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新しい年を迎えて

2

ハイライト 2007

4

電機プラント
展

望 ……………………………………………………………… 18

産業パワーエレクトロニクス機器・システム ………………… 19

フィルム型アモルファス太陽電池の本格出荷開始

株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所向け分塊圧延ドライブ

りん酸形燃料電池のコンパクト化

装置の更新

風力発電用電力安定化装置

合同製鐵株式会社向け棒鋼圧延設備の更新

第 6 世代 IGBT モジュール「V シリーズ PIM」

中山鋼業株式会社向け棒鋼圧延設備の更新

第 6 世代パワー

MOSFET「SuperFAP-E3

18

世界最大 3,000 t/h バケット式アンローダ用電機品

シリーズ」

1 MW/500 kHz 超高周波大容量誘導加熱用インバータ

某所電気炉向け大型加熱炉設備制御装置の更新

N700 系新幹線量産車主回路システム

11 kV 級高圧インバータの製品化

高圧大容量瞬低対策装置「UPS8000H シリーズ」

SEC カーボン株式会社京都工場向けカーボン電極用電源

ノンフロンヒートポンプ自動販売機

台湾・李長栄科技向け銅はく用直流電源装置の納入

直接挿入レーザ方式ガス分析計

中小容量整流装置「S-Former Mini」
計算機・制御システム …………………………………………… 22

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

環境テレメートシステム

プログラマブル操作表示器「UG40 シリーズ」

某事業用火力発電所向け自動バーナ制御装置の更新

新型φ16 コマンドスイッチシリーズ

鉄鋼設備計算機制御システム

Advanced-CCM フルカラー有機 EL パネル

施設電機システム ………………………………………………… 23

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

大容量全含浸水素冷却タービン発電機

国立大学法人千葉大学（亥鼻キャンパス）特高受変電
お客様の価値創出に貢献する研究開発型企業への進化

12

設備

富士電機システムズ株式会社
発電プラント

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
13

交通・道路システム ……………………………………………… 24

展

望 ……………………………………………………………… 13

東京地下鉄株式会社副都心線変電所設備

火

力 ……………………………………………………………… 14

東武鉄道株式会社栃木変電所受変電設備

インドネシア・ラヘンドン地熱発電所 2 号機の営業運転

京王電鉄株式会社堀之内変電所受変電設備

開始

南海電気鉄道株式会社深日変電所回生電力吸収装置

フィリピン・PNOC-EDC 北ネグロス地熱発電所の営業

設計・施工一体型トンネル設備工事（秋田中央道路）

運転開始

国土交通省中部縦貫トンネル換気設備工事

ニュージーランド・MRP 社カウェラウ地熱向け

施設管理ソリューション
フィールドデータ収集テンプレート

タービン・発電機・復水器の出荷
インドネシア・タラハン火力発電所

源 ……………………………………………………………… 26

経年火力発電ユニットの長寿命化対策工事

大容量 UPS「UPS7000D シリーズ」の並列冗長機能拡張

タイ電力庁マエモ石炭火力発電所の低圧タービン

ミニ UPS「GX100 シリーズ」
（5 〜 10 kVA）

リハビリテーション工事

分散給電システム用 DC-DC コンバータ

原子力 ……………………………………………………………… 16

水

電

クリーンシステム ………………………………………………… 27

核燃料サイクル分野

液晶製造ライン用大型ガラス基板冷却装置

開発炉分野

＋
− 0.01 ℃高精度サーマルクリーンブース

研究施設分野

省エネルギー型除湿クリーンブース

力 ……………………………………………………………… 17

薄型ファンフィルタユニット「F-Stage シリーズ」

山形県企業局向け横川発電所用ハイブリッド式電動

車両・特機コンポーネント ……………………………………… 29

サーボモータ

東日本旅客鉄道株式会社 E120/E130 系新型気動車用

岩手県向け鷹生ダム管理用発電設備の完成

電源装置

中国・張河湾揚水発電所 1 号機現地据付けの完了

海外向け交流電車用補助電源装置
西武鉄道株式会社 30000 系向けリニアドアシステム
監視制御システム ………………………………………………… 30

単体テスト支援ツール
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組立加工製造向け現場見える化ツール

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」

「MainGATE/PIM・Andon」
太陽電池量産工場（熊本工場）への「MainGATE」

制御システム
展

31

導入事例

望 ……………………………………………………………… 31

ユビキタス保全ソリューション

太陽電池 …………………………………………………………… 32

ユビキタス安全・安心ソリューション

テント材一体型太陽電池

（学童見守り支援システム）
圧力容器レーザ測寸検査装置

エネルギーソリューション ……………………………………… 32

アモルファス太陽電池の新しい設置事例

持出管理パッケージ「MediaBarrier」

北海道開発局向け雄武ダム管理用制御処理設備

物流センターシステム「物流エクスプレスⅡ」

東北電力株式会社佐渡営業所向け監視制御システム

行政情報ソリューション ………………………………………… 45

構造化ニューラルネットワークを適用したダム流入量

e-自治体「共同利用型文書管理システム」

予測システム

e-自治体「内部事務系システム」

NEDO「京都エコエネルギープロジェクト」における

オフィス & セキュリティソリューション ……………………… 46

同時同量システム

情報漏えい対策パッケージ「InfoBarrier5」

気流最適化による工場環境改善

印刷物のセキュリティ対策パッケージ「PrintBarrier3」

中央合同庁舎第 7 号館（PFI 事業）への 100 kW りん酸

個人情報の検出管理パッケージ「SecretBarrier」

形燃料電池の納入

事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」

白川村「小水力発電所」

業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」

NEDO「タイ・太陽光発電システム国際共同実証試験」

購買パッケージ「PurchaseUSE」

計量システム ……………………………………………………… 35

「時間帯別電力レコーダー」
デマンドコントローラ「FM78 形シリーズ」
計測制御システム ………………………………………………… 36

水環境システム
展

48

望 ……………………………………………………………… 48

水環境システム …………………………………………………… 49

化学プラントの計測制御システム

浄水場排水処理施設サイフォン式ろ過濃縮装置

医薬品プラントの計測制御システム

オゾン処理システムの海外展開

食品プラントの情報・計測制御システム

飲料製造工場向け MBR 処理プラント

ガスパイプライン設備の監視制御システム

高温高速メタン発酵によるエネルギー回収技術

都市ガスの遠隔監視制御システム（SCADA）

環境水中 PPCPs の処理技術

ごみ焼却プラントの計測制御システム

水環境監視制御システム
需要予測・送配水計画パッケージソフトウェア

計測コンポーネント ……………………………………………… 38

圧力・差圧発信器「FCX-AⅢシリーズ」

発電機連系電力変換装置（PCS）

FOUNDATION フィールドバス仕様搭載の汎用圧力

「GENESEED」監視制御システムの製品管理

発信器「FCX-AⅢ」

上水・温泉原水施設集中監視システム

ワイドレンジセンサ

下水処理施設向けりん酸形燃料電池

プロフィバス PA 発信器（DP-V1 仕様搭載）

東京都水道局東村山浄水場向け太陽光発電設備

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」

共通技術プラットフォーム

53

モジュール型調節計「PUM」

展

望 ……………………………………………………………… 53

海外向け大型ペーパーレス記録計「PHU」

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 54

赤外線式ガス分析装置「ZSK」

電力変換装置の EMI 設計技術

直挿ジルコニア酸素計

パワーエレクトロニクス機器向け磁気部品設計技術

防爆型ジルコニア酸素計

機器組込み電源を対象とした回路設計技術

放射線機器・システム …………………………………………… 41

回転機 ……………………………………………………………… 55

LAN 伝送放射線モニタ

クレーン巻上機用永久磁石同期電動機

中物物品搬出モニタ

送風機用永久磁石同期電動機の適用拡大

被ばく管理システム

クライオクーラ（極低温冷凍機）の商品化

製造ソリューション ……………………………………………… 42

情報制御 …………………………………………………………… 56

飲料製造向けスケジューラ「MainGATE/Scheduling」

Web アプリケーションにおけるセキュリティ診断技術
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多変量統計的プロセス管理技術

お客様に喜ばれるトップサプライヤーを目指して

新情報制御システム「MICREX-NX」FL-net 接続

68

富士電機デバイステクノロジー株式会社

ゲートウェイ
新情報制御システム「MICREX-NX」オープン PIO の

情報機器コンポーネント

接続

69

ユビキタス計測・制御環境を実現する新特定小電力無線

展

システム

磁気記録媒体 ……………………………………………………… 70

生産技術 …………………………………………………………… 57

望 ……………………………………………………………… 69

アルミ垂直磁気記録媒体

太陽電池付き FRP キャビネット

高信頼性垂直磁気記録媒体

予防保全サービス ………………………………………………… 58

アルミ垂直磁気記録媒体用基板

汎用インバータの余寿命簡易診断システム

ECC（Exchange-Coupled Composite）媒体

RFID 無線方式回転機振動診断システム

DTM（Discrete Track Media）

コールセンターのグローバル化中国拠点向け CRM24

HDI（Head Disk Interface）技術
感光体 ……………………………………………………………… 72

グローバル企業への変革

59

カラープリンタ用有機感光体

富士電機機器制御株式会社

低トナー消費量型有機感光体

システムコンポーネント
展

望 ……………………………………………………………… 60

プログラマブルコントローラ …………………………………… 61

ボードタイプ汎用 PLC

半導体
展

表示器付きコントローラ「@E.Terminal」

望 ……………………………………………………………… 73

「U4 シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール
新 6 in 1 7 in 1 IGBT モジュール「M645」

具 ……………………………………………………………… 62

3.3 kV IGBT モジュール

新型押しボタン付電磁開閉器

第 3 世代マイクロ電源「FB6832J」
リチウムイオンバッテリー保護 IC

メカニカル表示機構付非常停止スイッチ
イージーロジックコントローラ「ロジリア（Logilier）
」
「グローバルツインブレーカ」用外部操作ハンドル

「FA3931CB シリーズ」
600 V 低損失高速ダイオード「SuperLLD3 シリーズ」

EMS ツール「MPC-EcoWeb」

マルチチップパワーデバイス「M-Power3 シリーズ」

系統連系用デジタル形多機能保護リレー

第 5 世代 PDP アドレスドライバ IC

VCB 用コンデンサ引外し電源装置

250 V 保証 SOI デバイス・プロセス技術

コージェネレーションを設置した集合住宅用

多機能低待機電力 PWM 電源 IC

自動検針装置

「FA5553/5547 シリーズ」

都市ガス用ガス漏れ警報器

擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571 シリーズ」

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 65

ハイブリッド車用めっきチップ

新型高圧クーラントポンプ流量形「VKD シリーズ」

自動車用ワンチップイグナイタ

新型クレーン走行用インバータモータ

ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi007」

「FRENIC-Multi シリーズ」用 CANopen インタフェース

車載用高圧力センサセル

オプションカード

軽イオン照射などの格子欠陥導入および制御技術

速度センサレスベクトル制御機能付き

20 V 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

「FRENIC-MEGA シリーズ」
高性能・多機能形インバータ

鉛フリーはんだを用いた IGBT 製品の寿命予測技術
トレンチ IGBT の解析技術

「FRENIC-MEGA シリーズ」の容量拡大
セーフティ対応インバータ「FRENIC-MEGA

73

半導体 ……………………………………………………………… 74

「SX かんたん計装システム」
器

環境特性安定型正帯電有機感光体

60

シリーズ」

SiC デバイス・プロセス技術

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
透過通信機能付きインバータ・サーボシステム
高性能サーボシステム「ALPHA5 シリーズ」の容量
系列拡大
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快適商空間の創造を目指して

81

富士電機リテイルシステムズ株式会社
流通機器システム
展

AM 駆動有機 EL ディスプレイ
有機半導体デバイス
パワーエレクトロニクス ………………………………………… 91

82

望 ……………………………………………………………… 82

自動販売機 ………………………………………………………… 83

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
低ノイズ IGBT モジュール
環境・エネルギー ………………………………………………… 92

「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」

家庭用燃料電池発電システム

ペーパーレス抽出機搭載超小型カップ式自動販売機

防災用燃料電池（独立給電機能付）

マルチパーパス自動販売機

水素供給機能付燃料電池

食品マルチ自動販売機

実用超高温ガス炉技術

N700 系新幹線車両に搭載の缶飲料自動販売機

下水汚泥の高速メタン発酵技術

自動販売機制御の新プラットフォーム

メカトロニクス・センサ ………………………………………… 94

フードサービス機器 ……………………………………………… 85

小型・高性能パルスチューブ冷凍機の技術

ドリップ式コーヒーディスペンサー

回転機の振動監視センサ・異常診断技術

コーヒー & パウダーディスペンサー

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

通貨・カード機器 ………………………………………………… 86

払出し確認センサ付き硬貨識別装置

高感度ジャイロセンサ
情報・通信制御 …………………………………………………… 95

中国向け紙幣識別装置

組込みソフトウェア開発技術−開発プロセス改善

レジャーホール向け紙幣搬送システム

電池駆動マルチホップ無線システム

店舗設備機器 ……………………………………………………… 87

新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケース

製造品質トレーサビリティシステム
非接触 IC カードシステムの端末・サーバ連携技術

1 ドア冷凍リーチインショーケース

解析技術・材料技術 ……………………………………………… 96

CVS 向け超薄型多段ショーケース

SPring-8 による X 線 3D トポグラフィーの高性能化
走査型広がり抵抗顕微鏡による半導体中キャリヤ濃度

革新的技術創出への挑戦 ─ 研究開発の進むべき方向 ─

88

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
技術開発・生産技術
展

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
89

望 ……………………………………………………………… 89

電子デバイス ……………………………………………………… 90

フィルム型太陽電池の微結晶シリコンによる高効率化

104

評価技術

部品内蔵基板型 POL 技術
生産技術 …………………………………………………………… 98

蒸気タービンロータの異種材料・狭開先溶接技術
高速・高品質めっきプロセス技術
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Ethernet

：米国 Xerox Corp. の登録商標

Edy

：ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランド

QUICPay

：株式会社ジェーシービーの登録商標

iD

：株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの商標

Modbus

：Gould Modicon 社の登録商標

Profibus

：PROFIBUS User Organization の登録商標

Windows

：米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標または商標

Java

：米国 Sun Microsystems，Inc. の登録商標

Unix

：X/Open Co.，Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標

Linux

：Linux Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標

RoHS

：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用期限

NEDO

：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

Excel

：米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標または商標

Outlook

：米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標または商標

LEXUS

：トヨタ自動車株式会社の登録商標

Felica

：ソニー株式会社の登録商標
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