面】

収集データの
指定項目グラフ表示
製造ロット
不良率など

不

良

率

（ 2） 品質情報ä定義ú収集方法ĈįsĿŔ管理ÏāĭsŔ

áþĀĠĢįŉ導入j更新äđŜġĴċœŜęĈ容易化
現在hŀœŜı板実装工場îä適用評価Ĉ実施ÍÜÀĀh

時系列に並べた製造ロット単位に製造条件
（作業者，部品ロット，使用設備・機器など）の
切替りが，製造不良率に対応させてビジュアルに分かる。

今後hŀœŜı板Ĉ搭載ÍÕĜŜņsĶŜı機器ú装置Ġ
Ģįŉîä適用á拡大ÍÜºÅg

非接触 IC カードシステムの端末・サーバ連携技術
非接触 IC ĔsĲĈ使ÙÕ非決済系ĞsļĢĈ提供Ïā

図

端末・サーバ連携技術によるサービスイメージ

Õ÷áh店舗á設置ËĂā非接触 IC 端末ÞĞsĹÞĈœ
サービス
データ

ċŔĨčŉá通信ËÑh端末Ý提供ÏāĞsļĢ内容Ĉ
サーバ

ĞsĹÁÿ制御ÏāÕ÷ä基本技術Ĉ開発ÍÕg
Éä技術Ýåh端末Áÿ通知ËĂā情報}端末ä識別番
号úÁÌËĂÕĔsĲä情報àß~Ĉ基áhĞsĹÝĞs
ļĢ内容Ĉ検索j選択Íh端末á指示Ĉ与¾āÉÞÝhĩ
čĳňĬĘáĞsļĢ内容ä変更Â可能ÞàāgÉäÕ÷h

店舗端末 1

店舗端末 2

端末äĦľıďĐċ変更àÍáĞsļĢä追加hĔĢĨŇ
čģh個別提供Â可能ÞàĀh多様àĞsļĢá迅速á対
応ÝÃāg
今後hÉä技術Ĉ製品á組õ込õh適用Ĉ図ÙÜºÅg

解析技術・材料技術
SPring-8 による X 線 3D トポグラフィーの高性能化
富士電機独自ä技術Ý¸ā X 線三次元}3D~ıņęŒ

図

SiC らせん転位の X 線トポグラフィー

ľČs}ıņ~áÀºÜh高解像度化äÕ÷ä画像復元法
10

基板界面

}epi/sub~á一致ÍÕg解像度å 2 m Áÿ約 0.5 m á改
善ËĂÕgÉä手法åİĹčĢä非破壊結晶解析á有効Ýh
ĺŘs半導体ä性能改善ú新製品開発á生ÁÏ予定Ý¸āg
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解析技術・材料技術
走査型広がり抵抗顕微鏡による半導体中キャリヤ濃度評価技術
半導体素子áÀºÜhčēŜ注入ú熱拡散àßáþÙÜ

図

不純物拡散層の SSRM 解析結果

形成ËĂā不純物拡散層åh半導体素子ä電気的特性Ĉ
左右Ïā重要à役割Ĉ持ÚgÉä不純物拡散層ä評価áå

m）

半導体素子ä拡散構造ä微細化j複雑化á伴ºhþĀ詳細
z（

á拡散層Ĉ評価ÏāÕ÷ä手法Â求÷ÿĂÜºāg
ÓÉÝ富士電機Ýå走査型広ÂĀ抵抗顕微鏡}SSRM~

0

p 型領域
n 型領域

5
0

áþā半導体中ĖŌœō濃度評価技術Ĉ開発ÍÕgSSRM

5
x（

10
m）

15

キャリヤ濃度 (/cm3)

二次čēŜ質量分析法}SIMS~Â一般的á用ºÿĂāÂh

1019
1018

1016
1015

ä原理åh薄膜化ÍÕ試料á導電性探針Ĉ当ÜÜ表面Ĉ走

高抵抗

査ÍÜ微小領域ä電気抵抗Ĉ測定ÍhÓĂĈĖŌœō濃度

低抵抗

（a）SSRM マッピング結果

p 型領域

1017
n型
領域

0

1

2

3

z（

m）

4

5

（b）キャリヤ濃度の
深さ方向プロファイル

á換算ÏāÉÞáþĀh拡散層Ĉ評価ÏāÞº¼øäÝ¸
āg
Éä手法áþĀhÉĂôÝ困難Ý¸ÙÕ微小領域ú深º
領域áÚºÜ拡散層Ĉ評価ÏāÉÞÂ可能áàāg

IGBT モジュールの熱解析技術
汎用čŜĹsĨh工作機械àßá使用ËĂā IGBT ŋ

図

熱伝導解析結果

ġŎsŔåh高電圧j高電流Ĉ制御ÏāÕ÷áhĪĬŀ
ä温度Â非常á高ÅàāÞº¼課題Ĉ持Úg特á近年åh

ボイド

Ｉ
ＧＢＴチップ
はんだ

ĪĬŀjĺĬĚsġä小型化Â進ĉÖÉÞáþĀ発熱密度
Â上ÂĀhþĀ顕著ÞàÙÜÃÜºāg発熱Ĉ低減ËÑā

絶縁基板

Õ÷áåh放熱Ĉ妨Èā要因Ĉ減ÿÏÉÞÂ必要Þàāg

実際のボイド（写真）

ボイドを反映してモデル化

ÓÉÝhÓä要因ä一ÚÝ¸Āh組立時ä管理項目ä一
ÚÞàÙÜºāhåĉÖ中ä空ÈÃ}以下hŅčĲÞ呼
ì~Ĉ含ĉÖ条件áÀÇā熱伝導解析技術Ĉ確立ÍÕgÉ
ä解析áþĀh試作áþÿÐhËôÌôàŅčĲ条件á

ＦＷＤチップ

ÀÇāĪĬŀ温度Ĉ求÷āÉÞÂ可能ÞàĀ}誤差 1 ℃以

絶縁基板

Ｉ
ＧＢＴチップ

ベース

ヒートシンク

下~
h管理値ä設定Àþé試作回数ä削減á貢献ÏāÉÞ
ÂÝÃÕg

次世代小型電磁開閉器用サーマルリレー伝熱解析
電磁開閉器用ĞsŇŔœŕsåh主回路á流Ăā電流á

図

伝熱解析例

þĀĻsĨĈ加熱ÍhĹčŊĨŔĈ熱変形ËÑāÉÞÝ
電流Ĉ機械的à信号á変換ÍhıœĬŀ動作Ĉ行¼保護œ
ŕsÝ¸āgÓäÕ÷hĹčŊĨŔĈ含öĻsĨŏĴĬı
部Ýåh熱Ĉ効率的áĹčŊĨŔá伝¾ā伝熱設計技術Â
重要Þàāg
ÓÉÝh富士電機ÝåĻsĨŏĴĬıä伝熱解析技術ä

温度
高

構築Ĉ進÷h絶縁材úĹčŊĨŔàßä構成部品ä熱物性
値Ĉ実測ÏāÉÞÝ解析ŋİŔĈ適正化ÍhĹčŊĨŔä
熱変形量Â解析可能Þàā伝熱j構造ä連成解析技術Ĉ確
立ÍÕg今後hĻsĨŏĴĬıäËÿàā伝熱効率向上á

低

þĀh機器ä信頼性向上ú小型化Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý¸āg
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解析技術・材料技術
部品内蔵基板型 POL 技術
近年hēŜŅsĲ用 POL}Point of Load~電源å小型

図

部品内蔵基板型 POL

化j高電力密度化Â求÷ÿĂÜºāgÍÁÍ従来ä表面実
装方式áþā小型化Ýå限界Â¸ĀhôÕh電力密度Â高

部品内蔵基板型 POL 電源

ÅàāÞ放熱性ø課題Þàāg
ÓÉÝ富士電機Ýåh高熱伝導äđņĖĠ樹脂ĠsıĈ
用ºÜŀœŜı配線板ä中á電子部品Ĉ埋÷込ö技術Ĉ開
発Íh部品内蔵ŀœŜı配線板方式áþā 20 W ĘŒĢä
POL 電源}図参照~Ĉ業界Ý初÷Ü実現ÍÕgÉä電子
部品埋込õ技術áþĀhŇğsŅsĲîä実装面積å従来

コンデンサ

インダクタンス

比 50 % á低減ÍhôÕh放熱性Ĉ損à¼ÉÞàÅ電力密

断面
Ｉ
Ｃ

度Ĉ従来比 2.7 倍á向上ÍÕg
今後hþĀ高密度à実装基板áø対応ÝÃāþ¼áh樹

コンデンサ

エポキシ樹脂シート（多層）
IC 基板

脂Ġsı材料äËÿàā高熱伝導率化Ĉ検討ÍÜºÅg

生産技術
蒸気タービンロータの異種材料・狭開先溶接技術
中容量蒸気ĨsļŜ用ä短納期Ý低ĜĢıà高中低圧一

図

一体形ロータの構成図，従来式と本方式との比較

9 mm

体形ŖsĨ材Ĉ提供ÏïÅh2004 年度á 1 %CrMoNiV 鋼
Þ 3.5 %NiCrMoV 鋼ä狭開先溶接技術Ĉ開発ÍÕg今回h

初層裏波ビード

Ëÿàā溶接品質ä向上äÕ÷h超短ċsĘ長溶接技術Ĉ

狭開先溶接部
超短
アーク長
溶接

従来
アーク長
溶接

開発ÍÕgŖsĨå高速回転}3,000h3,600 r/min~Ïā
Õ÷h狭開先内}幅 9 v 11 mmh深Ë 125 mm~ä初層溶
接部áåh継手全周á均質à裏波ļsĲä形成Â必須条件

1 ％CrMoNiV 鋼
ロータ

Þàāg

3.5 ％NiCrMoV 鋼
ロータ

溶融池

アーク長
標準

アーク長
極小

一体形ロータの構成図
裏波ビード

裏波ビード

ÓÉÝhŘčō送Ā位置精度ä向上h溶接ŁĬĲä高
精度j高剛性化hċsĘŋĴĨœŜę技術ä確立áþĀh

裏波ビード

ċsĘ長Ĉ従来ä 1/3 v 1/4}0.5 mm~Ý溶接Ïā新方式á

アークの広がりが狭い
分溶融池が小さく溶け
込みが確保しやすい

アークが広がり溶融池
が大きくなりやすい

溶接方向
溶融池

溶接中の裏から見たビード
従来アーク長方式と超短アーク長方式との比較

超短アーク長による裏波ビード

ÍÕ}0.1 mm 単位Ý制御~
gÉĂáþĀhċsĘä集中性Â
大幅á向上Íh安定j高品質à裏波ļsĲ形成Ĉ実現ÍÕg

高速・高品質めっきプロセス技術
÷ÙÃ技術å半導体製品ú機器部品àßá広Å使用ËĂ

図

高速・高品質めっきプロセスの解析

ÜºāÂh経験則áþāÞÉăÂ多Å理論的解明Â不十分
貫通穴

Ý¸āg

めっき膜
治具

ÓÉÝh高品質j高機能Â要求ËĂā電気÷ÙÃá対Íh
理論的解明Àþé÷ÙÃ制御j解析技術}高速j均質÷Ù

基板

基板
カソード

基板

ノズル

Ã成膜技術~ä開発á取Ā組ĉÝºāgÉĂôÝáh÷Ù
Ã槽内ä流Ăj電界j電極反応àßä影響度Ĉ定量化Ïā

（a）貫通穴の断面図（めっき速度 3 倍）

（b）流れ解析結果

ÉÞáþĀh貫通穴Ĉ有Ïā基板îä膜厚均一性Þ高速成
å 3 倍速度Ý成膜ÍÕÞÃä穴ä断面Ý¸āgËÿáh
図
（a）

治具
基板
カソード

÷ÙÃ制御á必要Þàā流Ăj電界j電極反応ä連成解析
（b）
技術図
h
ø¸ąÑÜ開発Íh被÷ÙÃ物ä膜厚分
（c）

布予測図
Ĉ可能ÞÍÕg
（d）



計算値
実験値

アノード
めっき膜厚

膜}従来比 3 倍以上~Ĉ両立Ïā技術ä÷ß付ÇĈ行ÙÕg

基板位置

（c）電位分布解析結果

（d）膜厚分布の計算結果と実測の比較
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技術業績の表彰・受賞一覧}2007年~順不同

●経済産業省・第

2 回ものづくり日本大賞

● The

経済産業大臣賞

Institute of Electrical and Electronics

Engineers, Inc.（IEEE）

ľČŔŉ太陽電池ÞÓä連続製造技術ä開発Þ実用化
富士電機ĠĢįŉģ株式会社

Technical Committee Working Group
Recognition Award

高野

章弘h清藤

真次h榊原

康史h

Working Group on New Technologies and Practical

布野

秀和h塚原

祐二h中原

浩介h

Applications

横山

康弘h反田

真之h下沢

慎h

坂井

亮平

●社団法人電気学会

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

●経済産業省

電気学術振興賞進歩賞

福山

良和

早川

均

原子力安全・保安院

平成 19 年度原子力安全実務功労者表彰


仮想 AC/DC/AC 変換方式áþāŇıœĬĘĢĜŜĹs
Ĩä制御方式ä開発Þ実用化

富士電機ĠĢįŉģ株式会社
●東京ガス株式会社・第

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
佐藤以久也h小高

9 回環境会議議長賞

エコ事業推進賞
章弘


下水処理水ä発電所冷却水îä活用áþā環境影響負荷
低減

長岡技術科学大学Þ共同

電気学会優秀論文発表賞

富士電機ĠĢįŉģ株式会社


čŜĹsĨáÀÇā雑音端子電圧äĠňŎŕsĠŐŜá
þā定量推定法

富士電機水環境ĠĢįŉģ株式会社
株式会社東京ĕĢ横須賀ĺŘsÞ共同

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
玉手

●社団法人日本電機工業会

道雄

●社団法人日本電設工業協会

平成 19 年度（第 56 回）電気工業技術功績者表彰
進歩賞

2007 電設工業展製品コンクール


ľČŔŉ基板ċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池ä開発

社団法人日本電設工業協会会長奨励賞

富士電機ĠĢįŉģ株式会社


FRENIC-MEGA Ġœsģ

下沢

富士電機機器制御株式会社

慎h清藤

真次

崎山

貴史

発達賞

●社団法人日本産業機械工業会


高性能ĞsŅĠĢįŉä開発

第 33 回優秀環境装置表彰

富士電機機器制御株式会社

経済産業省産業技術環境局長賞

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社


ĞčľĒŜ式ă過濃縮装置
富士電機ĠĢįŉģ株式会社
田中

義郎h國谷

藤崎

正晃h数井

正h森

豊h

昌彦

奨励賞

世界最大級ċŔň電解設備ä納入


RFID 無線方式áþā回転機振動診断ĠĢįŉ

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

神尾
俊治h中村

悟

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

富士電機ŋsĨĞsļĢ株式会社

●社団法人発明協会・平成

宮脇

基

田中

博志

和弘

19 年度関東地方発明表彰


MOS 型半導体素子ä製造技術
富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社
小林

原

明h武藤

知事賞


ŊŜįĳŜĢĜsŔĤŜĨs CRM24
富士電機ĠĢįŉģ株式会社

安久津信也h増田

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

宏信

2007 年度 PM 優秀商品賞

光範h税所

貴之


業界初äđĜŖġs薄形高圧盤ä開発

●社団法人日本プラントメンテナンス協会

渡辺

金子

孝h西村

武義h藤平

龍彦

敏行
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紙幣処理機ä入出金j精査方法

支部長賞

自動販売機ä商品搬出装置

信州富士電機株式会社

富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社

柴田

義人

発明奨励賞

信行

19 年度中部地方発明表彰

発明奨励賞


直接変換形高周波絶縁回路技術


自動販売機ä扉ŖĬĘ装置

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

大熊

康浩

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社
五十嵐征輝
富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
谷津

誠


ıœĸŖŊĨŜ自動分析装置
富士電機ĠĢįŉģ株式会社
田中

良春h中村

裕介h青木

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社



●社団法人発明協会・平成

新妻

川上

隆
幸次

富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社

斎藤

嘉一
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新しい年を迎えて



ハイライト 2007



電機プラント
展

望 ……………………………………………………………… 

産業パワーエレクトロニクス機器・システム ………………… 

ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä本格出荷開始

株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所向Ç分塊圧延ĲŒčĿ

Āĉ酸形燃料電池äĜŜĺĘı化

装置ä更新

風力発電用電力安定化装置

合同製鐵株式会社向Ç棒鋼圧延設備ä更新

第 6 世代 IGBT ŋġŎsŔV Ġœsģ PIM

中山鋼業株式会社向Ç棒鋼圧延設備ä更新

第 6 世代ĺŘs

MOSFETSuperFAP-E3



世界最大 3,000 t/h ĹĚĬı式ċŜŖsĩ用電機品

Ġœsģ

1 MW/500 kHz 超高周波大容量誘導加熱用čŜĹsĨ

某所電気炉向Ç大型加熱炉設備制御装置ä更新

N700 系新幹線量産車主回路ĠĢįŉ

11 kV 級高圧čŜĹsĨä製品化

高圧大容量瞬低対策装置UPS8000H Ġœsģ

SEC ĔsŅŜ株式会社京都工場向ÇĔsŅŜ電極用電源

ķŜľŖŜĻsıņŜŀ自動販売機

台湾j李長栄科技向Ç銅åÅ用直流電源装置ä納入

直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計

中小容量整流装置S-Former Mini
計算機・制御システム …………………………………………… 

高密度垂直磁気記録媒体
多種ĿŒŜĲ共用決済端末機器

環境įŕŊsıĠĢįŉ

ŀŖęŒŇĿŔ操作表示器UG40 Ġœsģ

某事業用火力発電所向Ç自動Ĺsĳ制御装置ä更新

新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪĠœsģ

鉄鋼設備計算機制御ĠĢįŉ

Advanced-CCM ľŔĔŒs有機 EL ĺĶŔ

施設電機システム ………………………………………………… 

古河ĞsĖĬıľĒčŔ株式会社向Ç高圧瞬低対策装置

大容量全含浸水素冷却ĨsļŜ発電機

国立大学法人千葉大学}亥鼻ĖŌŜĺĢ~特高受変電
お客様の価値創出に貢献する研究開発型企業への進化



設備

富士電機システムズ株式会社

株式会社đĢđĳġsĞsļĢ向ÇĜsġĐĶŕs
ĠŐŜ設備

発電プラント



交通・道路システム ……………………………………………… 

展

望 ……………………………………………………………… 

東京地下鉄株式会社副都心線変電所設備

火

力 ……………………………………………………………… 

東武鉄道株式会社栃木変電所受変電設備

čŜĲĶĠċjŒŁŜĲŜ地熱発電所 2 号機ä営業運転

京王電鉄株式会社堀之内変電所受変電設備

開始

南海電気鉄道株式会社深日変電所回生電力吸収装置

ľČœĽŜjPNOC-EDC 北ĶęŖĢ地熱発電所ä営業

設計j施工一体型ıŜĶŔ設備工事}秋田中央道路~

運転開始

国土交通省中部縦貫ıŜĶŔ換気設備工事

ĴŎsġsŒŜĲjMRP 社ĔďĐŒď地熱向Ç

施設管理ĦœŎsĠŐŜ
ľČsŔĲİsĨ収集įŜŀŕsı

ĨsļŜj発電機j復水器ä出荷
čŜĲĶĠċjĨŒĸŜ火力発電所

源 ……………………………………………………………… 

経年火力発電ŏĴĬıä長寿命化対策工事

大容量 UPSUPS7000D Ġœsģä並列冗長機能拡張

Ĩč電力庁Ňđŋ石炭火力発電所ä低圧ĨsļŜ

ňĴ UPSGX100 Ġœsģ
}5 v 10 kVA~

œĸļœįsĠŐŜ工事

分散給電ĠĢįŉ用 DC-DC ĜŜĹsĨ

原子力 ……………………………………………………………… 

水

電

クリーンシステム ………………………………………………… 

核燃料ĞčĘŔ分野

液晶製造ŒčŜ用大型ĕŒĢ基板冷却装置

開発炉分野

＋
− 0.01 ℃高精度ĞsŇŔĘœsŜĿsĢ

研究施設分野

省đĶŔės型除湿ĘœsŜĿsĢ

力 ……………………………………………………………… 

薄型ľĊŜľČŔĨŏĴĬıF-Stage Ġœsģ

山形県企業局向Ç横川発電所用ĸčĿœĬĲ式電動

車両・特機コンポーネント ……………………………………… 

ĞsŅŋsĨ

東日本旅客鉄道株式会社 E120/E130 系新型気動車用

岩手県向Ç鷹生ĩŉ管理用発電設備ä完成

電源装置

中国j張河湾揚水発電所 1 号機現地据付Çä完了

海外向Ç交流電車用補助電源装置
西武鉄道株式会社 30000 系向ÇœĴċĲċĠĢįŉ
監視制御システム ………………………………………………… 

単体įĢı支援ĭsŔ
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đĶŔės最適運用ĠĢįŉFeTOPä改良

組立加工製造向Ç現場見¾ā化ĭsŔ

PID 調整ĦľıďĐċFePIDtune

MainGATE/PIMjAndon
太陽電池量産工場}熊本工場~îäMainGATE

制御システム
展



導入事例
ŏļĖĨĢ保全ĦœŎsĠŐŜ

望 ……………………………………………………………… 

ŏļĖĨĢ安全j安心ĦœŎsĠŐŜ

太陽電池 …………………………………………………………… 

įŜı材一体型太陽電池

}学童見守Ā支援ĠĢįŉ~
圧力容器ŕsğ測寸検査装置

エネルギーソリューション ……………………………………… 

ċŋŔľĊĢ太陽電池ä新Íº設置事例

持出管理ĺĬĚsġMediaBarrier

北海道開発局向Ç雄武ĩŉ管理用制御処理設備

物流ĤŜĨsĠĢįŉ物流đĘĢŀŕĢⅡ

東北電力株式会社佐渡営業所向Ç監視制御ĠĢįŉ

行政情報ソリューション ………………………………………… 

構造化ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘĈ適用ÍÕĩŉ流入量

e-自治体共同利用型文書管理ĠĢįŉ

予測ĠĢįŉ

e-自治体内部事務系ĠĢįŉ

NEDO京都đĜđĶŔėsŀŖġĐĘıáÀÇā

オフィス & セキュリティソリューション ……………………… 

同時同量ĠĢįŉ

情報漏¾º対策ĺĬĚsġInfoBarrier5

気流最適化áþā工場環境改善

印刷物äĤĖŎœįČ対策ĺĬĚsġPrintBarrier3

中央合同庁舎第 7 号館}PFI 事業~îä 100 kW Āĉ酸

個人情報ä検出管理ĺĬĚsġSecretBarrier

形燃料電池ä納入

事務処理ŘsĘľŖsĠĢįŉExchangeUSE

白川村小水力発電所

業務Ĉ統合j可視化ÏāĦœŎsĠŐŜ基盤BizUSE

NEDOĨčj太陽光発電ĠĢįŉ国際共同実証試験

購買ĺĬĚsġPurchaseUSE

計量システム ……………………………………………………… 

時間帯別電力ŕĜsĩs
İŇŜĲĜŜıŖsŒFM78 形Ġœsģ
計測制御システム ………………………………………………… 

水環境システム
展



望 ……………………………………………………………… 

水環境システム …………………………………………………… 

化学ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

浄水場排水処理施設ĞčľĒŜ式ă過濃縮装置

医薬品ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

ēħŜ処理ĠĢįŉä海外展開

食品ŀŒŜıä情報j計測制御ĠĢįŉ

飲料製造工場向Ç MBR 処理ŀŒŜı

ĕĢĺčŀŒčŜ設備ä監視制御ĠĢįŉ

高温高速ŊĨŜ発酵áþāđĶŔės回収技術

都市ĕĢä遠隔監視制御ĠĢįŉ}SCADA~

環境水中 PPCPs ä処理技術

Êõ焼却ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

水環境監視制御ĠĢįŉ
需要予測j送配水計画ĺĬĚsġĦľıďĐċ

計測コンポーネント ……………………………………………… 

圧力j差圧発信器FCX-AⅢĠœsģ

発電機連系電力変換装置}PCS~

FOUNDATION ľČsŔĲĹĢ仕様搭載ä汎用圧力

GENESEED監視制御ĠĢįŉä製品管理

発信器FCX-AⅢ

上水j温泉原水施設集中監視ĠĢįŉ

ŘčĲŕŜġĤŜĞ

下水処理施設向ÇĀĉ酸形燃料電池

ŀŖľČĹĢ PA 発信器}DP-V1 仕様搭載~

東京都水道局東村山浄水場向Ç太陽光発電設備

設置形超音波流量計TIME DELTA-C
ņsĨĿŔ形超音波流量計ņsĨľŖs C

共通技術プラットフォーム



ŋġŎsŔ型調節計PUM

展

海外向Ç大型ŃsĺsŕĢ記録計PHU

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

望 ……………………………………………………………… 

赤外線式ĕĢ分析装置ZSK

電力変換装置ä EMI 設計技術

直挿ġŔĜĴċ酸素計

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器向Ç磁気部品設計技術

防爆型ġŔĜĴċ酸素計

機器組込õ電源Ĉ対象ÞÍÕ回路設計技術

放射線機器・システム …………………………………………… 

回転機 ……………………………………………………………… 

LAN 伝送放射線ŋĴĨ

ĘŕsŜ巻上機用永久磁石同期電動機

中物物品搬出ŋĴĨ

送風機用永久磁石同期電動機ä適用拡大

被æÅ管理ĠĢįŉ

ĘŒčēĘsŒ}極低温冷凍機~ä商品化

製造ソリューション ……………………………………………… 

情報制御 …………………………………………………………… 

飲料製造向ÇĢĚġŎsŒMainGATE/Scheduling

Web ċŀœĚsĠŐŜáÀÇāĤĖŎœįČ診断技術
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多変量統計的ŀŖĤĢ管理技術

お客様に喜ばれるトップサプライヤーを目指して

新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXFL-net 接続



富士電機デバイステクノロジー株式会社

ěsıďĐč
新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXēsŀŜ PIO ä

情報機器コンポーネント



接続
ŏļĖĨĢ計測j制御環境Ĉ実現Ïā新特定小電力無線

展

ĠĢįŉ

磁気記録媒体 ……………………………………………………… 

望 ……………………………………………………………… 

ċŔň垂直磁気記録媒体

生産技術 …………………………………………………………… 

太陽電池付Ã FRP ĖŌļĶĬı

高信頼性垂直磁気記録媒体
ċŔň垂直磁気記録媒体用基板

予防保全サービス ………………………………………………… 

汎用čŜĹsĨä余寿命簡易診断ĠĢįŉ

ECC}Exchange-Coupled Composite~媒体

RFID 無線方式回転機振動診断ĠĢįŉ

DTM}Discrete Track Media~

ĜsŔĤŜĨsäęŖsĹŔ化中国拠点向Ç CRM24

HDI}Head Disk Interface~技術
感光体 ……………………………………………………………… 

グローバル企業への変革



ĔŒsŀœŜĨ用有機感光体

富士電機機器制御株式会社

低ıĳs消費量型有機感光体
環境特性安定型正帯電有機感光体

システムコンポーネント
展



望 ……………………………………………………………… 

プログラマブルコントローラ …………………………………… 

ŅsĲĨčŀ汎用 PLC

展

表示器付ÃĜŜıŖsŒ@E.Terminal

望 ……………………………………………………………… 

U4 ĠœsģIGBT ĢŀœŜęĜŜĨĘıŋġŎsŔ
新 6 in 1 7 in 1 IGBT ŋġŎsŔM645

具 ……………………………………………………………… 

3.3 kV IGBT ŋġŎsŔ

新型押ÍŅĨŜ付電磁開閉器

第 3 世代ŇčĘŖ電源FB6832J

ŊĔĴĔŔ表示機構付非常停止ĢčĬĪ

œĪďŉčēŜĹĬįœs保護 IC

čsġsŖġĬĘĜŜıŖsŒŖġœċ}Logilier~

ęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔ用外部操作ĸŜĲŔ

FA3931CB Ġœsģ
600 V 低損失高速ĩčēsĲSuperLLD3 Ġœsģ

EMS ĭsŔMPC-EcoWeb

ŇŔĪĪĬŀĺŘsİĹčĢM-Power3 Ġœsģ

系統連系用İġĨŔ形多機能保護œŕs

第 5 世代 PDP ċĲŕĢĲŒčĹ IC

VCB 用ĜŜİŜĞ引外Í電源装置

250 V 保証 SOI İĹčĢjŀŖĤĢ技術

ĜsġĐĶŕsĠŐŜĈ設置ÍÕ集合住宅用

多機能低待機電力 PWM 電源 IC

自動検針装置

FA5553/5547 Ġœsģ

都市ĕĢ用ĕĢ漏Ă警報器

擬似共振型ĢčĬĪŜę電源 ICFA5571 Ġœsģ

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 

ĸčĿœĬĲ車用÷ÙÃĪĬŀ

新型高圧ĘsŒŜıņŜŀ流量形VKD Ġœsģ

自動車用ŘŜĪĬŀčęĳčĨ

新型ĘŕsŜ走行用čŜĹsĨŋsĨ

ĸčĿœĬĲ車用 IGBT 駆動 ICFi007

FRENIC-Multi Ġœsģ用 CANopen čŜĨľĐsĢ

車載用高圧力ĤŜĞĤŔ

ēŀĠŐŜĔsĲ

軽čēŜ照射àßä格子欠陥導入Àþé制御技術

速度ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御機能付Ã

20 V 横型ıŕŜĪ MOSFET İĹčĢ技術
高温ŋġŎsŔĺĬĚsġ技術

FRENIC-MEGA Ġœsģ
高性能j多機能形čŜĹsĨ

鉛ľœsåĉÖĈ用ºÕ IGBT 製品ä寿命予測技術
ıŕŜĪ IGBT ä解析技術

FRENIC-MEGA Ġœsģä容量拡大
ĤsľįČ対応čŜĹsĨFRENIC-MEGA



半導体 ……………………………………………………………… 

SX ÁĉÕĉ計装ĠĢįŉ
器

半導体

Ġœsģ

SiC İĹčĢjŀŖĤĢ技術

đŕłsĨ用čŜĹsĨFRENIC-Lift Ġœsģä
新機能Þ小容量機
透過通信機能付ÃčŜĹsĨjĞsŅĠĢįŉ
高性能ĞsŅĠĢįŉALPHA5 Ġœsģä容量
系列拡大
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快適商空間の創造を目指して



富士電機リテイルシステムズ株式会社

AM 駆動有機 EL İČĢŀŕč
有機半導体İĹčĢ
パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

流通機器システム



高圧瞬低対策装置
PM ŋsĨäĤŜĞŕĢłĘıŔ制御技術

展

望 ……………………………………………………………… 

自動販売機 ………………………………………………………… 

đĜœsľ環境ŒłŔ認証ä取得

振動抑制技術äĘŕsŜîä応用
低ķčģ IGBT ŋġŎsŔ
環境・エネルギー ………………………………………………… 

缶飲料自動販売機J Ġœsģ

家庭用燃料電池発電ĠĢįŉ

ŃsĺsŕĢ抽出機搭載超小型ĔĬŀ式自動販売機

防災用燃料電池}独立給電機能付~

ŇŔĪĺsĺĢ自動販売機

水素供給機能付燃料電池

食品ŇŔĪ自動販売機

実用超高温ĕĢ炉技術

N700 系新幹線車両á搭載ä缶飲料自動販売機

下水汚泥ä高速ŊĨŜ発酵技術

自動販売機制御ä新ŀŒĬıľĒsŉ

メカトロニクス・センサ ………………………………………… 

フードサービス機器 ……………………………………………… 

小型j高性能ĺŔĢĪŎsĿ冷凍機ä技術

ĲœĬŀ式ĜsĻsİČĢŃŜĞs

回転機ä振動監視ĤŜĞj異常診断技術

ĜsĻs & ĺďĩsİČĢŃŜĞs

直接挿入型ŕsğ式ĕĢ分析計áÀÇā 2 成分検出技術

通貨・カード機器 ………………………………………………… 

払出Í確認ĤŜĞ付Ã硬貨識別装置

高感度ġŌčŖĤŜĞ
情報・通信制御 …………………………………………………… 

中国向Ç紙幣識別装置

組込õĦľıďĐċ開発技術−開発ŀŖĤĢ改善

ŕġŌsńsŔ向Ç紙幣搬送ĠĢįŉ

電池駆動ŇŔĪńĬŀ無線ĠĢįŉ

店舗設備機器 ……………………………………………………… 

新型ľĊġČİľŖĢı冷蔵多段ĠŐsĚsĢ

製造品質ıŕsĞļœįČĠĢįŉ
非接触 IC ĔsĲĠĢįŉä端末jĞsĹ連携技術

1 Ĳċ冷凍œsĪčŜĠŐsĚsĢ

解析技術・材料技術 ……………………………………………… 

CVS 向Ç超薄型多段ĠŐsĚsĢ

SPring-8 áþā X 線 3D ıņęŒľČsä高性能化
走査型広ÂĀ抵抗顕微鏡áþā半導体中ĖŌœō濃度

革新的技術創出への挑戦 ─ 研究開発の進むべき方向 ─



富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

評価技術
IGBT ŋġŎsŔä熱解析技術
次世代小型電磁開閉器用ĞsŇŔœŕs伝熱解析

技術開発・生産技術
展



望 ……………………………………………………………… 

電子デバイス ……………………………………………………… 

ľČŔŉ型太陽電池ä微結晶ĠœĜŜáþā高効率化



部品内蔵基板型 POL 技術
生産技術 …………………………………………………………… 

蒸気ĨsļŜŖsĨä異種材料j狭開先溶接技術
高速j高品質÷ÙÃŀŖĤĢ技術
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Vol. 81 No.1 に掲載の商標，略称など
Ethernet

k米国 Xerox Corp. ä登録商標

Edy

kļĬıŘŕĬı株式会社Â管理ÏāŀœŃčĲ型電子ŇĶsĞsļĢäĿŒŜĲ

QUICPay

k株式会社ġĐsĠsļsä登録商標

iD

k株式会社đĵjįČjįČjĲĜŋä商標

Modbus

kGould Modicon 社ä登録商標

Profibus

kPROFIBUS User Organization ä登録商標

Windows

k米国 Microsoft Corp. ä米国ÀþéÓä他ä国áÀÇā登録商標ôÕå商標

Java

k米国 Sun MicrosystemshInc. ä登録商標

Unix

kX/Open Co.hLtd. ÂŒčĤŜĢÍÜºā米国àÿéá他ä国áÀÇā登録商標

Linux

kLinux Torvalds ä米国ÀþéÓä他ä国áÀÇā登録商標ôÕå商標

RoHS

k電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用期限

NEDO

k独立行政法人 新đĶŔėsj産業技術総合開発機構

Excel

k米国 Microsoft Corp. ä米国ÀþéÓä他ä国áÀÇā登録商標ôÕå商標

Outlook

k米国 Microsoft Corp. ä米国ÀþéÓä他ä国áÀÇā登録商標ôÕå商標

LEXUS

kıőĨ自動車株式会社ä登録商標

Felica

kĦĴs株式会社ä登録商標

Óä他ä会社名h製品名åhÓĂÔĂä会社ä商標ôÕå登録商標Ý¸āg



主要営業品目

富士電機システムズ株式会社
情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，電力システム，放射線管理システム，FA・物流システム，環境シス
テム，電動力応用システム，産業用電源，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，電力量計，
変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，省エネルギーシステム，新エネルギーシステム，UPS，ミニUPS

富士電機機器制御株式会社
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配
電機器，電力制御機器，電力監視機器，交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル
操作表示器，ネットワーク機器，インダクションモータ，同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，クーラ
ントポンプ，ブロワ，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ

富士電機デバイステクノロジー株式会社
磁気記録媒体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリシックIC，
ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ，感光体，画像周辺機器

富士電機リテイルシステムズ株式会社
自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー
ス，カードシステム

＊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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