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技術成果と展望
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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

す。

　富士電機は創業以来，工場やビルの設備な

どさまざまな社会インフラや産業機器のキー

コンポーネントとソリョーションを提供して

まいりました。環境に負荷をかけないクリー

ンエネルギーや，電気エネルギーの効率を追

求するパワーエレクトロニクスの技術をキー

テクノロジーとして安全・安心な社会のため

に「エネルギー」と「環境」の課題に取り組

んでいます。

　表紙写真では，これらのキーコンポーネン

トを有機的に結びつける多数の輪が，お客さ

まの要望にお応えするため富士電機がシステ

ムとして提供するソリューションを表現して

います。

ハ イ ラ イ ト
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技術の有機的融合をめざして

富士電機ホールディングス株式会社代表取締役　
取締役副社長　北澤 通宏　

一人ひとりがグループ全体の視点を持ち，トータルな技術でユーザーに対応したい。

　富士電機グループでは，太陽電池，燃料電池，有機 EL など，時代を先取りした研究開発に取り組み，
事業化・製品化をめざしている。その一方で，開発への強いこだわりが製品化を遅らせる状況も見られる。
総合システムメーカーとして，富士電機グループの研究開発はどうあるべきか，今後どのような技術領
域に進むのが良いのか，富士電機グループの技術者に何を期待するか。財団法人鉄道総合技術研究所会
長の正田英介氏を迎え，富士電機ホールディングス株式会社の社外取締役としての視点で，富士電機グ
ループのめざす技術開発について，北澤通宏代表取締役副社長と意見を交わした。

 工学研究はものが売れることが勝負
北澤　社外取締役として長く富士電機を見てこられた
正田先生に，富士電機の技術開発の進むべき方向につ

いて，ざっくばらんに伺いたいと思い，本日は非常に

楽しみにして参りました。

　私は 2008 年 4 月から富士電機ホールディングス

株式会社に参りましたが，それ以前の経験を振り返る

と，富士電機には多くのエンジニアがおり，個々の人

の資質も高い。ただ欲を言えば，製品の事業化への意

気込みをもっと持ってほしいと思います。現在はそれ

がやや欠如しているのではないかと感じています。

正田　私は大学で研究をしていたという立場と，今は
鉄道総合技術研究所をまとめるという立場と，二つの

立場で研究開発に取り組んできています。大学は中立

ですから，海外の企業の方ともフリーに「研究開発は

どうあるべきか」という議論ができます。

　そういう経験から富士電機を眺めると，一つには今，

事業化への意気込みをおっしゃったけれども，裏を返

せば非常にまじめで研究好きと言えます。例えばフィ

ルム型太陽電池の開発にしても，もっと早くに商品化

されても良いのではと思っていました。みなさん，細

かい部分をブラッシュアップされていますが，事業化

は見切りも大切ではないでしょうか。

　もう一つは，技術開発にもっとシステムコンセプト

があってもいいと思います。今は良くも悪くも部品開

発的なところがありますね。社会のニーズは大変複雑

ですから，良い製品を持っていっても部品として優れ

ているからといってすぐに使ってくれるという話には

なりません。縦統合というのか，ユーザーとメーカー

が一緒になり新しい応用コンセプトから考えて，そこ

に何が新たに必要であるのかを見いだし，製品化して

いく。それも場合によっては複数ユーザー，複数メー

カーで一緒にやっていくというような動きがこれから

の傾向です。富士電機の技術力を生かし，そのような

体制の中で存在感を示せるようになってもらいたいと

思っています。

北澤　その点で言うと，富士電機の研究者はやや閉鎖
的かも知れません。何でも自分たちでゼロからやろう

とする。コーポレートの研究開発の目玉として，太陽

財団法人鉄道総合技術研究所会長
富士電機ホールディングス株式会社取締役　正田 英介　

年頭特別対談



技術の有機的融合をめざして

電池，燃料電池，有機 EL に取り組み，どれも発想は

時代に先駆けていましたし，技術の内容も独自の方式

を手がけていました。ただ，全部ゼロから自分たちだ

けで始めたために，製品化までに時間がかかってきま

した。

正田　富士電機の場合，ホールディングカンパニーと
なったわけですから，事業会社が独自に研究を行うと

きと，コーポレートリサーチとして何をするかを，相

互に連携してプログラムを作っていかなければいけま

せん。

北澤　富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
（FAT）では約 600 名いる研究者のうち，半分が事業

会社から委託を受けて研究を行っています。残り半分

がコーポレートの研究。大きくその二つに分かれてい

ます。

　事業会社からの委託研究に携わっている研究者は既

存の事業の製品を手がけていることで，それなりの成

果も出しており達成感もある。一方で残りの半分はど

うしても成功体験は持ちにくく，同じ研究を何年も

やっている感じになっています。この研究のやり方が

いいのか，またコーポレートの研究テーマはどのよう

にチェックしていくのか，課題だと思っています。

正田　コーポレートの研究開発については，事業化を
含む戦略的な研究プログラムをトップダウンで作り，

研究者はその中のマイルストーンを実現することを目

標に開発を進めることをお勧めします。その成果を定

期的にトップマネージメントで判断して事業化戦略を

定めていけば，早期の製品化につながり，研究者の成

功体験にもなるのではないでしょうか。

　その場合の一つの課題は，研究開発の評価手法が確

立されていないことですね。日本人の研究に対する考

え方は，成功か不成功かという１か０です。すると情

緒論からセンチメンタリズムに陥りますから，みんな

研究としては成功になってしまいます。成功部分と失

敗部分の詳細な分析が行われないので，事業化に発展

しにくいと思います。

北澤　同じ研究を何年もやることは，ある意味で研究
者は楽しいと思います。しかし企業の研究部門ですか

ら，最後はビジネスにどう結びつけていくかというこ

とだと思います。研究評価をきちんとして，やめるの

ならやめる，やるのならもっと徹底的にやる，そうい

うメリハリのきいた研究管理システムを作らなくては

いけないでしょうね。

正田　是非そうしていただきたいですね。日本の研究
は，理学研究からスタートしているので，研究のため

の研究という意識が研究者には強いし，研究者になる

人はそれがしたくて来る人が多いですね。でも工学研

究の場合は，ものができていくつ売れたかというのが

本当は勝負です。その方が，はるかに作る人には面白

いと思う。規模は小さくていいから，成功体験を一つ

でも二つでも持つのが大事ではないでしょうか。

北澤　企業の研究者というのは，ある程度ローテー
ション人事をして事業をいろいろ見て，その上で社会

が何を求めているのか，どういう研究開発の方法をと

ればいいのかを知り，また研究へ戻る，というのが本

当は一番いいと思います。そうでないとあまりに視野

が狭くなり，先生が先ほどおっしゃった「研究のため

の研究」になってしまいます。

正田　研究のための研究者というのは，基盤部門には
必要なのですよね。しかしその外側で研究する人たち

は，やはり異動によって現場を出たり入ったりしてい

るのが一番いいのではないでしょうか。幸い富士電機

の場合，研究者はいろいろな事業部門に所属して仕事

をすることも可能です。

　これから考えられると思いますが，一つの方向性と

して，社会とかインフラとか，あるいはエネルギーと

か環境とか，そういう領域に取り組むには，外の世界

を知れらないことにはどうしようもありません。実

用を考えないと商売にはならないでしょう。私が昔，

電気自動車を開発しているころに，電気自動車でも

200 キロで走るようにしようと言った人がいて，一

緒に研究をしたことがあります。そういう研究は大学

やピュアな研究所でやる人の仕事としては面白いし，

世間的な評価を受けますが，事業には全然つながりま

せん。

 不況下こそ戦略的な取組みを
北澤　今のように景気が冷え込んできたときは，どう
しても研究開発に対して厳しい見方をせざるを得なく

なりますし，選択と集中を強めることが必要だと思い

ます。逆境を生かした研究開発を進めるには，どのよ

うな考え方や方法論があるのでしょうか。
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正田 英介　まさだ えいすけ
財団法人鉄道総合技術研究所会長，東京大学名誉教授，富士電機ホールディング

ス株式会社取締役。

1937（昭和 12）年生まれ。1965（昭和 40）年，東京大学工学部電気工学科講師。

翌年，同校助教授。1982（昭和 57）年から同校教授に。1993（平成 5）年か

らは東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻教授。1998（平成 10）年，同校

を定年退官し，2007（平成 19）年まで東京理科大学理工学部電気電子情報工学

科教授を務める。

パワーエレクトロニクスをはじめとする電気工学の日本における第一人者とし

て，国内外にわたって産学官界で幅広く活躍されている。

正田　第一次オイルショック後，製品が売れなくなっ
たときに電機メーカーの研究者が何をしたかという

と，研究者が自分の開発したコンピュータを担いで売

りに行ったり，みんなで集まり，次の開発について毎

日議論したり，もう何をやっても仕方がないから家に

帰したりと各社各様だったようです。しかし今と違っ

てまだ余裕がありましたが。

北澤　時代が違うのでしょうか。時間の流れ方が異な
るのか。それだけの余裕はとてもありません。そうか

と言って研究者も大勢いますから，遊ばせておくには

もったいない。

正田　全員ではなく，あるクラスの人が非日常的な取
組みをするという部分があってもいいのかも知れませ

んね。ただ，逆に言うと，戦略がしっかりしていれば，

今みたいなときは，むしろ腰を据えて，短スパンの状

況に依存しない研究をする良い時期ですよね。何人か

の戦略チームが，早めに研究開発戦略をしっかり立て

て，ロードマップなり技術マップなりを作る。その中

から一番時間のかかりそうなところをピックアップし

て手を付けるというのが大事だと思います。特に，こ

れからの市場が期待される，エネルギー，環境などの

分野の研究開発は時間のかかるものが多いですから。

　それともう一つは，日本の研究開発にはポートフォ

リオをどうするかという議論がありません。Aという

テーマは，これは絶対にできるけどあまり儲からな

い，Bというテーマは成功する確率はすごく低いけど

当たったらすごい，そうしたテーマを何対何の率で

持っていて，どういう動かし方をするか，そういう戦

略的な動きができないのですね。企業は特に，このポー

トフォリオが大事です。平たく言えば，農作物のよう

にやっていればある程度成果の見込める研究と，狩猟

のように一つ当たれば大きいけどもかなり難しい研究

と，バランス良く混じり合って動くことが大事だろう

という気がしますね。

 全社一体となり
 マーケットに対応する
北澤　これまで富士電機の牽引事業は，半導体と媒体
でした。2008 年 7月に新生・富士電機システムズ株

式会社（FES）ができて，ドライブとオートメーショ

ンを牽引事業に加えてスタートを切りました。先生か

らご覧になって，富士電機の歴史を振り返ってみたと

きに，事業ポートフォリオはどうあるべきだと思われ

ますか。

正田　富士電機は我々から見ると重電機産業の会社で
す。ですから媒体とか半導体で，ある一時期，非常に

利益が上がったとしても，それは余裕分という見方を

する必要がある。媒体なら媒体だけで事業を推し進

めていたらかなり厳しい面もあるのではないでしょ

うか。

北澤　同感ですね。現職に就いて以来，痛切に感じて
います。長年にわたり積み重ねてきた技術をベースに

して，FES がこれからどういうビジネスを展開し拡大

できるか，グループにとって最大の課題だと思ってい

ます。今 FES はドライブ，オートメーション，発電，

産業システムの４部門に分かれています。プラスして，

太陽電池と燃料電池がある。先生はこの四つの分け方

についてどう思われますか。

正田　ドライブとオートメーションというタイトルは
本来は発電や産業システムにも含まれますし，この区

分はややもすれば製品主体的な発想も伺えます。外か



北澤 通宏　きたざわ みちひろ
1952（昭和 27）年生まれ。1974（昭和 49）年，富士電機製造株式会社入社。

電子事業本部感光体・特機事業部第二開発営業部長を経て，1998（平成 10）年，

ユー・エス富士電機株式会社取締役社長に就任。富士電機画像デバイス株式会社

代表取締役社長，富士電機デバイステクノロジー株式会社取締役兼情報デバイス

事業本部長，同社常務取締役，同社専務取締役を経て，2008（平成 20）年 4月，

富士電機ホールディングス株式会社シニアエグゼクティブオフィサー，6月から

同社代表取締役・取締役副社長。7月からは技術・事業戦略本部長を兼務している。

らは内容が見えにくく，新鮮さに欠けるかも知れませ

んね。むしろ今後のエネルギー分野，あるいは重電産

業分野の動き方としては，私はシステム的な部分から

アプローチされるべきではないかと思っています。

　例えば，2030 年までに日本の政府は太陽光発電を

5,300 万キロワット入れると言っています。今までの

ように太陽電池セルと PCS（パワーコンディショニン

グシステム）だけを組み合わせた製品では，5,300 万

キロワットはとても入りません。どのような技術が必

要なのか。太陽電池プラス燃料電池か，太陽電池プラ

スバッテリーや電気二重層キャパシタなのか，本当

に大規模に太陽光発電を取り入れられるシステムを，

ユーザーと一緒に研究したら面白いと思います。

北澤　もっとマーケット側から考えるということで
すね。

正田　ユーザーをはじめ外部の人は，富士電機の，例
えば IGBT デバイスだけを見ているのではなくて，い

ろいろな応用装置としての使い勝手をトータルに見て

います。そしてそのことはデバイスをやっている富士

電機デバイステクノロジー株式会社（FDT）の人より

も，むしろ FES の人が知っているはずです。そのよ

うなユーザーの評価に対して富士電機全体が一体と

なった動きがとれるように，体制を整えていくことが

ベストだと思いますね。

北澤　例えばインバータ，ドライブシステムをやって
いる FES と IGBT をやっている FDT が一緒に開発を

考えていけるような体制ということですね。そうする

と，ドライブ，オートメーション，あるいは FDT と

いう分け方ではなく，ある技術，あるいは一つの製品

系列を視野に入れたプロジェクトという感じですね。

正田　そのプロジェクトの中に核となる技術の人が，
デバイス，ドライブ，制御，応用と，いろいろな視点

から入る。一遍にやるわけにはいきませんから，何か

特別なプロジェクトから始めてみてはどうでしょう。

 グローバル視点で
 新たなビジネスをつかむ
正田　先ほどの太陽光発電にしてもユーザーとメー
カーの連携になるわけですが，特にこれからは，製品

流通のグローバル化が進むことで，標準化の問題が絡

んできます。自分たちがいいと思っても，国際的には

なかなかうまく受け入れてもらえない事態も起こり

ます。

　今ヨーロッパで，モジュラーの「モド」と「トレイン」

をくっ付けた「モドトレイン」というプロジェクトが，

ABB やシーメンスなど一流メーカー全部と各国の鉄

道会社が参加し，進められています。将来の鉄道車両

のコンポーネントはどう標準化したモジュールになる

べきかについて，既存のインフラに対するコンポーネ

ントの標準の要求仕様やインターフェイス仕様を出し

て，議論をしているわけです。日本の鉄道装置メーカー

や鉄道用品メーカーに「こうした体系的な取組みをさ

れては，入り込む余地がなくなりますね」という話を

したところ，「全然構いません。そういう事態になれば，

私たちは部品の下請けでいきます」と言われるのです。

これには驚きました。

北澤　グローバルに事業をするためには，「モドトレ
イン」のような動きに対抗するなり協調するなりのア

クションが必要でしょう。それを自分たちだけでやろ

うとすれば大変でしょうが，必ずしも独自で単独でや

る必要はないのですよね。そういう技術なりノウハウ

を持った会社は国内にもありますから，そういうとこ

技術の有機的融合をめざして
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ろと最初から組んで，一つの目的を持ってやれば，実

現のためのハードルは下がるでしょうね。

正田　そうです。極端な言い方をすれば，日本の新幹
線も時代の遺物になりますよ，と言いたいのです。ワー

ルドスタンダードから外れてしまいますから。どうも

将来を見据えた構造的な改革は，日本人はあまり得手

でないというか，考えないようですね。

　別の例もあります。EUでは太陽光発電の導入につ

いて，スマートグリッドというプラットフォームを作

るフレームワークプログラムの大きなプロジェクトが

あります。ユーザーやメーカーからリーダーになりた

い人が自ら提案をして，標準仕様を作りながら開発を

やっています。そのくらいのことをやらないとエネル

ギー問題をリードしていけないでしょうね。ヨーロッ

パに支社なり生産設備を持っている企業は EUのいろ

いろな活動に参画できますから，さまざまなプログラ

ムに手を挙げていくと，可能性は大きく広がると思い

ます。

北澤　ところで昨今，水問題がいろいろ世界で騒がれ
ています。当社は水事業を関連会社に出しました。日

本のメーカーは残念ながら，水事業については部分的

にしか行っていませんが，ワールドワイドで見れば実

はビジネスチャンスは大きいと思われます。そのへん

について，お考えをお聞かせください。

正田　水というのは総合産業的に見て，面白いと思い
ますよ。富士電機は燃料電池と太陽光発電，地熱も得

意です。海外で水を必要としているところは，だいた

い砂漠に近いですね。そうすると太陽光発電をやって

もいいし，太陽熱発電をやってもいい。太陽熱発電は

コストが一番安いと言われていますよね。機能的には

地熱と近いと思います。当然，その出力で海水淡水化

も組み込めるし，化石燃料源が近くにあれば，燃料電

池で電気と水の両方が作れます。こういった技術をい

ろいろ集めると，富士電機は要素技術としては随分

やっているので期待ができます。環境と貧困の解決と

いう意味でも，社会インフラ事業はこれから海外で大

事になってくるのではないでしょうか。

北澤　日本国内だけを見ると，飽和状態の部分もある
のですが，海外に目を向ければ一転，発想が変わって

きます。海外でのビジネスをより強固なものにするた

めに，現在，海外拠点の再編もどんどんやろうと動き

始めています。現在は各事業会社が現地法人を持って

しまっている。それを富士電機ヨーロッパ，富士電機

アメリカというように一社に統合し，その地域で何が

求められているのか，そのためには富士電機グループ

としてどういう開発をしなければいけないのか，それ

を考えられる人材がトップに立つ体制へと，変革を急

いでいます。

正田　それは結構ですね。是非，グループできちんと
した現地法人と戦略を作っていただきたい。そして外

向きの商売をすることです。EUのフレームワークプ

ログラムのようなところに積極的に入っていくのは大

事だと思いますね。特に息の長い製品を作る産業には

影響が大きいです。

  北澤さんにお伺いしたいのは，今，ヨーロッパ市場

への参入のお話が出ましたよね。逆に外国の研究者を

採用して，研究開発をするというのはどのような状況

ですか。

北澤　現在のところ，ほとんど採用実績はありません。

正田　日本だけの技術に偏ってしまうと，なかなか開
発は進みませんから，積極的に優れた人材を採用した

らいかがでしょう。私の大学院関係の経験では，全然

考えの違う外国人の学生が一人来て研究を始めます

と，結構お互いが刺激になるのですよね。カルチャー

も違いますし。

北澤　確かに素晴らしいアイデアだと思います。刺激
があるでしょうね。是非前向きに検討したいと思い

ます。

　その一方で，ベンチャー企業，あるいは面白い開発

をしている企業や大学に資金と人材を送り込むという

方法もありますよね。ある決まった基礎技術やコアの

技術をベースにした更なる技術開発，製品開発は自社

で行う。そして，次の世代を担える可能性がありそう

な製品とか，今から手掛けておいたら将来うまく化け

るかもしれないような技術などは，資金と人材を用意

して外部で行うのです。

正田　そういうやり方もありますね。

北澤　従来，何でも自前主義でやってきたカルチャー
を少し変えてみたいという思いもあるのです。内輪だ

けで変わろうと言っても，なかなか変わらないのでは



ないかと思いますし。

正田　私たちが海外の研究者を採用する大きな理由
は，かなり優秀なポスドクがキャリアパスの途中に 2

年くらい日本に立ち寄るからです。2年もいると相当

にいろいろなことをやります。ですから研究者の教育

に非常にいいのではないかと思います。

北澤　カルチャー改革になりますね。海外でのマーケ
ティング機能強化も含めて総合的に検討してみます。

正田　日本では新任研究者の指導は前任者が OJT で
するのが一般的ですが，研究者の流動性が低いことも

あり，あまりプラスの方向に働いているとは私は思っ

ていません。そこで特に若い研究者を海外のポスドク

に指導させると，大変よく伸びますね。というのは海

外のポスドクは日本と違って厳しい環境条件にさらさ

れています。給料も不安定ですし，ボスの言うことを

聞かなければすぐにクビになります。その中で自分の

やりたい仕事をいかに巧妙にやるか，という習慣を身

に付けてきています。日本はその逆で，研究者はお金

の心配はない，何かやりたいと言えばやらせてもらえ

る。どうしても研究に対する姿勢が甘くなります。ポ

スドクからは「それで本当にいいのか」「それで能力

があると思っているのか」など，厳しいことを盛んに

言われるらしいです。すると，日本の若い研究者も「世

界の潮流はそういうものか」と考え方が変わるようで

すね。

　先ほどおっしゃったように，新しい技術への挑戦と

いう視点に立てば，ベンチャー企業とのコラボレー

ションもいいですし，日本に限らず，海外のベンチャー

企業を使うのも面白いと思いますね。ただ，日本の場

合は，ベンチャー企業と組んだときの法律的な整備は

あまりできていません。そこをしっかり認識しておか

ないと難しいと思います。

 発想の転換で売れるアプローチを
北澤　先ほど少し触れましたが，富士電機はいわゆる
新エネルギーとして太陽電池と燃料電池に取り組んで

います。これについて，先生はどう思われますか。

正田　太陽電池については，フィルム型は製品として
非常に適用性がいいので，昔から早くやってほしいと

私は言っていました。軽いですから。例えば駅の屋根

などにペタペタと貼れます。アプローチ次第で，面白

いビジネスだと思いますね。どんどん売ればいい。た

だ，結晶系と比較すると，やはりセルとしての性能は

低いと見ていいのではないでしょうか。低いけれども

他のメリットで売る。発想の転換が大切と思います。

またセル以外にも，PCS，単独運転検知，逆潮流対策

など，まだ開発の余地は多く，その中には富士電機の

得意分野が随分とあるような気がします。

　燃料電池については，富士電機は今，PA（りん酸

形燃料電池）にどちらかというと特化されていますよ

ね。発生する熱は温度が低すぎて，コージェネレーショ

ン装置としては適用領域は限られそうですね。要素技

術の観点で言えば，電気化学的な作用を持つ膜の研究

を広げるということで，バッテリーもやる，電気二重

層キャパシタもやる，燃料電池もやると。そうすると，

技術の有機的融合をめざして
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そこに共通技術エリアが出てきますから，製品化しな

くても応用技術に役立ちます。研究開発として，それ

は価値があると思いますね。

北澤　電力システムの主流にはなり得ないでしょう
ね。ただ，病院などで電源がダウンしたときに，非常

用設備として用いるには有効だと思います。

正田　施設の受配電設備全体のバックアップというイ
メージですね。内燃機関の発電機をクリーンに代替す

る IT 設備の非常用電源といったような応用もあるで

しょう。

北澤　有機 ELはどうですか。

正田　有機 EL は面白いと思いますよ。ただ開発の着
手は早かったですが，途中で時間がかかりましたね。

北澤　まだ技術的にも決して完全ではありませんし，
使ってくれるメーカーとの組合せができていません。

正田　ELは，基礎技術がたくさんあるのだとすれば，
照明でいうと白色 ELやアンビエント照明（環境照明）

といった，省エネや作業環境の向上などの分野が有望

ですね。富士電機の得意とする産業エリアでも掲示，

指示，ガイドなどにいろいろなカラー図形表示が使わ

れています。例えば信号メーカーと組んで何かやって

みるなど，そういう分野へのアプローチがあり得るの

ではないかと思いますね。

北澤　照明の技術は，太陽電池にも結構近いところが
あります。もともと感光体をやっていて，半導体の技

術で光と電気を合わせて取り扱うことには慣れていま

すからね。

北澤　話題は変わりますが，富士電機がディスク媒体
を手がけることについては，どのようにご覧ですか。

正田　垂直記録のメカニズムは，非常に理学的ですよ
ね。その意味で，媒体は富士電機の研究に向いていた

と理解しています。汎用の媒体としてのビジネスは厳

しい環境にありますが，今後は，富士電機の産業用途

に埋め込んで使う未来もあるように思います。これは

ビジネスになるかどうか分かりませんが，ディスクを

うまく使って，産業機器の機能を拡大する何か特化し

たメモリーみたいなもの，あるいは製品の中にうまく

埋め込んで使えるようなものを開発すると面白いと思

います。

　先日，あるテクノフェアに行って，電力中央研究所

の面白い発表を見てきました。地球温暖化がこの先ど

う進んでいくか，という地球シミュレータによる計算

結果を球面上に投影するのです。ちょうど地球儀のよ

うな立体スクリーンです。温度は長期的にどう上がっ

ていくか，海流はどう変わるか。環境やエネルギーの

問題で，見せるというのは結構，大事な技術です。見

せるとすればそのデータを蓄える大容量メモリーが必

要で，とても半導体レベルでは間に合わない。こうい

うところでも磁気的なメモリーは大変にニーズがあり

ます。

 「安全・安心」をキーワードに顧客の  
 ニーズをつかんで技術を再構築
正田　富士電機の技術は，誤解を恐れずに申し上げる
と，大量消費されるような汎用品には向かないような

気がします。どちらかというと少し特異な技術で，付

加価値が高くて，ユーザーはそれほど多くはないけど

頑張れるという，そういう方向で狙われるべきではな

いでしょうか。そういう製品が，日本はあまり値段が

高くありませんが，ヨーロッパでは高い。顧客のニー

ズさえうまくつかめば，海外での発展の可能性は限り

なく大きいと，私は思っています。

　有機 EL を電車のヘッドアップスクリーンに応用す

るとか，垂直磁気記録で磁気タグを作るとか，やって

みたら面白い研究はまだまだ多くあります。先ほどお

話した地球儀に投影する研究は「環境」がキーワード

ですが，電車のヘッドアップスクリーンは，「安全・

安心」の面で大きく貢献できるのではないでしょうか。

最近の電車は運転席にメータがたくさんあり，狭い室

内で運転士の頭の上にまでメータが付いたような状態

で運転していますから，多色を生かして情報整理など

をすれば，運転士の余裕も増えるでしょう。磁気タグ

も構造材に組み込んでテロ対策に使う可能性もあると

思います。

　一般向けの情報を表示するのではなく，その道のプ

ロが必要とする情報を表示するのに適するディスプレ

イ装置の開発，あるいは総合的なシステムの開発と

いったアプローチですね。「環境」という意味でプラ

スになるかどうか，分からないけれども，少なくとも

「安心・安全」の方で行けると思うのですね。そうい



うものをうまく総合的に出すシステムの中に生かして

やるとかね。

　「環境」というのは総論の話ですから，なかなか実

務につながりません。その点，「安全・安心」という

のは，非常に実務的ですよね。企業の研究に結びつき

やすいと思います。実はこの対談に際しても「エネル

ギー，環境」がキーワードに設定されていますが，私

は「エネルギー，安全・安心，環境」の順番だと思っ

ています。

　北澤さんに伺いたいのですが，富士電機としてはカー

エレクトロニクスをどういう方向でお考えですか。

北澤　現在は車載 IGBT，MOSFET，圧力センサなど
が中心ですが，FES として将来，本格的に進出するチャ

ンスをうかがっています。そのときは個別の事業分野

ごとのアプローチではなく，自動車を一台買ってきて，

全部分解して徹底的に分析します。どういう部品があ

るのか，当社ができるのはどこか，そういうやり方で

まったく発想は変わってくると思うのです。「安全・

安心」をキーワードに，我々の持っている要素技術を

評価して，今までとは違った目でターゲットを明確に

とらえていきたいですね。

正田　そうですね。「安全・安心」をキーワードに，
少し突っ込んでみたら，面白いのではないかと思いま

す。富士電機の技術は，私が今までお付き合いしてき

た中で，その意味で結構良い仕事をやってこられてい

るのですが，製品になるかならないか，のあたりで捨

てたものもありますね。以前に松本工場で，りんごの

甘さを測る道具の開発をやっていましたよね。あれも

やめてしまったようですが，今，食の安全は大きな関

心事となっています。食の安全に関して，何か定量化

することができれば面白いですよね。

北澤　「安全・安心」，もちろん「環境」まで，企業と
して真剣に取り組むべき時代になってきていますよ

ね。具体的にそれが何かというのは，本当にこれから

真剣に議論していかなければなりません。

正田　総合システムメーカーとして，総体的なソー
シャルセキュリティーを与える開発にかなり力を入れ

る必要があると，私は思います。そのために必要な技

術を富士電機はたくさん持っています。話題に出た水

処理，センサ以外にも，放射線管理，生産設備自動化，

ドライブ技術なども「安全 ･安心」に密接な関係があ

りますし，その技術開発を支えるシミュレーション技

術も貢献するでしょう。

北澤　総合システムメーカーという言葉にふさわしい
技術に何があるのか，ということをもう一度きちんと

整理し，再出発するつもりでいるところです。

正田　「安全・安心」とか，「環境」とか，マーケット
が求めているキーワードに即して既存の技術を整理し

直してみると，使える技術がまだまだたくさん眠って

いると思いますよ。

北澤　こういう議論をもっと重ねないといけません
ね。つくづくそう思います。このたび CTO 会議とい

うものを設けました。各事業会社の CTOが集まって

富士電機グループの技術的アイテムや研究開発の仕組

みについて，グループを挙げて議論しています。

正田　それは結構ですね。

北澤　事業会社単独のことを考えるのではなく，グ
ループ全体の視点を持つことを基本に，研究開発の反

省や新しいシステム作りなど，いろいろなアイデアが

出てきています。そのような機会に，またじっくりと

お話をさせていただきたいと思います。

技術の有機的融合をめざして



中期研究開発計画の
成果と展望

新年  皆様方 佳
新年 迎 慶 申 上
2006 年度 3 年間実行 中期研究開発

計画 環境 取
組 注力 技術 強化
差別化 新製品 市場投入 加速 技術開発
基礎研究 充実 図 基幹事業 支
重点機種 対 研究開発 行 結果
客様 事業 貢献 地球環境 有用 技
術成果 獲得
本稿 2008 年 成果 中心 過去 3年間 中期

研究開発 主要 成果 紹介

（1）　 創出 供給
環境負荷 低 発電技術 活用
電力流通 制御 電力変換 開

発 注力 広域 電力
客様 安定 届 取組 行

発電技術 型 太
陽電池 地熱発電 酸形燃料電池 開発
重点 置

型 太陽電池 FWAVE 図 1

製品開発 完了 熊本工場 本格的 量産 出荷 開始
厚 約 50 m 上 薄

膜製造工程 太陽電池層 形成
薄 基板 使用 太陽電池
10 分 1 軽量 特徴 生
性 考慮 施設 大型屋根 町並
景観 配慮 施設 基板太陽電池

困難 場所 設置
製造 必要 結晶

太陽電池 約 2分 1
環境負荷低減 効果 高 国内外 大規模 展開

環境問題 貢献 行 考

地熱発電 CO2 排出 特徴
評価 MRP 社向
地熱発電所 受注 完成

海外 中心 納入実績 重 低温 地熱
資源 発電 発電 商品化開発
行 実際 地熱流体 使用 実証設備 建

設 運転性 信頼性 検証 進
酸形燃料電池発電装置 図 2 消防法 上

非常電源 機能 開発 認定第 1号 取得
通常 100 kW 高効率 発電装置 電気 熱 供給

山添　勝 　

富士電機ホールディングス株式会社
技術・事業戦略本部技術戦略室 室長

　1．まえがき

　2．研究開発成果

図1　フィルム型アモルファス太陽電池

電灯
負荷

27検出

DT-MC

重要負荷

家庭用のボンベ50kg/本
で3.6ｈ運転

都市ガス100ｋＷ
ＬＰガス70ｋＷ
 （都市ガス停止時には
貯蔵 LPGで対応可能）

排熱設備

３φ３W　210Ｖ

空調・給湯

サーバ電源
電灯など

通常は系統連系
都市ガス運用

動力
負荷

動力
負荷

電灯
負荷

停電検出により解列し，
独立給電回路を構築

停電時に重要負荷の
電源を確保するため
独立運転ヘ移行する

図2　防災対応燃料電池発電システム
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省 二酸化炭素排出量削減 寄与
非常時 40 秒以内 系統連系運転 独立運転 切
替 防災用設備 供給 電源 今後
消防用途 広 常用 非常用兼用電源
災害時 活躍 電源 期待

創 供給
技術 併 開発

電源装置 太陽電池 燃料電池 風力発電
電力変換装置 系統連系 保護装置 全体 統括

制御 組合 高品位 電力 安定
供給 目指 電力変換装置 風

力発電用途 特化 開発 IGBT Insulated Gate 
Bipolar Transistor 電気二重層

大容量二次電池 適用 制
御 同時同量制御技
術 活用 IP 対応 Web 対応遠隔監
視操作技術 開発

上 信頼 高 電力系統 運用 実現
技術 実 検証 進

独立行政法人新 産業技術開発機構
太陽光発電 国際共同実証試験 図 3 関
西電力株式会社 共同 市郊外 太
陽光発電 複数台連系 電力品質向上技
術 関 実証研究 行 配電盤 接続

太陽光発電 運転状態 一括監視 制
御 開発 全体 電圧適正化 発電効率
均一化 実証 従来 個別制御 比較
監視対象全体 発電効率 改善 確認

熱帯地域 太陽電池
発電優位性 併 実証 本設備
政府 譲渡 順調 発電 継続
風力発電電力 安定化 図 4 世界初
二次電池 電気二重層 電力貯蔵要素

電力発電安定化装置 川崎重工
業株式会社 新神戸電機株式会社 日産 株式
会社 共同開発 系統連系 必要

要件 満 設備容量 大幅 削減 可能
今後 需要拡大 対応
発電装置 変換装置 技術 進
化 計画 ESCO Energy 
Service Company 力 高
自 事業所 活用 図 効果 立証 環境
負荷 低 電力 客様 届 取組 加
速 考
（2）　 省 制御
電力 熱 省 志向

機器 開発 半導体
熱流体解析技術 最適化

駆使 重点的 取 組
省 技術 設備全体
工場全体 消費 最適化 各種電

力監視 制御 開発 製鉄所
自動車工場全体 省 制御 行 効果

実証 本制御 予測制御
非線形最適制御技術 全体 運用 最適化

特 JFE 株式会社 協力 得 開発

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

図4　ハイブリッド風力発電電力安定化装置

直流

交流

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

図3　電力の安定供給システム

電力

高炉

焼結

工場

混合
ガス

混合
ガス

Bガス

LDガス

Cガス

蒸気

ホルダ

ホルダ

CDQ*/発電機

ガス混合

ガス混合

発電機

電力
会社重油

発電機

蒸気

熱

*CDQ : コークス乾式消火設備

コークス

ホルダ

製鋼

図5　製鉄所内エネルギープラントの最適制御



中期研究開発計画の成果と展望

最適運用 FeTOP 実 
適用時 図 5 問題 機器 非線形特

性 設備 台数制御 非線形 混合整数計画問
題 呼 手法 用 最 
適化 成功 運用 最小化 平均 1
3% CO2 排出量 削減 7.2 万 t-CO2 効果 得
同様 技術
向 適用 店舗全体 総合省

制御 開発 客様 冷凍機
空調機 監視 省

快適性 考慮 制御 行 実現
年間省 率 向

3% 向 4% 実績 得  
　 省 支

機器 開発 注力 産業分野用途
汎用 図 6 産業
用 装置 機器 装
置 高性能化 推進
情報機器用電源 同一体積 従来比 2倍
出力密度 製品 低圧大電流制御技術 開発

各種 装置 共通
最適設計 開発 用途 容量 多岐
製品開発 実現
民生分野 継続 省 性能 向上 進

自動販売機 省 技術
CO2 冷媒 R134a 冷媒 適用 自動販売
機 開発 省 基準 前倒 実現

従来 自動販売機 比較 年
間消費電力量 40%低減 業界 先駆

取得 行 図 7 総合的
観点 地球環境 配慮

3面 技術 電子膨張弁
制御技術 開発 庫内温度
10%低減 省 貢献
省 機器 搭載 基幹

半導体 開発 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
使 新製品 開発

自動車向 両面冷却
高放熱構造 適用 高電流密度化 達成 低損失

図 8 開発
高出力化 小型化 実現

今後 消費低減 貢献
変換装置 制御 性能

向上 特 今後 消費増大
懸念 施設

IDC 装置産業化 FPD Flat Panel 
Display 薄膜 省

対応 自動販
売機 電気化 進 自動車 代表 多消
費製品 省 対応
計画
（3）　安全 安心 社会環境
富士電機 従来 高信頼 高品位 製品 提供

結果 暗黙知 安全 実現
装置 施設 巨大化 高機能化 伴

化 進展 安全 安心 環境 維持
新 脅威 考
状況 対応 製造現場 社会 施設

設備 人 関係 障害 低減
安全 安心 事業 継続 技術 開発

熱

熱

パワー素子 はんだ接合部

放熱板 冷却チューブ

図8　ハイブリッド自動車向け低損失パワー半導体

図7　環境対応自動販売機

図6　高性能多機能形インバータ「FRENIC-MEGA」

FRENIC-MEGA
高性能・多機能形インバータ

FRENIC-Eco
ファン・ポンプ用インバータ

FRENIC-Mini
コンパクト形インバータ

FRENIC-Multi
高性能・コンパクト形インバータ
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記録媒体 製品化 2008 年度 高記録密度
化 可能 ECC Exchange-Coupled Composite 垂直
磁気記録媒体 移行 3.5 500 G /枚 2.5

250 G /枚 製品 展開
EMC 対応設計技術 関 従来解析 困難
電子機器 放射 定量解析手法 開発

製品設計 加速 貢献

2009 年 環境 焦点 当 研究開
発 加速 例 再生

太陽発電 燃料電池 関 研究開発
太陽発電 高効率化 研究 加

速 量産性 高 製造 研究 注
力 富士電機 技術

太陽電池発電 適用
構成 開発

蓄積技術 適用開発 力 入 計画
酸形燃料電池 非常用電源 含 適用分野 広
見 普及 低価格化 必

須 触媒 構成
開発 信頼性向上 開発 重要

取 組
一 安全 安心

安全規格対応 開発 安
全 提案 技術
開発 加速

現在主流 IGBT 性能向上
素子 注目 集

SiC
GaN 使 実用化 向

技術 新 回路 研究 併 実
行 低損失 超小型化 装置 開発 行

将来 目 向 基礎研究
取組 推進 最先端 技術 研究 5

年後 10 年後 核 事業 製品 結 取組
強化 例 将来 適用

期待 太陽電池 透明電極
期待 触媒技術 適用

金属技術 取 組 計画 富士電機
事業 製品群 基盤技術 研究 重要

取組 一 考 各種材料高騰 端
発 代替材料 適用技術開発 低銀化技術開発 先端
的技術開発 支 分光 分析技術 研究

取 組
2009 度年 始 次 中期研究開発計画 市場環

境 変化 対応 製品 変
技術開発 技術 生 製

品開発 研究開発資源 投入 所存

安全 支 機器 FA分野
国際規格 対応 低圧配電器具 G-TWIN

16φ 新製品 開
発 高信頼性 求 電源設備
電力 供給停止 設備 故障停止 備 大容量瞬低対
策装置 8000H 製品化 安全 環境

計測技術
機能安全規格対応 技術開発 行
電池駆動型 薄膜 防爆仕様計測機器

安全計装 開発 人 設備 作業環境
安全 保 貢献 個別 機器
装置 開発 並行 既存 電気設備 不具合 未

然 防止 予防保全技術 開発
安全 支

活用 施設全体 業務運用
安全性 高 入退場管理 情報 設備監
視 施設管理 開発 技
術 発電施設 空港施設 適用 図 9

製造工程 造 製品 品質 確実 捕
改善 技術 品質
画像診断技術 開発

他 金 安全 取 扱
対 近年決済額 増加 電子 取引

決済支援 端末機器 金銭
取扱 機器 開発 安全 安心 貢献
今後 客様企業 化 進展 対応
国際標準規格 機能安全規格 EMC 準拠 機
器 技術 高度化 熟練労
働者 少 予想 国内企業 現場
安全 保 機器 技術 高度化 安全
安心 環境 提供

（4）　 他 取組
小型化 高密度化 省資源 貢献 製品
高密度化磁気記録媒体 開発 2007 年 業界
最大容量 334G /枚 3.5 垂直磁気

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9　施設管理ソリューション全体図

　3．今後の展望



消防用非常電源対応りん酸形燃料電池
発電装置

フィルム型アモルファス太陽電池の
増産体制を構築

富士電機 注力機種 型
太陽電池 商品名

生産拠点 熊本工場 生産設備増強
進 2009 年初 増産体制 生産
開始 製造 基板上
独自 開発 製法

薄膜層 連続的 形成
設備増強 各製造設備

生 改善

2008 年 7 月 富士電機 酸形燃料電
池発電装置 消防法上 非常電源 認定
基準 認定第 1号 取得 通
常時 100 kW 高効率 発電装置 電
気 熱 供給 省 二酸化炭素
排出量削減 寄与 非常時 40 秒以
内 系統連系運転 独立運転 切 替
消防用設備 供給 電源 都
市 供給 停止 LP
備蓄燃料 切 替 連続運転
常用 非常用兼用電源 消防用途

広 災害時 活躍 電源 期
待 品質検査 性能試験 定

認定 取得 酸
形燃料電池 性能 信頼性 実証
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ニュージーランド・MRP社向け
カウェラウ地熱発電所の完成

地熱蒸気性状のオンライン
モニタリングシステム

地熱 優 石油代替効果
得 昨今 社会情勢 踏

活用 望
地熱蒸気 熱水 起源 塩化物

多 含
腐食 付着 最大 負 要因

地熱蒸気性状 自動分析 望
蒸気 含 硫化水素

自動分析 障害 実用化

硫化水素
取 除 機構 設 自動分析機能 加

解析 診断 併
非凝縮性 濃度 自動計測 可能

利用 蒸気
健全性 維持

点検間隔 延伸 運用
上 大 経済的効果 期待

富士電機 2006 年 10 月
MRP 社 90MW地熱 EPC

契約 建設一括請負契約 締結 以降順
調 設計 調達 建設 進 契約納期
1 月以上早 2008 年 8 月末 無事試運

転 終了 引 渡 当
式地熱発電設備 単機 世

界最大容量 誇 富士電機 供給施工範囲
発電所 加 地熱二相流体 蒸気分離清

浄設備 含 同設備 還元井
防止 硫酸注入 pH制御

低圧 可変速式熱水還元
水位制御 行 試運転
含 全設備 高 信頼性 証

明 引 続 次期地熱
同 MRP社 受注 推進

中

オンラインモニタのシーケンシャル操作自動分析装置計器系統図

ガス濃度測定系統 シリカ濃度測定

ガス濃度測定

シリカ濃度測定

1サイクル60分

シリカ濃度測定

チッ素バブリング

導電率測定

1サイクル60分

酸導電率測定

チッ素バブリング

脱気膜通水

カチオン樹脂筒
通水ブロー操作シリカ濃度測定



無停電電源装置
「UPS7700Fシリーズ」

富士PMモータドライブ
「FRENIC-MEGA」

永久磁石形同期電動機 PM
駆動 FRENIC-

MEGA 追加 小型
軽量 高効率 PM 開発 省

機器 拡充 図
（1） 　
　負荷特性　二乗低減 定
　最高周波数　500Hz
　速度制御範囲　1 25
　始動 　150%以上
　PM 電気定数 機能付
（2） 　PM ※印 当社誘導 比
　出　力　11 300 kW
　効　率　3 5%向上※

　体　積　35%低減※

　質　量　40%軽減※

新型中大容量 UPS7700F 中
国 東南 配電系統 三相 4線式
400V 系 対応 IGBT式 UPS 無
停電電源装置 主 特徴 以下 示

（1） 　小型 軽量 化構成 構造
最適化 世界 小型 軽
量 実現

（2） 　高効率 第 5世代 IGBT 用 新回路
方式 適用 総合効率 94% 超

高 効率 実現
（3） 　広範囲入力電圧 定格入力電圧 －45

＋25% 運転可能 電源変動 大
地域 蓄電池利用頻度 低減

（4） 　 保守性 変換器 100
600 kVA 共用化 質量 33 kg 軽
量 高 保守性 実現
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第6世代「Vシリーズ」
IGBTモジュール

第6世代パワーMOSFET
 「SuperFAP-E3 900Vシリーズ」

電源 使用
低損失化 低

化 壊 使 求

富士電機 市場 対応
低損失特性 低
改善 高性能 使 両立

第 6世代 MOSFET SuperFAP-
E3 900V 開発 主 特徴
次
（1） 　従来品 対 同一

抵抗 約 8%低減
（2） 　新 採用 TO-220F
900V/1.0Ωmax 品 製品化

（3） 　定格 抵抗 従来品 36%低減
（4） 　 耐量 従来品 約 2倍 改
善

（5） 　VGS 低減 基板
自由度向上 寄与

代表 各種電力
変換 小型化 駆動
IGBT 電力容量拡大 不可欠

富士電機 最先端技術 用 第 6世代
低損失 IGBT 技術 高放熱
技術 融合 大幅 密度 向上

第 6世代 V IGBT
開発 高放熱 技術

従来 DCB 基板 機械的
熱的特性 優 窒化 素DCB基板 適
用 放熱性 信頼性 向上
1,200V 耐圧 電流定格

PIM 系 列 100A 150A 2 in 1
Dual 系列 450A 600A 従来 30
50% 電流容量 拡大 構成 提供



「超省エネ自動販売機」

地球温暖化防止 富士電機 自動
販売機 消費電力量 低減 注力 取 組

2007 年 室
加熱 自動販売機 開発 市場

投入 行 省
目指 超省 自動販売機 開発

従来 加熱 商品収
納室 1室 効
率 向上 商品収納室 2室 対応

効率 冷媒
R134 a 採用 利用
夏場 全室冷却運転

運転効率 高
結果 年間 通 消費電力量 大幅

削減

新型電子式個人線量計

持続性 社会 目
指 中 温室効果 放出 原子力発
電施設 計画 建設 国内外 進
富士電機 原子力施設 人 安全
被 管理 電子式個人線量計

世界初 γ線＋β線＋中性子 3線種同
時計測可能 線量計 商品化 長年 実
績 積 重
新型電子式個人線量計 新 JIS 対応
顧客利便性 向上 NRG
γ専用型 γ＋β線＋中性子同時計測

型 2機種 商品化 入手 市
販電池 表示 見
LCD画面 採用 使 向上

溶接 作業環境 信頼性向上
特定小電力無線 無線通信 安定性向上
実現

熱交換器

補助ヒータ

蒸発器

放熱器

凝縮器 コンプレッサ

ヒートポンプ
運転

ヒートポンプ
運転

補助ヒータ

熱交換器
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7成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」

フルカラー細粒異物検査装置

医薬 化学 生産 顆粒
剤 細粒体 混入 異物 画像処
理 応用 高速 最大 100 kg/h 高精度
φ50 m 検出 除去 細
粒異物検査装置 開発 発売
検査部 型画像処理装

置 内蔵 画像処理
性 WindowsGUI 快適 操作性

両立 検査 特徴 応
豊富 画像処理

上 評価 開発環境 用
効率的 対応
細粒体 搬送 振動 回

転 行 洗浄性 耐久性
優 方式 採用 今後 微粉体

適用拡大 図 予定

日本国内 焼却炉 一定量以上
煙 発生 施設 大気汚染防止

法 NOx SO2 CO O2 HCl
濃度 常時測定 義務

富士電機 実績 式
分析装置 新規開発 直接挿入方式

分析計HC1 組 合 上記成
分 CO2 加 最大 7 成分 同時連続測
定 分析装置 ZSU-7 製品化

特徴 以下
（1） 　省電力 HCl 計保守 軽減 HCl 測定

新規開発 省電力 機器
不要 直接挿入 方式分析計 搭載

（2） 　複合化 省 化 他社品 含
2面分 設置 1面 対応

（3） 　保守点検 一元化 定期点検 保守 一
度 実施可能 顧客 煩雑 軽減

ドレン，排気

専用ケーブル

専用ケーブル

ガス採取器用電源
加熱導管用電源

加熱導管

NOx，SO2，CO，
CO2，O2測定

HCl測定

ばいじん測定

ガス採取器



ネットワーク対応電子マネー決裁端末

FA 構成 各機器 支援
群 束 統合型 環境

開発 FA 開発
保守

削減 特徴 以下 示
（1） 　 接属 支援端末 1台

各種 FA機器 可能
（2） 　 接続 機器 設定

構成図 機器 指定 可能
（3） 　 構成図 操作機器 指定

必要 支援 起動 可能
（4） 　 構成図上

全体 運転状況 視覚的 把握 可能
（5） 　

構成図 関連付 一元管理 可能

拡大 続 電子 市場 向 従
来機 比 高度 性能 処
理能力 向上 決済端末 開発
主 特徴 次

（1） 　1 台 決済端末 電子
最

大 14 種類搭載可能
（2） 　各 上位
個別 運用時 高速
切換 可能

（3） 　ISO15408 EAL4 認証取得
搭載 電子 対

万全 保護 実現
（4） 　上位 接続

連携機能 強化
（5）　従来機 対 体積比 52%小型化

統合型 FAシステム
エンジニアリング環境

PLC

統合支援ツール

POD インバータ サーボ

PC

PLC支援ツール

インバータ
支援ツール

サーボ支援ツール

POD支援ツール
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高密度記録ECC媒体

電子電器の放射ノイズ解析技術

電子機器 低 化 要求 近年
強 電子機器 発

生 電磁波 放射 回路動作
構造 複雑 影響 合 予測
困難 試行錯誤的対策 一般的

富士電機 電子機器 放
射 取組 発生原理
定量解析手法 基板 筺
体 装置
全体 対象 検討 行 図

用 定量解析 一例
発生 放射 解析結果 実

測値 示 解析値 実測値 一
致 高精度 解析 実現
今後 本技術 適用 設計段階
放射 対策 実現 目指

富士電機 高記録密度化技術 従
来 3層磁性層 垂直磁気記録媒体 新

改良 加 ECC Exchange-
Coupled Composite 媒体 開発 取 組

2008 年度 ECC 媒体 業界 先駆 製
品化 7月 出荷 開始 上部磁性層
適切 材料 選 ECC 媒体 下

部磁性層 結晶粒径 微細化 高記録密度
化 従来 関係
書込 性能 大 改善 媒体
特 下部磁性層 材料 工夫 上部磁
性層 交換結合強度 最適化 図

実現 現在 磁性層中間
層 総合的 改善 進 記録容
量 250G 2.5 媒体 500G

3.5 媒体 量産

N

S
N

S

=

交換結合制御層

硬磁性層（強い磁石）
磁気異方性アップ

半硬磁性層（比較的弱い磁石）

記録密度：～400Gbits/in2

　3.5 in　500Gバイト /枚
　2.5 in　250Gバイト /枚

交換結合
強度の最適化

ケーブルから発生する放射ノイズの解析値と実測値

周波数（MHz）

放
射
電
界
強
度
（
dB
μ
V
/m
）

ノイズ対策あり

ノイズ対策なし
実測値

解析値（ ）

解析値（  ）
実測値

電界強度
(dBμV/m)

ケーブルから発生する放射ノイズの
シミュレーション例

筐体

ケーブル



新年

2008 年 振 返 電機 部門 事業

拡大 強化 目指 積極的 外部 協業

事業構造改革 行 大 変化 年

2008 年 4 月 日本 株式会社 水環境事

業 合弁会社 株式会社 設立

6月 今後 分野 事業伸長

株式会社 富士電機 向

事業 従事 人材 富士電機 株式会社

FES 組 入

旧富士電機機器制御株式会社 旧 FCS

機器部門 FES 統合 新 FES 7 月 誕生

旧 FCS 受配電 制御機器部門

社 合弁会社 新FCS 10 月 誕生

当部門 社会 産業 構築 貢献

製品 業界

機器 提供 事業 展開 牽引

事業 技術

事業 特徴 技術

組 合 事業 国内外

社会 産業分野 設備 効率的 運営

運用 環境 安全 実現 可能 製品

& 提供

2008 年 事業構造改革 牽引事業 徹底強化

図 ①事業統合 営業 技術

効果 最大化 特 市場 早期 把握 素早

対応 目指 ②研究開発力 強化

付加価値創造機種 創出 ③ 強化

撲滅 最適生産体制 拠点整備 ④経営 見 化

経営体質 強化 業績予測

強化 推進

各分野 環境 貢献 関 以下

目指

事業分野 2008 年 大 省

貢献 高圧 中国向 新機種 開発 製品

化 中国 販売 生産拠点 整備

今後 国内 中国 地域 広 展開

可変速

UPS 製品 客 利用効率最大化

貢献

事業分野 2008 年 各国 環境

規制強化 需要 拡大 排出 分析用

方式 分析計 測定成分拡大機種 市場 投入

電力系統 電力流通監視制御 IDC

省 全体

最適化 見 化 含 安全 安心

実現 特徴 計測制御 安全技術 貢献

低炭素社会実現 重点技術 新

利用技術 関 当社独自 太陽

電池 地熱発電 燃料電池 貢献

世界経済 米国発 金融危機 不透明感 増大

事業環境 厳 増 企業使命 全

俊敏 行動

大切 活発 制約 議

論 徹底 強固 事業 強固 企業

風土作 進

環境とエネルギーで社会へ貢献
する企業を目指して

白倉　三德 　

富士電機システムズ株式会社
取締役社長

電機システム部門
富士電機システムズ株式会社 
富士電機機器制御株式会社



展　望

富士時報

2008 年度 市況 米国 金融危機 端 発 世界
的 景気悪化 欧米 新興国 影響 及
減速方向 経済環境 打開

他社 対 商品
提供 取 組

分野 既設鉄鋼設備 電気品更新
需要 旺盛 数多 納入実績 得

鉄鋼圧延設備 既設主機
更新用 大形形鋼設備向 IGCT

圧延 棒鋼圧延設備向 IGBT 納入
電気品更新 制御性向上 伴 製品品質 向上

故障率低下 伴 生産性 向上 実現 海外
更新 最新 交流可変速駆動 制御

監視 導入 既設設備 更新 設備
熟知 上 重要 富士電

機 数多 納入実績 満足度向上
組立産業設備向 今後需要 見込 大容量

製品化 CO2 排出量削減 環
境改善対策 大 貢献 高圧 中国向 新
機種 製品化 中国 生産拠点 整備
今後 高圧 数多 納入実績 日本国内
加 中国 地域 広 展開 計画
電源分野 新市場 展開 戦略機種
開発拡充 大 事業貢献 中大電源 三相 4線
式 海外仕様 対応 7700F UPS 系列
化 完成 中国市場 初号機 納入 国内
IDC Internet Data Center 向 UPS 納

入実績 大幅 拡大 小型電源 産業分野 物
量拡大 超長寿命 搭載

UPS 発売 内部電源
制御技術 駆使 用 対策電源 開発

今後 省 CO2 削減 実現
環境対応型技術 開発 重要 中 世界最高級 高
効率電源技術 引 続 開発 小型 大型 魅
力 製品 提供 社会 貢献

車両 特機分野 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 主回路電機

品 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
JR 各社向 各種電源装置 順次出荷中
加 海外鉄道事業者向 屋上設置型 補助

電源装置 開発 2008 年 12 月 車両 出荷
開始 東日本旅客鉄道株式会
社 東海道線 E233 系 第一編成向 出荷 順調 運
用中 2005 年 出荷 開始
地下鉄向 同地下鉄 規定 信頼性指
標 MDBCF Mean Distance Between Component 
Failure 平均故障間走行距離 大 上回 好成績
収 契約Ⅱ 基 生産 開始
回転機分野 小型化 軽量化 省 化

低騒音化 図 新大容量形 開発 薄
型 大幅 効率改善 実現
用DC 開発 行

小型 軽量 高効率 永久磁石形同期電動機
PM 開発 省 機器 拡充 図
汎用 FRENIC-MEGA 組

合 蒸気回収発電装置向 納入
可変速機器分野 用途拡大 FRENIC-MEGA

機能拡大 行 PM 速度 磁極
制御機能 搬送装置 応用

制振制御付 位置決 機能 伸線機 応用
制御機能 開発 高

精度 高応答 要求 市場 評価 高 ALPHA5
100V 入力 追加 位置決

制御 Modbus-RTU通信対応
行
富士電機 常 顧客 要求 的確 提案 行 顧客
一体 世界 羽 技術革新 所存

ドライブ

ドライブシステム

電　源

車両・特機

回転機・可変速機器



富士時報 ドライブ

　ベトナム・PVCL社向けNo.1 電気めっき設備の増強工事

　ヤマトスチール株式会社形鋼工場URミル・Eミル主機電動機更新用電気品

　タイ・ティンプレート製造株式会社向けNo.2 電気めっき設備の更新

図１　PVCL社のNo.1 電気めっき設備

図2　水冷式3.3kVインバータ

図3　No.2 電気めっき設備のインバータ盤

PVCL 社向 電気 設備 増強工事
完了 本設備 1981 年 納入 制御

更新 工場移設 設備追加 実施
製品 需要増 多品種化 大幅 能力増強

図 本増強工事 概要 次
（1）　直接通電加熱装置用電源 高圧 装置

FRENIC4600RF5 採用 高調波抑制 高効率化
実現

（2）　直流機制御装置 形
装置 LEONIC-M Compact 採用 設

置 削減 制御精度 向上
（3）　既設電動機 制御装置 積極的 活用 更新費
用 削減

形鋼 式圧延機 UR E 駆動用
電動機 装置 更新 富士電機製同期電
動機 社製 駆動

主 特徴 次
（1）　UR 電動機 既設 3,000 kW 直流電動機
4,000 kW円筒型同期電動機 更新

（2）　E 主機電動機 既設 750 kW 直流電動機
2,500 kW円筒型同期電動機 更新

（3）　電動機冷却方式 水冷熱交換器形
（4）　電動機軸受 式 軸受
（5）　 装置 既設 制御装置

社製 IGCT 更新 定格電圧 3.3 kV
　単機定格容量 10MVA　水冷式

製造株式会社向 最新 電気
設備 既設更新 完了 構成 特

徴 次
（1）　高精度 高性能 省 省 実現

交流可変速駆動用 IGBT PWM
　  FRENIC4000VM5 ：
　  FRENIC4000VMT5」
（2）　制御 PLC 伝送 汎用 PROFIBUS-DP
採用

（3）　 収集 解析支援 f s
NISDAS 機器接続用 plusFSITE
集中監視

（4）　操業 設定 監視 行
HMI SIRIUS 操業効率 向上

ドライブシステム



富士時報 ドライブ

　棒鋼圧延用ドライブシステム更新工事

　大容量サーボシステムの完成

　中国市場向け高圧インバータ

図4　主機用3レベル IGBT搭載のインバータ盤

3φ50/60Hz 400/440V

Ethernet SX-BUS

ドライブ
制御装置

MICREX-SX

光
光

CNV1

制御装置

EMC M

PMモータ

同期電源

PC

INV1
制御装置

EMC M

PMモータ

INV2

図5　システム概念図

図6　10kV/1,200kVAセル

国内電炉 各社 設備増強 能力 目的
圧延用 直流電動機 交流電動

機 更新 進 通常 3 5 年 分割更新
工事 富士電機 既設 新設設備 混在
前提 最適化検討 行 顧客 機械 綿密
連携 図 短期間 10 日間 垂直立上
無事故 無災害 実現
安定操業 実現 特徴 次

（1）　 3 IGBT 採用
大幅 抑制 実現 電動機
容量 増速 多品種対応 可能

（2）　PLC HMI 全面更新 行 設定 監視 簡素化
操作性 向上 実現

富士電機 印刷機 射出成形機 事
業機種戦略 一環 大容量 完成

電動機 永久磁石形同期電動機 PM
200 kW 製品化 専用
制御装置 富士電機 FRENIC4000VM5
取 付 大容量高性能 運転 複
数電動機 高速同期運転 実現
標準 PWM 使用 電源回生 行
直流中間回路 平滑化
急激 負荷変動 対応
専用制御装置 外部 SX-BUS
設 富士電機 統合 MICREX-

SX 統括制御 行 Ethernet 上位系
通信

近年 米国 超 世界一 CO2 排出国 中国
各種 環境規制 強化 一方 環境友好型商品 持

企業 支援 強化 富士電機 環境配慮型製
品 高圧 製品系列拡大 行 10kV/800
3,500 kVA 5 系列 6kV/780 5,200 kVA 7 系列

構成 製品 特徴 次

（1）　従来機種 対 数削減 10 kV機 18 15
（2）　IEC規格対応範囲拡大
（3）　 騒音 低減化 従来機種 80 dB 76 dB
（4）　 時 電流制限 120%制御機能

本製品 2008 年度中 中国国内調達部品 大幅
拡大 内一部部品除 中国現地生産 開始
納期 短縮 拡充 行

ドライブシステム
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　IDC向けUPSの取組み
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　無停電電源装置「メンテナンスフリーUPS」

　デジタル制御適用フリッカ対応電源

図7　待機冗長システム構成の概念図

図8　「メンテナンスフリーUPS」

図9　7kW出力大型プリンタ用フリッカ対策適用電源

IDC Internet Data Center 向 UPS 無停電電源装
置 設備容量 大 高効率化 配電系統

低減 400V 非絶縁 UPS 並列冗長
主流 対応 富士電機 7000D

開発 投入 広 IDC
拡大 伴 消費電力 空調設備 増加 高効

率化 要求 高 超高効率 8000D 適用
拡大
並列冗長 多大 初期投資 必要 最
近 需要 応 UPS 設備 追加 待機冗長

要望 増 8000D 機
能 行 待機冗長 対応 可能 製品投入
2009 年度 行 予定 富士電機 UPS IDC
省 CO2削減 大 貢献 確信

富士電機 小容量 UPS
低減 実現 方式
GX100 RX 超長寿命 小
型制御弁式鉛蓄電池 搭載 装置寿命
交換 不要 UPS 開発
製品化 主 特徴 次
（1）　常時 方式 採用

高効率 安定 入出力特性 確保
（2）　超長寿命 採用 装置寿命 8年

交換 不要
（3）　 従来品 同一 UPS 外
形寸法 従来機種 同

（4）　 増設 可能 長時間
可能

富士電機 入力電圧 三相交流 200/400V 接続
周期的変動負荷 対 入力電流 一定 制御 系統 瞬
時電圧変動 抑制 大型 用電源 製品化
電源 接続 大容量負荷 消費電力変動周波数 約

2kHz 以下 同 電源系統 接続 他 負荷
瞬時電圧変動 発生 影響 及 知

照明器具
本電源 DSP Digital Signal Processor 制御回路
採用 制御 困難
負荷 変動 対 瞬時電圧変動 抑制

規制値 三相交
流入力電流 波形 正弦波 保 力率 常時 1 制御

電　源
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　ニューヨーク市営地下鉄向けリニアドア

　高速Ethernet 対応屋根上搭載型電車用電源装置

　東日本旅客鉄道株式会社E233系電車向けリニアドア

図10　ニューヨーク市のR160車両

図11　屋根上搭載型電車用電源装置

図12　E233系電車向けリニアドア

富士電機 川崎重工業株式会社 協同
市営地下鉄向 新車両 R160 用 駆動

開発 2008 年末 合計 520 両分 合
計 4,160 開口 引渡 完了 順次営業運転 投入

計画 特 本 信頼性 高 評
価 得 2008 年 8 月時点 集計 営業運転信頼
性評価 部品故障間 平均走行距離 目
標仕様値 大幅 超 数値 示
今後 保証期間終了後 保守作業 支援

自動試験装置 電気機械装置用 電子装置用
開発 提供 計画 2009 年 始 新規契約

納品 品質 納期 維持
向上 努

富士電機 豪州向 2階建電車用屋根上搭載型電源装
置 314 台 受注 初回出荷 2台 納入 各種
現地試験 実施 後 2009 年 2012 年 順次
納入 電源装置 特徴 以下
（1）　容量 180 kVA 大容量

車両 扉上天井部 収 小型化 実現
（2）　制御方式 装置構造 最適化 騒音 抑制
屋根上搭載 静粛 客室内 実現

（3）　車上情報制御装置 通信 MODBUS on TCP/IP
採用 車両機器 国内 初

車両基地端末 高速大容量通信 実現
（4）　不揮発性記憶装置 経年 抜 抑制
信頼性 向上

東日本旅客鉄道株式会社 2008 年 3 月 東海道線
新形式 直流電車 E233 系電車 投入
富士電機 万 一 不具合発生 対 運転 継続
可能 待機冗長型 方式 駆動

製作納入 次 特徴 示
（1）　駆動回路 含 完全二重化
（2）　機器内 冗長化 完結 特別 機器間配線 不
要

（3）　 時 機能 性能 低下
（4）　信号 完全無接点化

時 機能 性能低下 万
一 不具合発生時 運用継続 可能

事後保全 保守容易化 貢献 期待

車両・特機
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　新大容量標準形リングブロー

　装置 FFU用DCブラシレスモータ

　永久磁石形同期電動機（PMモータ）の系列化

図13　新大容量標準形リングブロー「VFZシリーズ」

モータ コントローラ

図14　装置 FFU用DCブラシレスモータとコントローラ

図15　315kWセンサ付永久磁石形同期電動機（PMモータ）

近年 印刷機械 吸着固定 吸着搬送 吸込
運転 使用範囲 拡大 装置 小型化 軽量化 省

化 低騒音化 要求 高
要求 対応 新大容量形 開発 行
主 特徴 次
（1）　小型化 軽量化 省 化

材 最適構造 質量 40%軽減
（2）　低騒音化
流体解析技術 駆使 構造 耳障 高周波音
約 15%軽減

（3）　吸込運転 使用範囲拡大 吸込 全閉運転
新 考案 圧縮熱伝達抑制構造 大容量機種
業界初 吸込 全閉運転 実現

環境 使用 半導体 液晶製造装置 組
込 FFU 用 DC

開発 行 主 特徴
概略仕様 次
（1）　全高 100mm 薄型 FFU 搭載可能 全長 68mm
薄型

（2）　誘導 対 大幅 効率改善 50% 80%
（3）　正弦波駆動 低騒音化
（4）　FFU CE 規格 適合

（5）　専用 無段階 回転速度 制御可能
（6）　 入力電圧 三相 200V 50/60Hz
（7）　定格出力 100W 1,300 r/min

世界的 省 CO2 削減 要望 応
富士電機 出力 11 kW 315 kW 範囲

永久磁石形同期電動機 PM 系列化 完成
2008 年 7 月 発売 開始
誘導電動機 比較 体格 35%減 質量 40%減

体格 効率 国際規格 IEC60034-30
IE3 Premium 相当 高効率 実現 定
出力範囲 関 永久磁石 系列機 他社
類 見 広 定出力範囲 1 2 運転 可能
最大回転速度 2,000 r/min 用途 応 位置

付 選択 場合
富士電機最新型 FRENIC-MEGA
適用

回転機・可変速機器
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　株式会社神戸製鋼所向け蒸気回収発電装置

　高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」制振制御機能付き位置決め制御

　高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」伸線機への適用

図16　蒸気回収発電装置（スチームスター）

上位
コントローラ

位置指令

通信オプション
カード
または
タッチパネル
コネクタ

RS-485
通信ポート

制振制御で
上部の振動
を抑制

距離センサで
移動距離を
補正 基準点

（反射板）

停止させる位置
（距離）

PG
オプション
カード

誘導
電動機

レーザ
距離センサ

PG

搬送装置
FRENIC-MEGA

図17　搬送装置における位置決め制御のシステム構成例

伸線機No.1

ダイス

FRENIC
-MEGA

前段へ
12

FMA
C1または
V2

速度
フィード
バック

ダンサ位置
フィードバック

ダンサ位置
フィードバック

ライン
速度
設定器

ライン
速度指令

巻取り

ダンサ
ロール

（＊）

ダイス

M PG

ダンサ
ロール

伸線機No.2 巻取機

FRENIC
-MEGA

12
FMA

速度
フィード
バック

ライン
速度指令

M PG

FRENIC
-MEGA

12

C1または
V2

速度
フィード
バック

ライン
速度指令

M PG

（＊）：PGインターフェースカード（オプション）
PG付きベクトル制御での実施例。
V/f 制御，PGなしベクトル制御も選択可能。
12，C1，V2：アナログ入力
FMA：アナログ出力

（＊） （＊）

図18　伸線ライン（連続伸線機）と巻取機の構成

工場 蒸気 従来 減圧弁 圧 下 利用
余剰蒸気 廃棄 廃棄

発電 利用 蒸気回収発電装置 株式会社神
戸製鋼所 開発 上市 装置 地球温暖化防
止 大 貢献 型発電装置

本機 富士電機 高効率高速永久磁石発電機
PM 採用 容量 132 kW
油冷式
今後 減速 高効率化 向 160 kW 7,200 r/

min 高速 PM 開発 計画 高力率
低高調波 装置 電源側 PWM Pulse 
Width Modulation 整流器 用 今日

高騰 発電効率 向上 対応
信頼性 高 確立 所存

搬送装置 応用 制振制御付 位置決 機能
FRENIC-MEGA 追加 主 特徴 次

（1）　位置決 機能
搬送装置 基準点 距離 指令 位置 停止
位置制御機能 搭載 車輪 滑
機械 外部距離 補正 高精度 位置

決 実現
（2）　制振制御
機械的剛性 低 装置 先端 振動 起 位置決
完了 待 時間 長 待 時間短縮
制振制御 位置決 機能 合 開発 搭載

搬送装置 高速 高精度位置決 上
位 負担軽減 可能

富士電機 各種産業分野 使用 汎用
用途 特化 機能 性能 搭載 専用
開発 供給

今回 最新 汎用 FRENIC-MEGA
伸線機 巻取機 線機 最適 機

能 付加 制御用 FRENIC-

MEGA-DR 開発
標準品 搭載 制御用 PID 演算機能

次 機能 搭載
繊細 制御 可能

（1）　 設定機能 巻径演算機能
（2）　巻径 速度 PID定数切換機能
（3）　 速度 ASR定数 切換機能

回転機・可変速機器



富士時報 ドライブ

回転機・可変速機器

　高性能サーボシステム「ALPHA5シリーズ」の機種拡充

図19　「ALPHA5シリーズ」高性能 使 好評 得
ALPHA5 新 機種 機能 追加

（1）　単相 100V 入力 対応
GYS 超低慣性 0.05 0.4 kW 計 4 機種

200V 入力 変 機能 高性能 実現
（2）　位置決 機能 内蔵
標準 汎用 品 VV 最大
15 位置決 可能 従来用 位
置決 不要 PLC

構築
Modbus-RTU 通信対応 POD 汎用 PLC

直接接続 位
置決 可能
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事業 IT 広範
囲 分野 網羅 先進的 技術

技術 社会 貢献 目指
分野 太陽電池関連

型太陽電池 生産拠点 熊本工場 生産設備
増強 進 2009 年初 増産体制 生産 開始
軽 曲 特徴 生 特 欧州市場 防
水 建材一体型太陽電池 適用 拡大

再生可能 普及 寄与
分野 環境問題

深刻化 中 電力流通監視制御技術
最適化技術 技術 核

環境 安全 調和 実現 目指
具体的 電力会社向 系統 配電 新

分散型 工場環境改善
管理 開発 海外 含 産官学

研究開発成果 取 込 推進
分野 新情報制御

MICREX-NX 製造管理
MainGATE 新設 既設更新
鉄鋼 顧客 多数納入 飲料 化学

製造 系 自動車 電気電子 加工組立系向
製造 機能 拡充 食品
医薬 金属向 高精度 外観検査 納入

今後 機能安全 高信頼化 実現 安全
適用拡大 安

全 安心 提供 展開 図
分野 放射線機器 関連

原子力発電所 建設計画 医療 産業分野 放射
線利用 増加 放射線 安全 管理 重要
性 高 運用面 配慮 使
線量計 検出感度 向上 汚染 地震対策
強化 安全 安心 実現
機器 開発 商品化 今後 放射線 安全管理 寄

与 機器 国内外 提供
行政情報 関連 県 中核

都市向 文書管理 総務事務 勤務管理 給与手当 福
利厚生 旅費 統合型 提供 進  
　 & 関連 2009 
年 3 月期決算以降内部統制監査 始

1,400 社 納入 実績 顧客企業
業務基盤構築 強力 支援 2008 年 食

安全 脅 事件 事故 多発 対応 富士
電機 営農支援 農産物 安全 安心 強力

計測制御 分野 計量 関連
電力自由化 進展 電化住宅 増加
電子式電力量計 多機能化 導入 進 計量

処理 自動検針機器 周辺機器 導入 加
速 今後 適正 計量 担保 国際規格
整合化 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 省 用機器 拡充 図 電力
量計 製品 普及 寄与
計測 関連 各国 環境規制強化

需要 拡大 排出 用分析計 機種拡充 注力
方式 分析計 測定成分 拡大 製品 新型

分析装置 市場 投入 新型圧力 差圧発信器 性
能向上 防爆規格認証取得 型調節
計 対応 行 国内外 顧客

応 提供 図
関連 MICREX-NX

産業 公共 向 多数納入
管理 強化

強化 予測制御 追加 MICREX-

NX 完了 MICREX-

SX 活用 制御
利便性 一層向上 CPU 内

蔵 Ethernet 機能拡充 統合支援 開発 完了
監視制御分野向 6 種類 新規
市場投入 計装 省配

線 導入 容易 監視制御 提供

オートメーション

エネルギーソリューション

インダストリーソリューション

ソシオソリューション

計測制御コンポーネント
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　欧州向けフィルム型アモルファス太陽電池の受注拡大

　燃料電池普及機「100i」の完成と拡販

　中部電力株式会社向け低圧電力契約用遮断器「動力Sブレーカ」

図1　フィルム型アモルファス太陽電池モジュール

図2　100kW燃料電池普及機「100i」の外観イメージ

図3　低圧電力契約用遮断器「動力Sブレーカ」

富士電機 型 太陽電池 欧州
市場 受注 順次拡大 図 幅 0.5m×
長 3.4m 型太陽電池 本

型 太陽電池 軽
曲 特徴 生 欧州 複数 企業 防水

建材一体型太陽電池 適用
太陽電池 需要 今後 欧州 中心 大 伸張 見

込 建材一体型太陽電池 型太陽電
池 建材 一体化 従来工法 景観 損

大面積 太陽電池 設置 大規
模 発電所 建設場所 確保 森林伐採

環境 低減 手法 太陽電池
普及 寄与

富士電機 酸形燃料電池 普及機 100i 開発
普及機 開発 都市 下水消化 以外

従来利用 水素
工場 副生水素 製鉄所 水素精製 利用
利用拡大 図 今後 都市 備蓄 LP 切
替 防災機 庁舎 病院 学校 災
害拠点向 拡販 主 特徴 次
（1）　発電端効率 都市 42% 高効率 中
温排熱 60℃ 給湯予熱 利用 総合効率

約 92% 純水素利用時 発電端効率 48%  
（2）　設計寿命 6万時間 7.5 年相当 実現
（3）　付帯設備 含 機器 一体化 実現 設置
工事期間 大幅 短縮 機器信頼性 向上 図

電動機 始動電流 一時的 大電流 不要動
作 回避 過負荷電流 動作 動力 S
中部電力株式会社 中部精機株式会社 共同 開発
装置 特徴 以下 示 ① 式配線用遮断器部

電子式OC 部 構造 ②電子式OC
部 電流－熱変換演算 熱蓄積/放熱演

算 広範囲 電流 高精度 検出 定格間 動
作特性 重 合 動作特性曲線 実現 ③ JIS 規格

電気用品安全法 基 PSE 認証 法規制
100A定格以下 取得 ④長寿命電子部品 採用
長期信頼性 図 加速劣化試験 25 年 耐久性 検証
本装置 開発 2008 年 7 月 中部電力株式会

社 低圧電力契約 全電力会社 初 動力
用 SB契約 加

エネルギーソリューション
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　コンパクトマルチ計測ユニット「FeMIEL」

Ethernet/RS-485

最大31台

遠隔にて自動収集記録，運用設定，現在値表示
記録・設定情報はExcelファイルで保存

　ガスエンジンコージェネレーション用UPS

　瞬時電圧低下監視システム

図4　「FeMIEL」エネルギー計測パッケージ

図5　CGS用無停電電源装置「UPS8000G」

図6　波形画面例と計測装置

電力量 各種環境計測 可能
計測 FeMIEL 製品化 本製品

特徴 次
（1）　計測値 加 CO2 排出量 料金換算値表示 可能
（2）　電力 1回路計測 加 信号入力 可
能

（3）　1年間分 本体 記録保存 5分周期記録時
（4）　 機能搭載 Ethernet RS-485 選択

収集 以下
開発 単体 対応 可

能 収集 Excel 保存
解析 容易
 単体 収集 1対 1接続
 計測 最大 31 台構成

東京 株式会社 共同 開発
CGS 用無停電電源装置 UPS8000G

発売
CGS 長時間 電力供給 行 抜本的 瞬時電圧

低下対策 困難 一方 UPS 瞬時電圧低下 補
償 容量 制約 長時間 電力供給
困難 互 機能 補完 新 開発

機能 UPS 搭載 CGS 組 合
化 停電時 完全無瞬断 長時間無

停電 高品質電力供給 可能 本UPS 損失 小
常時商用給電方式 方式

希薄燃焼 高 発電効率
生 省 実現

液晶工場 半導体工場 電圧 一時的 低下
製品 品質 影響 及 電圧 安定
性 対 要求 非常 高
富士電機 瞬時 電圧低下 常時監視 警報 出力

監視事象 発生前後 波形 高精度
記録 各種 解析画面 装備 開発

主 特徴 次
（1）　波形 高精度 記録

 電圧 1波 電気角 3.75°
 GPS 高精度 時刻補正

（2）　常時瞬時電圧低下 監視 同時 負荷計測 実施

（3）　Web 上 瞬時電圧低下検出 各種
設定

エネルギーソリューション

関連論文：富士時報 2008.3 p.207-212



富士時報 オートメーション

　IP 変換装置と IP対応監視制御装置

　構造化ニューラルネットワーク適用の電力需要予測システム

　配電自動化システムのWeb型高速GUI パッケージ

図7　IP変換装置

中央給電
指令所
システム

気象
システム

需要実績

気象予報・実績

運用者端末

電力需要
予測システム

構造化ニューラルネットワーク

入力情報を
種別ごとに分離 不要な細胞を削除

当日気温

入力層 中間層

不要な結合を削除 類似の細胞を融合

出力層

前日気温

前日電力

前週電力

予
測
電
力

図8　電力需要予測システムのシステム構成（概念図）

データ
データ アプリ

ケーション

クライアント

イントラネット
サーバ

Ajax
Class

JavaScript

状態変化

差分
ゲット

レプリカ配置

画
面
表
示
部

差分
データ

WWWサーバ

図9　配電自動化システムWeb型高速GUI パッケージの仕組み

電力会社 効率的 通信 構築 目指
監視制御 伝送回線 IP 技術 適用 進

富士電機 対応 監視制御装置 IP 変
換装置 開発 特徴 次
（1）　IP PMCN

注

適用
順序性 連続性 性 信頼性 確

保 異 間結合 煩雑 回避
（2）　IP 変換装置 下位 被制御箇所 変電所 発電所

回線 対向 IP 変換 行 上位 監
視制御装置 連携 構成

（3）　監視制御装置 汎用 上 PMCN 実装
注 PMCN  Protocol for Mission Critical industrial Network use

JEMA産業用

電力需要 予測 電力 安定供給 経済運用
重要 業務 一 予測業務 熟練運用者 行

高 予測精度 多大 情報 収集 分析 必
要 労力 要 業務 富士電機 九州電力
株式会社中央給電指令所 中部電力株式会社中央給電指令
所 構造化 適用 電力需要
予測 納入 主 特徴 次
（1）　 構造 最適化 学習機能

従来 比較 予測精度 約 3割向上
（2）　 入力情報 種別 気温
需要 分離 処理 結果 電力
需要 影響 入力情報 種別 把握

近年 急速 普及 伴 監視制御
分野 Web 技術 用

構築 進 富士電機 配電自動化
適用 性 考慮

Web 型高速 GUI Graphical User Interface
開発 配置 台数

変更可能 大規模災害発生時 情報共
有手段 迅速 対応可能 本 特
徴 要求 都度 WWW 全

画面表示 方法 頻繁
利用 配置

要求 WWW 状態変化通知 応 差分
反映 方式 高速化 実現 富士

電機 今後 技術 適用 構築

エネルギーソリューション
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エネルギーソリューション

　天然水製造工場向け統合製造管理システム「MainGATE-Process」

インダストリーソリューション

　発変電所用標準監視制御システム

　鉄鋼業・製造プロセスライン向けトレースバックシステム「MainGATE/PPA」

図１0　標準発電監視制御システムの画面例

図１2　サントリー天然水株式会社奥大山ブナの森工場

中小規模発電所群 集中監視制御 変電所 運転 行
発変電所用標準監視制御 開発 特
徴 次
①Windows

構築 柔軟性 向上 ②運転業
務 効率化 可能 発電所設備 各種自動制御
機能 組 込 ③運用 柔軟性 持 自動
制御 修正 機能 組 込
④ 構成 合 操作卓

冗長化 自由 構築

標準 1号機 黒部川電力株式会社姫六総
合制御所 適用 稼動

富士電機 製造 商品 一
MainGATE/PPA 実績分析 用

鉄鋼業 製造 向
開発 納入 本 富士電機

MICREX-SX f s NISDAS 連携 高速
周期 30 50ms 収集 解析 中 低速周期
1 10 s 収集 長期保存 解析
実現 本 製造

製造実績情報 付 品質 状態 傾向
分析 製造管理指標 KPI Key Performance Indi-
cator Web 環境 閲覧 例 LAN接続

製造
KPI 閲覧

富士電機 製造 商品
MainGATE-Process 中核
天然水株式会社奥大山 森工場向 統合製造管理

開発 納入
本 製造計画 立案 指示 製造進捗

把握 設備監視 製造実績
品質分析支援 一連 仕組 組 込
飲料分野向 製造情報管理 標準化推進 向

製造状況 把握 製造品質 状態
傾向 分析 必要不可欠 工場管理指標 見 化
実現 同時 納入 原動管理
実績分析環境 統合 生産情報
情報 融合 高度

可能

C
P
U

P
S

表示用
クライアント

スイッチ

スイッチ

GW用NISDAS

データ収集用PLC
「MICREX-SX」

アプリ
ケーション
サーバ

スイッチ
データ
サーバ

図１1　 鉄鋼業・製造プロセスライン向けトレースバックシステ
ムの構成
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　ユビキタス保全ソリューション

診断管理パソコン

送受信機

無線センサ

ＬＡＮアダプタ

LAN
（既設使用可）

ＲＳ-４８５

無線通信
（特定小電力無線）

（a）ＲＦＩＤ回転機振動診断システム （b）工業用ユビキタス無線 LANシステム

ユビキタスサーバ

管理者用
情報端末
（ＰＤＡ）

点検者用
情報端末

（タブレットパソコン）

無線ＬＡＮアクセスポイント

振動センサ，中継用ＰＤＡ

　構内物流管理システム

　鉄鋼プラント計測制御システム

図13　ユビキタス保全システムの構成例

計量パソコン

制御盤

ポスト盤１

計量管理パソコン

既設 LAN

ルータ

スイッチング
ハブ

制御装置

制御装置

DIO
レーザ
プリンタ

操作表示器

スピーカ

バーコード
リーダ

ICカード
リーダ

Ethernet

車両検知
センサ

ひょう量器
関連

A3レーザ
プリンタ

ポスト盤2

制御装置

操作表示器

スピーカ

バーコード
リーダ ICカードリーダ

Ethernet

和算器

図１4　計量システムのシステム構成

図15　鉄鋼プラントの計測制御システム

近年 安全 安心 双方
向 情報交換 社会 到来 望
一方 保全現場 熟練技術者 減少 課題 抱

富士電機 保全現場 IT化 目的 長年
培 無線伝送技術 振動 付 RF 組 合

工場内 保全 試作評価 本
電動機 診断 RFID 振動診断

双方向情報交換 工業用 無線 LAN
構成 次 挙 特徴 持 追加配

線工事費 大幅 軽減 保全
①現場 保守点検記録 入力 検索 ②現場 予
備品情報 検索 ③写真情報 活用

保全情報 交換 ④現場機器 振動情報
無線 LAN経由 監視 診断

地球環境問題 資源 積極的 取組 一
JFE 株式会社 使用

量拡大 取 組 今回 JFE 株式会社
西日本製鉄所倉敷地区 積載車両
計量 行 計量 更新 処理能力 増強

新計量所 増設 対応 新計量 構築
富士電機 各計量所 設置 現場操作盤 中心

構築 現在 順調 稼動 開始
本新計量 特徴 ①従来 磁気 方式
非接触 IC 併用方式 変更

安定稼動 実現 ② PLC 採用
高信頼性 本 切替

処理能力 以前 2倍以上 見込

富士電機 新情報制御 MICREX-NX 鉄
鋼 納入

多種 対応
富士電機 既設制御 他社 電気制
御設備 機電一体 設置 付帯設備 制御 各社
PLC 通信 新

統合 可能 制御設備全体
操作性向上 行 設備 安定操業 目的
新 機器 稼動状況 収集
設備稼動管理機能 組 込 収集

時期 表示 予
防保全 可能 設備故障
目指 構築

インダストリーソリューション
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　鉄鋼プラント計算機制御システム

C
P
U

P
S

端末：FAパソコン

端末 LAN

ビジネス
コンピュータ

稼動系 計算機：SPARC Enterprise 待機系

共有ディスク

Pリンク
ゲートウェイ

Pリンク

FL-net

DPCS-F

汎用 LANはネットワーク解析アナライザ
技術応用による新旧システムの並列運転実現

富士電機専用 LANはゲートウェイ設置による
並列運転実現およびシステム定義変更の簡略化

ソフトウェア資産の流用度向上による
ソフトウェア変更作業の極小化

DPCS-Fゲートウェイ

電気
PLC

電気
PLC

計装
DCS

計装
DCS

　化学プラントの計測制御システム

　食品プラントの計測制御システム　──乳業プラントの計測制御システム──

図16　鉄鋼プラント計算機システム構成

図18　乳業プラントの計測制御システム

鉄鋼 1990 年代 導入 計算機 老朽化
進 保守部品不足 能力不足 新計算機 更
新 動 活発化 富士電機 製鉄所 計算機
更新 短期間 実現 以下 手法 紹介
（1）　既設 通信 解析

技術 応用 新設 計算機 取 込 新旧
並列運転 実現

（2）　最新OS 対応 互換関数 作成
既設 資産 流用度 上

変更作業 極小化
（3）　更新中 並列運転 専用 設置
既設制御機器 DPCS-F P 変更
定義 番号 変更

化学品 電機 電子 自動車 向 高
付加価値素材 需要 対 積極的 設備投資 行

最近 原料高 燃料高 工場 増設 延期
状況 状況 中 富士電機

株式会社東京 日野 工場
監視制御装置 更新
納入 新情報制御 MICREX-NX 上
位計算機 OPC 伝送 接続
情報交換 実現 階層化

表示 監視操作性 向上
MICREX-NX 新 監視操作性能 向
上 予測制御

機能強化 図 今後提供 予定

乳業業界 食 安全 観点 品質 安定性 確
保 導入 必要
対 富士電機 分散型制御 DCS 生産
実行系 MES 垂直統合 提供

MES 品質 実現 DCS 高
機能 PLC 採用 品質 安定性 確保
一方 Office 汎用

使用 仕様書 作成 自
動展開 可視化 提供 本

活用 顧客 現場機能改善
開発 変更 容易 製品 品質

安定性 十分 確保 某社新
工場 納入 順調 稼動

図17　化学プラントの計測制御システム
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各地 自治体 処理施設 老朽化 伴 機能維
持対策 設備運転 中枢 担 分散型制御
DCS 更新 相次 DCS 更新
信頼性 操作性 汎用性 向上 工事実施

際 設備稼動計画 影響 極小化 要求
富士電機 1993 年 日立造船株式会社経由春

日部市環境 納入 MICREX-PⅢ 新情
報制御 MICREX-NX 更新 更新工事
一括全面更新 既設 外線 PLC

流用 切替 工程 短縮 既存資産 十分 活用
品質 高 提供 全休

炉時 短期間 切替 工事 実現

　ごみ処理プラントの計測制御システム

図19　春日部市環境センターの中央制御室

業界 国内外 問 設備老朽化対策 運
転操作性向上 制御装置 更新計画 検討

中国烟台三菱水泥有限公司 稼動中 分散型制御
DCS 更新 新情報制御 MICREX-NX
行 更新工事 系統 2分割 行 外線
離線 端子台 既設品 活用

P 採用 既設資産 電気制御
用DCS MICREX-F 活用 更新工事 実施

現地工期 短縮 図 移行期
間中 新旧 間 従来 通信

専用 設置 運
転操作者 違和感 感 工事 進
2009 年 3 月 更新 完了 予定

　セメントプラントの計測制御システム

図20　運転操作用モニタ

　ボイラの計測制御システム

図21　ボイラ制御システムのオペレーションデスク自家用火力発電設備 事業所内生産設備 電力 蒸
気 供給 行 生産設備 安定稼動
最 重要 設備 一
富士電機 宇部興産株式会社 145MW発電設備

制御 1992 年 納入 第 3世代
DCS MICREX-PⅢ 2008 年 5 月 最新第 5 世代
DCS MICREX-NX 更新 現在 順調 稼動

更新工事中 一部 既設DCS 残
新旧 混在 構成 消火 点
火 工期 26 日間 短期 宇部興産株式
会社 共同 綿密 切替 計画 策定 計
画 短期間 更新工事 完了
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　都市ガス向け統合監視システム

　エンジニアリング支援システム「HEARTシリーズ」の「MICREX-NX版」

図22　西部ガス株式会社の本社コントロールルーム

［NX］

［ICS/ACS］

［SX］

削減

高効率
①機能仕様書からソフトウェアを自動生成
②ソフトウェア製作，単体デバッグ，
　図面フォロー不要
③簡単な機能仕様書作成
　（ひな型＋シンボル用意）

高品質

①機能仕様書＝ソフトウェアで仕様の食違いなし
②機能仕様書から自動変換なので人的ミスなし

ドキュメンタ

機能仕様
設計

ソフトウェア
設計

ソフトウェア
製作 デバッグ 試験 フォロー

［ワープロなど］ ［ローダ］

コメント

コメント

絵情報

絵情報

機能仕様書

機能仕様設計
（機能仕様書）

機能仕様設計
（機能仕様書）

ソフトウェア設計
（ソフトウェア図面）

ソフトウェア
入力 総合テスト

機能仕様設計 試験データ
入力

単体
デバッグ

図面
フォロー

（機能仕様書
  /ソフトウェア図面）

［Excel］

［Visio］

従
来
方
式

H
E
A
R
T
方
式

［ローダ］ ［ローダ］［ワープロ
など］

ソフトウェア図面

モニタ

機能製作
データ入力

総合テスト

モニタ機能仕様書
兼ソフトウェア

変換

図23　従来ツールと「HEARTシリーズ」の比較

西部 株式会社 統合監視 SCADA
遠隔監視制御 納入
西部 株式会社 都市 供給 福岡県

熊本県 長崎県 九州北部 持 国内大手 4社 一

本 役割 高中圧導管 統合監視
災害対策支援 都市 供給 圧力 流量
情報 一元管理 地震 災害発生時 異常情報
即時把握 二次災害防止 地域別 遮断 可能

PRIMARGY RX300
二重化 核 FA PLC MICREX-SX
構成 本社 災害

対策室 65 液晶 用
100 設置

HEART 汎用 OA
Excel Visio 用 群
作成 機能仕様書 SFC 計装

IBD 分散型制御 DCS
PLC 自動変換

HEART 2001 年
富士電機 開発 DCS PLC ICS2000

ACS2000 ACS250 MICREX-SX 適時対
応 業務 高効率化 高品
質化 貢献

HEART MICREX-NX 版
完成 大規模 含 情報制御

構築 効率化 高品質化 進

ソシオソリューション

原子力施設周辺 環境放射線
連続測定 監視 一般公開

社会的受容性 観点 重要 設備 新潟
県中越沖地震 発生以来 地震発生時 環境放射線
測定 伝送 必要性 注目

富士電機 地震対策 図
中部電力株式会社浜岡原子力発電所 納入

特徴 次
（1）　検出器 計測部 耐震評価 耐震性 確認 強化
（2）　電路断線 伴 停電対策 無停電電源装置 10
時間 設置 発電機接続回路 追加

（3）　 伝送路 断線 検出 衛星通信回線
伝送 自動 機能 追加

　地震対策モニタリングポストの納入

図24　地震対策モニタリングポスト



富士時報 オートメーション

ソシオソリューション

　高感度体表面汚染モニタ

　高感度ランドリーモニタ

　事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」

図25　高感度体表面汚染モニタ

図26　高感度ランドリーモニタ

原子力発電所 放射線管理区域内 作業者 区域外
退出 体表面 放射能汚染 高感度
測定 体表面汚染 開発 特徴 次

（1）　従来 前後面各上中下部 頭上部 両手甲掌 両足
裏 人 左右側面 上下部 左右側頭部 新
加 合計 17 部位 測定 可能

（2）　検出器 大面積薄型 使用
原子力発電所内 主要 核種 60Co

対 高感度測定 可能
（3）　検出器 配置 工夫 従来 開放感 維
持 60Co 1Bq/cm2 検出感度 向上 従来比
120%

原子力発電所 放射線管理区域 着用 衣服 洗
濯後 放射能汚染管理 使用 高感度
開発 関西電力株式会社高浜発電所 納入 特徴
次

（1）　 検出器 幅 700mm
幅 100mm 小型検出器 7台並 構造

 60Co 0.8 Bq/cm2 検出感度 向上
従来比 150%

（2）　 速度 180mm/s 作業服 流 場合 前述
検出感度 検査処理能力 340

着以上/h 可能 処理能力 向上 従来比 120%

ExchangeUSE 企業内 申請業務 電
子化 業務効率化 実現
日本企業 内部統制 観点 財務報告 信頼性
法令遵守 求 業務効率性 観点
単 内部統制 対応 現実的 運用
業務処理統制 行 重要 実現

IT 活用 不可欠 特
多様 業務運用 対応 柔軟性 高

求
ExchangeUSE 1,400 社 導入実績

富士電機 旅費 経費 勤務管理
多様 業務 対応 製品群 実績 培
強 企業 業務基盤 構築 支援

メリット
　汎用性がある
　自由に増やせる，変更できる

基幹系システム

総務

手当申請
証明書発行申請
福利厚生申請
採用管理
…

通勤手当申請
基本情報変更
退職金
年末調整
…

休暇申請
勤怠申請
工数管理
…

旅費精算
経費精算
固定資産
…

目標管理申請
キャリア管理
教育管理
社内公募
…

人事 給与 会計 目標管理

汎用型ワークフロー

メリット
　便利で使いやすい画面
　複雑な機能（日当，電車代）も実現

業務特化型ワークフロー

図27　 ワークフローシステム「ExchangeUSE」による業務処
理統制
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ソシオソリューション

　営農支援システム

　某市向け文書管理システム・庶務事務システム

図28　営農指導支援システムの運用イメージ

ハードウェア構成

クライアント
パソコン

Web/AP
サーバ

DB
サーバ

文書管理システムと庶務事務システムを同一ハードウェアおよび同一の基盤ソフトウェア
上で構築

文書管理
システム

電子決裁基盤

ソフトウェア構成

検証 /研修
サーバ

運用管理
サーバ

庶務事務
システム

認証基盤

OracleApplication Server

OracleDataBase

OS（Linux）

図29　システム構成

食 安全 安心 関心 高 中 農業生産段階
農薬 適正使用 農薬取締法 食品衛生法

規制 大幅 強化 相 一層 徹底
求 現在 農業生産主体 JA 生

産者 最 悩 問題
富士電機 提供 営農支援
端末 活用 農薬情報検索 農作業現場

畑 状況 応 適正 資材 使
用基準 検索 参照 可能
多 食品事故 原因 失効農薬 使用 農薬
使用基準違反 防止 安全 生産 実現 支
援 本 産地 食 安全 安心確保対策
一翼 担 仕組 現在 国内 25 拠点 稼動中

国 e-Japan 戦略 構想 契機 地方自治体 電子
自治体 実現 進 富士電機 地方自治体向
情報 構築事業 展開 最近 内部業務
効率化 目的 文書管理 庶務事務

導入 進 都道府県 導入 関
富士電機 誇
中核都市以上 展開 図

中 2006 年度 某市 文書管理 庶務事務
構築業務 一括受注 2007 年 7 月 文書管理
2007 年 12 月 庶務事務 運用 開始

本 共通基盤 電子決裁基盤 構
築 庶務事務 新 導入 実現
今後 展開 向 事業基盤 技術基盤 強化

計測制御コンポーネント

低圧需要家向 計器 各種料金 迅速
対応 機能 充実 電力需給用複合計器 時間帯
別 通信機能付 開発
従来 計器 定格電流 30A 120A 2 仕様

今回開発 計器 電化設備 持 電
力需要家向 最適 定格電流 60A 仕様

内蔵 乗算 LSI Large Scale 
Integrated Circuit 採用 電流 化

半波電流 計量 可能
設計 見直 行 従来 30A仕様品 部品

共通化 行
仕様 次
 単相 3線式 100V 60A 50/60Hz

　電力需給用複合計器（時間帯別・通信機能付）

図30　電力需給用複合計器「FM2CS-R」
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計測制御コンポーネント

　直接挿入レーザ方式ガス分析計の測定成分追加

受光部

発光部

制御部

　ガス分析装置「ZSU-4」

　圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」のグローバル防爆規格認証取得

図31　直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」

図32　ガス分析装置「ZSU-4」

図33　圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」

2007 年 4 月 煙道排 中 HCl NH3 測定 直
接挿入 方式 分析計 開発 完了 2008 年 4
月 H2O 同時 測定 HCl/H2O NH3/H2O
O2 2008 年 10 月 CO CO2 CO/CO2 CH4

加 各追加成分計 用途 特徴 次

（1）　HCl/H2O NH3/H2O 計 煙道排 装置単独 水
分補正 容易

（2）　O2 CO CO2 CO/CO2 計 鉄鋼 高温 高
環境下 燃焼制御用 使用

高速応答
（3）　CH4 計 0.01 50 vol% 幅広

対応 　 漏 検知用途 使用可能

鉄鋼 石油化学 加熱炉
焼却炉 排 適 分析装置

ZSU-4 排 中 含 NOx SO2 CO CO2
O2 N2O 最大 5成分 同時 連続測定
（1）　搭載 赤外線分析計 機器 端子台
電気機器 化

（2）　高感度 搭載 赤外線分析計
業界最大 比 1 25 実現

（3）　分析装置 奥行 従来比約 30%小型化 完全前面
使 追求

（4）　用途 応 系統 標準化
（5）　自動校正 自動 切換 上下
限警報 豊富 機能 持

2007 年 12 月 発売 圧力 差圧発信器 FCX-AⅢ
世界各国 主要 防爆規格認証 取得 石油 化

学 爆発性雰囲気 使用 電気機器
本規格 認証取得 義務 認証取得

世界各国 石油 化学市場 拡販 可能

取得 防爆規格認証 国 地域 認証機
関 次
①日本 TIIS ②中国 NEPSI
③欧州 ATEX ④豪州 他 IECEx
⑤米国 FM ⑥ CSA

防爆規格 種類 ① ⑥ 本質安全
防爆 耐圧防爆
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計測制御コンポーネント

　モジュール型調節計のシリーズ拡充

　新情報制御システム「MICREX-NX」の機能拡充

　新情報制御システム「MICREX-NX」P/PEリンクデバイス

サーバ

PROFINET

PROFINET拡張通信モジュール
MICREX-NX
シーメンス社製PLC

PROFIBUS拡張通信モジュール

ET200

PROFIBUS-DP

図34　“拡張通信モジュール”を使用したシステム構成型調節計 PUM 2 種類
拡張通信 開発 各拡張通信
現行 PUM 接続 PLC 上位

通信 可能 特徴 次

（1）　PROFIBUS 拡張通信
MICREX-NX 社製 PLC 通信

① PROFIBUS-DP ②
最大通信速度 12Mbits/s ③最大接続 数 32 台
（2）　PROFINET拡張通信
Ethernet 接続

① 100BASE-T 100Mbits/s 2
標準装備 ② NRT RT 対応 ③最大接続 数
32 台

図35　マルチユーザーエンジニアリングのシステム構成MICREX-NX 機能 拡充 2008 年 10 月
Ver.7.0 向上 主 機能 次

（1）　 管理機能
特徴 1 種類 統計 管理 可能
特徴 2 状態 機能 実現
効果　 重大 確認漏 防止

（2）　 機能
特徴 1 複数 設計 可能
特徴 2 一元管理 可能
効果　 設計 時間 大幅 短縮

（3）　 機能
特徴　 CSV形式 実現
効果　 最適 分析

OSクライアント1

OS：オペレータステーション
ES：エンジニアリングステーション
AS：オートメーションシステム

OSサーバ

ES1

AS1

CFC/SFC
エンジニアリング

ES4

OSクライアント2 OSクライアント3

AS2

OS

最大4回線

P/PEリンク

OS：オペレータステーション
ES：エンジニアリングステーション
AS：オートメーションシステム
PLC：プログラマブルコントローラ

PLC

二重化AS

ES

リンク
デバイス

リンク
デバイス

PLC

図36　P/PEリンクデバイスのシステム構成MICREX-NX
AS 既設 MICREX

使用 P PE 機器 接続
装置 開発 主 特徴

次
（1）　AS 冗長化 対応
（2）　1台 AS 本 4 台 接続可能 P/ 
PE 4 回線

（3）　Profibus 接続 従来 Ethernet 経由 接続
高速化 実現

（4）　 通信 通信 可能
（5）　高速伝送 最大 976 30ms 更新 実現
（6）　PE 全 24.5 k

一括伝送 実現
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計測制御コンポーネント

　統合コントローラ「MICREX-SX」のCPUモジュール「SPH2000」の内蔵Ethernet 機能拡充

　統合コントローラ「MICREX-SX」計装向けモジュール 関連論文：富士時報 2008.2 p.153-157

　ワイヤフォーミングの生産性を向上させるPLC用ソフトウェア

高耐圧
チャネル間絶縁
AC1,000V

① AI  ：８ｃｈ
② AO  ：４cｈ
③ PT  ：６ｃｈ
④ 熱電対 ：８ｃh
⑤ ディストリビュータ
  ：4ch
⑥ 流量計 F/A-D
  ：4ch

Δ
高速・高精度・高分解能

（24ビット　Σ A-D変換器内蔵）

センサ用
電源内蔵

図38　計装向けモジュール製品のラインアップ

（a）４面図 （b）拡大図

（c）シミュレーション図

図39　ワイヤ形状表示と機械動作シミュレーション表示例

統合 MICREX-SX CPU
SPH2000 内蔵 Ethernet 機能 顧客

好評 構築 利便性向
上 目指 次 機能拡充 行
（1）　 送信機能 FTP

 PLC 能動的 転送 可能
 送信 最適

（2）　電子 発信機能 SMTP
 付 発信 可能
 発生時 連絡 最適

（3）　Ethernet 時計機能 SNTP
 基準時間取得 可能
 正確 時間付 作成 最適

PLC 計装 多品種少
量生産 対応 中小規模 応
用範囲 拡大 適合
目指 次 特徴 持 最高水準 計装
6種類 開発

（1）　 流量 温度 圧力 量
高速 高精度 高分解能 計測可能

（2）　計測用 ch 間 絶縁強化
（3）　 用電源 内蔵

従来設置 高精度調節計 変換器
電源 不要 各種流量計 計装

直接接続 省配線 柔軟 高精度計装
容易 構築

機 曲 加工機 PLC
MICREX-SX 組 込 際 PLC 作
必要 曲 加工機 曲 機構部 形状
寸法 制約 曲 部 不備 干渉 伴

PLC 工程 機械 動作
曲 形状 確認 作成 余分 作業

軽減 ①機械動作 機能 ②加
工 最適 調整値 作成機能 ③ PLC

授受機能 構成  
開発 機能 最終曲 形状
干渉 有無 機械 動作 画面上 確認 PLC

生産効率 向上 好評 得
一部 三次元CAD 対応

電源
モジュール

CPU
モジュール 入出力

モジュール

図37　「SPH2000」の Ethernet 機能内蔵CPUモジュール
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産業 社会 分野 2 3 年間堅調 設備投
資意欲 支 好況 富士電機
培 高 技術力 多

供給 今後 FQCDS 機能 品質 価格
納期 優 高性能

提案 社会 貢献
産業受変電 分野
S-Former 中心 好調

世界最大級 精錬用整流設
備 向 受注 製作 開始 新 取組
進 特徴 S-Former Mini 開

発 納入 一方 老朽化 他社製整流装置 整流器部
置換 挑戦 成功 収 次 電気炉分野
国内最大級製鋼 炉 直流 向 電気品 受注

製作 開始 炉用電気設備 増容量設備
既設 設置 要求 多 要求 対 今
培 大電流設計技術 適用 応 加熱

技術 駆使 開発
1MHz 級電源 実証設備 高 評価 得 今後

真空管領域 非磁性金属加熱領域 拡大 予定
施設電機 分野 製造業 非製造業 官公
庁 多岐 分野 特高受変電設備 数多 納入
製造業 更新需要 新工場建設 盛 行

企業 災害 回避 情報 対策
IDC Internet Data Center 需要 急増 IDC向

受変電設備 納入 増加 近年 変電設備 環
境対応 電力品質向上 付加価値 求
屋内設置 特高変圧器 脱 SF6 脱油 要求

変圧器 採用 拡大 富士電機
要求 応 22 kV 自冷 13MVA/風冷 16.9MVA 国内
最大容量 用変圧器 開発 納入

2008 年 落雷瞬低対策 高圧瞬低対策装
置 開発 納入 今後電力品質向上
高 高圧瞬低対策装置 設置 増
交通 分野 地球温暖化防止 伴 CO2 排
出抑制 観点 電気鉄道 見直 第三

新線 建設 各電鉄会社 既設変電所
更新工事 活発 行 富士電機 環境対応 安全
省 純水沸騰冷却式整流器 直
流高速度真空遮断器 新幹線用
形配電盤 電力系統補償用自励式 開発 製作
精力的 行 多数納入
道路 分野 世界的 都市 増

地域環境保全 配慮 目的 空中 浮遊粉
除去 電気集 機 需要 増 富士電

機 分野 多 納入実績 高 技術 持 環境改
善性能 向上 交流電界型電気集 機 開発
納入 環境改善 貢献

分野 特 液晶分野 堅
調 設備投資 継続 世界最大第 10 世代 G10
液晶 用 CR 受注

現在一期 二期工事 施工中 工程 順調 進
生産装置 搬入 開始 2008 年度内 一期工事

引渡 完了 予定 受注 際 富士
電機 工場内 気流実験室 新設 顧客 搬送装置

共同開発 実施 搬送装置 実
機走行 事前検証実験 新気流制御 技術 確
立 本 設計 施工 反映

製品 液晶
製造 歩留 向上 貢献 大型

基板 G10 用冷却装置 精密恒温装置 CR
用 冷却装置 高精度温調装置 数多 製品化
納入 6程度 CR 適用
冷却装置 G10 用大規模液晶工場 採用

工期短縮 実現
FFU 監視

機能拡充 追求 新型 LSI LAN Serial 
Interface 製品化 数多 納入 順調 運
転 液晶分野向 製品開発 納入実績

今後 半導体分野 積極的
展開 拡販

産業プラント

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム

施設電機システム

交通・道路システム

クリーンシステム
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　フィリピン・マブハイビニル社向け「S-Former Mini」（12相整流装置）の納入

　米国・オキシデンタル社向け他社製変圧器とのクローズカップル整流器の完成

　JFE条鋼株式会社仙台製造所向け炉用電気品の納入

図１　整流器全景

図2　整流器全景および背面取合部

図3　電気炉用変圧器の設置状況

2006 年 電解用途向 顧客 主要
中小容量整流装置 S-Former Mini 開発

応用 2008 年 7 月 単器 12 相整流装置
第 1号機 株式会社経由

社向 納入 本設備 三相 60Hz
13.8 kV 受電 DC425V 19.6 kA 出力 設備
特徴 次
（1）　単器 12 相 横流 増大
考慮 信頼性 高 整流装置

（2）　 化現場制御盤 標準仕様 採用 遠方
監視盤 伝送接続 双方 表示画面
設置 監視 操作性 向上

老朽化 進 社 既設他社製整流器
更新 他社製変圧器 流用
変圧器 整流器

6台 納入 出力 単器DC364V 66 kA 24MW
合計出力 144MW 設備 特徴 次

（1）　直流電流 66 kA 富士電機 対策
同相逆並列接続技術 適用 今回 整流器

更新 技術 適用
効果 他 手法 達成 製品 完成

（2）　既設他社製変圧器 既設DC 取合 合
大容量 14 並列/

化設計 行 既設設備 整流器
内 性 向上

JFE 条鋼株式会社仙台製造所向 交流 炉用電
気品 納入 所期 目的 満足 性能 得 主要機
器 構成 特徴 次
（1）　75MVA炉用変圧器
1 2 方式 採用 降圧変圧器 154 kV/ 
33 kV 炉用変圧器 33 kV/F990-R570V 同一
収納

（2）　18MVA直列
無電圧 切換器 採用 多頻度真空遮断器
適切 配置 炉運転中 切換
交流 炉用電気 構築

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム
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産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム

施設電機システム

0.5 以下 小径 薄肉 電縫管溶接 薄板加熱
適 300 kW 1MHz 半導体式高周波電源装置

開発 本高周波電源装置 組 込 200 kW
600 kHz 電縫管溶接機 顧客 納入 主 特徴 次

（1）　制御高速化 主回路 冷却性能 強化 出力周波
数 従来 500 kHz 1MHz 高周波化

（2）　1MHz 電源部 効率 90%以上 高効率

（3）　電流 電力制御 高周波側 位相制御 採用
負荷 変動 対 高速応答性 実現

（4）　従来電源 同様 入力力率 広 入力範囲
0.95 以上 維持 整流器 多 化

高調波 低減 実現

　MHz級高周波電源装置

図4　MHz級高周波電源装置（300kW，1MHz）

社 主電源設備用
社向 220 kV GIS 変電設備 納入

2008 年 6 月 運転 開始 GIS 屋内
方式 2回線架空線受電 二 母線連絡 持 2区画
二重母線 9回路 成 系

統構成 GIS 機側操作盤 省略 隣接
部屋 設置 GIS 側制御回路 収納

相互接続
盤体 独立 万 一

火災発生時 被害 最小限 抑 配慮
保護 適用 母線
保護 光伝送 式分散配置
採用 信頼性 向上 図

　アルミ精錬工場向け220kV GIS

大型百貨店 13 階 受電設備
用変圧器 合計 3台納入
従来 大容量 油入変圧器 絶縁変
圧器 対応 環境面 防災面 付加価
値 高 対応 仕様 結
線 - 電圧 21 kV/6.6 kV 定格容量 13MVA 自冷
/16.9MVA 風冷 年 3回 8 時間連続運転仕様 周波数
60Hz 容量 国内最大級

概略寸法 W3.5m× D2.3m× H3.6m 総
質量 約 25 t 本 電気室
分解搬入 現地 組立 行 配電盤 収納

　国内最大級容量のモールドトランス

図6　国内最大級容量のモールドトランス

図5　 220kV GIS
　　　 Photography courtesy of Sohar Aluminium Co.
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施設電機システム

交通・道路システム

IT 化 普及 情報通信施設 需要 急速 拡大
情報通信施設 安定稼動 生命線

情報通信施設 電源 必須要件 連続安定供給性
電源 設備 無停電電源装置 非常用

発電機 特高受変電設備 機能停止 長時
間 電源供給 不可能 特高受変電設備
高 信頼性 要求
今回 都内情報通信施設向 特高受変電設備 納入

設備 特徴 受電設備 制御電源部
停電 点検不可能 部位

構成 万一 故障発生時 別
電源 供給 電力会社 停電

限 電源 連続供給 可能

　都内情報通信施設向け特高受変電設備

A系機器
B系機器

図7　機器の構成

富士電機 岡山大学鹿田 向 66 kV特高受変
電設備更新工事 受注 C-GIS 装置 8MVA油入変圧
器 2 台 高圧配電設備 電力監視設備 1,250 kVA×2 非
常用兼常用 発電設備 納入
本 医学部歯学部附属病院 先端医療
教育研究 担 重要施設 多 抱 設備停止
許 施工 際 全停電 行

既設電気室 全更新 施工条件 求
幅広 製品技術 豊富 施工実績 基
力 実現 高 評価 得 高 電源品質
求 停電時 商用電源 自家発給電
状態 給電切替 無停電 運用性 高

実現 電源品質 向上 貢献

　国立大学法人岡山大学（鹿田キャンパス）特高受変電設備更新

図8　特高受変電施設C-GIS ユニット

東武鉄道株式会社柳瀬川受電所 機器老朽化対応
顧客所有 22 kV特高送電設備削減 目的 変電所化
工事 行 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）　受電設備 84 kV 絶縁開閉装置 適用  

充電部分 露出 設備 縮
小化 図

（2）　 整流器 6,000 kW S D＋
500% 0.2 s 採用 凝縮器 1 化
省 化 図

（3）　主制御用配電盤 回線単位形 採用 省 化
保守性 向上 図

　東武鉄道株式会社柳瀬川変電所受変電設備

図9　整流器設備
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　大阪市交通局長居変電所の更新工事

　都市高速福大トンネル向け換気設備の納入

　IP ネットワークを利用した IG中継型遠方監視制御設備の納入

図10　純水沸騰冷却式シリコン整流器

図11　ジェットファンの設置状況

中日本高速道路株式会社八王子支社

IG中継局
施設中央局

モデム伝送

【凡例】
監視制御用
IPネットワーク

御殿山 TB

相模湖東 IC

藤野PA

八王子保全・サービスセンター八王子 IC

相模湖 IC 石川PA 国立府中 IC 調布 IC 三鷹 TB 烏山SH

本線照明No.1～ 7

監視情報
モニタリング

監視情報
モニタリング

子局

保守支援用
IPネットワーク

孫局

図12　IG中継型遠方監視制御設備の構成

地下鉄御堂筋線 電車用 付帯用電力機器 老朽
化 伴 特別高圧 高圧 更新工事 実施
主 設備 24 kV 絶縁開閉装置 純水沸騰冷却式

整流器 7.2 kV 閉鎖配電盤 主制御用配電盤

主 特徴 次
（1）　24 kV 絶縁 C-GIS 脱 SF6 化

実現 省 化 図
（2）　 整流器 二重星形 二重三相

結線替 可能 構造 高 自由度 持
（3）　7.2 kV 閉鎖配電盤 主制御用配電盤 従来納入品
比較 約 40% 省 化 実現

（4）　単体形 採用 高信頼性 確
保 保守省力化 実現

都市高速福大 福岡高速 5号線 堤－野芥間
位置 福岡高速唯一 都市高速 安全
快適 交通環境確保 貢献 換気設備
納入 主 特徴 次
（1）　 口径 1,030mmφ 吐出 風速
30m/s 上下線 各 2台設置 内環境 応
自動運転 視環境改善 図

（2）　車両火災発生時 上下線 4 所 設置 消防隊
専用操作盤 排煙運転 消火
救助活動 安全確保 図

（3）　 画像処理方式 採用 煙霧透過率測定装置
内視環境 測定安定化 保守性 向上

図

中日本高速道路株式会社八王子保全
管内 遠方監視制御設備 IG 機
能 中継局 配置 伝送方式

IP 伝送方式
中継局 8子局 9孫局 高井戸－相模湖間 設置 間

送受信 行 新 更新 施工
本 特徴 保守支援用 IP 経

由 監視情報 機能 各子局 中
継局機器 Web 機能 持 内蔵
組 込 各子局 自局 保有 監視情報
表示 中継局 全子局集約画面 表示 各画面

呼出 汎用 搭載 各局
LAN接続 可能

交通・道路システム



富士時報 産業プラント

　液晶製造ライン用精密恒温装置

　超精密温調装置

　クリーン冷却装置

図13　精密恒温装置

冷水

制御系

空気

冷媒

空気冷却器 ULPAフィルタ

温度センサ

P

ファン電気ヒータ

水冷却器

冷凍機

最適冷水温度制御ユニット

図14　制御フロー図

図15　クリーン冷却装置

液晶 TFT Thin Film Transistor 製造
基板 大型化 進 品質

向上 基板 温度管理 重要
本装置 基板 温度 短時間 均一 制御

装置 次 特徴 持
（1）　冷凍機 方式 圧力損失 低 特殊吹出
採用 省 化約 60%減 当社比 達
成

（2）　吹出 温調 一体化 装置占有
約 30%削減 当社比

（3）　特殊吹出 温度均一化時間 約 25%
短縮 当社比

半導体 液晶分野 温度変動
製品性能 影響 及 高清浄度 高精密温調

機能 持 超精密温調装置 使
省 高精度 温度制御 兼 備

超精密温調装置 精密機械 検査用 納入 紹介
従来 精密温調制御 空気 過冷却 微

調整用 再加熱 方式 最適冷水温度制
御 過冷却 再加熱 必要 超精密温調装置
実現 主 性能 次
（1）　温度精度 設定温度＋－ 0.01℃
（2）　設定温度可変範囲 18 23℃
（3）　清浄度 1
（4）　消費電力 過冷却 再熱方式 60%低減 当社比

世界初 世界最大 第 10 世代 採用
最新鋭液晶工場向

局所 化 旺盛
気流解析 熱解析技術 駆使 製品仕様 方向性

決 清浄度回復特性 関 総合的 評価技術 実機検
証 行 製品化 製品性能 高 評価 国内液晶

製造最大手 約 600 台納入
冷却装置 主 仕様 次

（1）　清浄度 6
（2）　吹出 風速 0.8 1.6m/s
（3）　冷却能力 58,800 kJ/h
（4）　回復特性 30 分 8 運転開始後 到達時
間

（5）　外形寸法 W3.1m×D2.16m×H0.8m

クリーンシステム
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　LSI 方式新クリーンルーム監視システム

FFU監視パソコン

スイッチングハブ

Ethernet

Ethernet

Ethernet

LSI

CH1 RS-485

RS-485

FFUCH2

LSI-250

LCI-1

1回線目：31台×4
　　　＝124台（最大）

CAN

FFU

LSI-1

図16　FFU監視システム構成例半導体 液晶分野 数百台 数
万台 数多 FFU
設置 運転操作 状態監視 容易 行

FFU監視 必要不可欠
汎用通信 FFU 側

RS-485 上位 Ethernet
変換 LSI LAN Serial Interface

採用 新 FFU監視 製品化 多数納入
特徴 次

（1）　 規模 大容量化
（2）　FFU側 使用

CAN通信 混在 可能
（3）　FFU監視 稼動 前 型

接続 容易 FFU 試運転 可能

クリーンシステム



展　望

富士時報

世界 電力 需要 新興国 中心 大 伸
伴 発電所 新設 世界的 大 伸

今後 発電設備容量 年率 2.6% 新興国 5.4% 先進
国 1.4% 増加 予測 中

市場 対 要求 電力 安定供給 信頼性
向上 地球環境保護 CO2 排出低減 発電 低減
高効率化 挙 地球温暖化防止
地球環境保護 対 具体的 取組 課題
富士電機 自然 利用 地熱発電 水力
発電 CO2 排出 原子力発電分野 取組 強

2008 年 大型地熱発電 大型揚水発電 日
本 核燃料 確立 技術開発 成果
出
火力部門 地熱発電分野 大型地熱発電所 完成
新規受注 続 蒸気発

生設備 SSS 含
発電所 1台×90MW 計画 1 月前倒

完成 早期電力供給 貢献 引 続 単気筒
世界最大容量機 発電所 1台×

132MW 受注 設計 製作 進
二 建設中

引渡 向 順調 据付 工事 試運転 続
地熱大国 米国 継続
受注 開発 進 地熱 発電設
備 商品化 完了 具体的 商談 展開 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 中国 納入 600MW機 営業運転

開始 米国
韓国向 設備 出荷 2009 年

中国向 多数 用
石炭火力用 出荷 予定
発電分野 沖縄電力株式会社吉 浦火力発電

所向 発電設備 設計 製作 進 既設発電
所 改修 更新 R 環境負荷 低減
経済性 信頼性 向上 目的 長寿命化 高効率化

行 案件 注力 地熱発電
分野 非凝縮 抽出装置 改造 取 組 既設

地熱発電所 性能 信頼性 向上 目指
原子力部門 引 続 核燃料 全般 特
徴 技術 生 製品 提供 取 組

独立行政法人日本原子力研究開発機構 燃料製造施
設 本格稼動 向 燃料製造 各設
備 更新 増設計画 推進中 富士電機 MOX

混合酸化物 燃料 製造
検査 安定稼動 保守 実績 評価 計算機

更新 完了 将来 FBR 高速
増殖炉 実用化 一環 燃料取扱 遠隔
機器 培 技術 生 高速実験炉 常陽 原子

炉容器内観察 画像撮影装置 開発 納入
保守 補修技術 開発 貢献 一方 核融合分野

展開 期待 系超電導線 用 製
品開発 取 組 2008 年度 固定界磁超電導
方式 製作 引 続 回転界磁超電導方
式 完成 今後
変圧器 適用 実証 取 組 所存
水力部門 特 海外 新規建設 多 2008 年
韓国 環境負荷低減 目的 建設 発電
所向 水車 発電機 1台×60MW 受注 南

電力需要 増加 対処 建設 揚水
発電所向 大型発電電動機 4 台×373.2MVA/358MW
受注 揚水発電所向
水車 発電電動機 2台×135MW 中国 張河湾揚

水発電所向 発電電動機 4 台×278MVA/268MW
営業運転 入 国内 新設案件 山形県 横
川発電所向 水車 発電機 1 台×6.65MW 2008 年
11 月 営業運転 開始 引 続 新野川発電所 1台×
10.5MW 据付 工事 開始  
富士電機 発電分野 重要 CO2 排出
低減 地熱 原子力 水力発電 応 2009 年

環境 地球環境負荷 低減
発電設備 研究 開発 進 社会 貢献

発電プラント

火　力

原子力

水　力
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　米国向け地熱用タービン・発電機の受注

図1　2000年に納入したソルトンシー5号機米国 社向 35MW機
社向 55MW機 受注 2008 年 3

月 契約 2000 年以降停滞 米国 地熱発電
設備 建設 復活 兆 見 始 復活当初 2
案件 続 受注 3台 1案件 受注 向 商
談中

社 増設 計画
計画 具体化 数件 引
続 米国向 地熱 発電機案件 好調 受注

継続 計画

火　力

　東北電力株式会社柳津西山地熱発電所の高効率化

図3　ハイブリッドシステムの全景東北電力株式会社柳津西山地熱発電所 発電出力
65MW 日本最大 地熱発電所 発電所
地熱蒸気中 含 炭酸 硫化水素 抽出 装置

効率 悪 蒸気 長年使用 近
年 蒸気量 減衰 発電出力 低下 著 抽
出装置 高効率化 要求 富士電機 複数
高効率化案 中 総合的 経済試算 行 小型

真空 組合 抽出 行
提案 受注 後 2008 年 8

月 引渡 行 設備 効率的 取 出
蒸気 送 発電出力 約 5MW増

加 10% 効率向上 実現

　インドネシア・ワヤンウィンドゥ地熱発電所2号機の建設

図2　建設中のワヤンウィンドゥ2号機の全景富士電機 2000 年 納入 1号機 続 2006 年
地熱発電所 2号機 社

受注
発電所内 業務 発電機
含 機械 電気 制御品 供給 建設工事 試運転
含 契約 現地 建設工事 完
了 2009 年 3 月 営業運転開始 目指 試験 試運
転 最盛期 迎 2号機 出力 地熱

単機 世界最大容量 117MW

自国産出 化石燃料 消費 環境
優 地熱発電所 建設 注力 今後 富士電

機 重要 地熱市場

関連論文：富士時報 2008.5 p.314-319
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　台湾地区600MW発電ユニットのリハビリ工事

図6　リハビリ工事中の2号機低圧ロータ台湾中部 西海岸 位置 麦寮火力発電所 富士
電機製 600MW蒸気 発電設備 4台納入

当発電所 台湾地区 電力需要量 増加 伴
運転開始以来 台湾全土 安定 電力 供給

4 構造 高圧×1 中圧×1
低圧×2 今回 工事 2号機 低
圧 動翼 静翼 2008 年 6 月 9 月 4
月 工場 交換 低圧 延命化 図
2008 年 10 月 低圧 現地組立工事

始 12 月 運転 再開
12 月 同 1 号機 対 同様

工事 工場 実施

火　力

　リビア向けタービン・発電機の営業運転開始

図4　ザイワ発電所の全景国内電力需要 増加 電力 隣国
輸出 背景 発電所
建設 近年盛 行 富士電機 韓国

会社経由 電力庁 GECOL 向
2004 2005 年 計 5 台 蒸気 発電機設
備 受注 現在 全 5台 営業運転開始 迎

順調 営業運転 継続

 発電所 2×166MW 2007 年 9 月運転
開始

 発電所 3×155MW 2007 年 12 月運転開始
GECOL 発電所向

非再熱蒸気 空冷発電機 組合 世界最大規
模 2×234MW案件 2007 年 受注 現在 2009
年 出荷 向 川崎工場 製作中

　IPP 向けタービン・発電機設備の受注と出荷

図5　長大翼の1ケーシング600MW低圧タービン富士電機 2008 年度卸電力事業 IPP 向 蒸気
発電機設備 受注台数 現在 12 台 総出力約

1,200MW 仕向 地 東南 大多数 占
地域 経済産業 発展 寄与 既

納顧客 注文件数 約 3割 新規受注
件数 約 7割 火力分野 得意先拡大 大 貢献

2008 年度 IPP 向 出荷 総出力 約 2,900MW
大 台数 12 台 中国向

2×600MW 向 3×300MW 比較的大容量機
出荷 継続 大容量地熱設備
出荷時期 重 整然 工程調整 結果 遅滞
出荷 2009 年 相次
営業運転 開始
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　プルトニウム燃料製造・検査系主要計算機の更新

仕上検査設備

動力制御盤

制御用計算機システム

　「常陽」炉容器内構造撮影装置の製作

　高温超電導（イットリウム系）機器の製作

図7　検査設備制御用計算機システム

図8　「常陽」炉内に挿入作業中の撮影装置

図9　超電導モータ

独立行政法人日本原子力研究開発機構 燃
料技術開発 国唯一 MOX

混合酸化物 燃料製造施設 1966 年来
技術開発 取 組 MOX燃料製
造実績 世界 誇
富士電機 燃料 製造 検査 関連 設
備 多数納入 定期点検 更新工
事 保守 提供 設備 安定稼動
改良 効率化 寄与

富士電機 燃料製造上 要 仕上検査
設備 密度抜取測定設備 制御用計算機

短期間 更新 今後 安定 燃料製造 実
現 貢献 所存

富士電機 FBR 高速増殖炉 実用化 向 活動
精力的 推進 FBR 開発拠点 一 独

立行政法人日本原子力研究開発機構 高速実験炉 常陽
冷却型高速炉 原子炉容器内 観察

保守 補修技術 開発 行 燃料取扱機器 遠
隔 機器 培 技術 生 常陽 炉
容器内構造観察 画像撮影装置 開発 納入
本装置 1自由度 屈折機能 持 高温 高
線量下 炉心集合体頂部狭隘 空間 炉
心上部機構下面 撮影 映像伝送用

屈折時 機能保全 最小曲率 抑
曲率調整機構 付加 工場 実施 顧客参加
実規模 操作 習熟 実際 炉内観察
適用 計画 機能 実現

系超電導線 用 同期電動機 独立行政
法人新 産業技術総合開発機構 委託 受

財団法人国際超電導産業技術研究 再委
託 株式会社 九州大学

株式会社 共同 製作
2007 年度 固定界磁超電導方式 製作
引 続 2008 年度 回転界磁超電導方式

完成 系超電導線
機器適用 可能性 実証 仕様 7.5 kW

400V 360 r/min 11 kW 出力 確認
系超電導線 将来性 機器適用化

期待 富士電機 変圧器
適用実証 今後 取 組 所存

原子力
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　山形県企業局新野川第一発電所向け発電設備据付け工事

　インド・ガドガール揚水発電所の現地試験完了

　山形県企業局向け横川発電所の完成

図10　据付けが完了した下部吸出し管

図11　発電所内の組立室全景

図12　横川発電所全景と立軸三相同期発電機

山形県企業局新野川第一発電所向 1 台×10.5MW立
軸斜流水車 10,800 kVA立軸三相同期発電機 据付
工事 開始
本発電所 最上川水系置賜野川 上流 設 長

井 水圧管路 経 最大 12m3/s 取水 水車発
電機 1台 最大出力 10,000 kW 発電 行 水路式発
電所 発電電力 66 kV 昇圧 送電
現地 2007 年 7 月 水車 据付 工事 開始

吸出 管 入口弁 静止部 据付
完了 今後 上流 野川第二発電所 運転開
始 合 制御装置 主要変圧器 変電所機器 据
付 調整試験 先行 行 発電所 運転開始
2010 年 9 月 予定

州灌漑 局
発電所向 2台×135MW立軸 水車 発電電

動機 現地試験 2008 年 7 月 終了 本発電所
国内 電力不足 深刻化 中 需要 時 電力

賄 電力系統 効率的運用 図 目的 建
設 揚水発電所 特徴 揚水運転 始動装置
富士電機 開発 製作 始動装置 採用

国内 合同 主要機器
製作 行 一方 建設途中 発生 水害 発電所
水没 被害 受 水害復旧工事 追加契約

契約 10 年 経 完了 発電所

本発電所 得 技術 実績 経験 生 今後 揚水
発電 鋭意取 組

山形県企業局横川発電所向 1台×6.5MW立軸斜流水
車 1台×6,650 kVA立軸三相同期発電機 2006 年 6 月
水車 据付 開始 2008 年 12 月 最終調整試験 完
了 営業運転 開始
本発電所 荒川水系横川 上流 設 横川
水圧鉄管 経 最大 13m3/s 取水 水車発電機 1

台 最大 6,300 kW 発電 行 式発電所 発
電電力 66 kV 昇圧 東北電力株式会社 売電

本発電所 羽根 操作 軸端 設置 可逆
水車軸内 直接操作油 送

込 電動直接加圧方式 採用 圧油装置 省略 図
現地試験 結果 従来 圧油操作方式 同等 特

性 得

水　力



展　望

富士時報

富士電機 各事業 支 基盤技術
技術 情報制御技術 生産技術 予防保全技術

中 成果 今後 取組 述
技術 富士電機 技術

一 小型化 高効率化 省 省資源化
実現 高品質 高 競争力

製品 生 出 求 市場 顧客 要望
実現 製品開発 改善
短縮 開発 圧縮 重要 富士

電機 回路設計技術 電磁界解析技術 熱冷却
解析技術 駆使 各種設計手法 開発
順次 製品開発 適用 適用事例
最近 技術成果 紹介 電源装置 情報

重要 構成要素 特 装置小型化
省 電力密度 効率 向上 急務
新型 複合磁気部品 適用 超高電力密

度 電源開発 行 今後 高電力密度 高効率
両立 製品 開発 行 盤

主回路 制御回路 近傍 配置
扱 電圧 数 V 数十 kV 電流 数mA

数百 kA 非常 広範囲 盤
構造設計 強度 冷却 絶縁 多 経験
必要 発達 三次元CAD

新機能追加 行 開発 後戻
設計 実現 回転機技術
技術 融合 事業拡大

重要 一 成果 高効率 小型化 実
現 PM 設計 構築

駆動 場合 特 発生 高調波 加味
諸特性 検討 設計 必要
使 顧客 提案 説明 迅速 行 今後

技術 深度化 図 事業 発展
貢献
情報制御分野 顧客 環境 安全 安

心 適合 技術 求 基盤

技術 制御 応用 制御基盤技術 組込
基盤技術 信頼性 高 無線基盤技術 強化

取 組 化 進 情報 分野
法令遵守目的 導入 始 重

視 管理 日本
版 SOX法 J-SOX法 対応 契機 厳密
要求 大規模化 複雑化
高度 要求 応 権限分
割管理 実現 認証 開発

基盤技術 自治体向 統合型業務
大規模 安全運営 不可欠 仕組 貢献

今後 普及
化 化 加速 社会 支
産業 製造 情報制御分野

技術 重要度 増 考 機
械安全 機能安全 規格化 動 加速 計測機
器 情報制御 人命 設備 環境
安全性 高 確保 安全 安心 仕組

提供 技術 求 Total Safety
提案 技術的成果 紹介

生産技術分野 環境技術 取組 中 富士電
機 型太陽電池 応用 開発 社会的関
心 高 環境負荷情報 開示要求 対 成果

LIME Life Cycle Impact Assessment Method of 
Endpoint 紹介 開発 生産 販売 保守
製品 省資源 省 環境負荷

軽減 貢献 生産技術開発 基盤整備 貢献
社会 産業用設備産業 安全確保 操業安定
化 追求 一方 業務効率化 課題 抱

富士電機 予防保全分野 設備操業 状態
監視 行 監視 技術 設備 機器 劣
化診断技術 業務 効率的支援技術 開発
行 今後 技術 高度化 通 顧
客 予防保全 品質向上 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

情報制御

生産技術

予防保全サービス
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　高電力密度電源

（a） 電流型
ダブルコンバージョンシステム

（b） DC-DCコンバータシステム

図１　高電力密度電源の試作機装置 重要 技術
高効率 高電力密度 特 情報向 電

源装置 大幅 電力密度 向上 行
富士電機 新型 適用技術 複合磁気部品
適用技術 構造技術 開発

応用 試作 高電力密度電源 次 示
（1）　電流型 新型

適用 2.9 kVA 約 2.4W/cm3 高電力密度 実現

（2）　DC-DC 複合磁気部品 適用
5kW 約 9W/cm3 超高電力密度 実現
今後 電源装置 高電力密度化要求 応 所存

　永久磁石形同期電動機（PMモータ）の設計技術

ツール実行画面

解析結果画面

特性のパラメータ依存性を
瞬時計算
磁界解析との連携も可能

図3　PMモータ設計プラットフォームの画面例富士電機 事業 拡大 永久磁石形
同期電動機 PM 設計技術 体系化 革新 継続

一 要求仕様 満 短
時間 設計 駆動時 詳細特性 設計
時点 見積 PM 設計 構
築 特徴 次
（1）　 仕様 各種 算定
（2）　 特性 依存性 瞬時 算定
（3）　高調波 加味 電磁界解析
設計期間 従来 1/3 短縮 顧客 早 設計結果

提供 駆動時 熱減磁
回避 高精度 磁石損失 見積 信頼性

向上 図

　盤構造設計プラットフォーム

三次元絶縁強調手法

三次元配線設計手法

盤全体の気流解析手法

盤の強度・振動解析手法
三次元CAD板金コスト自動算出手法

盤構造設計プラットフォーム

設計ツール化

図2　盤構造設計プラットフォームの概要関連分野
設計 実現 仕組 盤構造設計

開発
三次元 CAD 設計 板金

見積 要素 自動取得 算出 手
法 各種技術基準 絶縁距離 対応 体積 持 安
全性 解析評価 手法
応用技術 流体解析時 部品 簡易 化 気

流解析 手法 実用化 絶縁強調
強度 振動解析手法 実用化 向 準備 進

設計品質 向上 同時 設計
直 防止 製品開発期間 短縮 図

パワーエレクトロニクス
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　高度セキュリティ対応アクセス権限分割機能

監
査

　

ロ
グ

ユーザー
ID

ユーザー
ID

利用者

システム
管理者

アプリケーションサーバ
（Ｗｅｂ）

データベース
（Ｏｒａｃｌｅ）

認証パッケージ
「Force-Secure」

役割

役割
設定

ユーザー
ID

ア
ク
セ
ス

　

制
御
機
能

業
務

　

デ
ー
タ

業
務

　

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

監
査

　

証
跡
機
能

組織情報
役割情報

　安全計装システムの適用技術

　無線技術プラットフォーム

図4　アクセス権限分割機能の概要

図5　「MICREX-NX Safety」の安全コントローラと安全 I/O

無線ファームウェアプラットフォーム

アプリケーション

API

OS

無線
（特小）
ドライバ

アンテナ

アンプ

無線 IC
950MHz
帯

CPU

E2PROM

メッシュ無線ハードウェアプラットフォーム

インタ
フェース

３1５MHｚ
受信機

電波測定ツール

チャネル制御

無線
ドライバ

無線
ドライバ

間欠制御 RAS，テスト

有線
ドライバ

A/D
ドライバ

I/F

電源

無線 IC
2.4GHz
帯

図6　無線技術プラットフォーム

近年 管理 分野 J-SOX 法 対
応 厳密 権限管理 要
求 従来 単位 単位

権管理 不十分 利用者
ID 部門 役割 権限 管
理 機能 開発 自治体分野向 認証 実
装
本 使用 業務 従
来 管理者 使用

利用者 権限 沿 可能
開発 保守 時

管理者 使用 管理者
漏洩 事故 防

止 高度 対策 実現

富士電機 Total Safety 安全 構築
基本 機械安全 機能安全 包括

安全 提供 目指
非常停止装置 防消火 導入

安全計装 MICREX-NX Safety 故障
発生 許容 以下 低減 人命 環境 設
備 対 高 安全性 確保
第三者認証機関 TÜV 安全度水準 SIL3 認

証 取得 ①設備規模 合
構成 ②簡単

③DCS 統合 特徴 持
電力庁向 複合発電 保護用安全計装
2009 年 10 月 出荷 向 設計 製作中

特定小電力無線 無線 対象 無線技術 共
通 化 行
無線技術 無線製品開発
共通設計 特定小電力無線機

無線機 共通部品
無線機器 設置環境調査 設計 支援

手法 現地 電波環境測定 手軽
行 構成 製
品開発 開発 各工程 必要 手順 確認項目

類 整備
今後 無線製品 開発工数削減 無線製品 無線応用

信頼性向上
効率化 貢献

情報制御



富士時報 共通技術プラットフォーム

情報制御

生産技術

富士電機 制御基盤技術 共通化 効率的 利
活用 目指 化 推進 PID
調節器 調整 FePIDtune 機能
拡充 予測制御 MPC 開発 行
FePIDtune PID 調節器 調整 自動化

熟練 運転員 調整員以上 適切 調整
可能 MICREX-

SX 連携機能 整備 現場  
活用 可能 MPC PID 制御 満足 制

御性能 実現 多変数干渉系 制約 制御対象
対 有効 方式 MPC 実行部
共通 化 現在 焼却炉高度制

御 展開 進 今後 多 制御対象
適用 図

　制御技術プラットフォーム

システム構成

効果

ＭＰＣ支援用ＧＵＩ

設定

MPC
アプリケーション設計

SX-Programmer（D300Win）

中小規模プラントを対象
　　操作量　：１～４
　　制御量　：１～６

支援系

ＰＩＤ MPC

実行系

パソコン

E
th
er
ne
t

プラント
状態量

MICREX-SX

操作量
（MV）

制御量
（PV）

プラント

PV2

PV1

PV2

PV1

干渉
振れが小さい

t

t

設定値
調整値
モデル
テスト信号

多変数干渉系プラント
運用制約のあるプラント

プラント制御と
MPCを同一 SX
上で実現

t

t

大きく振れる

パソコン上に各種支援機能

ファンクションブロックを用いて MPC
を設計。従来の PLC アプリケーショ
ンと同一プログラムに共存可能。

調整
モデル同定

性能監視

関連論文：富士時報 2008.2 p.126-129

図7　MPC実行・支援システムの構成

設計 構成 部品 品
質向上 品質向上 設
計効率向上 大 寄与 本単体 支援
新情報制御 MICREX-NX 品質向上 設計
効率向上 今回 統合

MICREX-SX 対 機能 開発
強化 主 特徴 次

（1）　 作成 D300Win 連携
必要 効率的 作成

（2）　過去 実施 全 自動 再
簡単 過去 結果 改造後 期待値

流用 工程 作業効
率向上 品質向上 図

　統合コントローラ対応の単体テスト支援ツールの拡充

fb_RS485_Err_Chk_1
fb_RS485_Err_Chk

R_LEN

C
P
U

P
S

R_END

S_ERR

ET

S_ERR_CNT

R_CNT

RS485_Rcv_Done

Send_Address

Rcv_Address

R_STS

Config

MICREX-SX

ＭＩＣＲＥＸ-NX
（AS）

ＭＩＣＲＥＸ-NX
（PLC-SIM）

テストケースの生成サポート

テストケース

単体テスト支援ツール

FB入力 FB出力

テストケースの
保存・再利用

D300Win
プロジェクト

テストレポート
の出力

スキャン同期信号

図8　単体テスト支援ツールの概要

製品 環境負荷 情報開示 LCA 新手法
LIME 独立行政法人産業総合技術研究所 開発

新手法普及 目的 経済産業省 支援 受 LCA
日本 LIME2WG 開催 WG

自動車 複写機 電機業界 代表 12 社 参加
富士電機 配電盤 新旧製品 比較評価発表 行
2008 年 6 月 公開 LIME 手法

適用 環境負荷 顕著 低減 事例 発表 機
会 得 社会的関心 背景 社会 企業 新聞
社 問合 多
LIME 特徴 統合化効果 環境負荷 社会

試算 省資源化 新配電盤 一事例
約 40% 社会 低減効果 持 判明

　LIME手法による配電盤の LCA評価

0
5社

会
コ
ス
ト
（
万
円
）

素材
－5

10
15
20
25
30
35
40
45

製造 物流 使用 廃棄 トータル
社会コスト

製品のライフサイクルステージ

トータル社会コスト
40％低減

旧高圧盤

新高圧盤

図9　LIME手法による高圧盤新旧機種比較
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　ポール巻付け型太陽電池電源実証実験

　ベアチップ多段積み技術

　保護継電器試験システム

図10　ポール巻付け型太陽電池外観

ベアチップ

ICパッケージ

ベアチップ
（ICパッケージ内）

図11　ベアチップ多段積みの概要

「MPS31」「MPS33」「LCA33」

自動リレー試験ソフトウェア

電圧・電流切替器

図12　保護継電器試験システム

太陽電池応用製品 一事例 街路灯 富士電機
太陽電池 後付 巻付 型太陽電

池電源 実証実験 行 昼間発電 電力
夜間歩道灯 照明 使用 発電量 負

荷 調査 現在 太陽電池 屋根 取
付 方法 主流 太陽光 地面反射成分 効

率的 集光 積雪環境 効率 上
垂直面取付 方法 見直

富士電機 太陽電池 軽 曲 長所 持
状取付 可能 台風 強風被害 軽減
実験 大阪府八尾土木事務所 場所 提供

2009 年 3 月 実施 実験 得 基 新製品
開発 進 予定

近年 電子機器 小型化 高機能化 求
現状 IC 汎用電子

部品 実装分野 実装 高密度化 部品 極小
化 限界 達 言 富士電機 樹脂

半導体
基板 直接実装 実装技術 開発

機器 大幅 小型化 実現
今回 小型化 高集積化 要求 実現

多段積 実装技術 開発 実装面積
約 50%小型化 技術 現在 携帯型医療機
器 適用 機器 小型化 携帯 患者

軽減 大 役立

保護継電器試験装置 多彩 電気量 発生 可能
保護 試験 計器校正試験 発電所 運転状

態 模擬試験 利用
今回 従来 発信部 高速化 波

形合成 試験 機能追加 図 試
験範囲 拡大 試験時間 短縮
追加機能 仕様 次

（1）　高調波 波形合成 追加
（2）　動作 復帰時間 連続測定機能
（3）　 用電源内蔵 英文 和文切替
　  MPS31 電圧＝140V/0.5A×3 相 精度＝＋－ 0.3%
　　電流＝10A/5V×3 相 精度＝＋－ 0.3% 質量＝20 kg
　  MPS33 電圧＝140V/0.5A×3 相 精度＝＋－ 0.3%
　　電流＝30A/12V×3 相 精度＝＋－ 0.5% 質量＝21 kg

生産技術
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　リモート監視モジュール

ドライブユニット

Web監視

Web
画面

コアH/W・F/W部
（SPCORE）

Ｉ/Ｆオプションボード

XMLデータ，ＤＢ管理
瞬時
URL

タグ名 名称 データ

データ データ

単位 データ

名称 速度 単位

3,600 r/minベース
速度

既存ツール

支援ツール

機種対応
FRENIC4000
シリーズほか

機種別
対応
定義

リモート監視
統一DB

ローダ
Ｉ/Ｆ機能

機種対応
Web画面

統一プロトコル
Ｉ/Ｆ

統一プロトコル通信

　コールセンタ，
ローカル監視ツール

コールセンタ

IP-VPN
インターネット

ローカル監視ツール
（Web監視，支援ツールなど）

100 r/min正転寸動
速度

100 r/min逆転寸動
速度

リモート監視モジュール

　CE業務支援システム

　モールド変圧器劣化診断システム

図13　リモート監視モジュールの概要

2006年度

実績データ登録環境

工業計器

保全実績
ＤＢ

①作業報告書

③設置
　環境
　データ

実績
データ群

①工業計器劣化診断機能

作業情報登録システム

2007年度
点検記録データ
管理システム

2008年度
工業計器劣化診断システム
障害修復支援システム

作業情報
登録機能

点検記録データ
管理機能

②点検記録データ

②障害修復支援機能

図14　CE業務支援システムの概要

高圧コイル

光反射率測定器 波
長
②
反
射
率

波長①反射率

マスターカーブ

劣化進行方向
初期値

測定値

しきい値

質量減少率

光反射率測定

図15　光反射率特性による劣化度診断

設備 安定操業 業務効率化 設備
構成 機器 装置 通常運転 不具合発生前後
状態 把握 解析 機能 支援環境 要
求 機器 装置 実装 監
視 各種 遠隔収集管理
機能 開発 特徴 以下 示
（1）　SOAP/XML 用 統一 機種 依存

通信 実現
（2）　機種固有 蓄積 統一DB 監視

Web 機能 内実装
両者 容易 構築 支援 開発

（3）　製品異常発生時 迅速 詳細 状態把握 行 機種
固有 解析 提供 機能 開発

分野 経済産業省 産業活力再成特別措
置法 裏付 生産性向上 重
要視 今回 CE 向

① ②安全 ③保全費用最適化
計装 対象 CE業務支援

構築 主 特徴 次 示
（1）　作業情報登録機能 CE 現地作業 把握

見 化 実現
（2）　点検記録 管理機能 点検記録報告書作成時間
短縮 点検 傾向管理 保全提案 支援

（3）　障害修復支援機能 保全実績 障害 原因被
疑箇所 予測 障害修復時間 短縮

（4）　工業計器劣化診断機能 点検時 校正記録 基
統計的手法 用 劣化診断 保全提案 支援

変圧器 劣化度 診断 保守点検 更新計画
指標 劣化度診断 開発
絶縁部 経年 熱劣化 質量減少 表面 酸化変色
相関 着目 質量減少 光反射率特性

作成 診断手法 確立
診断 変圧器 停止 光反射率測定器

用 行 短時間 判定
診断結果 初期劣化 劣化進行期 更新推奨時期 3

段階劣化評価方式 従来 目視 定性的 診断
定量的 診断 可能 結果 劣化判定
安定運用 更新時期決定 寄与

予防保全サービス

関連論文：富士時報 2008.5 p.227-231
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2008 年 緩 拡大基調 持続 2007 年
市況 一変 米国 問題 端 発 金
融市場 混乱 原油価格 素材価格 高騰 中国経済 減
速懸念 環境悪化 影響 国内 生産動向
民間設備投資 減速感 一段 強 環

境変化 中 中長期的 視点 市場要求 環
境変化 先取 一層 顧客価値 提供 目標

対応 新製品開発 機種 拡充 進
市場 高 期待 機械装置類

安全規格対応 貢献 製品開発 京都議定書
第一約束期間 開始 省 活動 高

対応 工場 事業所 省 活動 支援
開発 行

受配電 開閉機器分野 新 JIS/IEC 日本 GB
中国 UL 米国 各規格 対応 真

G-TWIN 125 400AF
上位 630 800AF 配線用遮断器 漏

電遮断器 開発 拡充 行
併 G-TWIN 125 800AF 全

対応 電気 監視 省
化支援 可能 FePSU 開発
近年高 制御電源 低電圧直流化 小型軽量化 市

場 応 従来 交直両用操作形電磁接触器
対 外形 寸法 取付 寸法 端子位置 同

一 交流操作形 直流操作形 専用品 開発
電力監視 制御機器分野 制御盤 小型化
応 奥行寸法 縮小 φ16 接点一体

型 minico AR16 形
国際安全規格 対応 非常停止 開発 拡

充 行 CO2 排出量 削減成果 数値化提示
要請 対応 工場 事業所 省 活動
推進 貢献 電力監視 F-MPC Net
対 顧客要求 取 入 Web 化 一

層 機能拡充 行  

監視 導入 設備 省 活動 必要
収集 解析 対策支援機能 対応 F- 

MPC Net 連携 解析支援 F-MPC Eco
全員 参加 省 活動 実現 不可欠 見
化 強化 Web 機能 機能拡充 行

当分野 事業
社 以下 SE 社 日本法人

事業統合 新生 富士電機機器制御株式会社
2008 年 10 月 1 日付 設立 受配電
自動化機器分野 世界

SE社 製品 加 付加価値 高 製
品 提供 開始
具体的 製品 受配電 開閉機器分野
世界最小 対応 低圧気中遮

断器 ACB 電子式可調整 高遮断性能 持 開閉
機器 拡充

制御 保護機器群 機種拡充 図 電力
監視 制御機器分野 電気品質 高精度 計測
電力監視 機器 機種拡充

/
SE 社 幅広 安全機器

群 導入 行
従来 機器製品 提供 加

省 高機能電力監
視機器 安全機器 品 加
安全 高性能受配電機器 品 使

高付加価
値 提供 進
富士電機 多岐 顧客要求 早 的確

提案 体制 強化 産業
社会 所存 今後

顧客各位 一層 支援 指導 願 申 上

受配電・制御機器
コンポーネント

受配電・開閉機器

電力監視・制御機器



富士時報 受配電・制御機器コンポーネント

　電磁接触機「NEO SCシリーズ　SC-N4，SC-N5」の機種拡充

　電力監視機能付「G-TWINシリーズ　新 FePSUブレーカ」

　グローバルツインブレーカ「G-TWINシリーズ　630AF，800AF」の機種拡充

図１　電磁接触器　

配線用遮断器（MCCB） 漏電遮断器（ELCB）

図2　G-TWIN 250AFの新「FePSUブレーカ」

図3　800AF

NEO SC 電磁接触器 SC-N4 SC-N5
交直両用操作形 販売 好評 得 加
近年高 制御電源 低電圧直流化 小型軽量化 市

場 応 交流操作形 直流操作形 専用品
開発 主 特徴 次

（1）　交流操作形 SC-N5A
 現行 SC-N5 外形寸法 取付 寸法 端子位置
同一 付属品 現行品 共用可能
 約 15%軽量化

（2）　直流操作形 SC-N4/G SC-N5/G
 世界最小 外形寸法 消費電力
 半導体製造装置 SEMI 規格 F47-0200 適合

機械式 電気計測 組 合
低圧受配電設備 保護 保全 電気

監視 省 化支援 可能 FePSU
好評 得

今回 G-TWIN 電気計測 組
合 FePSU 新 追加 主 特
徴 仕様 次
（1）　外観 G-TWIN 同一 基
調 125 800AF 品

（2）　G-TWIN 特徴 継承 小型 高性
能 安全性 保守性 使 環境負荷低減

（3）　計測項目 電流 電圧 電力 電力量 高調波 力率
漏 電流 ZCT付MCCB 組合 時

（4）　 CT VT 内蔵 省施工 省

新 JIS/IEC 日本 GB 中国 UL 米国 各
規格 対応 真
G-TWIN 125 400AF 上位
630 800AF 配線用遮断器 漏電遮断器 開発

拡充 行 主要外形寸法 従
来品 変 次 主 特徴 持

（1）　AC400V 系遮断容量 格上 AC440V/65 kA
70 kA

（2）　UL適用電圧 拡大 AC480V AC600V 結線適用
（3）　 端子 端子部直載形 外形小型化 実現
（4）　ELB 欠相対応形 新三相電源制御回路 採用

切換 搭載
（5）　内装付属品 400 800AF 間 共用化
顧客 取付 容易化

受配電・開閉機器

SC-N5A SC-N5/G

漏電遮断器

配線用遮断器



富士時報 受配電・制御機器コンポーネント

　φ16コマンドスイッチ「minico シリーズ」の新型非常停止スイッチ

　電力監視システム「F-MPC Net」の機能拡充

　省エネルギー解析支援システム「F-MPC Eco」の機能拡充

図4　「AR16V0R-13R」

監視パソコン
F-MPC Net

F-MPC Web（GW）

F-MPC04 F-MPC04P
F-MPC04S FePSU

メール
サーバ

クライ
アント

構内 LAN（Ethernet）

RS485

画面例

クライ
アント

図5　システム構成図および画面例

図6　システム構成図および画面例

制御盤 小型化 応 奥行寸法
縮小 φ16 接点一体型 minico

AR16 形 国際安全規格 対応 非
常停止 開発 拡充 行 主 特徴 次

（1）　接点数 最大 4接点　
（2）　操作方式

可能
（3）　 接点 動作

機構 装備
（4）　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 対応

（5）　UL規格 CSA規格 EN規格 認証 標準品
取得

地球規模 CO2 排出量 削減活動 成果 2008 年
度 数値 求 目標達成 難

監視 必要性 高 富士電機
電力監視 F-MPC Net 提供
今回顧客要求 取 入 一層 機能拡充 行

拡充 主 機能 次
（1）　Web 化 F-MPC Net Ver.2 Web 機能

実現
（2）　 線 追加 線 任意位置

値表示 画面印刷機能 強化
（3）　 監視 警報段数 拡大 5段 過去

表示 画面印刷機能 追加
（4）　 発報 警報発生時 任意

発報 実現

設備 効果的 省 活動 監
視 導入 収集 解析 必要

富士電機 監視 F-MPC Net 連
携 解析支援 F-MPC Eco 提供
今回全員参加 省 活動 実現 見
化 強化 Web 機能 追加 機能拡充 行
主 拡充機能 次

（1）　 構築 規模 要 不要
選択 可能 運用開始後 拡大 可能

（2）　 使用量表示 多様化 使用
量 表示 表示期間 選択 表示 選択

種別 表示 可能
（3）　 比較：各表示期間 全 種類 可能
（4）　使用量評価表示：計画値 対 使用量 判定 可能

電力監視・制御機器

監視パソコン
F-MPCNet

監視パソコン帳票 DB

スケジューラ

F-MPCEco

※F-MPCEcoは，監視パソコンでの動作も可能
構内 LAN（Ethernet）

クライ
アント

クライ
アント

画面例

IIS



新年明 皆様方
志 新 新年 迎 心 慶

申 上
富士電機 株式会社 半導体

媒体 画像 各事業 通 客様 通
世 中 貢献 理念 社会 貢献

企業価値 増大 向 取 組
客様 通 世 中 貢献 以下 事柄

大切 考
（1）　美 地球環境 守 省 温暖化
対策 人類共通 目標 貢献

（2）　 客様 上記 実現 新製品 目標値
客様 一緒

（3）　上記目標値 製品化 確固 技術
確立
当社 取 巻 事業環境 日々厳 増

悪化 市場環境 中 変 施策
推進 地球環境 次 世代 明 未
来 残 技術開発 進
産業 分野 電力変換効率 高 技

術 確立 市場 合 半導体製品 普
及 課題 電力変換技術 向上 富士電機
力 結集 取 組 当社 半導体製

品 省 省資源 安心 経済性 加
電磁環境 施策 推進 一層 普及 努

省 分野 第 6 世代 IGBT
V 製品化 最先端技術

用 低損失 IGBT 技術 高放熱 技術
融合 IGBT 大幅

密度 向上 達成 例 1,200V 耐圧
約 10%以上 省 実現

約 30% 小型化 実現 電力変換機器 省
化 省資源化 貢献

自動車分野 地球 自動車
普及 急 当社 心臓部 当

省 省資源 実現 新製
品 量産準備 進
高性能化 通 自動車 普及 貢献

情報機器分野 省 低 両立 使
改善 第 6 世代MOSFET Super FAP-E3 

900V 製品化 省 低
両立 加 壊 向上 特徴
改善 電源 高効率 高信頼性

設計自由度 向上 貢献
情報産業分野 業界 始 高記録密度化技術

一 ECC Exchange-coupled Composite 媒体
製品化 成功 2.5  250 G /枚 3.5
500 G /枚 生産 開始 従来 垂直磁気
記録媒体 独自 改良 加 書 込
高 熱安定性 実現 技術 磁性結晶
粒子 微細化 進 次世代 高記録密度化
対応 省資源 貢献
画像情報機器分野 消費量 低減 図
高解像度 高速性 高耐久性 誇 感光体 開発
独自 材料技術 評価技術 駆使 高性能 感

光体製品 提供 情報社会 発展 貢献
目 変 事業環境 早 対応

当社 課題 当社 2008 年 12 月 事業運営 必要
情報 早 経営中枢 集中 体制 取

松本 山梨 両事業所 工場 位置
研究 開発 生産 一貫 当社 集

積 行
富士電機 株式会社 市場

沿 製品 顧客起点 創造 地球環境
通 感謝 気持 社会 伝 技術 恩返

企業 目指

地球環境にやさしい技術で
世の中に貢献

重兼　壽夫 　

富士電機デバイステクノロジー株式会社
取締役社長

電子デバイス部門 富士電機デバイステクノロジー株式会社
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2008 年 7 月 開催 北海道洞爺湖 地
球温暖化 最大 課題 取 上 先進国

発展途上国 含 地球規模 温暖化防止
話 合 行 富士電機
技術 地球環境保護 CO2 削減 実現 重

要事業 位置 推進 技術 支
基幹部品 半導体 今後 重要
性 増 考 状況 下 富士電
機 半導体 高耐圧 低損失 高信頼性 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 需要拡大

予測 産業 分野 使用 高圧 大容量
風力発電 向 電力変換装置 貢献

目指 第 5世代 IGBT Insulated Gate Bipolar Tran-
sistor U4 拡充 HPM
High Power Module 開発 最新 技術
採用 製品 低 低
熱抵抗絶縁基板 高耐 性樹脂 採用 高性
能 高信頼性 実現 従来 富士電機 主力
製品 中容量製品向 産業 IGBT 製品

第 6世代 IGBT V 搭載
製品 開発 V U

素子構造 最適化 低損失 低
化 実現 抵抗 制御性 高
使 追求 IGBT 実現
電源用 IC 高効率 低消費電力 低
実現 電力変換 技術 低

実現 技術 組 合 新製
品 開発 一次側電源用途 連続 力率改善用
IC 700V 耐圧起動回路 内蔵 低待機電力 PWM電源
IC 臨界 力率改善 電流共振回路 統合 IC 開発

二次側電源用途 入力高効率降圧
IC 携帯機器用 電源 IC 開

発
電源用 製品 2007 年 開発

SuperFAP-E3 高効率 低 特性
特性 20%低減

損失 改善 SuperFAP-E3S 低 Qg
設計思想 生 高耐圧化 図 Super 

FAP-E3 900V 開発 製品
高耐圧 逆阻止電流 小 SBD Schottky Barrier 

Diode 系列化 行
車載用 IGBT U IGBT 適

用 昇降圧 IGBT IPM 両面 付
実装 可能 量産化
自動車市場 採用 2008 年

搭載 目的 製品開発 次世代
車載用 V IGBT
適用 低損失化 低熱抵抗化 図

従来比 約 40% 小型化 達成 IGBT
温度 電流 機能 付加

IC 組合 精度 高 保護 実現
小型化 装置組立 簡素化 寄与

新 持 製品開発 行
独自 MEMS技術 応用 圧力 自動車

性能 最適化 高地補正用小型大気圧
開発 自動車 新 応
分野 自己保護機能 破壊防止

機能 高 信頼性要求 応 新製品 開発 自
動車ECU Engine Control Unit 向 IPS Intelligent 
Power Switch 分野 信頼性 向上 2
小型 実装 新製品 開発 富

士電機 高信頼性半導体技術 応用 製品 放射
線 影響 受 宇宙用 MOSFET 開発
以上 新製品 開発 将来
予測 次世代技術 開発 進 性能
理論限界 近 中 新規材料 新規構造

開発 力 入
今後 引 続 富士電機 環境問題 含 多様化
顧客 応 半導体 技術開発

製品開発 取 組 所存

半導体

半導体
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　産業用 IGBTハイパワーモジュール

　ハイブリッド車モータ駆動用 IGBTモジュール

　小型・薄型 IPM

図１　IGBTハイパワーモジュール

図2　ハイブリッド車モータ駆動用 IGBTモジュール

図3　「P626パッケージ」

近年 産業 分野 適用 高圧 大容量
風力発電 向 電力変換装置用 大

容量 IGBT 需要 拡大 富士電機
他社 互換性 IGBT

新 開発 本製品 第 5世代
IGBT U4 搭載 低損失 低 化 実
現 絶縁基板 窒化 素 採用 業界

低熱抵抗 達成 600 以上 耐
指数 持 樹脂材料 適用

高 耐環境性能 実現 130mm
×140mm 190mm×140mm 持 1 in 1

2 in 1 構成 1 in 1 1,200 3,600A 2 in 1
600 1,200A 電流容量 持 耐圧

1,200V 1,700V 合計 14 機種

CO2 排出量 少 車
社会的認知度 高 急速 普及 富士電機

車 駆動用 最適 小
型 低損失 車載用 IGBT 開発
IGBT 第 6 世代 600V 耐圧 V
採用 損失低減 高電流密度化 実現

1秒程度 異常過負荷時 温度 急上昇 場合
IGBT 内蔵 温度

異常過熱 検知 可能
故障 停止 未然 防止 必要

IGBT 温度保護回路 短絡保護回路 過電流保護
回路 富士電機製 IC Fi009 組 合

容易 構築

近年 電力変換装置 使用
IGBT-IPM 小型化 低価格化 高信頼性 使

強 要求 市場 対応
富士電機 制御 IC 小型化 内部

最適化 施策 既存 P622
対 厚 5mm減 面積比 35%減 小型 P626

開発 能力最適化 配
置 見直 並行 行 使 実現 新製
品 主 特徴 次
（1）　定格電圧 電流 600V/30 75A 1,200V/25
50A 600V/75A 1,200V/50A 6 in 1

（2）　外形 W87×D50×H12 mm RoHS 対応
（3）　内蔵機能 機能 過電流 短絡 温
度 不足電圧保護 上下 出力可能

半導体

M152パッケージ

M256パッケージ M151パッケージ

関連論文：富士時報 2008.6 p.390-394

関連論文：富士時報 2008.6 p.386-389
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　高速 IGBT

従来品 IGBT

高速 IGBT

＝200V/divV CE

＝200V/divV CE

＝100ns/divt

＝50A/divI C

＝50A/divI C

　第6世代パワーMOSFET「SuperFAP-E3S 低 Qg シリーズ」

　宇宙用パワーMOSFET

図4　高速 IGBTのターンオフ波形

図5　「SuperFAP-E3S 低 Qg シリーズ」

図6　宇宙用パワーMOSFET

MRI X 線装置 医療用機器 溶接機
用電源 UPS 太陽光 機器

近年高周波化 加速 高周波用途機器向
低損失 高速 IGBT 開発 IGBT FWD

出力特性 損失 20 50 kHz 高周波用
途 最適化 損失 大幅 低減

電圧 抑制 設計 最適化
図 高速 IGBT 波形 例 従来品
比 / 高速化 電流

損失 大幅 低減
定格電圧 電流 次

 2 in 1 　1,200V/100A 150A 200A
 1 in 1 　1,200V/200A 300A 400A

近年 各種電子機器 組 込 電源
対 各種規制 高効率 低 要求 高

要求 対応
第 6 世代 MOSFET SuperFAP-E3S 低 Qg

開発 本製品 既存 SuperFAP-E3

型 MOS構造 業界最小 低 抵
抗性能 持 特性Qg 従来比約
20%低減 特性 fs 最適化

損失 低減 / 低減 両立
損失 実現

本製品 適用 電子機器
電力効率向上 温度上昇低減 実現 省 化
貢献

宇宙開発分野 MOSFET 衛星
電子機器 電力供給 重要視

重粒子 飛 交 放射線 満 過酷 宇宙
空間 世界 低 抵抗 高速

性能 発揮 MOSFET 開発 独
立行政法人宇宙航空研究開発機構 JAXA 認定部品

製品化 本製品 2008 年 国内 欧州
向 販売 開始 主 特徴 次
①放射線耐性 ②高信頼性 ③定格電圧 100V 130V

200V 250V 500V SMD Surface Mount De-
vice 含 4 合計 30 型式

富士電機 宇宙開発分野 高 技術力 信頼
性 世界 貢献

半導体

関連論文：富士時報 2008.6 p.403-406
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　高耐圧超低リーク電流SBDの系列化

　マルチチップパワーデバイス「M-Power2Bシリーズ」

　臨界型PFC電流共振統合電源 IC「FA5560M」

図7　高耐圧超低リーク電流SBD

図8　「M-Power2B」

図9　「FA5560M」

家電 搭載
電源 要求 電源容量増加 高効率化規制対応

小型化 低 化 使用 二次側
整流 低損失 高温動作 低
要求 高 富士電機 高温動作要求
合 120 150 200V 耐圧 超低 電流

SBD 開発
構造 最適化 従来品 比
電流 1 小 逆方向損失 大幅 低減

特 高温 損失低減 接合部温度
175℃保証 可能 SBD 低 F

性 併 高温環境下 用途 最適 実
現

富士電機 高効率 低 高信頼性 独自
複合発振型電流共振電源 開発 制御 IC 二
MOSFET 持 専用 M-Power 2
製品化 好評 得 今回 電源

要求 対応 M-Power 2B
開発 制御 IC 起動回路 起動時 機
能 低入力電圧保護機能 内蔵 周辺部品 端
子 削減 図 待機動作 可能 待機専用
電源 不要 主 特徴 以下
（1）　共振 高信頼性
（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 600V/1.2Ω 500V/0.38Ω 250V/0.09Ω

回路用 使 臨界型 PFC
Power Factor Correction 制御 IC 高効率 低
電流共振制御 IC 統合 臨界型 PFC 電流共振統

合電源 IC FA5560M 開発 高耐圧起動回路
機能 内蔵 電源 部品削減 省 化
電力削減 可能 PFC 部 電流

共振部 起動 停止 内蔵 起動
定格負荷起動 可能 主 特徴 次

（1）　臨界型 PFC制御 IC 電流共振制御 IC 統合電源 IC
（2）　500V 耐圧起動回路 機能内蔵
（3）　起動 停止 内蔵
（4）　 保護機能内蔵
（5）　20 pin-SOP

半導体

関連論文：富士時報 2008.6 p.419-423
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　8ピン連続PFC IC「FA5550/51」

　高効率低待機電力PWM制御 IC「FA5592/93シリーズ」

　高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」

図10　SOP-8パッケージ「FA5551」

図11　SOP-8パッケージ「FA5592」

図12　高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」

民生機器 求 電源 小型化 実現 8 連
続 PFC Power Factor Correction IC FA5550/51
開発
従来 16 連続 PFC IC 8 化

周辺部品 削減 電源 小型化 可能
電源効率向上 電流検出 従来

検出 検出 損失 低減
行 次 保護機能 IC 内蔵

安全性 高 電源 低 実現 可能

（1）　低AC入力電圧保護
（2）　 保護

近年 省 要求 EPA規格 低
待機電力機能 強化 平均効率 向上 EMI
低減機能 各種保護機能 持 SOP8

PWM Pulse Width Modulation 制御 IC FA 
5592/93 開発 特徴 次
（1）　700V 耐圧 起動回路 内蔵
（2）　平均効率向上 負荷 応 動作周波数低減機能

内蔵
（3）　電流検出抵抗 損失低減 可能
（4）　低AC入力電圧保護
（5）　 負荷電流 対応 過負荷 電流
制限 保護機能

（6）　外部 方式過熱保護 過電圧保護

電源 IC 近年 家電 急速 普及 産業
用市場 拡大 伴 製品 高効率化 小型化 高信頼性
化 低電圧化 求 今回 市場要求
対応 従来機種 高効率化 高周波化 高信頼性化 低
電圧化 外付 部品削減 図 n

MOSFET内蔵 位相補償内蔵 電流 制御
動作 降圧 IC FA7743N 開発

主 特徴 次
（1）　効　率 90.7%
（2）　電源 VCC端子 電圧 9 45V
（3）　最大負荷電流 1.5A
（4）　動作周波数 固定 500 kHz

半導体

関連論文：富士時報 2008.6 p.424-427
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　携帯機器用マルチチャネル電源 IC「FA7763R」

　高機能ワンチップイグナイタ

　インテリジェントパワーMOSFET「F5063L」

図13　7チャネル電源 IC「FA7763R」

図14　TO-220パッケージ

近年 携帯
型電子機器 高機能化 伴 電圧 異 多出力系
統 安定 電源 要求

電源回路 適 7 出力 PWM制御方式
DC-DC IC FA7763R 開発 特徴
次
（1）　動作電源範囲 4 10V
（2）　 MOSFET内蔵
（3）　同期整流方式 電流 制御 対応
（4）　LED電流制御 対応
（5）　各種保護回路内蔵 低電圧誤動作防止

式短絡保護 過電流保護 過熱保護
（6）　56 QFN □ 7mm×7mm H0.9  
mm

自動車 安全性 快適性 省 環境問題
対応 車両構成部品 多 電子化 自
動車 搭載 過酷 環境 使用 高 信
頼性 要求 富士電機 実車 想定

電気的 条件 対応
自身 保護機能 搭載 高機能化 取 組

従来 小型 踏襲 電圧 電源
回路構成 微細化 適用

開発 主 特徴 次
（1）　主要特性 400V/12A
（2）　保護機能 電流制限機能 過熱検出機能 機能

機能
（3）　ESB耐量 300mJ 150℃

環境 安全 快適性能向上 背景 自動車電装
小型 大規模化 対応 半導体

周辺回路 内蔵 MOSFET
系列品 高機能MOSFET F5063L 開
発 製品 従来品同様 短絡保護 過電流 過熱
保護 機能 内蔵 負荷断線検出機能 状
態出力端子 新設 過電流 過熱 半導体素子 状
態 負荷断線有無 負荷状態 CPU 出力可能

1.5 m 自己分離型 従来 3 m
出力段MOSFET 擬平面接合 技術

抵抗 従来 600mΩ max 140mΩ max
低減 従来品 対 約 25 30%

実現 SOP-8 2 分
搭載 可能

半導体

図15　インテリジェントパワーMOSFET「F5063L」　

関連論文：富士時報 2008.6 p.428-431

関連論文：富士時報 2008.6 p.432-434

関連論文：富士時報 2008.6 p.410-414



富士時報 半導体

　自動車向け高地補正用小型大気圧センサ

　車載用 IPSデバイス技術

　三次元パワーデバイス形成技術

図16　自動車向け高地補正用小型大気圧センサ

制御回路部 パワー出力段

図17　新開発のデバイス技術を適用した IPSのチップ

トレンチエッチング後 平たん化後

基板表面 基板表面

Si 基板

トレンチ

Si 基板

トレンチ

図18　トレンチエッチング後と平たん化後の断面SEM像

自動車産業 環境 取組 規制強化
高 自動車 高精
度化 高効率化 一 圧力

重要性 高 今回 第 5世代
型圧力 用 自動車 高地

走行 際 高地補正用途 用 ECU 電
子制御 基板上 表面実装 可能 小型大気圧

開発 主 特徴 次
（1）　圧力 50 120 kPa abs
（2）　出力電圧範囲 0.5 4.5 V
（3）　出力誤差精度 1.5%FS 以下 25℃
（4）　EMI 耐性 100V/m 1 1,000MHz
（5）　EMC耐性 JASO D00-87 ISO11452-2 ISO7637 準拠
（6）　実装面積 当社従来比約 65%低減

近年 自動車電装分野 半導体製品 適用範囲 広
富士電機 自動車電装 向 IPS

Intelligent Power Switch 呼 製品 開発 行
IPS 出力段 制御回路

集積 半導体製品 今回 IPS 製品群 低
化 小型化 推進 車載用 IPS 適用 技

術 新 IPS 技術 開発 行 特
徴 次
（1）　60V 系縦型 DMOS 60V 系 5V 系 CMOS

集積化
（2）　擬似平面接合技術 用 縦型DMOS 低 on 化

実現

（3）　1.5 m 加工 採用 制御回路部 微細化

小型 高性能 実現 SJ
超接合 -MOSFET 三次元構造 利用
新 製品開発 通常
拡散構造 注入 不純物 拡散 形成

基板内 数十 m以上 深 領域 三次元的 構
造 形成 新 技術 必要 今回 p型
n型 配置 形成技術 開発 n型 基板
深 数十 m 幅数 m 形成 選択

成長 内 p型
結晶成長 表面 成長 化学
機械研磨 CMP 法 平 化 三次元的 拡散構造
持 基板 作製 図 分

埋込 平滑 表面 得

半導体

関連論文：富士時報 2008.6 p.435-437

関連論文：富士時報 2008.6 p.450-453



富士時報 半導体

　樹脂封止型半導体パッケージの設計技術

リードフレーム

チップ

ダイアタッチ
ペースト

ダイパッド

樹脂 封止樹脂　非表示

時間

緩
和
弾
性
率
E
r

　＝100℃t

　＝20℃t

　SON構造の形成技術

　SiC パワーMOSFETデバイスプロセス技術

図19　電源用 ICの熱応力解析例と樹脂粘弾性特性

図20　SON構造の断面SEM像

半導体製品 構成部材 接合不良
製品 信頼性低下 特 封止樹脂
接合部 関 詳細 設計技術 確立 必須
課題 対 粘弾性解析技術 適用 樹脂封止型半
導体 設計 進 電源用 IC
基板実装時 封止樹脂間 熱 検証 目的

封止樹脂 粘弾性特性 考慮 解析 実施
構造 検討 封止樹脂 粘性 考慮
時間依存性 熱 詳細 模擬
確認
今後 実機評価 検証 進 解析精度 向上 努

種々 半導体製品 技術適用 進 製品品
質向上 貢献 開発期間 短縮 図

半導体 高速化 低消費電力化 SOI
Silicon on Insulator 構造 凌 特性 期待
SON Silicon on Nothing 構造 実現 技術

基板内部 厚 1 m以下 平板状 空洞
形成 技術 開発 SON 薄 層 空
洞 基板 分離 構造 水素
雰囲気 処理 表面原子 自己拡散現
象 誘因 形成 SON層 点欠陥 積層
欠陥 観察 結晶性 良好 従
来 SOI 基板 構造欠陥 解決 技術

根幹 水素 技術 MOSFET
今後 発展 期待 三次元素子 FinFET

MEMS/NEMS 応用 有効 構造 提
供

半導体材料 Si 比 優 材料物性値
持 SiC 炭化 素 使用 次世代

型MOSFET Metal-Oxide- 
Semiconductor Field-Effect Transistor 開発中
低欠陥 SiC 成膜技術 形成

技術 各 技術
向上 図 示 特性 持
MOSFET 得
今後 技術 向上
技術 駆使 設計 反映 大面積化 微

細化 低 抵抗化 図 SiC 型
MOSFET 特性向上 進

半導体

VDS（V）

I D
S（
A
）

100 20 30 40 50 60

0.2
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0.4

0.5

0.6

0.7

V GS ＝40V

図21　SiC トレンチゲート型MOSFETの電圧電流特性

関連論文：富士時報 2008.6 p.454-457



展　望

富士時報

磁気ディスク媒体
HDD 垂直磁気記録方

式 登場 以来 再 記録密度 伸 勢 増 年
率 40% 伸 続 伸 率 継続
2010 年 3.5 HDD 1 枚 1
TB 超 記憶容量 実現
HDD市場 2008 年 出荷台数 対前年十数% 伸
確保 2008 年 後半顕著 世界同

時景気後退 波 受 出荷台数 年初 市場見通 下
回 中長期的 社会 記憶 情報
量 増加 一途 辿 主要 記憶容量

安 HDD 占 構図 変化
垂直磁気記録方式 製品化 約 3 年 経過 今

以上 高記録密度化 技術 必要
富士電機 2008 年 業界 先駆

ECC Exchange-Coupled Composite 媒体
果 製品化 7月 出荷 開始

ECC媒体 従来 三層磁性層 垂直磁気記録媒体 新
改良 加 磁性層 結晶粒径 微細化

高記録密度化 図 従来
書込 性能 大幅 改善 下部磁性層 磁気異方性
高 材料 使用 微細化 低下 熱安定性 確保

磁化反転 上部磁性層 交換結合
強度 最適化 書込 実現

後下部磁性層 材料 変更 磁気異方性 高
記録層 結晶粒径 微細化 進 総

合的 改善 進 現在 記憶容量 250G 2.5
媒体 500G 3.5 媒体 量産

業界 拡大 次世代機種 他社 先
行 市場 投入 動 顕著 技術開発
競争 熾烈 幾 業界再編
起
富士電機 次世代技術 DTM Discrete 

Track Media 媒体 熱 媒体
開発 積極的 取 組 技術開発 先行 業界

所存

感光体
問題 端 発 金融危機 世界市場

停滞 招 企業 取 巻 環境 厳
世界市場 競争 打 勝 新
創造 価値 高 製品 提供

重要 企業活動 IT 活用
連携 家庭環境 情報

受発信 重要性 増 例
複写機 画像 入出

力装置 機能 急速 進
情報 画像表示 記録 複写機 役割
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 用画質安定型感光体 複
写機部材 変化 対応 膜強度向上型感光体 環
境 対応 発生 少 正帯電型感光体 高速化
高信頼化 求 2008 年 市場要求
対応 有機感光体 ① 用新型有
機感光体 ② 対応型有機感光体 ③耐刷特性
安定型正帯電有機感光体 開発完了 市場 展
開
将来 感光体 考 場合 画質 高度化 高解

像度化 避 通 特性 富士電機 業界
有機感光体 OPC 解像度 評価

装置 完成 2008 年 日本画像学会 発表
PPIC 国際学会 理論的 光 電位減衰

現象 報告 今後 解像度 1,200 dpi 2,400 dpi
4,800 dpi 引 上 超高解像度 印刷技術
融合 軽印刷 高度化 進 考 有機
感光体 超高解像度化 高耐久化 向 材料開
発 富士電機 強 分子設計技術
利用 感光体業界 走 続
所存

情報機器コンポーネント

磁気ディスク媒体

感光体



富士時報 情報機器コンポーネント

　アルミ垂直磁気記録媒体用基板

　ECC（Exchange-Coupled Composite）媒体

　HDI（Head Disk Interface）技術

表１　アルミポリッシュ基板に求められる要求特性

半硬磁性層
（一軸異方性定数　  soft）K U

反
転
磁
界
（
kO
e）

softK U （erg/cm3）

書きにくい

書きやすい

軟磁性

熱
安
定
性
指
標

ECC 媒体における反転磁界および
熱安定性指標の　  soft 依存KU

交換結合
エネルギー
制御層

硬磁性層 1040 105 106 107

6

5

7

8

9

10
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12

13

14

10

0

20
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40
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90

熱安定

不安定

半硬磁性 硬磁性

図1　ECC媒体の概要

カーボン膜厚（nm）

＊

相
対
値

Co 溶出量 （耐食性の指標）
＊：従来プロセス 2.5nmのときの溶出量を1とした相対値

社内基準値

従来プロセス
新規プロセス

10nm

CVD
カーボン
（2.5nm）

磁性層

2.52.0 3.0 3.5 4.0 4.5

0.1

0.01

1

10

図2　新規プロセスによる保護膜の薄膜化

垂直記録方式 採用 基板
一層 超平滑 無欠陥 表面特性 要求 記録
密度 2006 年 2008 年 160 GB
/枚 250GB/枚 334GB/枚 年率 60%
伸長 間基板 表面特性 対 要求 表１

高度化 250GB 334GB 基板仕
様 新規 二次 研磨 開発 精
密洗浄法 開発 表面粗 表面 大幅
低減 達成 量産化 現在 500GB 表面特性 満足
仕様 基板 開発中 主 一次 研磨

材 開発 微小 大幅低減 洗
浄剤 剤開発 一段 低減 
進 世代 対応 基板特性 早 達成
高精度基板技術 探求 一層努 所存

富士電機 第 1 世代 ECC 媒体 記憶容量 
160 GB 2.5 334  
GB 3.5 2008 年 7 月 出荷開始
ECC媒体 従来 垂直磁気記録媒体 対 記録層
改良 加 加工 特別 記録
使 連続成膜技術 記憶容量 増加

狭義 ECC媒体 記録層 硬磁性層
交換結合 制御層 軟磁性層 構成 今回
ECC媒体 軟磁性層 半硬磁性層 置 換 構造
磁気異方性 高 硬磁性層 交換結合強度 最

適 制御 書込 性能 抜本的 改善
今後 磁気異方性 高 材料 適用 結晶

粒径 微細化 高密度化 図 予定

磁気記録 高記録密度化 磁性層 特性向上
磁気 素子 磁性層 距

離 小 保護膜 薄膜化 重要
開発 薄膜化 媒体 一方
重要因子 長期信頼性 耐食性 耐久性

関係 単純 富士電機 保護膜
CVD Chemical Vapor Deposition 成

膜 改善 従来以上 耐食性 持 2.5 nm
薄膜 実現 400Gbits/in2 媒体 適

用 際 表面処理 改善 加 潤
滑剤 密着性 高 安定 低浮上走行 表
面品質 実現 今後 磁気 低減
図 超薄膜保護膜 潤滑剤 開発 努 所
存

磁気ディスク媒体

特　性

表面機械
特性

表面欠陥
品質

≦0.06nm 

160GB
基板

≦0.25nm 

≦4.0nm

1.0

250～334GB
基板

≦0.15nm 

≦0.06nm

≦3.0nm

≦0.4

500GB
基板

≦0.12nm

≦0.05nm

≦2.0nm

≦0.2

＊160GB用基板の欠陥数を1としたときの相対欠陥数 

微小うねり

Ra
表面粗さ

Wa

スクラッチ
深さ

パーティクル数
＊

関連論文：富士時報 2008.4 p.263-265

関連論文：富士時報 2008.4 p.275-279
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　DTM（Discrete Track Media）

1セクタ

拡大

信
号
出
力

信
号
出
力

時間

　熱アシスト媒体

　磁気転写サーボ媒体

図3　DTMの再生信号波形

加熱機構搭載
磁気ヘッド

記録媒体

記録媒体
移動方向

潤滑層
保護層
記録層
中間層
SUL

基板

z

x

y

加熱用
レーザビーム

磁極

GMR
素子

図4　熱アシスト記録方式の基本構成図

図5　磁気転写サーボ媒体の磁気力顕微鏡像

500 Gbits/in2 超 記録密度 持 次世代 磁気記録
媒体 DTM
開発 DTM 記録 間 溝 形成
隣接 間 磁気的 干渉 低減

方向 記録密度 30%以上向上
溝 幅 数十 nm 高 10 nm程

度 微細 媒体全面 均一
形成 求 富士電機

法 微細加工技術 成膜
工夫 凹凸 平 化技術 全

面 安定浮上 信号評価 可能 DTM 試作
今後 信頼性向上 量産化 向 開発

進 予定

1Tbits/in2 以上 記録密度 期待 熱 記録
方式 用 熱 媒体 研究 進 信
号記録 際 加熱機構 搭載 媒体 磁界
同時 熱 与 熱 媒体 保磁力 温

度上昇 低下 冷却 増加 記録層 可逆的
材料特性 利用 通常方式 記録 難

適用 熱安定性 高 保磁
力 高 磁性材料 適用 可能 記録状況 密度
応 最適 媒体設計指針 導 出 実測 難

微小領域 温度分布 温度 時間変化 予測
熱 記録再生 開発
新 記録層材料 層構成 開発 行
高耐熱性 保護層 潤滑層材料 開発 並行

進

垂直磁気記録媒体 1Tbits/in2 熱
媒体 適用可能 技術 磁気転写技
術 着目 開発 進 磁気転写 軟磁性材料

形成 記録媒体 密着
状態 外部 磁界 与 情報

記録媒体 磁気的 転写 技術 一
括 書 込 機械的振動 影響 小 書込
要 時間 短縮 高精度 対

応 技術 適用 150 nm 幅以下
軟磁性 上 形成

記録媒体 密着技術 向上 均一
磁気転写 確認

磁気ディスク媒体

1　m

関連論文：富士時報 2008.4 p.280-282

関連論文：富士時報 2008.4 p.283-286
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　カラープリンタ用有機感光体

表
面
電
位
（
－
V
）

従来型
新規型
従来型5万枚耐刷後
新規型5万枚耐刷後

露光量（　J/cm2）
0.1 10.01

100

0
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　マルチトナー対応型有機感光体

　耐刷特性安定型正帯電型有機感光体

図6　光減衰特性

従来品

改良品

押込み係数

測定環境
 ：23℃/40％
荷重 ：0.05N
時間 ：10s

4,0002,0000 6,000 8,000
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 ：23℃/40％
荷重 ：0.05N
時間 ：10s
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図7　機械特性（押込み係数，クリープ変形量）

耐刷枚数（千枚）
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面
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位
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図8　正帯電型有機感光体の耐刷における特性推移

用有機感光体 高速化 長寿命
化 画質安定化 要求 強 一般的 感
光体 印刷 繰 返 機械的 膜摩耗
量 増加 電気的 残留電位 上昇 光減衰
特性 変動 画像品質 低下
富士電機 下引 層 電荷発生層 電荷輸送層
電荷注入性向上 残留電位上昇 抑制 高速 長

寿命対応 電荷輸送層設計 膜摩耗量低減 長
寿命対応 用有機感光体 開発 従来 感光体
比較 耐刷前後 光減衰特性変動 少
画質 安定性 高

今後 一層 高速化 長寿命化 図
魅力 製品 創出

印刷分野 市場 多様化 合
機能 持 装置 日々上市 感光体

並 主要 多岐
製品 展開 多種多様 特性 品質 持
良好 特性 示 感光体 提供 求

富士電機 多種多様
対応型有機感光体 開発 市場 展開 進

感光体 物理的負荷 対
耐性 高 必須 新規材料
開発 組成 調整 行 膜 弾性 耐 特性

耐 特性 対 強度 向上
感光層 機械特性 改善 感光層

低減 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 信頼性 要求 高 画像品質 担 正
帯電感光体 要求 厳 特
高信頼性 点 繰返 印字 行 安定 特性
維持 重要 課題
富士電機 耐刷性 特性変動 少 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 高 安定性 確保 正
帯電型有機感光体 開発
今後 高速化 長寿命化 厳 条件 中 十分 安

定 印字品質 提供 製品 開発 進

感光体

関連論文：富士時報 2008.4 p.296-300



新年明

富士電機 株式会社 快適商空

間 創造 流通業向 自動販売機

通貨機器 製品

提供

製品 機能 品質 価格

納期 最高 提供

加 省 環境保護 持続可能 社会

実現 技術力 向上 製品 開発 注力

業界 持 自動販売機

化技術 技術 環境対応 省

技術 適用 製品 提供 生産時

環境負荷 削減 取組 進

食 安全 安心 一員

自動販売機 初 賞味期限 監視 簡単

操作 実現  

自動販売機 自然冷媒 適用 同

時 省 性 飛躍的 向上 超小型 自

動販売機 開発 市場 投入

開発 培 技術 飲食業界向

市場 展開 進

当社 進化 小売 手段 自動販売機 関

機能 品質 価格

面 課題解決 取 組 顧客 最高 評価

業界 地位 強固

考

分野 当社 STPP

店舗

設計 内装 設備 施工 保守 至 総合

的 商空間 提供 分野

環境 対応 目指 空調 整合 冷媒

用 開発 着手 現在 試験

行 省 性 検証 行

新 取組 冷凍商品自動配送 向

冷凍商品 適応 温度帯 実現 業界初 冷凍

開発 現在 試験 進 所期 目標

達成 確認

通貨機器関連分野 自動 銭機 非接触 IC

携帯電話 用 電子 市場 今後 大

拡大 予想

当社 小型 庫内在高計数機能 搭載

向 自動 銭機 開発 製品化

行 市場 高 評価

電子 利便性 追求 同時 安全 信

頼性 高 技術 要求 電子 方式

二 用 多数

存在

電子 普及 伴 複数 一

端末 取 扱 技術 要求 当社

化 対応 端末機器 開発 完了

現在 市場 展開 進 当社

培 技術 決済

技術 通信技術 活用

以上 事業分野 近況 述 今後

快適商空間 実現 開発 加 支 基

盤技術 強化 注力 面

顧客 期待 応 持続可能 社会 実現 貢献 会社

目指

本年 願 申 上

快適商空間の創造を目指して

西垣　博志 　

富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役社長

リテイルシステム部門 富士電機リテイルシステムズ株式会社



展　望
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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 従来 自動販売機 自然冷媒
対応 加 省 推進 開発 進

昨今 注目 浴 地球温暖化 環境破壊
対応 対 効果的 施策 求

缶 自動販売機 環境対応 動
加 新 自動販売機 機器
今後 省 機器 対象 指定

決 社会 要請 先
立 環境破壊 防止 加 削
減 消費電力 低減 中心 研究開発 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 製品化
CO2 冷媒 加 低圧 動作 冷媒 採用

CO2 培 技術 適用 超省 自動販
売機 市場 投入

機能 加 自動販売機内 飲料商品 日数管
理 行 賞味期限 機能
追加
一方 式自動販売機

考慮 顧客 取扱 性 大幅 向上
式自動販売機 展開

自動販売機 新 構造
従来機 同 冷凍庫空間 商品 数 収容

数 増加 操作性 向上
機器分野 好評

新型自動給茶機 環境対応 図 消費電力量
10%低減 騒音 20%低減
通貨 機器 分野 紙幣 鑑別装置 業
界 初 新 高感度 搭載 紙幣識

別装置 識別能力 向上 硬貨識別装置 開発
装置 特 省 着目 待

機時 電力 大幅 低減 取組 行
一方 小型 独自 庫内在庫計数機能

搭載 向 自動 銭機 開発 製
品化 行 操作性 高 市場 高 評価

製品 業種
対応 製品 開発 進 顧客 要求 応
非接触 IC 携帯電話機 利用

急速 広 富士電機 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

分野
対象 食 安全 安心 鮮度 品

質 追求 同時 運営 低減 環境負
荷低減 省 取 組 富士電
機 冷熱設備 中心 建物 含

店舗設備 関 STPP
Store Total Plan & Produce 顧客 要請 応

分野 食品 安全 安心 要求 対応 同時
省 考慮 店舗環境 合 運転

状態 制御 ECOMAX R
行 結果 年間最大 25% 省

実現 従来 1日 3 回行
運転 2回 低減 食品 抑 鮮度管

理性能 向上
京都議定書 開始年 2008 年 過 今後

環境 対応 技術 開発 注力 加 顧客
利用者 社会 要求 基 製品開発 進 富士電機
持 総合力 生 基盤技術 着目 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

レジャー機器



富士時報 流通機器システム

　2009年機缶飲料自動販売機

　中型カップ式自動販売機

　アイスクリーム自動販売機

図１　2009年機缶飲料自動販売機

図2　中型カップ式自動販売機「FRM283」

図3　アイスクリーム自動販売機「ST17GPB」

2008 年機缶飲料自動販売機 JH JD JF 機
JC 機 加 新 2009 年機 J 開発
製品化 素材高騰 対応 取 組 高 省

呼応 豊富 品 行 主 特徴
次

（1）　冷熱 回路 改善 運転効率 適正化
白色 LED 照明 組合 消費

電力量 低減 実現
（2）　機能 環境対応
機 機種拡大 CO2 冷媒 機 16 型
式 R134a 冷媒 省 特化機 9型式開発

（3）　機内 滞留 飲料商品 日数管理 行
賞味期限 機能 追加

式自動販売機 主力機種 中型
機 行 機能

操作性 向上 一新 展開
主 特徴 次
（1）　扉中央 設 陶器

豆 展示 立体的 商品
提供 設置先 応

（2）　 性 考慮
①硬貨 投入口 返却口 色 ②砂
糖 増減 抽出工程

大型化 ③新大型取出口 取出 性
向上 図

（3）　排気 部 構造 清掃 容易化
日常 部 操作性 向上

自動販売機 消費者 満足
商品 数 増加 多様化

対応 求 今回 従来機 同 冷凍庫内
空間 商品 数 収容数 増加

操作性向上 図 自動販売
機 開発 主 特徴 次
（1）　 数 収容数 増加 対応 仕切
板 用 構造 採用

（2）　収容数 増加 目 流線形 一体成形
商品

（3）　 扉 開閉操作 不要 操作性 向上
扉

（4）　外気温 応 冷却 省 制御方式
採用

自動販売機
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自動販売機

フードサービス機器

温室効果 排出量低減 冷媒  
CO2 冷媒 使用 飲料 加温 缶飲
料自動販売機 2007 年度 開発 市場 消
費電力低減要求 急激 高 普及 拡大
2008 年度 小型 自動販売機 搭載可能 冷却

小型化 構成部品 見直 図 性能 向上
消費電力量 低減 小型化 消費電力 低減

圧縮機 熱交換器能力 最適化 行 冷却回路
応 運転制御 新 開発 効

率 向上

　CO2 冷媒冷凍機の小型・高性能化技術

図4　CO2 ヒートポンプ冷却ユニット

　新型自動給茶機「Eco茶友」

給茶機 食堂 中心 設置
現在 公共施設 導入

2006 年 1 月 Eco 茶友 市場投入 特
対 高 評価 踏襲
省 静音化 追

求 行 特徴 次
①断熱性向上 消費電力量 約 10% 低減 ②

DC化 騒音値 約 20% 低
減 ③本体構造見直 製品質量 15%以上軽量
化 ④ 扉側 一体化
操作性 向上 本体側 清掃性
改善 ⑤省 目的 飲料選択
LED輝度 切換 2段階調整 可能

図5　新型自動給茶機「Eco茶友」

　省エネルギー型硬貨識別装置

通貨・カード機器

近年 環境問題 地球 優
製品 作 使命

削減 目的 低消費電力型 製品開発
行 自動販売機 搭載 硬貨識別装
置 消費電流 削減 開発 特徴 次

（1）　待機状態 消費電流 30%削減 省

（2）　省 移行 復帰 硬貨識別装置
判断 既存 自動販売機 搭載

（3）　待機状態 省 動作中
省 表示 LED 行 装置 状態
一目 分

図6　省エネルギー型硬貨識別装置
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通貨・カード機器

店舗設備機器

自動販売機搭載用 紙幣識別機 紙幣 受付 性能
日常 取扱 性 基本性能向上 同時 地球 優
製品作 使命
市場 好評 BVJ 4

構成 継承 省 含 次 特
徴 盛 込 BVE 開発
（1）　新型高性能 採用 偽札排除性能 向上

（2）　大型搬送 採用 紙幣搬送負荷 少
札 札 低減

（3）　日常的 触 部分 化 安全性 配慮

（4）　新 回路 制御方式 採用 待機時 消
費電力 20%削減

　省エネルギー型紙幣識別装置

図7　省エネルギー型紙幣識別装置

流通分野 精算時
間 短縮 目的 自動 銭機 導入 効果 上

最近 今 自動化 入金処
理 自動化 金額 計数 出金 自動
処理 正確 現金管理 金銭処理機 要求 高

要求 対応可能 自動 銭機 ECS07
開発 特徴 次

（1）　高度 入金鑑別 計数機能 偽貨 受入 計
数 排除可能

（2）　貨幣一時保留機構 開発 入金 時 受
入 貨幣 現物 照合 可能

（3）　 銭機 硬貨 紙幣 自動計数機能 棚卸 機
械 時 貨幣 再計測 自動化

　自動つり銭機「ECS07」

図8　自動つり銭機「ECS07」

業界 店舗機器 省
化要求 同時 消費者 重視 食品 安全 安心

密接 関係 高鮮度管理 要求 以上 高
市場 受 ECOMAX R

行 主 特徴 次

（1）　店舗環境 合 最適 運転状態
制御 年間最大約 25% 省 実現
ECOMAX 開発

（2）　 機 推論精
度 向上 1日 2 回 従来 1日 3 回
運転 実現 食品 抑 鮮度管理性能
向上

　オープンショーケース「ECOMAX Rシリーズ」

図9　冷凍機別置型冷蔵多段オープンショーケース
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店舗設備機器

レジャー機器

近年 業界 集客力 高
新商品 開発 新店舗 差別化 追

求 常温商品 販売 部
冷蔵商品 販売可能 冷凍機内蔵型

開発
（1）　独自 3面 構造 開発 形状

通常機 同等 冷却性能 確保
（2）　搭載冷凍機 新 3面 業
界最小 1.5 kW 搭載

省 静音 低振動 図
（3）　 上部 照明 構造 採用 商品
陳列部 壇構造 従来

対 演出性 展示性 向上

　冷凍機内蔵型ラウンドショーケース

図10　冷凍機内蔵型ラウンドショーケース

近年 制約 金庫 小型
化 望 2008 年 行
新紙幣搬送 用金庫 拡充 一環

機能 絞 小型化 向上
小型 4金種混合金庫 開発 行 主 特徴 次

（1）　W325mm× H430mm× D210mm
1,000 枚 官封券 高収納枚数 実現

（2）　蛍光表示管 用 従来 記号表示 文字表示
内容 分

（3）　扉 駆動部本体 取付 変 壁際 設
置 限 島 設置 可能

　レジャーホール向け小型4金種混合金庫

図11　小型4金種混合金庫「TSB800」



新年明

富士電機 株式会社 富士電機

研究開発会社 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

2008 年 振 返 環境 分野

酸形燃料電池 事業化 向 新型機 開発 注力

新型機 －20℃ 低温地域 暴風雨 粉塵

多 地域 設置 周辺設備 一体化

設置面積 従来 比 15%削減

電子 分野 太陽電池研究所 新設 太

陽電池 次世代型 a-Si

微結晶 c-Si 3 層構造 高効率

製造 開発体制 強化

新 取組 MEMS Micro Electro 

Mechanical Systems 技術 MOSFET Metal-Oxide- 

Semicondoctor Field-Effect Transistor 技術 融合

新 開発 着手

分野 事業会社 共同 各種

製品 開発 注力 従

来 解析 困難 電子機器 放射 定量手法

開発

分野 事業会社 共同 環境対応

自動販売機 成果 挙

情報 通信制御分野 国際規格 IEC61508 対応

機能安全技術 組込機器 接続 拡大 対

応 技術 開発

共通基盤技術 半導体 評価 有用

数原子層 膜質 解析 技術 大規模 熱流体解

析技術 電子機器 信頼性 向上 接合部

寿命予測技術 開発

2009 年 富士電機 新 3 年計画 初年度

研究開発 事業戦略 明確

取捨選択 行 中期事業計画 達成 向

貢献 取組 事業戦略 整合 技術戦

略 富士電機 共有 特徴

製品開発 一層 成果 取 組

具体的 環境 安全

研究開発 注力 型太陽電池 高効

率化 供給 電力変換装置

材料 用 低損失 半導体

機能安全 対応 /

開発 事業会社 連携 加速

市場環境 大 変 昨今 研究開発

大変重要 製品開発 基

礎技術 獲得 求

社外 研究機関 企業 共同研究 重要 位置

2008 年

力 入 2009 年 目的 沿

共同研究 積極的 取 入

技術 社会 貢献 理念 技術 持

専門技術者集団 新中期研究開発計画 達成 必要

技術 開発 展開 行 基盤 共通技術

機能 強化 中長期的 基礎研究 取

組 差別化技術 富士電機 貢献 所存

市場環境を見据えた革新的技術
の実現に向けて

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

研究開発 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
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生産技術

エネルギー・環境

家庭用固体高分子形燃料電池 家庭 電気 給湯
関 消費量 20 30%削減 家
庭 普及 期待
家庭用 普及 際 最大 課題 耐久性 10 年
以上 確立 長期間運転後 電池
解体調査 ①電極触媒 劣化 ②触媒担体
腐食 ③電解質膜 劣化 3点 耐久性 決 劣化

要因 見
劣化 加速評価方法 確立 耐久

性 10 年以上 見通 得 触媒
担体 腐食 評価期間 250 日 12 時間 短縮
今後 本加速評価方法 適用 家庭用固体高分子形燃
料電池 商品化 向 開発 進

　固体高分子形燃料電池の加速評価方法の確立

図1　家庭用1kW固体高分子形燃料電池システム

　りん酸形燃料電池の新型商品機

図2　りん酸形燃料電池の新型商品機の外観イメージ酸形燃料電池 普及 目指 新型商品機 開発
周辺設備 一体化 設置面積 従来
15%削減 旧型商品機 盤

制御盤 機器収納盤 3種類 盤構成 今
回 新型商品機 一 盤内 収納 統一感 持

構造 実現 機能 向上 図
低温地域 最低気温－20℃ 設置可能

防 防 機能 備 IP54W 保護等級
持 発電装置 暴風雨 多 地域 粉

多 環境 地域 設置 海外輸送時 衝
撃 3G 耐 装置 従来 国
内 比較的温暖 地域 納入 限定 今後

寒冷地 海外 展開 予定
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エネルギー・環境

　りん酸形燃料電池スタックの保温レス輸送技術

　中小規模下水処理場向け汚泥消化設備

図3　りん酸形燃料電池スタック

図4　汚泥消化実証試験用パイロットプラント

酸形燃料電池 輸送 電池 内
酸 低温 凍結 破損

保温 必要 輸送中 電源
必要 特 海外 輸送 場合 大 障害

酸 凝固点 酸濃度 低 低
下 知 全 面内 酸濃度
制御 難 富士電機 酸 吸湿

速度 乾燥速度 詳細 検討 結果 内 全部
位 酸濃度 所定濃度 制御 技術 開発

内 酸 希釈 濃縮
耐久性 影響 確認 今後 本方

法 用 酸形燃料電池 輸送 簡易 行
市場拡大 貢献

中小規模処理場 適 下水汚泥
回収技術 開発 地方共同法人日本下水道事業団 共同
2007 年 4 月 開始 本開発 従来 比

約 1/5 1/10 短 消化日数 4 日程度 生
混合 場合 消化率 70%以上 発生

量 650m3N/t-VS 以上 達成 目指
2007 年度 実験 実験
目標 達成 発酵条件 選定 現在

熊本県八代市 下水処理場 移設
2009 年 9 月 予定 実証試験 行 実
証試験 通 実汚泥 性状変動 長期 安定運転
対 課題 把握 対応 行 下水汚泥

回収技術 確立 予定

VHTR原子炉

原子炉施設

水素製造施設 電力

プロセス蒸気

水素

　実用超高温ガス炉技術

図5　VHTR原子炉とNGNPプロジェクト概念図次世代型実用原子炉 一 超高温 炉 VHTR
高温 熱 利用可能 幅広 利用分野 期待

最近世界的 開発 加速 国 原子力委員
会 2008 年 7 月 革新的技術開発

VHTR 用 水素製造技術 開発 明示
富士電機 2005 年度 財団法人日本

原子力研究開発機構 VHTR原子炉 共同研究
開始 米国型燃料体 採用 炉心 性能

向上 図 可能性 示 VHTR 必須 耐
熱炉心拘束機構 用 候補材料 特性確認試験 進

米国原子力水素計画
社 原子炉設計 一員 参画
今後 活動 継続 VHTR 実用化

目指
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電子デバイス

　波長変換素子

アンカー部

可動ゲート電極

はり

ゲートギャップ

ソース

ドレイン

はり

ゲート酸化膜

100　m

図6　試作したSGFETの写真MEMS Micro Electro Mechanical Systems 技 術
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect 
Transistor 技術 融合 新 SG
Suspended Gate FET 開発 本 中空
構造体 可動 電極 変位

電界 変化 電流 変化
原理 用 急 素子 変位量

適用 目指 SGFET 原理試作
犠牲層 用 可動 電極構造 実現

電圧 変化 電極 酸
化膜 接触 離脱 電流 急 変化

確認 今後 加速度 適用
目指 加速度検知機能 確認 予定

自発分極 周期的 反転 分極反転構造 図（a）
有 強誘電体単結晶 擬似位相整合 入射
光 高 変換効率 波長変換 可能

富士電機 高 非線形光学効果 有 LiNbO3 LN
単結晶 用 擬似位相整合波長変換素子 研究 進

上記素子 分極反転周期Λ 変換波長 決
分極反転構造 精密 制御 重要 自発

分極 反転 電界印加法 行 周期電極 形成
LN結晶 数 kV 電界 印加
図（b） 示 周期分極反転構造 得
今後 分極反転 制御性 向上 良質
光源 可視光 緑色 近中赤外 光源 応

用 進

　MEMS技術を適用したSGFET

入射レーザ光

出射レーザ光

分極反転部

分極方向 X
Y

Z
分極
方向

λ1：1,064nm

λ2：4,350nm

λ3：
1,410nm

Λ

（a）波長変換素子の構造

（b）周期分極反転構造の断面像
 　　（化学エッチング後）

Λ（27.5　m）

図7　 波長変換素子の構造および電界印加法により作製した周期
分極反転構造の断面像（化学エッチング後）

富士電機 熊本工場 量産 太陽電池
Si a-Si SiGe a-SiGe

2 層構造 使用
軽量 特徴 持 製品
次世代型 太陽電池 a-Si 微結晶
c-Si 構成 3 層構造 持 〔図（a）〕  
c-Si 従来利用 長波長 光 発電 使用

軽量 製品 特徴 維持
高効率化 達成 c-Si 製膜 a-Si

異 製造装置 必要 高効率
製造 開発

製造装置 開発 進 〔図（b）〕 開発 一
部 独立行政法人新 産業技術総合開発機構
NEDO技術開発機構 助成事業 成果

　次世代型フィルム太陽電池とその生産設備

p

p

p

i

i

i

n

n

n
～2　m

50　m

透明電極

金属電極

金属電極
フィルム基板

ボトムセル
（　c-Si）

ミドルセル
（　c-Si）

入射光

トップセル
（a-Si）

（a）a-Si/　c-Si/　c-Si
トリプル接合太陽電池の構造

（b）　c-Si 成膜用
プラズマCVD装置

図8　次世代型フィルム太陽電池の構造とその成膜装置
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　ヒートポンプ自動販売機の商品温度解析技術

メカトロニクス・センサ

可動部
コイル

磁性体
永久磁石

高

低

コ
イ
ル
電
流

時間

（a）磁束密度

（b）コイル電流，吸引力，可動部変位

吸
引
力

時間

可
動
部
変
位

時間

　電磁－運動解析による電磁石設計技術

温度分布：熱・換気回路シミュレータ（熱抵抗回路，換気回路）

庫内気流：三次元流体解析シミュレータ 冷却ユニット：冷凍サイクルシミュレータ

侵入熱量
（入力）

流体温度

流速
ベクトル

商品

販売機構

断熱材

庫内ファン

自
動
販
売
機
前
面

自
動
販
売
機
背
面

図10　電磁－運動解析結果

図11　自動販売機庫内の三次元熱流体解析例

電磁接触器 回路 開閉 行 装置 可動 固
定接点 復帰 接圧 備 接点部 永久
磁石 磁性体 備 電磁石部 構成 富士電機

電磁石 吸引力特性 接点部 負荷特性 化
次 三 解析技術 連成 電磁－運動連成解析手法
確立
①電磁石 可動部 変位 伴 変化

考慮 電気回路解析 ②時々刻々 変化
電流 磁気回路 考慮 有限要素法

磁界解析 ③接点開極位置 速度 伴 変化 機
械的負荷 考慮 運動解析

解析手法 適用 電磁石 小型化 高効率
化 可能 信頼性 高 製品設計 可能

缶 自動販売機 省 化
商品温度 推定 筐体

侵入熱量 低減 最適設計 必要 設計
段階 完成度 高 商品温度 高精度 推定
解析技術 開発
従来 手法 商品温度推定 必要
運転時間 供給熱量 熱移動経路 複雑 関連

推定 困難 運転時間推定 冷却加熱
冷却加熱能力 自動販売機庫内 気流 筐体

温度分布 必要 汎用三次元流体解析
冷却加熱能力 計算 冷凍

温度分布 計算 熱 換気回路 連携
時系列 発生熱量 算出 運転時間

推定 高精度 商品温度推定 可能

性能 生産性 優 色変換法
適用 有機 EL 開発 進

輝度半減寿命 30,000 時間 初期輝度 1,000 cd/m2 加
速試験 推定 青色発光 EL 素子 高効率色変換
技術 組 合 駆動 2.8 型
QVGA 240RGB×320 画素 試作 最大輝
度 150 cd/m2 白色 D65 消費電力 300mW 輝度 30%
色再現性 100% NTSC 比 達成 赤 緑 画素
適用 新 色変換材料 開発

印刷 新規色変換
材料 変換効率 膜厚 依存

印刷 塗 影響 受 大画面
容易 形成 技術 期待

　色変換法によるフルカラー有機ELパネル

図9　AM駆動2.8 型 QVGAフルカラー有機ELパネル
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　機能安全技術開発への取組み

ISO/IEC
ガイド51

機械類の安全性設計のための基本概念，一般原則
リスクアセスメントの原則

制御システムの安全関連部，
設計のための一般原則
制御システムの安全関連部，妥当性確認
非常停止
両手操作制御装置
安全距離
予期しない起動の防止
など

機械の電気装置
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具
低圧開閉装置および制御装置
電気･電子･プログラマブル電子
安全関連系の機能安全（IEC61508） 
など

タイプA規格（基本安全規格）：
すべての機械類で共通に利用できる基本概念，設計原則を規定する規格

機械系：ISO 電気系：IEC

タイプB規格（グループ安全規格）：
広範な機械類で利用できる安全面または安全防護物を規定する規格

タイプC規格 (個別機械安全規格 )：
個々の機械または機械群の詳細な安全要求事項を規定する規格

工作機械，産業用ロボット，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など

機械種ごとに規格化，
今後拡充されていく

　組込みシステム開発技術　── 組込みセキュリティ──

　製造トレーサビリティシステム

図12　安全規格の体系

セキュリティ機能選択ガイダンス

抽出ステップ

システム構成

情報資産

脅威と影響度

対策方針
セキュリティ機能

参照情報

情報資産と脅威

脅威と
対策方針

対策方針と
セキュリティ機能

図13　組込みセキュリティのガイダンス

図14　階層化分析支援イメージ

安全 対 要求 近年急速 増加
安全 関係 IEC 国際電気標準会議 ISO 国
際標準化機構 制定 国際規格 多数
対応 欧州 中心 北米 中国 日本 急速 浸透

安全 関 世界標準的 考 方 構造
自体 安全 本質的 安全 加 安全装置 機
能 安全 確保 機能安全 Functional Safety
重要視 国際規格 IEC61508 電

気 電子 電子安全関連系 機能安全
制定 機能安全

組 合 実現 場合 多 故障率計
算 診断技法 開発管理 配慮 点 多 富士
電機 安全規格 対応 研究開発 行

順次製品 展開 図

近年 組込 機器 接続 拡大 中
性 確保 安全 要求 高

機能 組込 方法 組込 機
器特有 制限 構成 多岐

理由 一様 決 状況
製品 機能要件組込 検討 容

易 整備
製品群 構成 運用方法

考 脅威 分類
機能組込 方針 体系化 共通的 適用可

能 機能
適 暗号 認証技術 開発

化 富士電機 展開

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

板実装向 板 搭載
製造向 適用範囲 拡大 製造現場 品質分

析改善 支援 品質 構築用
開発 主 特徴 次

（1）　部品構成 応 製造履歴情報 階層的分析 可能
/ 不良要因分析 図参

照
（2）　製造作業 関 防止機能 備
製造情報収集 可能
現在 板 搭載 組立工場
適用評価 実施 図

部品
ロットNo.

（構成部品１）

部品
ロットNo.

（構成部品2）

製品ロットNo.に着目した分析

製品
ロットNo.

製品組立の
製造工程情報

部品
ロットNo.
（構成部品
１-１）

製造
工程
情報

構成部品１-１に関連する
製造工程情報＆
構成部品ロットNo.

階層化した部品構成に
応じて製造履歴情報の
分析が可能

構成部品１のロットNo.に着目した分析

構成部品１-１のロットNo.に着目した分析

部品
ロットNo.
（構成部品
１-１）

関連論文：富士時報 2008.2 p.114-120
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解析技術・材料技術

　X線による新しいひずみ解析技術

Vスリット

検出器

X線
マイクロ
ビーム

試料

試
料
位
置
の

ス
キ
ャ
ン

ωスキャン

ωスキャン

（a）測定方法

（b）ωスキャン画像

（c）SiCらせん転位のひずみ像 （d）シミュレーション結果
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　多層薄膜デバイスの膜質評価技術

　発電機の大規模熱流体解析技術

図15　SiC らせん転位のひずみ解析結果

電極

電極 /基板

半導体層

（a）断面明視野像（透過電子顕微鏡）

（b）深さ方向プロファイル
　　　　　（二次イオン質量分析装置）

二
次
イ
オ
ン
強
度
（
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/s
）

スパッタ時間（s）

表面側 基板側

a層 膜厚：数 nm
ドーパント濃度：高

b層 膜厚：数 nm
ドーパント濃度：低

c層 膜厚：数 nm
ドーパント濃度：高

d層 膜厚：数 nm
ドーパント濃度：低

（c）断面模式図
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図16　多層薄膜デバイスの膜質評価解析

軸流ファン 固定子枠 固定子コイル

回転子軸

固定子鉄心 冷却器
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（a）解析モデル （b）風速分布

図17　解析モデルと風速分布

半導体 非破壊試験 目的 X線
用 新 解析手法〔図（a）〕 開

発 分布像 得 V
試料内部 微小領域 回折光 観測

X線入射角度ω 変 試料
連続 断面回折像〔図（b）〕 作成 回折

像 分布 変換 図（c） SiC 炭化 素
転位 解析結果 断 分布

結果〔図（d）〕 一致
解析 転位 電流 関係 明

本解析手法 特徴 ① 定量解析
可能 従来 定性解析 ②非破壊測定 可能 配

線 電極 ③解像度 高 0.5
2 m

半導体 高性能化 進 構造 微細化
多層薄膜化 一途 積層 薄膜各層
膜質 性能 支配 膜質評価技術
重要不可欠 富士電機 電子線 X線

用 分析手法 駆使 表面 界面
各層 評価解析 行 図（a） 電極基板上 形
成 薄膜 透過電子顕微鏡 断面明視野
像 図（b） 二次 質量分析装置 微量元素 深
方向 評価 例 従来 手法
解決 図（c） 示 数原子層

濃度差 多層薄膜 対
顕微鏡 駆使 1層

膜質 評価 解析技術 確立 取 組

発電機 銅損 鉄損 温度上
昇 抑制 製品 信頼性確保 長寿命化
重要 特 回転子 側面 内部 流

冷却風 流量配分 予測 制御 温度分布 平
準化 設計上 重要課題 熱流体解析
発電機内部 風量 温度予測 取組 進
詳細 内部冷却 検討 行 発電

機全体 対象 大規模熱流体解析 作成 複
数 CPU 用 並列計算 行 結果 算出
冷却風量 温度上昇値 実測値 一致
今後 本解析技術 利用 困難

回転子 冷却風量配分 最適化 可能
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解析技術・材料技術

　鉛フリーはんだ実装信頼性設計技術

固
有
振
動
数

回転数（a）囲い輪付タービン
低圧翼を植え込んだロータ

（b）固有値計算

（c）実測値と計算値の比較

：実測値
：計算値

生産技術

制御後

打抜き：10,000回
改良材

打抜き：10,000回
従来材

AEセンサ

制御前

3,000回

（a）損傷因子制御前後の比較

（b）AE検知システム

（c）AE検知の例

AE計測システム

3,0001,000 5,000
ショット数

A
E
波
信
号

7,000 9,000

6

4
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12

6,000回 9,000回

　プレス金型の長寿命化および損傷予測技術
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実験値 従来サイズ：φ10mm

微小疲労試験片：φ0.5×6（mm）

従来法

新規法

粘塑性

誤差：１８％

誤差：9.5％

解析

粘塑性

（a）粘塑性解析の比較

実験値

ひずみ

解析

応
力

応
力 従来サイズ（φ１０）
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（b）鉛フリーはんだの疲労特性比較
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図18　囲い輪付タービン低圧翼の計算モデルと計算結果

図19　凝着部位断面解析とAE検知システム

図20　CAE寿命予測精度の高精度化と微小材料試験技術

富士電機 蒸気 振動低減 効率向上
翼先端部 囲 輪 付 低圧翼 開発

行 翼 設計 定格回転数
共振回避 必須 従来構造 囲 輪

挙動 複雑 囲 輪付 翼 振動解析技術 開発
進 囲 輪付 翼 固有振動数 高
精度 予測 次 3条件 考慮
（1）　翼組立時 囲 輪間 初期接圧
（2）　遠心力 翼 戻 時 囲 輪間 圧縮力
（3）　高速回転時 翼脚部拘束条件 変動
計算 翼 囲 輪間 実機同様 接触 低圧

翼全体 化 結果 実測値 計算誤
差 5%以下 固有振動数 予測 十分 精度 得

加工技術 機器部品 電子製品 構成部材 筐
体 加工 広 使用 金
型 突発的 損傷 生産計画 遅 金型修理

損傷金型 継続使用 部品 低減 課
題 富士電機 金型 長寿命化 損
傷検知技術 開発 取 組 金型 突発損傷
因子 表面化合物 偏在 特定 表面化合物
分散 長寿命金型 開発 従来比 3倍

金型損傷 検知
AE 波 累積

金型損傷 検知 手法 確立 今後
技術 加工 適用 大幅 低
減 見込

電子機器製品 信頼性設計 CAE Computer Aided 
Engineering 用 信頼性 左右 接
合部 寿命予測精度 低 実機検証試験 併用 信頼性
設計 行 開発期間 短縮 CAE 寿命予測
精度向上 接合部 対 高精度解析手法 材料

構築 取 組
寿命予測手法 移動硬化則 考慮 粘塑

性解析 構築 従来 18% 疲労特性
応力－ 再現精度 10%以下

改善 非平衡凝固組織 考慮 微
小疲労試験技術 併 確立 材料 構築

今後 CAE 寿命予測 高精度化 図
信頼性設計 反映

　囲い輪付タービン低圧翼の振動解析技術
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生産技術

　配線用遮断器用樹脂部品の高精度成形技術

従来ゲート ゲート最適化後

圧力が長時間
維持されている。

（a）トリップクロスバー （b）保圧5.5 秒後の圧力分布

図21　トリップクロスバー近年 製品 小型 高機能化 伴 成形部
品 寸法精度 対 要求 厳
富士電機 成形部品 品質安定化 一環 低
圧遮断器 α-TWIN 主要機構部品 高 寸法
精度 要求 寸法安定化 取
組 成形中 金型内樹脂圧力測定 成形品 繊維
配向 樹脂流動形態 観察 三次元樹脂流動解析
技術 駆使 寸法 大 箇所

成形中 挙動 樹脂 強 断力 掛 樹
脂圧力 低下 速 明

結果 基 位置 最適化 行
寸法 従来比 1/10 低減 高精度 成形
実現
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技術業績の受賞一覧 2008年 順不同

● 社団法人電気学会 

優秀論文発表賞

　 非対象 構造 雑音端子電圧

相間 影響

　　　富士電機 株式会社 

 林　美和子 鳥羽　章夫 玉手　道夫

　 IGBT直列 用 鉄道車両駆動用誘導機速

度 制御 現車試験結果

　　　富士電機 株式会社 

 小林　宣之

　　　 財団法人鉄道総合技術研究所 国立大学法人千葉大学 共同

　 雑音端子電圧

定量推定法

　　　富士電機 株式会社 

 玉手　道雄

　 次世代 1,200V FS-IGBT 開発

　　　富士電機 株式会社 

 仲野　逸人 小野澤勇一 大月　正人  

 井川　　修　  　　　　　　　　　　　

●  The 14th International Display Workshops 

2007 

Outstanding Poster Paper Award

　“High Performance OLEDs for Color Conversion Method”

　　　富士電機 株式会社 

 寺尾　　豊 金井　直之 牧野　亮平  

 小林　　誠 川口　剛司 河村　幸則  

 木村　　浩　  　　　　　　　　　　　

● 社団法人溶接学会 

第 14回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実

装技術」シンポジウム（Mate2008） 

技術開発論文賞

　 COC 技術開発

　　　富士電機 株式会社 

 今井　　誠 船越　孝章 武井　信二  

 竹内　茂行 小山　正晃　  　　　　　

● 日経産業新聞社 

日経優秀製品・サービス賞 

《機械・電子部品・家電》部門

　 　FFY248

● 財団法人電気科学奨励会 

第 56回電気科学技術奨励賞（オーム技術賞）

　 IGBT 開発 実用化

　　　富士電機 株式会社 

 大月　正人 桐澤　光明 吉村　　尚

● 社団法人日本電機工業会 

平成20年度（第57回）電機工業技術功績者表彰 

優秀賞

　 直接挿入式 方式 分析計 開発

　　　富士電機 株式会社 

 平山　紀友

　　　富士電機 株式会社 金井　秀夫

優良賞

　 開発

　　　富士電機機器制御株式会社 淺川　浩司

　　　富士電機 株式会社 

 磯崎　　優

　 新型φ16 開発

　　　富士電機機器制御株式会社  

 町田　謹斎 小笠原　稔

　 世界最大級 発電機用22 kV級全含浸絶縁 完成

　　　富士電機 株式会社 

 芳賀　弘二 石動　雅行 

　 交流電気集塵装置 開発

　　　富士電機 株式会社 

 瑞慶覧章朝 安本　浩二

● 社団法人日本電気協会 

平成20年度（第53回）澁澤賞

　 低圧受配電機器 電気技術規格 基準 制改定

　　　富士電機機器制御株式会社 中村　　司

● 社団法人発明協会・平成20年度関東地方発明表彰 

栃木県支部長賞

　 回路遮断機 構造

　　　富士電機機器制御株式会社 

 佐藤　一彦 川島　善明 青木　忠久  

 長谷川喜吉 小笠原　誠

発明奨励賞

　 電磁開閉器

　　　富士電機機器制御株式会社 

 大上　聡克 深谷　直樹 古畑　幸生

　 電子機器 自己診断機能

　　　富士電機機器制御株式会社 

 鹿野　俊介 高島　敏和

　 半導体装置

　　　富士電機 株式会社 

 征矢野　伸 鳥羽　　進
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技術の有機的融合をめざして 

（年頭特別対談）

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 

   新大容量標準形

   装置 FFU用 DC

   永久磁石形同期電動機 PM 系列化

  株式会社神戸製鋼所向 蒸気回収発電装置

   高性能 多機能形 FRENIC-MEGA 

制振制御機能付 位置決 制御

   高性能 多機能形 FRENIC-MEGA 

伸線機 適用

   高性能 ALPHA5 機種 

拡充

展　望 ……………………………………………………………… 

エネルギーソリューション ……………………………………… 

   欧州向 型 太陽電池 受注拡大

   燃料電池普及機 100 i 完成 拡販 

   中部電力株式会社向 低圧電力契約用遮断器 

動力 S

   計測 FeMIEL

   用 UPS

  瞬時電圧低下監視

   IP 変換装置 IP 対応監視制御装置

   構造化 適用 電力需要予測 

   配電自動化 Web 型高速 GUI

   発変電所用標準監視制御

インダストリーソリューション ………………………………… 

   鉄鋼業 製造 向  

MainGATE/PPA

   天然水製造工場向 統合製造管理  

MainGATE-Process

   保全

   構内物流管理

   鉄鋼 計測制御

   鉄鋼 計算機制御

   化学 計測制御

   食品 計測制御   

──乳業 計測制御 ──

   処理 計測制御

   計測制御

  計測制御

   都市 向 統合監視

   支援 HEART

MICREX-NX版

ソシオソリューション …………………………………………… 

   地震対策 納入

   高感度体表面汚染

   高感度

オートメーション 

ハイライト 

消防用非常電源対応 酸形燃料電池発電装置

型 太陽電池 増産体制 構築

MRP社向 地熱発電所 完成

地熱蒸気性状

無停電電源装置 UPS7700F

富士 PM FRENIC-MEGA

第 6 世代 V IGBT

第 6世代 MOSFET SuperFAP-E3 900V

超省 自動販売機

新型電子式個人線量計

7成分同時測定 分析装置 ZSU-7

細粒異物検査装置

対応電子 決裁端末

統合型FA 環境

高密度記録ECC媒体

電子電器 放射 解析技術

展　望 ……………………………………………………………… 

ドライブシステム ………………………………………………… 

   PVCL 社向 No.1 電気 設備 増強 

工事

   株式会社形鋼工場UR E 主機 

電動機更新用電気品

   製造株式会社向 No.2 電気 

設備 更新

   棒鋼圧延用 更新工事

   大容量 完成

   中国市場向 高圧

電　源 ……………………………………………………………… 

   IDC 向 UPS 取組

   無停電電源装置 UPS

   制御適用 対応電源

車両・特機 ………………………………………………………… 

   市営地下鉄向

   高速 Ethernet 対応屋根上搭載型電車用電源装置

   東日本旅客鉄道株式会社E233 系電車向

ドライブ 

環境とエネルギーで社会へ貢献する企業を目指して 

電機システム部門

富士電機システムズ株式会社・富士電機機器制御株式会社

中期研究開発計画の成果と展望 
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展　望 ……………………………………………………………… 

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム ……………… 

   社向 S-Former Mini  

12 相整流装置 納入

   米国 社向 他社製変圧器  

整流器 完成

   JFE 条鋼株式会社仙台製造所向 炉用電気品 納入

  MHz 級高周波電源装置

  精錬工場向 220 kV GIS

施設電機システム ………………………………………………… 

   国内最大級容量

   都内情報通信施設向 特高受変電設備

   国立大学法人岡山大学 鹿田 特高受変電 

設備更新

交通・道路システム ……………………………………………… 

   東武鉄道株式会社柳瀬川変電所受変電設備

   大阪市交通局長居変電所 更新工事

   都市高速福大 向 換気設備 納入

   IP 利用 IG 中継型遠方監視制御設備 

納入

クリーンシステム ………………………………………………… 

   液晶製造 用精密恒温装置

   超精密温調装置

   冷却装置

   LSI 方式新 監視

発電プラント 

展　望 ……………………………………………………………… 

火　力 ……………………………………………………………… 

   米国向 地熱用 発電機 受注

   地熱発電所 2号機  

建設

   東北電力株式会社柳津西山地熱発電所 高効率化

   向 発電機 営業運転開始

   IPP 向 発電機設備 受注 出荷

  台湾地区 600MW発電 工事

原子力 ……………………………………………………………… 

  燃料製造 検査系主要計算機 更新

   常陽 炉容器内構造撮影装置 製作

   高温超電導 系 機器 製作

水　力 ……………………………………………………………… 

  山形県企業局新野川第一発電所向 発電設備据付 工事

  揚水発電所 現地試験完了

   山形県企業局向 横川発電所 完成
産業プラント 

展　望 ……………………………………………………………… 

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

   高電力密度電源

  盤構造設計

   永久磁石形同期電動機 PM 設計技術

情報制御 …………………………………………………………… 

   高度 対応 権限分割機能

  安全計装 適用技術

   無線技術

  制御技術

   総合 対応 単体 支援 拡充

生産技術 …………………………………………………………… 

   LIME手法 配電盤 LCA評価

  巻付 型太陽電池電源実証実験

   多段積 技術

  保護継電器試験

予防保全サービス ………………………………………………… 

   監視

  CE 業務支援

   変圧器劣化診断

共通技術プラットフォーム 

展　望 ……………………………………………………………… 

受配電・開閉機器 ………………………………………………… 

   電磁接触機 NEO SC 　SC-N4 SC-N5  

機種拡充

   電力監視機能付 G-TWIN 新 FePSU 

受配電・制御機器コンポーネント 

  事務処理 ExchangeUSE

   営農支援

  某市向 文書管理 庶務事務

計測制御コンポーネント ………………………………………… 

   電力需給用複合計器 時間帯別 通信機能付

   直接挿入 方式 分析計 測定成分追加

   分析装置 ZSU-4

   圧力 差圧発信器 FCX-AⅢ 防爆規格 

認証取得

   型調節計 拡充

  新情報制御 MICREX-NX 機能拡充

   新情報制御 MICREX-NX P/PE  

   統合 MICREX-SX CPU

SPH2000 内蔵 Ethernet 機能拡充

   統合 MICREX-SX 計装向

   生産性 向上 PLC用 
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展　望 ……………………………………………………………… 

自動販売機 ………………………………………………………… 

   2009 年機缶飲料自動販売機

   中型 式自動販売機

   自動販売機

   CO2 冷媒冷凍機 小型 高性能化技術

フードサービス機器 ……………………………………………… 

   新型自動給茶機 Eco 茶友

通貨・カード機器 ………………………………………………… 

   省 型硬貨識別装置

   省 型紙幣識別装置

   自動 銭機 ECS07

店舗設備機器 ……………………………………………………… 

   ECOMAX R

   冷凍機内蔵型

レジャー機器 ……………………………………………………… 

   向 小型 4金種混合金庫

流通機器システム 

快適商空間の創造を目指して 

リテイルシステム部門

富士電機リテイルシステムズ株式会社

エネルギー・環境 ………………………………………………… 

   固体高分子形燃料電池 加速評価方法 確立

   酸形燃料電池 新型商品機

   酸形燃料電池 保温 輸送技術

  中小規模下水処理場向 汚泥消化設備

   実用超高温 炉技術

電子デバイス ……………………………………………………… 

   MEMS技術 適用 SGFET

   波長変換素子

   次世代型 太陽電池 生産設備

  色変換法 有機EL

メカトロニクス・センサ ………………………………………… 

   電磁－運動解析 電磁石設計技術

   自動販売機 商品温度解析技術

情報・通信制御 …………………………………………………… 

   機能安全技術開発 取組

   G-TWIN  630AF

800AF 機種拡充

電力監視・制御機器 ……………………………………………… 

   φ16 minico 新型非常 

停止

   電力監視 F-MPC Net 機能拡充

   省 解析支援 F-MPC Eco 機能 

拡充

展　望 ……………………………………………………………… 

半導体 ……………………………………………………………… 

   産業用 IGBT

   車 駆動用 IGBT

   小型 薄型 IPM

  高速 IGBT

   第 6 世代 MOSFET 

SuperFAP-E3S 低 Qg
  宇宙用 MOSFET

   高耐圧超低 電流 SBD 系列化

   M-Power 2B

   臨界型 PFC電流共振統合電源 IC FA5560M

   8 連続 PFC IC FA5550/51

  高効率低待機電力 PWM制御 IC FA5592/93

   高効率降圧 IC FA7743N

   携帯機器用 電源 IC FA7763R

   高機能

   MOSFET F5063L

   自動車向 高地補正用小型大気圧

   車載用 IPS 技術

   三次元 形成技術

   樹脂封止型半導体 設計技術

  SON構造 形成技術

  SiC MOSFET 技術

半導体 

地球環境にやさしい技術で世の中に貢献 

電子デバイス部門

富士電機デバイステクノロジー株式会社

展　望 ……………………………………………………………… 

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 

   垂直磁気記録媒体用基板

   ECC Exchange-Coupled Composite 媒体

   HDI Head Disk Interface 技術

  DTM Discrete Track Media

   熱 媒体

  磁気転写 媒体

情報機器コンポーネント 

感光体 ……………………………………………………………… 

  用有機感光体

   対応型有機感光体

   耐刷特性安定型正帯電型有機感光体

技術開発・生産技術 

市場環境を見据えた革新的技術の実現に向けて 

研究開発

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
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