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表紙写真

　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

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

自動販売機，製品を安心して使用していただ

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

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。



　新年
　皆様方 佳 新春 迎 慶 申 上

　2007 年 2 年目 迎 今次中期経営計画
連結売上高 1兆円 営業利益率 7% D/E 株
主資本 対 金融債務 比率 1.0 倍以下 目標
挑戦 目標 実現 最 重
要 施策 一 研究開発 充実
事業 伸 構造改革 進 可能
考 本号 施策 主要 開

発成果 紹介
　 研究開発 経営資源 中期経営計画 目
標 最 貢献 牽引事業 磁気記録媒体

半導体
関連 事業 集中 100 名規模 開発

技術者 事業部門 異動 増強 技術開
発 製品化 短縮 客様

開発展開 図 中期経
営計画 連動 製品 整備 競争
力 新製品 投入 技術 確立
技術力 強化 行

　次 主 研究開発 目的 内容
環境 取組 集約

客様 事業 貢献 同時 地球社会 地球環境
有用 技術成果 獲得 狙

　新 基
板上 連続的 薄膜 形成
太陽電池 量産技術 製法 確
立 本格的 出荷 開始 1998 年

実用化以来納入実績 積 酸形燃料電
池 設置面積 30%低減 非常用電源
適用拡大 目指 普及機 開発 環境
負荷 低 源 同様 期待 風力
発電 長 短周期 電力変動 補償 世界初

型電力安定化装置 4社 富士電機
株式会社 新神戸電機株式会社 川崎重工業株

式会社 日産 工業株式会社 共同開発
実証実験 開始 富士電機

地熱発電 世界 各所 営業運転 開始
実証実験 太陽光発電

国際共同実験 技術 適用 拡大 活動 積
極的 取 組
　省 指向 技術 製品 半
導体 技術 活用
取 組 需要 拡大 半導体

低損失 低 改善 第 6
世代 MOSFET SuperFAP-E3

低損失 高制御性 実現 第 6世代 IGBT
V PIM 一層使 高

効率 新製品 投入 製造現場 省
不可欠 汎用
FRENIC-MEGA 容量系列 拡

大 各種高圧 納入実績 増
大容量 IGBT 3.3 kV 1.2 kA 採用

小型 高効率 軽量化 実現 N700 系新幹線
電車 2007 年 7 月 営業運転 開始 省

求 自動販売機 地球
温暖化係数 小 系冷媒 CO2

新しい年を迎えて



適用 加 新 採用 消費電力
30%削減 環境 配慮

一連 継続的 取組 自動販売機 社団法
人産業環境管理協会 運営 環境

業界 初 取得 環境 守
関 成果 煙道 直接挿入 排

出 中 塩化水素 有害成分 連
続計測 国内初 式 分析計 最大 5
成分 有害 濃度 1台 計測 分析計
発売
　 環境
取組 以外 技術 強化 新製品
投入 結
　情報 機器 関連 AV
対応 家電機器 記録容量 需要 増
大 中 垂直磁気記録方式 磁気記録媒体
大容量化 加速 2.5 160 3.5

334 製品 相次 投入
多 登場 電子
1台 複数 決済 行 既存 決済系

容易 接続 共用端
末 開発 簡単 電子 導入

　FA 関連 USB Ethernet 標準搭載
FA 構築 容易 操
作表示器 UG-40 開発
IEC CCC UL 新 JIS 各規格 対応

配線用遮断器 漏電遮断器 G-TWIN
発売 客様 機械装置 配電盤

設計 統一 貢献 在庫
管理 役立 考 接点部一体構
造 化 新

発売 現場 制御盤 奥行 縮小

　次世代 向 先端的 技術 取組 有
機 EL 独自 色変換方式 Advanced-CCM 適
用 駆動方式 手

QVGA 320 × 240 高効
率 高耐久 性能 確認 革新的 低損失

期待 SiC
固体高分子形燃料電池 長寿命化 向 劣化要

因 解明 実用化 向 成果 得
　製品 設計 製造 共通 基盤的 技術
強化 図 製品 EMI

設計技術 組込 開発 高度化 製
造 高速高品質

根幹 技術 磨

　中期経営計画 最終年度 2008 年 目標
達成 向 太陽電池 半導体 生産設備投
資 磁気記録媒体

牽引事業 経営資源 傾斜配分 行
燃料電池 有機EL 将来 事業 柱

技術 完成度 高
　今後 独自 技術力 客様 安心 安
全 環境調和 期待 応 努力 研
鑽 重 皆様 指導 鞭撻 心
願 申 上

富士電機ホールディングス株式会社
取締役社長
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フィルム型アモルファス太陽電池の
本格出荷開始

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。

　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，1m
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
12MW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 0.5m×長さ

3.4m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 40MW体制を整備
し，太陽電池事業の拡大を図る予定である。
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風力発電用電力安定化装置　

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：1,200V
™  定格電流：

　 25〜 50A（パッケージ 107.5mm×45mm）
　 75〜 150A（パッケージ 122mm×62mm）
™  VCE（sat）（125℃）：2.2V（〜 75A），
　　　　　　　　　2.05V（100A，150A）

　風力発電の出力変動を抑制し，連系する電
力系統の電力品質を安定に維持させる「電力
安定化装置」を株式会社ウインパワー西目風
力発電所に設置し，2007年 8月にフィール

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

組み合わせた世界初のハイブリッド型電力安
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
方式の確立を図る。

検
出

指
令

(株)ウインパワー西目風力発電所

二次電池 電気二重層キャパシタ

電力安定化装置

数分～数十分周期の
変動電力

数分～数十分
風車の出力変動を
安定化

数秒～数分
風車の出力変動を
安定化

風速・風向

1 2

平滑化された出力

変動電力分を充放電

風車出力
合計出力

安定化装置出力

双方向
コンバータ

システム
コントローラ

電力系統
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第6世代パワーMOSFET
「SuperFAP-E3 シリーズ」

1MW/500kHz 超高周波大容量
誘導加熱用インバータ

　大容量の電縫管溶接機に適用可能な超高周
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。

（1） 　500 kHzで単機 1,000 kWとこの周波数
では世界最大級の電源容量

（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

なる構造とし，回路電圧の低減，放電を防
止

　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-220Fで

500V/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

No.1 100kW MOSFET スタック

No.10 100kW MOSFET 

レギュレータ 

マッチングキャパシタ

ワークコイル

GDU

GDU

GDU HFCT

HFCT

GDU

Vo

I o

100kW MOSFET スタック
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N700系新幹線量産車主回路システム

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
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

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。

（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。

　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。

受電盤
52RS

バッテリー盤

高速スイッチ盤
HSW

バッテリー充電

通常運転中

停電運転中

バッテリー放電

72B 52CTR1

負荷VCB盤
52CS

変圧器盤 遮断器盤変換器盤
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ノンフロンヒートポンプ自動販売機

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
続測定するレーザ方式のプロセス用ガス分析
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

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 50VAと低いので，保守・維持
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 1mのとき）に対応できる。

　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

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
外に排出していた冷却時の排熱を使って商
品の加温を行う方式である。CO2冷媒は従来
の代替フロン冷媒（R407C）に比べて冷却の

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
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。
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高密度垂直磁気記録媒体

多種ブランド共用決済端末機器

　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

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。

　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
枚で 160ギガバイトの記録が可能な媒体を他
社に先駆けて市場展開した。この 3層磁性層
に引き続いて 250ギガバイト用のセミ ECC
（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

く。

QUICPay-Edy 共用決済端末

カーボン

磁性層A（Co Cr Pt合金）

磁性層B

ルテニウム合金
コバルト合金

軟磁性層

基板

カーボン
磁性層A
磁性層B

磁性層C

ルテニウム合金
コバルト合金

軟磁性層

基板

第1世代（2層磁性層） 第2世代（3層磁性層）

iD-Edy 共用決済端末
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プログラマブル操作表示器 
「UG40シリーズ」

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

（3） 　C-UL（米国・カナダ），GB（中国），IEC 
の規格認証を取得

　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
（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
を実現

UG540H-VH1

UG440H-TH1 UG340H-VH4
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Advanced-CCM
フルカラー有機ELパネル

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 372.2MVA
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。

　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。



　謹 新年 祝 申 上

　富士電機 株式会社 社会 分野 産

業 分野 設備 監視制御

効率的 運営 運用 可能

& 提供 事業 展開

　2006 年度 中期経営計画 新 事業構造改

革 収益力 向上 基本方針 大 伸張

市場向 資源 集中 特徴 商品 開発 迅速

商品 投入 客様 価値創出 貢献 研究開

発型企業 変革 進化 掲 推進

　企業 研究開発 蓄積 技術 商品 高

度化 高品質化 基 商品開発 基本

加 当社 &

最前線 営業情報 重視 常 客様 要求 幅広

商品化

　2008 年度 中期経営計画 最終年度 現

在 進 研究開発 一 区切 新

特徴 商品 市場展開 図

　地球温暖化防止対策 CO2 削減要求 世界的 高

太陽電池 燃料電池 地熱発電 風力発

電 省 技術 特徴 当社 技

術 客様 社会 貢献 特 太陽電池

関 型 太陽電池 F WAVE

2007 年 熊本工場 量産 始 欧州 中心

需要 拡大 国内 需要

応 生産 増設 計画

　 分野 幅広 用途 価格

納期 対応 商品

品 品質 作 技術 集大成 行 2007

年度 型高圧 高圧瞬低補償装置

新商品 出荷 開始

　計測 制御分野 中国 無錫市 工場

2007 年 5 月 発信器 温調計 出荷 開始

計測器 中国市場 海外市場 展開

昨年来開発 直接挿入分

析計 新商品 市場 展開

　 分野 MEMS

特徴 加工技術 客様 高 評価 得

精密計測 利用可能 極低温冷

凍機 商品 提供 始

　研究開発 技術者 着想 知識 新鮮 広

技術者 育成 狙 大学 共同研

究 進

　国内民需市場 堅調 海外 国内

以上 伸張 海外事業展開 積極的 推進

国際本部 新設 海外市場対応

従来 機種戦略 加 地域市場 合 商品 開発

重視 地域戦略 展開 中国 浙江大学

R&D 中心 中国市場向 商品 開発 取

組 2007 年 4 月 日中環境

技術交流 開催 中国 生産拠点 早

期立上 市場開拓 注力

　市場 客様 満足 商品 提供

社会 貢献 企業 使命 開発 源

泉 日々新 感性 持 進

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 　

富士電機システムズ株式会社
取締役社長
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　発電 分野 原油価格 高騰 不安定 要因
海外 火力発電 水力発電 建設 好調
一方 地球温暖化 地球環境保護 対 意識

高 自然 発電 導入 原子
力 見直 進 中
富士電機 大型地熱発電技術 大型揚水発電技術 環境負
荷 低減 応 国 新 原子力政策
構築 沿 核燃料 確立 技術開発
関連設備 導入 力 注
　2007 年 火力部門 地熱発電分野 地熱大国

中心
順調 受注 納入 行

地熱 主要機器 出荷
終了 2007 年末 現地据付 工事 試運転 入

2006 年 9 月 実証試験 行 地熱
発電設備 商品化 向 最終段階 入

地熱発電設備 今後 顧客 高効
率 信頼性 高 機器 提供
　一般火力部門 間接冷却方式 水素冷却
発電機 採用 第 1号機 向 石炭焚

300MW機 出荷 2006 年
機器 出荷 東南 地区向
引渡 完了 改修 分野 環境負荷 低
減 経済性 信頼性 向上 目的 既存発電所 長寿
命化 高効率化 行 案件 取 組

真空領域 空気流入箇所 精度 検出
検出精度 向上 図 他

社納入 適応 含 多 実績 上
　 発電分野 沖縄電力株式会社
向 吉 浦火力発電所 本格的 開始

長期保守契約 締結 第 1
回 定期検査 完了 健全性 再確認
　原子力部門 核燃料 分野 建設 進

日本原燃株式会社六 所再処理工場
操業開始 向 最終試験 順調 実施中 操業
開始 再処理工場 製品 MOX粉 計画

製造 見込 原料 軽水
炉用 燃料 加工製造 MOX燃料製造工場 建設計画
具体化 富士電機 燃料製造設備 製造

経験 踏 技術開発 加速 製作設計 備
　開発炉分野 高速増殖炉 改造工事
終了 再度 臨界 確認試験 実施

富士電機 納入 燃料取扱 貯蔵設備
全体工程 従 万全 点検 改良 実施中
次世代原子炉 開発計画 国 策定

経験 生 燃料取扱設備 中心
貢献
　研究施設分野 製作 据付 工事 実施
J-PARC 物質 生命科学実験施設 2007 年度 完成
富士電機 陽子 受 放射化 機器 遠隔

機器 納入 今後 遠隔
技術 他 分野 応用 技術開発 進

　水力部門 海外市場 拡大傾向 受注拡大 向
取組 推進中

　2007 年 国内 新設案件 山形県向 新野川
発電所 1台×10.5MW 受注 引 続 東北電力株
式会社森吉発電所 1台×11.4MW 受注
既受注案件 岩手県向 鷹生 管理用発電設備 1
台×291 kW 11 月 山形県向 綱木川発電設備 1
台×484 kW 5 月 営業運転 開始
　改修案件 大型機 東北電力株式会社向 第
二豊実発電所 関西電力株式会社向 黒部川第四発電所
多 水力発電所機器 改良 改善工事 完了 推

進中
　海外 中国 泰安揚水発電所向 発電電動機 4台
営業運転 入 引 続 中国 張河湾揚水発

電所向 発電電動機 4 台×278MVA/268MW 据付
工事 鋭意進

　富士電機 2008 年度 引 続 地球温暖化 防止 重
要 地熱発電 水力発電 原子力関連技術
研究 開発 進 地球環境保護 貢献

発電プラント

火　力

原子力

水　力
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　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

　フィリピン・PNOC-EDC北ネグロス地熱発電所の営業運転開始

　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

図１　ラヘンドン地熱発電所2号機の全景

図2　北ネグロス地熱発電所の全景

図3　工場組立中の蒸気タービン設備全景

　富士電機 地熱発電設備 重点施策 位
置 取 組 現在 建設中 含 8 実
績 有 中 地熱発電所 2号機
2007 年 6 月 19 日 引渡 完了 営業運転 開始

　 主契約者 住友商事株式会社
下 国有電力会社 出力 20MW容量
設備 契約 受注 富
士電機 総力 地熱発電所 建設 従事 結
果 全体工程 20 月 短納期 何
問題 予定 早 引渡 完了 客先
非常 高 評価 得 富士電機発電部門

高 能力 技術力 成 得
引 続 同発電所 3号機 受注 現在鋭意製作中

　 石油公社－ 開発会社 PNOC-

EDC 島北部 山中 建設 北
地熱発電所 2007 年 2 月 2 日 開所式 行 営業

運転 開始 発電所 工事 兼松株式会社 受
契約 下 富士電機 機器供

給 試運転 担当 太平電業株式会社 土建工事
機器据付 工事 担当 進 設備

富士電機 建設 13 台目 地熱発電設備

　発電所 送電出力 44MW 近隣 配電会社 4
社 直接売電契約 結 初

開所式 大統領 出席 地
熱発電 寄 期待 大 示

　富士電機 2006 年 電力会社
社 地熱

受注 現在建設中 2
相流体 高圧 低圧 蒸気 生成

地熱 世界最大級 約 90MW
送電端出力 誇 同時

豊富 地熱資源 利用 化石燃料代替電源
注目 昨今同国 急速 開発 進 各

種電源開発案件 先駆 富士電機 同
向 主要機器 調達 2007 年中 完了 主機

発電機 復水器 2007 年 8 月末 無事出荷
現地工事 現在目標工程 順調 推移

2008 年中 営業運転開始 目指 据付 工事 鋭意推進
中

火　力
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　インドネシア・タラハン火力発電所

　経年火力発電ユニットの長寿命化対策工事

　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

図4　タラハン火力発電所の全景

図5　長寿命化後の蒸気タービン設備の全景

図6　現地リハビリテーション工事中の9号機低圧タービン

　 火力発電所 富士電機 丸紅株式会社
下 電力庁 PLN

2004 年 受注 2 台×100MW 構成
島最大 発電所
　富士電機製 FET型蒸気 発電機
復水設備 給水設備 所内電気設備 建屋内
主要 補機設備 富士電機 供給 2007 年末 予定

営業運転 開始
　2006 年 島 発生 大地震 際 他
発電所 給電停止 中 試運転中 発電
所 PLN 要請 電力供給 行 同島 電力系統
維持安定 大 貢献

　沖縄電力株式会社牧港発電所 9 号機 1981 年
APS/APSD 自動起動 停止 機能 備 当
時最新鋭全自動火力発電 納入 運転開
始 25 年間電力系統 重要電源設備 活躍

設備 長期使用 劣化 損傷 各部 認
今後 運転 継続 2006 年 10 月

2007 年 6 月 9 月間 停止
最新技術 適合 長寿命化対策工事 実施
　高圧 更新 発電機固定子 回転子
絶縁更新 高圧配電盤 更新 制御装置 精密点検 広
範囲 大規模改修工事 行 火力発電
延命化 耐力強化 信頼性向上 近代化 図

　 電力庁 石炭火力発電所 国北部 位置
東南 最大級 石炭火力発電所 発電

所 富士電機製 発電機設備 10 台 4 7
号機 出力 150MW×4 台 8 13 号機 出力 300MW× 
6 台 納入 2006 年 6 月 受注

工事 実施 9 号機 高圧 中圧 低圧 3
構造 今回 工事 低圧
主要部品 静翼 動翼 内部
交換 低圧 延命化 図 同時

翼 最新鋭 技術 採用 高効率化
設備全体 出力 達成 受注後短納期

出荷 2007 年 6 月 8 月 現地改造工事 性
能試験 実施 現在 順調 運転中

火　力
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　核燃料サイクル分野

ミラーホルダ

ミラー

回転
テーブル

ペレット

光源

画像
処理装置

ステージ

カメラ

テレセントリックレンズ

　開発炉分野

　研究施設分野

図7　ペレット自動外観検査高度化システム

図8　「もんじゅ」燃料取扱および貯蔵設備

図9　反射体等遠隔操作装置の運転状態

　 国 資源 有効利用 向 商業軽水炉
計画 進 現在建設中

青森県六 所村 再処理施設 完成間近
商用MOX燃料 混合酸化物燃

料 製造施設 建設計画 進展
　一方 富士電機 MOX燃料製造 係 原子力関連機
関 納入実績 生 燃料 高速搬
送 自動外観検査 MOX燃料製造
設備 関 研究開発 進 特 燃料
外観検査 現在目視検査 唯一全自動化

部分 受 将来的 高線量下
適用可能 画像処理 用 燃料 自動外観検
査 現在研究開発 着手

　福井県敦賀市 建設 高速増殖原型炉
1995 年 12 月 2 次主冷却系 漏 事故
停止状態 事故対策 検討 経

2005 年 9 月 高速化 改造工
事 開始 2007 年 8 月 改造部分 機能 性能 確認
試験 完了 今後 長期間停止 機
器 設備 含 全体 健全性確認 行
確認試験 設備点検 行 2008 年 10 月 臨界

目指 富士電機 原子炉 燃料 交換 燃料取扱設備
貯蔵設備 万全 点検 改良 貢献

　一方 次世代 実証炉 2025 年 運転開始 目指
国主導 開発 開発体制 明確化

富士電機 新体制 燃料取扱設備 中心 貢献

　富士電機 高温工学試験研究炉 HTTR 大強度陽子
加速器計画 J-PARC 国 研究施設 遠隔

機器 電気設備 供給 行 2003 年
設計 製作 行 J-PARC 物質 生命科学実

験施設 台車 反射体等遠隔操作装置 放
射化機器保管設備 2007 年 相次 完成

陽子加速器 受 放射化 機器 取
扱 重要 役割 受 持 機器 遠隔操作

運転 機能 要求 据付
後 現地総合組合 試験 実際 施設内

機器 連携動作 実対象物 取扱
遠隔操作 行 要求 機能 設計 確実 果

確認

原子力
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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

ランナベーン
駆動用モータ

油圧ランナ
サーボモータ

可動羽根
斜流ランナ

油ポンプ

　岩手県向け鷹生ダム管理用発電設備の完成

　中国・張河湾揚水発電所1号機現地据付けの完了

図10　山形県企業局向け6,500kW立軸可動羽根斜流水車

図11　鷹生ダム管理用発電設備

図12　1号機回転子つり込み

　近年 国内 中小水力発電所 調速機 電動操作式
採用 適用範囲 中

小容量 固定羽根水車 小容量 可動羽根水車 限
中容量可動羽根水車 電動化技術 開発

望 電動化技術 富士電機 他
社 先駆 次世代電動操作式

式電動 開発 実用化 果 多
納入実績 有
　現在据付 中 山形県企業局向 1 台×6,500 kW
立軸可動羽根斜流水車 可動羽根
斜流 制御 式電動 方
式 採用 圧油装置 省略 発電所
保守点検 非常 簡単

　岩手県向 鷹生 管理用発電設備用 1台×291 kW横
軸 水車 1台×300 kVA横軸三相同期発電機
据付 調整 完了 営業運転 開始
　 発電所 盛川水系鷹生川 上流 建設 鷹
生 管理用 設置 水車発電機 1台 最大
280 kW 発電 行 式発電所 発電電
力 管理用 使用 余剰電力
6.6 kV 配電線 通 近隣 五葉温泉施設 特定供給

東北電力株式会社 売電
　現地 2004 年 11 月 配電線設備 現地工事
開始 2005 年 11 月 水車 発電機 配電盤
管理用発電設備 据付 終 2007 年 11 月 五葉

温泉施設 電力供給 含 営業運転 開始

　富士 株式会社 2004 年 2 月 受注
中国 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 揚水発電設備 発電所出力
250MW×4 台 機器設計 製作 出荷 経 2006
年末 発電電動機 関連設備 据付 工事 本格的
開始 当社据付 指導員 指導 下 1号機 据付
工事 完了

　本 Alstom 社
案件 富士 株式会社 4台×
278MVA 発電 /268MW 揚水 立軸三相同期発電電動
機 主回路設備 始動装置 電気設備 設計 製
作 納入 担当 2008 年 1 月 1 号機運転開始
向 今後調整 試験 進 一方 2号機以

降 据付 作業 順次並行 進 予定

水　力
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　産業 社会 分野 取 巻 投資環境 民需設備
投資 伸長 総 堅調 推移 富士電機

分野 最高
提供 取 組

　産業 機器 分野
鉄鋼分塊圧延設備 棒鋼圧延設備 更新 最
新 制御 適用 綿密
連携 緻密 手法 垂直
立上 実現 鉄鋼大型加熱炉設備制御装置
更新 操業合理化 切替時間短縮 垂直立上
実現 構築 荷役分野 世界最大級

式 用電機品 納入 省 分
野 需要 拡大 高圧 適用分野 拡
大 図 製品系列 拡大 一方 産業電源分野

高効率 低 小型 高速応答 IGBT式直流
電源装置 海外銅 会社 納入 電解用
途向 中小容量整流装置 S-Former Mini 加熱
電源 電縫管溶接機 向 500 kHz 世界最大級容
量 電源 製品化
　計算機 制御 分野 垂直 水平統合

新情報制御 MICREX-NX 多
数受注 中 大規模 既設制御装置 更新

機能 活用 資産 継承
実現 先進的 評価 受
　施設電機 分野 電力 信頼性向上 要求

半導体 電子機器工場 瞬低対策 高圧瞬低
対策装置 納入 一方 温暖化 削減対策 天
然 設備 ESCO 事業会社 納
入 本設備 高速遮断装置 併用 瞬低対策
対応 老朽設備更新工事 大学向

特高受変電 自家発 監視設備 納入
　鉄道分野 新線建設 伴 変電所新設 既設変
電所老朽化 機器更新工事 活発 行 新線建
設 東京地下鉄株式会社副都心線 13 号線 池袋－ 
渋谷間 全変電所 3 所 電用変電設備 納入  

変電所機器更新 JR 公私鉄各社 各種機器 納

入 省 環境性 省 配慮
純水沸騰冷却整流器 直流高速度真空遮断器
形GIS 回線単位形配電盤 適用 多

　道路分野 受配電設備 換気設備 遠方監
視制御設備 料金機械設備 納入 日本独自 技
術 富士電機 納入実績 持 自動車
用電気集 設備 東南 中心 世界的 広
始 特徴的

　電源分野 省
品 容量系列 拡充 図 小容量UPS

100V/200V 出力 5 10 kVA 製品開発 完了
大容量UPS UPS7000D 並列対応機 完
成 内部電源 1/8 3.3 V 100W出
力 小型 高電力密度 DC-DC 開発

IT 拡大 伴 機器 発生 熱
処理 大 課題 中 富士電機 省

高効率電源 発生熱量 低減 寄与 地球温暖
化対策 一翼 担 期待
　 CR 分野 半導体 液
晶分野 堅調 設備投資 継続 世界最大 第
8世代 液晶 用 CR 継続 3期 及
展開 納入 垂直立上 実現 CR関連

製造 歩留 向
上 貢献 装置搭載用超薄型 FFU F-Stage 大型

基板冷却装置 温度精度＋－ 0.01 ℃ 高精度精
密温調装置 製品化 拡大 図
　車両 分野 2007 年 7 月 営業運転
開始 東海旅客鉄道株式会社N700 系新幹線用 高性

能 64 RISC 適用 制御
IGBT式主変換装置 主変圧器 主電動機

順調 出荷中 電源装置関係 東日本旅客鉄道
株式会社 気動車 E130 系向 電源装置 海
外向 交流電車 PWM 付補助電源装置

納入 西武鉄道株式会社
2008 年 4 月 営業投入 30000 系

採用 決定 順次出荷中

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



富士時報 電機プラント

　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

　合同製鐵株式会社向け棒鋼圧延設備の更新

　中山鋼業株式会社向け棒鋼圧延設備の更新

図１　ドライブ装置のシステム構成

図2　主機用3レベル IGBTインバータ盤

図3　主操作室の圧延監視操作デスク

　分塊 式圧延機 3,000 kW直流電動機用
装置 更新
　1964 年 納入 装置 過去三度 改造
順次 化 今回 以下 実施 一
連 改造 完了
（1）　老朽化 最新化
（2）　全 化
（3）　水冷 盤 全閉化
（4）　盤設置 半減
　事前 盤構造 設置

検討 化 伴 検討 既設回路 十分 調
査 綿密 改造設計 実施 現地納入後
垂直立上 可能

　合同製鐵株式会社向 棒鋼圧延設備 駆動装置 制御装
置 全面 行 加熱炉出側設備 切
断 精整設備 45 日間 短期工場休止 更新 垂
直立上 実現 主 機能 次
（1）　駆動電動機 全交流化 化 行 速度制
御性能 安定性 向上 主機用
高圧 3 IGBT 補機用 低圧 2
IGBT 採用

（2）　PLC HMI 操作監視 全面更新 行 設定
監視 簡素化 実現 廃型機種 一掃 故
障 安定操業 寄与

（3）　 機械 綿密 連携 事前
準備 下 設備 短期間 更新 垂直立上 実現

　JFE 環境 株式会社経由中山鋼業株式
会社向 直送圧延工事用電気品 2007 年 9 月 更新工
事 完了 従来 同圧延設備 富士電機 納入実績

既設設備 現状 詳細 調査 電気調整試運
転 2週間強 内 調整 4日間 操業 開始
垂直立上 実現 主 特徴 次

（1）　 駆動装置 増設粗 用 2台 新設 既設
16 11 台 交流電動機駆動 3

置 換
（2）　加熱炉 搬送 圧延 冷却床入側

5台 MICREX-SX 制御
（3）　POD PBL 成 操作 監視性 優

操作盤

産業パワーエレクトロニクス機器・システム

サイリスタ盤

主回路盤
HSCB

DCL

DSDS

3,000kW
M

サイリスタ盤

主回路盤
HSCB

DCL

DSDS
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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

M M M MM M M M

電気室内

Tリンク

Tリンク

Tリンク

Tリンク

Tリンク
光コンバータ

Tリンク
光コンバータ

MICREX-SX

DDCレオナード盤

DDCM600 FRENIC5000VG7S

支持 走行 走行俯仰 ブルドーザ
巻き

タッチパネル

RIO
運転室

Tリンク
光コンバータ

RIO

主トロリ
上リモート
I/O盤

Tリンク
光コンバータ

RIO

補トロリ
上リモート
I/O盤

インバータ盤

開閉 No.1 No.2
横行

　某所電気炉向け大型加熱炉設備制御装置の更新

　11kV級高圧インバータの製品化

図4　3,000 t/h バケット式アンローダのシステム構成

加熱炉操作室
FOCUS 加熱炉トラッキング

制御プロコン

データ監視用
NISDAS

搬送系制御用
コントローラ

加熱炉制御用
コントローラ×2セット

加熱炉計算機用
I/Oコントローラ

図5　大型加熱炉設備制御装置のシステム構成

図6　11kV級 1,200kVA高圧インバータ

　石川島運搬機械株式会社経由 世界最大 3,000 t/h
式 用電機品 納入 電機品

2004 年 2 基分 続 今回 3基目
　 上 機器 耐震 3G 仕様 電動機 1,250 kW
× 2台 350 kW×1台 直流機 用 上電気室設
置 M600 給電
行 部 設置 電動機 誘導機 PWM

＋ FRENIC5000VG7S
制御 制御 富士電機 PLC MICREX-

SX 荷役制御 地上 PLC 光 通信
行 地上 上 荷役監視 行 今後
機械 組合 行 2008 年 6 月 稼動 予定

　1983 年 納入 大型加熱炉制御装置更新工事 電気
計装 EIC 一括 受注 顧客 要望
踏 施工 次 点 考慮

（1）　設備 休止 既設 更新機器 同時動
作 並行運転 確認 検証 実施

（2）　旧 EDIO MCA EIO 考慮 高
速 設計効率 高 FL-net 採用

（3）　操業 合理化 操作性 重視 圧延 加熱炉一体
操業 可能 構築 行

　 共通 PLC
MICREX-SX 採用 共有化

変数名統一 既設 再現化 追求 高
効率 検証 実施 切替時間 短
縮 設備 垂直立上 可能

　国内 海外 省 拡大 高圧
需要 伸 富士電機 400 台以上 納入

製品 国際化 11 kV 級系列機
製品化 製品 主 中国 顧客向 今後
富士電機 中国拠点 上海 販売 中心 拡大

容量系列 1,200 1,700 2,300 kVA 主 特徴 次

（1）　出力電圧波形 25 正弦波波形 限 近
業界最高 最小 電動機

優
（2）　 数 18 台 他社 比 少
（3）　中国語対応 大型 LCD
装備

（4）　伝送機能 強化 Modbus Profibus

産業パワーエレクトロニクス機器・システム
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　SECカーボン株式会社京都工場向けカーボン電極用電源

　台湾・李長栄科技向け銅はく用直流電源装置の納入

　中小容量整流装置「S-Former Mini」

図7　黒鉛化炉用直流電源装置

図8　小容量直流電源装置「FASREC」

図9　中小容量整流装置「S-Former Mini」

　SEC 株式会社向 大容量整流装置 S-Former  
適用 黒鉛化炉用直流電源装置 納入 順調 稼動

　 設備 次 特徴
（1）　低電圧 大電流 電源装置 最大電流 DC160 kA

（2）　 整流器 出力 最大出力
連続電力制御 可能

（3）　複数 黒鉛化炉 直流電源 供給
移動用台車 上 整流器用変圧器 整

流器 冷却装置 制御盤 搭載

　台湾 銅 会社向 第 1号機 小容量直
流電源装置 FASREC 6 － DC30V 8 kA
納入
　電源装置主回路 IGBT 採用 従来

整流器 比較 次 特徴 挙
（1）　高力率
　出力電圧 絞 力率 0.9 以上
（2）　低 出力
　出力電流 整流器 1/10
（3）　小型化
　 整流器 比較 1/2 以下
（4）　高速応答
　高周波 採用 高速度制御 可能

　主 電解用途向 DC600V 2×20 kA 以
下 中小容量整流装置 S-Former Mini 開発
S-Former Mini 2006 年 1 号機 納入
向 計 3台 向 1台 中国向

計 4台 北米向 計 5台 受注 現在製作中
設備 次 特徴 経済性 利便性 重視

（1）　中小容量専用器 内部構造 簡略化 小型化
達成 体積 従来 S-Former 対 約 40%減

（2）　整流器 制御盤 一体 構造 採
用 現地工事 試験期間 従来 対 約 35%削減

（3）　 制御 採用 操作性 自己診断機能 大幅
向上

産業パワーエレクトロニクス機器・システム
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　環境テレメートシステム

　某事業用火力発電所向け自動バーナ制御装置の更新

　鉄鋼設備計算機制御システム

図10　環境テレメートシステムの構成

ユニット
計算機

保守ツール
AES

操作パネル

セレクタ
ステーション

Ethernet

タービン
補機自動化
制御装置
（TSEQ）

タービン
インタ
ロック
リレー盤

バーナ
継電器盤

ボイラ
インタ
ロック
リレー盤

オペレータ
ステーション
AOS
監視装置

BTG盤・BTG補助盤

自動電圧
調整装置
（AVR）

自動出力
制御装置
（APC）

ボイラ
変換器盤

コントロール
ステーション
ACS

自動バーナ
制御装置
（ABNC）

自動ボイラ
制御装置
（ABC）

ボイラ
補機自動化
制御装置
（BSEQ）

データベース
ステーション
ADS

（二重化）

データウェイ（DPCS-F）

図11　発電所全体のシステム構成

オブジェクト指向設計による責務の階層化のメリット

高速化対応システムの構成例

ホスト
Web

クライアント
（事務所）

Web/
AP
サーバ

DB
サーバ

業務
ロジック

トラッキング
操業実績

フロント
エンド

高速化
フロント
エンド
（高速処理
　ロジック）

Web
クライアント
（工場）

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。

オブジェクト指向による責務の階層化例

外部 シナリオ層 アクセス層ビジネス
ロジック層

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

図12　オブジェクト指向による鉄鋼システム例

　工場 排出 煙 NOx SOx 排水
環境 法令 規制 今回 環境監
視体制 強化 目的 株式会社神戸製鋼所加古川製
鉄所向 環境 納入 稼動 開
始 導入 以下 株
式会社神戸製鋼所加古川製鉄所 共同開発 行
（1） 　透明性 確保 分析計 行政 送
信

（2）　信頼性 向上 冗長化 図
（3）　異常対応 迅速化 担当者 通知 行
　環境 取扱 製鉄所 各種燃焼設備
有 企業 重要 課題 本 得 技

術 生 鉄鋼業以外 分野 展開

　富士電機 某事業用火力発電所 長寿命化対策
自動 制御装置 更新
（1）　自動出力制御装置 APC 自動 制御装置

ABC 密結合 構成
方式 新 導入 発電

所全体 監視機能 大幅 向上
（2）　盤内機器更新 今後 保守性 設備 維持

経済性 十分 考慮 資産
流用 投資効果 高 更新

（3）　品質 計画 設計 試験 各段階
社内 充実 事業用火力発電所制
御 品質 十分 確保 現地更新工事
試運転試験 完了

　鉄鋼 設備 監視 制御
再利用性 優 指向 採用
構築 進 従来 適用 難 高速応

答性 要求 関 高速
設 適用 行 対応 合計 6

納入 特徴 次
（1）　高速 組 合

性 優 高速 高信頼 Java
実現

（2）　業務内容 化 業務
1対 1対応 追加 改造 容易

（3）　業務内容 設備共通部分 固有部分 分
化 他設備 流用度 高
信頼性向上 低減 可能

計算機・制御システム
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図13　「UPS8000Hシリーズ」（2,000kVA）

図14　特高受電棟C-GIS ユニット

補機ユニット

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

二次冷却水ポンプ 燃料ガス昇圧機ユニット
軟水タンク

一重二重効用
吸収式冷凍機

図15　発電所の3D図面

　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

　国立大学法人千葉大学（亥鼻キャンパス）特高受変電設備

　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

　古河 株式会社今市東工場向 高
圧瞬低対策装置 UPS8000H 納入 近年
製造設備 高度化 対応 電力品質 信頼性向上 要求
増大 装置 従来 低圧UPS 個別

負荷 停電対策 対 高圧系統 設置 負荷一括 対策
可能 常時商用給電方式 採用 瞬
低時 信頼性 高 機械式高速 負荷 商
用系統 瞬時 切 離 蓄電池
運転 行 機械式 高効率充電制御
採用 装置効率 99.6% 以上 定格時 実現
今回 納入品 2,000 kVA 並列運転

最大 12,000 kVA 2,000 kVA×6 並列 大容量化
対応可能

　国立大学法人千葉大学亥鼻 医学部附属病
院 医学部施設 医療 研究 担 重要施設 多 抱

設備 停止 許
富士電機 亥鼻 特高受変電設備更新工事
受注 66 kV C-GIS 設備 高圧配電設備 1,500 kVA

発電設備 電力監視設備一式 納入
　 工事 更新過程 受変電 自家発電 監視設備
新旧混在 状況 中 施工 進 必要 富
士電機 幅広 製品技術 豊富 施工実績 基

力 施設運営 支障 施工 実施
　 更新工事 特高受電棟 内各棟
送電系統 完全二重化 信頼性 運用性 高
改善 電源品質 向上 貢献

　ESCO事業者 株式会社 富士
電機 松本事業所 2,750 kW×2台 3号機
発電所 建設 2008 年 1 月稼動 富士電機 発
電所建設 業務 株式会社

代行 実施 建築設備 熱源設備 納入
特徴 次

（1）　高 発電効率 有 新潟原動機株式会社製
吸収式冷凍機 組合 事業所 電力 蒸

気 冷水 供給 省 2,371 kL/年 5.5%
CO2 削減 7,689 t-CO2/年 6.5% 実現

（2）　1 遮断装置 組合 瞬時電圧低下
事業所 操業被害 低減 安定電源供給

（3）　発電装置 可能

施設電機システム
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　東京地下鉄株式会社副都心線変電所設備

　東武鉄道株式会社栃木変電所受変電設備

　京王電鉄株式会社堀之内変電所受変電設備

図16　整流器設備

図17　回線単位形主配電盤

図18　72kVガス絶縁開閉装置

　東京地下鉄株式会社副都心線池袋－渋谷間建設 伴
雑司 谷変電所 東新宿変電所 神宮前変電所 受変
電設備一式 納入 主 設備 受電設備 整流設備
電設備 主制御用配電盤設備 主 特徴 次

（1）　受電設備 VCB 適用 24 kV C-GIS 採用
省 化 保守性 向上 図

（2）　並列 12 方式 純水沸騰冷却式 整流器
採用 環境対策 高調波対策 行

（3）　主制御用配電盤 形 採用
系統 二重化構成 高信頼
化 実現

（4）　将来 負荷増大 配慮 設備

　東武鉄道株式会社栃木変電所 機器老朽化対応
受変電設備一式 更新 主 設備 84 kV C-GIS
純水沸騰冷却式 整流器 電設備 主制御用配電
盤設備 主 特徴 次
（1）　主制御用配電盤 回線単位形 採用 省 化

保守性 向上 図
（2）　電子式交直 開発 採用 整
流器用変圧器一次側CT 整流器側直流 演算計測

整流器用DCCT 省略 可能 機器
簡素化 図

（3）　整流器直流側 開閉設備 HSACB 54P 代
DS 89GP 採用 省 化 機器 簡素化
行

　京王電鉄株式会社相模原線 設備増強 目的 堀之内
変電所 新設 受変電設備一式 納入 主 設備
72 kV 受電設備 整流設備 1,500V 電設備 主制御

用配電盤 主 特徴 次
（1）　周辺 住宅地 整流器用変圧器 変圧器本
体 外壁 設 低騒音仕様

（2）　受電設備 72 kV 絶縁開閉装置 適用
充電部分 露出 設備 縮小

化 図
（3）　主制御用配電盤 操作表示器 POD  

設 機器 故障 計測情報 表示 保守作
業 向上 POD 二重化 信
頼性 向上

交通・道路システム
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図19　GTOサイリスタチョッパ装置とHSVCB

図20　秋田中央道路駅東坑口と中央監視室の運用設備　

図2１　高風速ジェットファンの設置状況

　南海電気鉄道株式会社深日変電所回生電力吸収装置

　設計・施工一体型トンネル設備工事（秋田中央道路）

　国土交通省中部縦貫トンネル換気設備工事

　本線 回生失効対策 抵抗式回生電力吸収装置
設置 装置 GTO 装置 抵抗

器 直流遮断器盤 構成 特徴 次
（1）　直流遮断器 HSVCB 採用 奥行寸法
1,300mm GTO 装置 列盤
大幅 小型化 実現 遮断器盤 設置面積 従来
約 40%

（2）　熱 消費 電力 他 力行車 処理
余剰分 非常 少 逆 装置自体

固定損失 無負荷損失 総合的 低電
力損失

（3）　 省 経済的 特
地上側 回生処理対策 講 既存路線

最適

　 工事 特徴 基本条件 AA級設備
設計条件 土木 建築条件 環境 性能条件 管理体制
施工管理 条件 提示 設計 施工一体型

設備工事 富士電機 含 4社
機械 電気 共同企業体 設備 JV 展開
　設計 電気設備 通信設備 電子応用設備 全
11 設備 全設計設備 機械 含 14 設備 富士電機
実施 富士電機 防災運用指針 策定

参画 全設備間 緊急時動作 検証 運用方式 取
行

　施工 各製作設備 技術提案内容
盛 込 現地施工 含 機能面 性能面 改善 施
総合試験調整 完了 約 3年間

2007 年 9 月 予定 開通 迎

　高速道路 内 視環境 改善 安全
走行 確保 JF 利用

長野自動車道 東海北陸自動車道 北陸自動車道
連絡 中部縦貫自動車道 建設 三

計 9台 高風速 JF 納入
　高風速 JF 吐出風速 大 従来機種 比
設置台数 減 面 非
常 有益 JF 運転制御 効率的 行

換気制御盤 煙霧透過率測定装置 一酸化炭素濃度測
定装置 内計測器 納入 国内

換気機器 自社製作 総合
力 発揮 今後 安心

創造 貢献

交通・道路システム



富士時報 電機プラント

交通・道路システム

電　源

　施設管理ソリューション

工事申請・立入申請

設備投資管理 保全

設備管理
故障管理
点検管理

施設管理
ソリューション フィジカルセキュリティ

施設監視

工事作業のワークフロー

入退管理
持出管理
侵入者監視
ホームセキュリティ

24時間運転可能な
施設設備監視システム

図22　施設管理ソリューション全体図

　フィールドデータ収集テンプレート

上位系システム 上位系システム

セキュリティ
管理
システム

フィールドデータ収集
テンプレート範囲

I/F

エネルギー
管理
システム

I/F

保全管理
システム

I/F

品質管理
システム

I/F

設備管理
システム

I/F

工程管理
システム

I/F

Web統合
Viewer

（統合監視制御）

I/F

UDPマルチ
キャスト伝送

（全データ交換）

UDPマルチ
キャスト伝送

（全データ交換）

PLC，RFID，バーコードリーダ，カメラなどの現場装置

フィールド
コネクタ

フィールド
コネクタ

フィールド
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

I/O
コネクタ

図23　フィールドデータ収集テンプレートの構成

　大容量UPS「UPS7000Dシリーズ」の並列冗長機能拡張

図24　大容量UPS「UPS7000Dシリーズ」

　安心 安全 確保 顧客 向上 目指 空港
鉄道 道路 建物 総合的 施設管理
提供  

（1）　施設監視 各種施設 稼動監視 故障監視
制御 実施 設備 効率的 活用 可能

（2）　工事申請 立入申請 工事 立入申請 承認
電子化 工事計画 実績管理 容易

（3）　保全管理 各種施設 保全情報 収集 設
備点検 計画 実績管理 交換部品 在庫管理 効
率化 実現

（4）　 管理 各種施設 出
入 口 IC RFID 生体認証 入
退室 侵入者 監視 実現

　 収集 各種現場装置
PLC RFID 計測
計画系 不特定多数 上位系
配信 現場 見 化 支援
　右図 I/O 各種現場装置 接続
最寄 集約

間 UDP 伝送 高速
交換 相互 全 管理 上位系
最寄 接続 必要 現場

入手 本 Windows
版 Unix/Linux 対応 構成

Web 統合 Viewer 全装置
対象 統合監視制御 構築

　95% 高効率 70% 従来比 省 実現
IDC向 400V 対応大容量UPS UPS7000D
並列機能拡張 行 500 kVA×8 台
並列冗長 構成 UPS 給電 止 UPS 台

数増設 可能
　 UPS7000D 並列 共通部 持 個
別制御方式 各 UPS 独立 並列運転 各
UPS 健全給電状態 確保 異常判別
異常号機 自己解列 給電安定化 確保 直送無瞬断

回路 冗長化 各UPS 相互間
協調 補完 給電継続 最適 選択
完全独立並列方式 機能 搭載 大規模対応 可

能 高信頼並列
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クリーンシステム

　ミニUPS「GX100シリーズ」（5～10kVA）

図25　ミニUPS「GX100」（10kVA）

　分散給電システム用DC-DCコンバータ

図26　3.3V 30A出力1/8ブリックDC-DCコンバータ

　液晶製造ライン用大型ガラス基板冷却装置

図27　ガラス基板冷却装置

電　源

　主力機種 J 後継機 高性
能 高効率 新型 UPS GX100 5 7.5
10 kVA 開発 UPS 特徴 次

（1）　高性能 常時 方式
採用 安定 入出力特性

（2）　環境性能①高効率 常時 方式 比 大幅
効率 改善 85% 90%

（3）　環境性能②耐 性 入力部 絶縁 採用
耐 性 向上

（4）　環境性能③RoHS 対応 有害物質 排除 環境配慮
型製品

（5）　 化 保守性 向上
（6）　表示機能 大型 LCD 機能 充実

　商用入力電源 LSI 用電源 進
今回 FH0100E DC48V 入力

1/8 絶縁型DC-DC 開発
外形 業界標準 1/8

AC 入力 DC48V 出力 電源 例 富士電
機 型式 FH1500 FH2000 FH3000 後段
接続 情報通信装置 上 配置
他社品 比較 出力 50%低減 部品
点数 40%削減 信頼性 面 優
　製品 出力 12V 5V 3.3V 以上 出力
100W 2.5V 1.8 V 以上 出力電流 30A 系列化
実施中 制御方式 適用 制
御性能 向上 通信機能 充実 検討中

　世界最大 第 8世代 2.16m×2.46m
使用 製造
工程 向上 50℃ 高温処理

基板 短時間 23℃ 冷却 次工程 流 必
要 気流解析 熱解析技術 駆使 製品仕様 方向
性 決 温度調節 関 総合的 評価技術 実機検証
行 製品化 製品性能 高 評価 某

8台納入 基板冷却装
置 主 仕様 次
　①清浄度 1 ②吹出 風速 0.8m/s
　③冷却能力 34,600 kJ/h ④冷却時間 120 秒
　⑤外形寸法 W4.3×D3.5×H4.3 m
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　±0.01℃高精度サーマルクリーンブース

アドバンスト制御システム

制御温度

内部負荷

チラー

ヒータ

サーマルクリーン
ブース本体

ファン
冷水
コイル
HEPA
PT100Ω

フィルタ

周囲空気
取入れ

：空気の流れ
：冷水のルート

温
度
設
定

PID

冷水
コイル
補償

内部負荷
温度補償

OA温度
補償

PT100Ω

PT100Ω

　省エネルギー型除湿クリーンブース

　薄型ファンフィルタユニット「F-Stage シリーズ」

図28　サーマルクリーンブースの制御ブロック図

排熱を
利用

残りの
排熱は
冷却水
で冷却

熱交換器

冷凍機

再熱ヒータ
コイル

冷却コイル

熱排気再利用方式

図29　熱排気再利用方式とクリーンブース

図30　薄型ファンフィルタユニット「F-Stage」

　半導体 液晶 露光工程 光学 精密機器
製造工程 温度変動 製品性
能 悪影響 及 高清浄度 高精密温調機能 有

使
　 外乱 内部負荷
変動 周囲温度変動 小 場合 限定 富
士電機 外乱 強
開発 特徴 次
（1）　性能 : 温度精度＋－ 0.01℃ 清浄度 1
（2）　 制御 採用
　従来 制御 加 内部負荷 変動 周
囲温度 変動 予測制御 技術 確立

　医薬 医療 食品分野 製品 品質向上
低湿度 製造環境 要求 環境

問題 低減 省 要
求 高 大手某社向

省 型除湿 2台 納入
特徴 次

（1）　省 約 65%低減 従来方式比
　 除湿 冷凍機 直膨冷却

過冷却 除湿 電気
再加熱 方式 本装置 再加熱 冷凍機 容
量 3.75 kW 排熱 利用
（2）　湿度 40%RH以下 一次側取入 空気 60%RH以下
（3）　温度 22℃＋－ 1℃ 一次側取入 空気 23℃＋－ 3℃
（4）　清浄度 100

　半導体 液晶 設備投資 抑
縮小化 高清浄度 局

所化 進 生産装置 影響 受 小型化 目
指 装置 搭載 FFU 生産装置 最適

選 薄 要求
　 上記 対応 薄型 FFU 化
F-Stage 特徴 次

（1）　薄 115mm 最小
（2）　 化 400×400 500×500 610×610
610×1,220 mm

（3）　風量可変 0 0.5m/s
（4）　RoHS 指令標準対応
（5）　CE 対応 低電圧 EMC指令対応

クリーンシステム
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　東日本旅客鉄道株式会社E120/E130系新型気動車用電源装置

　海外向け交流電車用補助電源装置

　西武鉄道株式会社30000系用リニアドアシステム

図31　発電機および電源制御装置

図32　補助電源装置

図33　新型通勤車両30000系

　東日本旅客鉄道株式会社 主機推進 新型気
動車 開発 水郡線 投入 富士電機 車
両搭載発電装置 床下装備 60 kVA 三相交流発
電機 電源制御装置 新潟 株式会社 東急
車輛製造株式会社 納入
　装置 概要 次
（1）　交流発電機 主機 油圧式定速回転装置

介 駆動 440V 60Hz 定電圧 定周波数
電力 出力 440V 出力 冷暖房装置

大容量負荷 給電
（2）　電源制御装置 発電機界磁調整器 6kW 直流電源
装置 構成 直流電源装置 発電機出力 整
流器 IGBT 直流 24V 出力

充電 直流電源機器 給電

　富士電機 海外鉄道事業者向 交流電車用補助電源装
置 24 台製作 納入 装置 特徴 次

（1）　入力 PWM制御 適用 交
流入力側 電源力率 高調波 改善

（2）　出力 高速 三相個別瞬時値制御 適用
出力電圧 安定性 高 電源品質 向上

（3）　制御装置 化 接触導通部分 部
品点数 大幅削減 信頼性向上 小型軽量化 低価格
化 実現

（4）　万 一装置 1台 故障 場合 残 健全 電
源装置 編成内 全電源容量 供給 電源容
量 余裕 持

　西武鉄道株式会社 Smile Train
人 笑顔 車両

新型通勤車両 30000 系 2008 年 投入
富士電機 従来 信頼性 高 待機冗長型

方式 駆動 製
作 納入 以下 特徴 示
（1）　 直動方式 乗客

挟 衝撃 小 安全性 高
（2）　 駆動用 IGBT 速度 磁極位置検出
用 含 完全二重化
万一 不具合時 機能 性能 低下 運用可能

（3）　冗長化 機器内 完結 機器間 特別 配線 不
要

（4）　信号 完全無接点化

車両・特機コンポーネント
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　単体テスト支援ツール

MICREX-NX
（AS，PLC-SIM）

単体テスト支援ツール

スキャン同期信号

FB入力
FB出力

テストケースの
保存・再利用

テストレポート
の出力

　エネルギー最適運用システム「FeTOP」の改良

　PID調整ソフトウェア「FePIDtune」

図34　単体テスト支援ツールの概要

最適化技術

最適運転計画

メタヒュー
リスティクス
数理計画法

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

FeTOP

予測技術

各種負荷予測

構造化ニューロ
統計手法

シミュレータ技術

プラント
シミュレーション

統計手法
計算ルート探索

計
測

制
御

シナリオ設定

評価・運用改善

蒸気負荷

電力負荷

ガス放散

蒸気放散

電力会社

タービン１

タービン2

ガス
ホルダ副生

ガス１

副生
ガス2

ボ
イ
ラ
１

ボ
イ
ラ
2

Ｇ

Ｇ

受
送
電

蒸
気
ヘ
ッ
ダ

図35　エネルギー最適運用システム「FeTOP」のプラント図

パソコン
FePIDtune

入力

出力

プラント同定機能
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

PID
パラメータ

データ
（MV，PV）

データ（MV，PV）

PIDパラメータ

シミュレーション機能

最適調整機能
（PSO）

コントローラ

操作量
（MV）

操作量
（PV）

PV 調整前

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

t

プラント

PV
最適
調整後

t

選択

PID構造
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

調整機能
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

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

図36　PID調整ソフトウェア「FePIDtune」の構成

　単体 支援 DCS PLC
新規作成 改造 部品 単体
効率 的 実施

削減 品質 向上 狙
特徴 次

（1）　DCS PLC 実機 使用
上 実装 単体
可能

（2）　改造 変更 部品 作
成済 複数 用 自動的 行

部品 対 不具合対応時 機能
追加時 既存機能 対 影響 短時間 評価

　工場 事務所 対象 富士電機独自 最適化技術
PSO手法 用 最適運用
FeTOP 従来 提供 客様 環境負荷低減 燃
料 削減 貢献 最適運用 機
能 加 FeTOP 新 機能 客様 運用
支援 搭載

例 出力 変更
先 運用 不足

実操業 設定 応 近
未来 状態 客様 立
案 運転計画 事前評価 行 過去 運転 再
現 操作手順 検証 行 今後 運用改善 役立

可能

　制御 90%以上 PID 調節器
調節器 値 制御性能 左右

PID 調整 運転員 調整員
経験 大 依存 対 富

士電機 最新 最適化技術 PSO Particle Swarm 
Optimization PID 調整 応用 運転員 調整員

依存 最適 計算 PID 調
整 FePIDtune 開発 FePIDtune

指定 量 立上 時間
波形仕様 望 波形 PID 自動計算

最適調整機能 加 既存 調整方法 調整機能
同定機能 機能 有

今後 富士電機 DCS PLC 温度調節計
連携 予定

監視制御システム
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　制御 分野 IT 広 範
囲 網羅 太陽電池 計測機器 先進的

技術 技術 融合 広 社会
貢献 目指 各分野 成果 今後 展

開 紹介
　太陽電池分野 熊本工場 量産設備 稼動

型 太陽電池 量産体制 確立 出荷
開始 併 富士電機 型

太陽電池 軽 特徴 生
応用製品 開発 行 今後 市場拡大 狙

　 分野 供給
多様化 中 電力流通技術 監視制御技術

管理技術 核 電力会社向 系統 配電
工場内 管理 新
分散型 海外 含 産官学

研究開発成果 取 込 客 合
& 提供

　計量 分野 電力自由化 進展
電子式電力量計 多機能化 進 計量 処
理 自動検針機器 周辺機器 導入 加速
今後 電気事業者 需要家間 適正 計量 担保 国際
規格 整合 法規制 運用面 要求 変化 対応 電
力量計 自動検針 開発 開閉器 応用
機器 電力管理用機器 拡充

電力量計 普及 寄与
　計測制御 分野 新情報制御
MICREX-NX 新設 既設機能 継承

向 多数納入 MICREX-

NX 製造管理 機器 垂直統合
安全 安定操業 実現 高信頼性 継承 可能

運転 保守支援機能 Web 対応 特徴
最新 今後 安全計装 生 一
層 適用拡大 図
　計測 分野 設備投資増 環境規制
強化中 中国 海外事業 拡大 図 制御

支 重点 4機種 発

信器 超音波流量計 調節計 記録計 分析計 強化
2007 年 型調節計 直接挿入

方式 分析計 市場投入 中国製造拠点
富士電機無錫儀表有限公司 設立
　放射線機器 分野 温室効果 放出

原子力発電 注目 国内外 計画 建設 進
高齢化社会 到来 加速器 有

高度医療施設 整備 進 放射線機器
需要 増加 中 高品質 高信頼化 低 化 同時
進 状況 対応 開発 進 特
個人線量計 新国際規格 整合 製品 開発 加速
放射線 長期安定化 高信頼化 低

化 推進 客 対応
　製造 分野 製造管理 用

MainGATE 整備 製造
系 飲料 化学 加工組立系 自動車 電気電
子 機能拡充 適用 推進 FA分野 医薬

金属分野 精度 高 品質外観検査 多数
納入 今後 次世代 技術 付
RF 開発 社会 安全 安心 設備保全
化 適用 図

　行政情報 分野 政府方針 IT新改
革戦略 基 効率的 電子行政 実現 目指
構築 推進 富士電機 統合型 総務事務

提供 加 市町村 共同利用型 文書管理
納入 果 今後 豊富 実績

各 拡充 提供
　 & 分野 内
部統制 対 業務基盤

高
富士電機 1,300 社 導入実績 持
ExchangeUSE 情報漏 防 Barrier
SOA Service Oriented Architecture 業

務全体 状態 可視化 BizUSE 機能強化 図
進歩 対応

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
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太陽電池

エネルギーソリューション

　テント材一体型太陽電池

図１　テント材一体型太陽電池　太陽電池 用途拡大 富士電機 型太陽
電池 軽 曲 特徴 生 鋼板一
体型 続 防水 一体型 材一体型 新

応用製品開発 進 建材一体型太陽
電池 型太陽電池 建材 一体化

従来工法 太陽電池付 大面積建材 設置
今後 太陽電池普及 寄与 期待
写真 示 太陽電池 材 用途 開発中
軽量 巻 取 可能 素材
型太陽電池 一体化 物 外形寸法 1,099mm

× 485mm 質量 740 g 今後
搭載可能 携帯用電源 適用 検討

　北海道開発局向け雄武ダム管理用制御処理設備

図3　雄武ダム管理用制御処理設備　富士電機 北海道開発局向 雄武 管理用制御処
理設備 受注 納入 設備 雄武川支流
川 位置 雄武 管理業務 行
仕様 水管理制御方式技術指針 計画設計編 農林

水産省 管理用制御処理設備標準仕様書 案 財団
法人 水源地環境整備 基
　納入装置 全体 監視 親装置
位置 放流操作装置 二重化 表示記録端末装
置 構成 装置

側 設置 機側設備 含 管理所外設置
装置 対向 入出力処理装置 管理所内外 他
設備 向 電源 供給 受配電設備 構成

　アモルファス太陽電池の新しい設置事例

図2　鋼板一体型太陽電池の適用例　富士電機 型太陽電池 鋼板一体型
材一体型 独特 応用製品 開発 進 景観調和 設
置場所 取付 方法 要求 対応 太陽電池 新

適用 可能 代表的 事例 紹介
（1）　鋼板屋根 適用例
　 停留所 屋根 曲面 合 崩

屋根材 一体化 太陽電池 設置
停留所 夜間照明 利用

（2）　 適用例
　 基板 太陽電池 実現 困難

材一体型太陽電池 用
防 太陽電池一体型 建屋 作 空

調機器 補助電源 使用
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　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

時間

過去実績（出水事例），予測時点実績，予測時点予報

ニューラル
ネットワーク

プロトタイプシステム画面

実
績
雨
量

実
績
雨
量

入
力
層

時間

時間

基準時点 数時間先

予測時点

予
報
雨
量

数
時
間
先
流
入
量

時間

予測値

自
ダ
ム
流
入
量

予
報
雨
量

流
入
量

実績雨量

予報雨量

流入量

中
間
層

出
力
層

データ変換
（流域平均雨量）

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

図5　ダム流入量（残流）予測方式と画面例　複数 構成 連接水系 最適 発
電計画 水系安全運用 必要 流入量 残流
高精度 予測 必要不可欠 富士電機
東北電力株式会社只見 阿賀野川水系発電所群 各
対象 流入量予測手法 共同研究 実施 構造化

適用 流入量予測
開発 現在 会津技術 制御所 実績
用 評価実証試験中 次 特徴 示

（1）　非線形予測 高 予測精度
（2）　各 特性 基 予測 対象水系
全 11 予測

（3）　短時間先流量予測方法 翌日平均流量予測方法 実現
（4）　出水事例 基 短時間 予測 更新 可能

　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

関西電力
変電所

負荷

負荷

負荷

関西電力
変電所

ADSL・ISDN

×5台

食品廃棄物

二次電池

100kW

バイオガスプラント

市営堤団地

燃料電池

スイス村

風力発電

ガスエンジン

制御センター

5分3％
同時同量制御

バイオ発電所

風の
がっこう

リモート監視

市営和田野団地

弥栄病院 市民局・公民館

農業集落排水処理施設

太陽光発電

20kW

丹後あじわいの郷

太陽光発電

30kW

250kW 80kW

50kW

図6　既存の配電網を利用するマイクログリッド　独立行政法人 新 産業技術総合開発機構
NEDO 新 等地域集中実証研究 2003
2007 年度 新

導入 推進 京都
実証研究 一 京丹後市内

風力 太陽光発電装置 発電機 蓄電装置
多様 電源 組 合 同時同量制御 行 分散型電

源 各企業 自治体 分担 構築
実証研究 5分 3% 同時同量制御

発電設備 高効率運転 実証試験 実施
富士電機 変動抑制用蓄電装置 自然 発電
負荷 変動 発電機 蓄電装置 制御 同時
同量 担当

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

監視制御システム

システム
監視卓A

システム
監視卓B

系統監視盤
（既設流用）

モノクロ
LBP×2

監視制御卓1

MMI-LAN
（100Mbps） 記録データ-LAN（100Mbps）

記録・メンテナンスサーバ監視
制御
サーバ
A

データ
中継
装置
A

系統盤
補助
Ry盤

データ
中継
装置
共通

（LSW）

データ
中継
装置
B

オンライン-LAN
（100Mbps）

火力発電所，水力発電所，変電所

カラー
LBP

監視制御卓2

監視
制御
サーバ
B

図4　監視制御システムの構成（佐渡営業所）　富士電機 東北電力株式会社佐渡営業所 島内 発
電 電力系統運用 効率化 高度化 目的 島内全電
気所 集中監視制御 納入 従来
営業所 運転員 発電計画作成
装置 1 1 個別運用 行

業務 監視制御 統合更新
主 特徴 次

（1）　東北電力制御所向 多数 納入実績 信頼性
高

（2）　周波数監視 偏差時間監視 周波数記録 島内 独立
系統 周波数管理 必要

（3）　発電計画 発電監視
（4）　運転予備力監視
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　中央合同庁舎第7号館（PFI 事業）への100kWりん酸形燃料電池の納入

　白川村「小水力発電所」

図8　中央合同庁舎7号館と地下設置の燃料電池

図9　放水口から見る白川村「小水力発電所」

　富士電機 霞 関地区都市再生 中央合
同庁舎第 7号館等整備事業 100 kW 酸形燃料電池発
電設備 納入 庁舎建替事業 国 実施 初
PFI 事業 環境負荷 少 庁舎
規範 目指 燃料電池

導入 官庁施設 環境
負荷低減 向 先導的 役割 今後 重要
考
　本事業 燃料電池設備 納入 建屋
設計段階 燃料電池排熱 効果的 利用 他 施
設 調整運転 配慮 稼動率 向上 図
庁舎地下 設置 性 高 配置

考慮 省 化 図

　富士電機 水車 本格的
販売 4年 経 間 10 台以上 納入実績
有 一 岐阜県白川村 小水力発電

所 通称 事例 紹介 世界
遺産 合掌集落 有名 白川村 庄川水系 豊 水
利用 大型水力発電所 点在 白川村 小水力

発電所 大型水力 一 平瀬発電所 放
水路 存在 遊休落差 利用 2005 年

水車 最大 150 kW 発電 行
本水車 可動 流量変
化時 効率 発電 特徴 持 2006 年度 1
年間 総発電量 960MWh 設備利用率 73% 高
実績 白川村 好評価 得

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

熱気を誘引しながら排気

有圧扇で換気 給気ファンで給気放射熱
（日射など）

生産
設備

放
射
熱

放
射
熱

気化式
涼風機

外気

機器
発熱

排
気

外
気

涼風の気流をつくる熱気は上昇気流で上へ

図7　低ライフサイクルコスト型空調システムの概要　工場 大空間 全体空調 導入 場合 空
調負荷 大 設備起因 発熱 外部 特 日射
放射熱 効率的 温度 制御 難
一方 近年 価格高騰 伴 電力需要

削減 低減 大 課題
富士電機 外気 有効活用 場内 気流 改善

低 型空調 開発 納入
場内 上層部 放射熱 上昇気流

設備発熱 起因 熱 気流搬送 外
部 排気 下層部 気化式涼風機 冷 外
気 場内 積極的 導入 作業域 空調 行 際
場内 作業域 給気 排気方向 一定 気流 流

作 空調効果 高
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エネルギーソリューション

　デマンドコントローラ「FM78形シリーズ」

直流

直流

直流

交流

交流

交流
単独運転検出装置
計測装置

変圧器

配電線

単独運転
検出装置

［制御室］

接続箱 倉庫

H

計測装置

太陽電池
設置状況

CT，VT

実証試験サイト
変電所

計測装置 サーバ

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

C

D

F G

サーバ
模擬配電線 模擬負荷

B

A

E

Ｒ L C

計量システム

　NEDO「タイ・太陽光発電システム国際共同実証試験」

　「時間帯別電力レコーダー」

汎用
パソコン

日報画面

月報画面

FM78P形

図10　NEDO「タイ・太陽光発電システム」コンセプト

図11　「時間帯別電力レコーダー」の取付け状態

図12　デマンドコントローラのパソコン接続使用例

　独立行政法人 新 産業技術総合開発機構
NEDO 太陽光発電 等国際共同実証開発事
業 一環 関西電力株式会社 共同 単独運転
防止方法 電力品質向上技術 関 実証研究 2004
年度 3 年 国 市郊外 実施 富士
電機 太陽光発電 複数台連系 配電系統 統合監
視 逆潮流 配電線 末端電圧上昇 起因 発
電効率 解消 制御方式 開発 検証

方式 採用 配電線 複数連系
太陽光発電全体 発電効率 向上 可能

熱帯地域 太陽電池 発電優位性
併 実証 本設備 国政府

譲渡 順調 発電 継続

　低圧需要家 料金 用測定
器 時間帯別電力 開発 電力使
用実態 基 電気料金

1週間程度使用量 測定 必要
測定器 宅内 取 付 需要家 立会 願

得 取付 課題 開発 測定器
電気料金算定用 設置 電力量計 単相 3線式 
100V 30A 120A 端子部 無停電 取付

需要家 立会 不要 測定
回収 測定器 直接汎用 取 込 使用量
加工 表示 電力使用実態 詳細 把握
料金 提案 用途

活用

　契約電力 超 使用電力 監視 空調
負荷 制御 現行 対

計測 取 込 管理 要望
実現 USB 通信機能 搭載 FM78 形

開発 特徴 次
（1）　汎用 専用 使用 用
計測 CSV形式 USB通信 回収

（2）　日報 92 日分 月報 2 月分 表示
（3）　設定操作 三 簡単設定

設定 可能
　 現行機種 同 W270×H200×D130 mm

容易 Web 上 電
力 使用状況 確認 上位機種 FM79P 形 開発中
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　化学プラントの計測制御システム

〈中央計器室〉 〈事務所〉
エンジニア
リング用
パソコン FOCUS

専用
キーボード

No.1
A品種系プラント B品種系プラントおよび共通

ACS-
2000

FOCUS

IPUⅡ

情報用 LAN（Ethernet）

専用
キーボード

制御用 LAN（冗長化）
（Ethernet）

FOCUS FOCUS

光 LAN

ハード
コピー用 帳票用

専用
キーボード

MPU

No.2

ACS-
2000

IPUⅡ
MPU

No.4

ACS-
2000

IPUⅡ

IPUⅡ

MPU

No.3-A

ACS-
2000

IPUⅡ

No.3-B

MPU

　医薬品プラントの計測制御システム

　食品プラントの情報・計測制御システム

図13　化学プラントの計測制御システム

SC SC

上位
システム

ターミナルバス

プラントバス

電気発信器類

監視盤

指紋認証付きマウス（電子認証用）

ES OS OS OS G/Wパソコン

CAS

タイムサーバ
システム時刻同期

OSサーバ
（二重化）

MPU

M/F

M/F M/FM/F MPU MPU MPU

I/O I/O I/O I/O
変換器盤
・

動力盤

FFI発信器類 電気発信器類 FFI発信器類

GPS，FM，
電話回線など

図14　医薬品プラントの情報・計測制御システムの例

図15　製糖プラントの情報・計測制御システム

　化学分野 自動化 新品種対応 原料 再生利用
改造 全面更新 対 設備投資 積極的 実施

生産情報 統合 実績収集
機能改善 動 活発
　 状況 中 富士電機 某化学工場
制御 既設 MICREX-PⅢ
FOCUS-ACS 更新 機能改善 安全面 向上 自
動化 推進 新品種対応 併 行 更新 手
法 機能 使用 設
計 試験工程 短縮 実現
　他 化学工場 MICREX-NX 特徴
垂直水平統合 生 OPC 既設
MICREX-NX 導入 上位 情報統合 図

　医薬品分野 少子高齢化社会 向 行政 医療制
度 大幅 見直 製薬会社同士 大型合併 新薬 開
発競争 外資系製薬会社 積極的参入 激 変動期
迎 環境下 各社 新薬 新
商品対応 製品 低減 設備老朽化対策 情報化対
応 規制当局 対 対応 目的 設備投資
行

　富士電機 某社向 FDA 米国食品医薬品局
21 CFR Part11 電子記録類及 電子署名 関 連邦行
政命令 対応 最小 設備投資 永続的 使用

対応 可能 新情報制御
MICREX-NX 納入

　食品分野 情報化 老朽化対策 更新 行
中 製糖業界 異性化糖 加糖調製品

出現 糖価調整法 制度改革 大 転換期
迎 状況下 食生活
欠 砂糖 安定的 供給 信頼性 高

情報 計測制御 構築 目的 設備投資
継続 行
　富士電機 対 低減
安定 操業 実現 新情報制御
MICREX-NX 提供
　写真 北海道糖業株式会社本別製糖所 納入 製糖

情報 計測制御 今期第二期更新工事
完了 順調 稼動中

計測制御システム
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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

　都市ガスの遠隔監視制御システム（SCADA）

　ごみ焼却プラントの計測制御システム

図16　遠隔監視画面

図17　コントロールルーム設置イメージ図

図18　岸和田市貝 市清掃施設組合クリーンセンターの制御室

　最近 計測制御 応用
主流 富士電機 Windows

提供 石油
施設 遠隔地 監視 重要 要素 富

士電機 石油資源開発株式会社秋田鉱業所由利原鉱
場 設備 監視制御 行
納入 2007 年 拡張工事
同社 秋田鉱業所 本社 東京
使用 遠隔監視 納入 IP-VPN経由

接続 各地区 施設 使用
秋田県由利原地区 状況 表示

計測値 表示 可能

　都市 業界 大規模地震 災害時対応
防災管理 導入 進 中 西部

株式会社向 遠隔監視制御 SCADA 2008
年 4 月稼動予定 現在試験中 西部 株式会社
福岡県 熊本県 長崎県 九州北部 都市 供給
持 国内大手 4社 一 都市
供給 高圧導管 低圧導管 全 管理

　地震 災害時 FOMA回線 使用 監視
別途富士電機 施工中 送信

地震情報 災害状況 応 供給停止 行
西部 株式会社 最重要
PRIMARGY RX300 二重化 通信 65

液晶 3台×2 構成

　 焼却 生活 排出 処理
必要 設備 各自治体 運営

環境問題対応 運営効率化 社会的要請 大規模
高機能 複合 焼却 発生
熱 発電 熱供給 利用
　計測制御 中央制御室 全体監
視 自動制御 炉 立上 立下 自動化 行 連続運転
耐 高信頼性 要求
　富士電機 新情報制御 MICREX-NX
核 時代 合 最新 要求事項 実現

今後 普及 予想 安全計装
MICREX-NX 用 国際規格 IEC61508 61511
準拠 提供 可能
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図19　圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」の各種

　圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」

差圧発信器 圧力発信器
ダイレクトマウントタイプ

圧力発信器

　工業 圧力 差圧 測定 DC4 20mA
出力信号 変換 圧力 差圧発信器 時代 変遷

改良 世代交代 行
幅広 分野 多 実績 残 近年

小型軽量化 高信頼化 高 対応
最新技術 見直 行 全面

行 従来 FCX-AⅡ 代 FCX-AⅢ
発信器 発売
　主 改良点 次
（1）　長期安定性 向上 点出力変化 0.1% ⁄ 5 年
　　　　　　　　　　　 従来 0.1%/1 年
（2）　小型軽量化 圧力発信器 2.9 kg 従来比 60%
（3）　 拡大 圧力計追加

図21　ワイドレンジセンサ

　ワイドレンジセンサ

　 田 油田 流量 圧力 用発信器 世界
市場 年率約 18% 成長 富士電機 DPE 差
圧 圧力複合発信器 2007 年 市場 投入
　 天然 石油資源開発 採掘 枯渇
間 産出量 大 変化 絞 型流量計

異 差圧発信器 何台 必要 欠点
解決 1台 幅広 流量範囲 対応

開発 異
2個 差圧 1個 静圧 搭載 通常

流量 1台 主 仕様 次

（1）　差圧 0 130 kPa 比 200 1
（2）　静圧 3MPa 18MPa
（3）　測定精度 ＋－ 0.07%

計測コンポーネント

　FOUNDATIONフィールドバス仕様搭載の汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」

図20　汎用圧力発信器「FCX-AⅢ」　FOUNDATION 以下 FF 仕 
様 搭載 汎用圧力発信器 FCX-AⅢ 開発
　FF 協会 国際的 規格

標準化 通信仕様 従来 4
20mA 通信 代 機器 制御
間 双方向 接続

　FCX-AⅢ FF 規格化 仕様 基 6
種類 AI SC IT IS AR
PID 搭載 制御機器

制御 可能
機能 高度 柔軟性

計装 構築 可能 認証機関
相互運用性 本質安全防爆 認証 取得予定
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　設置形超音波流量計「TIME DELTA-C」

　ポータブル形超音波流量計「ポータフローC」

変換器

検出器

図23　設置形超音波流量計「TIME DELTA-C」　超音波流量計 設置形変換器 TIME DELTA-C
開発 完了 2007 年 5 月 発売 超音波流量計
半導体分野 純水製造装置 PA分野 水処理 食品
薬品 電力 鉄鋼 使用 液体用 流量計
配管外面 設置 配管工事 不要
　TIME DELTA-C 現行品 TIME DELTA-S
特徴 耐気泡性能 ABM方式 継承

次 特徴 加
（1）　小型軽量 従来比 体積 1/3 質量 1/3
（2）　高速応答 信号処理 高速応答 時 配
管口径 0.2 秒 高速応答 実現

（3）　操作性 向上 ①対話式 設定
通信 要 ②変換器外面 容易 操作

　 X 後継機種 C 開
発中 2008 年 2 月 発売予定 PA FA分
野 地域冷暖房分野 使用 液体用流量計 設備
保守 点検 一時的 流量測定 使用 新 特徴
次

（1）　測定 画面表示
SD 記録可能

（2）　配管厚 計 流速分布測定機能 搭載 配管厚
配管内流速分布 測定 可能

（3）　 LCD 少数 用 選択方式
簡単操作 可能 一体型 用

意
（4）　小型軽量 約 0.9 kg 防水構造
（5）　連続 12 時間 動作

計測コンポーネント

変換器

検出器

図24　ポータブル形超音波流量計「ポータフローC」

図22　プロフィバスPA発信器

　プロフィバスPA発信器（DP-V1仕様搭載）

　富士電機 DP-V1 仕様 搭載
PA発信器 開発 DP-V1 仕様

非定周期 伝送 支援
発信器 機

能 停止 発信器 最適化 動
作状況 読取 可能
　DP-V1 仕様 認証機関
ITM 協会 認定 認証

機関 認証試験 合格 協会 登録
表記 認証試験 通信

適合試験 物理層 適合試験 相互運用性試験
合格 浸透 欧州市場
展開 進
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計測コンポーネント

　モジュール型調節計「PUM」

　海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」

　赤外線式ガス分析装置「ZSK」

図25　モジュール型調節計「PUM」

図26　海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」

図27　赤外線式ガス分析装置「ZSK」

　 型調節計 PUM DIN 取付
調節計 1台 最大 4 横連結 拡張
最大 64 制御 行 主

特徴 次
（1）　入力＋－ 0.3%FS 200ms 高精度 高速
（2）　1台 断線入力 8点 可能
（3）　横連結接続 省配線 連動運転 可能
（4）　上位通信 高速 通信 最大 230 kbit/s 用

最大 64 計測量 瞬時 表示 可能
（5）　同期昇温 多 最適制御 高度 制御 対応
（6）　 時 再配線不要 端子 本体脱着構造
（7）　 設定 容易 本体 実現

簡単 Excel 感覚操作

　富士電機 海外市場 大型
記録計 PHU 代理店 共同開発

記録計 測定 従来 紙 代 取
外 可能 記録 記録計

現場 IT化 進 海外市場 特 欧州地区 急
速 普及 始 製品 上記 状況 対応

特徴 次
（1）　測定 記録 表計算

取 込 任意 処理可能
（2）　Ethernet 通信 接続

表示 記録
自動取得 可能

（3）　英語 語 多言語表示 可能

　赤外線式 分析装置 ZSK 赤外線式 分析計
式酸素 機器

構成 各種 焼却炉 煙道排
中 含 NOx SO2 CO CO2 O2 最大 5 成分

同時 連続測定
　高感度 信頼性 高 搭載

方式 採用 安定測定 性 向
上 実現 本体容量 従来比 約 1/2
小型化 省設置 化 対応
　計量法 基 型式承認 取得済 O2 換算出力
平均値出力 多 入出力接点信号 装備 信頼性
高 計測器 幅広 分野 適用 可能
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図28　直挿ジルコニア酸素計

図29　防爆型ジルコニア酸素計

図30　検出器および計測部

放射線機器・システム

　直挿ジルコニア酸素計

　防爆型ジルコニア酸素計

　LAN伝送放射線モニタ

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

計測装置

放射線
監視盤

接続BOX-1計測装置検出器

接続BOX-n

上位
計算機

Ethernet

Ethernet

計測装置検出器
Ethernet

光 Ethernet

光 Ethernet

計測コンポーネント

　防爆型 酸素計 非防爆型 酸素計
検出器 ZFK8 変換器 ZKM 基 防爆型 展
開 煙道 直接挿入 応答性 優 防
爆型検出器 ZFKE 検出器 温度制御 信号
処理 高機能 防爆型変換器 ZKME 構成

石油化学分野 防爆 使用 燃焼
管理 最適 信頼性 高 酸素計 特徴 次

（1）　保護膜 形成 長寿命
（2）　 交換 容易 検出器
（3）　自動校正 診断 復活 機能 搭載

高信頼性 変換器
　耐圧防爆規格 ExdⅡB＋H2

　富士電機 LAN伝送方式 放射線 開発
LAN伝送方式 放射線 計測装置 介 汎用
LAN Ethernet 計算機
組 合 高機能化 合理的 構

成 同時 実現可能
　従来 放射線 測定 線種 γ線 中性子線

専用 計測回路 構成
　 各現場 設置 各種検出器 中性子
線 検出器 γ線 検出器
検出器 種類 共通 接続 LAN接続可
能 計測装置 組 合
　 計測装置 計測機能 表示 警報機能
持 検出器近傍 発報

　酸素 燃焼管理 用
省 CO2 排出削減 環境対策 必須

開発 直挿 酸素計 煙道 直
接挿入 応答性 優 検出器 ZFK8 検出器
温度制御 信号 処理 高機能 変換器 ZKM
構成 焼却 燃焼管理

最適 信頼性 高 酸素計 特徴 次

（1）　保護膜 形成 長寿命
（2）　 交換 容易 検出器
（3）　設置場所 選 小型 軽量 変換器
（4）　自動校正 診断 復活 圧力補正
機能 搭載 高信頼性 変換器

ZFK8

ZKM

ZFKE

ZKME
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製造ソリューション

　中物物品搬出モニタ

図31　中物物品搬出モニタ

　被ばく管理システム

図32　被ばく管理システムの自動読取出入装置の設置例

　飲料製造向けスケジューラ「MainGATE/Scheduling」

本社生産計画系 工場現場実行系(運転管理/監視・制御系）
作業指示展開，作業実行指示依頼データ 指図情報

依頼取込

依頼・負荷
のチェック，
負荷平準化

依頼回答
指図情報作成・出力

洗浄作業計画

タンク作業計画

作業順番最適化

ライン作業計画

図33　「MainGATE/Scheduling」の全体構成

放射線機器・システム

　富士電機 原子力発電所 放射線管理区域
物品搬出時 放射線汚染管理 目的 原子力安全 保

安院 策定 対応 中物物品搬出
開発

　特徴 次
（1）　新規開発 小型検出器 組 合 従来

比 約 2倍 感度 60Co β線 対 持
60Co 0.8 Bq/cm2 以下 検出 可能

（2）　最 測定数量 多 工事用資材 足場板
対 1回 測定 全周方向 測定 可能

物品搬出作業 大幅 合理化
（3）　内蔵 自走 可能 定期点
検 移動 容易

　富士電機 高速 高機能 被 管理 開発
原子力発電所 放射線管理区域

作業 放射線業務従事者 個人被 線量管理 作業被
線量管理 入退域管理 行 主 警

報付 線量計 ADD 自動読取出入装置 ARG
被 管理 構成
　特徴 次
（1）　ADD 警報音 外部 出力機能 騒音
下 警報音通知 可能

（2）　ARG ADD通信 無線通信 入退域処理時間
10 秒以下 実現

（3）　被 管理 独自 採
用 ARG通信制御 高速化 図

　 MainGATE/Scheduling 生産
生産立案 製造実行 品質 操業
PDCA 総合的 支援 向
製造 MainGATE-Process 一環
生産 製造計画立案 支援
　食品 飲料製造 系
溶解 調合 離散系 充 包装 混
在 型生産 向 一貫 生産

作成
　 繰 複数 交互運
転 洗浄作業 自動 食品 飲料製
造業 特有 課題 解決 製造作業計画 最適化立案
支援 可能
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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」

NC
装置

NC
装置

NC
装置

中間検査

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

MainGATE/PIM
（収集PC）

製造情報の蓄積・管理
MainGATEサーバ

工程アンドン 工程アンドン

総合ラインアンドン

製造現場の見える化

加工
工程1

加工
工程2

ワーク ワーク ワーク ワーク

ワーク ワーク
ワーク ワーク

ワーク

NC
装置

NC
装置

NC
装置

ワーク ワーク ワーク ワークワーク

ライン実績
DB

　太陽電池量産工場（熊本工場）への「MainGATE」導入事例

　ユビキタス保全ソリューション

図34　「MainGATE/PIM・Andon」の導入イメージ

MainGATE/PO，EM MainGATE/PPA，QT

［生産計画システム］

受注・出荷管理

製品在庫管理

部品在庫管理

進捗管理

基礎情報管理

購買外注管理

資材所要量計算

製作指示

［製造管理システム］

作業支援

工程進捗管理

品質判定

管理データ作成
トレーサビリティ

品質データ分析
投入資材管理

データ収集・
受渡

［品質管理・
　トレーサビリティシステム］

図35　熊本工場生産管理システムの機能構成概要

納品

出荷

PDA端末

PDA端末

輸送品加速度センサ付タグ

輸送中の振動計測データ

ＰＤＡ・受信機

無線

周期1

〈トラック荷台〉

周期2

ピーク値

周期3

図36　ユビキタス保全ソリューション

　 MainGATE/PIM Andon 設備稼働管理
PIM 連携 組立加工製造現場 設備稼働 製造

実績 見 化

　従来 比較 特徴 次

（1）　安価 構築
（2）　設備 追加 変更 伴 画面 変更 容易

（3）　収集 製造実績 分析 活用
（4）　表示端末 増設 事務所 現
場 状況 把握

（5）　単一 複数 拡張

　富士電機 熊本工場生産管理 ①生産計画
原価管理 含 ②製造管理

③品質管理 構成
中 次 MainGATE 導入

　製造管理 MainGATE/PO EM 導入
製造工程 対 指示 実績 収集 可能
　品質管理 MainGATE/PPA QT 導入
次 機能 実現
（1）　品質 収集 判定基準 従 品質判定 支
援 製造 関 各種 収集 保存 両

関係 品質変化 真因 分析 支援
（2）　納入後 問合 対 保存 中 品
質判定基準 製造条件 検索 解析 支援

　小電力無線技術 技術 組 合 付
型RFID 安全 安心

工程管理 作業効率化 保守 予防保全
分野 向 重要 IT

　富士電機 長年培 技術 最新
MEMS技術 融合 振動検知 組 込

型RFID 開発 RFID 輸送品 荷
積 荷降 作業 輸送中 受 各種振
動状態 計測 診断 工場内 各種 機械 振動状
態 定常的 監視 目的 用 今後

製造現場 施設 危険 煩雑 設備保全作業
回避 人 安全 守 目的 設備予防保全
用RF 開発 向 機能拡充
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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）

S

ユビキタス安全・安心ソリューション

特売情報
クーポン券

広告
広告

安全・安心情報

校門

校門通過
情報

安全・安心情報

校門通過情報

交番

スーパー
　マーケット

自宅

データセンター

インターネット・携帯電話網

広告費用

登
録

安
全
確
認

運
営
費

安全のお知らせ

　圧力容器レーザ測寸検査装置

　持出管理パッケージ「MediaBarrier」

図37　ユビキタス安全・安心ソリューション

図38　圧力容器レーザ測寸検査装置

物品保管場所

管理部門

情報管理
物品登録

実績収集

情報参照
マスタメンテナンス

取付け

物品

物品タグ

利用者タグ

無線
LAN

管理
パソコン

ハンディ
アンテナ棚卸し

ハンディ棚卸し
Multipad

AP

物品
管理情報 RFID

リーダライタ

RFID
リーダライタ

アンテナ

アンテナ

タグ

棚卸し

持出・返却

物品収納ラック

※ロケーションタグ

カスタマイズ
対応

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。

※ハンディターミナルの場合
棚卸し実績を無線LAN
経由にて受信。

据置アンテナ
棚卸し

ロケーション単位に
物品タグを連続的に
読込む。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

持出監視
ゲート併用

図39　「MediaBarrier」の概要

　RFID 無線 技術 組 合
技術 近年急速 実用化 進 製造現場 社会

安全 安心 作業効率向上
意識 高 重要 技術

　富士電機 比較的長距離 認識 可能
小電力無線 型RFID 自動販売機

用 学童 通学路 安全 安心 提供
開発 学童 持

RFID 自動販売機 設置 Web
回線 構成 学童 通学路

自動販売機 横 通過 通過情報 保護者
携帯 通知 学童 通学途上
危険 回避 安全 守 注目

　家庭用 圧力鍋 圧力釜 関 消費者 生命
身体 対 危害 防止 消費生活用製

品安全法 改正 2006 年 12 月 製造者 自主
検査 履歴管理 徹底 課 従来

部品 人手 0.1mm
製作精度 確認 品質検査 個人差

検査精度 時間 大
　富士電機 開発 圧力容器 測寸検査装置 計
測台 載 自動的 複雑 形状
内径 外径 合 部測定 約 3 秒 0.05mm 精
度 測定 全数検査 実現 測定結果 個体
保存 傾向管理 事故時 履歴情報

　医療容器 自動車部品組立 応用 可能

　業務上 扱 顧客情報 機密情報 書類 電子媒体
所有 多 企業 近年 個人情報保護法
施行 書類 電子媒体 対 管理 充

実 迫
　 MediaBarrier RFID 非接触 一括読取 機能
利用 書類 電子媒体 棚卸 持出 返却 運
用負荷軽減 図 持出者 対象
物品 付 持出可否 機能 操作履歴
管理機能 高 実現
　RFID 機器 周波数帯 装置仕様 異

標準化 図 UHF 帯 13.56MHz 帯 2.45 GHz 帯
対応 可能
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製造ソリューション

　e-自治体「内部事務系システム」

物流
管理

本社 ネットワーク
作業指示
作業実績

基幹システム

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）

物流
センター

現場作業
物流
センター

現場作業
物流
センター

現場作業

行政情報ソリューション

… … …

IDC（データセンター）

共同利用型文書管理システム

ファイアウォール

LGWAN-ASP接続装置

県NOC
（Network Operation Center）

LGWAN接続装置

ファイアウォール

庁内LAN

（A市）

LGWAN

LGWAN接続装置

ファイアウォール

庁内LAN

（B町）

LGWAN接続装置

ファイアウォール

庁内LAN

（N村）

　物流センターシステム「物流エクスプレスⅡ」

　e-自治体「共同利用型文書管理システム」

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

庁内 LAN

グループウェア・庶務・
文書・決裁基盤サーバ

指紋認証サーバ 財務会計

連携

指紋認証システムを
導入しセキュリティ向上

図40　物流システムイメージ図

図41　「共同利用型文書管理システム」の構成

図42　「内部事務系システム」の構成

　 物流 Ⅱ 物流 向
WMS 物流 管理

①物流 削減 ②複数物
流 管理 ③物流業務 統一化 ④物流情報 活用

物流 Ⅱ 導入 複数物流
内 管理 業務 統一 資産 圧縮 業務

負荷 低減 達成
　企業間 激 競争 中 物流 役割

重要性 高 物流
Ⅱ 顧客要件 多様化対応 物流 内
化対応 拡大 戦略的 位置

応

　富士電機 従来 総務省 電子自治体構想
電子自治体 中心的

文書管理 納入 2005 年 複数
市町村 共同運営 共同
事業 全国的 始 受 富士電機
先陣 切 文書管理 共同利用 実現 共
同利用型文書管理 開発 2007 年 3 月 実
用化 納入 市町村 共同運用 開始

　富士電機 開発 共同利用型文書管理
多 実績 基 業務 実業務 適合
使 構築 可能 行政文書

全般 支援

　富士電機 中核都市向 内部事務系 一
括納入 庶務事務 文書管理

各機能 有機的 連携 自治体 内
部事務 総合的 電子化 図 業務 高度化 効率化
実現 加 内部事務系 使用
決裁機能 財務会計 提供 共用
一層 効率化 図 予定 導入 際
富士電機 豊富 納入実績 生 業

務見直 BPR 行 運用方法 検討
費用負担 軽減 図 短期間 安定
構築 実現 職員認証
対策 指紋認証 導入 強固

確保
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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」

秘

#9’s
Gs(0
#/8e

#9’s
Gs(0
#/8e

監視アラート機能

違反操作
監視
対象

操作制限機能
ログ機能

ファイル
操作

添付
メール

Web
ページ

添付
メール

印刷

特徴

安全・簡単・便利な
セキュリティを提供

メッセン
ジャー

ユーザ

管理者

警告！！

暗号機能

暗
号

　印刷物のセキュリティ対策パッケージ「PrintBarrier3」

　個人情報の検出管理パッケージ「SecretBarrier」

図43　「InfoBarrier5」の製品機能概要

ログ機能・レポート機能

特徴

印刷物のコスト削減・
セキュリティ強化を容易に実現

プレビュー機能 強制印字機能

図44　「PrintBarrier3」の製品機能概要

Excel

Outlook

レポート作成機能

Drive

Keyword

File
Type

社外秘

機密情報

クライアント

特徴

個人・機密情報の
所在管理を実現

検出（スキャン）機能

条件指定 スキャンを実施

検出履歴参照機能

サーバ

図45　「SecretBarrier」の製品機能概要

　 InfoBarrier5 Windows 操作 制
限 内部 情報漏 防止

主 機能 操作制限 取得
暗号化 監視 製品 導入

遠隔地 含 一元管理 可能

　2007 年 5 月 発売 Version5 機能 強化
情報漏 脅威 6種類 操作 取得

同時 追加 監視 機
能 違反操作 検知

機能 追加 強化 情報漏 防止
万 一 事態 万全 対策 施
成長

　 PrintBarrier3 依
存 印刷管理製品 機能 二 大別

（1）　印刷 機能 印刷物 名 印刷日
時 情報 透 背景 強制的 印
字 印刷状況 監視

印刷 対 意識 高 紙
情報漏 抑止

（2）　印刷 削減機能 印刷実行前 画面
強制的 表示 印刷失敗 防止

印刷 印刷枚数制限 二重印刷禁止 機能
持 無駄 印刷 排除 削減 行 同時
環境 ISO 対策 効果 期待

　個人情報 関 各種法令 設置 企業 個人
情報取扱 規定 厳 個人情報取扱 対

社会要求 高 伴 SecretBarrier 2006
年 10 月 発売 主 機能 内 散在 個
人情報 機密情報 所在把握 情報量

一度 実行 所在情報 収集
製品 導入 遠隔地 含 各

端末 個人情報保持状況 把握 加 結果
出力 可能

　企業内 管理者 負担 削減 各
個人情報取扱 意識向上 期待

ISMS P 取得 各企業 進 中 支
援 役割 果 期待
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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
ワークフロー
エンジン

ユーザー
インタ
フェース

基幹
システム

システム管理者画面・Login 画面
承認画面・進捗画面・実績画面

決裁
業務

小規模～大規模ユーザー向け
パッケージ

旅
費
精
算

経
費
精
算

勤
務
管
理

総
務
申
請

人
事
申
請

総
務
購
買

W
e
b
申
請

小規模ユーザー向け
簡易パッケージ

起票
業務

管理
業務

ルート
制御

マスタ
管理

合議・条件分岐・代理・委任，
提出・承認・却下

組織情報，決裁者権限，認証情報

キャビネット

部門決裁システム

会計システム

ERP Connector

ExchangeUSE
Lite

For SAP For GLOVIA For OBIC 7

　業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」

　購買パッケージ「PurchaseUSE」

図46　「ExchangeUSE」の製品構成

既存Aシステム
（他社システム）

サービス単位で
機能改造

Bシステム改造
（一次開発）

統合管理システム（BizUSE）

既存 手作業

統合進捗管理機能

サービスバス

ビジネスプロセス定義
Aサービス

EAIコネクタ

ExchangeUSE

情報公開

申請～決裁

統合監視

既存Cシステム

手作業をシステム化

既存 手作業 新Dシステム
（二次開発）

人間系フロー定義

データ処理

Bサービス

B to Bコネクタワークフロー
コネクタ

図47　「BizUSE」の機能構成

PurchaseUSE

他部門A 取引先
見積り依頼連携

購入依頼連携

発注伝票作成

見積り依頼伝票作成

見積り依頼発行

担当者振分け

検収連携

データ

印刷

見積り
依頼作成

他部門B

購入
依頼作成

見積り依頼書

購入依頼書

受入，検収

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

発注
履歴

在庫 会員
マスタ

発注書参照

見積，
納期回答

発注情報

CSV
ファイル

回答

図48　「PurchaseUSE」イメージ図

　 ExchangeUSE 導 入 実 績 1,300 社 70 万
及 実績 持

Vista 対応 日本版 SOX 内部統制 簡易 実現
機能 強化 自身 手軽 申

請 承認 構築 内部統制
ExchangeUSE-Lite 製品 会
社法 施行 伴 小規模 内部統制 必要

小規模 大規模 予算
対応 将来 拡張 全
社 一 統合利用 旅
費 経費 購買 稟議申請 業務

製品

　 BizUSE 作 壊 依存
SOA 基盤

主要機能 ①業務全体 状態 統合的 監視
統合進捗 管理機能 ②業務手続 制

御 定義機能 ③ 間
連携 実現 EAI ④ ExchangeUSE 自
動連携 人手介在処理 自動化

BizUSE 管理業務
業務間 仕組 利用

証券業界 利用
人手業務 混在 業務 変更 追加

他業務 影響 最小限 抑 構造 変動 柔
軟 対応 構築 実現

　 PurchaseUSE 購買業務全般 見積 取得 購入
依頼 発注 検収 化 見 化 単価情
報 共有化 効率化
　購買 PurchaseUSE 一般購買 副資材購
買 資材購買 工事購買 保全購買 購買形
態 適用 仕組 提供
　主 機能 次
（1）　承認 日本版 SOX法 内部統制対応
（2）　購買情報集計 発注実績 多様 切 口 閲覧
（3）　WebEDI 見積 発注 WebEDI 化
（4）　在庫機能連携 GLOVIA/MES 連携 標準装備
（5）　生産管理連携 GLOVIA/SCP FA連携 標準装備
（6）　会計連携 買掛 CSV出力
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水環境システム

　国際的 専門家 気候変動 関 政府間
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
第 4 次評価報告書 地球温暖化 影響

深刻 未来 突 報告 裏付
日本国内 地球的規模 異常気象 観測

急激 経済発展 遂 中国 東南
諸国 深刻 環境破壊 進 水
質 量 危機

　 状況 中 2007 年 4 月 富士電機
株式会社 水処理 環境 事業
分離 独立 富士電機水環境 株式会社 設
立 安定的 安全 水環境 保全 付随
資源 問題 解決 主眼 置 高度
特徴 技術 最適 提供
経営理念 上水 下水処理 処理 電
気計装設備 製造販売 設計 施
工 取 組
　富士電機 水環境 GENESEED

差別化
商品 提供 長年 水処理 経験 技

術 結集 水処理 搭載 GENESEED
監視制御 多 上下水道分野 活躍

東京都水道局東村山浄水場向 大規模中央監視制御
東京都下水道局向 霞 関地区
対策用再生水送水 稼動

長期耐用設計 水処理向 耐環境性 優
PLC SAPPHIRUS

中小規模向 監視制御 EXIONSTAR
着実 実績 積 重

　 CO2 削減 省 実現 高速潮流計算
手法 BFS Back Forward Sweep 省

水運用計画 下水道処理場機能評
価 PET Performance Evaluation System

先進技術 最適 商品 提供
　上下水道向 電気 分野 省

寄与 環境保全型 電気設備向 太
陽光発電 燃料電池 小水力発電 創 製品
提供 温室効果 CO2 削減 計画 建設

運用 取 組
　富士電機 従来 特徴 水質計群 提供

一 計 初期
抑 LCC Life Cycle Cost 全

体 最適化 図 上水 実績
水質安全 下水道分野 適用 次世代

水質計群 凝集制御 最適薬注制御
新 水処理制御 開発 進 処理場 省人化
省 化 薬品削減 貢献 所存
　環境 分野 海外 浄水場向
設備 導入 好調 2008 年 北京
開催 控 中国 選手村向 膜 小型高度処理

富士電機 採用 世界
安全 水 供給 貢献 期待

　中小下水処理場 対象 担体充 型高速
発酵技術 日本下水道事業団 共同 開発 進
汚泥削減 経費削減 回収 狙
　近年 産業分野 排水 再利用 進
富士電機 飲料 食品分野向 中心 MBR 膜分離活
性汚泥処理 設備 RO 逆浸透膜 設備 使 排水処
理 再利用 提供 2007 年 9 月

株式会社 名古屋飲料工場向 立
上 稼動
　富士電機 各分野 多 実績 踏

水処理 環境 上下水道施設向
包括的 統合 水環境

向 最大 強
一例 2007 年 10 月 PFI Private Finance 

Initiative 千葉県水道局 野菊 里浄水場
排水処理施設 運営 開始
　今後 水環境分野 業種 垣根
越 邁進 所存
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　浄水場排水処理施設サイフォン式ろ過濃縮装置

　オゾン処理システムの海外展開

　飲料製造工場向けMBR処理プラント

図１　サイフォン式ろ過濃縮装置　　　　　　　　

図2　高効率・高濃度オゾナイザ

図3　MBR処理プラント

　 野菊 里浄水場排水処理施設 新設 野
菊 里浄水場 既設 栗山浄水場

受 入 濃縮設備 濃縮後 脱水設備 脱水
処理 施設 本施設 PFI 事業 BTO方式
建設 2007 年 10 月 運用 開始

式 過濃縮装置 力 利用 高性能
過板 過濃縮 動力

用 高濃度 濃縮
装置 導入 以下 実現
　①栗山浄水場 低濃度 濃縮 脱水
設備 負荷 軽減 排水処理 安定 ②脱水設備

建設費 低減 ③
式 消費電力 少 脱水設備

運転 低減

　水資源 安全性 対策 近年 設備 導入
世界規模 拡大 富士電機 酸素原料

FWX 中心 処理 海
外市場 積極的 展開
　 FWX 高圧電極 接地電極
両面 直接水冷 独自技術 加工精度 優
発生管 採用 高効率 高濃度 発生可能

　2007 年度 中国 杭州地区 1 所
地区 2 所 浄水場 主 消毒 脱臭

目的 設備 納入 発生量
40 90 53 kg-O3/時 大規模浄水場向 大容

量 設計 現在運用開始 向
試運転調整 進

　 株式会社新設飲料製造工場 排水
処理 設備 MBR 膜分離活性汚泥法 採用
2007 年 9 月 実稼動 開始 排水量 200m3/日
槽 活性汚泥濃度 8,000mg/L 以上 管理 処

理水 BOD 生物化学的酸素要求量 20mg/L 以下
T-N T-P 規制値以下 処理

　MBR 活性汚泥中 浸漬 MF 精密 過
膜 処理水 汚泥 分離 処理 行
汚泥 溢流 良好 水質 処理水
安定的 得 特徴 次
　①液分離 膜 行 沈殿槽 不要 ②活性
汚泥濃度 高 活性汚泥槽 小型 ③ SS
懸濁物質 大腸菌類 処理水 得 ④汚泥性
状 膜 固液分離 維持管理 容易

水環境システム

膜ユニット
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　高温高速メタン発酵によるエネルギー回収技術

　環境水中PPCPsの処理技術

　水環境監視制御システム

図4　メタン発酵パイロットプラント

図5　下水処理場内PPCPs処理実験プラント

C
P
U

P
S

C
P
U

P
S

C
P
U

P
S

C
P
U

P
S

エンジニアリング
ステーション

クライアント

Webクライアント

Webサーバ

情報 LAN
イントラネット

水運用ソリューション

サーバ
（冗長化）

情報 LAN（Fast Ethernet）

ZL

S
X
バ
ス

シングル
システム
P/PEリンク

Tリンク

PROFIBUS

等値化
ケーブル

制御 LAN回線二重化（FL-net 準拠 V2.0）

EPAP

クライアント

ZL

LL
2

二重化
システム

ZL

S
X
バ
ス

テレメータ
システム

図6　水環境監視制御システムの構成

　2007 年 4 月 富士電機 日本下水道事業団 共同
中小規模処理場 対象 下水汚泥
回収技術 研究開発 行 研究 従

来 汚泥消化技術 比 1/5 1/10 発酵
槽 滞留日数 4日 分解率 70%以上
発生量 650Nm3/t-VS 以上 達成 目標

目標値達成 担体充 型 高温高速
発酵技術 適用 研究 進

　 基礎検討 安定発酵 目標 達成
発酵条件 確立 現在 0.65m3/日規模

実下水汚泥 運転 性能 確認中
2008 年 4 月 下水処理

場 移設 実証運転 行 下水汚泥
回収技術 確立 予定

　近年 水環境 医薬品 日用品 由来 多様
化学物質 PPCPs 検出 報告 新 環境汚染
物質 注目 富士電機 PPCPs 主要
排出源 下水処理水中 存在濃度 測定 処
理 促進酸化処理 ＋紫外線 ＋過酸
化水素 物理化学的 処理手法 開発 進
下水処理水 抗生物質 解熱鎮痛剤 41 種類 医
薬品 数 ng/L 1,000 ng/L 濃度 検出 医薬
品 多 単独処理 注入率 6mg/L
標準的 処理条件 速 分解 示
一部 難分解性物質 促進酸化処理 効果

確認 今後 所要 削減 図 下水
再利用 処理適用 進 予定

　PLC 工業用 水環境向
標準搭載 水環境監視制御 開発

本 長年富士電機 培 水環境制御技術 水
環境専用 開発 高品質

実現 主 特徴 次
（1）　信頼性 水環境 対応可能

標準 搭載 二重化技術 改善
信頼性 高 実現

（2）　対環境性 水処理設備 悪環境 適用可能
省電力 配慮 構成

（3）　保守性 汎用製品 比 長期保守 可能
製品 採用

（4）　 継承性 国際規格 IEC61131-3
採用

水環境システム
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　需要予測・送配水計画パッケージソフトウェア

アプリ
ケーション

アドバンスト
サーバ

OS：Operator Station
ES：Engineering Station

Industrial Ethernet

ＯＳ
クライアント

アーカイブ
サーバ

ES

コント
ローラ

コント
ローラ

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

　発電機連系電力変換装置（PCS）

　「GENESEED」監視制御システムの製品管理

図7　需要予測・送配水計画適用システムの構成例

図8　電力変換装置「PCS8000」

図9　「GENESEED service」納入システム台帳の例

　浄水場 浄水 安定 安全 供給 要求
要求 応 需要予測 送配水計画 富
士電機 多 浄水場 演算制御

納入
　今回 水処理向 新監視制御
GENESEED 監視制御 搭載

需要予測精度 向上 需要予測
起動停止回数 最小化 省

化 電力 送水水量変動 最小化 考
慮 送配水計画 開発
　需要予測演算 構造化 技術 応用
送配水計画演算 PSO Particle Swarm Optimization
技術 応用

　上下水道施設 安定稼動 求 受
電系統 停電 備 非常用発電機 電力平準化 目的
電力貯蔵装置 設置 増 従来 電力変換装置
欠点 受電系統 停電 停止

後自立運転 切 替 連続運転 求
重要負荷 停止 富士電機 電源系統
停電 電源系統 即時 解列 自立運転 入
電力変換装置 PCS8000 開発 無瞬断 二次電池
貯蔵 連続的 負荷 供給 電源 復

電時 非常用発電機 起動 復電 場合 停止
電源 同期 取 連系運転 切 替

電力貯蔵装置 負荷平準化機能 無瞬断供給機能
付加 水処理施設 電源 信頼性 向上

　 GENESEED 監視制御
汎用

構築 多岐 製品
製品 必要 情報 抽出 納入機

場 製品管理 行 製品管理 構築
生産 製品 把握

仕組 目的 効果 ①履
歴管理 ②追跡照会 追跡情報 有効活用 ③最適
増設 更新 計画 ④迅速 障害対応 事故製品回

収 期間短縮 製品型式 版数
番号 全件管理 富士電機 24 時

間 保全情報提供 F Mains
一 GENESEED system 納入機場

製品情報 一目 把握

水環境システム

関連論文：富士時報 2007.3 p.166-169
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　上水・温泉原水施設集中監視システム

簡易型
監視制御装置
（点検用）

テレメータ親局
（二重化）

各ポンプ所・配水池既設テレメータ子局

公衆
回線将来

ルータ

現場などから監視および
データの参照が可能

情報
LAN

帳票
印刷用
プリンタ

データ
管理用
サーバ

Web用 LAN

ルータ
（ファイア
　ウォール）

監視制御
装置

グラフィックパネル盤

コントローラ盤
（二重化）

TC LAN

画面
コピー用
プリンタ

監視・帳票
管理用
パソコン

Web監視用
サーバ監視・帳票

管理用
パソコン

　下水処理施設向けりん酸形燃料電池

　東京都水道局東村山浄水場向け太陽光発電設備

図10　箱根水道営業所集中監視システムの構成

図11　100kW燃料電池4台の設置状況

図12　ろ過池上の覆がいおよび太陽電池の設置例

　富士電機 神奈川県箱根管内 散在 24 所 上水
施設 水源池 所 配水池 4 所 温泉原
水施設 集中監視 納入 稼動
　 特徴 次
（1）　主要装置 二重化構成 装置 24 時
間連続安定稼動 可能 無停電電源装置 UPS
装備 信頼性 高

（2）　 風 操作手順 監視操作性 向上
（3）　 稼動以前 過去 帳票 管理用

継承 Excel 活用 業務 効率化
実現

（4）　 高 Web 監視用 導入 将
来的 場外施設 全体監視 可能

　下水処理施設 発生 消化 主成分
CH4 二酸化炭素 CO2 21 倍 温室効果
亜酸化窒素 N2O 合 下水道事業者 環境

保全 面 悩 余剰消化 有効利用施策
分流式 流入汚泥 均一性 安定 発電

出力 可能 消化 発電 適用 国内最大級
400 kW 酸形燃料電池発電 2007 年 3
月 熊本北部浄化 納入 稼動 設備
概要 次
（1）　 酸形燃料電池 100 kW× 4台
（2）　年間発電電力量 300 万 kWh 施設需要電力 約
50%

（3）　CO2 削減効果 約 2,000 t/ 年

　富士電機 東京都水道局東村山浄水場向 太陽光発電
設備 2007 年 1 月 納入 過池 異物混入 防

設置 可動式 覆 上
部 有効利用 太陽光発電設備 設置 発電
能力 出力容量 1,200 kW 有 発電 電
気 直流 交流 変換 変圧
器 210V 3,300V 昇圧 浄水場内 各
設備 供給 主 設備構成 太陽電池
180W/枚 7,056 枚 100 kW/台
12 台 昇圧用変圧器 750 kVA 300 kVA 2 台
　 設備 監視 運転 故障状態 詳
細監視 稼動状態 管理 帳票作
成 行

水環境システム
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　富士電機 株式会社
回転機 情報制御 生産技術 予防保全 分

野 共通技術 整備 新製品 市場投
入 加速 取組 行 以下 取組 展
望 記載
　 分野 製品群 容量範囲
情報機器内蔵 電源 50W 精錬用整流器
150MW 多岐 適用用途 多様化

一方 適用要素技術 大別 半導体
組 合 回路技術 制御理論 制御技

術 技術 成 制御技術 変圧器
電力機器技術 構成 要

素技術 各機器 共通化 化
組 合 高品質
高 競争力 製品群 構築 取組 進

電磁 対策 最適化設計 可能
EMI 設計技術 代表

磁気部品 設計 構築 電源
内蔵電源 機器組込 電源 要求 短時

間 対応 回路設計 構築 紹介
　回転機 分野 世界的 省 環境保全
対応 観点 一般的 世界 電力使用量 約

40% 占 産業分野 電動機 削減 行
課題 呼応 回転機 国際

規格 IEC60034-30 効率 規定 策定
効率値 測定方法 IEC60034-2-1 規定

世界的 電動機 使用効率 改善 動
活発 高効率化 技術開発 高効率電動機 普及
一段 進展 考 一方 電動機 含

全体 電力使用量削減 観点 従来
可変速 技術 省 注力
中 電動機 運転効率向上 目的 最

適 可変速電動機 製品開発 永久磁石 使用 回転機
製品 適用開発 進 今後 省 環
境保全 貢献 電動機 高効率化 技術開発

永久磁石回転機 製品開発 取 組
　情報制御 分野 環境対応 安全 安心
化 多様 社会 応
大規模化 複雑化 一方 分散化 情
報通信技術 含 技術 要求

的確 迅速 応 情報
技術 基盤技術 解析技術
制御 制御基盤技術 機

器向 組込 基盤技術 低消費電力 信頼性
高 無線基盤技術 化 取 組
今後 機械安全 機能安全 安
全規格 対応 予定 計測制御分野

化 環境 提供
化 加速 自社製品 限 特徴

連携 客様 考
提供 機器 管理

含 制御用 基盤 拡充 図
　生産技術 分野 高度 物理化学
高 挙 従来 富士電機
物理化学 加工 半導体 磁気記録媒体中心
行 2007 年 大面積成膜 代表

型太陽電池 深掘 加工 施
MEMS 伸長 一方 在来加工技術 技術者

技能者 交代時期 少 人員 技術 維持 向
上 図 大 課題
　予防保全 分野 予防保全技術 確立

視点 共通 充実 注力
予知保全技術 汎用 余寿命予測

高圧配電盤 劣化診断技術 開発 無線 回
転機振動診断 開発 行 利用者
中核 中国
中国語日本語変換付 CRM24 支援 中小規模向
低価格 短納期 監視 開発 行

今後 提供 開
発 加速 利用者 向上 貢献

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
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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

要求仕様

回路方式選定

設計段階
で対策

Yes

No

原因特定
→微修正
→対策完

開発完

ノイズ等価回路構築

定数・構造など，設計

ノイズ特性予測

フィルタ設計

製作，評価

ノイズ規格満足？

設計段階で
最適化検討

EMI 対応

　パワーエレクトロニクス機器向け磁気部品設計技術

　機器組込み電源を対象とした回路設計技術

図１　EMI 対応設計フロー
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（T）
（a）ロッドコアの

磁束分布解析例

（b）設計計算シート
（単相ACリアクトル）

B

図2　磁気部品設計ツールの一例

仕様入力

DCリアクトルの直流重畳特性
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QA放熱シート温度
　　＝110.3（℃）T cqa

周囲温度
　  ＝50.0（℃）T a

QC接合部温度
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回路定数演算

磁気部品設計

安定判別

損失計算

回路シミュレーション
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製作
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図3　機器組込み電源自動設計ツールの概要

　半導体電力変換装置 電磁 発生 問題
最近 最 厳 規格 VCCI Class B 要求
場合 多 EMI 伝導/放射
対策 経験 頼 &

繰 返 開発手法 採 得 最適
化 図 現実的 困難
　富士電機 培 EMI 分析 評価技術
基 援用 伝導性 EMI 対応設
計技術 構築 取 組 技術 製品設計工
程 適用 前提 簡便 特徴 UPS 電源
装置 本技術 適用 進 設計初期段階
予測 開発期間 短縮 対策法 最適化 実現

　 代表
機器 必要不可欠 磁気部品 設計 構築

電磁解析 設計計算 構成
特徴 次

（1）　電磁解析
　鉄心 構成部品 適切
化 二次元 三次元 漏 磁束 影響 局部過
熱 局部加振 把握 可能
（2）　設計計算
　部品仕様 使用 入力 磁気
部品 損失 鉄 銅 繰返
計算 求 限界設計 可能

　 電源 内蔵電源 代表 機器組
込 電源 回路設計 設計 開発

顧客 要求 短時間 対応
可能 開発 設計 特徴 次

（1）　回路定数計算 安定判別 動作解析技術
　独自 数値解析 回路

連携解析技術 回路定数 制御 安定判別
回路動作解析 実現
（2）　損失 温度計算技術
　 特性 発生損失 温度

温度 温度 算出 試作後 評価
期間短縮 実現
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回転機

　クレーン巻上機用永久磁石同期電動機

　送風機用永久磁石同期電動機の適用拡大

　クライオクーラ（極低温冷凍機）の商品化

図4　235kWクレーン巻上機用永久磁石同期電動機

図5　22kW送風機用永久磁石同期電動機

図6　商品化された小型パルスチューブ冷凍機

　近年 省 環境保護 観点 永久磁石同期
電動機 駆動 適用 盛 進
富士電機 巻上機用 永久磁石同期電動

機 開発 出力 235 kW 基底回転数 850 r/min 定
出力範囲 1 2 以上 仕様 試作 行 良好 検証結果
得 160 260 kW 範囲 系列化 行
2007 年 9 月 発売 開始 従来 誘導電動機
比較 質量 約 30% 低減 効率 1.5 向

上 慣性 50% 低減 小型 高効
率 高応答 電動機 省 省 化
貢献 駆動用 富士電機
FRENIC5000-VG7 適用

　小型軽量化 省 化 可能 永久磁
石同期電動機 用途 拡大 富士電機 送風機
用 高速対応 永久磁石同期電動機 小容量範囲 適用

今回 22 kW 容量 拡大
　送風機用 高速 永久磁石同期電動機 適用 利点

高速化 電動機 小型化 送風機 小
型化 電動機 小型化 風 音 低減
機器 低騒音化 効率 省

貢献 今回開発 電動機 22 kW 7,200 r/min
200V 低減 負荷対応
方式 採用 永久磁石同期電動機

従来 誘導機方式 対 容積 55% 小型化
電動機 効率 5%向上

　 液体窒素温度 冷却
小型 冷凍機 専用電

源 商品化 月産 30 台 生産 始 冷
凍機 仕様 25℃ 環境温度 入力電力 120W
被冷却体 70K 冷却 場合 冷凍能力 2.5W

冷却対象 放射線 CCD 高温超伝導材
料 各冷却対象 冷却温度 違 検出
性能向上 周囲温度 影響 除去 有効
特 従来 液体窒素 使 冷却 大型
小型化 6年間無保守 技術的 経済

的 優位 評価 受 小型
冷凍機 既設装置 簡単 設置 電力供給

温度 今後 広 用途 需要 期待
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　Webアプリケーションにおけるセキュリティ診断技術

プロジェクトライフサイクル

業務分析・
設計フェーズ

セキュア
アプリケーション
開発規約

開発標準
フレーム
ワーク

脆弱性診断ツール

組織能力評価
監査規定

物理的セキュリティ管理

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

個人能力評価
セキュリティ教育
人的セキュリティ管理

診断手法・評価基準

　多変量統計的プロセス管理技術

　新情報制御システム「MICREX-NX」FL-net 接続ゲートウェイ

図7　セキュリティ診断手法の適用
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方向を示す

最適条件

入力

圧
力

現在条件

温度

②PCA（主成分分析）による異常検出

①PLS（部分的最小2乗法）による製造条件探索

時間

Q

T2

T2
特徴量1

温度
圧力
電圧値
電流値

特徴量n
特徴量k

m

特
徴
量

品質推定
モデル

品質予測値

品質1
品質2
品質3
品質4

品
質
1

特徴量2

Q

異常

異常出力

図8　多変量統計的プロセス管理技術の概要

MICREX-NX
FL-net 接続 PLCの

監視・制御
クライアント

サーバES

AS AS

FL-net

FL-netシステムゲートウェイ

当社PLC 他社PLC 他社PLC

ES：Engineering Station
AS：Automation System

タグ情報
アラーム情報

図9　FL-net 接続ゲートウェイのシステム構成

　近年 Web 技術 利用 情報公
開 共有機能 有 急増 中

脆弱 性 機密情報 漏
洩 個人情報 流出 社会問題

開発規約 作成
脆弱性診断 適用 標準 開発

　 対策 特 開発
考慮 重要 業務分析 設計 運

用管理 網羅的 行 必要 脆弱性診断
開発 受入 検査 完成品

品質評価 適用可能
全般 通 対策 有効

　製品 品質改善 品質 決定 要因 一
製造 運転状態 着目 多変量統計的
管理手法 開発

（1）　PLS 部分的最小 2乗法 製造条件探索
　入力変数間 相関関係 場合 多重共線性 実

製造最適条件探索 支援
製造条件 事前 可能

（2）　PCA 主成分分析 異常検出
　運転条件 入力 主成分分析 出力
評価指標 最終製品 前工程 異常 検出

原因 推定
　 手法 富士電機 熊本工場 太陽電池製造

適用評価 実施 今後他工場 適用 予
定

　 MICREX-NX 世 中 広 使
Ethernet 制御 LAN FL-net 接続

開発 富士電機 他社
PLC NX

直接接続 監視 制御
環境 提供 主 特徴 次

（1）　他社 PLC 容易 NX 接続可能
（2）　PLC 割付

可能
（3）　複数 組 合 擬似内部計器 定
義 用 監視 計器操作
実現

（4）　 装置自身 二重化構成 可能
（5）　PLC AS間 交換 可能

情報制御
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情報制御

生産技術

　新情報制御システム「MICREX-NX」オープンPIOの接続

PROFIBUS-DP

バック
プレーンバス
（SBバス）
（二重化）

IPU-Ⅱ

IPU-Ⅱ

PROFIBUS，電源，BIM，IOM
完全二重化を実現

AS
（コントローラ）

AS
（コントローラ）

電源
モジュール

入出力
モジュール

入出力
モジュールBIM

図１0　IPU-Ⅱの二重化構成

　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

トレンドグラフなど

受信機

PCサーバ
Ethernet

RS-485

センサ

新特定
小電力
無線

LANアダプタ

センサ付きタグ

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

図１1　新特定小電力無線システム

　太陽電池付き FRPキャビネット

図１2　太陽電池付き FRPキャビネットの試作品

　 MICREX-NX PIO IPU-

Ⅱ 国際標準規格 PROFIBUS-DP 接続可能
MICREX-NX I/O ET200M

合 幅広 種類 I/O 提供
IPU-Ⅱ 次 特徴 持
（1）　PROFIBUS 回線 二重化 I/O 二重化 I/O 電源

二重化 構成要素 二重化可能 高
信頼性 実現

（2）　過酷 環境 設置 可能 耐腐食性
性能 実現

（3）　従来 機種 使用 IPU-Ⅱ BIM
交換 MICREX-NX

接続 可能

　2007 年 3 月 改正 電波法 新 高出力 新
特定小電力無線 315MHz 帯 利用可能
今回 新特定小電力無線 利用 各種 組 合

分野 用途 計測 制御
環境 実現可能 無線 開発

付 無線 受信機 LAN
構成 特徴 次

（1）　超低消費電力化 電池 長寿命化 実
現 太陽電池 駆動 可能

（2）　温湿度 加速度 照度 人感 音量 磁気
各種 搭載可能

（3）　設備保全 省 移動体状態監視
安全安心 容易 構築可能

　富士電機 九州 企業 共同 FRP 樹脂製
開発 表面 樹脂封止

太陽電池 搭載 配電盤 試作 実証実
験中 開発目的 海岸地域 上下水道 腐食

場所 使用 耐 電力 賄 環境対応
製品 実現 非常時 通信機器 電
源 使 耐食性以外 FRP
大量生産 可能 軽量 工事費 削減

結晶系太陽電池 封止材 離
質量 重 実用化 太
陽電池 柔軟 構造 樹脂封止 可能 全体
質量 軽量化 FRP 樹脂表面 光触媒
塗布 表面 汚 簡単 除去 機能特性 付与
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　汎用インバータの余寿命簡易診断システム

型式別機器情報DB
余寿命計算エンジン

診断情報入力

出力例

機種

西5号館
空調機
3号機
〈FRN90P9S
-4＊＊〉

31HU334065

構成部品 型式

主回路
コンデンサ
Pt
コンデンサ

内部ファン

内部ファン

HCGF5AX2G822 1999年
5月

1999年
5月
1999年
5月
1999年
5月

2009年
1月

2010年
6月
**2002年
7月
**2002年
7月

42.45

42.45

44.30

44.30

－

4715PS-22T-B30

90

6250MG1

稼動開始
年月

周囲温度
（℃）

稼動率
（％）

88

負荷率
（％）

余寿命
〈交換推奨〉

汎用インバータ余寿命予測結果

ノート型
パソコン

汎用インバータ
余寿命簡易診断システム

主回路
コンデンサ
プリント板
コンデンサ
冷却ファン

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

余寿命予測
（有寿命部品）

　RFID 無線方式回転機振動診断システム

　コールセンターのグローバル化中国拠点向けCRM24

図１3　余寿命簡易診断システムの概要

診断管理パソコン （管理最大センサ数：10,000台）

LAN

（1LANアダプタに対して，
　送受信器最大30台）

無線通信
（特定小電力無線）

（1送受信器に対して，
　センサ最大20台）

LANアダプタ

送受信器

無線センサ 無線センサ

図１4　RFID 無線方式回転機振動診断システムの構成概要

製造拠点B

製造拠点A

製造拠点C

製造拠点D

製造拠点E

上海
中国版
CRM24

東京
日本版
CRM24

国際専用回線
情報連携

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

図１5　中国版CRM24

　長期稼動 汎用 対象 構成部品
余寿命診断 行 開発 対象機種 納入後
10 年 超 1994 1998 年製 富士電機汎用

FRENIC5000 今後対象機種 拡大
診断対象 構成部品 主回路電解
板電解 冷却 有寿命部品
　 診断 組 込 型

型式 温度 負荷率 設備稼動率
情報 入力 現場 装置 止 診断 行
可能 余寿命計算手法 電解

法則 10℃半減則 軸受寿命
寿命曲線 適用 余寿命診断 部

品交換時期 更新時期 最適 保全計画 可能

　回転機 保守 型 型 診断装
置 広 使 型 機器 配
線 必要 設備工事費 高 構築 工期 長

型 保守員 技量 差 現場環境
均一的 採取 難 課題 解決
特定小電力無線 用 回転機振動診断 開

発 従来型 比 配線 不要 設
備費 工期 大幅 低減 既存設備 適用 変更 拡張
容易 手動診断 比 診断 安全性 省
力化 診断精度 向上 図 部

動作 水平 垂直振動 2要素 1台 同時
計測可能
協会 2007 年度 PM賞 開発賞 受賞

　富士電機 日系中国進出企業
支援 目的 中国版 CRM24 Customer Relationship 
Management24 開発 富士電機
上海 社内 設置 本 1999 年 開発
日本版 CRM24 進化系 従来 機能 日中 中日
言語変換機能 付加 機能 日本人
中国人 情報 共有化 迅速 客様
対応 品質 向上 図 仕組 構築
　言語変換 翻訳精度 入力文章
化 専門辞書 構築 汎用 45%程
度 翻訳率 比 95% 高精度 達成 情報
連携 中国国内 国際専用回線 設置

日本側CRM24 同期化 実現

予防保全サービス



　2008 年 新春 迎 謹 新年 慶 申 上

　私 富士電機機器制御株式会社 富士電機

中核事業会社 受配電機器 開閉制御機器 駆動制

御機器 工場 FA

運転 安全 支 機器 製品

提供 富士電機 80 余年 歴史 中

培 高 技術力 背景 客様 新 事業価

値創造 応 目指 事業活動 取

組

　当社 事業分野 日本 含

企業 目指 基本目標 掲

達成 取 組 企

業 変革 加速 推進 考

（1）　 技術 開発 製品展開

　 適用 技術開発 集中

各国 市場要件 適合 新製品 充実

新製品開発 加速 富士電機

価値 高

（2）　 供給販売体制 強化

　海外市場 地域性 合 製品供給 細 行

海外販売拠点 流通拠点 製造拠点 本社 同期 連

携 販売 体制 確立

（3）　 標準手法 基 永続的 価値提供

　IEC規格適合 製品 搭載 応用

資産 再利用 安全規格

適合 機械装置類 安全思想 普及 設計支援活動

安全機器 供給 客様 価値 高

技術開発 推進

　2007 年 活動 通 ① 対応

新製品開発 機種 拡充 ②機械装置類安全設計 支援

安全規格 準拠 製品開発 多 技術成果

製品 盛 込 市場 送 出

　機械装置類安全規格対応 器具分野 1台 世

界 各規格 適合 配線用遮断器 漏電遮断器

用外部操作 φ22

表示機構付非常停止

開発 駆動制御機器分野 安全規

格対応 化

　 機器分野 追求

操作表示器 UG40 開発

表示 一体化

内蔵 @E.

Terminal 系列 加 器具分野 新型

φ16 開発 制御盤 寸法縮

小化 寄与 音声確認 搭載

都市 用火災警報器付 複合型 漏 警報器 開

発 各家庭 安全利用 貢献 駆動

制御機器分野 汎用 FRENIC-MEGA

速度 制御機能 速度 付

制御 機能 搭載 制御機能 強化 図

高精度 高速応答

市場 評価 高 ALPHA5 容量

拡大 設置面積 FALDIC-α 比約

70%

　制御機器 市況 国内 緩 拡大基

調 海外 中国 中心 堅調 推移 見 私

多岐 客様 要求 的確 製

品 提供 通 産業 社会

目指 今後 支援 鞭

撻 願 申 上

グローバル企業への変革

白倉　三德 　

富士電機機器制御株式会社
取締役社長
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　2007 年 国内市況 各種経済指標 鈍化傾向 見
緩 拡大基調 持続 海外市場

中国 中心 堅調 推移 環境 中
対応 新製品開発 機種 拡充 進

機械装置類 安全規格対応 貢献 製品開発 行
合 機械装置類 安全思想 普及活動 力 注
　統合 分野 映像表示力 接続
性 拡張性 一層 向上 図 追求

操作表示器 POD UG40
開発 統合 小型 経済的

汎用 PLC 拡充 表示器
一体化

内蔵 @E.Terminal 系列
加 統合 MICREX-SX

POD 組 合 SX 計装
開発
　器具分野 1台 世界 各規格 適合 配線用遮
断器 漏電遮断器 用
機械装置類安全規格 準拠 外部操作 開発

併 φ22 機械装置
類安全規格 適合 表示機構付非常停止

系列化 操作部 接点部 一体化
図 新型φ16 開発 制
御盤 奥行寸法縮小化 貢献 電磁開閉器 工作
機械 運転 停止用向
化 新型押 付電磁開閉器 開発

代替 使用
Logilier 製品系列 加 高

圧真空遮断器 VCB 外形寸法 広角形
同一寸法 110 角 引外 電源装置 開発

高圧遮断器 組 合 形多機
能 F-MPC50 系統連系用保護

逆電力 不足電力 地絡過電圧 機能 計
測 監視 伝送機能 1台 収納

開発 電力監視 計測
解析 行 事業所全体 省 活動

支援 EMS MPC-EcoWeb 開発
集合住宅向 用 課金計
算機能 備 電力自動検針装置 開発 漏 警
報器 各家庭 模擬 吹 警報音
声 確認 可能 音声確認 搭載 都市 用
火災警報機能付 複合型 漏 警報器 開発
　可変速機器分野 用途拡大 狙 FRENIC-

MEGA 制御機能強化 容量拡大 行
制御機能強化 速度 制御機能 搭
載 速度 付 制御 機能
搭載 容量拡大 75 90 kW/200V
90 630 kW/400V 拡大 実現 高信頼性

対応 FRENIC-Multi
用 CANopen 本体内蔵形 製

品化 一方 可変速機器 機械装置類安全規格対応
要求 機械装置類安全規格 EN954-1 cat3
適合 対応 FRENIC-MEGA

製品化 用
FRENIC-Lift 速度 制御
機能 標準搭載化 実現 4.0 kW/400V 機 系列 加

高精度 高速応答 市場 評価 高
ALPHA5 容量 拡大

設置面積 FALDIC-α 比約 70%
達成 生産

抑 生産 保守 集中管理 指向 透過通信機
能 備 開発
　回転機分野 開放流量 大幅 性能向上 500 L/
min 当社比 30% 図 軸封部

構造 採用 新型高圧
開発 作業性 信頼性向上 高
剛性 小型化 新型 走行用

開発
　富士電機 多岐 顧客要求 早 的確
答 提案 製造 販売 技術
体制 強化 産業 社会 目指
所存

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
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　ボードタイプ汎用PLC

FBC-SPB

FBC-2000

　表示器付きコントローラ「@E.Terminal」

　「SXかんたん計装システム」

図１　ボードタイプ汎用PLC

他社PLC
・

パソコン

＠E.Terminal

Ethernet

SXバス

I/O
ターミナル

サーボ パルス列位置決め

図2　表示器付きコントローラ「@E.Terminal」のシステム例

P

P

P

プログラミングツール
Expert（D300win） 計装用 FB

ライブラリ

Ethernet

MICREX-SXシリーズ
SPH2000シリーズ

POD
UG30シリーズ

各種プラントシステム プラント監視画面

作画ツール
POD Editor Ver.4

計装用 FP
ライブラリ

ループ監視画面

図3　「SXかんたん計装システム」の構成　

　 PLC MICREX-SX
基 汎用 PLC 開発

（1）　FBC-2000
　MICREX-SX SPH2000
CPU 通信 I/O
SPH2000 比 大容量 Ethernet 通信 機
能 性能 同等 電源

（2）　FBC-SPB
　MICREX-SX 小型 PLC SPB

CPU I/O 組 合
従来品 経済的 制御 構築 標
準 RS-485 2 備 接続

各種通信 対応可能

　PLC POD技術 応用 発展 @E.Terminal
表示器

一体化
内蔵 商品 顧客 対 最小限

高度 制御 提供 狙
一体化 省

構成 可能 汎用 PLC 対応 困難
市場 用途 展開 可能 主 特徴 次

　① 画面 簡単設定 容易 作
業 ② SX 製品 簡単
接続 ③ Ethernet 他社 PLC 接続可能
④画面 15 5.7 製品 予定
⑤適用分野 対応 実装 可能

　PLC 高性能化 伴 DCS 汎用 PLC 適用 拡
大 中 効率 向上 目指 統合

MICREX-SX 操作表示器
POD SX 計装 開発

（1）　高性能 高信頼性 経済性 調達性 両立
　  1CPU 制御 制御 両方 実行可

能
　  計装用 標準品 豊富 化
（2）　 統合 開発効率向上
　  制御 制御 混在 可能
　  計装用 FB 豊富 用意
（3）　計装画面 自動生成 開発効率向上
　  PLC 連携 計装画面 自動的 生成
　  計装用 FP 豊富 用意

プログラマブルコントローラ

関連論文：富士時報 2007.5 p.351-354

関連論文：富士時報 2007.5 p.364-368
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　新型押しボタン付電磁開閉器

図4　新型押しボタン付電磁開閉器　押 付電磁開閉器 工作機械 制御盤 代
替 装置外 設置 工作機械 運転 停止用

使用 用途 経済性 小型化
簡便性 要求 強 今回 大幅 小型化 簡便化

狙 経済型 FW 新型押 付電磁開閉
器 開発 主 特徴 次
（1）　 化 小型 軽量化 簡便
化

　従来 鉄箱 小型 軽量化 従
来比 体積 74% 質量 60% 図 設置時
接地工事 不要
（2）　 機能向上
　新型 採用 調整 目盛 細
分化 電流値設定 容易

　イージーロジックコントローラ「ロジリア（Logilier）」

図6　イージーロジックコントローラ「ロジリア（Logilier）」　 Logilier 従来 代
替 幅広 用途 利用 制御盤 小型化 省配線
化 実現 製品 特徴 次

　① I/O 12 点 71.2 × 90 × 57.9 mm
I/O 20/26 点 124.6 × 90 × 57.9 mm

②定格電流 8A 電圧AC250V
大容量 装備 複数 照明
直接運転 制御 ③ 時計機能
標準装備 日 週単位 管理

I/O 追加 温度管理
制御 ④ 図 FBD Function 

Block Diagram 使用 上
配線 USB 経由
転送

器　具

　メカニカル表示機構付非常停止スイッチ

　φ22 操作 状態 機械
的 表示 表示機構付非常停止 開
発 AM22 拡充 図 主 特徴 次  

（1）　操作 状態 設 三 表示窓
表示 状態 緑色 状態
赤色 表示 　

（2）　 接点 動作
機構 装備

（3）　万一 b接点微溶着時 操作力 強制的 b
接点 開離 遮断 直接開路動作機能 装備

（4）　操作部 表示機構 保護構造 IP65
（5）　UL規格 CSA規格 EN規格 認証 取得

CE 対応

RQ2P12-R14形

RQ2P26-R14形

図5　メカニカル表示機構付非常停止スイッチ

AM22VME-02R
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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

　EMSツール「MPC-EcoWeb」

図7　「グローバルツインブレーカ」用外部操作ハンドル

図8　EMSツール「MPC-EcoWeb」の画面例

　国内 世界市場 展開 半導体製造装置 工作
機械 自動車製造装置 主電源開閉用 使用
新 配線用遮断器 漏電遮断器

用外部操作 開発 主 特徴
次
（1）　既存品 完全取付 互換性 確保
（2）　UL489 GB14048.2 CCC 認定 EN60947-2 TÜV 

第三者認証 IEC60947-2 JIS C 8201-2-1
JIS C 8201-2-2 準拠 世界主要規格 対応
EN60204-1 IEC60204-1 NFPA79 世界 工業用
機械装置用電気安全規格 外部操作 対 要
求事項 準拠

（3）　南京 錠 施錠装置
対応

　近年 省 活動 高 中 富士電機
電力監視 展開 従来 活動
電力監視 計測 設備管

理 担当者 個別 Excel 解析
省力化 計測 解析 行

事業所全体 一括 管理 EMS MPC-

EcoWeb 開発 行
　 富士電機 電力監視 連動
解析 行 可能 現状把握 期日指
定 比較 原単位 算出 機能
持 Web 配信 事業所全関係者 省

情報 利用 工夫 省
活動 活用 期待

器　具

　系統連系用デジタル形多機能保護リレー

図9　系統連系用デジタル形多機能保護リレー　 形多機能保護 F-MPC50
好評 得 系統連系用保護 計測 監視

伝送機能 1台 収納 製品 要望
多 今回 解列箇所 高圧受電点 低圧発電機設

置点 逆潮流 場合 対象 系統連系用 形多
機能保護 開発 主 機能 次
（1）　逆電力 不足電力 地絡過電圧
（2）　電力
（3）　電圧 電流 有効電力 無効電力 電力量 力率 周
波数 計測 表示

（4）　 動作 計測情報 通信 RS-485
（5）　有効電力 出力 4 20mA × 2

（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

図10　VCB用コンデンサ引外し電源装置　高圧受配電盤 使用 高圧真空遮断器 VCB
引外 電源 AC入力 用 使用 小型

引外 電源装置 VCB-T1PB VCB-T2PB 開発
対象機種 HA形 HS 形 VCB 主 特

徴 次
（1）　外形寸法 広角形 同一寸法 110 角 大
幅 小型化 従来品 166 角

（2）　定格入力電圧 2機種 用意
　  VCB-T1PB AC100/110V 用
　  VCB-T2PB AC200/220V 用
（3）　放電用押 操作 外 正面

行

　都市ガス用ガス漏れ警報器

火災警報機能付きガス漏れ警報器 複合型ガス漏れ警報器

図12　音声確認スイッチ付きガス漏れ警報器　富士電機 新 音声確認 搭載 都市
用火災警報機能付 複合型 漏 警報器 開

発
　従来 警報器 具備 機能
種々 充実 自己診断機能 加 新
的 優 漏 警報器 一体化
押 式音声確認 搭載 各家庭
音声確認 操作 模擬

吹 警報音声 確認
警報器異常 操作 発声

従来 警報器 比 便利 機能 備
　本機能 搭載 漏 警報器 普及率 向上
図 漏 事故 未然 防止 安全 社会 実現
目指

器　具

　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

〈受変電設備〉

〈監視設備〉

キュービクル
（1）

電源供給

コージェネ
レーション
発電機

停電
通報器

漏電
通報器 警報盤

警報通報

データ収集盤

検針値
送信 インターネット

回線

自動検針装置

PAS

キュービクル
（2）

〈住戸設備〉

WHM

図11　集合住宅用自動検針装置のシステム構成例　集合住宅分野 他物件 差別化 求  
大阪 株式会社 集合住宅 設
置 発生 熱 電力 有効活用 省 性
経済性 高 提案 行
　 各戸 電力 検針 装置 必要
今回 各戸電力 自動検針装置 開発 優
電力 提供 環境 実現

　新電力自動検針装置 各戸 電力使用量 高速 収集
課金計算機能 備 管理組合
管理会社 導入 完成度 高 製品

新電力自動検針装置 数千戸 大規模
適用可能
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　新型高圧クーラントポンプ流量形「VKDシリーズ」

　新型クレーン走行用インバータモータ

図13　新型高圧クーラントポンプ流量形「VKDシリーズ」

図14　新型クレーン走行用インバータモータ

　新型高圧 流量形 VKD 三
相 200V 0.75 3.0 kW 4 機種 開放流量 大幅
向上 軸封部 方式

構造 非接触 採用 使用環境
信頼性 高 研削盤 最適化 図

主 特徴 次
（1）　研削粉混在液 強 構造
（2）　 締切運転 可能
（3）　開放流量 500 L/min 当社従来比 30% 向上
（4）　欧州規格 標準対応 IEC60034-1 RoHS CE

（5）　保護等級 IP54 環境 適用 可能

　 走行用 付 制
御 駆動
作業性 信頼性 向上 高剛性 小型化
開発 概略仕様 特徴 次

（1）　容量 7.5 55 kW　定格電圧 400V 4 極
　基底回転速度 1,750 r/min　無励磁作動型 付
（2）　駆動側 内部 配 反駆動側 構
造 簡素化 作業性 大幅
向上 図 新 応力解析

高剛性化 図 耐振動性能 従来品 6倍以上 強化

（3）　 各種調整作業 機械 容
易 手動解放装置 設

回転機・可変速機器

　「FRENIC-Multi シリーズ」用CANopen インタフェースオプションカード

図15　CANopen インタフェースオプションカード　CANopen 簡素 構成 信頼性 高
構築 欧州 中心 要望 高 今回
要求 応 高性能 形

FRENIC-Multi 用 CANopen
OPC-E1-COP 製品化 特

徴 次
（1）　CiA Can in Automation 策定 規格DSP 402 V2.0
Velocity Mode 適合 一部 機能
除

（2）　Heartbeat Guarding 適合 機器
状態 集中監視/分散監視 適用

（3）　 本体内蔵形 標
準品 CANopen 対応 OPC-E1-COP
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　セーフティ対応インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」

インバータ

M

イネーブル入力

イネーブル入力

＊EN954-1 ：機械制御システムの安全部－設計のための一般原則

EN954-1 cat3
適合の安全遮断装置

＊

EN954-1 cat3 適合
セーフティスイッチなど EN954-1 cat3 適合

セーフティスイッチなど

電
源

インバータ

M電
源

（a）従来のインバータ （b）FRENIC-MEGA

［PLC］
［EN］

図18　インバータ使用機械設備におけるEN954-1 cat3対応　近年 機械設備 安全 関 国際規格 国内規格 制
定 整備 進 安全 配慮 装置 強 求

使用 機械設備 EN954-1 cat3
適合 要求 機械設備側 出
力側 安全遮断装置 設置 対処 （a）

中 富士電機 機械設備 安全規格 適
合 開発 進 FRENIC-MEGA

製品化 機械設備 EN954-

1 cat3 適合 特徴 次
（1）　出力側 安全遮断装置 削減 （b）
（2）　外部信号 出力 介在

遮断
（3）　安全回路 二重化 一 安全回路
不具合 発生 機能 喪失

回転機・可変速機器

　高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」の容量拡大

図17　高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」　 FRENIC-MEGA 汎用 最高
峰 基本性能 向上 広範 設備 対応
追求 製品 今回 開発 75 90 kW 200V

90 630 kW 400V 容量拡大 行
拡充 図 主 特徴 次
（1）　MD Middle Duty 仕様 追加 1 枠上

周波数 2kHz 限定 過負荷耐量 150%1 分 駆
動可能

（2）　 回路内蔵 容量拡大 160 kW
（3）　EMC 内蔵 化 全容
量範囲

FRN110G1S-4

　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 多機能形 FRENIC-MEGA
機能 追加 適用用途 拡大 図 主 追加

機能 次
（1）　速度 制御機能
　速度 高 制御性能 実現 速度

制御機能 搭載 速度 適用困
難 印刷機 適用 可能
（2）　速度 付 制御機能 機能
　PG 用 軸位置
保持 機能 搭載 昇降機 伸線機
適用 可能

　今後 位置決 制御 機能 搭載 機械性能
一層 向上 適用範囲 拡大 図 計画

関連論文：富士時報 2007.5 p.310-313

図16　 速度センサレスベクトル制御機能付き 
「FRENIC-MEGAシリーズ」
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　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

図19　エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift シリーズ」　 用 低層用 高層用 幅広
広 見 FRENIC-Lift 発売
開始以来 容量系列拡大 機能拡張 行 要
求 対応 今回新 市場動向 踏 全 Lift

新機能 追加 行 小容量機
開発 行 主 追加機能 開発機種 次

（1）　 対応 容易 速度
制御機能 標準搭載

（2）　 語 語 6 国語対応 多機能
開発

（3）　低層 用 400V 4.0 kW機 開発 FRENIC- 

Lift 容量系列 拡充

回転機・可変速機器

　透過通信機能付きインバータ・サーボシステム

Ethernet

Ethernet

透過通信

SXバス

工場

生産ライン

設備，機械

管理・保守用パソコン

PLC，通信モジュール

インバータ，サーボシステム

図20　透過通信によるリモート支援の構造　生産設備 製造装置 化 化 進
行 伴 生産

抑制 生産 保守 集中管理 指向  
統合支援環境 要求 高 課題解決
生産管理用 － PLC MICREX-SX SPH300/ 

SPH2000 － 機器間 情報 読 書
透過通信機能 開発 FRENIC 

5000VG7S ALPHA5
適用 生産管理用

PLC 機器 細 管理 機器
保守 保全 実現 支援 利便

性 大幅 強化 開発
設定

効率的 行 統合支援環境 進化 資

　高性能サーボシステム「ALPHA5シリーズ」の容量系列拡大

図21　高性能サーボシステム「ALPHA5シリーズ」　2006 年 発売 高性能 ALPHA5
業界 最高水準 高精度 高速応答 実現

使 勝手 向上 製品 好評 得 今回
ALPHA5 踏襲

容量系列 拡大 主 特徴 次
（1）　 容量系列拡大範囲 容量 定格回転数
　①GYS形 1 5 kW 3,000 r/min ② GYC形 2kW
3,000 r/min ③ GYG形 1.5 2 kW 2,000 r/min 1.3  
kW 1,500 r/min
　 系列拡大 0.05 5 kW

（2）　 設置面積
　ALPHA5 踏襲 FALDIC- 

α 比約 70% 実現

関連論文：富士時報 2007.5 p.355-358 

関連論文：富士時報 2007.5 p.334-338 



　新年明 皆様方

決意 新 新年 迎 心 慶

申 上

　富士電機 株式会社 半導

体 媒体 画像 事業 通 客様

株主 従業員 価値 最大化 基本

理念 事業分野 業界最強 目指

　当社 事業環境 化 省 化

BRICs 中心 新興市場 堅調 成長

今後一層 需要拡大 期待

　一方 技術革新 速 市場環境 著

変動 迅速 対応 求 当社 2007

年 4 月 電子 研究所 設立 客様 起点

研究開発 転換 進 客様 喜

製品 提供 目

指

　 産業分野 地球温暖化対策

電力 高効率利用 促進 大 課

題 当社 半導体 低損失化 進

機器

適用 普及 促進 低 化 小型化 高信

頼化 低 化 系列拡大 進

　産業 新 分野 機器 組

込 可能 大容量

向 3.3 kV 耐圧 製品化

　自動車分野 自動車 普及

小型軽量化 重要

当社 従来 産業用途 比 電流密度 1.6 倍 高 冷

却 適 構造 開発

自動車 搭載

　情報機器分野 携帯電子機器 電源向 独自技

術 低損失双方向MOSFET 内蔵 従来比 損失

1/4 実装面積 1/5 保護

IC 開発 携帯電子機器 小型軽量化 低消費電力化

貢献 MOSFET

低損失化 低 化 達成 情報家

電 適用 促進 省 化 貢献

　情報産業分野 化 技

術 進展 対 一層 大

容量化 小型化 高信頼化 求 当社

2006 年 高記録密度化 対応 垂直磁気記録媒体

製品化 2007 年 業界最高容量 2.5

媒体 160 /枚 3.5 媒体 334

/枚 量産化 今後 高記録密度化

要求 応 次世代媒体技術 取 組 高信

頼 磁気記録媒体 市場 提供 続

　 複写機 画像情報機器

再現性 快適性 向上 省資源化 要求 応

高解像度 高速性 高耐久性 消費 低減 対応

感光体 開発 独自 材料技術 評価技術 駆

使 高性能 感光体 提供 情報化社会

発展 貢献

　富士電機 株式会社 客様 視

点 製品 創造 地球環境 優 高度化 社会

貢献 企業 目指 所存

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 　

富士電機デバイステクノロジー株式会社
取締役社長



展　望
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磁気記録媒体
　 装置 HDD 大容量 高

武器 市場拡大 続 出荷台
数 年率 15% 超 勢 伸
　記録方式 高記録密度化 限界 見 長手記
録方式 替 一層 記録密度 向上 可能 垂直記
録方式 HDD 2005 年末 初 商品化 2007
年 3.5 HDD 1 枚 334 GB
達成 磁気記録媒体 以下 媒体 3枚 1

TB 達 HDD 登場
従来 向 外部記録装置 用途

向 家電 用途 急速 拡大

　3.5 HDD 1TB HDD
映像 100 時間録画可能 市場

大容量化 望 2.5 HDD
大容量化 性 向上 省 化 観点

市場 一体型
市場 拡大 2007 年 対前年 約 130%
伸 示 1.8 HDD 携帯音楽

車載用 応用 拡大
　富士電機 早 垂直記録方式 媒体開発 取 組
2006 年 第 1世代 2層磁性層 2.5 媒

体 1 枚 80GB 製品 市場展開 2007 年 記
録密度 高 3層磁性層 開発 2.5 媒
体 1枚 160GB 製品展開 実現
　 高記録密度化 次世代技術 ECC
Exchange Coupled Composite 媒体 DTM Discrete 
Track Media 媒体 熱 媒体
開発 積極的 取 組 3層磁性層

次世代 垂直媒体 ECC媒体 先駆 層構成
2008 年 2.5 媒体 1 枚 250GB

製品 展開 予定
　今後 市場 業界 動向 的確 先行

技術開発 取 組 業界 地位 不動
所存

感光体
　情報通信技術 近年 高度化
機器 NGN Next Generation 
Network 展開 伴

連動 家庭環境 変化 情報 入
出力装置 例 携帯電話

複写機 画像情報
介 配信 急速 広

情報化社会 発展 伴 画像情報機器
訴求力 高 情報 安 提供 快適 環
境 支 重要
　富士電機 市場要求 対 的確 応
主 複写機用感光体 数々 技術
製品 送 出 特 最近 感光体
対 要求品質 低減 寄与

消費量 低減 転写耐性 向上
環境 対応 発生 少 正帯電型感光体

高速化 高画質化 求 2007 年
市場要求 対応 有機感光体 ①
用新型感光体 ②低 消費量型感光体 ③環境特性安
定型正帯電感光体 開発完了 市場 展開
　今後 感光体 考 場合 高耐久性 高解像度化

複写機 重
要 特性 富士電機 業界 感光体

解像度 評価 解析装置 完成 日本画像学会
発表 高解像度感光体 開発 2007

年 感光体 付着 解析 秋 学
会 報告 今後 解像度 1,200 dpi 2,400 dpi
4,800 dpi 引 上 超高解像度感光体 軽印刷用高耐
久感光体 対 富士電機 強 分
子設計技術 活用 新製品 生 出
　感光体 性能向上 富士電機 生産拠点 中国
集約 素管加工 検査 梱包 一
貫生産 構築 全世界 顧客 製品
展開 今後 顧客 求 要求機能 大切
魅力 製品 開発 所存

情報機器コンポーネント

磁気記録媒体

感光体
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　アルミ垂直磁気記録媒体

20nm

　高信頼性垂直磁気記録媒体

　アルミ垂直磁気記録媒体用基板

図１　アルミ垂直磁気記録媒体の磁性粒径

サスペンション

スライダ

ヒータ

リード・
ライト素子潤滑剤分子

（ヒータオンのとき）
4nm

ディスク

図2　FODヘッドの模式図

（a）アルミポリッシュ基板の表面欠陥（スクラッチ欠陥）

（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）

長手磁気記録媒体用基板 垂直磁気記録媒体用基板

長手磁気記録媒体用基板 垂直磁気記録媒体用基板

図3　アルミポリッシュ基板の表面欠陥

　富士電機 業界 先駆 基板 用 垂直
磁気記録媒体 2006 年度 量産 2007 年度

加 特 HDD 代表
高記録容量 対応 垂直磁気記録

媒体 334 GB / 枚 業界最高記録容
量 量産化 開始 HDD 3 枚 1

TB 達成 垂直磁気記
録媒体専用 基板 表面欠陥 低減
表面粗 緻密 行
垂直磁気記録層 積層中間層技術 3層磁性層技術

用 垂直方向 成長 促進 成長分散 制御
低 化 実現 磁性粒 微細化 実

現 独自 保護膜技術 潤滑剤技術 組 合 高
信頼性 確保

　垂直磁気記録媒体 量産開始 1年半 経過
記録密度 年率 50%以上 伸 記録密度 磁性
層 特性向上 低浮上化 達成

長期信頼性 耐食性 浮上特性 耐久性
信頼性技術 一層重要性 増

　低浮上化 対 FOD Flying on De-
mand 技術 図参照 採用 媒体 距離
数 nm 潤滑剤 分子 領域 近

超低浮上 対 安定性 耐久性 確保 媒
体 一層 表面平滑性 良好 潤滑性 要求 富
士電機 独自 垂直 技術 表面微小欠陥
除去 超平滑表面 両立 新規洗剤 開発 洗浄

最適化 図 高耐食性 実現 高 信頼性 垂
直磁気記録媒体 提供

　長手磁気記録方式 垂直磁気記録方式 世代交代
中 基板 技術課題 磁気 10 nm
以下 超低浮上走行 安定 記録 再生
数 nm 表面欠陥 付着 低減 図

洗浄 高度化開発 注
力 , 砥粒 洗浄残渣 徹底
除去 目的 新洗浄方式 開発 新規洗浄剤
開発 取 組 大幅 表面欠陥 低減
達成 垂直磁気記録媒体用 基板 開発目
標 今後 次世代垂直磁気記録媒体用
基板 求 0.1 nm 微小 表面

粗 制御 一層 表面欠陥 低減 向 新規
材料 開発 含 技術 高度化 努

磁気記録媒体
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　ECC（Exchange-Coupled Composite）媒体

軟磁性層

交換結合
エネルギー制御層

硬磁性層

　DTM（Discrete Track Media）

　HDI（Head Disk Interface）技術

図4　ECC媒体の模式図
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図6　保護膜表面のESCA（X線光電子分光）による分析

　富士電機 2006 年 6 月 第 1 世代垂直磁気記録媒体
記録密度 150Gbits/inch2 量産 開始 現在 第
2世代垂直磁気記録媒体 同 250Gbits/inch2 量産
行 第 2 世代垂直磁気記録媒体 400Gbits/ 
inch2 高記録密度 拡張可能 新規構造 採
入 高密度化 目指 現在 ECC
媒体 研究開発 行 ECC 媒体 通常

関係 高密度化 記録 長期安定性 記
録容易性 同時 満 可能 技術 注目

Tbits/inch2 迫 記録密度 実現可能 期待
富士電機 大学 共同研究 原理

検証 終 量産装置 用 初期 試作 段階
入 優 特性 得 確認

　500Gbits/inch2 超 次世代磁気記録媒体 一
DTM 研究開発 進 DTM 磁性層 幅

100 nm以下 深 約 20 nm 溝 形成
分離 磁気記録媒体 隣接 間 磁気

的干渉 低減 方向 記録密度 30%以上
向上 微細 溝 形成

技術 技術 立
上 間隔 60 nm DTM 試作 MFM
磁気力顕微鏡 用 観察 結果 磁気
的 分離 確認 今後 全
面 溝形成 信号評価 信頼性評価 行
量産化 向 開発 進 予定

　富士電機 垂直磁気記録媒体 急速 記録密度向上
対応 磁性層 開発 並行 保護膜 中心

磁気 HDI 技術 開発
注力 特 磁界 有効 磁性層

印加 保護膜 薄膜化 取 組 記録密度
260Gbits/inch2 製品 適用 現在 400Gbits/inch2

以上 高密度磁気記録媒体 実現 向 保護膜
薄膜化 目指 材料 成膜技術 検討 進

分析技術 駆使 図 例示 保
護膜表面状態 分析 通 保護膜 結合性 被覆性
高 潤滑剤 開発 進 信頼性 向上 図

磁気記録媒体
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　カラープリンタ用有機感光体

　低トナー消費量型有機感光体

　環境特性安定型正帯電有機感光体

図7　新規カラープリンタ用有機感光体製品　

ト
ナ
ー
消
費
量

（
m
g
/p
ag
e）

黒
濃
度

100 20 30 40 50 60 70

40
30

50
60 従来タイプ

低トナー消費量タイプ

複写枚数（千枚）

100 20 30 40 50 60 70

1.3
1.2

1.4
1.5
1.6

複写枚数（千枚）

従来タイプ

従来タイプ
低トナー消費量タイプ

低トナー消費量タイプ
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5℃/20％RH 22℃/50％RH 35℃/80％

0.5

0.4

0.6

0.7

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

画
像
印
字
濃
度
（
マ
ク
ベ
ス
濃
度
計
）

環境条件

安定性改良型
黒100％濃度

従来型
黒100％濃度

安定改良型
階調40％濃度

従来型
階調40％濃度

図9　正帯電有機感光体の画像濃度環境特性

　 用有機感光体 多種多様 紙 印刷
対応 高速化 伴 周辺 負荷 大

特 負帯電型有機感光体 転写
帯電 逆極性 正電圧 印加

機 比較 転写電圧 高 設定
転写履歴 画像上 現 機

正極性 影響 少 感光体 要求 富
士電機 機用 下引 層 電荷発生層 電
荷輸送層 各膜中 存在 電荷 低減

各層 電荷注入性 改善 膜内 存在 正電荷
制御 正極性 影響 受 負帯電型有機

感光体 開発 今後 機 高速 長寿命化 対
応 高性能 有機感光体 開発 取 組

　進展著 印刷分野 高画質化 加
低 化 要求 強 富士電機
低下 高画質化 両立 低 消費量型有機感

光体 開発 市場 展開 進 消費量
低減 印刷用紙 搬送量 抑

有効 印刷内容 対 搬送量
抑制 高画質化 必要 1 再現性
損 弊害 持 新 材料開発
層設計 行 光放電曲線 最適 低

露光領域 高露光領域 露光後電位 確保 塗
画像領域 過剰 搬送 抑制 1
画像領域 搬送量確保 散 低

減 成功 低 消費量 高画質化
相反 項目 両立 実現

　正帯電型電子写真 負帯電型 比較
発生量 少 高品質画像 得 用
途 中心 需要 増加 同時 市場 高速
化 小型化 高信頼性 要求 高 画像品質
担 正帯電有機感光体 要求 厳

特 高信頼性 点 使用環境 変動 対
安定 画像 得 重要 課題
　富士電機 環境変動 対 画像濃度特性変動
少 有機感光体 製品化 高量子効率電荷発
生材 高移動度電荷輸送材 開発 画像濃度
特性 安定 正帯電有機感光体 開発 実現
　今後 高速化 小型化 厳 条件 中 安
定 印字品質 提供 製品 開発 進

感光体
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富士時報

　2007 年 半導体業界 BRICs 中心 活発
整備 設備投資 行 特 地球温暖化対策

関連 新 分野 市場 前
年 増 拡大 年 同時 自動車関連
環境 配慮
技術 注目 集 年 市況 下

富士電機 半導体 高耐圧 技術 特徴 顧
客 機器 高機能化 省電力化 低 化

応 製品群 提供
　産業用 分野 低損失化 達成
第 5世代 IGBT 市場要求 沿 系列拡大
図 RoHS 規制 展開 従 装置

付 低減 方向 要求 一 解決
策 制御基板 接触
構造 製品化 引 続 小型化要求 高放熱
絶縁基板 新規開発 採用 600V/300A 6

素子入 製品化 大容量 向
3.3 kV 低損失 素子 開発 新
用電力変換装置 適用拡大 期待

高性能化 第 6世代 IGBT技術 発表 今後 製品
化 向 開発 進
　電源用 IC 富士電機独自 低 抵抗
三次元 TLPM Trench Lateral Power 
MOSFET 適用 世界 初 低 抵抗双方
向MOSFET 内蔵 保護
IC 量産化 携帯電話 薄型化
貢献 年々厳 低待機電力 要求

低減 要求 応 500V 耐圧 起動
回路 各種保護機能 内蔵 高機能 PWM電源 IC 消
費電流削減 短絡保護回路 内蔵 新擬似共振 IC
従来品 比 約 20% 小型化 図 第 3世代
電源 多 新製品 開発
　電源用 製品 放射

損失 改善 従来比 18%
低 抵抗化 使 両立 新型MOSFET
SuperFAP-E3 開発 順電圧 逆回復時間

大幅 改善 電源 高効率化 貢献
600V 低損失高速 SuperLLD3 開発

二次側整流用 SBD 系列拡大 行
　 放送 普及 伴 薄型 HD
High Definition 化 需要拡大 進 合

価格競争 激 用
IC 従来比 30% 小型化 実現

第 5世代 IC 開発 新開発 250V 保証 SOI
適用 IC 開発 行 HD

化 低 化 貢献 薄型 電源部 使用
M-Power

高機能 待機電力 削減 M-Power3 開発 行
低電力 削減 可能
　自動車電装用途向 注目

両面冷却 高放熱構造 小型 高
信頼性 発表 対応 表面電極

接合 対応 電極 IGBT/FWD
開発 同時 IGBT
IC 製品化 効率 保護性能 達成
提案 用途 省 向

高精度制御 求 圧力 採
用 増大 対応
式 小型 高圧力 製品化 分野
低燃費化 向 個別電子制御

拡大
信頼性向上 図 電磁妨害 電磁感受性 高

低放射 用素子 製品化
　以上 市場 求 製品 開発 進

次世代 要求 応 技術開発 進
理論限界 近 技術 中 一層 低損失
化 低 化 小型化 高信頼化 低 化 適用用
途 拡大 進 材料 回路

解析 試験 技術革新 図
　今後 引 続 富士電機 半導体製品 特徴 技術
生 顧客起点 環境対応 含
多様化 顧客 迅速 対応 所存

半導体

半導体
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　「U4シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール

　新6in1 7in1 IGBTモジュール「M645」

　3.3kV IGBTモジュール

図１　「U4シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール

図2　IGBTモジュール「M645」

140mm

190mm

図3　3.3kV IGBTモジュール

　 富士電機 最新
U4 IGBT 搭載 最新

1,200V/225 450A 3 型式 系列化
製品 最新 IGBT搭載 世界最高 低損失

RoHS 指令 完全対応 実現 顧客
容易 工夫 製品 制御端

子 制御用 基板 電気的接続 反発
力 利用 行 工夫
従来製品 付 結線 必要
顧客 組立工数低減 可能
電気的接続 振動 長期信頼

性 確保 課題
材質選定 巻 数 最適化 解決 安定
性 実現

　近年 電力変換装置 使用  
小型化 低価格化 求 要求  

対 富士電機 厚銅 DBC基板 搭載 従来 M 
637 同等 約 1.5 倍 定格容量 可能  
IGBT M645 製品化 化
制御端子 採用 取扱 容易 大
容量化 必要 廉価版 要求 通常DBC基板 採
用 機種 用意 主 特徴 次
（1）　定格電圧 電流
 7 in1 600V/200A 厚銅 DBC基板
 6 in1 600V/300A 1,200V/150A 厚銅 DBC基板
 7 in1 600V/150A 200A 1,200V/75A 100A 通常
DBC基板

（2）　小型化 従来 2in1 使用時 比 約 20%

　3.3 kV 以上 高耐圧 大容量 IGBT 市場
設備 世界的 拡大 伴 拡大

　富士電機 1.2 kV 耐圧 1.7 kV 耐圧
大容量 開発 行 今回 富

士電機最新 設計 製造技術
3.3 kV 耐圧 発展 性能 優 3.3 kV
耐圧 1.2 kA電流定格 持 IGBT 開発
IGBT 富士電機 U IGBT 適用 低損失化
図 150℃ 最大動作温度 十分

耐量 良好 特性 達成
AlN絶縁基板 AlSiC 採用 信頼性 高

低熱抵抗 達成 絶縁設計 最適化 構成材料
選定 十分 絶縁性能 達成

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.393-396

関連論文：富士時報 2007.6 p.397-401
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　第3世代マイクロ電源「FB6832J」

2.40mm

2
.4
0
m
m

1
.0
0
m
m

　リチウムイオンバッテリー保護 IC「FA3931CBシリーズ」

　600V低損失高速ダイオード「SuperLLD3シリーズ」

図4　第3世代マイクロ電源「FB6832J」

図5　リチウムイオンバッテリー保護 IC「FA3931CB」

図6　600V低損失高速ダイオード「SuperLLD3シリーズ」

　第 3 世代 電源 FB6832J 開発
上部 制御 IC 載 2.4mm × 2.4mm

超小型 出力
MOSFET 内蔵 同期整流方式 採用
高効率 低消費電流 実現 特徴 次
（1）　 内蔵
（2）　小型 薄型 2.4mm ×
2.4mm 高 1.0mm

（3）　高効率 90% 最大

（4）　低消費電流 15 A 無負荷時
（5）　保護回路内蔵 低電圧誤動作防止
過電流保護 過熱保護

（6）　 用 同期整流側 MOSFET 内蔵
（7）　固定出力電圧 出力検出抵抗内蔵

　携帯機器 電源 薄型
化 求 中 制御回路 MOSFET 一体
化 業界最小面積 保護 IC
FA3931CB 製品化 WL-CSP Wafer 
Level-Chip Size Package 採用 業界最小
面積 2.4mm2 実現 電池 薄型化 小

型化 最適 一体化 制御回路 過充電 過
放電 充電過電流 放電過電流 短絡過電流

保護 MOSFET 低
抵抗 TLPM Trench Lateral Power MOSFET
技術 採用 抵抗 43mΩ 標準
実現

　 用途 使用 電源 高周
波化 高効率化 進 中 大容量電源
高調波対策 力率改善 PFC 回路 搭載

PFC 回路 使用 高速
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect 

Transistor 損失低減 電源 効率向上 重要課題

　今回 逆回復時間 rr 従来品 対 30% 高速化
同時 順電圧 F 20% 低減 600V/8 20A
低損失高速 SuperLLD3 開発
製品化 SuperLLD3 適用

MOSFET 損失低減 可能 PFC 回路全体
温度低減 効率 期待

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.424-427

関連論文：富士時報 2007.6 p.416-419

関連論文：富士時報 2007.6 p.428-431
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　マルチチップパワーデバイス「M-Power3シリーズ」

　第5世代PDPアドレスドライバ IC

　250V保証SOI デバイス・プロセス技術

図7　マルチチップパワーデバイス「M-Power3」

図8　PDPアドレスドライバ IC「SFCE3276K」
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図9　250V保証横型 IGBTのオフ耐圧特性

　富士電機 高効率 低 独自 複合発
振型電流共振電源 開発 専用 M-Power2

製品化 好評 得 今回 方
式 動作 組 合 共振 電
源 開発 専用 M-Power3
開発 制御 IC 起動回路 待機機能 内

蔵 部品点数削減 可能 外付 起動回路
待機専用電源 不要 特徴 次
（1）　良好 特性 ＋－ 3%
　 二次側D-D 削減可能
（2）　効率 90%以上 小型 薄型電源 最適
（3）　待機性能 入力電力 1W以下 0.5W出力時
（4） 　製品系列 500V/0.38Ω 500V/0.6Ω 2 機種 開
発

　PDP Plasma Display Panel 液晶 競
争 激 PDP 一 PDP

IC 低 化 高機能化
求 背景 富士電機
新 第 5 世代 PDP IC 技術 開発
SFCE3276K 製品化 製品 新規

適用 従来 比 30% 小
型化 達成 製品 主 特徴 次
（1）　絶対最大定格 4V /90V 高圧部
（2）　出力電流 －50mA /＋40mA
（3）　最大動作周波数 120MHz
（4）　入力 小振幅差動信号
（5）　出力数 256 出力

　 合 SOI Silicon On Insulator 基板
技術 組 合 SOI 方式誘電体分離技術 高耐

圧 IC 分離技術 積極的 技術開発 進
富士電機 SOI 方式誘電体分離技術 SOI

基板上 高耐圧横型 IGBT 開発 1990 年代前半 開
始 1998 年 技術 採用 PDP

IC 量産化 世界 初 成功 技術
開発 継続的 進 2007 年 8 SOI
0.6 m 採用 250V 保証 SOI
技術 開始 高耐圧

横型 IGBT以外 横型NMOS 横型厚膜
PMOS 横型 含 各
耐圧 実力値 300V 備 250V 印加

動作時 破壊耐量 確保

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.445-448

関連論文：富士時報 2007.6 p.449-452
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　多機能低待機電力PWM電源 IC「FA5553/5547シリーズ」

　擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571シリーズ」

　ハイブリッド車用めっきチップ

図10　多機能低待機電力PWM電源 IC

図11　擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571N」

熱

熱

パワー素子 はんだ接合部

放熱板 冷却チューブ

図12　IGBTチップと両面冷却モジュールの断面図

　低待機電力対応機能 強化 各種機器 最適 保
護機能 強化 8 PWM電源 IC
FA5553/5547 開発
　待機時消費電力低減 500V 耐圧 起動回路 有
待機時 負荷 応 動作周波数 下 過負荷

補正 損失低減 行 次 保護
機能 IC 内蔵 従来機種 比 外付 部品
点数 低減 可能
（1）　外部 方式過熱保護 共通機能
（2）　低AC入力電圧保護
（3）　 負荷電流 対応 過負荷 電流制限 保護
　上記（2）（3） FA5547 特徴的 機能
　 SOP-8 DIP-8

　軽負荷時 低待機電力化 実現 擬似共振型
電源 IC FA5571 新規開発

　30V 耐圧 CMOS 500V 起動素子 採用
IC 低消費電流化 電源 部品点数 削減
可能 他 特徴 次

（1）　 電流制御方式電流 擬似共振制御
（2）　最大周波数制限機能内蔵 標準 120 kHz 制限
（3） 　軽負荷時間欠動作 FA5571/5572 周波数低減
動作 FA5573/5574 損失 低減

（4） 　過負荷時遮断機能内蔵 FA5571/5573
FA5572/5574

（5）　 過電圧遮断回路内蔵 ZCD端子検出
（6）　SOP-8 DIP-8 系列化中 用意

　地球温暖化防止策 一環 期待  
車 普及 高出力化 小型化 必須

PCU
使 IGBT 高電流
密度化 両面冷却構造 適合 電極構造 要求
　 開発 IGBT 構造 1,200V 用-FS

型 IGBT 技術
応用 改良 加 電流密度 従来 産業用 比
1.6 倍 高 電極構造 表

面 電極 上面 膜 技術
形成 自動車用途 必要 高信頼性 確保

設計 行 製品化 IGBT
乗用車 LEXUS LS600h LEXUS LS600hL

搭載

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.436-440

関連論文：富士時報 2007.6 p.385-387

FA5553シリーズ（DIP）

FA5553シリーズ（SOP） FA5547シリーズ（SOP）
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　自動車用ワンチップイグナイタ

　ハイブリッド車用 IGBT駆動 IC「Fi007」

　車載用高圧力センサセル

図13　自動車用ワンチップイグナイタ

図14　ハイブリッド車用 IGBT駆動 IC「Fi007」

　環境問題 安全性 快適性 省 対応
自動車 搭載 部品 多 電子化

電子部品 放射 発生 電磁
妨害 影響 受 電磁感受性 問題

点火装置 用 関
対策 重要 放射 低

減 自動車用 開発 主
特徴 次
（1）　使用温度範囲 －40 ＋150℃
（2）　放射 低減
（3）　電流制限機能 過熱検出機能
（4）　高信頼性

　環境保護 対 意識 高 価格 高騰
背景 電気 併用

車 需要 急増
　富士電機 車 電力変換

用 IGBT駆動用 開発 IC Fi007
量産 開始 製品 IGBT 駆動用 15V 系

保護機能 過熱 過電流 電源電圧低下
遮断 化 IGBT 安定動作 異

常時 焼損回避 小型化 貢献
SSOP20 鉛 対応 175℃放

置 耐 高 信頼性耐量 確
保

　民生用 自動車用 省 対
応 伴 制御 高精度化 目的 冷
媒圧制御用 圧力 圧力 切
替 今回上記 要求 対応 CMOS

EPROM 用 式高圧
力 開発 主 特徴 次
（1）　圧力 /出力電圧範囲 5MPaG/0.5 4.5 V
（2）　絶対最大圧力 10MPa
（3）　対応媒体 空気 冷媒HFC134a
　
（4）　出力誤差精度 1.5%F.S. 以下 25℃
（5）　EMI 耐性 100V/m 1 1,000MHz
（6） 　EMC耐性 JASOD00-87 ISO11452-2 ISO7637 準拠 

半導体

図15　車載用高圧力センサセル

関連論文：富士時報 2007.6 p.410-412

関連論文：富士時報 2007.6 p.406-409
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　軽イオン照射などの格子欠陥導入および制御技術

1013

1012

1014

1015

キ
ャ
リ
ヤ
濃
度
（
/c
m
3
） 酸素拡散あり

酸素拡散なし

距離（　m）
604020 80

　20V横型トレンチMOSFETデバイス技術

　高温モジュールパッケージ技術

図16　ヘリウムイオン照射後のキャリヤ濃度の比較

図17　双方向TLPMの断面 TEM像

（a）SEM像

750　m

750　m

（b）結晶方位

001 100

110

図18　鉛フリーはんだ結晶方位分析結果

　半導体素子 高速化 低損失化 低 化 伴
高速化 化 強 求

　 要求 対 富士電機 軽
照射 格子欠陥制御技術 開発 技術
開発 基板 導入 格子欠陥 物性把握
重要 例 基板中 酸素濃度 制御
軽 照射 生 濃度 広 抵

抗測定 低下 抑制 判明
素子 導通時 時 損失特性

改善 可能 今後 一層 特性向上 目指
技術 適用技術 開発 進 設

計 技術 高度化 図 予定

　 電池保護 IC 用 MOSFET
内部 素子 形成 双方向 低 抵抗
横型 MOSFET TLPM 開発

　 構造 中心 左右対称 折
返 双方向構造 従来 構造 対
側面 形成 縦構造
縮小 低 抵抗 実現
電池保護 IC 業界初 充放電 MOS

内蔵 WL-CSP Wafer Level-Chip Size 
Package 採用 業界最小 1.6mm ×
1.6mm 実現 主 双方向
TLPM 特性 次
（1）　 on ＝ 12mΩ mm2 GS ＝ 3.7V /25V
（2）　ESD耐量＞HBM Human Body Model ＋－ 5,000V

　 産業用途 主 最近
車 制御 使用 始 大容

量化 小型化 今 以上 求
要求 半導体 温度上昇 樹脂

接着強度低下 接合層劣化 招 長期信頼性
課題 一方 自体 高温動作可能 SiC

GaN 開発 進 耐熱性向上
重要 技術

技術課題 対 高温域 組織変化 少
FEM解析 熱膨張 最適化 耐熱性封止樹

脂 開発 行 結晶分析 従来 SEM観
察 加 EBSP Electron Backscatter Patterns 後方散
乱電子回析像 使用 高温域 結晶粒 安定
鉛 開発 行

半導体
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　鉛フリーはんだを用いた IGBT製品の寿命予測技術

SnAgIn はんだ

クラック

クラック

DCB基板裏面
銅はく DCB基板裏面

銅はく
CuSn合金CuSn合金

SnAg合金

SnAgはんだ

　トレンチ IGBTの解析技術

　SiC デバイス・プロセス技術

図19　はんだ材破壊箇所微細組織観察結果

トレンチ
欠損

図20　OBIRCH法による不良解析結果と断面 FIB 像

　富士電機 2005 年 鉛 用 IGBT
販売 最近

車用途 使用 始 高信頼性 求 市
場実績 鉛 鉛 変更
伴 製品設計 行 際 信頼性寿命予測精度向上 必

要 技術課題 対 ①製品
材破壊箇所 微細組織観察 破壊 明確化
② 材 接合層 疲労寿命測定 材
料物性 取得 ③製品使用時 発生応力 測
定 実施 FEM解析 鉛

用 IGBT 製品 寿命予測 可能
技術 用 要求寿命 対 適切

製品設計 可能

　 品質向上 不良原因 可視化 技
術 迅速 的確 改善 重要 今回

IGBT 不良箇所 裏面OBIRCH 光加熱
抵抗変動 法 用 検出 収束 FIB
装置 用 解析 方法 開発
方法 用 欠損
間 電流 推測 解析
裏面 赤外 入射 箇所 OBIRCH 法
数 m 絞 込 箇所近傍

後 FIB 断面観察 行 欠損
原因 可視化 間 異常

異常 関 方法 発光解
析法 適用 箇所 特定 異常原因 可視化

行

　Si 比 約 3 倍 伴 約
10 倍 破壊電界強度 有 SiC 優 材料特性 着
目 次世代 U溝構造MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
開発 行 U溝形成 高品質

技術 向上 大電流化 周辺
耐圧構造 改良 図 示 良好 素子耐圧特
性 得
　今後 欠陥 一層 削減 素子 大面積化
U溝形成 改良 移動度向上

MOSFET 最適設計 低 抵抗化 図
U溝構造MOSFET 大電流化 進

半導体
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図21　U溝構造MOSFETの耐圧特性



　新年明

　富士電機 株式会社 客様 最大

満足 提供 企業 目指 快適商空間 創造

自動販売機関連 関連

関連 通貨機器関連 製品 提供

　 製品

品質 省 環境保護

持続可能 社会 実現 客様 通

良 社会 構築 一員 技術力 向上 製品 開発

注力

　業界 持 自動販売機 国内市場

成熟 量 質 転換 推進

当社 自動販売機 客様商品 進化 小売 手段

機能 品質 価格

最高 評価 多 課題解決

取 組 業界 地位 一層強固

考 一方 自動販売機 製造 販売

環境対応 要求 応 必要

自動販売機 化技術

技術 環境対応 省 技術 開発 進

製品 資源採取 製造 実

運用 廃棄 至 自動販売機 全生涯 開示 仕

組 業界 初 作 環境 取

得 環境対応 加 客様 商品

取 扱 多種多様 商品 扱 際 安全性

配慮 製品 開発

　 分野 当社 STPP

店舗 設計 内装 設備 施工 保守 至

総合的 商空間 提案

分野 環境対応 同時 利便性

追求 快適 商空間 提供 開発 進

空調 店舗

総合的 省 低減 図 製

品 提案 店舗建設 経済性 資源 有効利

用 R-CUBE

製品 提案 採用 広

　通貨機器関連分野 非接触 IC 携帯電話

用 電子 今後 大 拡大 思

機器 普及 伴 利便性 追求

同時 安全 信頼性 高 技術 要求 電子

当社 培 技術

決済 技術 通信技術 活用 共

用 決済端末機器 付随 開発 製品

展開 進

　以上 事業分野 近況 2008 年 抱負 述

代表

当社 各事業分野 幅広 製品 使用

社内 注力

今後 面 客様 期待 応

本業 通 社会 貢献 企業 目指

　本年 願 申 上

快適商空間の創造を目指して

宮崎　建男 　

富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役社長
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　当部門 快適商空間 創造 飲
料 食品 流通 小売 現場 決済 関連 機
器 提供 事業 展開
　富士電機 商空間 利用者 参加者 生活
者 応 小売 分野 関連 顧客
販売力 強化 経費 削減 新
事業展開 可能 商品 技術 開発 進

　自動販売機 分野 地球温暖化防止 環境負荷低減
図 機器 開発 進 富士電機 地球温

暖化係数 1 非常 小 自然冷媒 CO2 使用
自動販売機 化 CO2

特徴 生 大幅 省 実現
加熱式 自動販売機 開発 自動販売機

研究 進 成果
業界他社 先駆 環境 認証 取

得 自動販売機 環境影響低減 動
他 自動

販売機 富士電機 初 提案 災害救援型自動販売機
設置 広 自動販売機 社会的役割

再認識 兆
　一方 多様化 生活者 合 設置場
所 合 多様 形状 幅広 商品 販売
顧客 強 要望 応 販売商品 組合 自
由度 高 食品自動販売機 小規模 効率的
運用 超小型 自動販売機 開発
携帯電話 電子 組 合
自動販売機 利用 活性化 仕組 開発 進
　 機器 分野 近年消費 増大

動向 合 日本 好
式 業務向
向 開発

　通貨 機器 分野 経済成長 著 中国
自動決済機器 拡大 中国紙幣 識別装置 開発

払出 確実化 応 硬貨識別装置 国
内 自動販売機以外 市場向 機器 開発 行 同

時 紙幣 硬貨 識別性能向上 技術開発 継続
的 進
　一方 交通系 電子 小額

Felica 技術 非接触 IC 携帯電話
機 利用 急速 広 富士電機 続々 運
用 開始 多種 1台 端末
決済 共用決済端末機 共用 機能 開発

利用者 店舗 利便性 向上
一層 普及拡大 推進 今後電子

連携 各種
拡大 期待

　店舗設備機器 分野 商流 川
下 川上 事業拡大 進 商流 川下

主要顧客
小売市場 縮小 伸 悩 影響

食 安心 安全 鮮度 品質 追求 同時 店
舗運営 低減 環境負荷低減 店舗 省

取 組 富士電機
冷熱設備 中心 建物 含
STPP Store Total Plan & Produce 顧客 要請
応 含 商業

施設分野 R-CUBE
多角的 行 川上 配送

設備 培 冷熱技術 空調
総合的 力 積極的

受注活動 行
　京都議定書 約束期間 初年 2008 年 迎

方式 缶 飲料自動販売機 省
目標 強化 式 乳飲料 自

動販売機 対象 拡大 店舗 流通施設
総合的 省 合理化 対 強 要望
今後 顧客 利用者 社会 富士電

機 持 総合力 生 技術開発 製品開発 進 環
境 人 優 商品作 快適 商空間創 努

所存

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
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　「エコリーフ環境ラベル」認証の取得

　缶飲料自動販売機「Jシリーズ」

　ペーパーレス抽出機搭載超小型カップ式自動販売機

図１　エコリーフ環境ラベル貼付の缶飲料自動販売機

図2　缶飲料自動販売機2008年機「Jシリーズ」

図3　超小型カップ式自動販売機「FM200」

　近年 層保護 温暖化防止 地球環境保護
動 世界規模 広 環境
従前 製品 実運用 省 方

製品 資源採取 製造 実運用 廃
棄 至 全生涯 環境負荷 一定 手順
化 情報 公 開示 社団法人産業環

境管理協会 認証 製品 付与
今回 富士電機 先導 自動販売機 対応 働
新 認証 運用 確立 業界 先
駆 缶飲料自動販売機 環境 取得
実現 貼付 自
動販売機 総合的 見地 地球環境 配慮
訴求 自動販売機 社会的価値 向上

期待

　富士電機 缶飲料自動販売機 標準機
J 開発 客様

使 追求 立場 作
徹底的 追求 新 主 特徴

次
（1）　販売商品 購入 客様 使

追求 販売商品 取出 性 大幅 向上
商品取出口 化 実現

（2）　部品 標準化 機種構成 統合 部品点数削
減 設計 実施

（3）　販売機構 制御 一新 操作性 優 新
規 採用 自動販売機
作業 実感 製品 提供

　近年 小規模 市場 中心
安 自動販売機 高
今回 踏 小型 簡

単 本 式自動販売機
完成 主 特徴 次
（1）　微細金属 開発 抽出効率
高 香 高 提供

化 実現 廃棄 量 低
減

（2）　原料容器 販売機構 操作
性 大幅 向上 基本部品 新規開発
最適配置 他社比 1.5 倍 原料収容量 実現

（3）　接液部品 抽出機 容器
脱着 洗浄 容易 味 劣化 防止

自動販売機
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　マルチパーパス自動販売機

　食品マルチ自動販売機

　N700系新幹線車両に搭載の缶飲料自動販売機

図4　マルチパーパス自動販売機

図5　食品マルチ自動販売機「FFY248」

図6　N700系新幹線車両デッキに搭載の自動販売機

　従来 汎用自動販売機 容積 小 商品 収容効
率 悪 搬出 安定 問題 対応

商品群 存在 今回 小 商品
大 商品 対応可能 新型

自動販売機 開発
　主 特徴 次
（1）　収容 可変 販売商品 直接展示 商品

満載感 演出 新 式
（2）　自動開閉式 片手 商品 取出 可能 指挟

防止機能搭載 安全 配慮 客様 優
商品取出口扉

（3）　先入 先出 方式 商品管理
方式

　従来 自動販売機 飲料 食品 対象
販売商品 形 合 搬出機構 持 専用機

今回 限 缶
清涼飲料 食品

商品 1台 販売 食品
自動販売機 開発

　主 特徴 次
（1）　3連結 可能 式搬出機構 飲料 食品

商品 販売
（2）　庫内 販売商品 合 全体強冷 全体弱冷

断熱仕切 2室 強冷 保冷 設定
（3）　新 機構式大型 搭載 形 崩

商品 取出口 優 搬送

　2007 年 7 月 1日 営業 開始 N700 系新幹線車両
搭載 缶飲料自動販売機 開発 主 特徴

次
（1）　新幹線車両 搭載 自動販売機専用 電装品
自動販売機内 収 設計

（2）　新幹線車両
（3）　走行中 振動 対応 耐振動設計
（4）　4連 搭載 軽量化 省
設計

（5）　鉄道車両用材料燃焼試験 適合 材料 使用
安全設計

（6）　特殊 鉄道用電源 対応

自動販売機
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自動販売機

　コーヒー&パウダーディスペンサー

フードサービス機器

　自動販売機制御の新プラットフォーム

　ドリップ式コーヒーディスペンサー

図7　新プラットフォームの主制御ユニット

図8　コーヒーディスペンサー「DRIP2500X」

図9　コーヒー＆パウダーディスペンサー「FCMD32」

　近年 電子 普及 自動販売機 IT化
対応 強 求 今回 電子

付加価値要求 容易 対応可能 缶
各種 自動販売機 適用 可能 制御

新 開発 主 特徴 次

（1）　共通 化 各種自動販売機 共通 対
応可能 開発効率 向上 図

（2）　自動販売機専用 搭載 専用 開発
小型化 実現

（3）　各種 搭載 自動販売機内通信
RS-232C USB 搭載 将来 拡張性
富

　外食産業向 機材
用 主体 今後伸 予想

式 全自動抽出 式
開発 主 特徴 次

（1）　 式減圧抽出 透明感 香 豊
抽出

（2）　 常 新鮮 安定 味 提供
（3）　原料量 蒸 時間 湯量 温度 4種類 抽出量
最大 2L 抽出 自動設定

（4）　 営業終了後 洗剤洗浄 全自動
（5）　清掃時 抽出時 誤操作 作動 安全設計
（6）　幅 600mm 設計
（7）　 設置 清潔感

　外食産業
一般化 清涼飲料 紅茶
提供 機材 並

機材 単機能
整理 求 中

飲料 1台 提供 機材 開発
（1）　2台分 機能 横幅約半分 実現
（2）　2種類 3種類 組合 最大
20 種類 商品提供 可能

（3）　新 味
抽出

（4）　集中 採用 消費者 分 高
（5）　 性 清掃性 向上 清潔性 高
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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

　中国向け紙幣識別装置

　レジャーホール向け紙幣搬送システム

図１0　自動販売機搭載用硬貨識別装置「FMVT451H」

図１1　中国向け紙幣識別装置「BVM42MD1CN」

図１2　紙弊搬送システムに搭載する島端収納金庫「TSB700」

　近年 駐車場 料金精算機 証明写真撮影機 自動
販売機以外 用途 自動販売機搭載用硬貨識別装置

搭載 増 理由 屋外
設置 耐 得 環境性能 安価

業界 入出金 関 自動販売機以上
性能 求 要望 応 新型

開発 特徴 次
（1）　全 銭筒 払出 確認 装備 業界初
（2）　払出 確認 制御 未払 過払

検知 停止 完全 履歴
残 継続動作 4 備

（3）　 部 FMVT
信頼性 取扱 性向上 踏襲

　北京 上海万国博覧会 開催 中国
今後自動販売機市場 拡大 期待 富士電機
大連富士冰山自動販売機有限公司 足 中国
通貨機器事業 展開 計画 今回中国紙幣 対応
紙幣識別装置 開発 特徴 次

（1）　通信仕様 MDB/IPC 規格 準拠
（2）　中国紙幣 4金種 1元 5元 10 元 20 元 新旧 10 
券種 対応 新鑑別 採用

（3）　紙幣幅 合 自動幅調整機構付 搬送通路
駆動 新 制御 安定搬送 実現

（4）　紙幣 収納枚数 標準 200 枚 加 500 枚
用意

（5）　故障 内容 分 7 LED
表示

　富士電機 十数年 島内紙幣搬送
展開 内 主力機器 市場
認知 今回 市場 変化 受
高信頼性化 向上 図

開発 行 主 特徴 次

（1）　信頼性 高 方式 新開発
採用 紙幣搬送時 信頼性 性 大幅
向上

（2）　新開発 島端 4金種識別機能付 混合収納金庫 搭載
幅 343 ×高 555 ×奥行 295 mm

550 枚 官封券 高収納枚数 実現
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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

　1ドア冷凍リーチインショーケース

　CVS向け超薄型多段ショーケース

図１4　1ドア冷凍リーチインショーケース

図１5　CVS向け超薄型多段ショーケース「EFT35シリーズ」

　近年 業界 地球温暖化防止
CO2 排出量 削減 食品 安全 密接 関係

高鮮度管理 取組 今 以上 重要視
市場 受 今

回 新型 冷蔵多段 開発
主 特徴 次

（1）　 制御測定点 増加 2点 3点 推論
精度 向上 1日 2 回 従来 1
日 3回 運転 実現 生鮮食品

抑制 高鮮度管理 実現
（2）　 回数 削減 冷
凍機 消費電力量 削減

　近年
刻々 変化 商品 対応 限

売 場面積 販売効率向上 重要
市場 対応 1 冷凍

開発 主 特徴 次
（1）　横幅寸法 715mm 業界

狭小 設置環境 対応可能
（2）　新規開発 小型高効率 搭載 冷却構
造部品 占有比率 縮小 業界 庫内容
積 冷却性能 両立 実現

（3）　除霜方式 式 方式 採用
除霜時間短縮 商品 軽減

時間短縮 省 実現

　 CVS 店舗数 飽和 他業
種 深夜営業 進出 売上 伸 悩

各 CVS 新商品開発 売上 増加
店舗運営 化 重要 課題

対応 超薄型多段
EFT35 開発 主 特徴 次

（1）　 化 開口寸法 50mm 奥
行寸法 20mm拡大 商品 展示性 向上 顧
客 訴求効果 高

（2）　高出力DC 採用 従来機 対
消費電力 約 40%削減

（3）　 飲料販売用棚板 質量 約 20%削減 棚割
変更時 棚位置変更作業 省力化 図

図１3　新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケース
　　　　「RFA55FF」



　新年明

　富士電機 株式会社 富士電機

研究開発会社 設立 4年 過

間 事業会社 直結 開発 新事業 結 研

究 全体 基盤 共通技術 機

能 富士電機 発展 貢献

　2007 年 振 返 富士電機 株式会

社 太陽電池事業立上 時 量産技術 改善 取 組

酸形燃料電池 事業化 向 開発 進

分野 生産技術分

野 分野 非接触 IC 分野

成果 上 一方 事業 研究

開発 一体化 強化 半導体技術 磁気記録

媒体技術 研究開発 半導体研究所

研究所 機能 富士電機

株式会社 移管 将来技術 対

維持 先端 研究所 新設

分野別 構築 推進

基盤技術 機能 強化 EMC技術

事業会社 技術支援 行

　2008 年 富士電機 現中期経営計画 最終年

度 入 当社 研究開発会社 次期中期経営

計画 向 技術蓄積 行 年 位置

研究開発 確実 成果 得 選定 始

研究開発 重要 従来

強化 変革 研究開発効率 向上

目指 社外 研究機関 共同研究

積極的 取 組

考 研究者 柔軟 発想 研究開発 活性化

重要 課題 位置 研究開発 人材

重要 要素 国内外 大学 派遣

技術者 採用 積極的 行 研究開発者 質 層 充

実

　具体的 固体高分子形燃料電池 高信

頼化 型太陽電池 高効率化

方式有機EL 開発 特徴 研究開発 加

速 材料分野 基礎研究 重視

強化 社会 中長期的

視野 立 抽出 研究開発 取 組

技術 見 MEMS 半導体 融合技術

環境技術 分析 評価技術 技術

特徴 取 組 事業 貢献

　事業会社 直結 研究開発 事業 成

否 大 事業会社 一体 研究開

発 取 組 成果 市場展開

各事業会社 通 社会 貢献 目指

　富士電機 株式会社

技術 社会 貢献 技術 持

専門技術者集団 次期中期経営計画 向 技術蓄

積 内 発揮 基

盤 共通技術 機能 強化 技術 水平

展開 基本 中長期的 基礎 積極的

取 組 差別化技術 富士電機 貢献 所存

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 　

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
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富士時報

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

　富士電機 株式会社 富士電
機 研究開発専門会社 差別化 新商
品 新事業 結 研究開発 全体
基盤 共通技術 強化 基礎研究 将来技術 蓄積
行
　電子 分野 有機EL

表示 適 色変換方式 CCM 採用 2.8 型
QVGA 320 × 240 画素 駆動
有機 EL 開発 携帯機器
用 電源 従来 大幅 小型化
可能 磁気飽和特性 優 新 開

発 次世代型太陽電池 微結晶 c-Si
材料 層 適用 高効率化 開発 進
　 分野 瞬時電圧低下 瞬
低 停電 重要負荷 保護 高圧瞬低対策装置

99.6% 以上 効率 装置 実現
PM 永久磁石型同期電動機 小型化
化 可能 制御技術 汎用

PLC 実行可能
低 振動抑制技術 開発 用

IGBT 伝導 従来比最大約
13 dB 低減 IGBT 開発
　環境 分野 家庭用燃料電池発電

起動停止時 生 電池劣化 主要因 解明
起動停止時 電池 性能低下 大幅 低減 技術

開発 酸形燃料電池 防災用非常電源 燃料
電池 認可 対応 消防法 対応 独立給
電機能付 燃料電池発電 開発 水
素供給機能付燃料電池 開発 夜間 休日 需要 少

水素 発生 電力需要 応 柔
軟 運用 行 可能 発酵

下水汚泥 高速 高分解率 発酵
回収 研究 推進 将来技術

超高温 炉 技術開発 進
　 分野 超伝導 冷
却用 冷凍機 従来比容積 25%減

冷凍出力 35%増 小型 高性能機 開発 直接挿入
型 分析計 従来 塩化水素濃度測定 加
水分濃度 同時 計測 技術 開発
MEMS Micro Electro Mechanical Systems 技術 利用
高感度 振動 角速度 開発 進

　情報 通信制御分野 機器組込 品
質 生産性 向上 開発 再定義

改善 化 再利
用効率向上 取組 推進

適用 無線 低
消費電力動作技術 開発 無線 電池駆動化
実現 製造現場 品質分析改善 支援 品質

開発 完了 板実装工場 適用評価 実施中
非接触 IC 使 非決済系

端末 変更 追加
可能 端末 連携技術 開発

　解析技術分野 半導体素子 解析技術 有効
X線三次元 高解像度化 行 画像復

元法 走査型広 抵抗顕微鏡 SSRM 半導体
中 濃度評価技術 開発 熱伝導解析技術

IGBT 組立時 管理項目 一
中 空 含 条件

熱伝導解析技術 確立
　材料技術分野 用 POL Point of Load
電源 高熱伝導 樹脂 用

配線板 中 電子部品 埋 込 技術 開発 , 実
装面積 従来比 50% 低減
　生産技術分野 蒸気 異種材料
狭開先溶接技術 長 従来 1/3 1/4
0.5mm 集中性 大幅 向上
短納期化 低 化 可能 電気
理論的解明 高速 高品質化 取 組 貫通穴
有 基板 膜厚均一性 高速成膜 従来比 3

倍以上 両立 技術 開発
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　フィルム型太陽電池の微結晶シリコンによる高効率化

2.5　m

50　m

入射光
透明電極

トップセル
（a-Si）

金属電極

金属電極

フィルム基板

プラズマCVD装置ボトムセル
（　c-Si）

（a）a-Si/　c-Si
太陽電池構造

（b）　c-Si 成膜用
プラズマCVD装置

p

p

i

i

n

n

　AM駆動有機ELディスプレイ

　有機半導体デバイス

図１　次世代型太陽電池の構造および成膜装置

図2　2.8 型 QVGA-AM駆動有機ELディスプレイの画像

ペンタセン

ソース（Au） ドレイン（Au）

Ta2O5
ゲート（Ta）
ガラス基板

ド
レ
イ
ン
電
流
（
A
）

ゲート電圧（V）

10－8

10－9

10－10

10－7
10－6
10－5
10－4
10－3
10－2

SPM処理あり

（a）構造 （b）電流 -電圧特性

チャネル幅＝1mm
チャネル長＝3　m
ドレイン電圧=－6V

0 5－5

SPM処理なし

図3　有機トランジスタ

　富士電機 商品化 型 太陽
電池 軽量 特徴 有 長波長光
短波長光 吸収 発電層 成 光
有効 利用 構造
　前記 特徴 生 高効率次世代型太陽電池 目標変
換効率 12% 長波長光 対 光電変換効率
高 微結晶 c-Si 材料 層 適用
開発 進 図（a） c-Si 膜 基板上

CVD法 形成 図（b） 成膜条件 最適化
検討 結果 発電層 十分 変換効

率 得 今後 発電層
Si a-Si 層 積層化 目標変換効率 実

現 図 開発 一部 NEDO委託業務 成果

　 表示 適 色変換方式 CCM 採用
2.8 型 QVGA 320 × 240 画素
AM 駆動有機EL 開発

　CCM 青色 発光層 発光波長 吸収
緑色 赤色 変換 色変換層 用 方式 発

光層 1種類 済 大面積 作製 容易
方式 遮断 光 波長変換

発光層 出射 光 無駄 有効利用
　 開発 高効率薄膜 CCM技術 封止技術

制御技術 加 発光面積比 大
構造 実現

　今後 CCM 特徴 生 発光層 長寿命化
大面積化 進

　有機半導体 低温 作製可能
柔軟性 耐衝撃性 基板上 成膜可能

低 大面積 成膜 特徴
　富士電機 基本素子 有機

研究 活性層 用 有機
微細化 有利 構造

図（a） 電極 表面 硫酸過
酸化水素水 SPM 処理 接触抵抗 下
抵抗 大幅低減 成功 図（b）
　今後 技術 大面積

有機 特徴 生
各種 応用 検討

電子デバイス
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　高圧瞬低対策装置

　PMモータのセンサレスベクトル制御技術

　振動抑制技術のクレーンへの応用

316

240

7
1

同期電動機 誘導電動機
容量，回転数：1.5kW，3,600r/min

体積比：60%減
質量比：60%減

φ
1
8
7

φ
1
3
1

9
0

図5　同期電動機と誘導電動機の寸法比較　

目標位置

汎用PLC

最適
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振れ角

システム構成

時間

応答特性の例

0

トロリ
制御系
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制御

クレーン
システム

イン
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トロリ位置・速度

ロープ長など

ト
ロ
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速
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0

振
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図6　コンテナクレーン振れ止め制御の例

　富士電機 培 低圧UPS 技術 高速限流遮断器
技術 応用 6.6 kV 3.3 kV 系統 発生 瞬
時電圧低下 瞬低 停電 重要負荷 保護 高圧
瞬低対策装置 型式 8000H 開発 装置
系統正常時 高速 介 負荷給電 行 異常
時 蓄電池 接続 低圧 出力 400V
変圧器 昇圧 負荷 給電 系統正常時 損失
低減 導通損失 少 機械式高速 採用

低 周波数 充電制御
切 替 99.6% 以上 効率 実現

系統電圧 振幅 位相 瞬時値 使用 新
高速停電検出方式 開発 0.5ms 以内 系統 異常

検出 給電 切 替

　小型化 省 PM 永久
磁石型同期電動機 適用 進 富士電機

用途向 当社独自 V/f 制御
低価格 PM 駆動装置 提供
今回 高性能化 定格 150%以上 大

負荷 用途 急加減速用途 最適
制御 開発 特徴 次

（1）　最高周波数 400Hz 高速 駆動
小型化 化 右図参照

（2）　 型 低価格
使用 小型 高性能 商品 安 提供

（3）　 空転状態 始動 瞬時停電時 運転
継続 始動時間 0.2 秒以下

　近年 荷役 分野 世界的
自動化 高 振 止 制御 自動化技術 必

須技術 富士電機 振動抑制
技術 応用 独自 振 止 制御技
術 開発 主 特徴 次
（1）　 荷 長 移動量 応 最適 横行時
動作 自動生成

（2）　振 角 制御 残留
振 角 天候 外乱成分 抑制

（3）　手動運転 半自動運転 対応可能
　 比較的安価 汎用 PLC 実行可能

組合
期待

パワーエレクトロニクス

受電遮断器
52RS

高速スイッチ
HSW

蓄電池 変換器

バッテリー充電

PWU

変圧器
TR1

TR一次
遮断器
52C

負荷給電

（a）系統正常時の状態

負荷側遮断器
52CS

受電遮断器
52RS

高速スイッチ
HSW

蓄電池 変換器

バッテリー給電

PWU

変圧器
TR1

TR一次
遮断器
52C

（b）系統異常時の状態

負荷側遮断器
52CS

図4　高圧瞬低対策装置の電力フロー
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パワーエレクトロニクス

　防災用燃料電池（独立給電機能付）

IGBTチップ（上面エミッタ）

IGBTチップ（上面コレクタ）
C1電位

C2E1電位 E2電位
（a）低ノイズ IGBTモジュール実装模式図

（b）低ノイズ IGBTモジュールの断面図

C1端子

IGBTチップ

C2E1端子 E2端子
金属ベース
（C1電位）

金属ベース
（C2E1電位）

金属ベース
（E2電位）

絶縁基板

浮遊容量銅ベース

IGBTチップ

環境・エネルギー

　低ノイズ IGBTモジュール

　家庭用燃料電池発電システム

常用時

商用電力系統

一般負荷   消防用設備，
重要負荷

燃料電池
（ＰＡＦＣ）

排熱利用
都市ガス

非常時

商用電力系統

一般負荷   消防用設備，
重要負荷

燃料電池
（ＰＡＦＣ）

貯蔵燃料
ＬＰＧ

図7　低ノイズ IGBTモジュールの実装模式図と断面図

図8　家庭用燃料電池発電システム

図9　防災用燃料電池（独立給電機能付）

　近年 発生 伝導 問題
低 化 要求 高 伝導 発生源

装置各所 形成 浮遊容量 介 線 流
高周波漏 電流 IGBT

浮遊容量 高周波漏 電流 主要経路 一 今
回試作 低 IGBT 下 IGBT

反転 実装 高周波漏 電流 主要
経路 浮遊容量 低減 特徴 持 低
IGBT 適用 伝導

評価 同一特性 IGBT 適用 従来
比 4MHz 以下 成分 最大約

13 dB 低減効果 得 伝導 対策
容易 低 開発 可能

　富士電機 2005 年 3 月 2007 年 9 月 三重県四日市
市 鈴鹿市 実施 四日
市市 15,500 時間以上 運転時間 記録
2006 年 2 月 2007 年 3 月 九州大学 西部 株式会
社 省 性 環境性 評価 実施 商品化

課題 抽出 2005 年 10 月 社内
運転評価 開始 耐久性評価 継続
　2007 年度 起動停止 連続運転 電池 主要
劣化要因 解明 加速試験方法 開発 実施 起動停
止時 生 触媒層 担体腐食 防止 起動停止方法
開発 起動停止時 電池 性能低下
低減 連続運転時 低下率 8 V/h
1.5 V/h 目標 1 V/h 改善

　2006 年 4 月 消防法 改正 燃料電池 非常電源
常用非常用兼用 認可 今回 消防法
規定 下記 2項目 機能 満 燃料電池 開発

（1）　非常時 備蓄燃料 切 替 常時 都市
13A 燃料 非常時 装置 止

LPG 燃料 切 替 技術 確立
（2）　常用電源 停電 電圧確立 投入 所要時
間 40 秒以内 所要時間 30 秒 達成

　 非常時 独立負荷 給電 関 5秒間隔
5台 回転機 3.7 7.5 kW 直入 安定 電力
供給 確認
　2007 年度中 消防法認証制度 合格 2008 年度以降
消防法非常電源 含 防災用電源 拡販
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環境・エネルギー

　水素供給機能付燃料電池

100kWりん酸形燃料電池

改質器

改質ガス

都市ガス

改質ガス

燃料電池オフガス

水素精製装置オフガス

純水素

改質ガス
冷却器

水素精製装置オフガス

フレアスタック

改質ガス
圧縮機

PSA

水素精製装置

純水素

高圧水素
圧縮機 蓄圧器

水素ディスペンサ

CO
変成器

電池
本体

　実用超高温ガス炉技術

　下水汚泥の高速メタン発酵技術

図10　水素供給機能付燃料電池の概念図

水素製造施設

原子炉施設

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

（℃）

図11　原子炉熱設計例と米国NGNPプロジェクトの概念図

図12　メタン発酵のラボ実験装置

　 酸形燃料電池普及拡大 用途開発 水素
供給機能付燃料電池 開発 100 kW 酸形燃料電
池 圧縮機 PSA 圧力 吸着法 組 合

75kW 発電 行 7Nm3/h 水
素＊ 同時 発生 可能 日中 発電主
体 定格 100 kW 発電 行 夜間 休日 電力需要
少 水素 発生 電力需要 応 柔
軟 運用 行
　今後 技術 燃料電池自動車 水素 供給
水素 水素 必要 半導体工場
適用 期待
＊ 水素 取出 圧力 0.7MPaG 純度 99.999%

　次世代 実用原子炉 一 超高温 炉 VHTR
高効率発電以外 水素

製造 可能 世界的 実用化 向 研究
開発 推進 米国 2006 年 11 月 開始
電気 水素併給高温 炉 NGNP

General Atomics 社 設計 一員
参画 原子炉熱設計 実施 国内
日本原子力研究開発機構 共同研究 日本独自
VHTR原子炉概念 構築 進
VHTR原子炉 具体化 開発 必要 機器

例 耐熱炉心拘束機構 要素試験 開始 今
後 活動 継続 原子炉設計技術 維持 向
上 図 VHTR 実用化 目指

　下水汚泥 有効利用 望
処理速度 分解率 向上 課題

　2007 年 4 月 生 高速 発酵技術 応用
制御技術 菌 高密度化 高活性環境 維持

下水汚泥 高速 高分解率 発酵
回収 研究 開始

　初沈汚泥 生 加 実験 従来
7倍以上 高速処理 安定発酵 65% 以上 高分解
率 達成
　 分解率 低 余剰汚泥 可溶化 発酵 研究
開発 取 組 2008 年 4 月 実処理場

設置 約 1年間 実証運転 行
下水汚泥 発酵技術 確立 予定
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　小型・高性能パルスチューブ冷凍機の技術

　回転機の振動監視センサ・異常診断技術

　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

図13　小型・高性能パルスチューブ冷凍機

（a）振動センサ （b）振動波形・周波数分析画面

図14　振動センサ

受光部

発光部

制御部

吸収強度
H2Oの吸収 HCl の吸収

ガス濃度に
比例し増減

波長

図15　直接挿入型レーザ式ガス分析計

　今回 総務省委託 国家 富
士電機 超伝導 冷却用 小型 高性能

冷凍機 開発
　一般的 冷凍機 膨張部 可動部

冷凍機 他方式冷凍機
比 長寿命 低振動 開発 冷凍機 主
特徴 可動磁石型圧縮機 採用 小型 高効率
点 同軸型 膨張機 採用 小型 簡

便性 優 点 冷凍機 主 仕様 冷却温
度 65K 冷凍出力 2.5W 消費電力 100W時 質
量約 7.7 kg 容積 1.9 L 設計寿命 50,000 時間
量産 販売 現行 冷凍機 比
性能 35%増 容積 25%減 達成

　産業 駆動 大型
電動機 多 回転機 使 富士電機

回転機 予防保全 関 保全員 巡回 有
線 監視 代 RFID 振動 開発

内部 変換 回転機 振動
無線 受信機 送信 LAN 介

収集 管理 特徴 次
（1）　水平 垂直方向 軸受部 2方向 振動傾向管理

軸受 摩耗 異常診断 可能
（2）　 地盤沈下 経年変化 発生 不
釣合 軸心 変化 異常振動 診断 可能

（3）　電池駆動 敷設用配線 不要 無線
計測 環境 悪 場所 振動計測 可能

　富士電機 直接挿入型 式 分析計 2007
年 発売 ppm 塩化水素濃度 測定

塩化水素 測定 中 水分 反応
困難 水分濃度 塩化水素濃度 同時 計測

方法 望 現在 一 半導体 二
以上 濃度 検出 技術 開発中 特徴
次
（1）　半導体 吸収 範囲 拡大
複数成分 計測 従来 同 機器構成 計測可
能

（2）　可動部 信頼性 高 長期安定性 優
（3）　高速応答 2秒以下 可能
（4）　受光光量 変動 補正 機能 有 影響

受

メカトロニクス・センサ
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メカトロニクス・センサ

　電池駆動マルチホップ無線システム

回転
強制振動

ジャイロ振動

情報・通信制御

①開発プロセス改善
②

要求分析 適格性試験

コーディング

方式設計 結合試験

詳細設計 単体試験

③
品質特性表

構造分析・改造提案 

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。　　

②非機能要件の抽出

③プラットフォーム化

　高感度ジャイロセンサ

　組込みソフトウェア開発技術－開発プロセス改善

データ転送

エンドノード

スタートノード

マルチホップ無線システム

転送先ノード

送信ノード

ID

間欠周期（Ｔ）

送信待ち
時間（ｔ） パケット

送信開始 低消費電力動作方式

ID

図16　振動構造体のSEM像

図17　組込みソフトウェア開発プロセス改善への取組み

図18　低消費電力マルチホップ無線システム

　MEMS Micro Electro Mechanical Systems 技術 利
用 加速度 角速度計 物理 自動車 姿
勢制御 手 防止機能 機器 広
使用 2007 年現在 約 800 億円 市場規模

富士電機 振動 角速度
高感度化 目指 現在開発 進
　振動 微小 振動体 回転 加
発生 力 回転速 測定
高度 振動制御技術 回路技術 要求

図 示 構造体 振動 基礎 振動 測定
加振制御 解析 SOI 基板 用 作製

複数 容量 加振 振動測定 担 構
造

　機器組込 開発規模 増大 一方
品質 納期 確保 大 課題
下記 施策 会社 機器組込

製品開発 展開 品質 生産性 向上 図
（1）　開発 改善
　改善対象部署 開発 再定義 行 現状把握
改善 品質評価 収集 可能

（2）　非機能要件 抽出
　不明 非機能要件 保守性 移植性

抽出支援用 考案 品質特性表 適用 図
（3）　 化
　製品 化 目指 部署 対 構造分
析 改造提案 支援 行

　 社会 実現
一 期待

情報 供給
設置 容易 動作 望

　今回 適用
状態 自動探索 中継 伝送 富士電機独自

無線 発展 低消費電力動作方
式 電池駆動 無線機 実現 無線機 所定
周期 停止 起動 繰 返 間欠動作 非同期
間欠動作 無線機同士 同期 確立
転送 方式 伝送頻度 1回/時間

電池容量 7Ah 約 3年間 動作 可能
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解析技術・材料技術

　製造品質トレーサビリティシステム

基本３画面を
遷移して分析

（検索条件引継ぎ）

【製造履歴一覧画面】 【製造情報グラフ画面】

【製造条件マトリックス画面】
収集データの
指定項目一覧表示
　製造ロット
　不良率など

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

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。

不良率

　非接触 ICカードシステムの端末・サーバ連携技術

サーバ

サービス
データ

店舗端末1 店舗端末2

　SPring-8によるX線3Dトポグラフィーの高性能化

（　m）x

（　m）x
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m
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（a）SiCダイオードの平面トポ像
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（b）らせん転位（SD）部分の拡大像
（c）観測画像

（d）復元画像
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epi/sub

情報・通信制御

　製造業 出荷製品 不具合対応
経営 圧迫 不具合発覚時 迅速 的確 対応
不具合未然防止 対応 強 望

　 日々 製造現場 品質分析改善 支援 製
造現場向 品質 構築用

開発 主 特徴 次
（1）　 画面 製造管理単位 品質影響要因

製造条件 切替 容易 判断可能 図参照
（2）　品質情報 定義 収集方法 管理

導入 更新 容易化
　現在 板実装工場 適用評価 実施
今後 板 搭載 機器 装置

適用 拡大

　非接触 IC 使 非決済系 提供
店舗 設置 非接触 IC 端末

通信 端末 提供 内容
制御 基本技術 開発

　 技術 端末 通知 情報 端末 識別番
号 情報 基

内容 検索 選択 端末 指示 与
内容 変更 可能

端末 変更 追加
個別提供 可能 多様 迅速 対

応
　今後 技術 製品 組 込 適用 図

　富士電機独自 技術 X線三次元 3D
高解像度化 画像復元法

開発 3D 結晶内部 X線回折
試料 3D像 得 画像復元法 画像

劣化 逆過程 演算
画像 鮮明化 図 （a） SiC 平面
像 （b） 転位 SD 部分 拡大像 （c） 断面像
観測画像 （c） 復元処理 行 結果 （d） 得

（d） （c） 見 二 境界面 出現
p-n 接合界面 p/n - 基板界面

epi/sub 一致 解像度 2 m 約 0.5 m 改
善 手法 非破壊結晶解析 有効

半導体 性能改善 新製品開発 生 予定

図19　品質分析改善を支援する基本画面構成

図20　端末・サーバ連携技術によるサービスイメージ

図21　SiC らせん転位のX線トポグラフィー
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図22　不純物拡散層のSSRM解析結果

図23　熱伝導解析結果

図24　伝熱解析例

　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
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（a）SSRMマッピング結果
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　IGBTモジュールの熱解析技術

　次世代小型電磁開閉器用サーマルリレー伝熱解析

実際のボイド（写真）

ボイド

ＩＧＢＴチップ

ＩＧＢＴチップ

はんだ

ボイドを反映してモデル化

絶縁基板

絶縁基板

ベース

ＦＷＤチップ

ヒートシンク

高
温度

低

　半導体素子 注入 熱拡散
形成 不純物拡散層 半導体素子 電気的特性
左右 重要 役割 持 不純物拡散層 評価
二次 質量分析法 SIMS 一般的 用
半導体素子 拡散構造 微細化 複雑化 伴 詳細
拡散層 評価 手法 求
　 富士電機 走査型広 抵抗顕微鏡 SSRM

半導体中 濃度評価技術 開発 SSRM
原理 薄膜化 試料 導電性探針 当 表面 走

査 微小領域 電気抵抗 測定 濃度
換算 拡散層 評価

　 手法 困難 微小領域 深
領域 拡散層 評価 可能

　汎用 工作機械 使用 IGBT
高電圧 高電流 制御

温度 非常 高 課題 持 特 近年
小型化 進 発熱密度

上 顕著 発熱 低減
放熱 妨 要因 減 必要

　 要因 一 組立時 管理項目 一
中 空 以下 呼

含 条件 熱伝導解析技術 確立
解析 試作 条件

温度 求 可能 誤差 1℃以
下 管理値 設定 試作回数 削減 貢献

　電磁開閉器用 主回路 流 電流
加熱 熱変形

電流 機械的 信号 変換 動作 行 保護
含

部 熱 効率的 伝 伝熱設計技術
重要
　 富士電機 伝熱解析技術
構築 進 絶縁材 構成部品 熱物性
値 実測 解析 適正化
熱変形量 解析可能 伝熱 構造 連成解析技術 確
立 今後 伝熱効率向上

機器 信頼性向上 小型化 進 予定
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　高速・高品質めっきプロセス技術

部品内蔵基板型POL電源

インダクタンス
コンデンサ

コンデンサ
断面

ＩＣ

エポキシ樹脂シート（多層）
IC基板

生産技術

初層裏波ビード9
m
m

狭開先溶接部

1％CrMoNiV 鋼
ロータ

3.5％NiCrMoV鋼
ロータ

溶接方向

裏波ビード

裏波ビード

溶融池

溶融池

溶接中の裏から見たビード

超短アーク長による裏波ビード

一体形ロータの構成図

従来
アーク長
溶接

超短
アーク長
溶接

アークが広がり溶融池
が大きくなりやすい

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

従来アーク長方式と超短アーク長方式との比較

アーク長
標準 アーク長

極小

裏波ビード

　部品内蔵基板型POL技術

　蒸気タービンロータの異種材料・狭開先溶接技術

基板 基板

貫通穴 めっき膜

治具 アノード

基板
カソード

（a）貫通穴の断面図（めっき速度3倍）　　

（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

め
っ
き
膜
厚

基板位置

治具

ノズル

基板
カソード

（b）流れ解析結果

計算値
実験値

図25　部品内蔵基板型POL

図26　一体形ロータの構成図，従来式と本方式との比較

図27　高速・高品質めっきプロセスの解析

　近年 用 POL Point of Load 電源 小型
化 高電力密度化 求 従来 表面実
装方式 小型化 限界 電力密度 高

放熱性 課題
　 富士電機 高熱伝導 樹脂
用 配線板 中 電子部品 埋 込 技術 開
発 部品内蔵 配線板方式 20W
POL 電源 図参照 業界 初 実現 電子
部品埋込 技術 実装面積 従来
比 50% 低減 放熱性 損 電力密
度 従来比 2.7 倍 向上
　今後 高密度 実装基板 対応 樹
脂 材料 高熱伝導率化 検討

　中容量蒸気 用 短納期 低 高中低圧一
体形 材 提供 2004 年度 1%CrMoNiV 鋼
3.5%NiCrMoV 鋼 狭開先溶接技術 開発 今回

溶接品質 向上 超短 長溶接技術
開発 高速回転 3,000 3,600 r/min

狭開先内 幅 9 11mm 深 125mm 初層溶
接部 継手全周 均質 裏波 形成 必須条件

　 送 位置精度 向上 溶接 高
精度 高剛性化 技術 確立

長 従来 1/3 1/4 0.5mm 溶接 新方式  
0.1mm単位 制御 集中性  

大幅 向上 安定 高品質 裏波 形成 実現

　 技術 半導体製品 機器部品 広 使用
経験則 多 理論的解明 不十分

　 高品質 高機能 要求 電気 対
理論的解明 制御 解析技術 高速 均質
成膜技術 開発 取 組
槽内 流 電界 電極反応 影響度 定量化

貫通穴 有 基板 膜厚均一性 高速成
膜 従来比 3倍以上 両立 技術 付 行
図（a） 3 倍速度 成膜 穴 断面

制御 必要 流 電界 電極反応 連成解析
技術 図（b）（c） 開発 被 物 膜厚分
布予測 図（d） 可能
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● 経済産業省・第2回ものづくり日本大賞 

経済産業大臣賞

　 太陽電池 連続製造技術 開発 実用化

　　　富士電機 株式会社 

 高野　章弘 清藤　真次 榊原　康史

 布野　秀和 塚原　祐二 中原　浩介

 横山　康弘 反田　真之 下沢　　慎

 坂井　亮平　  　　　　　　　　　　　

● 社団法人電気学会 

電気学術振興賞進歩賞

　 仮想AC/DC/AC変換方式

制御方式 開発 実用化

　　　富士電機 株式会社 

 佐藤以久也 小高　章弘

　　　 長岡技術科学大学 共同

　電気学会優秀論文発表賞

　 雑音端子電圧

定量推定法

　　　富士電機 株式会社 

 玉手　道雄

● 社団法人日本電設工業協会 

2007電設工業展製品コンクール 

社団法人日本電設工業協会会長奨励賞

　 FRENIC-MEGA

　　　富士電機機器制御株式会社

● 社団法人日本産業機械工業会 

第 33回優秀環境装置表彰 

経済産業省産業技術環境局長賞

　 式 過濃縮装置

　　　富士電機 株式会社 

 田中　義郎 國谷　　正 森　　　豊

 藤崎　正晃 数井　宏信　　  　　　　

● 社団法人日本プラントメンテナンス協会 

2007年度PM優秀商品賞

　 RFID 無線方式 回転機振動診断

　　　富士電機 株式会社 

 渡辺　光範 税所　俊治 中村　　悟

　　　富士電機 株式会社 

 宮脇　　基

　　　富士電機 株式会社 田中　博志

　 CRM24

　　　富士電機 株式会社 原　　敏行

●  The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, Inc.（IEEE） 

Technical Committee Working Group 

Recognition Award 

Working Group on New Technologies and Practical 

Applications

　　　富士電機 株式会社 

 福山　良和

● 経済産業省　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

　　　富士電機 株式会社 早川　　均

● 東京ガス株式会社・第9回環境会議議長賞 

エコ事業推進賞

　 下水処理水 発電所冷却水 活用 環境影響負荷

低減

　　　富士電機 株式会社

　　　富士電機水環境 株式会社

　　　 株式会社東京 横須賀 共同

● 社団法人日本電機工業会 

平成19年度（第56回）電気工業技術功績者表彰 

進歩賞

　 基板 太陽電池 開発

　　　富士電機 株式会社 

 下沢　　慎 清藤　真次

　発達賞

　 高性能 開発

　　　富士電機機器制御株式会社 崎山　貴史

　　　富士電機 株式会社 

 金子　貴之

　 業界初 薄形高圧盤 開発

　　　富士電機 株式会社 

 安久津信也 増田　昌彦

　奨励賞

　 世界最大級 電解設備 納入

　　　富士電機 株式会社 

 神尾　　明 武藤　和弘

● 社団法人発明協会・平成19年度関東地方発明表彰 

知事賞

　 MOS型半導体素子 製造技術

　　　富士電機 株式会社 

 小林　　孝 西村　武義 藤平　龍彦
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　支部長賞

　 自動販売機 商品搬出装置

　　　富士電機 株式会社 柴田　義人

　発明奨励賞

　 直接変換形高周波絶縁回路技術

　　　富士電機 株式会社 大熊　康浩

　　　富士電機 株式会社 

 五十嵐征輝

　　　富士電機 株式会社 

 谷津　　誠

　 自動分析装置

　　　富士電機 株式会社 

 田中　良春 中村　裕介 青木　　隆

　　　富士電機 株式会社 川上　幸次 

　 紙幣処理機 入出金 精査方法

　　　信州富士電機株式会社 新妻　信行

● 社団法人発明協会・平成19年度中部地方発明表彰 

発明奨励賞

　 自動販売機 扉 装置

　　　富士電機 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 

型 太陽電池 本格出荷開始

酸形燃料電池 化

風力発電用電力安定化装置

第 6世代 IGBT V PIM

第 6世代 MOSFET SuperFAP-E3

1MW/500 kHz 超高周波大容量誘導加熱用

N700 系新幹線量産車主回路

高圧大容量瞬低対策装置 UPS8000H

自動販売機

直接挿入 方式 分析計

高密度垂直磁気記録媒体

多種 共用決済端末機器

操作表示器 UG40

新型φ16

Advanced-CCM 有機 EL

大容量全含浸水素冷却 発電機

展　望 ……………………………………………………………… 

火　力 ……………………………………………………………… 

   地熱発電所 2号機 営業運転 

開始

   PNOC-EDC北 地熱発電所 営業 

運転開始

   MRP 社 地熱向  

発電機 復水器 出荷

   火力発電所

   経年火力発電 長寿命化対策工事

   電力庁 石炭火力発電所 低圧  

工事

原子力 ……………………………………………………………… 

   核燃料 分野

  開発炉分野

   研究施設分野

水　力 ……………………………………………………………… 

   山形県企業局向 横川発電所用 式電動 

   岩手県向 鷹生 管理用発電設備 完成

   中国 張河湾揚水発電所 1号機現地据付 完了

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 ………………… 

   株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所向 分塊圧延  

装置 更新

   合同製鐵株式会社向 棒鋼圧延設備 更新

   中山鋼業株式会社向 棒鋼圧延設備 更新

   世界最大 3,000 t/h 式 用電機品

   某所電気炉向 大型加熱炉設備制御装置 更新

   11 kV 級高圧 製品化

   SEC 株式会社京都工場向 電極用電源

  台湾 李長栄科技向 銅 用直流電源装置 納入

   中小容量整流装置 S-Former Mini

計算機・制御システム …………………………………………… 

  環境

   某事業用火力発電所向 自動 制御装置 更新

   鉄鋼設備計算機制御

施設電機システム ………………………………………………… 

   古河 株式会社向 高圧瞬低対策装置

   国立大学法人千葉大学 亥鼻 特高受変電 

設備

   株式会社 向  

設備

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

   東武鉄道株式会社栃木変電所受変電設備

   京王電鉄株式会社堀之内変電所受変電設備

  南海電気鉄道株式会社深日変電所回生電力吸収装置

   設計 施工一体型 設備工事 秋田中央道路

  国土交通省中部縦貫 換気設備工事

   施設管理

   収集

電　源 ……………………………………………………………… 

   大容量UPS UPS7000D 並列冗長機能拡張

   UPS GX100 5 10 kVA

   分散給電 用DC-DC

クリーンシステム ………………………………………………… 

   液晶製造 用大型 基板冷却装置

   ＋－ 0.01℃高精度
   省 型除湿

   薄型 F-Stage

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

   海外向 交流電車用補助電源装置

   西武鉄道株式会社 30000 系向

監視制御システム ………………………………………………… 

   単体 支援

発電プラント 

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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水環境システム 

   最適運用 FeTOP 改良

   PID 調整 FePIDtune

展　望 ……………………………………………………………… 

水環境システム …………………………………………………… 

   浄水場排水処理施設 式 過濃縮装置

   処理 海外展開

   飲料製造工場向 MBR処理

   高温高速 発酵 回収技術

   環境水中 PPCPs 処理技術

   水環境監視制御

   需要予測 送配水計画

   発電機連系電力変換装置 PCS

  GENESEED 監視制御 製品管理

  上水 温泉原水施設集中監視

   下水処理施設向 酸形燃料電池

   東京都水道局東村山浄水場向 太陽光発電設備

制御システム 

展　望 ……………………………………………………………… 

太陽電池 …………………………………………………………… 

   材一体型太陽電池

エネルギーソリューション ……………………………………… 

   太陽電池 新 設置事例

   北海道開発局向 雄武 管理用制御処理設備

  東北電力株式会社佐渡営業所向 監視制御

   構造化 適用 流入量 

予測

   NEDO 京都  

同時同量

   気流最適化 工場環境改善

   中央合同庁舎第 7号館 PFI 事業 100 kW 酸 

形燃料電池 納入

   白川村 小水力発電所

   NEDO 太陽光発電 国際共同実証試験

計量システム ……………………………………………………… 

  時間帯別電力

   FM78 形

計測制御システム ………………………………………………… 

   化学 計測制御

   医薬品 計測制御

   食品 情報 計測制御

   設備 監視制御

    都市 遠隔監視制御 SCADA

   焼却 計測制御

計測コンポーネント ……………………………………………… 

  圧力 差圧発信器 FCX-AⅢ

   FOUNDATION 仕様搭載 汎用圧力 

発信器 FCX-AⅢ

   

   PA 発信器 DP-V1 仕様搭載

    設置形超音波流量計 TIME DELTA-C

   形超音波流量計 C

   型調節計 PUM

   海外向 大型 記録計 PHU

   赤外線式 分析装置 ZSK

  直挿 酸素計

   防爆型 酸素計

放射線機器・システム …………………………………………… 

  LAN伝送放射線

   中物物品搬出

  被 管理

製造ソリューション ……………………………………………… 

   飲料製造向 MainGATE/Scheduling

   組立加工製造向 現場見 化  

MainGATE/PIM Andon

   太陽電池量産工場 熊本工場 MainGATE  

導入事例

   保全

   安全 安心  

学童見守 支援

  圧力容器 測寸検査装置

   持出管理 MediaBarrier

   物流 物流 Ⅱ

行政情報ソリューション ………………………………………… 

   e-自治体 共同利用型文書管理

  e-自治体 内部事務系

オフィス&セキュリティソリューション ……………………… 

   情報漏 対策 InfoBarrier5

   印刷物 対策 PrintBarrier3

  個人情報 検出管理 SecretBarrier

   事務処理 ExchangeUSE

   業務 統合 可視化 基盤 BizUSE

   購買 PurchaseUSE

共通技術プラットフォーム 

展　望 ……………………………………………………………… 

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

   電力変換装置 EMI 設計技術

   機器向 磁気部品設計技術

   機器組込 電源 対象 回路設計技術

回転機 ……………………………………………………………… 

   巻上機用永久磁石同期電動機

   送風機用永久磁石同期電動機 適用拡大

   極低温冷凍機 商品化

情報制御 …………………………………………………………… 

   Web 診断技術
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情報機器コンポーネント 

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

展　望 ……………………………………………………………… 

プログラマブルコントローラ …………………………………… 

  汎用 PLC

   表示器付 @E.Terminal

   SX 計装

器　具 ……………………………………………………………… 

   新型押 付電磁開閉器

   表示機構付非常停止

   Logilier

   用外部操作

   EMS MPC-EcoWeb

   系統連系用 形多機能保護

   VCB 用 引外 電源装置

   設置 集合住宅用 

自動検針装置

   都市 用 漏 警報器

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 

   新型高圧 流量形 VKD

   新型 走行用

   FRENIC-Multi 用 CANopen  

   速度 制御機能付  

FRENIC-MEGA

   高性能 多機能形  

FRENIC-MEGA 容量拡大

   対応 FRENIC-MEGA

   用 FRENIC-Lift  

新機能 小容量機

   透過通信機能付

   高性能 ALPHA5 容量 

系列拡大

システムコンポーネント 

グローバル企業への変革 

富士電機機器制御株式会社

展　望 ……………………………………………………………… 

磁気記録媒体 ……………………………………………………… 

   垂直磁気記録媒体

   高信頼性垂直磁気記録媒体

   垂直磁気記録媒体用基板

   ECC Exchange-Coupled Composite 媒体

   DTM Discrete Track Media

   HDI Head Disk Interface 技術

感光体 ……………………………………………………………… 

   用有機感光体

   低 消費量型有機感光体

   環境特性安定型正帯電有機感光体

   多変量統計的 管理技術

   新情報制御 MICREX-NX FL-net 接続 

   新情報制御 MICREX-NX PIO  

接続

   計測 制御環境 実現 新特定小電力無線 

生産技術 …………………………………………………………… 

  太陽電池付 FRP

予防保全サービス ………………………………………………… 

  汎用 余寿命簡易診断

   RFID 無線方式回転機振動診断

   化中国拠点向 CRM24

半導体 

展　望 ……………………………………………………………… 

半導体 ……………………………………………………………… 

  U4 IGBT

   新 6 in1 7 in1 IGBT M645

   3.3 kV IGBT

  第 3 世代 電源 FB6832J

   保護 IC 

FA3931CB

  600V 低損失高速 SuperLLD3

   M-Power3

   第 5 世代 PDP IC

   250V 保証 SOI 技術

   多機能低待機電力 PWM電源 IC 

FA5553/5547

  擬似共振型 電源 IC FA5571

   車用

   自動車用

   車用 IGBT駆動 IC Fi007

   車載用高圧力

   軽 照射 格子欠陥導入 制御技術

   20V 横型 MOSFET 技術

   高温 技術

   鉛 用 IGBT製品 寿命予測技術

  IGBT 解析技術

   SiC 技術
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流通機器システム 

展　望 ……………………………………………………………… 

自動販売機 ………………………………………………………… 

   環境 認証 取得

   缶飲料自動販売機 J

   抽出機搭載超小型 式自動販売機

   自動販売機

   食品 自動販売機

   N700 系新幹線車両 搭載 缶飲料自動販売機

   自動販売機制御 新

フードサービス機器 ……………………………………………… 

   式

   &

通貨・カード機器 ………………………………………………… 

   払出 確認 付 硬貨識別装置

   中国向 紙幣識別装置

   向 紙幣搬送

店舗設備機器 ……………………………………………………… 

   新型 冷蔵多段

   1 冷凍

   CVS 向 超薄型多段

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

技術開発・生産技術 

展　望 ……………………………………………………………… 

電子デバイス ……………………………………………………… 

   型太陽電池 微結晶 高効率化

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

   AM駆動有機EL

   有機半導体

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

   高圧瞬低対策装置

  PM 制御技術

   振動抑制技術 応用

   低 IGBT

環境・エネルギー ………………………………………………… 

   家庭用燃料電池発電

   防災用燃料電池 独立給電機能付

   水素供給機能付燃料電池

  実用超高温 炉技術

   下水汚泥 高速 発酵技術

メカトロニクス・センサ ………………………………………… 

  小型 高性能 冷凍機 技術

   回転機 振動監視 異常診断技術

   直接挿入型 式 分析計 2成分検出技術

   高感度

情報・通信制御 …………………………………………………… 

   組込 開発技術－開発 改善

   電池駆動 無線

   製造品質

   非接触 IC 端末 連携技術

解析技術・材料技術 ……………………………………………… 

   SPring-8 X 線 3D 高性能化

   走査型広 抵抗顕微鏡 半導体中 濃度 

評価技術

   IGBT 熱解析技術

   次世代小型電磁開閉器用 伝熱解析

   部品内蔵基板型 POL技術

生産技術 …………………………………………………………… 

   蒸気 異種材料 狭開先溶接技術

   高速 高品質 技術
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