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中期研究計画の成果と展望
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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
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□ドライブシステム
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□電 源

メ

業

プ

ブ

□車両・特機

ー

□エネルギーソリューション
□計測制御コンポーネント

産



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
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□原子力

ラ

プ



ン

□インダストリーソリューション

ン

ラ

□ソシオソリューション

ト

□産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム
□クリーンシステム

□火 力



□回転機・可変速機器

ン


□施設電機システム

□交通・道路システム

ト



□水 力

表紙写真

共通技術プラットフォーム
□パワーエレクトロニクス

□情報制御

□生産技術


□予防保全サービス

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

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
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情 報 機 器 コ ン ポ ー ネ ン ト



□半導体

持続可能な社会の構築は人類共通の課題で

□磁気ディスク媒体

□感光体

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

快適商空間の創造を目指して
リテイルシステム部門

流

通

機

□自動販売機

器



富士電機リテイルシステムズ株式会社

シ

ス

□フードサービス機器

テ

ム

□通貨・カード機器

求するパワーエレクトロニクスの技術をキー

市場環境を見据えた革新的技術の実現に向けて

テクノロジーとして安全・安心な社会のため

研究開発


□店舗設備機器

□レジャー機器



富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

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

技 術 開 発・ 生 産 技 術
□エネルギー・環境 □電子デバイス
□解析技術・材料技術 □生産技術

□メカトロニクス・センサ


□情報・通信制御

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。
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年頭特別対談

技術の有機的融合をめざして
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。

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

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

正田 英介

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。

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

私は 2008 年 4 月から富士電機ホールディングス

発的なところがありますね。社会のニーズは大変複雑

株式会社に参りましたが，それ以前の経験を振り返る

ですから，良い製品を持っていっても部品として優れ

と，富士電機には多くのエンジニアがおり，個々の人

ているからといってすぐに使ってくれるという話には

の資質も高い。ただ欲を言えば，製品の事業化への意

なりません。縦統合というのか，ユーザーとメーカー

気込みをもっと持ってほしいと思います。現在はそれ

が一緒になり新しい応用コンセプトから考えて，そこ

がやや欠如しているのではないかと感じています。

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

私は大学で研究をしていたという立場と，今は

カーで一緒にやっていくというような動きがこれから

鉄道総合技術研究所をまとめるという立場と，二つの

の傾向です。富士電機の技術力を生かし，そのような

立場で研究開発に取り組んできています。大学は中立

体制の中で存在感を示せるようになってもらいたいと

ですから，海外の企業の方ともフリーに「研究開発は

思っています。

正田

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，



北澤

その点で言うと，富士電機の研究者はやや閉鎖

事業化への意気込みをおっしゃったけれども，裏を返

的かも知れません。何でも自分たちでゼロからやろう

せば非常にまじめで研究好きと言えます。例えばフィ

とする。コーポレートの研究開発の目玉として，太陽

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

うメリハリのきいた研究管理システムを作らなくては

時代に先駆けていましたし，技術の内容も独自の方式

いけないでしょうね。

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

正田

した。

は，理学研究からスタートしているので，研究のため

是非そうしていただきたいですね。日本の研究

の研究という意識が研究者には強いし，研究者になる
富士電機の場合，ホールディングカンパニーと

人はそれがしたくて来る人が多いですね。でも工学研

なったわけですから，事業会社が独自に研究を行うと

究の場合は，ものができていくつ売れたかというのが

きと，コーポレートリサーチとして何をするかを，相

本当は勝負です。その方が，はるかに作る人には面白

互に連携してプログラムを作っていかなければいけま

いと思う。規模は小さくていいから，成功体験を一つ

せん。

でも二つでも持つのが大事ではないでしょうか。

正田

北澤

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

北澤

企業の研究者というのは，ある程度ローテー

（FAT）では約 600 名いる研究者のうち，半分が事業

ション人事をして事業をいろいろ見て，その上で社会

会社から委託を受けて研究を行っています。残り半分

が何を求めているのか，どういう研究開発の方法をと

がコーポレートの研究。大きくその二つに分かれてい

ればいいのかを知り，また研究へ戻る，というのが本

ます。

当は一番いいと思います。そうでないとあまりに視野

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

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。

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

正田

やっている感じになっています。この研究のやり方が

必要なのですよね。しかしその外側で研究する人たち

研究のための研究者というのは，基盤部門には

いいのか，またコーポレートの研究テーマはどのよう

は，やはり異動によって現場を出たり入ったりしてい

にチェックしていくのか，課題だと思っています。

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

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，

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

研究者はその中のマイルストーンを実現することを目

して，社会とかインフラとか，あるいはエネルギーと

標に開発を進めることをお勧めします。その成果を定

か環境とか，そういう領域に取り組むには，外の世界

期的にトップマネージメントで判断して事業化戦略を

を知れらないことにはどうしようもありません。実

定めていけば，早期の製品化につながり，研究者の成

用を考えないと商売にはならないでしょう。私が昔，

功体験にもなるのではないでしょうか。

電気自動車を開発しているころに，電気自動車でも

その場合の一つの課題は，研究開発の評価手法が確

200 キロで走るようにしようと言った人がいて，一

立されていないことですね。日本人の研究に対する考

緒に研究をしたことがあります。そういう研究は大学

え方は，成功か不成功かという１か０です。すると情

やピュアな研究所でやる人の仕事としては面白いし，

緒論からセンチメンタリズムに陥りますから，みんな

世間的な評価を受けますが，事業には全然つながりま

研究としては成功になってしまいます。成功部分と失

せん。

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

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

者は楽しいと思います。しかし企業の研究部門ですか

しても研究開発に対して厳しい見方をせざるを得なく

ら，最後はビジネスにどう結びつけていくかというこ

なりますし，選択と集中を強めることが必要だと思い

とだと思います。研究評価をきちんとして，やめるの

ます。逆境を生かした研究開発を進めるには，どのよ

ならやめる，やるのならもっと徹底的にやる，そうい

うな考え方や方法論があるのでしょうか。
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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。

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

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

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

でした。2008 年 7 月に新生・富士電機システムズ株

科教授を務める。

式会社（FES）ができて，ドライブとオートメーショ

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。

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

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

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。

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

正田

富士電機は我々から見ると重電機産業の会社で

日議論したり，もう何をやっても仕方がないから家に

す。ですから媒体とか半導体で，ある一時期，非常に

帰したりと各社各様だったようです。しかし今と違っ

利益が上がったとしても，それは余裕分という見方を

てまだ余裕がありましたが。

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

北澤

時代が違うのでしょうか。時間の流れ方が異な

うか。

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

北澤

同感ですね。現職に就いて以来，痛切に感じて

もったいない。

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

正田

全員ではなく，あるクラスの人が非日常的な取

できるか，グループにとって最大の課題だと思ってい

組みをするという部分があってもいいのかも知れませ

ます。今 FES はドライブ，オートメーション，発電，

んね。ただ，逆に言うと，戦略がしっかりしていれば，

産業システムの４部門に分かれています。
プラスして，

今みたいなときは，むしろ腰を据えて，短スパンの状

太陽電池と燃料電池がある。先生はこの四つの分け方

況に依存しない研究をする良い時期ですよね。何人か

についてどう思われますか。

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

正田

から一番時間のかかりそうなところをピックアップし

本来は発電や産業システムにも含まれますし，この区

ドライブとオートメーションというタイトルは

て手を付けるというのが大事だと思います。特に，こ

分はややもすれば製品主体的な発想も伺えます。外か

技術の有機的融合をめざして

らは内容が見えにくく，新鮮さに欠けるかも知れませ

んできます。自分たちがいいと思っても，国際的には

んね。むしろ今後のエネルギー分野，あるいは重電産

なかなかうまく受け入れてもらえない事態も起こり

業分野の動き方としては，私はシステム的な部分から

ます。

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

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，

5,300 万キロワット入れると言っています。今までの

ABB やシーメンスなど一流メーカー全部と各国の鉄

ように太陽電池セルと PCS（パワーコンディショニン

道会社が参加し，進められています。将来の鉄道車両

グシステム）だけを組み合わせた製品では，5,300 万

のコンポーネントはどう標準化したモジュールになる

キロワットはとても入りません。どのような技術が必

べきかについて，既存のインフラに対するコンポーネ

要なのか。太陽電池プラス燃料電池か，太陽電池プラ

ントの標準の要求仕様やインターフェイス仕様を出し

スバッテリーや電気二重層キャパシタなのか，本当

て，
議論をしているわけです。
日本の鉄道装置メーカー

に大規模に太陽光発電を取り入れられるシステムを，

や鉄道用品メーカーに「こうした体系的な取組みをさ

ユーザーと一緒に研究したら面白いと思います。

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，

北澤

もっとマーケット側から考えるということで

私たちは部品の下請けでいきます」
と言われるのです。

すね。

これには驚きました。

正田

北澤

ユーザーをはじめ外部の人は，富士電機の，例

グローバルに事業をするためには，
「モドトレ

えば IGBT デバイスだけを見ているのではなくて，い

イン」のような動きに対抗するなり協調するなりのア

ろいろな応用装置としての使い勝手をトータルに見て

クションが必要でしょう。それを自分たちだけでやろ

います。そしてそのことはデバイスをやっている富士

うとすれば大変でしょうが，必ずしも独自で単独でや

電機デバイステクノロジー株式会社（FDT）の人より

る必要はないのですよね。そういう技術なりノウハウ

も，むしろ FES の人が知っているはずです。そのよ

を持った会社は国内にもありますから，そういうとこ

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。
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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

始めています。現在は各事業会社が現地法人を持って

現のためのハードルは下がるでしょうね。

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

そうです。極端な言い方をすれば，日本の新幹

求められているのか，そのためには富士電機グループ

線も時代の遺物になりますよ，
と言いたいのです。
ワー

としてどういう開発をしなければいけないのか，それ

ルドスタンダードから外れてしまいますから。どうも

を考えられる人材がトップに立つ体制へと，変革を急

将来を見据えた構造的な改革は，日本人はあまり得手

いでいます。

正田

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

正田

それは結構ですね。是非，グループできちんと

いて，スマートグリッドというプラットフォームを作

した現地法人と戦略を作っていただきたい。そして外

るフレームワークプログラムの大きなプロジェクトが

向きの商売をすることです。EU のフレームワークプ

あります。ユーザーやメーカーからリーダーになりた

ログラムのようなところに積極的に入っていくのは大

い人が自ら提案をして，標準仕様を作りながら開発を

事だと思いますね。特に息の長い製品を作る産業には

やっています。そのくらいのことをやらないとエネル

影響が大きいです。

ギー問題をリードしていけないでしょうね。ヨーロッ

北澤さんにお伺いしたいのは，今，ヨーロッパ市場

パに支社なり生産設備を持っている企業は EU のいろ

への参入のお話が出ましたよね。逆に外国の研究者を

いろな活動に参画できますから，さまざまなプログラ

採用して，研究開発をするというのはどのような状況

ムに手を挙げていくと，可能性は大きく広がると思い

ですか。

ます。
北澤

現在のところ，
ほとんど採用実績はありません。

ています。当社は水事業を関連会社に出しました。日

正田

日本だけの技術に偏ってしまうと，なかなか開

本のメーカーは残念ながら，水事業については部分的

発は進みませんから，積極的に優れた人材を採用した

にしか行っていませんが，ワールドワイドで見れば実

らいかがでしょう。私の大学院関係の経験では，全然

はビジネスチャンスは大きいと思われます。そのへん

考えの違う外国人の学生が一人来て研究を始めます

について，お考えをお聞かせください。

と，結構お互いが刺激になるのですよね。カルチャー

北澤

ところで昨今，水問題がいろいろ世界で騒がれ

も違いますし。
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

北澤

確かに素晴らしいアイデアだと思います。刺激

意です。海外で水を必要としているところは，だいた

があるでしょうね。是非前向きに検討したいと思い

い砂漠に近いですね。そうすると太陽光発電をやって

ます。

もいいし，太陽熱発電をやってもいい。太陽熱発電は

その一方で，ベンチャー企業，あるいは面白い開発

コストが一番安いと言われていますよね。機能的には

をしている企業や大学に資金と人材を送り込むという

地熱と近いと思います。当然，その出力で海水淡水化

方法もありますよね。ある決まった基礎技術やコアの

も組み込めるし，化石燃料源が近くにあれば，燃料電

技術をベースにした更なる技術開発，製品開発は自社

池で電気と水の両方が作れます。こういった技術をい

で行う。そして，次の世代を担える可能性がありそう

ろいろ集めると，富士電機は要素技術としては随分

な製品とか，今から手掛けておいたら将来うまく化け

やっているので期待ができます。環境と貧困の解決と

るかもしれないような技術などは，資金と人材を用意

いう意味でも，社会インフラ事業はこれから海外で大

して外部で行うのです。

事になってくるのではないでしょうか。
正田

そういうやり方もありますね。

のですが，海外に目を向ければ一転，発想が変わって

北澤

従来，何でも自前主義でやってきたカルチャー

きます。海外でのビジネスをより強固なものにするた

を少し変えてみたいという思いもあるのです。内輪だ

めに，現在，海外拠点の再編もどんどんやろうと動き

けで変わろうと言っても，なかなか変わらないのでは

北澤



日本国内だけを見ると，飽和状態の部分もある

技術の有機的融合をめざして

ないかと思いますし。

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。

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

発想の転換で売れるアプローチを

にいろいろなことをやります。ですから研究者の教育

北澤

に非常にいいのではないかと思います。

新エネルギーとして太陽電池と燃料電池に取り組んで

先ほど少し触れましたが，富士電機はいわゆる

います。これについて，先生はどう思われますか。
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

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
正田

日本では新任研究者の指導は前任者が OJT で

私は言っていました。軽いですから。例えば駅の屋根

するのが一般的ですが，研究者の流動性が低いことも

などにペタペタと貼れます。アプローチ次第で，面白

あり，あまりプラスの方向に働いているとは私は思っ

いビジネスだと思いますね。どんどん売ればいい。た

ていません。そこで特に若い研究者を海外のポスドク

だ，結晶系と比較すると，やはりセルとしての性能は

に指導させると，大変よく伸びますね。というのは海

低いと見ていいのではないでしょうか。低いけれども

外のポスドクは日本と違って厳しい環境条件にさらさ

他のメリットで売る。発想の転換が大切と思います。

れています。給料も不安定ですし，ボスの言うことを

またセル以外にも，PCS，単独運転検知，逆潮流対策

聞かなければすぐにクビになります。その中で自分の

など，まだ開発の余地は多く，その中には富士電機の

やりたい仕事をいかに巧妙にやるか，という習慣を身

得意分野が随分とあるような気がします。

に付けてきています。日本はその逆で，研究者はお金

燃料電池については，富士電機は今，PA（りん酸

の心配はない，何かやりたいと言えばやらせてもらえ

形燃料電池）にどちらかというと特化されていますよ

る。どうしても研究に対する姿勢が甘くなります。ポ

ね。
発生する熱は温度が低すぎて，
コージェネレーショ

スドクからは「それで本当にいいのか」
「それで能力

ン装置としては適用領域は限られそうですね。要素技

があると思っているのか」など，厳しいことを盛んに

術の観点で言えば，電気化学的な作用を持つ膜の研究

言われるらしいです。すると，
日本の若い研究者も
「世

を広げるということで，バッテリーもやる，電気二重

界の潮流はそういうものか」と考え方が変わるようで

層キャパシタもやる，
燃料電池もやると。そうすると，

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
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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

たメモリーみたいなもの，あるいは製品の中にうまく

くても応用技術に役立ちます。研究開発として，それ

埋め込んで使えるようなものを開発すると面白いと思

は価値があると思いますね。

います。

北澤

電力システムの主流にはなり得ないでしょう

の面白い発表を見てきました。地球温暖化がこの先ど

ね。ただ，病院などで電源がダウンしたときに，非常

う進んでいくか，という地球シミュレータによる計算

用設備として用いるには有効だと思います。

結果を球面上に投影するのです。ちょうど地球儀のよ

先日，あるテクノフェアに行って，電力中央研究所

うな立体スクリーンです。温度は長期的にどう上がっ
施設の受配電設備全体のバックアップというイ

ていくか，海流はどう変わるか。環境やエネルギーの

メージですね。内燃機関の発電機をクリーンに代替す

問題で，見せるというのは結構，大事な技術です。見

る IT 設備の非常用電源といったような応用もあるで

せるとすればそのデータを蓄える大容量メモリーが必

しょう。

要で，とても半導体レベルでは間に合わない。こうい

正田

うところでも磁気的なメモリーは大変にニーズがあり
北澤

有機 EL はどうですか。

ます。

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。

「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

北澤

正田

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。

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

正田

EL は，基礎技術がたくさんあるのだとすれば，

加価値が高くて，ユーザーはそれほど多くはないけど

照明でいうと白色 EL やアンビエント照明（環境照明）

頑張れるという，そういう方向で狙われるべきではな

といった，省エネや作業環境の向上などの分野が有望

いでしょうか。そういう製品が，日本はあまり値段が

ですね。富士電機の得意とする産業エリアでも掲示，

高くありませんが，ヨーロッパでは高い。顧客のニー

指示，ガイドなどにいろいろなカラー図形表示が使わ

ズさえうまくつかめば，海外での発展の可能性は限り

れています。例えば信号メーカーと組んで何かやって

なく大きいと，私は思っています。

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。

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

北澤

照明の技術は，太陽電池にも結構近いところが

話した地球儀に投影する研究は「環境」がキーワード

あります。もともと感光体をやっていて，半導体の技

ですが，電車のヘッドアップスクリーンは，
「安全・

術で光と電気を合わせて取り扱うことには慣れていま

安心」
の面で大きく貢献できるのではないでしょうか。

すからね。

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

話題は変わりますが，富士電機がディスク媒体

で運転していますから，多色を生かして情報整理など

を手がけることについては，どのようにご覧ですか。

をすれば，運転士の余裕も増えるでしょう。磁気タグ

北澤

も構造材に組み込んでテロ対策に使う可能性もあると
正田



垂直記録のメカニズムは，非常に理学的ですよ

思います。

ね。その意味で，媒体は富士電機の研究に向いていた

一般向けの情報を表示するのではなく，その道のプ

と理解しています。汎用の媒体としてのビジネスは厳

ロが必要とする情報を表示するのに適するディスプレ

しい環境にありますが，今後は，富士電機の産業用途

イ装置の開発，あるいは総合的なシステムの開発と

に埋め込んで使う未来もあるように思います。これは

いったアプローチですね。
「環境」という意味でプラ

ビジネスになるかどうか分かりませんが，ディスクを

スになるかどうか，分からないけれども，少なくとも

うまく使って，産業機器の機能を拡大する何か特化し

「安心・安全」の方で行けると思うのですね。そうい

技術の有機的融合をめざして

うものをうまく総合的に出すシステムの中に生かして

りますし，その技術開発を支えるシミュレーション技

やるとかね。

術も貢献するでしょう。

「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

北澤

のは，非常に実務的ですよね。企業の研究に結びつき

技術に何があるのか，ということをもう一度きちんと

総合システムメーカーという言葉にふさわしい

やすいと思います。実はこの対談に際しても「エネル

整理し，再出発するつもりでいるところです。

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

正田 「安全・安心」とか，
「環境」とか，マーケット

ています。

が求めているキーワードに即して既存の技術を整理し

北澤さんに伺いたいのですが，
富士電機としてはカー

直してみると，使える技術がまだまだたくさん眠って

エレクトロニクスをどういう方向でお考えですか。

いると思いますよ。

北澤

北澤

現在は車載 IGBT，MOSFET，圧力センサなど

こういう議論をもっと重ねないといけません

が中心ですが，FES として将来，本格的に進出するチャ

ね。つくづくそう思います。このたび CTO 会議とい

ンスをうかがっています。そのときは個別の事業分野

うものを設けました。各事業会社の CTO が集まって

ごとのアプローチではなく，
自動車を一台買ってきて，

富士電機グループの技術的アイテムや研究開発の仕組

全部分解して徹底的に分析します。どういう部品があ

みについて，グループを挙げて議論しています。

るのか，当社ができるのはどこか，そういうやり方で
正田

それは結構ですね。

評価して，今までとは違った目でターゲットを明確に

北澤

事業会社単独のことを考えるのではなく，グ

とらえていきたいですね。

ループ全体の視点を持つことを基本に，研究開発の反

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

省や新しいシステム作りなど，いろいろなアイデアが
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

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。

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
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組õá注力ÍÜÃôÍÕgęŔsŀäĜċ技術Ĉ強化Íh

Ĉ行ÙÜÀĀh実際á地熱流体Ĉ使用ÍÕ実証設備Ĉ建

差別化ÍÕ新製品ä市場投入Ĉ加速ÏāÕ÷ä技術開発h

設Íh運転性h信頼性àßáÚºÜ検証Ĉ進÷ÜºôÏg

基礎研究ä充実Ĉ図āÞÞøáh基幹事業Ĉ支¾Üºā

消防法上
Āĉ酸形燃料電池発電装置} 図 2~Ýåh

重点機種á対ÍÜ研究開発Ĉ行ºôÍÕgÓä結果hÀ

ä{非常電源|機能Ĉ開発Íh認定第 1 号Ĉ取得ÍôÍÕg

客様ä事業á貢献ÏāÞÞøáh地球環境áø有用à技

通常å 100 kW ä高効率à発電装置ÞÍÜ電気Þ熱Ĉ供給

術成果Ĉ獲得ÍôÍÕg
本稿Ýåh2008 年ä成果Ĉ中心áh過去 3 年間ä中期

図

フィルム型アモルファス太陽電池

図

防災対応燃料電池発電システム

研究開発ä主要à成果Ĉ紹介ÍôÏg

2．研究開発成果
（ 1） ĘœsŜàđĶŔėsä創出Þ供給

環境負荷ä低º発電技術ÞÓĂÿĈ活用ÍÜºÅÕ÷
ä電力流通j制御ĠĢįŉÀþé電力変換İĹčĢä開
発á注力ÍhēŜĞčıÁÿ広域ôÝĘœsŜà電力Ĉ
À客様á安定ÍÜ届Çā取組õĈ行ºôÍÕg
ĘœsŜà発電技術ÝåhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太
陽電池h地熱発電ĠĢįŉhĀĉ酸形燃料電池ä開発á
重点Ĉ置ÃôÍÕg
ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池FWAVE
}図 1~åh
製品開発Ĉ完了Í熊本工場Ý本格的à量産h出荷Ĉ開始
ÍôÍÕg厚Ë約 50 m äŀŒĢĪĬĘľČŔŉ上á薄

停電検出により解列し，
独立給電回路を構築

膜製造工程áþĀ太陽電池層Ĉ形成ÏāÕ÷hÃą÷Ü

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

27 検出

薄ÅľŕĖĠĿŔÝhĕŒĢ基板Ĉ使用ÍÕ太陽電池ä
10 分ä 1 Þ軽量ÝÏgÉĂÿä特徴Ĉ生ÁÍhİğčŜ
性Ĉ考慮ÍÕĜňŎĴįČs施設ä大型屋根úh町並õ

電灯
負荷

電灯
負荷

àĀôÍÕgôÕh製造á必要àđĶŔėså結晶Ġœ
ĜŜ太陽電池ä約 2 分ä 1 Ý¸ĀhŒčľĞčĘŔÝä
環境負荷低減ä効果Â高Åh国内外îä大規模à展開á
þĀęŖsĹŔà環境問題îä貢献Â行¾āÞ考¾ÜÀ



重要負荷
サーバ電源
電灯など

動力
負荷

通常は系統連系
都市ガス運用

景観á配慮ÍÕ施設àßhĕŒĢ基板太陽電池ŋġŎs
ŔÝå困難Ý¸ÙÕ場所á設置ÏāÉÞÂÝÃāþ¼á

動力
負荷

家庭用のボンベ 50 kg/本
で 3.6ｈ運転

DT-MC

排熱設備

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）

３φ３ W

210Ｖ

空調・給湯
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富士時報

Íh省đĶŔėsú二酸化炭素排出量削減á寄与ÍôÏg

要件Ĉ満ÕÍh設備容量ä大幅à削減Ĉ可能áÍôÍÕg

非常時áå 40 秒以内á系統連系運転Áÿ独立運転á切Ā

今後åhĘœsŜđĶŔėsä需要拡大á対応ÍÜh

替ąĀh防災用設備á供給Ïā電源ÞàĀôÏg今後å

発電装置h変換装置ÞÞøáhĠĢįŉ技術ĈËÿá進

消防用途ÖÇÝàÅh広Å常用j非常用兼用電源ÞÍÜ

化ËÑāÉÞĈ計画ÍÜºôÏgôÕhESCO}Energy

災害時á活躍Ïā電源ÞÍÜø期待ËĂôÏg

Service Company~àßäĜŜĞŔįČŜę力Ĉ高÷h

ĘœsŜàđĶŔėsĈ創āÖÇÝàÅh供給Ïā

自ÿä事業所Ýø活用Ĉ図Ā効果Ĉ立証ÍàÂÿh環境

ĠĢįŉä技術ø併ÑÜ開発ÍÜÃôÍÕgēŜĞčı

負荷ä低ºĘœsŜà電力ĈÀ客様á届Çā取組õĈ加

電源装置}太陽電池h燃料電池h風力発電àß~äÕ÷
ä電力変換装置h系統連系j保護装置h全体Ĉ統括Ïā

速ÍÕºÞ考¾ÜºôÏg
（ 2） ĠĢįŉä省đĶŔės制御

制御ĠĢįŉàßä組合ÑáþĀ高品位à電力Ĉ安定Í

電力ú熱àßáôÚąā省đĶŔėsĈ志向ÍÕĠĢ

Ü供給ÏāÉÞĈ目指ÍôÍÕg電力変換装置áåh風

įŉj機器ä開発áøhĺŘs半導体úĺŘsđŕĘı

力 発 電 用 途 á 特 化 Í Ü 開 発 Í Õ IGBT}Insulated Gate

ŖĴĘĢh熱流体解析技術h最適化ċŔĝœģŉàßĈ

Bipolar Transistor~ŋġŎsŔúh電気二重層ĖŌĺĠ

駆使ÍÜ重点的á取Ā組õôÍÕg

Ĩàßä大容量二次電池àßø適用ÍÜºôÏgôÕ制

省đĶŔėsĠĢįŉ技術ÝåhđĶŔės設備全体

御ĠĢįŉÝåhŇčĘŖęœĬĲÝä同時同量制御技

ú工場全体äđĶŔės消費Ĉ最適化ÏāÕ÷äh各種電

術hčŜĨsĶĬıĈ活用ÍÕ IP 対応jWeb 対応遠隔監

力監視j制御ĠĢįŉĈ開発Íh製鉄所äđĶŔėsĤ

視操作技術àßĈ開発ÍhēsŀŜàĶĬıŘsĘčŜ

ŜĨú自動車工場全体ä省đĶŔės制御Ĉ行ºh効果

ľŒ上Ý信頼ä高º電力系統ä運用Ĉ実現ÍôÍÕgÉ

Ĉ実証ÍôÍÕg本制御ĠĢįŉåhŋİŔ予測制御ú

Ăÿä技術åÏïÜ実ľČsŔĲÝ検証Ĉ進÷ÜºôÏg

非線形最適制御技術áþĀĠĢįŉ全体ä運用Ĉ最適化

独立行政法人新đĶŔėsj産業技術開発機構Ĩčj

ÍôÏg特áhJFE ĢĪsŔ株式会社ä協力Ĉ得Ü開発

太陽光発電ĠĢįŉ国際共同実証試験
} 図 3~Ýåh関
西電力株式会社Þ共同ÝhĨčjĹŜĜĘ市郊外áÜ太

図

ハイブリッド風力発電電力安定化装置

陽光発電Â複数台連系ËĂÕĠĢįŉä電力品質向上技
電力系統

風車出力

術á関Ïā実証研究Ĉ行ºôÍÕg配電盤á接続ÍÕÀ

合計出力

äÀää太陽光発電ĠĢįŉä運転状態Ĉ一括監視j制
数分〜数十分周期の
変動電力

御ÏāĠĢįŉĈ開発Íh全体ä電圧適正化Þ発電効率

平滑化された出力
安定化装置出力

ä均一化Ĉ実証ÏāÞÞøáh従来ä個別制御Þ比較Í
双方向

検 システム
指
出 コントローラ 令

Ü監視対象全体Ýä発電効率ø改善ÝÃāÉÞĈ確認Í

コンバータ

1

2
変動電力分を充放電

ôÍÕgËÿáh熱帯地域ÝäċŋŔľĊĢ太陽電池ä

(株)ウインパワー西目風力発電所

風速・風向

発電優位性áÚºÜø併ÑÜ実証ÍôÍÕg本設備åĨ
č政府á譲渡ËĂh順調á発電Ĉ継続ÍÜºôÏg
風力発電電力ä安定化}図 4~áÚºÜåh世界初Þà
ā二次電池Àþé電気二重層ĖŌĺĠĨĈ電力貯蔵要素
ÞÍÕhĸčĿœĬĲ電力発電安定化装置Ĉh川崎重工

二次電池

業株式会社h新神戸電機株式会社h日産İČsĥŔ株式

電気二重層キャパシタ
数秒〜数分
風車の出力変動を
安定化

数分〜数十分
風車の出力変動を
安定化

電力安定化装置

会社Þ共同開発ÍôÍÕgÉĂáþĀ系統連系á必要à

図

図

電力の安定供給システム

製鉄所内エネルギープラントの最適制御

変電所
実証試験サイト
A

H

接続箱

Bガス

E

単独運転
検出装置

交流

ガス混合
Cガス

変圧器

CT，
VT

電力
会社

交流

単独運転検出装置
計測装置
計測装置

CDQ */発電機

熱

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

電力
発電機

ホルダ

模擬負荷
［制御室］

発電機

ホルダ

Ｒ L C
模擬配電線

混合
ガス

コークス

G
サーバ

重油

ホルダ

交流

交流

F

高炉

配電線

直流

B

D

サーバ

倉庫

直流

C

計測装置

製鋼
蒸気

LDガス

ガス混合

混合
ガス

蒸気

工場

焼結
太陽電池
設置状況

* CDQ : コークス乾式消火設備



中期研究開発計画の成果と展望

ÍÕđĶŔės最適運用ĺĬĚsġFeTOPÝåh実

ÍÕ第 6 世代 IGBT ŋġŎsŔV Ġœsģ PIMàßh

ŀŒŜıîä適用時}図 5~á問題Þàā機器ä非線形特

使ºúÏº新製品Ĉ開発ÍôÍÕg

性ú設備ä台数制御áÁÁąā非線形à混合整数計画問

ËÿáĸčĿœĬĲ自動車向ÇÞÍÜh両面冷却áþ

題ĈŊĨĻŎsœĢįČĬĘÞ呼æĂā手法Ĉ用ºÜ最

ā高放熱構造Ĉ適用ÍÜ高電流密度化Ĉ達成ÍÕ低損失

適化ÏāÉÞá成功Íh運用ĜĢıä最小化}平均 1v

ĺŘsŋġŎsŔ}図 8~Ĉ開発ÍôÍÕgÉĂáþĀĠ

3 %~
hCO2 排出量ä削減}7.2 万 t - CO2~ä効果Ĉ得ôÍÕg

Ģįŉä高出力化Þ小型化Ĉ実現ÍÜºôÏg

同様ä技術åĜŜļĴđŜĢĢıċhĢsĺsŇsĚĬ

今後åhËÿàāđĶŔės消費低減á貢献ÏāÕ÷

ı向Çáø適用ÍôÍÕg店舗全体ä総合省đĶŔės

áhĺŘsİĹčĢh変換装置h制御ĠĢįŉä性能Ĉ

制御ĠĢįŉĈ開発ÍhÀ客様äĠŐsĚsĢh冷凍機h

向上ËÑÜºÃôÏg特áh今後äđĶŔės消費増大

空調機àßĈœŋsı監視ÏāÉÞáþÙÜh省đĶŔ

Â懸念ËĂāĶĬıŘsĘ施設}čŜĨsĶĬıİsĨ

ėsÞ快適性Ĉ考慮ÍÕ制御Ĉ行¼ĠĢįŉĈ実現Íô

ĤŜĨkIDC~ú装置産業化ÍÜºā FPD}Flat Panel

ÍÕg年間省đĶŔės率åĜŜļĴđŜĢĢıċ向ÇÝ

Display~àß薄膜İĹčĢŀŒŜıàßä省đĶŔės

3 %hĢsĺsŇsĚĬı向ÇÝ 4 % ä実績Ĉ得ÜºôÏg

äĴsģáısĨŔá対応ÍÜºÃôÏgôÕh自動販

Éäþ¼à省đĶŔėsĠĢįŉĈ支¾āĜŜņsĶ

売機ú電気化Â進ö自動車á代表ËĂāđĶŔės多消

Ŝı機器ä開発áø注力ÍÜºôÏg産業分野用途áå

費製品ä省đĶŔėsäĴsģáø対応ÍÜºÅÉÞĈ

hŇıœĬĘĢĜŜĹsĨh産業
汎用čŜĹsĨ} 図 6~

計画ÍÜºôÏg

用ĲŒčĿ装置àßäĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器j装

（ 3） 安全j安心à社会環境ÛÅĀ

富士電機å従来Áÿh高信頼j高品位à製品Ĉ提供Íh

置ä高性能化Ĉ推進ÍôÍÕg
情報機器用電源áÀºÜåh同一体積Ý従来比 2 倍ä

結果ÞÍÜ暗黙知áþā安全Ĉ実現ÍÜÃôÍÕgÍÁ

出力密度ä製品Ĉ低圧大電流制御技術áþĀ開発ÍôÍ

Íh装置ú施設ä巨大化h高機能化hÓĂá伴¼ĿŒĬ

ÕgôÕh各種ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ装置á共通Ïā

ĘŅĬĘĢ化ä進展åh安全j安心à環境ä維持áÞÙ

最適設計ĭsŔĈ開発Íh用途h容量Þø多岐áąÕā

Ü新Õà脅威ÞàĀÚÚ¸āÞ考¾ÿĂôÏgÉäþ¼

製品開発äĢĽsĲċĬŀĈ実現ÍôÍÕg
民生分野Ýø継続ÍÜ省đĶŔės性能ä向上Ĉ進÷
ÜÃôÍÕg自動販売機Ýåh省đĶŔės技術ÞÍÜ

à状況á対応ÏāÕ÷h製造現場h社会čŜľŒ施設á
ôÚąā設備ú人àßá関係Ïā障害äœĢĘĈ低減Íh
安全j安心á事業Â継続ÝÃā技術Ĉ開発ÍÜÃôÍÕg

CO2 冷媒ú R134a 冷媒Ĉ適用ÍÕĻsıņŜŀ自動販売
機Ĉ開発Íh省đĶıĬŀŒŜĳs基準Ĉ前倒ÍÝ実現

図

環境対応自動販売機

図

ハイブリッド自動車向け低損失パワー半導体

ÍôÍÕgÉĂáþĀh従来ä自動販売機Þ比較ÍÜ年
間消費電力量Ĉ 40 % 低減ÍÜºôÏgôÕh業界á先駆
h総合的à
ÇÜhđĜœsľŒłŔä取得Ĉ行º} 図 7~
観点Ý地球環境á配慮ÍÜºôÏg
ĠŐsĚsĢÝåh3 面đċĔsįŜ技術ú電子膨張弁
äİġĨŔ制御技術Ĉ開発ÏāÉÞáþĀh庫内温度æ
ÿÚÃĈ 10 % 低減Íh省đĶŔėsá貢献ÍôÍÕg
ÉĂÿ省đĶŔės機器á搭載ËĂā基幹İĹčĢ
Ý¸āĺŘs半導体ä開発Ýåh低損失j低ķčģä
ı ŕ s Ĳ ē ľ Ĉ 改 善 Í Õh 第 6 世 代 ĺ Ř s MOSFET
SuperFAP-E3 Ġœsģúh低損失Ý高制御性Ĉ実現
高性能多機能形インバータ「FRENIC-MEGA」

図

FRENIC-Eco

FRENIC-MEGA

ファン・ポンプ用インバータ

高性能・多機能形インバータ

冷却チューブ

放熱板
熱

FRENIC-Mini

FRENIC-Multi

コンパクト形インバータ

高性能・コンパクト形インバータ

熱

パワー素子
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安全ĦœŎsĠŐŜĈ支¾ā機器áÚºÜåhFA 分野

記録媒体Ĉ製品化Íh2008 年度áåhËÿá高記録密度

áÀºÜ国際規格á対応ÍÕ低圧配電器具G-TWIN Ġ

化 Â 可 能 à ECC}Exchange-Coupled Composite~ 垂 直

œsģú16φĜŇŜĲĢčĬĪàßä新製品Ĉ開

磁気記録媒体î移行Íh3.5 čŜĪÝ 500 G Ĺčı/枚h2.5

発ÍôÍÕgôÕh高信頼性Â求÷ÿĂā電源設備ÞÍÜh

čŜĪÝ 250 G Ĺčı/枚ä製品Ĉ展開ÍÜºÃôÏg

電力ä供給停止ú設備ä故障停止á備¾ā大容量瞬低対

ôÕhEMC 対応設計技術á関ÍÜh従来解析Â困難

策装置8000 HĈ製品化ÍôÍÕgôÕh安全à環境

Ý¸ÙÕ電子機器ä放射ķčģä定量解析手法Ĉ開発Íh

Ý¸āÉÞĈŋĴĨœŜęÏāÕ÷äĤŜĞj計測技術

製品設計ä加速á貢献ÍôÍÕg

Ýåh機能安全規格対応äÕ÷ä技術開発Ĉ行ÙÜºā
ñÁh電池駆動型ä薄膜ĕĢĤŜĞh防爆仕様計測機器h

3．今後の展望

安全計装ĠĢįŉàßĈ開発Íh人h設備h作業環境Ĉ

2009 年åđĶŔėsÞ環境á焦点Ĉ当ÜÕ研究開

安全Ĉ保ÚÉÞá貢献ÍÜºôÏgËÿáh個別ä機器

発ĈËÿá加速ºÕÍôÏg例¾æh再生đĶŔėsÞ

ú装置ä開発Þ並行ÍÜh既存ä電気設備ä不具合Ĉ未

ÍÜä太陽発電ĠĢįŉú燃料電池á関Ïā研究開発Ý

然á防止ÝÃāh予防保全技術Ĉ開発ÍôÍÕg

Ïg太陽発電ĠĢįŉÝåhĤŔä高効率化ä研究Ĉ加

安全ĦœŎsĠŐŜĈ支¾āĠĢįŉáÚºÜåhÉ

速ÏāÞÞøá量産性Ĉ高÷ā製造ŀŖĤĢä研究á注

ĂÿĜŜņsĶŜıĈ活用ÍÜh施設全体ä業務運用ä

力ÍÜºÃôÏgôÕh富士電機ęŔsŀä技術Ġĳġs

安全性Ĉ高÷ā入退場管理h情報ĤĖŎœįČh設備監

ÞÍÜ太陽電池発電ĠĢįŉá適用ÏāĺŘsĜŜİČ

視àßä施設管理ĠĢįŉĈ開発ÍôÍÕgÉĂÿä技

ĠŐĳsúÓĂĈ構成ÏāĺŘsİĹčĢä開発hđĶ

術å発電施設ú空港施設àßá適用ËĂÜºôÏ} 図 9~
g

Ŕės蓄積技術ä適用開発á力Ĉ入ĂÜºÅ計画ÝÏg

ôÕh製造工程Áÿ造ÿĂā製品ä品質Ĉ確実á捕ÿ¾

Āĉ酸形燃料電池Ýåh非常用電源Ĉ含÷適用分野Â広

改善Ïā技術ÞÍÜh品質ıŕsĞļœįČĠĢįŉú

ÂĀĈ見ÑÜôÏÂhºÙÓ¼ä普及áå低価格化Â必

画像診断技術Ĉ開発ÍôÍÕg

須Ý¸Ā触媒ĈåÎ÷ÞÍÕ構成ĜŜņsĶŜıäĜĢ

Óä他hÀ金Ĉ安全jĢĽsİČá取Ā扱¼Ĵsģá
対ÍÜåh近年決済額Â増加ÍÜºā電子ŇĶs取引ä
Õ÷ä決済支援ĶĬıŘsĘĠĢįŉú端末機器h金銭
取扱º機器àßĈ開発Íh安全j安心á貢献ÍÜºôÏg
今後åhÀ客様企業äęŖsĹŔ化ä進展á対応ÍÜh
国際標準規格}機能安全規格hEMC àß~á準拠ÍÕ機
器hĠĢįŉ技術Ĉ高度化ÍÜºÃôÏgôÕh熟練労
働者Â少àÅàāÞ予想ËĂā国内企業ä現場áÀºÜh
安全Ĉ保ÚÕ÷ä機器hĠĢįŉ技術Ĉ高度化Íh安全
Ý安心äÝÃā環境Ĉ提供ÍÜºÃôÏg

ıĩďŜ開発ú信頼性向上äÕ÷ä開発Ĉ重要àįsŇ
ÞÍÜ取Ā組ĉÝºÃôÏg
ø¼一ÚäĖsŘsĲÝ¸ā安全j安心áÚºÜåh
安全規格対応äĜŜņsĶŜıĈ開発ÏāÞÞøáh安
全ĠĢįŉĦœŎsĠŐŜĈ提案ÝÃāĠĢįŉ技術ä
開発Ĉ加速ÍÜºÃôÏg
ĺŘsİĹčĢĈõĂæ現在主流ä IGBT ä性能向上
åø×ăĉhņĢıĠœĜŜ素子ÞÍÜ注目Ĉ集÷Üº
āĠœĜŜĔsĹčı}SiC~úĕœďŉĳčıŒčĲ
}GaN~Ĉ使ÙÕĺŘsİĹčĢä実用化á向ÇhĺĬ

（ 4） Óä他ä取組õ

Ěsġ技術ú新Íº回路ıņŖġsä研究Ĉ併ąÑÜ実

小型化j高密度化áþĀ省資源á貢献Ïā製品ÞÍÜh
高密度化磁気記録媒体Ĉ開発ÍôÍÕg2007 年áå業界
最大容量}334 G Ĺčı/枚~ä 3.5 čŜĪċŔň垂直磁気

行ÏāÉÞáþĀh低損失j超小型化ä装置ä開発Ĉ行Ù
ÜºÃôÏg
将来á目Ĉ向ÇÕ基礎研究ÝåhēsŀŜčķłsĠŐ
ŜÝä取組õĈ推進Í最先端ä技術Ĉ研究ÏāÉÞÝh5

図

年後h10 年後ä核Þàā事業j製品á結éÚÇā取組õ

施設管理ソリューション全体図

Ĉ強化ÍÜºÃôÏg例¾æh将来äİĹčĢá適用Â
期待ËĂāĢĽŜıŖĴĘĢh太陽電池ä透明電極àß
設備投資管理

á期待ÂÝÃāęŒľĐŜh触媒技術á適用ÝÃāĳķ

保全

金属技術àßá取Ā組ĉÝºÅ計画ÝÏg富士電機ęŔs

工事申請・立入申請
工事作業のワークフロー

施設管理
ソリューション

施設監視
24 時間運転可能な
施設設備監視システム

設備管理
故障管理
点検管理

フィジカルセキュリティ
入退管理
持出管理
侵入者監視
ホームセキュリティ

ŀä事業j製品群äłsĢÞàā基盤技術ä研究ø重要
à取組õä一ÚÝ¸āÞ考¾ôÏg各種材料高騰á端Ĉ
発ÍÕ代替材料ä適用技術開発ú低銀化技術開発h先端
的技術開発Ĉ支¾āŒŇŜ分光àßä分析技術ä研究à
ßá取Ā組ĉÝºÃôÏg
2009 度年Áÿ始ôā次ä中期研究開発計画Ýå市場環
境ä変化á対応ÍÜ製品ņsıľĒœēĈ変¾ÜºÅÕ
÷äłsĢÞàā技術開発h技術ĠĳġsĈ生ÁÍÕ製
品開発àßá研究開発資源Ĉ投入ÍÜºÅ所存ÝÏg



消防用非常電源対応りん酸形燃料電池
発電装置

2008 年 7 月h富士電機äĀĉ酸形燃料電
池発電装置Â消防法上ä{非常電源|ä認定
基準ĈĘœċÍh認定第 1 号Ĉ取得ÍÕg通
常時å 100 kW ä高効率à発電装置ÞÍÜ電
気Þ熱Ĉ供給Íh省đĶŔėsú二酸化炭素
排出量削減á寄与Ïāg非常時áå 40 秒以
内á系統連系運転Áÿ独立運転á切Ā替ąĀh
消防用設備á供給Ïā電源áàāgôÕh都
市ĕĢä供給Â停止ÍÜøhLP ĕĢàßä
備蓄燃料á切Ā替¾Ü連続運転ÂÝÃāg
常用j非常用兼用電源ÞÍÜh消防用途Ö
ÇÝàÅ広Å災害時á活躍Ïā電源ÞÍÜ期
待ËĂÜºāg品質検査ú性能試験Â定÷ÿ
ĂÜºā認定Ĉ取得ÍÕÉÞáþĀhĀĉ酸
形燃料電池ä性能Þ信頼性Â実証ËĂÕg

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åh注力機種Ý¸āľČŔŉ型ċ
ŋŔľĊĢ太陽電池}商品名kđľďĐsĿ~
ä生産拠点Ý¸ā熊本工場ä生産設備増強Ĉ
進÷h2009 年初÷Áÿ増産体制Ýä生産Ĉ
開始Ïāg製造ŒčŜåhľČŔŉ基板上á
独自á開発ÍÕŖsŔĭsŖsŔ製法Ýċŋ
ŔľĊĢĠœĜŜä薄膜層Ĉ連続的á形成Ï
āøäÝh設備増強á¸ÕÙÜå各製造設備
ĈÉĂôÝäķďĸďĈ生ÁÍÜ改善ÍÕg
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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

富士電機å 2006 年 10 月áĴŎsġsŒŜ
ĲjMRP 社Þ 90 MW 地熱ŀŒŜıä EPC
契約}建設一括請負契約~Ĉ締結Íh以降順
調áh設計j調達j建設Ĉ進÷h契約納期þ
Ā 1 Á月以上早º 2008 年 8 月末á無事試運
転Ĉ終了Í引Ã渡ÍÕg当ŀŒŜıåĩĿŔ
ľŒĬĠŎ式地熱発電設備Ý単機ÞÍÜå世
界最大容量Ĉ誇āg富士電機ä供給施工範囲
å発電所á加¾h地熱二相流体ä蒸気分離清
浄設備Ĉ含ög同設備Ýå還元井äĢĚsœ
ŜęĈ防止ÏāÕ÷硫酸注入áþā pH 制御
úh低圧ĤĺŕsĨä可変速式熱水還元ņŜ
ŀáþā水位制御àßø行ÙÜºāg試運転
ÝåÉĂÿĈ含÷Õ全設備ä高º信頼性Â証
明ËĂÕgĔďĐŒďá引Ã続Ã次期地熱ŀ
ŒŜıø同Î MRP 社ÁÿÏÝá受注Í推進
中Ý¸āg

地熱蒸気性状のオンライン
モニタリングシステム

地熱đĶŔėsåh優ĂÕ石油代替効果Â
得ÿĂāäÝh昨今ä社会情勢Ĉ踏ô¾āÞh
Ëÿàā活用Â望ôĂāg
地熱蒸気áå熱水Ĉ起源ÞÏā塩化物čē
ŜúĠœĔàßÂ多Å含ôĂÜÀĀhĨs
自動分析装置計器系統図

オンラインモニタのシーケンシャル操作
ガス濃度測定系統

シリカ濃度測定
シリカ濃度測定

導電率測定

1 サイクル 60 分

1 サイクル 60 分

シリカ濃度測定

カチオン樹脂筒
通水ブロー操作

チッ素バブリング

チッ素バブリング

シリカ濃度測定

酸導電率測定

脱気膜通水
ガス濃度測定

ļŜ腐食úĢĚsŔ付着ä最大à負ä要因á
àÙÜºāg地熱蒸気性状ä自動分析Â望ô
ĂÜºÕÂh蒸気á含ôĂā硫化水素ĕĢà
ßÂ自動分析ä障害ÞàĀ実用化ÝÃàÁÙ
Õg
ÉäĠĢįŉÝåh硫化水素ĕĢàßĈ
取Ā除Å機構Ĉ設ÇÕ自動分析機能á加¾Ü
İsĨ解析ÍÜ診断ÝÃāþ¼áÍÕg併ą
ÑÜh非凝縮性ĕĢ濃度ä自動計測ø可能
ÞÍÕgÉäĠĢįŉä利用áþÙÜh蒸気
ĨsļŜä健全性Â維持ËĂāñÁĨsļŜ
ä点検間隔Â延伸ÝÃāàßhŀŒŜı運用
上ä大Ãà経済的効果Â期待ÝÃāg



無停電電源装置
「UPS7700F シリーズ」

新型中大容量UPS7700F Ġœsģå中
国j東南ċġċä配電系統Ý¸ā三相 4 線式
400 V 系á対応ÍÕēsŔ IGBT 式 UPS}無
停電電源装置~Ý¸āg主à特徴Ĉ以下á示
Ïg
（ 1） 小型j軽量kŏĴĬı化構成áþā構造

最適化áþĀ世界ıĬŀĘŒĢä小型j軽
量Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 高効率k第 5 世代 IGBT Ĉ用ºÕ新回路

方式ä適用áþĀ総合効率 94 % Ĉ超¾ā
ıĬŀĘŒĢä高º効率Ĉ実現ÍÕg
（ 3） 広範囲入力電圧k定格入力電圧ä−45
v＋25 % Ĉ運転可能ÞÍ電源変動ä大Ã
à地域Ýø蓄電池利用頻度Ĉ低減ÍÕg
（ 4） 保 守 性k 変 換 器 ŏ Ĵ Ĭ ı å 100 v

600 kVA ôÝ共用化Íh質量Ĉ 33 kg Þ軽
量ÞÏāÉÞÝh高º保守性Ĉ実現ÍÕg

富士PMモータドライブ
「FRENIC-MEGA」

永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~ĈĤ
ŜĞŕĢÝ駆動ÏāčŜĹsĨĈFRENICMEGA Ġœsģá追加ÍÕgËÿáh小型j
軽量j高効率à PM ŋsĨĈ開発Íh省đ
ĶĲŒčĿ機器ä拡充Ĉ図ÙÕg
（ 1） čŜĹsĨ

負荷特性

二乗低減ıŔĘh定ıŔĘ
500 Hz

最高周波数
速度制御範囲
始動ıŔĘ

1k25

150 % 以上

PM ŋsĨ電気定数ĪŎsĴŜę機能付Ã
（ 2） PM ŋsĨ}※印å当社誘導ŋsĨ比~



出

力

11 v 300 kW

効

率

3 v 5 % 向上※

体

積

35 % 低減※

質

量

40 % 軽減※

富士時報

6OL .O 

第6世代「Vシリーズ」
IGBTモジュール

ŋsĨĲŒčĿàßá代表ËĂā各種電力
変換ĠĢįŉä小型化áåhÓĂÿĈ駆動Ï
ā IGBT ŋġŎsŔä電力容量拡大Â不可欠
Ý¸āg
富士電機å最先端技術Ĉ用ºÕ第 6 世代ä
低損失 IGBT ĪĬŀ技術Þ高放熱ĺĬĚsġ
技術Ĉ融合ÍÜh大幅áĺŘs密度Ĉ向上Ë
ÑÕ第 6 世代V ĠœsģIGBT ŋġŎs
ŔĈ開発ÍÕg高放熱ĺĬĚsġ技術Ýåh
従 来 ä ċ Ŕ ň ĳ DCB 基 板 þ Ā øh 機 械 的h
熱的特性á優ĂÕ窒化Ěč素 DCB 基板Ĉ適
用ÏāÉÞÝ放熱性Þ信頼性Ĉ向上ËÑÕg
1,200 V 耐 圧 Ę Œ Ģ á À º Ü 電 流 定 格 Â
PIM 系 列 Ý 100 A Á ÿ 150 A îh2 in 1 ä
Dual 系列Ý 450 A Áÿ 600 A Þ従来Áÿ 30
v 50 % ä電流容量Ĉ拡大ÍÕ構成Â提供Ý
Ãāþ¼áàÙÕg

第6世代パワーMOSFET
「SuperFAP-E3 900V シリーズ」

ĢčĬĪŜę電源àÿéáÉĂá使用ËĂ
āĺŘsİĹčĢáåh低損失化j低ķčģ
化hËÿáå壊ĂáÅÅ使ºúÏºÉÞÂ求
÷ÿĂÜºāg
富士電機åÉäþ¼à市場Ĵsģá対応Ï
āÕ÷h低損失特性Þ低ķčģäıŕsĲ
ēľĈ改善Íh高性能Þ使ºúÏËĈ両立
ÍÕ第 6 世代ĺŘs MOSFETSuperFAPE3 900V ĠœsģĈ開発ÍÕg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 従来品á対ÍÜh同一ĪĬŀĞčģÝē

Ŝ抵抗Ĉ約 8 % 低減
（ 2） 新 ľ ŕ s ŉ 採 用 á þ ĀhTO-220F Ý

900 V/1.0 Ωmax 品Ĉ製品化
（ 3） 定格ēŜ抵抗Ĉ従来品þĀ 36 % 低減
（ 4） ċĹŒŜĠĐ耐量Ĉ従来品ä約 2 倍á改

善
（ 5） VGS œŜėŜęä低減áþĀ基板ŕč

ċďıä自由度向上á寄与



「超省エネ自動販売機」

地球温暖化防止äÕ÷áh富士電機å自動
販売機ä消費電力量ä低減á注力ÍÜ取Ā組
ĉÝºāg2007 年ÁÿhńĬı室ĈĻsı
ņŜŀÝ加熱Ïā自動販売機Ĉ開発Í市場î
ä投入Ĉ行ÙÜºāgËÿàā省đĶŔės
Ĉ目指ÍÜ超省đĶ自動販売機Ĉ開発Í
Õg
従来åhĻsıņŜŀÝ加熱ÝÃā商品収
納室å 1 室äõÝ¸ÙÕgĻsıņŜŀä効

ヒートポンプ
運転
熱交換器

ヒートポンプ
運転
熱交換器

蒸発器

率Ĉ向上ËÑh商品収納室 2 室á対応ÝÃā
þ¼áÍÕgËÿáh効率äþº冷媒Ý¸
ā R134 a Ĉ採用ÍÜhĻsıņŜŀĈ利用

補助ヒータ

補助ヒータ

Íàº夏場áÀÇā全室冷却運転áÀºÜøh
運転効率Ĉ高÷āÉÞÂÝÃÕg
Éä結果h年間Ĉ通ÍÜ消費電力量Ĉ大幅
á削減ÏāÉÞÂÝÃÕg

放熱器

凝縮器

コンプレッサ

新型電子式個人線量計

ĞĢįČĳĿŔà}持続性¸ā~社会Ĉ目
指Ï中Ý温室効果ĕĢĈ放出Íàº原子力発
電施設ä計画j建設Â国内外Ý進ĉÝºāg
富士電機åh原子力施設ä人ä安全áÁÁ
ąā被æÅ管理ä電子式個人線量計áÀºÜh
世界初ä{γ線＋β線＋中性子|ä 3 線種同
時計測可能à線量計ä商品化àßÝ長年ä実
績Ĉ積õ重ãÜÃÕg
新型電子式個人線量計ÞÍÜ新 JIS á対応
Íh顧客利便性Ĉ向上ËÑÕNRG Ġœs
ģ
}γ専用型jγ＋β線＋中性子同時計測
型ä 2 機種~Ĉ商品化ÍÕg入手ÍúÏº市
販電池ú表示ÍÕİsĨÂ見úÏºĔŒs
LCD 画面Ĉ採用ÍÕg使ºúÏËä向上Þ
Þøáh溶接àß作業環境Ýä信頼性向上ú
特定小電力無線áþā無線通信ä安定性向上
ø実現ÍÕg
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7成分同時測定ガス分析装置「ZSU-7」

日本国内äÎĉÁº焼却炉àß一定量以上
äæº煙Ĉ発生Ïā施設Ýåh大気汚染防止
法áþĀ NOxhSO2hCOhO2hHClhÀþé
æºÎĉ濃度ä常時測定Â義務ÛÇÿĂÜº

HCl測定

āg

専用ケーブル

富士電機åh実績Â¸āĞŜŀœŜę式ĕ
Ģ分析装置Þ新規開発ÍÕ直接挿入方式ŕs
ğĕĢ分析計 HC1 Ĉ組õ合ąÑÜh上記成

NOx，SO2，CO，
CO2，O2測定
ガス採取器

加熱導管

分á CO2 Ĉ加¾Ü最大 7 成分ä同時連続測

ガス採取器用電源
加熱導管用電源

定ÂÝÃāĕĢ分析装置ZSU-7Ĉ製品化
ÍÕg特徴å以下äÞÀĀÝ¸āg

ばいじん測定

（ 1） 省電力Þ HCl 計保守ä軽減kHCl 測定

専用ケーブル

á新規開発ÍÕ省電力ÝĞŜŀœŜę機器
ä不要à直接挿入ŕsğ方式分析計Ĉ搭載

ドレン，排気

（ 2） 複合化áþā省ĢŃsĢ化k他社品Ĉ含

÷Ü 2 面分ä設置ĢŃsĢĈ 1 面Ý対応
（ 3） 保守点検ä一元化k定期点検h保守Ĉ一

度á実施可能Ý¸Ā顧客ä煩雑ËĈ軽減

フルカラー細粒異物検査装置

医 薬h 化 学 Ŋ s Ĕ s Ý 生 産 Ë Ă ā 顆 粒
剤h細粒体àßá混入Ïā異物Ĉh画像処
理Ĉ応用ÍÜ高速}最大 100 kg/h~
h高精度
}φ50 m~á検出h除去ÏāľŔĔŒs細
粒異物検査装置Ĉ開発Íh発売ÍÕg
検査部Ý¸āĺĦĜŜłsĢ型画像処理装
置Ýåh内蔵ÍÕ画像処理ŅsĲáþāœċ
ŔĨčŉ性Þ WindowsGUI ä快適à操作性
ÞĈ両立ËÑÜºāg検査ŘsĘä特徴á応
ÎÜh豊富à画像処理ŒčĿŒœÞĺĦĜŜ
ŀŒĬıľĒsŉ上ä評価h開発環境Ĉ用ºh
効率的áĔĢĨŉ対応ÂÝÃāg
細粒体ä搬送åh振動ľČsĩÞĲŒŉ回
転Ý行ºhĜŜĺĘıÝ洗浄性h耐久性Þø
á優ĂÕ方式Ĉ採用ÍÜºāg今後h微粉体
àßîä適用拡大Ĉ図ÙÜºÅ予定Ý¸āg



ネットワーク対応電子マネー決裁端末

拡大Ĉ続Çā電子ŇĶs市場á向ÇÜh従
来機á比ïþĀ高度àĤĖŎœįČ性能Þ処
理能力Ĉ向上ËÑÕ決済端末Ĉ開発ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 1 台ä決済端末Ýh電子ŇĶsúņčŜ

ıĞsļĢàßäċŀœĚsĠŐŜĈh最
大 14 種類搭載可能
（ 2） 各ċŀœĚsĠŐŜå上位ĠĢįŉÁÿ
個別áĩďŜŖsĲÝÃh運用時å高速á
切換Â可能
（ 3） ISO15408kEAL4 認 証 取 得 ä Ĥ Ė Ŏ œ

įČĪĬŀĈ搭載Íh電子ŇĶsá対Ïā
万全àİsĨ保護Ĉ実現
（ 4） 上位ĠĢįŉá接続ÏāÕ÷äĶĬı
ŘsĘ連携機能Ĉ強化
（ 5） 従来機á対Íh体積比Ý 52 % 小型化

統合型 FA システム
エンジニアリング環境

PC
PLC 支援ツール

インバータ
支援ツール

統合支援ツール
サーボ支援ツール

FA ĠĢįŉĈ構成Ïā各機器ä支援ĭs
Ŕ群Ĉ束ãā統合型đŜġĴċœŜę環境Ĉ
開発ÍÕgÉĂáþĀ FA ĠĢįŉä開発Á
ÿ保守áąÕāısĨŔđŜġĴċœŜęĜ

POD 支援ツール

ĢıÂ削減ÝÃāg特徴Ĉ以下á示Ïg
（ 1） ĶĬıŘsĘá接属ËĂÕ支援端末 1 台

Ý各種 FA 機器äđŜġĴċœŜęÂ可能
（ 2） ĶĬıŘsĘá接続Ïā機器ä設定åh

ĠĢįŉ構成図ä機器ä指定Ý可能

PLC

（ 3） ĠĢįŉ構成図Áÿ操作機器ä指定äõ

Ýh必要à支援ĭsŔä起動Â可能
（ 4） ļġŎċŔàĠĢįŉ構成図上ÝhĠĢ

įŉ全体ä運転状況ä視覚的à把握Â可能
POD



インバータ

サーボ

（ 5） ĺŒŊsĨúŀŖęŒŉİsĨĈĠĢį

ŉ構成図á関連付ÇÕ一元管理Â可能
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高密度記録ECC媒体

記録密度：〜 400 Gbits/in2
3.5 in 500 G バイト /枚
2.5 in 250 G バイト /枚

富士電機Ýå高記録密度化技術ÞÍÜ従
来ä 3 層磁性層ä垂直磁気記録媒体á新Íº

半硬磁性層（比較的弱い磁石）

ĜŜĤŀıä改良Ĉ加¾Õ ECC}Exchange-

交換結合制御層

Coupled Composite~媒体ä開発á取Ā組ĉ
ÝÃÕg
2008 年度hECC 媒体Ĉ業界á先駆ÇÜ製

S

品化Í 7 月Áÿ出荷Ĉ開始ÍÕg上部磁性層
á適切à材料Ĉ選ìÉÞÝhECC 媒体å下

=

部磁性層ä結晶粒径Ĉ微細化}高記録密度
化~ËÑÚÚh従来ıŕsĲēľä関係á¸
ā書込õ性能Ĉ大ÃÅ改善ÍÕ媒体Ý¸āg

N
S
N

特á下部磁性層ä材料Ĉ工夫Íh上部磁
性層Þä交換結合強度ä最適化Ĉ図āÉÞÝ

 NM

ÉĂĈ実現ÍÕg現在åËÿá磁性層中間
層hŀŖĤĢä総合的à改善Ĉ進÷h記録容

硬磁性層（強い磁石）
磁気異方性アップ
交換結合
強度の最適化

量 250 G Ĺčıä 2.5 čŜĪ媒体Þ 500 G Ĺ
čıä 3.5 čŜĪ媒体Ĉ量産ÍÜºāg

電子電器の放射ノイズ解析技術

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

電界強度
(dBμV/m)




ケーブル





放射電界強度（dBμV/m）







Ü困難Ý¸Āh試行錯誤的対策Â一般的Ý¸
āg
富士電機ÝåhÉäþ¼à電子機器ä放
定量解析手法áÚºÜhŀœŜı基板ú筺

実測値

体}Ãý¼Õº~ÀþéĚsĿŔàßä装置



全体Ĉ対象á検討Ĉ行ÙÜºāg図åĠňŎ



ŕsĠŐŜĈ用ºÕ定量解析ä一例ÝhĚs


解析値（ ）




構造Â複雑á影響Í合¼Õ÷h予測åÃą÷

射ķčģîä取組õÞÍÜhÓä発生原理Þ

ノイズ対策なし



ôÏ強ôÙÜºāgÍÁÍh電子機器Áÿ発
生Ïā電磁波}放射ķčģ~åh回路動作Þ



解析値（ ）

電子機器ä低ķčģ化îä要求Â近年ôÏ

ĿŔÁÿ発生Ïā放射ķčģä解析結果Þ実

ノイズ対策あり

測値Ĉ示ÍÜºāg解析値å実測値Þñò一

実測値



周波数（MHz）
ケーブルから発生する放射ノイズの解析値と実測値



致Íh高精度à解析Ĉ実現ÍÜºāg
今後åh本技術ä適用áþā設計段階áÀ
Çā放射ķčģ対策ä実現Ĉ目指Ïg



富士電機システムズ株式会社

電機システム部門

富士電機機器制御株式会社

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}ÍÿÅÿ

õÚäĀ~

富士電機システムズ株式会社
取締役社長

新年¸ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

撲滅h最適生産体制j拠点整備~
h④経営ä見¾ā化áþ

2008 年Ĉ振Ā返āÞh電機ĠĢįŉ部門Ýåh事業ä

ā経営体質ä強化}ŖsœŜęáþā業績予測ÀþéŋĴ

拡大j強化Ĉ目指ÍÜh積極的à外部ĺsıĳsÞä協業
ú事業構造改革Ĉ行ºh大Ãà変化Â¸ÙÕ年ÝÍÕg
ôÐh2008 年 4 月áh日本ĕčĠ株式会社Þ水環境事

ĨœŜę強化~
háÚºÜ推進ÍÜºôÏg
各分野ä環境ÞđĶŔėsîä貢献á関ÍÜåh以下Ĉ
目指ÍôÏg

業ä合弁会社hŊĨďĒsĨs株式会社Ĉ設立ÍôÍÕg

ĲŒčĿ事業分野Ýåh2008 年h大ÃÅ省đĶŔės

6 月áåh今後äēsıŊsĠŐŜ分野ä事業伸長äÕ÷

á貢献Ïā高圧čŜĹsĨä中国向Ç新機種Ĉ開発Í製品

áh株式会社đľjđľjĠsÁÿ富士電機ęŔsŀ向Ç

化ÍôÍÕgôÕh中国áÀÇā販売j生産拠点Ĉ整備Í

事業á従事ÍÜºÕ人材Ĉ富士電機ĠĢįŉģ株式会社

ôÍÕg今後h国内h中国jċġċ地域î広Å展開ÍÜº

}FES~á組õ入ĂÜÀĀôÏg
ÓÍÜh旧富士電機機器制御株式会社}旧 FCS~äĠ
Ģįŉ機器部門Ĉ FES á統合ÍÜ新 FES Â 7 月á誕生Íh

ÃôÏgčŜĹsĨúĞsŅĠĢįŉh可変速ĲŒčĿh
UPS àßä製品ÝÀ客ËôäđĶŔės利用効率最大化
á貢献ÍôÏg

ôÕh旧 FCS ä受配電j制御機器部門ÞĠŎĳčĩsj

ēsıŊsĠŐŜ事業分野Ýåh2008 年h各国ä環境

đŕĘıœĬĘ社ä合弁会社ÞÍÜ新 FCS Â 10 月á誕生

規制強化Ý需要Â拡大ÍÜºā排出ĕĢ分析用äŕsğ

ÍôÍÕg

方式ĕĢ分析計ä測定成分拡大機種Ĉ市場á投入ÍôÍÕg

当部門åh社会j産業äčŜľŒ構築á貢献ÍÜÃÕ

電力系統ä電力流通監視制御hIDC}čŜĨsĶĬıİs

ĠĢįŉĦœŎsĠŐŜ製品Þh業界ıĬŀŕłŔäĜŜ

ĨĤŜĨs~ä省đĶŔėshŀŒŜı全体äđĶŔės

ņsĶŜı機器Ĉ提供Ïā事業Ĉ展開ÍÜÀĀôÏg牽引

最適化h見¾ā化ĠĢįŉ}ĤŜĞĈ含ö~
h安全j安心

事業ÞàāäåhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術ĈłsĢÞ

àßä実現áh特徴¸ā計測制御j安全技術Ý貢献ÍôÏg

ÍÕĲŒčĿ事業Þh特徴¸āĤŜĞ技術ÞĦœŎsĠŐ

ôÕh低炭素社会実現äÕ÷ä重点技術ÞÍÜ新đĶŔ

ŜĈ組õ合ąÑÕēsıŊsĠŐŜ事業ÝÏg国内外áą

ės利用技術Â¸ĀôÏgÉĂá関ÍÜh当社独自ä太陽

ÕĀh社会j産業分野äŀŒŜıh設備ä効率的à運営j

電池h地熱発電h燃料電池Ý貢献ÍôÏg

運用Þ環境j安全ä実現Ĉ可能ÞÏā製品ÀþéısĨŔ
ĦœŎsĠŐŜ & ĞsļĢĈ提供ÍÜºôÏg

世界経済åh米国発ä金融危機áþĀ不透明感Â増大Íh
事業環境å厳ÍËĈ増ÍÜºôÏg企業使命Ĉ全¼ÏāÕ

2008 年ä事業構造改革áþĀh牽引事業ä徹底強化Ĉ

÷áhēsŀŜŇčŜĲÝh俊敏áċęŕĬĠĿá行動Ï

図āÞÞøáh①事業統合áþā営業j技術áąÕāĠĳ

āhĜňŎĴĚsĠŐŜĈ大切áÍh活発Ý制約äàº議

ġs効果ä最大化}特áh市場ĴsģĈ早期á把握Í素早

論ĈÏāhÞº¼ÉÞĈ徹底Íh強固à事業h強固à企業

Å対応ÏāÉÞĈ目指Ï~
h②研究開発力ĈËÿá強化Í

風土作ĀĈ進÷ÜºÃôÏg

付加価値創造機種Ĉ創出h③øäÚÅĀ強化}ŖĢĜĢı
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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

展

望

2008 年度ä市況åh米国ä金融危機á端Ĉ発Ïā世界

車両j特機分野Ýåh2007 年 7 月Áÿ営業運転Ĉ開始

的à景気悪化Âh欧米ĈåÎ÷新興国îø影響Ĉ及òÍh

ÍÕ東海旅客鉄道株式会社 N700 系新幹線用ä主回路電機

減速方向Ý¸āgąĂąĂåhÉäþ¼à経済環境Ĉ打開

品ÞÍÜh高性能ä 64 ļĬı RISC ŀŖĤĬĞĈ適用Í

ÏāÕ÷h他社á対ÍÜċĲĹŜįsġÂ¸ā商品jĦ

ÕİġĨŔ制御áþā IGBT 式主変換装置ĈåÎ÷h主変

œŎsĠŐŜjĞsļĢĈ提供ÝÃāþ¼取Ā組ĉÝºāg

圧器ú主電動機Ĉ順調á出荷中Ý¸āg電源装置関係Ý

ĲŒčĿĠĢįŉ分野Ýåh既設鉄鋼設備ä電気品更新

åhJR 各社向Çá各種電源装置Ĉ順次出荷中Ý¸āgÉ

ä需要Â旺盛}À¼Ñº~Ý¸Āh数多Åä納入実績Ĉ得

Ăá加¾Üh海外鉄道事業者向ÇÞÍÜ屋上設置型ä補助

āÉÞÂÝÃÕg鉄鋼圧延設備ä既設主機ĲŒčĿĠĢį

電源装置Ĉ開発Íh2008 年 12 月Áÿ車両ŊsĔsá出荷

ŉ更新用ÞÍÜ大形形鋼設備向Çá IGCT čŜĹsĨhļ

Ĉ開始ÍÕgôÕhœĴċĲċåh東日本旅客鉄道株式会

ŕĬı圧延h棒鋼圧延設備向Çá IGBT čŜĹsĨĈ納入

社ä東海道線 E233 系ä第一編成向ÇĈ出荷Íh順調á運

ÍÕg電気品更新áþĀ制御性向上á伴¼製品品質ä向上h

用中Ý¸āgôÕh2005 年á出荷Ĉ開始ÍÕĴŎsős

故障率低下á伴¼生産性ä向上Ĉ実現ÍÜºāg海外ŀŖ

Ę地下鉄向ÇœĴċĲċåh同地下鉄Â規定Ïā信頼性指

ĤĢŒčŜä更新á最新ä交流可変速駆動ĠĢįŉú制御

標Ý¸ā MDBCF}Mean Distance Between Component

監視ĠĢįŉĈ導入ÍÕg既設設備ä更新áÀºÜå設備

Failurek平均故障間走行距離~Ĉ大ÃÅ上回ā好成績Ĉ

Ĉ熟知ÍÕ上ÝäđŜġĴċœŜęÂ重要Ý¸Āh富士電

収÷ÚÚhēŀĠŐŜ契約Ⅱá基ÛÅ生産Ĉ開始ÍÕg

機ä数多º納入実績Âŏsğsä満足度向上áÚàÂÙÜ

回転機分野Ýåh小型化j軽量化j省đĶŔės化j

ºāg組立産業設備向Çá今後需要ä見込ôĂā大容量

低騒音化Ĉ図ÙÕ新大容量形œŜęĿŖsĈ開発ÍÕg薄

ĞsŅĠĢįŉĈ製品化ÍÕgôÕhCO2 排出量削減h環

型Ý大幅à効率改善Ĉ実現ÍÕľĊŜľČŔĨŏĴĬı

境改善対策á大ÃÅ貢献Ïā高圧čŜĹsĨä中国向Ç新

用 DC ĿŒĠŕĢŋsĨÀþéĜŜıŖsŒä開発Ĉ行Ù

機種Ĉ製品化ÏāÞÞøáh中国ä生産拠点Ĉ整備ÍÕg

ÕgËÿáh小型j軽量j高効率à永久磁石形同期電動機

今後h高圧čŜĹsĨĈ数多Åä納入実績ä¸ā日本国内

}PM ŋsĨ~Ĉ開発Íh省đĶŔės機器ä拡充Ĉ図Ù

á加¾h中国hċġċ地域î広Å展開Ïā計画Ý¸āg

Õg汎用čŜĹsĨFRENIC-MEGA ĠœsģÞ組õ

電源分野Ýåh新市場îä展開ĈãÿÙÕ戦略機種Ĉ

合ąÑÜh蒸気回収発電装置向Çàßá納入ÍÕgôÕh

開発拡充Í大ÃÅ事業貢献ÍÕg中大電源Ýåh三相 4 線

可変速機器分野Ýåh用途拡大Ĉãÿº FRENIC-MEGA

式j海外仕様á対応ÍÕ7700F Ġœsģä UPS 系列

Ġœsģä機能拡大Ĉ行ÙÕgPM ŋsĨä速度j磁極Ĥ

化Ĉ完成Íh中国市場á初号機Ĉ納入ÍÕgôÕh国内Ý

ŜĞŕĢłĘıŔ制御機能h搬送装置îä応用ĈãÿÙÕ

å IDC}Internet Data Center~向Ç UPS ĠĢįŉä納

制振制御付Ã位置決÷機能h伸線機îä応用ĈãÿÙÕĩ

入実績Ĉ大幅á拡大ÍÕg小型電源Ýåh産業分野Ýä物

ŜĞŖsŔ制御機能Ĉ開発ÍÕgĞsŅĠĢįŉÝåh高

量拡大ĈãÿÙÜ超長寿命ĹĬįœsĈ搭載ÍÕŊŜį

精度j高応答Â要求ËĂā市場Ý評価Â高ºALPHA5

ĳŜĢľœs UPSĈ発売ÍÕg内部電源ÝåhİġĨ

Ġœsģá 100 V 入力ĠœsģĈ追加ÍhôÕ位置決÷

Ŕ制御技術Ĉ駆使ÍÕŀœŜĨ用ľœĬĔ対策電源Ĉ開発

制御ú Modbus-RTU 通信対応àßäĹsġŐŜċĬŀĈ

ÍÕg今後hôÏôÏ省đĶŔėshCO2 削減Ĉ実現Ïā

行ÙÕg

環境対応型技術ä開発Â重要Þàā中Ýh世界最高級ä高

富士電機åh常á顧客ä要求á的確á提案Ĉ行ºh顧客

効率電源技術Ĉ引Ã続Ã開発ÍÜh小型Áÿ大型ôÝä魅

Þ一体ÞàÙÜh世界á羽æÕÅ技術革新ĈÍÜºÅ所存

力¸ā製品Ĉ提供Í社会á貢献ÍÜºÅg

Ý¸āg
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ドライブシステム
ベトナム・PVCL 社向け No.1 電気めっき設備の増強工事
łıĳŉä PVCL 社向Ç電気÷ÙÃ設備ä増強工事Ĉ

図１

PVCL 社の No.1 電気めっき設備

完了ÍÕg本設備å 1981 年á納入ËĂhÉĂôÝá制御
ĠĢįŉä更新h工場移設hàÿéá設備追加Ĉ実施ÍÜ
ÃÕÂh製品ä需要増ú多品種化áþĀ大幅à能力増強Ĉ
図āÉÞÞàÙÕg本増強工事ä概要å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 直接通電加熱装置用電源ÞÍÜ高圧čŜĹsĨ装置

FRENIC4600RF5Ĉ採用Íh高調波抑制Þ高効率化
Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 直流機制御装置ÞÍÜŏĴĬı形İġĨŔĞčœĢĨ

ŕēĳsĲ装置LEONIC-M CompactĈ採用Íh設
置ĢŃsĢĈ削減Í制御精度Ĉ向上ËÑÕg
（ 3） 既設電動機Àþé制御装置Ĉ積極的á活用Íh更新費

用Ĉ削減ÍÕg

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
形鋼œĹsĢ式圧延機Ý¸ā UR ňŔjE ňŔ駆動用ä

図

水冷式 3.3 kV インバータ

電動機ÀþéĲŒčĿ装置Ĉ更新ÍÕg富士電機製同期電
動機ĈĠsŊŜĢ社製čŜĹsĨÝ駆動ÏāĠĢįŉÝ¸
āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） UR ň Ŕ 電 動 機 åh 既 設 3,000 kW 直 流 電 動 機 Ĉ

4,000 kW 円筒型同期電動機á更新ÍÕg
（ 2） E ň Ŕ 主 機 電 動 機 åh 既 設 750 kW 直 流 電 動 機 Ĉ

2,500 kW 円筒型同期電動機á更新ÍÕg
（ 3） 電動機冷却方式åh水冷熱交換器形ÞÍÕg
（ 4） 電動機軸受åhðİĢĨŔ式ÏïĀ軸受ÞÍÕg
（ 5） ĲŒčĿ装置åh既設ĞčœĢĨ制御装置ĈĠsŊŜ

Ģ社製 IGCT čŜĹsĨî更新ÍÕ}定格電圧k3.3 kV
単機定格容量k10 MVA

水冷式~
g

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
ĨčäįČŜŀŕsı製造株式会社向Çá最新ä電気
÷ÙÃ設備ä既設更新Ĉ完了ÍÕgÉäĠĢįŉ構成Þ特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 高精度j高性能j省ĢŃsĢj省ŊŜįĳŜĢĈ実現

ÍÕ交流可変速駆動用 IGBT PWM čŜĹsĨ
FRENIC4000VM5
：ĤŜĞŕĢĨčŀ
g
FRENIC4000VMT5」
g
（ 2） 制御 PLC ÞäĲŒčĿ伝送á汎用 PROFIBUS-DP Ĉ

採用
（ 3） İsĨ収集j解析支援ĺĬĚsġĦľıďĐċf}s~

NISDASÞľČsŔĲ機器接続用plusFSITEáþ
ā集中監視
（ 4） 操 業 İ s Ĩ ä 設 定j 監 視h À þ é Ŗ ė Ŝ ę Ĉ 行 ¼

HMI ĠĢįŉSIRIUSáþā操業効率ä向上



図

No.2 電気めっき設備のインバータ盤
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ドライブシステム
棒鋼圧延用ドライブシステム更新工事
国内電炉ŊsĔs各社å設備増強j能力ċĬŀĈ目的Þ

図

主機用 3 レベル IGBT 搭載のインバータ盤

図

システム概念図

ÍÜh圧延用ĲŒčĿĠĢįŉĈ直流電動機Áÿ交流電動
機î更新Ĉ進÷ÜÀĀh通常å 3 v 5 年áąÕā分割更新
工事Þàāg富士電機åh既設Þ新設設備ä混在ĠĢįŉ
Ĉ前提á最適化検討Ĉ行ºh顧客ú機械ŊsĔsÞ綿密à
連携Ĉ図Āh短期間}10 日間~ÝäĠĢįŉ垂直立上È
Ĉ無事故j無災害Ý実現ÍÕgôÕhĩďŜĨčŉàÍÝ
ä安定操業ø実現ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ĲŒčĿĠĢįŉå 3 ŕłŔ IGBT čŜĹsĨĈ採用

Í大幅àčŜĺĘıĲŖĬŀä抑制Ĉ実現ÍÕg電動機
容量ċĬŀj増速áþĀ多品種対応Ĉ可能ÞÍÕg
（ 2） PLChHMI ä全面更新Ĉ行ºh設定j監視ä簡素化h

操作性ä向上Ĉ実現ÍÕg

大容量サーボシステムの完成
富士電機Ýåh印刷機h射出成形機àßäĲŒčĿ事
業機種戦略ä一環ÞÍÜh大容量ĞsŅĠĢįŉĈ完成
3φ50/60 Hz 400/440 V

ËÑÕg電動機åh永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~
MICREX-SX

PC

200 kW Ĉ製品化ÏāÞÞøáhĞsŅĠĢįŉåh専用

Ethernet

制 御 装 置 Ĉ 富 士 電 機 ä č Ŝ Ĺ s ĨFRENIC4000VM5

SX-BUS

ドライブ
制御装置

á取Ā付ÇāÉÞÝh大容量高性能ĞsŅ運転ÂÝÃh複

同期電源

数電動機ä高速同期運転Ĉ実現ÍÕg

光

CNV1

光

標準ä PWM ĜŜĹsĨĈ使用ÍÜ電源回生Ĉ行ºh
直流中間回路ĈĜŜİŜĞáÜ平滑化ÏāÉÞÝhĞsŅ

INV1

ä急激à負荷変動á対応ÍÕg

INV2

制御装置

制御装置

専用制御装置åh外部čŜĨľĐsĢÞÍÜ SX-BUS
Ĉ設ÇāÉÞÝ富士電機ä統合ĜŜıŖsŒMICREX-

EMC

SXáþā統括制御Ĉ行¼ÞÞøáhEthernet Ý上位系

M
PM モータ

EMC

M
PM モータ

Þ通信ÂÝÃāg

中国市場向け高圧インバータ
近年h米国Ĉ超¾Ü世界一ä CO2 排出国áàÙÕ中国

図

10 kV/1,200 kVA セル

å各種ä環境規制Ĉ強化Ïā一方h環境友好型商品Ĉ持Ú
企業îä支援ø強化ÍÜºāg富士電機åh環境配慮型製
品ä高圧čŜĹsĨä製品系列拡大Ĉ行ÙÕg10 kV/800
v 3,500 kVA 5 系 列h6 kV/780 v 5,200 kVA 7 系 列 Á ÿ
構成ËĂāg製品ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 従来機種á対ÍĤŔ数削減}10 kV 機h18 15~
（ 2） IEC 規格対応範囲拡大
（ 3） ľĊŜ騒音ä低減化k従来機種 80 dB  76 dB
（ 4） ĜsŔĲĢĨsı時ä電流制限 120 % 制御機能

àÀh本製品å 2008 年度中á中国国内調達部品ä大幅
拡大}ĤŔ内一部部品除Å~ÍÕ中国現地生産Ĉ開始Íh
納期Ĉ短縮ÏāÞÞøáċľĨsĞsļĢä拡充ø行¼g
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源
IDC 向け UPS の取組み

IDC}Internet Data Center~向Ç UPS}無停電電源装

図

待機冗長システム構成の概念図

置~å設備容量Â大ÃºÉÞÁÿh高効率化Þ配電系統ä
高圧盤

ĜĢı低減äÕ÷ 400 V 非絶縁 UPS Ýä並列冗長ĠĢį

高圧盤

VCB

ŉÂ主流Ý¸ÙÕgÉĂá対応ÍÜ富士電機åh
7000D

VCB
VCB

VCB

ĠœsģĈ開発j投入ÍÜĠĐċĈ広ÈÜÃÕgIDC
ä拡大á伴º消費電力ú空調設備Â増加ÍhËÿàā高効

変圧器盤
DS×2

変圧器盤
DS×2

TR

TR

変圧器盤
DS×2

率化ä要求Â高ôĀ超高効率8000D Ġœsģä適用ø
拡大ÍÜºāg

TR

並列冗長ĠĢįŉÝå多大à初期投資Â必要Ý¸āg最
近Ýåh需要á応ÎÜ UPS 設備Ĉ追加ÝÃā待機冗長Ġ

常用 1
UPS

DT

常用 n
UPS

DT

待機
UPS

Ģįŉä要望Â増¾ÜºāgÓÉÝ 8000D Ġœsģä機
STS

能ċĬŀĈ行ºh待機冗長ĠĢįŉ対応Â可能à製品投入

STS

Ĉ 2009 年度á行¼予定Ý¸āg富士電機ä UPS ÂhIDC

負荷 1

負荷 n

ä省đĶŔėsú CO2 削減á大ÃÅ貢献ÝÃāÞ確信Ïāg

無停電電源装置「メンテナンスフリー UPS」
富士電機åh小容量 UPS äŒčľĞčĘŔĜĢıä

図

「メンテナンスフリー UPS」

低減Ĉ実現ÏāÕ÷áhİŎċŔĜŜĹsġŐŜ方式ä
GX100 Ġœsģ
RX Ġœsģá超長寿命Ĩčŀä小
型制御弁式鉛蓄電池Ĉ搭載ÍÜh装置寿命ôÝĹĬįœs
ä交換Ĉ不要ÞÍÕŊŜįĳŜĢľœs UPSĈ開発j
製品化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 常時čŜĹsĨİŎċŔĜŜĹsġŐŜ方式ä採用á

þĀh高効率ÁÚ安定ÍÕ入出力特性Ĉ確保ÍÕg
（ 2） 超長寿命ĹĬįœsä採用áþĀ装置寿命}8 年~ô

ÝĹĬįœs交換Â不要Ý¸āg
（ 3） ĹĬįœså従来品Þ同一ĞčģÝ¸ĀhUPS ä外

形寸法å従来機種Þ同ÎÝ¸āg
（ 4） ĹĬįœsä増設ø可能Ý¸ĀhËÿàā長時間ĹĬ

ĘċĬŀÂ可能ÞàÙÕg

デジタル制御適用フリッカ対応電源
富士電機åh入力電圧Â三相交流 200/400 V á接続ÝÃh
周期的変動負荷á対Í入力電流Ĉ一定á制御Íh系統ä瞬
時電圧変動Ĉ抑制Ïā大型ŀœŜĨ用電源Ĉ製品化ÍÕg
電源á接続ËĂā大容量負荷ä消費電力変動周波数Â約
2 kHz 以下áàāÞh同Î電源系統á接続ËĂā他ä負荷
á瞬時電圧変動Â発生Í影響Ĉ及òÏÉÞÂ知ÿĂÜºāg
照明器具ä×ÿÚÃ}ľœĬĔ~ÂÓĂÝ¸āg
本電源åhDSP}Digital Signal Processor~Ĉ制御回路
á採用ÍÕgÉĂáþĀhċĳŖę制御Ýå困難Ý¸Ù
Õ負荷ä変動ĺĨsŜá対Ïā瞬時電圧変動Ĉ抑制ÝÃh
ősŖĬĺäľœĬĔ規制値ĈĘœċÍÕgËÿá三相交
流入力電流ä波形Ĉ正弦波á保×h力率Ĉ常時 1 á制御Ý
ÃÕg



図

7 kW 出力大型プリンタ用フリッカ対策適用電源
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車両・特機
ニューヨーク市営地下鉄向けリニアドア
富士電機åh川崎重工業株式会社Þ協同ÍÜĴŎsős

図

ニューヨーク市の R160 車両

図

屋根上搭載型電車用電源装置

Ę市営地下鉄向Ç新車両 R160 用áœĴċŋsĨ駆動Ĳċ
ĠĢįŉĈ開発ÍÕg2008 年末ôÝá合計 520 両分}合
計 4,160 開口~ä引渡ÍĈ完了Íh順次営業運転á投入Ë
Ăā計画Ý¸āg特á本ĠĢįŉä信頼性áÚºÜ高º評
価Ĉ得ÜÀĀh2008 年 8 月時点Ý集計ÍÕ営業運転信頼
性評価İsĨ}ĠĢįŉ部品故障間ä平均走行距離~å目
標仕様値Ĉ大幅á超¾ā数値Ĉ示ÍÕg
今後åhŊsĔs保証期間終了後ä保守作業Ĉ支援Ïā
Õ÷h自動試験装置}電気機械装置用Àþé電子装置用~
Ĉ開発Í提供Ïā計画Ý¸āg2009 年á始ôā新規契約
ĠĢįŉä納品áÀºÜøh品質j納期jĞsļĢä維持
ÞËÿàā向上á努÷āg

高速 Ethernet 対応屋根上搭載型電車用電源装置
富士電機åh豪州向Ç 2 階建電車用屋根上搭載型電源装
置 314 台Ĉ受注Íh初回出荷ÞÍÜ 2 台Ĉ納入ÍÕg各種
現地試験Ĉ実施ÍÕ後h2009 年Áÿ 2012 年áÁÇÜ順次
納入ÏāgÉä電源装置ä特徴å以下äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 容量 180 kVA ä大容量Ý¸ĀàÂÿhēsŔĩĿŔ

İĬĔs車両ä扉上天井部á収ôā小型化Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 制御方式Àþé装置構造ä最適化áþĀ騒音Ĉ抑制Íh

屋根上搭載Ý¸ĀàÂÿ静粛à客室内Ĉ実現ÍÕg
（ 3） 車上情報制御装置ä通信á MODBUS on TCP/IP ŀ

ŖıĜŔĈ採用}車両機器ÞÍÜå国内ŊsĔs初~Íh
車両基地端末Þä高速大容量通信Ĉ実現ÍÕg
（ 4） 不揮発性記憶装置ä経年ļĬı抜ÇĈ抑制ÍhİsĨ

信頼性ĈËÿá向上ËÑÕg

東日本旅客鉄道株式会社 E233 系電車向けリニアドア
東日本旅客鉄道株式会社å 2008 年 3 月Áÿ東海道線á

図

E233 系電車向けリニアドア

新形式ä直流電車Þàā E233 系電車Ĉ投入ÍÕg
富士電機åh万Â一ä不具合発生á対ÍÜø運転ä継続
Â可能à待機冗長型ĹĬĘċĬŀ方式äœĴċŋsĨ駆動
ĲċĠĢįŉĈ製作納入ÍÕg次áÓä特徴Ĉ示Ïg
（ 1） 駆動回路hĤŜĞĈ含÷ÜĜŜıŖsŒĈ完全二重化
（ 2） 機器内Ý冗長化Ĉ完結ËÑ特別à機器間配線àßÂ不

要
（ 3） ĹĬĘċĬŀ時Ýø機能j性能Â低下ÍàºÉÞ
（ 4） 信号čŜĨľĐsĢĈ完全無接点化

ĹĬĘċĬŀ時ä機能j性能低下ÂàºÉÞÁÿh万Â
一ä不具合発生時øÓäôô運用継続Â可能Ý¸Āhºą
üā事後保全ÞÍÜ保守容易化îä貢献Â期待ËĂāg
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回転機・可変速機器
新大容量標準形リングブロー
近年h印刷機械àßÝ吸着固定h吸着搬送ÞºÙÕ吸込

図

新大容量標準形リングブロー「VFZ シリーズ」

図

装置 FFU 用 DC ブラシレスモータとコントローラ

運転ä使用範囲ä拡大úh装置ä小型化h軽量化h省đĶ
Ŕės化Àþé低騒音化ä要求Â高ôÙÜºāgÉĂÿä
要求á対応ÍÕ新大容量形œŜęĿŖsä開発Ĉ行ÙÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 小型化j軽量化j省đĶŔės化

ċŔň材áþā最適構造Ýh質量Ĉ 40 % 軽減ÍÕg
（ 2） 低騒音化

流体解析技術Ĉ駆使ÍÕ構造áþĀh耳障Āà高周波音
Ĉ約 15 % 軽減ÍÕg
（ 3） 吸込運転ä使用範囲拡大áþā吸込õ全閉運転

新Õá考案ÍÕ圧縮熱伝達抑制構造áþĀh大容量機種
Ý業界初ä吸込õ全閉運転Ĉ実現ÍÕg

装置 FFU 用 DC ブラシレスモータ
ĘœsŜ環境Ý使用Ïā半導体j液晶製造装置àßá組
õ込öľĊŜľČŔĨŏĴĬı}FFU~用 DC ĿŒĠŕ
ĢŋsĨÀþéĜŜıŖsŒä開発Ĉ行ÙÕg主à特徴Þ
概略仕様å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 全高 100 mm ä薄型 FFU á搭載可能à全長 68 mm ä

薄型ŋsĨ
（ 2） 誘導ŋsĨá対ÍÜ大幅à効率改善}50%  80 %~
（ 3） 正弦波駆動áþā低騒音化
（ 4） FFU ä CE 規格á適合ÍÕŋsĨÀþéĜŜıŖs

Œ
（ 5） 専用ĜŜıŖsŒÝ無段階á回転速度Ĉ制御可能
モータ

（ 6） ĜŜıŖsŒ入力電圧k三相 200 Vh50/60 Hz

コントローラ

（ 7） 定格出力k100 Wh1,300 r/min

永久磁石形同期電動機（PM モータ）の系列化
世界的à省đĶŔėsú CO2 削減îä要望á応¾āÕ
÷áh富士電機Ýå出力 11 kW Áÿ 315 kW ä範囲áÀº
Ü永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~ä系列化Ĉ完成Íh
2008 年 7 月Áÿ発売Ĉ開始ÍÕg
誘導電動機á比較ÍÜh体格 35 % 減j質量 40 % 減äĜ
ŜĺĘıà体格Ý効率å国際規格 IEC60034-30 áÀÇā
IE3}Premium~相当ä高効率Ĉ実現ÍÜºāgËÿá定
出力範囲á関ÍÜåh永久磁石ä系列機ÞÍÜå他社áø
類Ĉ見àº広º定出力範囲 1k2 ôÝä運転Â可能Ý¸ā
}最大回転速度k2,000 r/min~
gôÕ用途á応ÎÜh位置
ĤŜĞŕĢÞĤŜĞ付Ãä選択ÂÝÃhĤŜĞŕĢä場合
å富士電機最新型čŜĹsĨFRENIC-MEGA Ġœsģ
Â適用ÝÃāg



図

315 kW センサ付永久磁石形同期電動機（PM モータ）
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回転機・可変速機器
株式会社神戸製鋼所向け蒸気回収発電装置
工場ä蒸気å従来h減圧弁ÝŀŖĤĢ圧ôÝ下ÈÜ利用

図

蒸気回収発電装置（スチームスター）

ËĂh余剰蒸気å廃棄ËĂÜºÕgÉä廃棄ËĂÜºÕđ
ĶŔėsĈ発電á利用Ïā蒸気回収発電装置Ĉ株式会社神
戸製鋼所Â開発Í上市ÍÕgÉä装置åh地球温暖化防
止á大ÃÅ貢献ÝÃāđĶŔėsœĞčĘŔ型発電装置Ý
¸āg本機áåh富士電機ä高効率高速永久磁石発電機
}PM ŋsĨ~ÞčŜĹsĨĈ採用ÍhÓä容量å 132 kW
Ý油冷式Ý¸āg
今後h減速ėōŕĢú高効率化á向Ç 160 kWh7,200 r/
min ôÝä高速 PM ŋsĨĈ開発Ïā計画Ý¸āg高力率h
低高調波äÕ÷áhÉä装置ä電源側áå PWM}Pulse
Width Modulation~整流器Ĉ用ºāgËÿáh今日äđ
ĶŔės高騰áå発電効率ä向上Ý対応ÍhŊŜįĳŜĢ
ľœsÝÁÚ信頼性ä高ºĠĢįŉĈ確立Ïā所存Ý¸āg

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
搬送装置îä応用Ĉãÿºh制振制御付Ã位置決÷機能

図

搬送装置における位置決め制御のシステム構成例

ĈFRENIC-MEGAá追加ÍÕg主à特徴å次äÞÀ
搬送装置

ĀÝ¸āg

FRENIC-MEGA

（ 1） 位置決÷機能

制振制御で
上部の振動
を抑制

搬送装置Ĉ基準点Áÿä距離Ý指令ÍÕ位置á停止ËÑ

上位
コントローラ

ā位置制御機能Ĉ搭載ÍÕgËÿáh車輪àßá滑ĀÂ¸

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

ā機械Ýø外部距離ĤŜĞáþā補正áþĀ高精度à位置

RS-485
通信ポート

決÷Ĉ実現ÍÕg

PG
オプション
カード

（ 2） 制振制御

機械的剛性ä低º装置Ýå先端Ý振動Ĉ起ÉÍh位置決

距離センサで
移動距離を
補正
基準点
（反射板）

PG

誘導
電動機

÷完了ôÝä待×時間Â長ÅàāgÉä待×時間短縮äÕ

レーザ
距離センサ

÷á制振制御Ĉ位置決÷機能á合ąÑÜ開発Í搭載ÍÕg
停止させる位置
（距離）

ÉĂÿáþĀh搬送装置ä高速j高精度位置決÷Þh上
位ĜŜıŖsŒä負担軽減Ĉ可能ÞÍÕg

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
富士電機å各種産業分野Ý使用ËĂā汎用čŜĹsĨä

図

伸線ライン（連続伸線機）と巻取機の構成

ñÁáh用途ÊÞá特化ÍÕ機能j性能Ĉ搭載ÍÕ専用č
伸線機 No.1

伸線機 No.2

巻取り

ŜĹsĨø開発h供給ÍÜºāg
今回h最新ä汎用čŜĹsĨFRENIC-MEGA Ġœs

ダンサ
ロール

M

能Ĉ付加ÍÕĩŜĞŖsŔ制御用čŜĹsĨFRENIC標準品á搭載ËĂÜºāĩŜĞ制御用 PID 演算機能Ĉ
前段へ

ダンサ
ロール

M

PG

FRENIC
-MEGA

MEGA-DR ĠœsģĈ開発ÍÕg
ĿŒĬĠŎċĬŀÍhËÿá次ä機能Ĉ搭載ÏāÉÞÝh

ダイス

ダイス

ģĈłsĢáh伸線機h巻取機hþĀ線機á最適à機

巻取機

（＊）
速度
フィード
C1 または バック
FMA V2
ダンサ位置
12
フィードバック
ライン
速度指令

M

PG

FRENIC
-MEGA
（＊）

FMA

PG

FRENIC
-MEGA
（＊）

速度
フィード
バック

12
ライン
速度指令

ダンサ位置
フィードバック

C1 または
V2
12

速度
フィード
バック

ライン
速度指令

þĀ繊細à制御Â可能Ý¸āg
ライン
速度
設定器

（ 1） ĲŖs設定機能j巻径演算機能
（ 2） 巻径jŒčŜ速度áþā PID 定数切換機能
（ 3） ŒčŜ速度áþā ASR 定数ä切換機能

（＊）
：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
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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
高性能Þ使ºúÏËÝ好評Ĉ得ÜºāĞsŅĠĢįŉ
ALPHA5 Ġœsģáh新Õà機種j機能Ĉ追加ÍÕg
（ 1） 単相 100 V 入力á対応

GYS ŋsĨ}超低慣性~ä 0.05 v 0.4 kW}計 4 機種~
áÜh200 V 入力Þ変ąÿâ機能j高性能Ĉ実現ÍÕg
（ 2） 位置決÷機能ä内蔵

標準ä汎用čŜĨľĐsĢ品}VV Ĩčŀ~áÜh最大
15 ņčŜıä位置決÷Ĉ可能áÍÕg従来用ºÜºÕ位
置決÷ŋġŎsŔå不要ÞàĀhĜŜĺĘıà PLC ÝĠ
ĢįŉÂ構築ÝÃāg
ôÕhModbus-RTU 通信対応ä POD ú汎用 PLChĺ
ĦĜŜĜŜıŖsŒàßÞĞsŅċŜŀĈ直接接続Íh位
置決÷ÏāÉÞø可能Ý¸āg



図

「ALPHA5 シリーズ」
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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

展

望

ēsıŊsĠŐŜ事業åhđĶŔėsÁÿ IT ôÝ広範

都市向Çáh文書管理Þ総務事務}勤務管理h給与手当h福

囲à分野Ĉ網羅ÍÜÀĀh先進的ĜŜņsĶŜı技術ÞĠ

利厚生h旅費ñÁ~ä統合型ĠĢįŉä提供Â進ĉÝºāg

Ģįŉ技術áþĀh社会á貢献ÏāÉÞĈ目指ÍÜºāg

ēľČĢ & ĤĖŎœįČĦœŎsĠŐŜ関連Ýåh2009

đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ分野ä太陽電池関連Ýåh

年 3 月期決算以降内部統制監査Â始ôāÂhŘsĘľŖs

ľČŔŉ型太陽電池ä生産拠点Ý¸ā熊本工場ä生産設備

ĠĢįŉĈ 1,400 社á納入ÍÕ実績ĈłsĢáh顧客企業

増強Ĉ進÷h2009 年初÷á増産体制Ýä生産Ĉ開始Ïāg

ä業務基盤構築Ĉ強力á支援ÏāgôÕh2008 年å食ä

軽ºh曲ÂāÞº¼特徴Ĉ生ÁÍ特á欧州市場áÀºÜ防

安全Ĉ脅ÁÏ事件ú事故Â多発ÍÕgÉä対応äÕ÷富士

水Ġsıàßä建材一体型太陽電池îä適用Â拡大ÍÜÀ

電機å営農支援ĠĢįŉÝ農産物ä安全j安心Ĉ強力áĞ

Āh再生可能đĶŔėsäËÿàā普及á寄与ÍÜºāg

ņsıÍÜºÅg

ËÿáđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh環境問題

計測制御ĜŜņsĶŜı分野ä計量ĠĢįŉ関連Ýåh

ÂôÏôÏ深刻化Ïā中h電力流通監視制御技術hđĶŔ

電力自由化Â進展ÍēsŔ電化住宅Â増加ÏāÉÞáþĀh

ės最適化技術hĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ核ÞÍÜh

電子式電力量計ä多機能化Þ導入Â進õhËÿáÓä計量

{環境j安全ÞđĶŔėsä調和|ä実現Ĉ目指ÍÜºÅg

İsĨĈ処理Ïā自動検針機器àßä周辺機器ä導入ø加

具体的áåh電力会社向Ç系統j配電ĠĢįŉh新đĶŔ

速ÍÜºāg今後øh適正à計量Ĉ担保Íh国際規格Þä

ėsàßáþā分散型đĶŔėsĠĢįŉh工場環境改善

整合化ú法規制h運用面ä要求ä変化á対応ÍÕ電力量計

đĶŔės管理ĠĢįŉä開発àßĈh海外Ĉ含ö産官学

ú自動検針ĠĢįŉĈ開発ÍhËÿá開閉器ä応用機器ú

ä研究開発成果ø取Ā込õàÂÿ推進ÍÜºÅg

電力管理用機器h省đĶŔės用機器ä拡充Ĉ図Āh電力

čŜĩĢıœsĦœŎsĠŐŜ分野Ýåh新情報制御Ġ

量計ĈĜċÞÍÕĠĢįŉ製品ä普及á寄与ÍÜºÅg

ĢįŉMICREX-NXú製造管理ĠĢįŉĺĬĚsġ

計測ĜŜņsĶŜı関連Ýåh各国ä環境規制強化Ý

MainGATE ĠœsģĈ新設Àþé既設更新ĠĢįŉÞ

需要Â拡大ÍÜºā排出ĕĢ用分析計ä機種拡充á注力Íh

ÍÜ鉄鋼àßä顧客á多数納入ÍÜÃÕg飲料j化学àß

ŕsğ方式ĕĢ分析計ä測定成分Ĉ拡大ÍÕ製品ú新型ĕ

製造ŀŖĤĢ系Àþé自動車j電気電子àß加工組立系向

Ģ分析装置Ĉ市場á投入ÍÕg新型圧力j差圧発信器ä性

Ç製造ĦœŎsĠŐŜä機能Ĉ拡充ÏāÞÞøáh食品j

能向上ÞęŖsĹŔ防爆規格認証取得hŋġŎsŔ型調節

医薬j金属向Çá高精度ä外観検査ĠĢįŉĈ納入ÍÜÃ

計äēsŀŜĶĬıŘsĘ対応àßĈ行ºh国内外ä顧客

Õg今後åh機能安全ú高信頼化Ĉ実現Ïā安全ĦœŎs

äĴsģá応¾ÕĜŜņsĶŜıä提供Ĉ図ÙÜºāg

ĠŐŜÞŏļĖĨĢĤŜĠŜęä適用拡大ÝËÿàā安

ĠĢįŉĜŜņsĶŜı関連Ýåh
MICREX-NXĈh

全j安心Ĉ提供ÏāĦœŎsĠŐŜļġĶĢä展開Ĉ図āg

産業Àþé公共ĠĢįŉ向Çá多数納入ÍÕgôÕhċ

ĦĠēĦœŎsĠŐŜ分野ä放射線機器jĠĢįŉ関連

Œsŉ管理ä強化hŇŔĪŏsğsđŜġĴċœŜęä

Ýåh原子力発電所ä建設計画ú医療j産業分野Ýä放射

強化úŋİŔ予測制御ĺĬĚsġä追加àßhMICREX-

線利用Â増加ÍÜÀĀh放射線ĈþĀ安全á管理Ïā重要

NX äĹsġŐŜċĬŀĈ完了ÍÕgôÕh
MICREX-

性Â高ôÙÜºāgÉäÕ÷運用面á配慮ÍÕþĀ使ºú

SX ĠœsģÝåhĶĬıŘsĘĈ活用ÍÕ制御ĠĢ

Ïº線量計h検出感度Ĉ向上ËÑÕ汚染ŋĴĨú地震対策

įŉä利便性Ĉ一層向上ÏāÕ÷áhCPU ŋġŎsŔ内

Ĉ強化ÍÕŋĴĨœŜęņĢıàßh安全j安心Ĉ実現Ï

蔵 Ethernet ä機能拡充Þh統合支援ĭsŔä開発Ĉ完了

ā機器Ĉ開発Í商品化ÍÕg今後ø放射線ä安全管理á寄

ÍÕg監視制御分野向ÇÝåh6 種類ä新規ċĳŖęŋ

与Ïā機器úĦœŎsĠŐŜĈ国内外á提供ÍÜºÅg

ġŎsŔĈ市場投入Íh
{ÁĉÕĉ計装|Þ¸ąÑh省配

行政情報ĦœŎsĠŐŜ関連Ýåh県ŕłŔÀþé中核

線Ý導入Â容易à監視制御ĠĢįŉĈ提供Ïāg
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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
富士電機åhľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä欧州

図

フィルム型アモルファス太陽電池モジュール

図

100 kW 燃料電池普及機「100i」の外観イメージ

市場áÀÇā受注Ĉ順次拡大ÍÜºāg図åh幅 0.5 m×
長Ë 3.4 m äľČŔŉ型太陽電池ŋġŎsŔÝ¸āg本ŋ
ġŎsŔåľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池äÃą÷Ü軽
ºh曲ÂāÞº¼特徴Ĉ生ÁÍh欧州ä複数ä企業Ý防水
Ġsıàßä建材一体型太陽電池á適用ËĂÜºāg
太陽電池ä需要åh今後ø欧州Ĉ中心á大Ãà伸張Â見
込ôĂÜºāg建材一体型太陽電池åhľČŔŉ型太陽電
池Þ建材Ĉ一体化ÏāÉÞáþÙÜh従来工法Ý景観Ĉ損
ãāÉÞàÅ大面積ä太陽電池Â設置ÝÃāgôÕh大規
模ĦsŒs発電所ä建設場所Ĉ確保ÏāÕ÷ä森林伐採à
ßä環境œĢĘĈ低減Ïā手法ÞÍÜh太陽電池äËÿà
ā普及á寄与ÍÜºāg

燃料電池普及機「100i」の完成と拡販
富士電機åhĀĉ酸形燃料電池ä普及機100 iĈ開発
ÍÕgÉä普及機ä開発Ýh都市ĕĢh下水消化ĕĢ以外
áh従来利用ÝÃàÁÙÕ水素đĶŔės}ÁÑºĦsĩ
工場ä副生水素h製鉄所ä水素精製ēľĕĢ利用àß~ä
利用拡大Ĉ図ÙÕg今後h都市ĕĢÁÿ備蓄 LP ĕĢá切
替¾ÝÃā防災機ĈhęœsŜ庁舎ú病院h学校àßä災
害拠点向Çá拡販Ïāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 発電端効率}都市ĕĢ~åh42 % Þ高効率Ý¸Āh中

温排熱}60 ℃~Ĉ給湯予熱àßá利用ÏāÞ総合効率
åh約 92 % áàā}純水素利用時ä発電端効率k48 %~
g
（ 2） 設計寿命åh6 万時間}7.5 年相当~Ĉ実現ÍÕg
（ 3） 付帯設備Ĉ含÷Õ機器ä一体化Ĉ実現ÍÕÕ÷h設置

工事期間ä大幅à短縮Þ機器信頼性ä向上Ĉ図ÙÕg

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」
電動機ä始動電流àßä一時的à大電流áþā不要動
作Ĉ回避Íh過負荷電流Ý動作Ïā動力 S ĿŕsĔ
Ĉ中部電力株式会社h中部精機株式会社Þ共同Ý開発Í
Õg装置ä特徴Ĉ以下á示Ïg①ŊĔ式配線用遮断器部Þ
電子式 OC œŕs部äĸčĿœĬĲ構造h②電子式 OC œ
ŕs部áÀºÜh電流−熱変換演算áþā熱蓄積/放熱演
算ú広範囲à電流Ĉ高精度á検出ÏāÉÞÝh定格間Ý動
作特性Â重àĀ合ąàº動作特性曲線Ĉ実現h③ JIS 規格
Àþé電気用品安全法á基ÛÅ PSE 認証}法規制å
100 A 定格以下~Ĉ取得h④長寿命電子部品ä採用àßÝ
長期信頼性Ĉ図Āh加速劣化試験Ý 25 年ä耐久性Ĉ検証g
本装置ä開発áþĀh2008 年 7 月Áÿ中部電力株式会
社ä低圧電力契約ŊĴŎsá全電力会社Ý初Þàā{動力
用 SB 契約|Ĉ加¾āÉÞÂÝÃÕg



図

低圧電力契約用遮断器「動力 S ブレーカ」
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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

コンパクトマルチ計測ユニット「FeMIEL」
電力量ÖÇÝàÅh各種環境計測ø可能ÞÍÕĜŜĺĘ

図

「FeMIEL」エネルギー計測パッケージ

ıŇŔĪ計測ŏĴĬıFeMIELĈ製品化ÍÕg本製品
ä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 計測値á加¾ CO2 排出量h料金換算値表示Â可能
（ 2） 電力 1 回路計測á加¾ċĳŖęjĺŔĢ信号入力Â可

能
（ 3） 1 年間分äİsĨĈ本体á記録保存}5 分周期記録時~
（ 4） ĶĬıŘsĘ機能搭載}EthernethRS-485 選択~

Ethernet/RS-485
最大 31 台

ËÿáhĺĦĜŜÝİsĨĈ収集Ïā以下äĺĬĚsġ
ĦľıďĐċĈ開発Íh単体ÁÿĠĢįŉôÝä対応Ĉ可
能ÞÍÕg収集ÍÕİsĨåhExcel ľĊčŔÝ保存ËĂh
解析Ĉ容易ÞÍÜºāg

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

単体İsĨ収集ĦľıďĐċ}1 対 1 接続ĭsŔ~
g
đĶŔės計測ĦľıďĐċ}最大 31 台構成ĠĢįŉ~
g

ガスエンジンコージェネレーション用 UPS
東京ĕĢ株式会社Þ共同Ý開発ÍÕĕĢđŜġŜĜs

図

CGS 用無停電電源装置「UPS8000G」

図

波形画面例と計測装置

ġĐĶŕsĠŐŜ}CGS~用無停電電源装置UPS8000G
Ĉ発売ÍÕg
CGS å長時間ä電力供給å行¾āÂ抜本的à瞬時電圧
低下対策Â困難Ý¸āg一方hUPS å瞬時電圧低下ä補
償åÝÃāÂĹĬįœs容量ä制約Áÿ長時間ä電力供給
Â困難Ý¸āg互ºä機能Ĉ補完ÏāÕ÷h新Õá開発Í
ÕċĿĦsĹ機能Ĉ UPS á搭載ÍhCGS Þ組õ合ąÑÜ
ĠĢįŉ化ÏāÉÞÝh停電時Ýø完全無瞬断j長時間無
停電ä高品質電力供給Ĉ可能ÞÍÕg本 UPS å損失ä小
Ëà常時商用給電方式}İŎċŔŀŖĤĬĠŜę方式~Ý
¸āÕ÷h希薄燃焼ĕĢđŜġŜäÃą÷Ü高º発電効率
Ĉ生ÁÍàÂÿ省đĶŔėsÂ実現ÝÃāg

瞬時電圧低下監視システム
液晶工場ú半導体工場àßÝåh電圧ä一時的à低下Â
製品ä品質á影響Ĉ及òÍÁãàºÉÞÁÿh電圧ä安定
性á対Ïā要求å非常á高ºg
富士電機åh瞬時ä電圧低下Ĉ常時監視ÍÜ警報Ĉ出力
ÏāÞÞøáh監視事象ä発生前後ä波形İsĨĈ高精度
á記録Íh各種İsĨ解析画面Ĉ装備ÍÕĠĢįŉĈ開発
ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 波形Ĉ高精度á記録Ïāg

電圧 1 波¸ÕĀ電気角 3.75°äİsĨĞŜŀœŜę
g
GPS áþā高精度à時刻補正
g
（ 2） 常時瞬時電圧低下Ĉ監視Íh同時á負荷計測Ĉ実施Ï

āg
（ 3） Web 上Ý瞬時電圧低下検出ŕłŔàß各種ĺŒŊs

ĨĈ設定ÏāÉÞÂÝÃāg
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エネルギーソリューション
IP 変換装置と IP 対応監視制御装置
電力会社Ýåh効率的à通信ĶĬıŘsĘä構築Ĉ目指

図

IP 変換装置

Íh監視制御ĠĢįŉä伝送回線á IP 技術ä適用Ĉ進÷
Üºāg富士電機åÉĂá対応ÍÕ監視制御装置Þ IP 変
換装置Ĉ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
注

（ 1） IP ĶĬıŘsĘäŀŖıĜŔá PMCN Ĉ適用Íh

İsĨä順序性j連続性jœċŔĨčŉ性j信頼性Ĉ確
保Íh¸ąÑÜ異ŊsĔs間結合ä煩雑ËĈ回避ÍÕg
（ 2） IP 変換装置å下位ä被制御箇所}変電所h発電所~

ÞċĳŖę回線áþĀ対向ÍhIP 変換Ĉ行º上位ä監
視制御装置Þ連携Ïā構成áàÙÜºāg
（ 3） 監視制御装置å汎用ĞsĹ上á PMCN Ĉ実装ÍÕg
注PMCNkProtocol for Mission Critical industrial Network use
}JEMA 産業用ŀŖıĜŔ~

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
電力需要ä予測åh電力ä安定供給Þ経済運用äÕ÷

図

電力需要予測システムのシステム構成（概念図）

á重要à業務ä一ÚÝ¸āg予測業務å熟練運用者Â行ºh
高º予測精度äÕ÷áåh多大à情報Ĉ収集j分析Ïā必

構造化ニューラルネットワーク

要Â¸Āh労力Ĉ要Ïā業務Ý¸āg富士電機å九州電力

運用者端末

入力情報を
種別ごとに分離

株式会社中央給電指令所h中部電力株式会社中央給電指令

不要な細胞を削除

当日気温

所áh構造化ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘĈ適用ÍÕ電力需要
中央給電
指令所
システム

予測ĠĢįŉĈ納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘ構造Ĉ最適化Ïā学習機能á

需要実績

前日気温

気象予報・実績

þĀh従来Þ比較ÍÜ予測精度Ĉ約 3 割向上ËÑÕg

予
測
電
力

前日電力

電力需要
予測システム

前週電力

気象
システム

（ 2） ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘä入力情報Ĉh種別}気温h

需要àß~ÊÞá分離Í処理ÍÜºāgÓä結果h電力

入力層

需要îä影響Ĉ入力情報ä種別ÊÞá把握ÝÃāg

不要な結合を削除

中間層

出力層

類似の細胞を融合

配電自動化システムの Web 型高速 GUI パッケージ
近年hčŜĨsĶĬıä急速à普及á伴ºh
{監視制御

図

配電自動化システム Web 型高速 GUI パッケージの仕組み

ĠĢįŉ|ä分野áÀºÜøhWeb 技術Ĉ用ºÕĠĢį
ŉ構築Â進ĉÝºāgÓÉÝ富士電機Ýåh配電自動化Ġ
ĢįŉäĘŒčċŜıá適用ÏāœċŔĨčŉ性Ĉ考慮Í
Õ Web 型高速 GUI}Graphical User Interface~
ĺĬĚsġ
Ĉ開発ÍÕgÉĂáþĀhĘŒčċŜıä配置ú台数Âľ
クライアント

ŕĖĠĿŔá変更可能ÞàĀh大規模災害発生時ä情報共

サーバ

有手段ÞÍÜø迅速á対応可能Þàāg本ĺĬĚsġä特

Ajax
Class

徴åhēŃŕsĨs要求ä都度hWWW ĞsĹÁÿ全İs
ĨĈĩďŜŖsĲÍÜ画面表示Ïā方法ÝåàÅh頻繁
á利用ÏāİsĨĈĘŒčċŜı配置ÍhēŃŕsĨsä
要求øÍÅå WWW ĞsĹä状態変化通知á応Îh差分
İsĨäõĈ反映Ïā方式áþĀ高速化Ĉ実現ÍÕg富士
電機Ýå今後Éä技術Ĉ適用ÍÕĠĢįŉĈ構築ÍÜºÅg



画
面
表
示
部

JavaScript
差分
データ
データ

イントラネット
状態変化

WWW サーバ

差分
ゲット

データ
レプリカ配置

アプリ
ケーション
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エネルギーソリューション
発変電所用標準監視制御システム
中小規模発電所群ä集中監視制御ú変電所ä運転Ĉ行¼

図１

標準発電監視制御システムの画面例

{発変電所用標準監視制御ĠĢįŉ|Ĉ開発ÍÕgÓä特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
① Windows łsĢäĘŒčċŜıjĞsĹĠĢįŉÞ
ÍÕÉÞÝĠĢįŉ構築ä柔軟性Ĉ向上ËÑÕg②運転業
務ä効率化Ĉ可能ÞÏāÕ÷h発電所設備ä各種自動制御
機能Ĉ組õ込ĉÖg③運用á柔軟性Ĉ持ÕÑāÕ÷h自動
制御ĢįĬŀĈŏsğsÂ修正ÝÃā機能Ĉ組õ込ĉÖg
④ĠĢįŉ構成åhŏsğsäĴsģá合ąÑÜh操作卓
ĘŒčċŜıhĞsĹä冗長化àß自由á構築ÝÃāþ¼
áÍÕg
Éä標準ĠĢįŉ 1 号機åh黒部川電力株式会社姫六総
合制御所ĠĢįŉá適用Í稼動ÍÜºāg

インダストリーソリューション
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」
富士電機ä製造ĦœŎsĠŐŜĺĬĚsġ商品ä一Ú

図１

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

Ý¸āMainGATE/PPA
}実績分析ĺĬĚsġ~Ĉ用
ºÜh鉄鋼業j製造ŀŖĤĢŒčŜ向ÇıŕsĢĹĬĘ

表示用
クライアント

ĠĢįŉĈ開発Í納入ÍÕg本ĠĢįŉåh富士電機ä
MICREX-SX À þ éf}s~NISDAS Þ 連 携 Í 高 速

スイッチ

周期}30 v 50 ms~äİsĨ収集j解析h中j低速周期
}1 v 10 s~äİsĨ収集h長期保存hÀþéİsĨ解析
スイッチ

Ĉ実現ÍÜºāg本ĠĢįŉáþĀh製造ŀŖĤĢŒčŜ
áÀÇā製造実績情報áèø付ÇÕ品質ä状態Àþé傾向

GW 用 NISDAS

分析àßä製造管理指標}KPIkKey Performance Indicator~Â Web 環境Ý閲覧ÝÃāg例¾æ LAN 接続ËĂ
ÕĺĦĜŜÝ¸ĂæhºÚÝøßÉÝøh製造ŀŖĤĢŒ

データ
サーバ

スイッチ
P
S

čŜä KPI Ĉ閲覧ÏāÉÞÂÝÃāg

C
P
U

データ収集用 PLC
「MICREX-SX」

アプリ
ケーション
サーバ

天然水製造工場向け統合製造管理システム「MainGATE-Process」
富士電機ä製造ĦœŎsĠŐŜĺĬĚsġ商品Ý¸ā

図１

サントリー天然水株式会社奥大山ブナの森工場

MainGATE-Process ĠœsģĈ中核ÞÍÜhĞŜı
œs天然水株式会社奥大山Ŀĳä森工場向Ç統合製造管理
ĠĢįŉĈ開発Í納入ÍÕg
本ĠĢįŉÝåh製造計画ä立案j指示Áÿh製造進捗
}Íĉ×ýÅ~把握hŒčŜ設備監視h製造実績ıŕsĢh
品質分析支援ôÝä一連ä仕組õĈ組õ込ĉÖgÓĂáþ
Āh飲料分野向Ç製造情報管理čŜľŒä標準化推進á向
ÇhĨčŉœsà製造状況ä把握h製造品質ä状態Àþé
傾向ä分析àß必要不可欠à工場管理指標ä{見¾ā化|
Ĉ実現ÍÜºāgôÕh同時á納入ÍÕ原動管理ĠĢįŉ
Þ実績分析環境Ĉ統合ÏāÉÞáþĀh生産情報ÞđĶŔ
ės情報Ĉ融合ÍÕhþĀ高度àđĶŔėsŇĶġŊŜı
Â可能áàÙÕg
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インダストリーソリューション
ユビキタス保全ソリューション
近年h安全j安心ĈįsŇáhºÚÝøßÉÝø双方

図

ユビキタス保全システムの構成例

向á情報交換ÝÃāŏļĖĨĢ社会ä到来Â望ôĂÜºāg
ユビキタスサーバ

診断管理パソコン

一方Ýh保全現場å熟練技術者ä減少Þº¼課題Ĉ抱¾Ü
ºāg富士電機åh保全現場ä IT 化Ĉ目的ÞÍÜh長年

LAN
（既設使用可）

培ÙÕ無線伝送技術Þ振動ĤŜĞ付Ã RF ĨęĈ組õ合ą

無線ＬＡＮアクセスポイント

ＬＡＮアダプタ

ÑÕ工場内ŏļĖĨĢ保全ĠĢįŉĈ試作評価ÍÕg本Ġ

ＲＳ-４８５

Ģįŉåh電動機àßĈ診断Ïā RFID 振動診断ĠĢįŉ

送受信機

Þh双方向情報交換ÝÃā工業用ŏļĖĨĢ無線 LAN Ġ
ĢįŉÝ構成ËĂÜÀĀh次á挙Èā特徴Ĉ持×h追加配
無線センサ

線工事費ø大幅á軽減ÝÃā保全ĠĢįŉÝ¸āg

無線通信
（特定小電力無線）

①現場Ý保守点検記録Ĉ入力j検索ÝÃāg②現場Ý予

管理者用
情報端末
（ＰＤＡ）

備品情報Ĉ検索ÝÃāg③写真情報àßĈ活用ÍÕŇŔĪ

点検者用
情報端末
（タブレットパソコン）

振動センサ，中継用ＰＤＡ

ŊİČċ保全情報Ĉ交換ÝÃāg④現場機器ä振動情報Ĉ

（a）ＲＦ
ＩＤ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

無線hLAN 経由Ý監視j診断ÝÃāg

構内物流管理システム
地球環境問題ú資源œĞčĘŔîä積極的à取組õä一

図１

計量システムのシステム構成

ÚÞÍÜhJFE ĢĪsŔ株式会社åhĢĘŒĬŀä使用
既設 LAN

計量パソコン

量拡大á取Ā組ĉÝºāg今回hJFE ĢĪsŔ株式会社
西日本製鉄所倉敷地区áÀºÜhĢĘŒĬŀ積載車両ä

スイッチング
ハブ

計量管理パソコン

計量Ĉ行¼ıŒĬĘ計量ĠĢįŉä更新Þ処理能力ä増強h
Àþé新計量所ä増設á対応ÍÕ新計量ĠĢįŉĈ構築Í

制御盤

Õg富士電機Ýåh各計量所á設置ÍÕ現場操作盤Ĉ中心

制御装置

スピーカ
Ethernet

バーコード
リーダ

DIO

ÞÍÕĠĢįŉĈ構築Íh現在h順調á稼動Ĉ開始ÍÜº

レーザ
プリンタ

A3 レーザ
プリンタ

āg本新計量ĠĢįŉä特徴åh①従来ä磁気ĔsĲ方式

ポスト盤１
スピーカ

ÕÉÞáþā安定稼動ä実現Þh② PLC 採用áþāĠĢ

Ethernet
制御装置

įŉä高信頼性á¸āgôÕh本ĠĢįŉîä切替¾áþ
バーコード
リーダ

Āh処理能力å以前ä 2 倍以上áàāÉÞÂ見込ôĂÜº

IC カード
リーダ

āg

鉄鋼プラント計測制御システム

鋼ŀŒŜıá納入ÍÕg
ÉäĠĢįŉå多種ĶĬıŘsĘá対応ÍÜºāÕ÷h
富士電機ä既設制御ĠĢįŉÖÇÝàÅh他社ä電気制
御設備ú機電一体Ý設置ËĂÕ付帯設備Ĉ制御Ïā各社
PLC ÞøĠsŉŕĢáİsĨ通信ÂÝÃāg新ĠĢįŉ
Áÿä統合ēŃŕsĠŐŜÂ可能ÞàĀh制御設備全体ä
操作性向上Ĉ行ÙÕgËÿá設備ä安定操業Ĉ目的ÞÍÜh
新ĠĢįŉá機器ä稼動状況ĈœċŔĨčŉÝİsĨ収集
Ïā設備稼動管理機能Ĉ組õ込ĉÝºāg収集ÍÕİsĨ
ÁÿhŊŜįĳŜĢ時期ĈļġŎċŔá表示ÏāÉÞÝ予
防保全Â可能ÞàĀh設備故障áþāĩďŜĨčŉĥŖĈ
目指ÍÕĠĢįŉĈ構築ÍÕg



図

制御装置

IC カードリーダ

車両検知
センサ

操作表示器

Áÿh非接触 IC ĔsĲÞĹsĜsĲä併用方式á変更Í

富士電機ä新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXĈ鉄

ポスト盤 2

操作表示器
ルータ

鉄鋼プラントの計測制御システム

和算器

ひょう量器
関連

富士時報

オートメーション

6OL .O 

インダストリーソリューション
鉄鋼プラント計算機制御システム
鉄鋼ŏsğsÂ 1990 年代á導入ÍÕ計算機å老朽化Â

図

鉄鋼プラント計算機システム構成

進õh保守部品不足ú能力不足àßäÕ÷新計算機îä更
新ä動ÃÂ活発化ÍÜºāg富士電機å製鉄所ä計算機ä

端末：FA パソコン

更新Ĉ短期間Ý実現ÍÕg以下á手法Ĉ紹介Ïāg

端末 LAN

（ 1） 既設ĠĢįŉä通信İsĨĈhĶĬıŘsĘ解析ċĳ
ビジネス
コンピュータ
稼動系

Œčğ技術Ĉ応用ÍÜ新設ä計算機á取Ā込õh新旧Ġ
Ģįŉä並列運転Ĉ実現ÍÕg

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

計算機：SPARC Enterprise

（ 2） 最新 OS ÞňĲŔďĐċá対応ÝÃā互換関数Ĉ作成

待機系

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

ÏāÉÞÝh既設ĦľıďĐċ資産ä流用度Ĉ上ÈhĦ

共有ディスク

ľıďĐċ変更作業Ĉ極小化ÍÕg

P リンク
ゲートウェイ
P リンク

（ 3） 更新中ä並列運転äÕ÷専用ěsıďĐčĈ設置Íh

既設制御機器}DPCS-FhP œŜĘ~ä変更åĠĢįŉ

電気
PLC

定義äĢįsĠŐŜ番号ä変更ÖÇÝÝÃāþ¼áÍÕg

電気
PLC

P
S

FL-net
DPCS-F ゲートウェイ
DPCS-F

C
P
U

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

計装
DCS

計装
DCS

化学プラントの計測制御システム
化学品ŊsĔsåh電機j電子ú自動車ŏsğs向Ç高

図

化学プラントの計測制御システム

付加価値素材ä需要á対ÍÜh積極的à設備投資Ĉ行ÙÜ
ºāÂh最近Ýå原料高j燃料高áþĀ工場ä増設Ĉ延期
Ïā状況ø¸āgÉäþ¼à状況ä中h富士電機åĜĴĔ
ňķŔĨđŉġs株式会社東京Ğčı日野ľČŔŉ工場ä
監視制御装置Ĉ更新ÍÕg
納入ÍÕ新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXåh上
位計算機Þå OPC 伝送Ý接続ËĂÜÀĀhĠsŉŕĢ
à 情 報 交 換 Ĉ 実 現 Ï ā É Þ Â Ý Ã āg Ë ÿ á 階 層 化 ē
ŃŕsĠŐŜ表示áþĀ監視操作性Ĉ向上ËÑÕgôÕh
MICREX-NX ä新ĹsġŐŜÝ監視操作性能ĈËÿá向
上ËÑāÕ÷hċŒsŉľČŔĨœŜęhŋİŔ予測制御
àßä機能強化Ĉ図ÙÜÀĀh今後提供Ïā予定Ý¸āg

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──

乳業業界Ýåh食ä安全ä観点Áÿh品質ä安定性Â確

図

乳業プラントの計測制御システム

保ÝÃāĠĢįŉä導入Â必要ÞàÙÜºāgÉäĴsģ
á対ÍÜ富士電機åh分散型制御ĠĢįŉ}DCS~Þ生産
実行系ĠĢįŉ}MES~ä垂直統合ĠĢįŉĈ提供ÍÜ
ºāg
MES Ýå品質ıŕsĞļœįČĈ実現ÍhDCS Ýå高
機能 PLC Ĉ採用ÍÜ品質ä安定性Ĉ確保ÍÜºāg
一方hđŜġĴċœŜęĭsŔåhOﬃce àßä汎用
ĭsŔĈ使用ÍÜ仕様書Ĉ作成ÏāÞhĦľıďĐċá自
動展開ÏāŀŖęŒŉä可視化ĭsŔĈ提供ÍÜºāg本
ĭsŔĈ活用ÏāÉÞÝh顧客áþā現場機能改善äÕ÷
äĦľıďĐċ開発Àþé変更Â容易áàĀh製品ä品質
安定性Â十分á確保ÝÃāĠĢįŉÞàÙÜºāg某社新
工場áhÉäĠĢįŉĈ納入Í順調á稼動ÍÜºāg
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インダストリーソリューション
ごみ処理プラントの計測制御システム
各地ä自治体ÝåhÊõ処理施設ä老朽化á伴¼機能維

図

春日部市環境センターの中央制御室

図

運転操作用モニタ

図

ボイラ制御システムのオペレーションデスク

持対策ÞÍÜh設備運転ä中枢Ĉ担¼分散型制御ĠĢįŉ
}DCS~ä更新Â相次ºÝºāgDCS ä更新áåhĠĢį
ŉä信頼性h操作性h汎用性ä向上ÞÞøáh工事実施á
際ÍÜåh設備稼動計画îä影響Ĉ極小化ÏāÉÞÂ要求
ËĂāg富士電機åh1993 年á日立造船株式会社経由春
日部市環境ĤŜĨsá納入ÍÕMICREX-PⅢĈ新情
報制御ĠĢįŉMICREX-NXá更新ÍÕg更新工事
å一括全面更新ÞÍh既設ä外線ĚsĿŔÀþé PLC Ĉ
流用ÏāÉÞÝ切替¾工程ä短縮Þ既存資産Ĉ十分á活用
ÍàÂÿ品質ä高ºĠĢįŉĈ提供ÏāÉÞÂÝÃh全休
炉時ä短期間Ýä切替¾工事hĢĨsıċĬŀĈ実現ÍÕg

セメントプラントの計測制御システム
ĤŊŜı業界Ýå国内外Ĉ問ąÐh設備老朽化対策ú運
転操作性向上äÕ÷h制御装置ä更新計画Â検討ËĂÜº
āg
中国烟台三菱水泥有限公司Ý稼動中ä分散型制御ĠĢį
ŉ}DCS~ä更新Ĉ新情報制御ĠĢįŉMICREX-NX
Ý行ÙÕg更新工事å系統ÊÞá 2 分割Ý行ºh外線Ěs
ĿŔĈ離線ÑÐh端子台ÊÞá既設品Ĉ活用ÍÕgôÕh
P œŜĘčŜĨľĐsĢ採用Ýh既設資産Ý¸ā電気制御
用 DCSMICREX-FĈ活用ÍàÂÿ更新工事Ĉ実施Ï
āÉÞÝ現地工期ä短縮Ĉ図ÙÜºāgĠĢįŉ移行期
間中Ýø新旧ĠĢįŉ間Ý従来ßÀĀİsĨ通信ÂÝÃā
þ¼h専用ěsıďĐčĠĢįŉĈ設置ÍÜºāÕ÷h運
転操作者á違和感Ĉ感ÎËÑāÉÞàÅ工事Â進÷ÿĂāg
2009 年 3 月áÏïÜä更新Â完了Ïā予定Ý¸āg

ボイラの計測制御システム
自家用火力発電設備åh事業所内生産設備îä電力j蒸
気ä供給Ĉ行ÙÜºāÕ÷h生産設備ä安定稼動äÕ÷á
最ø重要à設備ä一ÚÝ¸āg
富士電機åh宇部興産株式会社ä 145 MW 発電設備î
ŅčŒ制御ĠĢįŉÞÍÜ 1992 年á納入ÍÕ第 3 世代ä
DCSMICREX-PⅢĈh2008 年 5 月á最新第 5 世代ä
DCSMICREX-NXî更新ÍÕg現在h順調á稼動Í
Üºāg
ĠĢįŉ更新工事中åh一部ä既設 DCS Â残āÕ÷h
新旧ĠĢįŉÂ混在Ïā構成ÞàāgŅčŒä消火Áÿ点
火ôÝä工期å 26 日間Þ短期Ý¸ÙÕÂh宇部興産株式
会社Þä共同Ý綿密àĠĢįŉä切替¾計画Ĉ策定Íh計
画ßÀĀá短期間Ý更新工事Ĉ完了ÍÕg
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インダストリーソリューション
都市ガス向け統合監視システム
西部ĕĢ株式会社á統合監視ĠĢįŉ}SCADA~Þĕ

図

西部ガス株式会社の本社コントロールルーム

Ĺĳ遠隔監視制御ĠĢįŉĈ納入ÍÕg
西部ĕĢ株式会社å都市ĕĢ供給đœċÞÍÜ福岡県h
熊本県h長崎県ä九州北部Ĉ持Ú国内大手 4 社ä一ÚÝ¸
āg
本ĠĢįŉä役割å高中圧導管ĶĬıŘsĘä統合監視
Þ災害対策支援Ý¸āg都市ĕĢ供給đœċä圧力j流量
情報ä一元管理Þ地震àß災害発生時áÀÇā異常情報ä
即時把握h二次災害防止ä地域別ĿŖĬĘ遮断Ĉ可能á
ÍÕĠĢįŉÝ¸āgŊčŜĞsĹ}PRIMARGY RX300
ä二重化~Ĉ核á FA ĺĦĜŜhPLCMICREX-SXà
ßÝ構成ËĂÜÀĀh本社ĜŜıŖsŔŔsŉÀþé災害
対策室áå 65 čŜĪ液晶İČĢŀŕčÞŀŖġĐĘĨ用
100 čŜĪĢĘœsŜĈ設置ÍÕg

エンジニアリング支援システム「HEART シリーズ」の「MICREX-NX 版」
HEART Ġ œ s ģ  åh 汎 用 ä OA Ħ ľ ı ď Đ ċ

図

従来ツールと「HEART シリーズ」の比較

}Excel ú Visio~Ĉ用ºÕđŜġĴċœŜęĭsŔ群Ý¸

機能仕様
設計

Āh作成ÍÕ機能仕様書}SFChĨčŉĪŌsıh計装

ソフトウェア
設計
［ワープロ
など］

［ワープロなど］

ŔsŀhIBD àß~Ĉh分散型制御ĠĢįŉ}DCS~ú

従
来
方
式

ĜŜıŖsŒ}PLC~äĦľıďĐċá自動変換ÏāÉ

絵情報
機能仕様設計
（機能仕様書）

H
E ［Visio］
A
R
T
方
式

ÉäÕéhHEART

ĠœsģäMICREX-NX

版Ĉ

削減

モニタ

機能仕様書
兼ソフトウェア
変換
ドキュメンタ

図面
フォロー

（機能仕様書
/ ソフトウェア図面）

高効率

［NX］

［ICS/ACS］

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）

［SX］

高品質

コメント 絵情報

完成ËÑÕÉÞÝh大規模ĠĢįŉø含÷Õ情報制御ĠĢ

総合テスト

総合テスト

［Excel］

質化á貢献ÍÜÃÕg

フォロー

ソフトウェア図面
ソフトウェア設計 ソフトウェア
単体
（ソフトウェア図面）
入力
デバッグ

機能仕様設計
（機能仕様書） 機能製作
データ入力

応ÍÜÃÜÀĀhđŜġĴċœŜę業務ä高効率化h高品

試験
［ローダ］
モニタ

機能仕様書

ACS2000
ACS250ÓÍÜMICREX-SXá適時対

［ローダ］

コメント

ÞÂÝÃāgHEART ĠœsģĈ 2001 年áœœsĢÍÜ
Áÿh富士電機Â開発ÍÕ DCShPLC Ý¸āICS2000

ソフトウェア
デバッグ
製作
［ローダ］

機能仕様設計

データ
入力

試験

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

įŉ構築ä効率化h高品質化ĈËÿá進÷ÜºÅg

ソシオソリューション
地震対策モニタリングポストの納入
ŋĴĨœŜęņĢıåh原子力施設周辺ä環境放射線Ĉ

図

地震対策モニタリングポスト

連続測定j監視ÏāøäÝhÓäİsĨå一般公開ËĂā
Õ÷h社会的受容性ä観点Áÿø重要à設備Ý¸āg新潟
県中越沖地震ä発生以来h地震発生時áø環境放射線Ĉ
測定ÍhİsĨ伝送ÏāÉÞä必要性ÂËÿá注目ËĂā
þ¼áàÙÕg富士電機åh地震対策Ĉ図ÙÕŋĴĨœŜ
ęņĢıĈ中部電力株式会社浜岡原子力発電所á納入ÍÕg
特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 検出器j計測部Ĉ耐震評価Íh耐震性Ĉ確認j強化ÍÕg
（ 2） 電路断線á伴¼停電対策ÞÍÜh無停電電源装置}10

時間ĹĬĘċĬŀ~Ĉ設置Í発電機接続回路Ĉ追加ÍÕg
（ 3） İsĨ伝送路ä断線Ĉ検出Íh衛星通信回線áþā

İsĨ伝送ä自動ĹĬĘċĬŀ機能Ĉ追加ÍÕg
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ソシオソリューション
高感度体表面汚染モニタ
原子力発電所ä放射線管理区域内Áÿ作業者Â区域外á

図

高感度体表面汚染モニタ

図

高感度ランドリーモニタ

図

ワークフローシステム「ExchangeUSE」による業務処

退出ÏāÞÃáh体表面á放射能汚染äàºÉÞĈ高感度
Ý測定ÝÃā体表面汚染ŋĴĨĈ開発ÍÕg特徴å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
（ 1） 従来ä前後面各上中下部Þh頭上部h両手甲掌h両足

裏Àþé人ä左右側面ä上下部áh左右側頭部Ĉ新Õá
加¾Ü合計 17 部位ä測定Ĉ可能ÞÍÜºāg
（ 2） 検出器á大面積薄型ŀŒĢĪĬĘĠŜĪŕsĨĈ使用

ÍÜÀĀh原子力発電所内Ýä主要à核種Ý¸ā 60Co
á対ÍÜä高感度測定Ĉ可能ÞÍÜºāg
（ 3） 検出器ä配置Ĉ工夫ÏāÉÞÝh従来ä開放感Ĉ維

持 Íh60Co á Ü 1 Bq/cm2 Þ 検 出 感 度 Ĉ 向 上} 従 来 比
120 %~ËÑÕg

高感度ランドリーモニタ
原子力発電所ä放射線管理区域Ý着用ÍÕ衣服àßä洗
濯後ä放射能汚染管理á使用Ïā高感度ŒŜĲœsŋĴĨ
Ĉ開発Íh関西電力株式会社高浜発電所á納入ÍÕg特徴
å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ŀŒĢĪĬĘĠŜĪŕsĠŐŜ検出器}幅 700 mm~

åh幅 100 mm ä小型検出器Ĉ 7 台並ïÕŏĴĬı構造
á ÏāÉÞÝh60Co áÜ 0.8 Bq/cm2 Þ検出感度Ĉ向上
}従来比 150 %~ËÑÕg
（ 2） ĜŜłō速度 180 mm/s Ý作業服Ĉ流ÍÕ場合h前述

ä検出感度ÝäŒŜĲœsŋĴĨä検査処理能力å 340
着以上/h Â可能Ý処理能力Ĉ向上}従来比 120 %~ËÑ
Õg

事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」
ExchangeUSEå企業内äËôÌôà申請業務ä電
子化j業務効率化Ĉ実現ÏāŘsĘľŖsĠĢįŉÝ¸āg

理統制

日本企業áå内部統制ä観点Áÿh財務報告ä信頼性j
法令遵守Â求÷ÿĂÜºāgÕÖÍ業務効率性ä観点Áÿh
単á内部統制îä対応ÖÇÝåàÅh現実的á運用ÝÃā
業務処理統制Ĉ行¼ÉÞÂ重要áàÙÜÅāgÉĂĈ実現
ÏāÕ÷á IT ä活用Â不可欠Ý¸Āh特áŘsĘľŖs
ĠĢįŉáå多様à業務運用á対応ÝÃā柔軟性Þh高º

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
…

人事

通勤手当申請
基本情報変更
退職金
年末調整
…

給与

会計

目標管理

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
…

ŏsğļœįČÂ求÷ÿĂāg
ExchangeUSE åh1,400 社ä導入実績Â¸āŘsĘľ
ŖsĠĢįŉÝ¸āg富士電機åh旅費j経費j勤務管理
ĈåÎ÷多様à業務á対応ÝÃā製品群Þ実績Ý培ÙÕķ
ďĸďĈ強õáh企業ä業務基盤ĠĢįŉ構築Ĉ支援Ïāg



汎用型ワークフロー
メリット
汎用性がある
自由に増やせる，変更できる

業務特化型ワークフロー
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
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ソシオソリューション
営農支援システム
{食ä安全j安心|îä関心Â高ôā中h農業生産段階

図

営農指導支援システムの運用イメージ

図

システム構成

áÀÇā農薬ä適正使用åh
農薬取締法
食品衛生法
áþā規制Â大幅á強化ËĂÕÉÞÞ相ôÙÜ一層ä徹底
Â求÷ÿĂÜºāgÉĂå現在h農業生産主体}JAh生
産者~Ĉ最ø悩ôÑā問題Ý¸āg
富士電機Â提供Ïā{営農支援ĠĢįŉ|åhŋĹčŔ
端末Ĉ活用ÍÕ農薬情報検索ĠĢįŉÝ¸āg農作業現場
áºàÂÿáÍÜ畑ä状況á応ÎÕ適正à資材úhÓä使
用基準Ĉ検索j参照ÏāÉÞĈ可能ÞÏāgÉĂáþĀh
多Åä食品事故ä原因ÞËĂā{失効農薬ä使用|
{農薬
使用基準違反|Ĉ防止Íh安全à生産ŀŖĤĢä実現Ĉ支
援Ïāg本ĠĢįŉåh産地ä食ä安全j安心確保対策ä
一翼Ĉ担¼仕組õÞÍÜh現在h国内 25 拠点áÜ稼動中
Ý¸āg

某市向け文書管理システム・庶務事務システム
国äe-Japan 戦略構想Ĉ契機áh地方自治体å電子
自治体ä実現Ĉ進÷Üºāg富士電機åh地方自治体向Ç
ハードウェア構成

情報ĠĢįŉ構築事業Ĉ展開ÍÜºāg最近åh内部業務
効率化Ĉ目的ÞÍÕ{文書管理ĠĢįŉ|
{庶務事務ĠĢ

ソフトウェア構成

įŉ|ä導入Â進÷ÿĂÜÀĀh都道府県îä導入á関Í

庶務事務
システム

文書管理
システム

クライアント
パソコン

電子決裁基盤

Üåh富士電機åıĬŀĠĐċĈ誇ÙÜºāg
認証基盤

Ëÿá中核都市以上îä展開Ĉ図ÙÜºāgÓäþ¼à
中h2006 年度h某市Áÿ文書管理ĠĢįŉj庶務事務Ġ

Web/AP
サーバ

Ģįŉä構築業務Ĉ一括受注Íh2007 年 7 月á文書管理

検証 / 研修
サーバ

運用管理
サーバ

OracleApplication Server

OracleDataBase

ĠĢįŉh2007 年 12 月á庶務事務ĠĢįŉä運用Ĉ開始

DB
サーバ

ÍÕg本ĠĢįŉÝåh共通基盤Þàā電子決裁基盤ä構

OS（Linux）

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

築ú庶務事務ĠĢįŉ新ĺĬĚsġä導入Ĉ実現ÍÜÀĀh
今後ä展開á向ÇÕ事業基盤h技術基盤Ĉ強化ÍÕg

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）
低圧需要家向Ç計器ÞÍÜh各種料金ŊĴŎsá迅速á

図

電力需給用複合計器「FM2CS-R」

対応ÝÃā機能Ĉ充実ËÑÕ電力需給用複合計器}時間帯
別j通信機能付~Ĉ開発ÍÕg
従来ä計器å定格電流Â 30 A Þ 120 A ä 2 仕様Ý¸Ù
Õ Âh 今 回 開 発 Í Õ 計 器 åh ē s Ŕ 電 化 設 備 Ĉ 持 Ú 電
力需要家向ÇÞÍÜ最適à定格電流 60 A 仕様ÞÍÜº
āg ń s Ŕ Ĥ Ŝ Ğ 内 蔵 İ ġ Ĩ Ŕ 乗 算 LSI}Large Scale
Integrated Circuit~Ĉ採用ÍÜh電流ıŒŜĢŕĢ化Í
ÕÉÞÝh半波電流ä計量Â可能ÞàÙÕgôÕhĸsĲ
ďĐċ設計ä見直ÍĈ行ºh従来ä 30 A 仕様品Þä部品
共通化àßø行ÙÕg
仕様å次äÞÀĀÝ¸āg
単相 3 線式h100 Vh60 Ah50/60 Hz
g
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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
2007 年 4 月á煙道排ĕĢ中ä HCl ú NH3 Ĉ測定Ïā直

図

直接挿入レーザ方式ガス分析計「ZSS」

接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計ä開発Ĉ完了Íh2008 年 4
月 á å H2O Ĉ 同 時 á 測 定 Ý Ã ā HCl/H2OhNH3/H2O Þ
O2 Ĉh2008 年 10 月 á å COhCO2hCO/CO2hCH4 Ĉ Œ
čŜċĬŀá加¾Õg各追加成分計ä用途Þ特徴å次äÞ
ÀĀÝ¸āg

発光部

（ 1） HCl/H2OhNH3/H2O 計å煙道排ĕĢĈ装置単独Ý水

受光部

分補正ÏāÉÞÂÝÃāÕ÷hŊŜįĳŜĢÂ容易Ý¸
āg
（ 2） O2hCOhCO2hCO/CO2 計å鉄鋼àßä高温j高ĩ

制御部

Ģıä環境下Ý燃焼制御用ÞÍÜ使用ÝÃhŊŜįĳŜ
ĢľœsÝ高速応答Ý¸āg
（ 3） CH4 計å 0.01 v 50 vol% Þ幅広ºľŔĢĚsŔŕŜġ

á対応ÝÃh ĕĢ漏Ă検知用途àßá使用可能Ý¸āg

ガス分析装置「ZSU-4」
鉄鋼h石油化学ŀŒŜıä加熱炉úŅčŒÀþéÎĉ

図

ガス分析装置「ZSU-4」

Áº焼却炉ä排ĕĢŋĴĨœŜęá適ÍÕĕĢ分析装置
ZSU-4åh排ĕĢ中á含ôĂā NOxhSO2hCOhCO2h
O2hN2O àß最大 5 成分äĕĢĈ同時á連続測定ÝÃāg
（ 1） 搭載Ïā赤外線分析計hĞŜŀœŜę機器h端子台h

電気機器àßĈŏĴĬı化ÍÕg
（ 2） 高感度ŇĢľŖsĤŜĞĈ搭載ÍÕ赤外線分析計áþ

Āh業界最大ŕŜġ比 1k25 Ĉ実現ÍÕg
（ 3） 分析装置ä奥行Ĉ従来比約 30 % 小型化ÍÜ完全前面

ŊŜįĳŜĢÞÍh使ºúÏËĈ追求ÍÕg
（ 4） 用途á応ÎĠŜŀŔàĞŜŀœŜę系統Ĉ標準化ÍÕg
（ 5） 自動校正h自動ŕŜġ切換hœŋsıńsŔĲh上下

限警報àßh豊富à機能Ĉ持Úg

圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」のグローバル防爆規格認証取得
2007 年 12 月á発売ÍÕ圧力j差圧発信器FCX-AⅢ
åh世界各国ä主要à防爆規格認証Ĉ取得ÍÕg石油j化
学ŀŒŜıàßä爆発性雰囲気Ý使用Ïā電気機器áåh
本規格ä認証取得Â義務ÛÇÿĂÜºāgÉä認証取得á
þÙÜh世界各国ä石油j化学市場îä拡販Â可能ÞàÙ
Õg
取得ÍÕ防爆規格認証ä{国ôÕå地域|Þ{認証機
関|å次äÞÀĀÝ¸āg
①日本kTIIS

②中国kNEPSI

③欧州kATEX

④豪州Óä他kIECEx

⑤米国kFM

⑥ĔĳĩkCSA

àÀh
{防爆規格ä種類|å①v⑥äÏïÜÂ本質安全
防爆j耐圧防爆Ý¸āg



図

圧力・差圧発信器「FCX-AⅢ」
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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
ŋġŎsŔ型調節計PUM ĠœsģÞÍÜ 2 種類ä

図

拡張通信モジュール

を使用したシステム構成

拡張通信ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg各拡張通信ŋġŎsŔĈ
現行 PUM ĠĢįŉá接続ÏāÖÇÝhPLC àßä上位
サーバ

ĠĢįŉÞ通信ÏāÉÞÂ可能áàāg特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg

PROFINET

（ 1） PROFIBUS 拡張通信ŋġŎsŔ

MICREX-NXúĠsŊŜĢ社製 PLC Þ通信ÏāÕ
÷äŋġŎsŔÝ¸āg① PROFIBUS-DP ĢŕsĿh②

MICREX-NX
シーメンス社製 PLC

PROFINET 拡張通信モジュール

最大通信速度 12 Mbits/sh③最大接続ŋġŎsŔ数 32 台

PROFIBUS-DP

（ 2） PROFINET 拡張通信ŋġŎsŔ

Ethernet łsĢäľČsŔĲĹĢÞ接続ÏāÕ÷äŋ

ET200

ġŎsŔÝ¸āg① 100 BASE-T}100 Mbits/s~2 ņsı
PROFIBUS 拡張通信モジュール

標準装備h② NRThRT 対応h③最大接続ŋġŎsŔ数
32 台

新情報制御システム「MICREX-NX」の機能拡充
MICREX-NX ä 機 能 Ĉ 拡 充 Íh2008 年 10 月 á

図

マルチユーザーエンジニアリングのシステム構成

Ver.7.0 ĈœœsĢÍÕg向上ÍÕ主à機能å次äÞÀĀ
OS クライアント 1

Ý¸āg

OS クライアント 2

OS クライアント 3

（ 1） ċŒsŉŊĬĤsġä管理機能

特徴 1kŊĬĤsġä種類áþā統計İsĨ管理Â可能
特徴 2kŀŖĤĢ状態áþāľČŔĨ機能Ĉ実現
ES1

効果 k重大ŊĬĤsġä確認漏Ă防止

ES4
CFC/SFC
エンジニアリング

（ 2） ŇŔĪŏsğsđŜġĴċœŜę機能

OS サーバ

特徴 1k複数äđŜġĴċáþā設計Â可能
特徴 2kĦľıďĐċä一元管理Â可能
効果 k設計úİĹĬę時間ä大幅à短縮

AS1

（ 3） ıŕŜĲİsĨäđĘĢņsı機能

AS2

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

特徴 kCSV 形式îäđĘĢņsıĈ実現
効果 k最適àŀŖĤĢä分析úĪŎsĴŜę

新情報制御システム「MICREX-NX」P/PE リンクデバイス
MICREX-NXäĜŜıŖsŒÝ¸āēsıŊsĠŐ

図

P/PE リンクデバイスのシステム構成

Ŝ Ġ Ģ į ŉ}AS~ Þh 既 設 äMICREX Ġ Ģ į ŉ  Ý
OS

使用ÍÜºā P ôÕå PE œŜĘ機器Ĉ接続ÏāčŜĨ

ES

ľĐsĢ装置}œŜĘİĹčĢ~Ĉ開発ÍÕg主à特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） AS ä冗長化á対応

二重化 AS

（ 2） 1 台ä AS á本œŜĘİĹčĢ 4 台ôÝ接続可能}P/

最大 4 回線

PE œŜĘ 4 回線Ğņsı~
リンク
デバイス

（ 3） Proﬁbus 接続áþĀh従来ä Ethernet 経由ä接続þ

Ā高速化Ĉ実現

P/PE リンク

（ 4） ĿŖsĲĖŌĢı通信hŊĬĤsġ通信Â可能
（ 5） 高速伝送}最大 976 ŘsĲĈ 30 ms Ý更新~Ĉ実現
（ 6） PE œŜĘä全ĿŖsĲĖŌĢıİsĨ}24.5 k Řs

リンク
デバイス

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

PLC

Ĳ~ä一括伝送Ĉ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ĜŜıŖsŒMICREX-SX Ġœsģä CPU ŋ

図

「SPH2000」の Ethernet 機能内蔵 CPU モジュール

ġŎsŔSPH2000ä内蔵 Ethernet 機能åh顧客Áÿ
好評ĈºÕÖºÜºāgËÿàāĠĢįŉ構築ä利便性向
上Ĉ目指Íh次ä機能拡充Ĉ行ÙÕg
（ 1） ľĊčŔ送信機能}FTP ĘŒčċŜı~

PLC ÁÿĺĦĜŜîh能動的áľĊčŔ転送Â可能
g
ŖėŜęİsĨàßä送信á最適
g
（ 2） 電子ŊsŔ発信機能}SMTP ĘŒčċŜı~

ľĊčŔ付ÃŊsŔä発信Â可能
g
đŒs発生時ä連絡á最適
g
電源
モジュール

（ 3） Ethernet 時計機能}SNTP ĘŒčċŜı~

CPU
モジュール

入出力
モジュール

ĞsĹä基準時間取得Â可能
g
正確à時間付ÃŖėŜęİsĨä作成á最適
g

統合コントローラ「MICREX-SX」計装向けモジュール
ŀŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒ}PLC~計装åh多品種少

図

関連論文：富士時報 2008.2 p.153-157

計装向けモジュール製品のラインアップ

量生産á対応Ïā中小規模ĠĢįŉĜŜıŖsŒÞÍÜ応
用範囲Ĉ拡大ÍÜºāgÉĂÿĠĢįŉîäËÿàā適合
Ĉ目指Íh次ä特徴Ĉ持ÚĘŒĢ最高水準ä計装ŋġŎs
センサ用
電源内蔵

高耐圧
チャネル間絶縁
AC1,000 V

Ŕ}6 種類~Ĉ開発ÍÕg
（ 1）{流量j温度j圧力jŕłŔ|àßäċĳŖę量Ĉ

①
②
③
④
⑤

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

{高速j高精度j高分解能|Ý計測可能
（ 2） 計測用ĪŌĶŔ}ch~間ä絶縁強化
（ 3） ĪŌĶŔÊÞáĤŜĞ用電源Ĉ内蔵

ÉĂÿÁÿh従来設置ÍÜºÕ高精度調節計h変換器h
電源àßÂ不要ÞàĀh各種流量計àßÞ計装ŋġŎsŔ

高速・高精度・高分解能
（24 ビットΔΣ A-D 変換器内蔵）

ÞĈ直接接続ÂÝÃāäÝh省配線Ý柔軟à高精度計装Ġ
ĢįŉĈ容易á構築ÝÃāg

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
ŘčōľĒsňŜę機}曲È加工機~áĞsŅjPLC

図

ワイヤ形状表示と機械動作シミュレーション表示例

MICREX-SXĈ組õ込ö際hPLC ĦľıďĐċĈ作ā
必要Â¸āg曲È加工機åh曲ÈĭsŔh機構部ä形状h
寸法ä制約àßáþĀ曲È部ä不備úŘčōä干渉Â伴¼g
ÓäÕ÷hPLC ĦľıďĐċåh工程ÊÞá機械Ĉ動作
ËÑ曲È形状Ĉ確認ÍàÂÿ作成ÏāgÉä余分à作業Ĉ
軽減ÏāÕ÷áh①機械動作ĠňŎŕsĠŐŜ機能h②加

（a）４面図

（b）拡大図

工İsĨÁÿ最適àĞsŅ調整値ä作成機能h③ PLC Þ
äİsĨ授受機能Áÿ構成ÍÕĠňŎŕsĠŐŜĭsŔĈ
開発ÍÕgÉĂÿä機能áþĀh最終曲È形状hŘčōä
干渉ä有無h機械ä動作Â画面上Ý確認ÝÃhPLC Ħľ
ıďĐċä生産効率Â向上ÍÕÞ好評Ĉ得ÜºāgôÕh
一部ä三次元 CAD İsĨáø対応ËÑÕg



（c）シミュレーション図
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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

展

望

産業j社会čŜľŒ分野åÉÉ 2h3 年間堅調à設備投

ĘĨsáþā新線ä建設ú各電鉄会社áþā既設変電所ä

資意欲á支¾ÿĂÜ好況Ý¸ÙÕg富士電機åÉĂôÝ

更新工事Â活発á行ąĂÕg富士電機åh環境対応h安全h

培ÙÕ高º技術力ÞķďĸďÝ多ÅäŀŒŜıĦœŎs

省ŊŜįĳŜĢĈĖsŘsĲá純水沸騰冷却式整流器h直

ĠŐŜĈ供給ÍÕg今後ø FQCDS}機能j品質j価格j

流高速度真空遮断器h新幹線用ŇčĘŖđŕĘıŖĴĘĢ

納期jĞsļĢ~ÏïÜá優ĂÕ高性能ĠĢįŉĈęŖs

形配電盤h電力系統補償用自励式čŜĹsĨä開発j製作

ĹŔá提案Í社会á貢献ÍÜºÅg

Ĉ精力的á行ºh多数納入ÍÕg

産業受変電jĺŘsđŕĘıŖĴĘĢĠĢįŉ分野åh

道路ĠĢįŉ分野Ýåh世界的á都市ıŜĶŔÂ増¾Ü

S-FormerĈ中心á好調Ý¸ÙÕgôÐĺŘsđŕĘ

ÃÜºāg地域環境保全á配慮Ïā目的Ýh空中ä浮遊粉

ıŖĴĘĢĠĢįŉÝåh世界最大級ċŔň精錬用整流設

ÎĉĈ除去Ïā電気集Îĉ機ä需要Â増¾ÜÃÕg富士電

備ĈċĿĩļ向Çá受注Í製作Ĉ開始ÍÕg新Íº取組õ

機åÉä分野Ý多Åä納入実績Þ高º技術Ĉ持×h環境改

ø進÷hĜŜĺĘıĈ特徴ÞÏāS-Former MiniĈ開

善性能Ĉ向上ËÑÕ交流電界型電気集Îĉ機Ĉ開発j

発Í納入Ïā一方h老朽化ÍÕ他社製整流装置ä整流器部

納入Íh環境改善á貢献ÍÜºāg

ÖÇä置換¾áø挑戦Í成功Ĉ収÷Õg次á電気炉分野

ĘœsŜĠĢįŉ分野Ýåh特á液晶分野áÀºÜ堅

Ýåh国内最大級製鋼ċsĘ炉}直流~向Ç電気品Ĉ受注

調à設備投資Â継続ÍÜºāg世界最大第 10 世代}G10~

Íh製作Ĉ開始ÍÕgċsĘ炉用電気設備Ýå増容量設備

ä液晶ĺĶŔ用ĘœsŜŔsŉ}CR~ĠĢįŉĈ受注Íh

Ĉ既設ĢŃsĢá設置Ïā要求Â多ºgÉä要求á対Í今

現在一期h二期工事Ĉ施工中Ý¸āg工程å順調á進ĉÝ

ôÝ培ÙÕ大電流設計技術Ĉ適用Í応¾Üºāg加熱ĠĢ

ÀĀh生産装置ä搬入Ĉ開始Í 2008 年度内á一期工事ä

įŉÝåhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ駆使ÍÜ開発Í

引渡ÍĈ完了Ïā予定Ý¸āgÉä受注á際ÍÜh富士

Õ 1 MHz 級電源Â実証設備Ý高º評価Ĉ得Üºāg今後h

電機ä工場内á気流実験室Ĉ新設Íh顧客Àþé搬送装置

真空管領域ú非磁性金属加熱領域á拡大Ïā予定Ý¸āg

ŊsĔsÞä共同開発Ĉ実施ÍÕgÉĂåh搬送装置ä実

施設電機ĠĢįŉ分野Ýåh製造業j非製造業j官公

機走行áþā事前検証実験Ý新気流制御ĠĢįŉ技術Ĉ確

庁Þ多岐áąÕā分野á特高受変電設備Ĉ数多Å納入ÍÕg

立ËÑh本ĠĢįŉä設計j施工á反映ËÑāÕ÷Ý¸āg

製造業Ýå更新需要äõàÿÐ新工場建設ø盛ĉá行ąĂ

ôÕhĜŜņsĶŜı製品Ýåh液晶ÀþéĔŒsľČŔ

ÕgôÕh企業ä災害œĢĘ回避j情報ĤĖŎœįČ対策

Ĩ製造ŒčŜä歩留ĀúĢŔsŀĬı向上á貢献Ïā大型

Áÿ IDC}Internet Data Center~需要Â急増ÍhIDC 向

ĕŒĢ基板}G10~用冷却装置h精密恒温装置Àþé CR

Ç受変電設備ä納入Â増加ÍÕg近年ä変電設備áåh環

用ĘœsŜ冷却装置àß高精度温調装置Ĉ数多Å製品化Í

境対応j電力品質向上àßä付加価値Â求÷ÿĂÜºāg

納入ÍÕgĘŒĢ 6 程度ä CR á適用ÝÃāÉäĘœsŜ

屋内設置ä特高変圧器Ýåh脱 SF6 ĕĢj脱油ä要求Á

冷却装置åhG10 用大規模液晶工場á採用ËĂhĜĢıĩ

ÿŋsŔĲ変圧器ä採用Â拡大ÍÜºāg富士電機åÉä

ďŜÞ工期短縮Ĉ実現ÏāÉÞÂÝÃÕgôÕhľĊŜ

要求á応¾Ü 22 kV 自冷 13 MVA/風冷 16.9 MVA ä国内

ľČŔĨŏĴĬı}FFU~監視ĠĢįŉáÀºÜåhĜ

最大容量äĢņĬıĶĬıŘsĘ用変圧器Ĉ開発Í納入Í

ĢıĩďŜÞ機能拡充Ĉ追求ÍÕ新型 LSI}LAN Serial

ÕgôÕh2008 年å落雷瞬低対策ÞÍÜ高圧瞬低対策装

Interface~Ĉ製品化ÍÕgÉĂø数多Å納入Í順調á運

置Ĉ開発Í納入ÍÕg今後電力品質向上îäĴsģÂËÿ

転ÍÜºāgÉäþ¼à液晶分野向Ç製品開発Þ納入実績

á高ôĀh高圧瞬低対策装置ä設置Â増¾ÜºÅÝ¸ă¼g

ĈłsĢÞÍÜh今後å半導体分野áø積極的áĦœŎs

交通ĠĢįŉ分野Ýåh地球温暖化防止á伴¼ CO2 排

ĠŐŜ展開Í拡販ÍÜºÅg

出抑制àßä観点Áÿ電気鉄道Â見直ËĂÜÀĀh第三Ĥ
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産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム
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
2006 年áĦsĩ電解用途向Çä顧客Ĉ主要àĨsěĬ

図１

整流器全景

ıÞÍÕ中小容量整流装置S-Former MiniĈ開発Íh
Óä応用ÞÍÜh2008 年 7 月á単器 12 相整流装置ÞÍ
Üä第 1 号機ĈĘŖœŜđŜġĴċģ株式会社経由ÝŇ
ĿĸčļĴŔ社向Çá納入ÍÕg本設備åh三相h60 Hzh
13.8 kV 受電hDC425 Vh19.6 kA 出力Ý¸āgÉä設備ä
特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 単器 12 相áÀÇā横流áþāŖsĔŔĻsı増大Ĉ

考慮ÍàÂÿh信頼性ä高ºĜŜĺĘıà整流装置ÞÍ
Õg
（ 2） İġĨŔ化現場制御盤Ĉ標準仕様ÞÍÜ採用Íh遠方

監視盤Þ伝送接続ÍÕgôÕh双方áŀŒŜı表示画面
Ĉ設置ÏāÉÞÝh監視j操作性ĈþĀ向上ËÑÕg

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
老朽化Â進ĉÖēĖĠİŜĨŔ社ä既設他社製整流器

図

整流器全景および背面取合部

図

電気炉用変圧器の設置状況

ĖŎsļĘŔĈ更新ÍÕg他社製変圧器ĈÓäôô流用Ï
āÉÞÞÍhÓä変圧器ÞĘŖsģĔĬŀŔËÑÕ整流器
6 台Ĉ納入ÍÕg出力å単器 DC364 Vh66 kAh24 MW Ýh
合計出力å 144 MW Ý¸āg設備ä特徴å次äÞÀĀÝ
¸āg
（ 1） 直流電流 66 kA åh富士電機ÝåŖsĔŔĻsı対策

ÞÍÜ同相逆並列接続技術Ĉ適用ÏāÂh今回å整流器
ĖŎsļĘŔäõä更新Ý¸āÕ÷hÓä技術Â適用Ý
ÃÐhÓä効果Ĉ他ä手法Ý達成ÍÜ製品Ĉ完成ËÑÕg
（ 2） 既設他社製変圧器ú既設 DC ĿĢĹsÞä取合ºĈ合

ąÑāÕ÷áh大容量ĞčœĢĨ 14 並列/ċsŉäĜŜ
ĺĘı化設計Ĉ行ºh既設設備þĀ整流器ĖŎsļĘŔ
内äŊŜįĳŜĢ性Ĉ向上ËÑÕg

JFE 条鋼株式会社仙台製造所向け炉用電気品の納入
JFE 条鋼株式会社仙台製造所向Çá交流ċsĘ炉用電
気品Ĉ納入Íh所期ä目的Ĉ満足Ïā性能Ĉ得Õg主要機
器ä構成ÞÓä特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 75 MVA 炉用変圧器

1 ĨŜĘ 2 ıŒŜĢ方式Ĉ採用Íh降圧変圧器}154 kV/
33 kV~Þ炉用変圧器}33 kV/F990-R570 V~Ĉ同一ĨŜ
Ęá収納ÍÕg
（ 2） 18 MVA 直列œċĘıŔ

無電圧ĨĬŀ切換器Ĉ採用ÍÜÀĀh多頻度真空遮断器
ä適切à配置áþĀhċsĘ炉運転中áøĨĬŀ切換ÂÝ
Ãā交流ċsĘ炉用電気ĠĢįŉĈ構築ÍÕg
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産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム
MHz 級高周波電源装置
0.5 čŜĪ以下ä小径j薄肉ä電縫管溶接ú薄板加熱à

図

MHz 級高周波電源装置（300 kW，1 MHz）

ßá適ÍÕ 300 kWh1 MHz ä半導体式高周波電源装置Ĉ
開発ÍÕgôÕh本高周波電源装置Ĉ組õ込ĉÖ 200 kWh
600 kHz ä電縫管溶接機Ĉ顧客á納入ÍÕg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 制御高速化h主回路ä冷却性能Ĉ強化ÍÜh出力周波

数Ĉ従来ä 500 kHz Áÿ 1 MHz á高周波化ÍÕg
（ 2） 1 MHz áÀÇā電源部ä効率å 90 % 以上Þ高効率Ý

¸āg
（ 3） 電流j電力制御äÕ÷高周波側Ýä位相制御Ĉ採用Í

ÜÀĀh負荷ä変動á対Ïā高速応答性Ĉ実現ÍÕg
（ 4） 従来電源Þ同様h入力力率å広º入力範囲áÀºÜ

0.95 以上Ĉ維持ÍÜºāgôÕh整流器ä多ĺŔĢ化á
þā高調波ä低減ø実現ÍÕg

アルミ精錬工場向け 220 kV GIS
ēŇsŜjĦĸsŔċŔňĴďŉ社ä主電源設備用Þ

図

220 kV GIS
}Photography courtesy of Sohar Aluminium Co.~

ÍÜhłĘįŔ社向Çá 220 kV GIS 変電設備Ĉ納入Íh
2008 年 6 月Áÿ運転Ĉ開始ÍÕgGIS å屋内ĸďġŜę
方式Ýh2 回線架空線受電h二Úä母線連絡Ĉ持Ú 2 区画
ä二重母線hÀþé 9 回路äĚsĿŔľČsĩÁÿ成ā系
統構成ÞàÙÜºāgGIS 機側操作盤Ĉ省略Íh隣接ÍÕ
部屋á設置ËĂÕœŕsĺĶŔá GIS 側制御回路ø収納
ÍhĜĶĘĨĚsĿŔáþĀ相互接続ËĂÜºāg
œŕsĺĶŔåľČsĩÊÞá盤体Ĉ独立ËÑh万Â一ä
火災発生時áø被害Ĉ最小限á抑¾ā配慮ÂàËĂÜºāg
保護œŕsåÏïÜİġĨŔœŕsĈ適用ÍhËÿá母線
保護œŕsåh光伝送áþāİġĨŔ式分散配置ĠĢįŉ
Ĉ採用Íh信頼性ä向上Ĉ図ÙÜºāg

施設電機システム
国内最大級容量のモールドトランス
大型百貨店ļŔ 13 階áĢņĬıĶĬıŘsĘ受電設備

図

国内最大級容量のモールドトランス

用変圧器ÞÍÜhŋsŔĲıŒŜĢĈ合計 3 台納入ÍÕg
従来Ý¸Ăæ大容量äÕ÷油入変圧器ôÕåĕĢ絶縁変
圧器Ýä対応ÞàāÞÉăĈh環境面j防災面Ýä付加価
値Ĉ高÷āÕ÷ŋsŔĲıŒŜĢÝ対応ÍÕg仕様åh結
線䂫-䂫h 電 圧 21 kV/6.6 kVh 定 格 容 量 13 MVA} 自 冷 ~
/16.9 MVA}風冷h年 3 回 8 時間連続運転仕様~
h周波数
60 Hz ÝhŋsŔĲıŒŜĢä容量ÞÍÜå国内最大級Ý
¸āgôÕh概略寸法åhW3.5 m× D2.3 m× H3.6 mh総
質量å約 25 t Ý¸āg本ŋsŔĲıŒŜĢåļŔ電気室
á分解搬入Íh現地Ý組立Ĉ行ºh配電盤á収納ÍÕg
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施設電機システム
都内情報通信施設向け特高受変電設備
IT 化ä普及áþĀh情報通信施設ä需要å急速á拡大

図

機器の構成

ÍÜºāg情報通信施設åĞsĹä安定稼動Â生命線Ý¸
Āh情報通信施設ä電源ä必須要件å連続安定供給性Þà
āg電源ĹĬĘċĬŀ設備ÞÍÜ無停電電源装置ú非常用
発電機Â¸āÂh特高受変電設備Â機能停止ÏĂæh長時
間ä電源供給å不可能áàāgÉäÕ÷特高受変電設備á
å高º信頼性Â要求ËĂÜºāg
A 系機器

今回h都内情報通信施設向Çá特高受変電設備Ĉ納入Í

B 系機器

ÕgÉä設備ä特徴åh受電設備Áÿ制御電源部áºÕā
ôÝĠŜęŔņčŜı}停電ÍàºÞ点検不可能à部位~
ĈàÅÏ構成ÞÍÕÉÞÝ¸āg万一ä故障発生時áø別
ŔsıÝ電源Ĉ供給ÏāÉÞÂÝÃh電力会社Â停電Íà
º限Āh電源ä連続供給Â可能ÞàÙÕg

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
富士電機å岡山大学鹿田ĖŌŜĺĢ向Ç 66 kV 特高受変
電設備更新工事Ĉ受注ÍhC-GIS

図

特高受変電施設 C-GIS ユニット

図

整流器設備

装置h8 MVA 油入変圧

器 2 台h高圧配電設備h電力監視設備h1,250 kVA×2 非
常用兼常用ĕĢđŜġŜ発電設備Ĉ納入ÍÕg
本ĖŌŜĺĢåh医学部歯学部附属病院àß先端医療Þ
教育研究Ĉ担¼重要施設Ĉ多Å抱¾ÜºāÕ÷h設備停止
å許ËĂàºgÓäÕ÷施工á際ÍÜh全停電Ĉ行ąÐá
既設電気室Ĉ全更新ÏāÞº¼施工条件Ĉ求÷ÿĂÕÂh
幅広º製品技術Þ豊富à施工実績á基ÛÅđŜġĴċœŜ
ę力áþÙÜ実現Íh高º評価Ĉ得ÕgôÕ高º電源品質
Â求÷ÿĂÜºāÕ÷h停電時ä商用電源Áÿ自家発給電
状態îä給電切替¾Âh無停電ÝÝÃā運用性ä高ºĠĢ
įŉĈ実現Íh電源品質ä向上áø貢献ÍÕg

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
東武鉄道株式会社柳瀬川受電所å機器老朽化対応Àþé
顧客所有ä 22 kV 特高送電設備削減Ĉ目的ÞÍÕ変電所化
工事Ĉ行ÙÕg主à設備å 84 kV C-GISh純水沸騰冷却
式ĠœĜŜ整流器hÃ電設備h主制御用配電盤設備àßÝ
¸āg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 受電設備ÞÍÜ 84 kV ĕĢ絶縁開閉装置Ĉ適用Ïā

ÉÞáþĀh充電部分ä露出ĈàÅÏÞÞøá設備ä縮
小化Ĉ図ÙÜºāg
（ 2） Ġ œ Ĝ Ŝ 整 流 器 å 6,000 kW Ę Œ Ģ S} Ę Œ Ģ D＋

500 % 0.2 s~Ĉ採用ÍÜºāg凝縮器å 1 ĨŜĘ化Íh
省ĢŃsĢ化Ĉ図ÙÜºāg
（ 3） 主制御用配電盤å回線単位形Ĉ採用Íh省ĢŃsĢ化

Þ保守性ä向上Ĉ図ÙÜºāg
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交通・道路システム
大阪市交通局長居変電所の更新工事
地下鉄御堂筋線ä電車用àÿéá付帯用電力機器ä老朽

図

純水沸騰冷却式シリコン整流器

図

ジェットファンの設置状況

化á伴ºh特別高圧Àþé高圧ñÁä更新工事Ĉ実施ÍÕg
主à設備åh24 kV ĕĢ絶縁開閉装置h純水沸騰冷却式Ġ
œĜŜ整流器h7.2 kV 閉鎖配電盤h主制御用配電盤àßÝ
¸āg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 24 kV ĲŒčđċ絶縁 C-GIS áþĀh脱 SF6 ĕĢ化

Ĉ実現ÍÜºāgôÕh省ĢŃsĢ化Ĉ図ÙÜºāg
（ 2） ĠœĜŜ整流器åh二重星形Áÿ二重三相ĿœĬġî

ä結線替¾Â可能à構造Ýh高º自由度Ĉ持ÙÜºāg
（ 3） 7.2 kV 閉鎖配電盤h主制御用配電盤åh従来納入品á

比較ÍÜ約 40 % ä省ĢŃsĢ化Ĉ実現ÍÜºāg
（ 4） 単体形İġĨŔœŕsĈ採用ÍÜÀĀh高信頼性Ĉ確

保Íh保守省力化Ĉ実現ÍÜºāg

都市高速福大トンネル向け換気設備の納入
都市高速福大ıŜĶŔå福岡高速 5 号線ä堤−野芥間á
位置ÍÕ福岡高速唯一äıŜĶŔÝ¸āg都市高速ä安全
Ý快適à交通環境確保á貢献ÏāÕ÷ıŜĶŔ換気設備Ĉ
納入ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ġ Đ Ĭ ı ľ Ċ Ŝ} 口 径 1,030 mmφh 吐 出 Í 風 速

30 m/s~Ĉ上下線á各 2 台設置ÍhıŜĶŔ内環境á応
ÎÕ自動運転áþĀ視環境改善Ĉ図āg
（ 2） 車両火災発生時h上下線}4 Á所~á設置ÍÕ消防隊

専用操作盤ÁÿäġĐĬıľĊŜ排煙運転áþĀh消火
救助活動ä安全確保Ĉ図āg
（ 3） ĺĨsŜ画像処理方式Ĉ採用ÍÕ煙霧透過率測定装置

áþĀhıŜĶŔ内視環境ä測定安定化Þ保守性ä向上
Ĉ図āg

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
中日本高速道路株式会社八王子保全jĞsļĢĤŜĨs
管内ä遠方監視制御設備åhčŜįœġĐŜı}IG~機

図

IG 中継型遠方監視制御設備の構成
中日本高速道路株式会社八王子支社

能Ĉ中継局á配置Ïāŋİŉ伝送方式äĠĢįŉÝ¸Ù

モデム伝送

ÕgÉĂĈčŜĨsĶĬıŀŖıĜŔ}IP~伝送方式áþ
Ā中継局Þ 8 子局j9 孫局}高井戸−相模湖間á設置~間

施設中央局

IG 中継局

御殿山 TB
監視情報
モニタリング

ÝİsĨ送受信Ĉ行¼新ĠĢįŉá更新j施工ÍÕg
本ĠĢįŉä特徴åh保守支援用 IP ĶĬıŘsĘĈ経

八王子 IC

八王子保全・サービスセンター

監視情報
モニタリング

由ÍÕ監視情報ŋĴĨœŜę機能á¸āg各子局Àþé中
継局機器áÀäÀä Web ĞsĹ機能Ĉ持Ú内蔵ŅsĲĈ

相模湖東 IC

相模湖 IC

石川 PA

国立府中 IC

調布 IC

三鷹 TB

烏山 SH

組õ込õh各子局å自局Â保有ÏāņġĠŐŜä監視情報
藤野 PA

Ĉ表示Íh中継局å全子局集約画面Ĉ表示Ïāg各画面ä
呼出Íåh汎用ĿŒďğĈ搭載ÍÕķsıĺĦĜŜĈ各局
äĸĿàßÁÿ LAN 接続ÏāÉÞÝ可能Þàāg

【凡例】
保守支援用
監視制御用
IP ネットワーク IP ネットワーク
子局

孫局

本線照明 No.1 〜 7
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クリーンシステム
液晶製造ライン用精密恒温装置
液晶ĺĶŔä TFT}Thin Film Transistor~製造Œč

図

精密恒温装置

図

制御フロー図

ŜÝåhĕŒĢ基板ä大型化Â進õh品質úĢŔsŀĬı
向上äÕ÷áĕŒĢ基板ä温度管理Â重要ÞàÙÜºāg
本装置åhĕŒĢ基板ä温度Ĉ短時間Ý均一á制御Ïā
装置Ý¸Āh次ä特徴Ĉ持ÙÜºāg
（ 1） 冷凍機ŕĢ方式Þ圧力損失ä低º特殊吹出ÍķģŔä

採用áþĀh省đĶŔės化約 60 % 減}当社比~Ĉ達
成ÍÕg
（ 2） 吹出ÍŏĴĬıÞ温調ŏĴĬıĈ一体化Íh装置占有

ĢŃsĢĈ約 30 % 削減}当社比~ÍÕg
（ 3） 特殊吹出ÍķģŔáþĀh温度均一化時間Ĉ約 25%

短縮}当社比~ÍÕg

超精密温調装置
半導体j液晶分野ÝåhąÐÁà温度変動úĺsįČĘ
ŔÂ製品性能á影響Ĉ及òÏÕ÷h高清浄度Þ高精密温調
空気冷却器

機能Ĉ持ÙÕ超精密温調装置Â使ąĂÜºāg

ULPA フィルタ

ÉäÕéh省đĶŔėsÞ高精度à温度制御Ĉ兼ã備¾

温度センサ

Õ超精密温調装置Ĉ精密機械ä検査用á納入ÍÕäÝ紹介

P

Ïāg従来ä精密温調制御åhºÙÕĉ空気Ĉ過冷却Í微
調整用ĻsĨÝ再加熱Ïā方式Ý¸āÂh最適冷水温度制

電気ヒータ

御áþĀ過冷却j再加熱Ĉ必要ÞÍàº超精密温調装置Ĉ
実現ÍÕg主à性能å次äÞÀĀÝ¸āg

水冷却器

（ 1） 温度精度k設定温度＋
− 0.01 ℃

冷水

（ 3） 清浄度kĘŒĢ 1

冷凍機

クリーン冷却装置

Ŝåh局所ĘœsŜ化îä旺盛}À¼Ñº~àĴsģÂ¸
āg気流解析j熱解析技術Ĉ駆使Íh製品仕様ä方向性Ĉ
決÷h清浄度回復特性á関Ïā総合的à評価技術Ý実機検
証Ĉ行º製品化ÍÕg製品性能Â高Å評価ËĂh国内液晶
ĺĶŔ製造最大手äŊsĔsá約 600 台納入ÍÕgÉäĘ
œsŜ冷却装置ä主à仕様åh次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 清浄度kĘŒĢ 6
（ 2） 吹出Í風速k0.8 v 1.6 m/s
（ 3） 冷却能力k58,800 kJ/h
（ 4） 回復特性k30 分}ĘŒĢ 8 Áÿ運転開始後ä到達時

間~
（ 5） 外形寸法kW3.1 m×D2.16 m×H0.8 m



空気
冷媒

（ 4） 消費電力k過冷却j再熱方式þĀ 60 % 低減}当社比~

Õ最新鋭液晶工場向ÇĘœsŜŔsŉäŊŜįĳŜĢħs

最適冷水温度制御ユニット
制御系

（ 2） 設定温度可変範囲k18 v 23 ℃

世界初ÁÚ世界最大ä第 10 世代ŇğsĕŒĢĈ採用Í

ファン

図

クリーン冷却装置
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クリーンシステム
LSI 方式新クリーンルーム監視システム
半導体ú液晶分野äĘœsŜŔsŉÝåh数百台Áÿ数

図

FFU 監視システム構成例

万台Þº¼数多ÅäľĊŜľČŔĨŏĴĬı}FFU~Â
設置ËĂāÕ÷h運転操作ú状態監視àßĈ容易á行¼É
ÞÂÝÃā FFU 監視ĠĢįŉÂ必要不可欠ÞàÙÜºāg

LSI

FFU 監視パソコン

ÉäÕéh汎用通信Ý¸ā FFU 側ľČsŔĲĶĬı
LSI-1

ŘsĘä

RS-485

Ĉ上位ĶĬıŘsĘä Ethernet áĦľ

スイッチングハブ

ıďĐċŕĢÝ変換Ïā LSI}LAN Serial Interface~Ĉ
採用ÍÕ新Íº FFU 監視ĠĢįŉĈ製品化Íh多数納入
ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

CH1

1 回線目：31 台 × 4
RS-485 ＝124 台（最大）
FFU

CH2

Ethernet
RS-485
Ethernet

LSI-250

（ 1） ĠĢįŉ規模ä大容量化
（ 2） FFU 側ľČsŔĲĶĬıŘsĘÞÍÜ使用ËĂÜº

Ethernet

LCI-1

CAN

ā CAN 通信Þä混在ø可能
（ 3） FFU 監視ĺĦĜŜÂ稼動Ïā前áhķsı型ĺĦĜ

FFU

ŜÞä接続áþĀ容易á FFU ä試運転Â可能
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発電プラント

火

力

原子力
水

展

力

望

世界ä電力đĶŔės需要å新興国Ĉ中心á大ÃÅ伸é

Ĉ行¼œĸļœ案件á注力ÍÕgôÕh地熱発電ŀŒŜı

ÜºāgÉĂá伴º発電所ä新設ø世界的á大ÃÅ伸éÜ

ä分野Ýå非凝縮ĕĢ抽出装置ä改造áø取Ā組õh既設

ÀĀ今後ø発電設備容量å年率 2.6 %}新興国 5.4 %h先進

地熱発電所ä性能ú信頼性ä向上Ĉ目指ÍÜºāg

国 1.4 %~Ý増加ÏāÞ予測ËĂÜºāgÉä中ÝđĶŔ

原子力部門Ýåh引Ã続Ãh核燃料ĞčĘŔ全般Ý特

ės市場á対Ïā要求ÞÍÜ電力ä安定供給}信頼性ä

徴¸ā技術Ĉ生ÁÍÕ製品jĞsļĢä提供á取Ā組ĉÝ

h発電ĜĢıä低減
向上~
h地球環境保護}CO2 排出低減~

ºāg独立行政法人日本原子力研究開発機構ä燃料製造施

}高効率化~Â挙ÈÿĂÜºāgÞĀąÇ地球温暖化防止h

設Ýåh
øĉÎûä本格稼動á向Çh燃料製造ä各設

地球環境保護á対Ïā具体的à取組õÂ課題ÞàÙÜºāg

備ä更新j増設計画Â推進中Ý¸Āh富士電機åhMOX

富士電機Ýå自然đĶŔėsĈ利用ÍÕ地熱発電ú水力

}ďŒŜjŀŔıĴďŉ混合酸化物~燃料ŃŕĬı製造j

発電hCO2 Ĉ排出Íàº原子力発電分野îä取組õĈ強÷

検査ä安定稼動j保守ĞsļĢä実績Â評価ËĂh計算機

Üºāg2008 年ø大型地熱発電ú大型揚水発電hôÕ日

ĠĢįŉä更新Ĉ完了ËÑÕgôÕh将来ä FBR}高速

本ä核燃料ĞčĘŔĈ確立ÏāÕ÷ä技術開発àßá成果

増殖炉~実用化ä一環ÞÍÜh燃料取扱j遠隔ĸŜĲœŜ

Ĉ出ÍÜÃÕg
火力部門Ýåh地熱発電分野Ý大型地熱発電所ä完成

ę機器Ý培ÙÕ技術Ĉ生ÁÍh高速実験炉常陽ä原子
炉容器内観察äÕ÷ä画像撮影装置Ĉ開発j納入Ïāàßh

ú新規受注Â続ºÜºāgĴŎsġsŒŜĲÝå蒸気発

保守j補修技術ä開発Ý貢献ÍÜºāg一方h核融合分野

生設備}SSS~Ĉ含÷ÕĨsŜĖsŀŖġĐĘıÝ¸āĔ

îä展開Â期待ÝÃāčĬıœďŉ系超電導線Ĉ用ºÕ製

ďĐŒď発電所}1 台×90 MW~Ĉh計画þĀ 1 Á月前倒

品開発áø取Ā組ĉÝºāg2008 年度h固定界磁超電導

ÍÝ完成ËÑ早期電力供給á貢献ÍÕg引Ã続ºÜ単気筒

方式äŋsĨĈ製作ÍÕäá引Ã続Ãh回転界磁超電導方

Ý世界最大容量機Ý¸āĳjċŘjŀŔċ発電所}1 台×

式}ĜċŕĢ~äŋsĨĈ完成ËÑÕg今後ÞøhŋsĨh

132 MW~Ĉ受注Íh設計j製作Ĉ進÷ÜºāgčŜĲĶ

変圧器àßîä適用j実証á取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg

ĠċáÀºÜåh二ÚäŀŒŜıĈ建設中Ý¸ĀŀŒŜı

水力部門Ýåh特á海外Ý新規建設Â多Åh2008 年å

引渡Íá向ÇÜ順調á据付Ç工事h試運転Ĉ続ÇÜºāg

韓国Ý環境負荷低減ä目的Ý建設ËĂāĪŐŜĽŐŜ発電

地熱大国Ý¸ā米国ÀþéċčĢŒŜĲÁÿøh継続ÍÜ

所向Ç水車j発電機}1 台×60 MW~Ĉ受注Íh南ċľœ

受注ÍÕgôÕh開発Ĉ進÷ÜÃÕ地熱Ĺčĳœs発電設

ĔÝå電力需要ä増加á対処ÍÜ建設ËĂāčŜęŒ揚水

備ø商品化Ĉ完了Í具体的à商談Ĉ展開ÍÜºāg地熱発

発電所向Ç大型発電電動機}4 台×373.2 MVA/358 MW~

電設備äıĬŀŊsĔsÞÍÜh今後ø顧客á高効率Ý信

Ĉ受注ÍÕgôÕhčŜĲäĕıĕsŔ揚水発電所向Çņ

頼性ä高º機器Ĉ提供ÍÜºÅg

Ŝŀ水車j発電電動機}2 台×135 MW~
h中国ä張河湾揚

一般火力åh中国á納入ÍÕ 600 MW 機Â営業運転Ĉ

水発電所向Ç発電電動機}4 台×278 MVA/268 MW~Â

開始Íh米国hĺĖĢĨŜhőŔĩŜhłıĳŉÀþé

営業運転á入ÙÕg国内ä新設案件ÞÍÜh山形県ä横

韓国向Ç設備Ĉ出荷ÍÕg2009 年øœļċhċŔŊĴċh

川発電所向Ç水車j発電機}1 台×6.65 MW~Â 2008 年

ľČœĽŜh中国向Çàß多数äĜŜĹčŜĲĞčĘŔ用

11 月á営業運転Ĉ開始Íh引Ã続Ã新野川発電所}1 台×

Àþé石炭火力用ä出荷Â予定ËĂÜºāgĜŜĹčŜĲ

10.5 MW~ä据付Ç工事Â開始ËĂÕg

ĞčĘŔ発電分野Ýåh沖縄電力株式会社吉ä浦火力発電

富士電機åh発電分野ä重要àįsŇÝ¸ā CO2 排出

所向Ç発電設備ä設計j製作Â進÷ÿĂÜºāg既設発電

低減á地熱h原子力h水力発電Ý応¾ÜÃÕg2009 年ø

所ä改修j更新àßä R ļġĶĢÝåh環境負荷ä低減

{đĶŔės|Þ{環境|ĈįsŇá地球環境負荷Ĉ低減

ú経済性j信頼性ä向上Ĉ目的ÞÍÜ長寿命化ú高効率化

Ïā発電設備ä研究j開発Ĉ進÷社会á貢献ÍÜºÅg



富士時報

火

発電プラント

6OL .O 

力
米国向け地熱用タービン・発電機の受注

米国jďĐĢĨŜġēĺŘs社向Ç 35 MW 機Àþéĸ

図

2000 年に納入したソルトンシー 5 号機

ĲĦŜŒŜĪĺŘs社向Ç 55 MW 機Ĉ受注Íh2008 年 3
月á契約ÍÕg2000 年以降停滞ÍÜºÕ米国ä地熱発電
設備ä建設å復活ä兆ÍĈ見Ñ始÷ÕgÓä復活当初ä 2
案件Ĉ続ÇÜ受注ÍhËÿá 3 台 1 案件ä受注á向ÇÜ商
談中Ý¸āg
ĸĲĦŜŒŜĪĺŘs社Ýå増設ä計画Â¸ĀhñÁá
ø計画Â具体化ÍÜÃÜºāŀŖġĐĘıÂ数件¸āg引
Ã続Ã米国向Ç地熱ĨsļŜj発電機案件ä好調à受注Ĉ
継続ÍÜºÅ計画Ý¸āg

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
富士電機åh2000 年á納入ÍÕ 1 号機á続Ã 2006 年á

関連論文：富士時報 2008.5 p.314-319

図

建設中のワヤンウィンドゥ 2 号機の全景

図

ハイブリッドシステムの全景

ŘōŜďČŜĲĎ地熱発電所 2 号機ĈŇęŇĵĞŜĨŒ社
Áÿ受注ÍÕg
発電所内äđŜġĴċœŜę業務hĨsļŜj発電機
Ĉ含ö機械j電気j制御品ä供給Àþé建設工事j試運転
Ĉ含öĨsŜĖs契約Ý¸āg現地Ýå建設工事Ĉñò完
了Íh2009 年 3 月ä営業運転開始Ĉ目指Íh試験j試運
転ä最盛期Ĉ迎¾Üºāg2 号機ĨsļŜä出力åh地熱
ĨsļŜä単機ÞÍÜå世界最大容量Þàā 117 MW Ý
¸āg
čŜĲĶĠċåh自国産出ä化石燃料Ĉ消費ÑÐh環境
á優Íº地熱発電所ä建設á注力ÍÜÀĀh今後ø富士電
機áÞÙÜ重要à地熱市場Ý¸āg

東北電力株式会社柳津西山地熱発電所の高効率化
東 北 電 力 株 式 会 社 柳 津 西 山 地 熱 発 電 所 åh 発 電 出 力
65 MW Ý日本最大ä地熱発電所Ý¸āgÉä発電所åh
地熱蒸気中á含ôĂā炭酸ĕĢú硫化水素Ĉ抽出Ïā装置
ÞÍÜh効率ä悪º蒸気đĥĘĨĈ長年使用ÍÜÃÕg近
年h蒸気量ä減衰áþĀ発電出力ä低下Â著ÍÅhĕĢ抽
出装置ä高効率化ä要求Â¸ÙÕg富士電機åh複数ä
高効率化案ä中Áÿ総合的à経済試算Ĉ行ÙÜh小型đĥ
ĘĨÞ真空ņŜŀä組合ÑáþÙÜĕĢ抽出Ĉ行¼ĸč
ĿœĬĲĠĢįŉĈ提案Íh受注ÍÕgÓä後h2008 年 8
月á引渡ÍĈ行ÙÕgÉä設備áþĀh効率的á取Ā出Í
Õ蒸気ĈĨsļŜá送āÉÞÝh発電出力Â約 5 MW 増
加Í 10 % ä効率向上Ĉ実現ÍÕg
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力
リビア向けタービン・発電機の営業運転開始

œļċÝå国内電力需要ä増加hÀþé電力Ĉ隣国á

図

ザイワ発電所の全景

図

長大翼の 1 ケーシング 600 MW 低圧タービン

図

リハビリ工事中の 2 号機低圧ロータ

輸出ÍÜºāÉÞĈ背景áhĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電所
ä建設Â近年盛ĉá行ąĂÜºāg富士電機å韓国äđŜ
ġĴċœŜę会社経由Ýœļċ電力庁}GECOL~向Çáh
2004 v 2005 年áÁÇÜ計 5 台ä蒸気ĨsļŜj発電機設
備Ĉ受注ÍÕg現在h全 5 台Þø営業運転開始Ĉ迎¾āÉ
ÞÂÝÃh順調á営業運転Ĉ継続ÍÜºāg

głŜĕġķsĢ発電所}2×166 MWh2007 年 9 月運転
開始~
ğčŘ発電所}3×155 MWh2007 年 12 月運転開始~
g
Ëÿá GECOL äłŜĕġjňĢŒĨ発電所向Çáåh
非再熱蒸気ĨsļŜj空冷発電機ä組合ÑÝå世界最大規
模Þàā 2×234 MW 案件Ĉ 2007 年á受注Íh現在 2009
年ä出荷á向ÇÜ川崎工場Ý製作中Ý¸āg

IPP 向けタービン・発電機設備の受注と出荷
富士電機ä 2008 年度卸電力事業}IPP~向Ç蒸気Ĩs
ļ Ŝj 発 電 機 設 備 ä 受 注 台 数 å 現 在 12 台h 総 出 力 約
1,200 MW Ý¸āg仕向Ç地å東南ċġċÂ大多数Ĉ占÷
ÜÀĀ地域ä経済産業ä発展á寄与ÍÜºāgÉä¼×既
納顧客ÁÿäœĽsı注文件数å約 3 割Ý¸Āh新規受注
件数Â約 7 割Þ火力分野Ýä得意先拡大á大ÃÅ貢献ÍÜ
ºāg
2008 年度ä IPP 向Çä出荷åh総出力Â約 2,900 MW
ÞÃą÷Ü大ÃÅh台数å 12 台Ý¸āgÉĂå中国向Ç
2×600 MWhłıĳŉ向Ç 3×300 MW Þ比較的大容量機
ä出荷Â継続ÍÕÉÞáþāøäÝ¸āg大容量地熱設備
Þ出荷時期Â重àÙÕÂ整然ÞÍÕ工程調整ä結果h遅滞
àÅ出荷ÍÜºāgÉĂÿäŀŒŜıå 2009 年Áÿ相次
ºÝ営業運転Ĉ開始Ïāg

台湾地区 600 MW 発電ユニットのリハビリ工事
台湾中部ä西海岸á位置Ïā麦寮火力発電所áåh富士
電機製ä 600 MW 蒸気ĨsļŜ発電設備Â 4 台納入ËĂ
Üºāg当発電所åh台湾地区ä電力需要量ä増加á伴ºh
運転開始以来h台湾全土î安定ÍÕ電力Ĉ供給ÍÜºāg
ÉäĨsļŜå 4 ĚsĠŜę構造}高圧×1h中圧×1h
低圧×2~ÁÿàĀh今回äœĸļœ工事Ýå 2 号機ä低
圧ĨsļŜä動翼j静翼Ĉ 2008 年 6 月Áÿ 9 月ôÝä 4
Á月ĈÁÇÜ工場Ý交換Íh低圧ĨsļŜä延命化Ĉ図Ù
Õg2008 年 10 月ÁÿÉä低圧ĨsļŜä現地組立工事Ĉ
始÷h12 月á運転Ĉ再開ÍÕg
Ëÿáh12 月Áÿå同ŀŒŜı 1 号機á対Íh同様ä
œĸļœ工事Ĉ工場Ý実施ÍÜºāg
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原子力
プルトニウム燃料製造・検査系主要計算機の更新
独立行政法人日本原子力研究開発機構ŀŔıĴďŉ燃

図

検査設備制御用計算機システム

料技術開発ĤŜĨsåhąÂ国唯一ä MOX}ŀŔıĴď
ŉjďŒŜ混合酸化物~燃料製造施設ÞÍÜh1966 年来
技術開発á取Ā組ĉÝÃÜºāgÉĂôÝä MOX 燃料製
造実績å世界ıĬŀŕłŔĈ誇ÙÜºāg
富士電機åh燃料ŃŕĬıä製造j検査á関連Ïā設
備Ĉ多数納入ÍÜºāg定期点検hēsĹńsŔh更新工
事àßËôÌôà保守ĞsļĢĈ提供ÍÜ設備ä安定稼動h

制御用計算機システム

改良Àþé効率化á寄与ÍÜÃÕg
ÉäÕé富士電機åh燃料製造上ä要Þàā{仕上検査
設備|àÿéá{密度抜取測定設備|ä制御用計算機ĠĢ
įŉĈ短期間Ý更新ÍÕg今後øh安定ÍÕ燃料製造ä実

動力制御盤

現á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

仕上検査設備

「常陽」炉容器内構造撮影装置の製作
富士電機åhFBR}高速増殖炉~実用化î向ÇÕ活動

図

「常陽」炉内に挿入作業中の撮影装置

Ĉ精力的á推進ÍÜºāgFBR 開発拠点ä一ÚÝ¸ā独
立行政法人日本原子力研究開発機構ä高速実験炉常陽
Ýåhĳıœďŉ冷却型高速炉ä原子炉容器内Ýä観察h
保守h補修技術ä開発Ĉ行ÙÜºāg燃料取扱機器ú遠
隔ĸŜĲœŜę機器Ý培ÙÕ技術Ĉ生ÁÍh
常陽ä炉
容器内構造観察äÕ÷ä画像撮影装置Ĉ開発Íh納入ÍÕg
本装置åh1 自由度äċsŉ屈折機能Ĉ持×h高温ÁÚ高
線量下ä炉心集合体頂部狭隘}Ãý¼¸º~空間Þàā炉
心上部機構下面Ĉ撮影ÝÃāþ¼áÍÕg映像伝送用ľĊ
čĹĢĜsŀ屈折時ä機能保全äÕ÷h最小曲率Ĉ抑¾ā
Õ÷曲率調整機構Ĉ付加ÍÕg工場áÜ実施ÍÕ顧客参加
ä実規模įĢıÝ操作Ĉ習熟ÍÕä×h実際ä炉内観察á
適用ÍÜ計画ßÀĀä機能Ĉ実現ÝÃÕg

高温超電導（イットリウム系）機器の製作
čĬıœďŉ系超電導線Ĉ用ºÕ同期電動機Ĉ独立行政

図

超電導モータ

法人新đĶŔėsj産業技術総合開発機構Áÿä委託Ĉ受
ÇÕ財団法人国際超電導産業技術研究ĤŜĨsÁÿä再委
託áþĀh株式会社ľġĘŒh九州大学hġŌĺŜŋsĨ
ċŜĲġĐĶŕsĨ株式会社Þ共同Ý製作ÍÕg
2007 年度á固定界磁超電導方式äŋsĨĈ製作ÍÕä
á引Ã続Ãh2008 年度á回転界磁超電導方式}ĜċŕĢ~
äŋsĨĈ完成ËÑÕøäÝhčĬıœďŉ系超電導線
ä機器適用ä可能性Ĉ実証ÍÕgŋsĨ仕様åh7.5 kWh
400 Vh360 r/min Ý¸Āh11 kW ôÝ出力Ĉ確認ÍÜºāg
čĬıœďŉ系超電導線åhÓä将来性Áÿ機器適用化
Â期待ËĂÜºāg富士電機åhŋsĨh変圧器àßîä
適用実証á今後Þø取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg
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力
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

山形県企業局新野川第一発電所向Ç 1 台×10.5 MW 立

図

据付けが完了した下部吸出し管

図

発電所内の組立室全景

図

横川発電所全景と立軸三相同期発電機

軸斜流水車Àþé 10,800 kVA 立軸三相同期発電機ä据付
Ç工事Ĉ開始ÍÕg
本発電所åh最上川水系置賜野川ä上流á設ÇÿĂā長
井ĩŉÁÿ水圧管路Ĉ経Ü最大 12 m3/s Ĉ取水Íh水車発
電機 1 台Ý最大出力 10,000 kW ä発電Ĉ行¼ĩŉ水路式発
電所Ý¸āg発電電力åh66 kV á昇圧Í送電Ïāg
現地Ýåh2007 年 7 月Áÿ水車ä据付Ç工事Ĉ開始Íh
吸出Í管hĚsĠŜęh入口弁àßä静止部ä据付ÇÂ
完了ÍÕg今後åh上流á¸ā野川第二発電所ä運転開
始á合ąÑh制御装置h主要変圧器àßä変電所機器ä据
付ÇÀþé調整試験Â先行ÍÜ行ºh発電所ä運転開始å
2010 年 9 月Ĉ予定ÍÜºāg

インド・ガドガール揚水発電所の現地試験完了
čŜĲjŇĸŒĠŎıŒ州灌漑}ÁĉÂº~局ĕĲĕs
Ŕ発電所向Ç 2 台×135 MW 立軸ľŒŜĠĢ水車j発電電
動機ä現地試験Â 2008 年 7 月á終了ÍÕg本発電所åč
ŜĲ国内ä電力不足Â深刻化Ïā中h需要ĽsĘ時ä電力
Ĉ賄¼ÉÞÞ電力系統ä効率的運用Ĉ図āÉÞĈ目的á建
設ËĂÕ揚水発電所Ý¸āg特徴åh揚水運転ä始動装置
á富士電機Â開発j製作ÍÕĞčœĢĨ始動装置Ĉ採用Í
ÕÉÞÝ¸āgčŜĲ国内äŊsĔsÞ合同Ý主要機器ä
製作Ĉ行ÙÕg一方h建設途中Ý発生ÍÕ水害Ý発電所Â
水没ÏāÞº¼被害Ĉ受Çh水害復旧工事Ĉ追加契約Ïā
àßh契約Áÿ 10 年Ĉ経Ü完了áºÕÙÕ発電所Ýø¸
āg
本発電所Ý得Õ技術h実績Þ経験Ĉ生ÁÍh今後ä揚水
発電ŀŖġĐĘıá鋭意取Ā組ĉÝºÅg

山形県企業局向け横川発電所の完成
山形県企業局横川発電所向Ç 1 台×6.5 MW 立軸斜流水
車h1 台×6,650 kVA 立軸三相同期発電機å 2006 年 6 月á
水車ä据付ÇĈ開始Íh2008 年 12 月á最終調整試験Â完
了Íh営業運転Ĉ開始ÍÕg
本発電所åh荒川水系横川ä上流á設ÇÿĂā横川ĩŉ
Áÿ水圧鉄管Ĉ経Ü最大 13 m3/s Ĉ取水Íh水車発電機 1
台Ý最大 6,300 kW ä発電Ĉ行¼ĩŉ式発電所Ý¸āg発
電電力åh66 kV á昇圧ËĂ東北電力株式会社á売電ËĂ
āg
本発電所ÝåŒŜĳ羽根ä操作áh軸端á設置ÍÕ可逆
ĽĢıŜáþĀ水車軸内äĞsŅŋsĨá直接操作油Ĉ送
Ā込ö電動直接加圧方式Ĉ採用Íh圧油装置ä省略Ĉ図Ù
Üºāg現地試験ä結果h従来ä圧油操作方式Þ同等ä特
性Â得ÿĂÕg
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共通技術
プラットフォーム
パワーエレクトロニクス
情報制御
生産技術
予防保全サービス

展

望

富士電機ä各事業Ĉ支¾ā基盤技術ÞÍÜĺŘsđŕĘ

技術hċĲĹŜĢı制御Ĉ応用ÍÕ制御基盤技術h組込õ

ıŖĴĘĢ技術h情報制御技術h生産技術h予防保全技術

ĠĢįŉ基盤技術h信頼性ä高º無線基盤技術ä強化á

ä中ÁÿhÓä成果Þ今後ä取組õáÚºÜ述ïāg

取Ā組ĉÝºāgēsŀŜ化Â進ö情報ĠĢįŉ分野áÀ

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術åh富士電機äĜċ技術ä

ºÜåh法令遵守目的Ý導入ËĂ始÷ÕĤĖŎœįČ重

一ÚÝ¸āg小型化h高効率化h省đĶŔėsh省資源化

視äĠĢįŉŏsğsjċčİŜįČįČ管理Âh日本

Ĉ実現Íh高品質j高ĜĢıĺľĒsŇŜĢÝ競争力¸ā

版 SOX 法J-SOX 法îä対応Ĉ契機áhþĀ厳密ËĈ

製品Ĉ生õ出ÏÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg市場j顧客ä要望

要求ËĂāþ¼áàÙÕg大規模化h複雑化ÏāĠĢįŉ

ĈĨčŉœsá実現Ïāáåh製品開発ŀŖĤĢ改善áþ

ä高度àĤĖŎœįČ要求á応¾āÕ÷hċĘĤĢ権限分

āœsĲĨčŉ短縮ú開発ĜĢı圧縮Â重要Ý¸āg富士

割管理Ĉ実現Ïā認証ĺĬĚsġĈ開発ÍÕgÉäĤĖŎ

電機åhÉĂôÝ回路設計技術h電磁界解析技術h熱冷却

œįČ基盤技術åh自治体向Çä統合型業務ĠĢįŉàß

解析技術àßĈ駆使ÍÜh各種設計手法úĭsŔĈ開発Íh

大規模ĠĢįŉä安全運営á不可欠à仕組õÞÍÜ貢献Í

順次h製品開発ŀŖĤĢá適用ÍÜÃÕgÓä適用事例Ĉ

Üºāg今後ËÿáčŜĨsĶĬıä普及áþāęŖsĹ

最近ä技術成果ÞÞøá紹介Ïāg電源装置å情報ĠĢį

Ŕ化hŇŔĪłŜĩs化Â加速ËĂā社会čŜľŒĈ支¾

ŉä重要à構成要素Ý¸āg特á装置小型化úĞsĹŔs

ā産業ŀŒŜıh製造ŒčŜä情報制御分野ÝøhÉäĤ

ŉä省đĶŔėsäÕ÷h電力密度ú効率ä向上å急務Ý

ĖŎœįČ技術åþĀ重要度Ĉ増ÏÞ考¾ÿĂāgôÕ機

¸āg新型İĹčĢú複合磁気部品Ĉ適用ÍÜ超高電力密

械安全j機能安全ä規格化ä動ÃÂ加速ÍÜÀĀh計測機

度ä電源開発Ĉ行ÙÜºāg今後h高電力密度Þ高効率Â

器ú情報制御ĠĢįŉłŜĩsáåh人命h設備h環境ä

両立Ïā製品ä開発Ĉ行¼gĺŘsđŕĘŖıĴĘĢä盤

安全性Ĉ高ºŕłŔÝ確保Íh
{安全j安心|Ĉ仕組õÞ

úŏĴĬıåh主回路h制御回路Â近傍á配置ËĂÜºāg

ÍÜ提供Ïā技術Â求÷ÿĂÜºāg
{Total Safety|Ý

ÍÁø扱¼電圧å数 V Áÿ数十 kV ôÝh電流å数 mA

ĦœŎsĠŐŜĈ提案ÍÜºÅÂhÓä技術的成果ø紹介

Áÿ数百 kA ôÝÞ非常á広範囲Ý¸āg盤úŏĴĬıä

Ïāg

構造設計áåh強度h冷却h絶縁ä多ÅäķďĸďÞ経験

生産技術分野Ýåh環境技術îä取組õä中Áÿ富士電

Â必要Ý¸āg発達÷ÌôÍº三次元 CAD ĭsŔáĔĢ

機äľČŔŉ型太陽電池ä応用ĠĢįŉ開発Þh社会的関

ĨŇčģú新機能追加Ĉ行ºh開発ä後戻ĀĈàÅÍÕľ

心Â高ôĀÚÚ¸ā環境負荷情報ä開示要求á対Ïā成果

ŖŜıŖsİČŜę設計Ĉ実現ÍÕgôÕ回転機技術Þĺ

ÞÍÜ LIME}Life Cycle Impact Assessment Method of

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Þä融合åhĲŒčĿ事業拡大

Endpoint~Ĉ紹介Ïāg開発j生産j販売j保守áºÕ

äÕ÷重要Ý¸Āh一Úä成果ÞÍÜ高効率h小型化Ĉ実

ā製品ŒčľĞčĘŔÝ省資源j省đĶŔėsj環境負荷

現ÝÃā PM ŋsĨä設計ŀŒĬıľĒsŉĈ構築ÍÕg

軽減á貢献Ïā生産技術開発Þ基盤整備á貢献ÍÜºÅg

čŜĹsĨ駆動ä場合h特áh発生Ïā高調波Ĉ加味ÍÕ

社会čŜľŒú産業用設備産業åh安全確保h操業安定

諸特性ä検討Þ設計Â必要Ý¸āgÉäŀŒĬıľĒsŉ

化Ĉ追求Ïā一方ÝhŊŜįĳŜĢ業務効率化ä課題Ĉ抱

Ĉ使ºh顧客îä提案h説明Ĉ迅速á行ÙÜºāg今後øh

¾Üºāg富士電機ä予防保全分野Ýåh設備操業ä状態

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術ä深度化Ĉ図Āh事業ä発展

監視Ĉ行¼œŋsı監視ĠĢįŉ技術h設備ú機器ä劣

á貢献ÍÜºÅg

化診断技術hŊŜįĳŜĢ業務ä効率的支援技術ä開発Ĉ

情報制御分野Ýåh顧客ĴsģÞÍÜ{環境h安全j安
心|á適合Ïā技術Â求÷ÿĂÜÀĀhĤĖŎœįČ基盤

行ÙÜÃÕg今後øhËÿàā技術ä高度化Ĉ通ÎÜh顧
客îä予防保全ĞsļĢä品質向上á貢献ÍÜºÅg
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パワーエレクトロニクス
高電力密度電源
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ装置áÀÇā重要à技術ıŕŜ

図１

高電力密度電源の試作機

ĲÞÍÜh高効率Þ高電力密度Â¸āg特áh情報向Ç電
源装置Ýåh大幅à電力密度ä向上Â行ąĂÜºāg
富士電機Ýåh新型İĹčĢä適用技術j複合磁気部品

（a）電流型
ダブルコンバージョンシステム

適用技術j構造技術àßäŀŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÜÀ
ĀhÉĂÿĈ応用ÍÜ試作ÍÕ高電力密度電源Ĉ次á示Ïg
（ 1） 電流型ĩĿŔĜŜĹsġŐŜĠĢįŉk新型İĹčĢ

Ĉ適用Íh2.9 kVA Ý約 2.4 W/cm3 ä高電力密度Ĉ実現
ÍÕg
（ 2） DC-DC ĜŜĹsĨĠĢįŉk複合磁気部品Ĉ適用Íh

5 kW Ý約 9 W/cm3 ä超高電力密度Ĉ実現ÍÕg
今後øh電源装置ä高電力密度化要求á応¾ÜºÅ所存
Ý¸āg

（b）DC-DC コンバータシステム

盤構造設計プラットフォーム
ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ関連分野áÀºÜhľŖŜı

図

盤構造設計プラットフォームの概要

ŖsİČŜę設計Ĉ実現Ïā仕組õÞÍÜh盤構造設計ŀ
三次元絶縁強調手法

ŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg

盤全体の気流解析手法

盤構造設計プラットフォーム

三次元 CAD ĈłsĢÞÍÕ設計ĭsŔÞÍÜh板金
İsĨÁÿ見積Ā要素Ĉ自動取得ÍÜĜĢıĈ算出Ïā手

設計ツール化

法h各種技術基準ä絶縁距離á対応ÍÕ体積Ĉ持ÕÑÜ安
全性Ĉ解析評価ÏāÕ÷äēsĹsĜsı手法hôÕhÓ
ä応用技術ÞÍÜ流体解析時á部品Ĉ簡易ŋİŔ化ÍÜ気

三次元配線設計手法

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

流解析ĈÏā手法àßĈ実用化ÍÕgËÿáh絶縁強調ú
強度j振動解析手法áÚºÜø実用化á向ÇÜ準備Ĉ進÷
Üºāg
ÉĂáþĀh設計品質Ĉ向上ËÑāÞ同時áh設計äú
Ā直ÍĈ防止Íh製品開発期間ä短縮Ĉ図āÉÞÂÝÃāg

永久磁石形同期電動機（PM モータ）の設計技術
富士電機ÝåĲŒčĿ事業ä拡大Ĉãÿºh永久磁石形

図

PM モータ設計プラットフォームの画面例

同期電動機}PM ŋsĨ~設計技術ä体系化Þ革新Ĉ継続
ÍÜºāgÓä一ÚÞÍÜh要求仕様Ĉ満ÕÏŋsĨĈ短
時間Ý設計ÍhËÿáčŜĹsĨ駆動時ä詳細特性Ĉ設計
時点Ý見積øā{PM ŋsĨ設計ŀŒĬıľĒsŉ|Ĉ構

ツール実行画面
解析結果画面

築ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ŋsĨ仕様Áÿ各種ĺŒŊsĨĈ算定
（ 2） ŋsĨ特性äĺŒŊsĨ依存性Ĉ瞬時á算定
（ 3） 高調波Ĉ加味ÍÕ電磁界解析

設計期間Ĉ従来ä 1/3 á短縮Íh顧客á早Å設計結果Ĉ
提供ÝÃāþ¼áÍÕgôÕhčŜĹsĨ駆動時ä熱減磁
Ĉ回避ÏāÕ÷h高精度á磁石損失Ĉ見積øĀh信頼性ä
向上Ĉ図ÙÜºāg
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磁界解析との連携も可能

富士時報

共通技術プラットフォーム

6OL .O 

情報制御
高度セキュリティ対応アクセス権限分割機能
近年ĤĖŎœįČ管理ä分野ÝåJ-SOX 法îä対

図

アクセス権限分割機能の概要

応àßİsĨłsĢċĘĤĢáÀÇā厳密à権限管理Â要
求ËĂh従来äĠĢįŉ単位úċŀœĚsĠŐŜ単位Ýä

アプリケーションサーバ
（Ｗｅｂ）

ċĘĤĢ権管理Ýå不十分ÞàÙÜºāgÓÉÝ利用者

ユーザー
ID

IDh部門ú役割ÊÞáİsĨłsĢäċĘĤĢ権限Ĉ管
ユーザー
ID

理Ïā機能Ĉ開発Íh自治体分野向Ç認証ĺĬĚsġá実

業
ア務
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

装ÍÕg
本ĺĬĚsġĈ使用ÏĂæh業務ċŀœĚsĠŐŜå従

利用者

来äþ¼áİsĨłsĢä管理者ċĔďŜıĈ使用ÍàÅ

データベース
（Ｏｒ
ａｃ
ｌ
ｅ）

役割

ア
制ク
御セ
機ス
能

業
デ務
ー
タ

監
証査
跡
機
能

監
ロ査
グ

Üø利用者ä権限á沿ÙÕİsĨłsĢċĘĤĢÂ可能Þ
ユーザー
ID

àāgôÕċŀœĚsĠŐŜ開発ú保守ŊŜįĳŜĢ時á

認証パッケージ
「Force-Secure」

役割
設定

組織情報
役割情報

İsĨłsĢ管理者ċĔďŜıĈ使用ÍàºÕ÷h管理者
システム
管理者

ċĔďŜı漏洩}ă¼¾º~áþāĤĖŎœįČ事故Â防
止ÝÃhĠĢįŉä高度ĤĖŎœįČ対策Â実現ÝÃāg

安全計装システムの適用技術
富士電機åh
{Total Safety|Ĉ安全ĠĢįŉ構築áÀ

図

「MICREX-NX Safety」の安全コントローラと安全 I/O

Çā基本ĜŜĤŀıÞÍh機械安全j機能安全Ĉ包括ÍÕ
ısĨŔ安全ĦœŎsĠŐŜä提供Ĉ目指ÍÜºāg
ŀŒŜıä非常停止装置ú防消火ĠĢįŉàßÝ導入Ë
Ăā安全計装ĠĢįŉMICREX-NX Safetyåh故障
発生äœĢĘĈ許容œĢĘ以下á低減Íh人命j環境j設
備á対ÍÜ高º安全性Ĉ確保ÏāĠĢįŉÝ¸āgĲčĭ
ä第三者認証機関Ý¸ā TÜV Áÿ安全度水準 SIL3 ä認
証Ĉ取得ÍÜÀĀh①設備規模á合ąÑÕľŕĖĠĿŔà
ĠĢįŉ構成h②簡単jēsŀŜàđŜġĴċœŜęĭs
Ŕh③ DCS Þä統合àßä特徴Ĉ持Úg
Ĩčj電力庁向Ç複合発電ĨsļŜ保護用安全計装ĠĢ
įŉĈ 2009 年 10 月ä出荷á向ÇÜ設計j製作中Ý¸āg

無線技術プラットフォーム
特定小電力無線hŊĬĠŎ無線Ĉ対象áh無線技術ä共

図

無線技術プラットフォーム

通ŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ行ÙÕg
無線技術ŀŒĬıľĒsŉåh無線製品開発äÕ÷ä

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

共通設計ĭsŔúĠňŎŕsĨh特定小電力無線機ÞŊĬ

３1５ MHｚ
受信機

API

ĠŎ無線機äĸsĲďĐċhľĊsŉďĐċÞ共通部品h
àÿéá無線機器ä設置環境調査ÞĠĢįŉ設計Ĉ支援Ï
āđŜġĴċœŜę手法Þh現地ä電波環境測定Ĉ手軽á

間欠制御

OS

RAS，テスト

チャネル制御
無線
有線
（特小） ドライバ
無線
無線
ドライバ
ドライバ ドライバ

A/D
ドライバ

行¾āđŜġĴċœŜęĭsŔÁÿ構成ËĂāgôÕh製
品開発úĠĢįŉ開発ä各工程Ý必要à手順ú確認項目Ĉ

アンテナ

CPU

今後h無線製品ä開発工数削減h無線製品h無線応用Ġ
Ģįŉä信頼性向上hđŜġĴċœŜęúŊŜįĳŜĢä
効率化á貢献ÍÜºÅg

インタ
フェース

無線 IC
950 MHz
帯

ôÞ÷ÕĲĖŎŊŜı類ø整備ÍÕg
アンプ

無線 IC
2.4 GHz
帯

E2PROM

I/F
電源

メッシュ無線ハードウェアプラットフォーム

電波測定ツール
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情報制御
制御技術プラットフォーム
富士電機åh制御基盤技術ä共通化ÞÓä効率的à利

関連論文：富士時報 2008.2 p.126-129

図

MPC 実行・支援システムの構成

活用Ĉ目指ÍÜŀŒĬıľĒsŉ化Ĉ推進ÍÜÀĀhPID
ＭＰＣ支援用ＧＵ
Ｉ

システム構成

調節器äĺŒŊsĨ調整ĠĢįŉFePIDtuneä機能

支援系

設定

調整

パソコン

拡充ÞŋİŔ予測制御}MPC~đŜġŜä開発Ĉ行ÙÕg
FePIDtune åhPID 調節器äĺŒŊsĨ調整Ĉ自動化Ï
āøäÝ¸Āh熟練ÍÕ運転員ú調整員以上á適切à調整

Ethernet

設定値
調整値
モデル
テスト信号

MPC
アプリケーション設計

操作量
（MV）

ä活用Â可能ÞàÙÕgMPC åhPID 制御Ýå満足à制

性能監視

MICREX-SX

プ ラント 制 御 と
MPC を同一 SX
上で実現

SXÞä連携機能Ĉ整備ÏāÉÞáþĀh現場ĞčĲÝ

モデル同定

プラント
状態量

実行系

Â可能ÞàāgŀŖęŒŇĿŔĜŜıŖsŒMICREX-

パソコン上に各種支援機能

中小規模プラントを対象
操作量 ：１〜４
制御量 ：１〜６

SX-Programmer（D300Win）

制御量
（PV）

プラント

御性能Ĉ実現ÍÂÕº多変数干渉系ú制約ä¸ā制御対象

多変数干渉系プラント
運用制約のあるプラント

á対ÍÜ有効à方式Ý¸āgMPC đŜġŜåÓä実行部

効果
PV1

Ｐ
Ｉ
Ｄ

Ĉ共通ĺĬĚsġ化ÍÕøäÝ¸āg現在h焼却炉高度制

干渉
PV2

PV1

MPC
t

t

大きく振れる

御àßîä展開Ĉ進÷ÜÀĀh今後þĀ多Åä制御対象á

PV2

t

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。

振れが小さい

t

適用Ĉ図ÙÜºÅg

統合コントローラ対応の単体テスト支援ツールの拡充
ĦľıďĐċ設計áÀºÜh構成Ïā部品ŕłŔä品

図

単体テスト支援ツールの概要

質向上ÂhċŀœĚsĠŐŜĦľıďĐċä品質向上Þ設
単体テスト支援ツール

MICREX-SX

計効率向上á大ÃÅ寄与Ïāg本単体įĢı支援ĭsŔåh

P
S

新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXä品質向上Þ設計

テストレポート
の出力

ＭＩ
ＣＲＥＸ-NX
（AS）

効率向上ĈãÿÙÕĭsŔÝ¸āg今回h統合ĜŜıŖs

テストケースの
保存・再利用

スキャン同期信号

C
P
U

テストケースの生成サポート
D300Win
プロジェクト

ŒMICREX-SXá対ÏāĞņsı機能Ĉ開発ÍhŒč

ＭＩ
ＣＲＥＸ-NX
（PLC-SIM）

ŜċĬŀĈ強化ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

テストケース

（ 1） ŀŖęŒŉ作成ĭsŔÝ¸āD300WinÞ連携Íh

fb̲RS485̲Err̲Chk̲1
fb̲RS485̲Err̲Chk
ET
R̲LEN

必要àįĢıĚsĢĈ効率的á作成ÝÃāg
（ 2） 過去á実施ÍÕ全įĢıĚsĢĈ自動Ý再įĢıÝÃ

R̲END

S̲ERR̲CNT

FB 入力S̲ERR

R̲CNT

RS485̲Rcv̲Done

FB 出力

Send̲Address
Rcv̲Address

āÉÞÞh簡単á過去äįĢı結果Ĉ改造後ä期待値Þ

R̲STS
Config

ÍÜ流用ÝÃāÉÞáþĀhįĢı工程áÀÇā作業効
率向上ÞįĢı品質向上Ĉ図āÉÞÂÝÃāg

生産技術
LIME 手法による配電盤の LCA 評価
製品ä環境負荷Ĉ情報開示Ïā LCA ä新手法ÞÍÜ

図

LIME 手法による高圧盤新旧機種比較

LIME Â独立行政法人産業総合技術研究所Ý開発ËĂÜº
45

āg新手法普及Ĉ目的áh経済産業省ä支援Ĉ受Ç LCA

40

áå自動車h複写機h電機業界àßä代表 12 社Â参加Í
ÕÂh富士電機å配電盤ä新旧製品ä比較評価発表Ĉ行Ù
ÕgôÕ 2008 年 6 月ä公開ĤňĳsÝåhLIME 手法Ĉ
適用ÍÜ環境負荷Ĉ顕著á低減ÍÕ事例ÞÍÜ発表Ïā機
会Ĉ得Õg社会的関心Ĉ背景áh社会čŜľŒ企業ú新聞
社Áÿä問合ÑÂ多Å¸ÙÕg
LIME ä特徴Ý¸ā統合化効果áþĀh環境負荷Ĉ社会
ĜĢıÞÍÜ試算ÝÃh省資源化ÍÕ新配電盤}一事例~
å約 40 % ä社会ĜĢı低減効果Ĉ持ÚÉÞÂ判明ÍÕg



社会コスト（万円）

日本ľĒsŒŉáÀºÜ LIME2WG Â開催ËĂÕgWG

トータル社会コスト
40％低減

35
30
25

旧高圧盤

20
15

新高圧盤

10
5
0
−5

素材

製造

物流

使用

製品のライフサイクルステージ

廃棄

トータル
社会コスト
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生産技術
ポール巻付け型太陽電池電源実証実験
太陽電池応用製品ä一事例ÞÍÜh街路灯á富士電機ä

図

ポール巻付け型太陽電池外観

図

ベアチップ多段積みの概要

ċŋŔľĊĢ太陽電池Ĉ後付ÇÏāņsŔ巻付Ç型太陽電
池電源ä実証実験Ĉ行ÙÜºāg昼間発電ÍÕ電力ĈĹĬ
įœsáÕ÷夜間歩道灯ä照明ÞÍÜ使用Íh発電量Þ負
荷äĹŒŜĢĈ調査ÍÜºāg現在h太陽電池Ĉ屋根á取
Ā付Çā方法Â主流Ý¸āÂh太陽光ä地面反射成分Ĉ効
率的á集光ÝÃāÉÞúh積雪環境Ýø効率Ĉ上ÈāÉÞ
ÂÝÃāÉÞàßÁÿh垂直面取付Ç方法ø見直ËĂÜÃ
Üºāg
富士電機ä太陽電池å軽ÅÜ曲Âā長所Ĉ持×hņs
Ŕ状取付ÇÂ可能Ý¸Ā台風àßä強風被害Â軽減ÝÃāg
Éä実験å大阪府八尾土木事務所á場所ĈÊ提供ºÕÖÃ
2009 年 3 月ôÝ実施Íh実験Ý得ÕİsĨĈ基á新製品
ä開発Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý¸āg

ベアチップ多段積み技術
近年h電子機器áåËÿàā小型化h高機能化Â求÷
ÿĂÜºāgÍÁÍ現状ä IC ĺĬĚsġàßä汎用電子
部品ä実装分野Ýåh実装ä高密度化ú部品Ğčģä極小
化å限界á達ÍÜºāÞ言ąĂÜºāg富士電機åh樹脂
ベアチップ

ĺĬĚsġŜęËĂÜºàº半導体}łċĪĬŀ~Ĉhŀ
œŜı基板á直接実装ÏāłċĪĬŀ実装技術Ĉ開発Íh
機器ä大幅à小型化Ĉ実現ÍÜÃÕg
今回hËÿàā小型化h高集積化ä要求Ĉ実現ÏāÕ
÷hłċĪĬŀä多段積õ実装技術Ĉ開発Íh実装面積Ĉ
約 50 % 小型化ÝÃÕgÉä技術åh現在h携帯型医療機

ベアチップ
（IC パッケージ内）

器á適用ËĂÜºāg機器ä小型化ÂÉĂĈ携帯Ïā患者

IC パッケージ

ËĉäĢıŕĢĈ軽減Ïāäá大ÃÅ役立ÙÜºāg

保護継電器試験システム
保護継電器試験装置å多彩à電気量ä発生Â可能àÉÞ

図

保護継電器試験システム

Áÿh保護œŕs試験Áÿ計器校正試験h発電所ä運転状
態ä模擬試験áø利用ËĂÜºāg
今回h従来ä発信部Ĉ高速化ÏāÉÞáþĀİġĨŔ波
形合成ú試験ŋsĲä機能追加Ĉ図ÙÕgÉĂáþĀh試
験範囲ä拡大Þ試験時間Ĉ短縮ÍÕg
追加機能Þ仕様å次äÞÀĀÝ¸āg

自動リレー試験ソフトウェア

（ 1） 高調波ŋsĲ}İġĨŔ波形合成ŋsĲä追加~
（ 2） 動作j復帰時間ä連続測定機能
（ 3） œŕs用電源内蔵h英文j和文切替¾

MPS31
k電圧＝140 V/0.5 A×3 相h精度＝＋
g
− 0.3 %h
電流＝10A/5 V×3 相h精度＝＋
− 0.3 %h質量＝20 kg
MPS33
k電圧＝140 V/0.5 A×3 相h精度＝＋
g
− 0.3 %h

電圧・電流切替器
「MPS31」
「MPS33」
「LCA33」

電流＝30A/12 V×3 相h精度＝＋
− 0.5 %h質量＝21 kg
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予防保全サービス
リモート監視モジュール
設備ä安定操業jŊŜįĳŜĢ業務効率化äÕ÷h設備

図

リモート監視モジュールの概要

Ĉ構成Ïā機器j装置ä{通常運転Àþé不具合発生前後
コールセンタ，
ローカル監視ツール

Web 監視

ä状態|ĈœŋsıÝ把握Í解析Ïā機能j支援環境Â要
求ËĂÜºāgÓÉÝh機器j装置á実装Ïāœŋsı監

XML データ，
ＤＢ管理

支援ツール

タグ名

瞬時
URL

視ŋġŎsŔÀþé各種İsĨĈ遠隔収集管理ÏāĤŜĨ
統一プロトコル通信

機能Ĉ開発ÍÕgÓä特徴Ĉ以下á示Ïg
（ 1） SOAP/XML Ĉ用ºÕ統一ŀŖıĜŔÝh機種á依存

Web
画面

機種対応
FRENIC4000
シリーズほか

ÑÐhĤĖŎċàœŋsı通信Ĉ実現ÍÕg

機種別
対応
定義

機種対応
Web 画面

統一プロトコル
Ｉ/Ｆ

リモート監視
統一 DB

名称

名称

データ

データ

データ

単位

データ

速度

ベース
速度

単位

3,600 r/min

正転寸動
速度

100

r/min

逆転寸動
速度

100

r/min

ローダ
Ｉ/Ｆ機能

既存ツール

（ 2） 機種固有äİsĨĈ蓄積Ïā統一 DB ÞhİsĨ監視

コア H/W・F/W 部
（SPCORE）

コールセンタ

äÕ÷ä Web ĞsĹ機能äŋġŎsŔ内実装àÿéá

リモート監視モジュール

両者Ĉ容易á構築ÝÃā支援ĭsŔĈ開発ÍÕg
IP-VPN

（ 3） 製品異常発生時á迅速á詳細à状態把握Ĉ行ºh機種

インターネット

Ｉ/Ｆオプションボード

固有ä解析ĞsļĢĈ提供ÏāĤŜĨ機能Ĉ開発ÍÕg

ローカル監視ツール
（Web 監視，支援ツールなど）

ドライブユニット

CE 業務支援システム
ĞsļĢ分野Ýåh経済産業省ä産業活力再成特別措

図

CE 業務支援システムの概要

置法á裏付ÇËĂāþ¼áhĞsļĢä生産性向上Â重
要視ËĂÜÃÕg今回hCE}ĔĢĨŇsđŜġĴċ~向

2006 年度

2007 年度

Çáh①ĢĽsĲh②安全h③保全費用最適化ĈĖsŘs

作業情報登録システム

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

ĲÞÍÜ計装ĠĢįŉĈ対象áÍÕ CE 業務支援ĠĢįŉ
実績データ登録環境

Ĉ構築ÍÕg主à特徴Ĉ次á示Ïg
（ 1） 作業情報登録機能kCE ä現地作業Ĉ把握ÍhĞsļ

点検記録データ
管理機能
①作業報告書

作業情報
登録機能

Ģä見¾ā化Ĉ実現ÍÕg

②点検記録データ

実績
データ群

③設置
環境
データ

保全実績
ＤＢ

（ 2） 点検記録İsĨ管理機能k点検記録報告書作成時間ä
工業計器

短縮h点検İsĨä傾向管理áþĀ保全提案Ĉ支援Ïāg
（ 3） 障害修復支援機能k保全実績İsĨÁÿ障害ä原因被

①工業計器劣化診断機能

②障害修復支援機能

疑箇所Ĉ予測Íh障害修復時間Ĉ短縮Ïāg
（ 4） 工業計器劣化診断機能k点検時ä校正記録İsĨĈ基

á統計的手法Ĉ用ºÜh劣化診断h保全提案Ĉ支援Ïāg
関連論文：富士時報 2008.5 p.227-231

モールド変圧器劣化診断システム
ŋsŔĲ変圧器ä劣化度Ĉ診断Íh保守点検ú更新計画

図

光反射率特性による劣化度診断

ä指標ÞÏāÕ÷劣化度診断ĠĢįŉĈ開発ÍÕgŋsŔ
Ĳ絶縁部å経年ä熱劣化áþā質量減少Þ表面ä酸化変色
á相関Â¸āÉÞá着目Íh質量減少Þ光反射率特性äŇ
診断åhŋsŔĲ変圧器Ĉ停止ËÑh光反射率測定器Ĉ

マスターカーブ
高圧コイル

光反射率測定

用ºÜ行ºh短時間Ý判定ÝÃāg
診断結果åh初期劣化h劣化進行期h更新推奨時期ä 3
段階劣化評価方式ÞÍh従来ä目視áþā定性的à診断Á
ÿ定量的à診断Â可能ÞàÙÕgÉä結果h劣化判定áþ
ā安定運用Þ更新時期決定á寄与Ïāg



光反射率測定器

波長②反射率

ĢĨsĔsĿĈ作成ÍÜ診断手法Ĉ確立ÍÕg

劣化進行方向

初期値

質量減少率
測定値
しきい値

波長①反射率
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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

展

望

2008 年åh緩úÁà拡大基調Â持続ÍÜºÕ 2007 年ä

監視ĠĢįŉĈ導入ÍÕ設備ä省đĶŔės活動á必要

市況Áÿ一変Íh米国äĞĿŀŒčŉ問題á端Ĉ発Ïā金

Þàā収集İsĨä解析Þ対策支援機能á対応ÍhF-

融市場ä混乱h原油価格ú素材価格ä高騰h中国経済ä減

MPC Net Þ連携Ïā解析支援ĠĢįŉF-MPC Ecoáh

速懸念àßáþā環境悪化ä影響áþĀh国内ä生産動向

全員Â参加ÝÃā省đĶŔės活動ä実現á不可欠à見¾

ú民間設備投資á減速感Â一段Þ強ôÙÕgÉäþ¼à環

ā化Ĉ強化Ïā Web 機能àßä機能拡充Ĉ行ÙÕg

境変化ä中á¸ÙÜhþĀ中長期的à視点Ý市場要求j環

ôÕh当分野ä事業áÚºÜhľŒŜĢjĠŎĳčĩs

境変化Ĉ先取ĀÍhþĀ一層ä顧客価値ä提供Ĉ目標ÞÍ

đŕĘıœĬĘ社}以下hSE 社Þº¼~ä日本法人Þ

ÜhęŖsĹŔ対応ä新製品開発h機種ä拡充Ĉ進÷ÜÃ

ä事業統合áþāh新生j富士電機機器制御株式会社Ĉ

ÕgôÕh市場Ĵsģä高ôĀÂ期待ËĂā機械装置類ä

2008 年 10 月 1 日付ÇÝ設立ÍÕgÉĂáþĀh受配電j

安全規格対応á貢献Ïā製品開発hÀþé京都議定書

自動化機器分野áÀºÜ世界äœsİČŜęĔŜĺĴs

ä第一約束期間ä開始áþā省đĶŔės活動ä高ôĀá

Ý¸ā SE 社ä製品ŒčŜĈ加¾hþĀ付加価値ä高º製

対応Íh工場j事業所àßä省đĶŔės活動Ĉ支援Ïā

品jĞsļĢä提供Ĉ開始ÍÕg

ĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÕg

具体的à製品ŒčŜÞÍÜh受配電j開閉機器分野Ý

受配電j開閉機器分野Ýåh新 JIS/IEC}日本~
hGB

åh世界最小ĞčģÝŘčĲŕŜġá対応ÍÕ低圧気中遮

}中国~
hUL}米国~ä各規格áÏïÜ対応ÍÕ真äęŖs

断器}ACB~úh電子式可調整Ý高遮断性能Ĉ持Ú開閉

ĹŔĭčŜĿŕsĔG-TWIN Ġœsģ125 v 400 AF

機器ä拡充ÀþéčŜįœġĐŜıŋsĨĢĨsĨàß

ä上位ľŕsŉÞàā 630 v 800 AF ä配線用遮断器j漏

ŋsĨ制御j保護機器群ä機種拡充Ĉ図ÙÕgôÕh電力

電遮断器Ĉ開発ÍhĠœsģŒčŜċĬŀä拡充Ĉ行ÙÕg

監視j制御機器分野Ýåh電気品質ĈþĀ高精度á計測Ý

併ÑÜhG-TWIN Ġœsģä 125 v 800 AF ôÝä全ľ

Ãā電力監視ĠĢįŉ機器ä機種拡充ÀþéĤsľįČœ

ŕsŉá対応ÍÕh電気đĶŔės監視h省đĶŔės

ŕsŏĴĬıhĤsľįČĲċĢčĬĪ/œňĬıĢčĬ

化支援Ĉ可能ÞÏāFePSU ĿŕsĔĈ開発ÍÕgô

ĪhĤsľįČĜŜıŖsŒàß SE 社ä幅広º安全機器

Õh近年高ôā制御電源ä低電圧直流化Þ小型軽量化ä市

群ä導入Ĉ行ÙÕg

場Ĵsģá応¾Üh従来ä交直両用操作形電磁接触器äĠ

ÉĂáþĀh従来ä機器製品äĜŜņsĶŜı提供á加

œsģá対ÍÜh外形Ç寸法h取付Ç寸法h端子位置Ĉ同

¾Üh省đĶŔėsĦœŎsĠŐŜÞÍÜä高機能電力監

一ÞÍÕ交流操作形Àþé直流操作形ä専用品Ĉ開発ÍÕg

視機器h安全機器ä品Ôă¾áĜŜĞŔįČŜęĈ加¾Õ

電力監視j制御機器分野Ýåh制御盤ä小型化äĴs

安全ĦœŎsĠŐŜh高性能受配電機器ä品Ôă¾Ĉ使Ù

ģá応¾āÕ÷ĺĶŔ奥行寸法Ĉ縮小ÍÕφ16 接点一体

ÕĘœįČĔŔĺŘsĦœŎsĠŐŜàßhþĀ高付加価

型äĜŇŜĲĢčĬĪminico ĠœsģAR16 形áÚº

値àĦœŎsĠŐŜ提供Ĉ進÷ÜºÅg

Üh国際安全規格á対応ÍÕ非常停止ĢčĬĪä開発j拡

富士電機åh多岐áąÕā顧客要求áhº×早Å的確á

充Ĉ行ÙÕgôÕhCO2 排出量ä削減成果ä数値化提示ä

ĦœŎsĠŐŜ提案ÝÃāĞsļĢ体制Ĉ強化Íh産業j

要請á対応ÍÕh工場j事業所áÀÇā省đĶŔės活動

社会äłĢıĺsıĳsĈ÷ÌÍÜºÅ所存Ý¸āg今後

ä推進á貢献ÏāÕ÷h電力監視ĠĢįŉF-MPC Net

Þø顧客各位äàÀ一層äÊ支援hÊ指導ĈÀ願º申Í上

á対Íh顧客要求Ĉ取Ā入ĂhWeb 化ĈåÎ÷ÞÍÕ一

Èāg

層ä機能拡充Ĉ行ÙÕgËÿáhÉäþ¼àđĶŔės
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受配電・開閉機器
電磁接触機「NEO SC シリーズ

SC-N4，SC-N5」の機種拡充

NEO SC Ġœsģä電磁接触器SC-N4
SC-N5

図１

電磁接触器

å交直両用操作形Ĉ販売ÍÜ好評Ĉ得ÜºāgÉĂá加¾
Üh近年高ôā制御電源ä低電圧直流化Þ小型軽量化ä市
場Ĵsģá応¾Üh交流操作形Àþé直流操作形ä専用品
Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 交流操作形SC-N5A

現行äSC-N5Þ外形寸法h取付Ç寸法h端子位置
g
同一}付属品ø現行品Þ共用可能~
約 15 % 軽量化
g
SC-N5/G
（ 2） 直流操作形SC-N4/G
世界最小ĘŒĢä外形寸法Þ消費電力
g
半導体製造装置ä SEMI 規格 F47-0200 á適合
g
SC-N5A

電力監視機能付「G-TWIN シリーズ

SC-N5/G

新 FePSU ブレーカ」

機械式ĿŕsĔÞ電気計測ŏĴĬıĈ組õ合ąÑāÉÞ

図

G-TWIN 250 AF の新「FePSU ブレーカ」

áþÙÜh低圧受配電設備ä保護h保全ÞÞøáh電気đ
ĶŔės監視h省đĶŔės化支援Ĉ可能ÞÏāFePSU
ĿŕsĔÂ好評Ĉ得Üºāg
今回h
G-TWIN ĿŕsĔÞ電気計測ŏĴĬıĈ組õ
合ąÑÕFePSU ĿŕsĔĈ新Õá追加ÍÕg主à特
徴Þ仕様å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 外観Ĉ G-TWIN ĿŕsĔÞ同一äńŘčıęŕs基

調ÞÍh125 v 800 AF Ĉ品Ôă¾
（ 2） G-TWIN ĿŕsĔä特徴ĈÏïÜ継承}小型h高性

能h安全性h保守性h使ºúÏËh環境負荷低減àß~
（ 3） 計測項目k電流h電圧h電力h電力量h高調波h力率h

漏Ă電流}ZCT 付 MCCB Þä組合Ñ時~

配線用遮断器（MCCB）

漏電遮断器（ELCB）

（ 4） ĤŜĞ}CThVT~内蔵Ý省施工h省ĢŃsĢ

グローバルツインブレーカ「G-TWIN シリーズ
新 JIS/IEC} 日 本 ~
hGB} 中 国 ~
hUL} 米 国 ~ ä 各

630 AF，800 AF」の機種拡充
図

800 AF

規格áÏïÜ対応ÍÕ真äęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔ
G-TWIN Ġœsģ125 v 400 AF ä上位ľŕsŉÞà
ā 630 v 800 AF ä配線用遮断器j漏電遮断器Ĉ開発Íh
ĠœsģŒčŜċĬŀä拡充Ĉ行ÙÕg主要外形寸法Ĉ従
来品Þ変¾āÉÞàÅh次ä主à特徴Ĉ持ÙÜºāg
（ 1） AC400 V 系 遮 断 容 量 ä 格 上 ÈkAC440 V/65 kA

70 kA
（ 2） UL 適用電圧ä拡大kAC480 VAC600 VhǼ結線適用
（ 3） ĿŖĬĘ端子Ĉ端子部直載形ÞÍh外形小型化Ĉ実現
（ 4） ELB áå欠相対応形ä新三相電源制御回路Ĉ採用Íh

漏電遮断器

ŊĕsįĢı切換ĢčĬĪĈ搭載
（ 5） 内装付属品Ĉ 400 v 800 AF äľŕsŉ間Ý共用化Íh

顧客áþā取付ÇĈ容易化
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電力監視・制御機器
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
制御盤ä小型化äĴsģá応¾āÕ÷hĺĶŔ奥行寸法

図

「AR16V0R-13R」

Ĉ縮小ÍÕφ16 接点一体型äĜŇŜĲĢčĬĪminico
ĠœsģAR16 形áÚºÜh国際安全規格á対応ÍÕ非
常停止ĢčĬĪä開発j拡充Ĉ行ÙÕg主à特徴å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
（ 1） 接点数å最大 4 接点
（ 2） 操作方式åhŀĬĠŎŖĬĘÀþéŀŔœĤĬıôÕ

åĨsŜœĤĬıÂ可能
（ 3） ŅĨŜÂŖĬĘËĂāôÝ接点Â動作ÍàºĤsľ

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

接点Ĉ開離j遮断Ïā直接開路動作機能á対応
（ 5） UL 規格hCSA 規格Àþé EN 規格ä認証Ĉ標準品Þ

ÍÜ取得

電力監視システム「F-MPC Net」の機能拡充
地球規模Ýä CO2 排出量ä削減活動ä成果Âh2008 年

図

システム構成図および画面例

度Áÿ数値Ý求÷ÿĂÜºāÂh目標達成å難ÍÅhđ
ĶŔės監視ä必要性ÂôÏôÏ高ôÙÜºāg富士電機
å電力監視ĠĢįŉÞÍÜF-MPC

画面例
監視パソコン
F-MPC Net

NetĈ提供ÍÜÃ

ÕÂh今回顧客要求Ĉ取Ā入ĂÜ一層ä機能拡充Ĉ行ÙÕg

クライ
アント

クライ
アント

メール
サーバ

拡充ÍÕ主à機能å次äÞÀĀÝ¸āg
F-MPC Net}Ver.2~
îä Web 機能ċĲ
（ 1） Web 化k
構内 LAN（Ethernet）
F-MPC Web（GW）
RS485

ēŜáþĀ実現
（ 2） ıŕŜĲkĕčĲ線Ĉ追加ÍĕčĲ線ä任意位置äę

Œľ値表示Þ画面印刷機能ä強化

F-MPC04

（ 3） İŇŜĲ監視k警報段数ä拡大}5 段~Þh過去äİ

F-MPC04P
F-MPC04S

FePSU

ŇŜĲęŒľä表示h画面印刷機能ä追加
（ 4） ŊsŔ発報k警報発生時á任意äŊsŔċĲŕĢîä

ŊsŔ発報Ĉ実現

省エネルギー解析支援システム「F-MPC Eco」の機能拡充
設備ä効果的à省đĶŔės活動áåhđĶŔės監

図

システム構成図および画面例

視ĠĢįŉä導入ÞÉĂáþā収集İsĨä解析Â必要
Ý¸āg富士電機åh監視ĠĢįŉF-MPC Netá連
携ÍÕ解析支援ĠĢįŉF-MPC EcoĈ提供ÍÜºā

監視パソコン
F-MPC Net

画面例
F-MPC Eco

クライ
アント

クライ
アント

Âh今回全員参加ä省đĶŔės活動Ĉ実現ÏāÕ÷ä見
¾ā化Ĉ強化Ïā Web 機能ä追加àßä機能拡充Ĉ行Ù
Õg主à拡充機能å次äÞÀĀÝ¸āg

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

（ 1） İsĨłsĢ構築k規模áþĀŒčĤŜĢä要j不要

ä選択Â可能Ýh運用開始後áİsĨłsĢ拡大ø可能

監視パソコン帳票 DB
IIS
スケジューラ

（ 2） đĶŔės使用量表示ä多様化kęŔsŀÊÞä使用

量ä表示h表示期間ä選択hęŒľ表示ä選択Àþéđ
ĶŔės種別ä表示Â可能
（ 3） İsĨ比較：各表示期間h全ęŒľ種類Â可能
（ 4） 使用量評価表示：計画値á対Ïā使用量ä判定Â可能



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

地球環境にやさしい技術で
世の中に貢献

重兼

壽夫}ÍÈÁã

èËÀ~

富士電機デバイステクノロジー株式会社
取締役社長

新年明ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg皆様方áÀÁĂ

自動車分野Ýåh地球áúËÍºĸčĿœĬĲ自動車ä

ôÍÜåh志ø新Õá新年ĈÀ迎¾äÉÞÞ心þĀÀ慶é

普及Â急ÂĂÜºôÏg当社å心臓部á当ÕāĺŘsĜŜ

申Í上ÈôÏg

ıŖsŔŏĴĬıä省đĶŔėsÞ省資源Ĉ実現Ïā新製

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社åĺŘs半導体h

品ä量産準備Ĉ進÷ÜºôÏgĺŘsĜŜıŖsŔŏĴĬ

İČĢĘ媒体h画像İĹčĢä各事業Ĉ通ÎÀ客様Ĉ通

ıä高性能化Ĉ通ÎÜĸčĿœĬĲ自動車ä普及á貢献Í

ÍÜ世ä中á貢献ÏāÞº¼理念äøÞ社会îä貢献Þ

ôÏg

企業価値ä増大á向Ç取Ā組ĉÝºôÏg
À客様Ĉ通ÍÜ世ä中á貢献Ïāáå以下ä事柄Â
大切ÖÞ考¾ôÏg
（ 1） 美Íº地球環境Ĉ守āÕ÷省đĶŔėsh温暖化ĕĢ

対策àß人類共通ä目標á貢献ÝÃāÉÞ
（ 2） À客様ÞÞøá上記Ĉ実現ÏāÕ÷h新製品ä目標値

ĈÀ客様Þ一緒áÚÅāÉÞ
（ 3） 上記目標値Ĉ製品化Ïā確固Õā技術ÞøäÛÅĀĈ

情報機器分野Ýå省đĶŔėsÞ低ķčģĈ両立Íh使
ºúÏËĈ改善ÍÕ第 6 世代 MOSFETSuper FAP-E3
900 V ĠœsģĈ製品化ÍôÍÕg省đĶŔėsÞ低ķ
čģä両立á加¾h壊ĂáÅËĈ向上ÍÕäÂ特徴ÝÏg
ÉĂÿä改善áþĀĢčĬĪŜę電源ä高効率j高信頼性
Àþé設計自由度ä向上á貢献ÍôÏg
情報産業分野Ýåh業界Ý始÷Ü高記録密度化技術ä
一ÚÝ¸ā ECC}Exchange-coupled Composite~媒体ä

確立ÏāÉÞ

製品化á成功Íh2.5 čŜĪ 250 G Ĺčı/枚h3.5 čŜĪ

当社Ĉ取Ā巻Å事業環境å日々厳ÍËĈ増ÍÜºôÏg

500 G Ĺčı/枚ä生産Ĉ開始ÍôÍÕg従来ä垂直磁気

悪化Ïā市場環境ä中ÝĽŜĪĈĪŌŜĢá変¾ā施策Ĉ

記録媒体á独自ä改良Ĉ加¾āÉÞÝh書Ã込õúÏËÞ

推進ÍàÂÿh地球環境áúËÍÅh次ä世代á明āº未

高º熱安定性Ĉ実現ÍôÍÕgÉä技術åËÿá磁性結晶

来Ĉ残Ñā技術開発ÞøäÛÅĀĈ進÷ôÏg

粒子ä微細化Ĉ進÷āÉÞÝh次世代ä高記録密度化áø

産業đŕĘıŖĴĘĢ分野Ýå電力変換効率Ĉ高÷ā技

対応ÏāÞÞøáh省資源áø貢献ÍôÏg

術ä確立Þh市場äĴsģá合ÙÕĺŘs半導体製品ä普

画像情報機器分野áÀºÜåıĳs消費量ä低減Ĉ図Ā

及Â課題ÝÏg電力変換技術ä向上áå富士電機ęŔsŀ

àÂÿ高解像度h高速性h高耐久性Ĉ誇ā感光体Ĉ開発Í

ä力Ĉ結集Íh取Ā組ĉÝºôÏg当社äĺŘs半導体製

ôÍÕg独自ä材料技術Þ評価技術Ĉ駆使Íh高性能à感

品åh省đĶŔėsĈåÎ÷省資源h安心h経済性á加¾

光体製品Ĉ提供ÏāÉÞÝh情報社会ä発展á貢献ÍôÏg

Ü電磁環境ĈþÅÏā施策Ĉ推進ÍhþĀ一層ä普及á努
÷ôÏg
省 đ Ķ Ŕ ė sh č Ŝ ľ Œ 分 野 Ý å 第 6 世 代 IGBT ŋ

目ôÆāÍÅ変ąā事業環境áº×早Å対応ÏāÉÞÂ
当社ä課題ÝÏg当社å 2008 年 12 月Áÿ事業運営á必要
à情報ĈþĀ早Å経営中枢á集中ÝÃā体制Ĉ取ĀôÍÕg

ġŎsŔV ĠœsģĈ製品化ÍôÍÕg最先端技術Ĉ

øäÚÅĀÝå松本h山梨ä両事業所ĈŇğs工場Þ位置

用ºÕ低損失 IGBT ĪĬŀ技術Þh高放熱ĺĬĚsġ技術

ÛÇh研究j開発Áÿ生産ôÝ一貫ÍÕ当社ķďĸďä集

Ĉ融合ÏāÉÞáþĀhIGBT ŋġŎsŔä大幅àĺŘs

積Ĉ行ºôÏg

密度ä向上Â達成ÝÃôÍÕg例¾æ 1,200 V 耐圧äĘŒ

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社å市場Ĵsģá

ĢáÀºÜ約 10 % 以上ä省đĶŔėsĈ実現ÏāÞÞø

沿ÙÕ製品Ĉ顧客起点Ý創造Íh地球環境áúËÍºøä

á約 30 % ä小型化Ĉ実現ÍôÍÕg電力変換機器ä省đ

ÚÅĀĈ通ÎÜ感謝ä気持×Ĉ社会á伝¾h技術Ý恩返Í

ĶŔės化Þ省資源化á貢献ÍôÏg

Ïā企業Ĉ目指ÍôÏg
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半導体

半導体

展

望

2008 年 7 月á開催ËĂÕ北海道洞爺湖ĞňĬıÝå地

ÍÕSuperFAP-E3 ĠœsģĈ高効率h低ķčģ特性

球温暖化Â最大ä課題ÞÍÜ取Ā上ÈÿĂh先進国ÖÇÝ

åÓäôôÝhěsıĪŌsġ特性Ĉ 20 % 低減ËÑÜĢ

àÅh発展途上国ø含÷Õ地球規模Ýä温暖化防止áÚ

čĬĪŜę損失Ĉ改善ÍÕSuperFAP-E3S 低 Qg Ġœs

ºÜä話Í合ºÂ行ąĂÕg富士電機ÝåĺŘsđŕĘı

ģÞhÓä設計思想Ĉ生ÁÍ高耐圧化Ĉ図ÙÕSuper

ŖĴĘĢ技術Ĉh地球環境保護hCO2 削減Ĉ実現ËÑā重

FAP-E3 900 V ĠœsģĈ開発ÍÕgĩčēsĲ製品Ý

要事業ÞÍÜ位置ÛÇÜ推進ÍÜÀĀhÓä技術Ĉ支¾ā

åh高耐圧Ý逆阻止電流ä小Ëº SBD}Schottky Barrier

基幹部品ÞÍÜäĺŘs半導体åh今後ôÏôÏÓä重要

Diode~ä系列化Ĉ行ÙÕg

性Ĉ増ÏøäÞ考¾ÜºāgÉäþ¼à状況ä下h富士電

車載用 IGBT ŋġŎsŔÝåhU Ġœsģ IGBT Ĉ適

機äĺŘs半導体å高耐圧h低損失h高信頼性Ĉ特徴ÞÍh

用ÍÕ昇降圧ĜŜĹsĨ IGBT IPM Àþé両面åĉÖ付

顧客ä機器jĠĢįŉä高機能化h省電力化h低ĜĢı化

Ç実装Ĉ可能ÞÍÕ÷ÙÃĪĬŀĈ量産化ÍÜÀĀhÏÝ

àßäĴsģá応¾ā製品群Ĉ提供ÍÜÃÜºāg

á自動車市場Ý採用ËĂÜºāg2008 年åhŇčŔĲĸ

産業用ĺŘsİĹčĢ分野ÝåhËÿàā需要拡大Â

čĿœĬĲĠĢįŉîä搭載Ĉ目的á製品開発ÍÕ次世代

予測ËĂā産業čŜľŒ分野Ý使用ËĂā高圧j大容量č

車載用ĺŘsŋġŎsŔáÀºÜhV Ġœsģ IGBT Ĉ

ŜĹsĨú風力発電ĠĢįŉ向Çä電力変換装置îä貢献

適用ÍÕ低損失化ÞĺĬĚsġä低熱抵抗化Ĉ図āÉÞá

Ĉ目指Íh第 5 世代 IGBT}Insulated Gate Bipolar Tran-

þĀh従来比Ý約 40 % ä小型化Ĉ達成ÍÕgôÕhIGBT

sistor~
U4 ĠœsģäŒčŜċĬŀĈ拡充ÍÕ HPM

ŋġŎsŔá温度j電流ĤŜĢ機能Ĉ付加ÍhĲŒčĿ

}High Power Module~Ĉ開発ÍÕg最新äĪĬŀ技術ä

IC Þä組合ÑÝ精度ä高º保護Ĉ実現ÍhĺŘsĜŜı

採用ÞÞøáh製品ĺĬĚsġáå低čŜĩĘĨŜĢj低

ŖsŔŏĴĬıä小型化Þ装置組立ä簡素化á寄与ÝÃā

熱抵抗絶縁基板j高耐ıŒĬĖŜę性樹脂Ĉ採用Íh高性

新ÍºĜŜĤŀıĈ持ÙÕ製品開発Ĉ行ÙÜºāg

能j高信頼性Ĉ実現ÍÕgôÕh従来Áÿ富士電機ä主力

独自ä MEMS 技術Ĉ応用ÍÕ圧力ĤŜĞÝåh自動車

製品Ý¸ā中容量製品向Ç産業 IGBT ŋġŎsŔ製品áÀ

äđŜġŜ性能Ĉ最適化ÏāÕ÷ä高地補正用小型大気圧

ºÜåh第 6 世代 IGBTV ĠœsģĪĬŀĈ搭載ÍÕ

ĤŜĞĈ開発Íh自動車ŊsĔsä新ÕàĴsģá応¾Õg

ĺŘsŋġŎsŔ製品Ĉ開発ÍÕgV ĠœsģÝåh
U

čęĳčĨ分野Ýåh自己保護機能ÞđŜġŜä破壊防止

Ġœsģä素子構造ĈËÿá最適化Íh低損失j低ķč

機能àßä高º信頼性要求á応¾Õ新製品Ĉ開発ÍÕg自

ģ化Ĉ実現ÏāÞÞøáhěsı抵抗áþā制御性Ĉ高÷

動車 ECU}Engine Control Unit~向Çä IPS}Intelligent

{使ºúÏË|Ĉ追求ÍÕ IGBT ŋġŎsŔĈ実現ÍÕg

Power Switch~分野Ýåh信頼性Ĉ向上Íh2 ĪŌĶŔ

電源用ĺŘs IC Ýåh高効率h低消費電力h低ķčģ

Ĉ小型ĺĬĚsġá実装ÍÕ新製品Ĉ開発ÍÕgËÿá富

Ĉ実現ÏāÕ÷ä電力変換ıņŖġs技術ÞhÓĂĈ低

士電機ä高信頼性半導体技術Ĉ応用ÍÕ製品ÞÍÜh放射

ĜĢıÝ実現ÏāÕ÷äİĹčĢ技術Ĉ組õ合ąÑÕ新製

線ä影響Ĉ受Çàº宇宙用ĺŘs MOSFET ø開発ÍÕg

品Ĉ開発ÍÕg一次側電源用途Ýå連続ŋsĲ力率改善用

以上äþ¼à新製品Ĉ開発ÏāÞÞøáh将来ĴsģĈ

ICh700 V 耐圧起動回路Ĉ内蔵ÍÕ低待機電力 PWM 電源

予測ÍÜä次世代技術ä開発ø進÷ÜºāgİĹčĢ性能

ICh臨界ŋsĲ力率改善Þ電流共振回路ä統合 IC Ĉ開発

Â理論限界á近ÛºÜÃÜºā中Ýh新規材料ú新規構造

ÍÕgôÕh二次側電源用途ÝåhŘčĲ入力高効率降圧

İĹčĢ開発áø力Ĉ入ĂÜºāg

ĜŜĹsĨ ICh携帯機器用äŇŔĪĪŌĶŔ電源 IC Ĉ開
発ÍÕg
電源用ĺŘsİČĢĘœsı製品Ýåh2007 年á開発

今後ø引Ã続Ã富士電機Ýåh環境問題Ĉ含÷Ü多様化
Ïā顧客Ĵsģá応¾āÕ÷hĺŘs半導体ä技術開発j
製品開発á取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg
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半導体
産業用 IGBT ハイパワーモジュール
近年h産業čŜľŒ分野Ý適用ËĂā高圧j大容量č

関連論文：富士時報 2008.6 p.390-394

図１

IGBT ハイパワーモジュール

ŜĹsĨú風力発電ĠĢįŉ向Çä電力変換装置用áh大
容量 IGBT ŋġŎsŔä需要Â拡大ÍÜºāg富士電機åh

M152 パッケージ

他社äŋġŎsŔĺĬĚsġÞ互換性ä¸ā IGBT ĸčĺ
ŘsŋġŎsŔĈ新Õá開発ÍÕg本製品åh第 5 世代
IGBTU4 ĠœsģĈ搭載Íh低損失j低ķčģ化Ĉ実
現ÍÕgôÕh絶縁基板á窒化Ěč素Ĉ採用Íh業界ıĬ
ŀŕłŔä低熱抵抗Ĉ達成ÏāÞÞøáh600 以上ä耐ı
ŒĬĖŜę指数Ĉ持Ú樹脂材料ĈŋsŔĲĚsĢá適用
Íh高º耐環境性能Ĉ実現ÍÕgĺĬĚsġåh130 mm
×140 mmh190 mm×140 mm ä Ğ č ģ Ĉ 持 ×h1 in 1 À
þ é 2 in 1 Ĉ 構 成 Ï āg1 in 1 åh1,200 v 3,600 Ah2 in 1

M256 パッケージ

M151 パッケージ

åh600 v 1,200 A ä電流容量Ĉ持×hŋġŎsŔ耐圧å
1,200 V Àþé 1,700 V Ý¸ā}合計 14 機種~
g

ハイブリッド車モータ駆動用 IGBT モジュール
CO2 排出量ä少àºĸčĿœĬĲ車åhđĜĔsÞÍÜ

関連論文：富士時報 2008.6 p.386-389

図

ハイブリッド車モータ駆動用 IGBT モジュール

ä社会的認知度Â高Å急速á普及ÍÚÚ¸āg富士電機Ý
åĸčĿœĬĲ車äŋsĨ駆動用čŜĹsĨá最適à小
型j低損失à車載用 IGBT ŋġŎsŔĈ開発ÍÕg
IGBT ĪĬŀåh第 6 世代Ý¸ā 600 V 耐圧V Ġœs
ģĈ採用Íh損失低減Þ高電流密度化Ĉ実現ÍÕgôÕ
1 秒程度ä異常過負荷時áĪĬŀ温度Â急上昇ÍÕ場合Ý
øhIGBT ĪĬŀá内蔵ËĂÕēŜĪĬŀ温度ĤŜĠŜę
ĩčēsĲÝh異常過熱ä検知Â可能Ý¸āgËÿáčŜ
ĹsĨĠĢįŉä故障j停止Ĉ未然á防止ÏāÕ÷á必要
à IGBT ĪĬŀ温度保護回路h短絡保護回路h過電流保護
回路åh富士電機製ěsıĲŒčĿ ICFi009Þ組õ合
ąÑāÉÞÝ容易á構築ÝÃāþ¼áÍÕg

小型・薄型 IPM
近年hĞsŅċŜŀàßä電力変換装置á使用ËĂā
IGBT-IPM áåh小型化j低価格化j高信頼性j使ºú
ÏËÂ強Å要求ËĂÜºāgÉä市場Ĵsģá対応Ïā
Õ÷h富士電機Ýå制御 IC ä小型化j内部ŕčċďıä
最適化àßä施策áþĀh既存äP622 ĺĬĚsġá
対ÍÜ厚Ë 5 mm 減j面積比 35 % 減ä小型äP626 ĺĬ
ĚsġĈ開発ÍÕgËÿáĲŒčĿ能力最適化jĽŜ配
置ä見直Íø並行ÍÜ行ºh使ºúÏËø実現ÍÕg新製
品ä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 定 格 電 圧j 電 流k600 V/30 v 75 Ah1,200 V/25 v

50 A}600 V/75 Ah1,200 V/50 A å 6 in 1 äõ~
hRoHS 対応
（ 2） 外形kW87×D50×H12}mm~
（ 3） 内蔵機能kĲŒčĿ機能h過電流j短絡jĪĬŀ温

度j不足電圧保護}上下ċsŉÁÿċŒsŉ出力可能~



図

「P626 パッケージ」
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半導体
高速 IGBT
MRI ú X 線装置àßä医療用機器h溶接機úŀŒģŇ

図

高速 IGBT のターンオフ波形

ĔĬĨ用電源hUPSh太陽光čŜĹsĨÞºÙÕ機器åh
近年高周波化Â加速ÍÜºāgÉĂÿ高周波用途機器向

従来品 IGBT

t ＝100 ns/div
V CE＝200 V/div

Çáh低損失à高速 IGBT Ĉ開発ÍÕgIGBT Þ FWD ä
出力特性ÞĢčĬĪŜę損失Ĉ 20 v 50 kHz ä高周波用

I C ＝50 A/div

途á最適化ÏāÉÞÝĢčĬĪŜę損失Ĉ大幅á低減ÍÕg
ôÕhĞsġ電圧Ĉ抑制Ïāþ¼ĪĬŀ設計Ĉ最適化Í
Õg図å高速 IGBT äĨsŜēľ波形ä例Ý¸Āh従来品
高速 IGBT

á比ï DV/DT Ĉ高速化ÍhįčŔ電流ÂĥŖáàÙÜÀĀh

V CE＝200 V/div

ĨsŜēľ損失Ĉ大幅á低減ÍÕg
定格電圧j電流å次äÞÀĀÝ¸āg
2 in 1 ŋġŎsŔ
g

1,200 V/100 Ah150 Ah200 A

1 in 1 ĪŐĬĺŋġŎsŔ
g

I C ＝50 A/div

1,200 V/200 Ah300 Ah400 A

第 6 世代パワー MOSFET「SuperFAP-E3S 低 Qg シリーズ」
近年h各種電子機器á組õ込ôĂāĢčĬĪŜę電源á

図

関連論文：富士時報 2008.6 p.403-406

「SuperFAP-E3S 低 Qg シリーズ」

対ÍÜh各種規制áþĀ高効率h低ķčģä要求Â高ôÙ
ÜºāgÉĂÿä要求á対応ÍÕĢčĬĪŜęİĹčĢÞ
Í Ü第 6 世 代ĺ Ř s MOSFETSuperFAP-E3S 低 Qg Ġ
œsģĈ開発ÍÕg本製品å既存äSuperFAP-E3 Ġ
œsģäŀŕsĳ型 MOS 構造Ýä業界最小ä低ēŜ抵
抗性能Ĉ持ÙÕôôhěsıĪŌsġ特性 Q g Ĉ従来比約
20 % 低減ÍhÁÚěčŜ特性 Gfs Ĉ最適化ÏāÉÞáþĀ
ĢčĬĪŜę損失ä低減ÞĨsŜēŜ DV/DT ä低減Ĉ両立
ÍhĢčĬĪŜę損失ÞķčģäıŕsĲēľĈ実現ÍÕg
本製品Ĉ適用ÏāÉÞáþĀh電子機器ĠĢįŉÞÍÜä
電力効率向上Þ温度上昇低減Ĉ実現Íh省đĶŔės化á
貢献ÝÃāg

宇宙用パワー MOSFET
宇宙開発分野áÀºÜĺŘs MOSFET åh衛星àßä

図

宇宙用パワー MOSFET

電子機器îä電力供給äĖsİĹčĢÞÍÜ重要視ËĂÜ
ºāg重粒子Â飛é交ºh放射線á満×Üºā過酷à宇宙
空間áÀºÜøh世界ıĬŀŕłŔä低ēŜ抵抗j高速Ģ
čĬĪŜę性能Ĉ発揮ÏāĺŘs MOSFET Ĉ開発Íh独
立行政法人宇宙航空研究開発機構}JAXA~ä認定部品Þ
ÍÜ製品化ÍÕg本製品å 2008 年á国内j欧州ŊsĔs
向Çá販売Ĉ開始ÍÜºāg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
①放射線耐性h②高信頼性h③定格電圧 100 Vh130 Vh
200 Vh250 Vh500 Vh À þ é SMD}Surface Mount Device~Ĉ含÷Õ 4 ĨčŀäĺĬĚsġ}合計 30 型式ĈŒč
ŜċĬŀ~
富士電機åh宇宙開発分野áÀºÜø高º技術力Þ信頼
性Ý世界á貢献ÍÜºāg
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半導体
高耐圧超低リーク電流 SBD の系列化
ĺĦĜŜhİġĨŔ家電àßá搭載ËĂāĢčĬĪŜ

図

高耐圧超低リーク電流 SBD

ę電源ä要求ÞÍÜåh電源容量増加h高効率化規制対応h
小型化h低ķčģ化àßÂ¸āgÓÉá使用ËĂā二次側
整流ĩčēsĲáåh低損失h高温動作h低ķčģàß
ä要求Â高ÅàÙÜºāg富士電機ÝåÉä高温動作要求
á合ąÑ 120h150h200 V 耐圧ä超低œsĘ電流ĠŐĬı
ĖsĹœōĩčēsĲ}SBD~ĠœsģĈ開発ÍÕg
ĪĬŀ構造Ĉ最適化ÏāÉÞáþÙÜh従来品á比ï
ÜœsĘ電流Ĉ 1 ÇÕ小ËÅÍh逆方向損失Ĉ大幅á低減
ÍÕgÉĂáþĀh特á高温Ýä損失低減Ý接合部温度
175 ℃保証Â可能ÞàĀhSBD ä低 6FhĦľıœĔĹœs
性Þ併Ñh高温環境下áÀÇā用途Ý最適àİĹčĢÂ実
現ÝÃÕg

マルチチップパワーデバイス「M-Power 2B シリーズ」
富士電機Ýåh高効率j低ķčģj高信頼性Ý¸ā独自

図

「M-Power 2B」

ä複合発振型電流共振電源Ĉ開発Íh制御 IC Þ二Úäĺ
Řs MOSFET Ĉ持Ú専用İĹčĢäM-Power 2 Ġœs
ģĈ製品化Í好評Ĉ得Üºāg今回åh電源ĠĢįŉä
ĜĢıĩďŜ要求á対応ÍÕM-Power 2B ĠœsģĈ
開発ÍÕg制御 IC á起動回路h起動時ĦľıĢĨsı機
能h低入力電圧保護機能àßĈ内蔵Íh周辺部品Àþé端
子ä削減Ĉ図ÙÜºāgôÕh待機動作Â可能Ý待機専用
電源Â不要Ý¸āg主à特徴å以下äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 共振åÐĂàÍÝ高信頼性
（ 2） 効率 90 % 以上Ý小型j薄型電源á最適
（ 3） 待機性能k入力電力 1 W 以下}0.5 W 出力時~
（ 4） 製品系列k600 V/1.2 Ωh500 V/0.38 Ωh250 V/0.09 Ω

臨界型 PFC 電流共振統合電源 IC「FA5560M」
ċĘįČĿľČŔĨ回路用á使ąĂÜºā臨界型 PFC
}Power Factor Correction~制御 IC Þh高効率j低ķč
ģä電流共振制御 IC Ĉ統合ÍÕ臨界型 PFC 電流共振統
合電源 ICFA5560MĈ開発ÍÕg高耐圧起動回路úĢ
ĨŜĹč機能Ĉ内蔵Íh電源ä部品削減h省ĢŃsĢ化h
ĢĨŜĹč電力削減Â可能Ý¸āgôÕhPFC 部Þ電流
共振部ä起動j停止ĠsĚŜĢĈ内蔵ÍhĢĨŜĹč起動
Àþé定格負荷起動Â可能Ý¸āg主à特徴å次äÞÀĀ
Ý¸āg
（ 1） 臨界型 PFC 制御 IC Þ電流共振制御 IC ä統合電源 IC
（ 2） 500 V 耐圧起動回路jĢĨŜĹč機能内蔵
（ 3） 起動j停止ĠsĚŜĢ内蔵
（ 4） ĿŒďŜċďı保護機能内蔵
（ 5） 20 pin-SOP ĺĬĚsġ



関連論文：富士時報 2008.6 p.419-423

図

「FA5560M」
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半導体
8 ピン連続 PFC IC「FA5550/51」
民生機器á求÷ÿĂā電源ä小型化Ĉ実現Ïā 8 ĽŜ連

図

SOP-8 パッケージ「FA5551」

続 PFC}Power Factor Correction~ICFA5550/51 Ĉ
開発ÍÕg
従来 16 ĽŜÝ¸ÙÕ連続 PFC IC Ĉ 8 ĽŜ化ÏāÉÞ
áþĀh周辺部品Ĉ削減Íh電源ä小型化Ĉ可能ÞÍÜº
āgôÕh電源効率向上äÕ÷h電流検出Ĉ従来äŇčĳ
Ģ検出ÁÿŀŒĢ検出áÏāÉÞáþĀh損失ä低減Ĉ
行ÙÜºāgËÿáh次ä保護機能Ĉ IC á内蔵ÏāÉÞ
Ýh安全性ä高º電源Ĉ低ĜĢıÝ実現ÏāÉÞĈ可能Þ
ÍÜºāg
（ 1） 低 AC 入力電圧保護}ĿŒďŜċďı~
（ 2） ľČsĲĹĬĘēsŀŜjĠŐsı保護

高効率低待機電力 PWM 制御 IC「FA5592/93 シリーズ」
近年ä省đĶŔės要求}EPA 規格àß~äÕ÷á低

図

SOP-8 パッケージ「FA5592」

待機電力機能ä強化h平均効率ä向上Àþé EMI ķčģ
低減機能ñÁ各種保護機能Ĉ持ÙÕ SOP8 ĽŜäĔŕŜ
ıŋsĲ PWM}Pulse Width Modulation~制御 ICFA
5592/93 ĠœsģĈ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 700 V 耐圧ä起動回路Ĉ内蔵
（ 2） 平均効率向上äÕ÷負荷á応ÎÕ動作周波数低減機能

Ĉ内蔵
（ 3） 電流検出抵抗Ýä損失低減Â可能
（ 4） 低 AC 入力電圧保護}ĿŒďŜċďı~
（ 5） ŋsĨàßäĺŔĢ負荷電流á対応ÍÕ過負荷}電流

制限~保護機能
（ 6） 外部ŒĬĪ方式過熱保護h過電圧保護

高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」
電源 IC åh近年äİġĨŔ家電ä急速à普及úh産業

関連論文：富士時報 2008.6 p.424-427

図

高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」

用市場ä拡大á伴ÙÜ製品ä高効率化h小型化h高信頼性
化h低電圧化Â求÷ÿĂÜºāg今回ÉĂÿä市場要求á
対応Í従来機種þĀ高効率化h高周波化h高信頼性化h低
電圧化Àþé外付Ç部品削減Ĉ図āÕ÷hĸčĞčĲ n
ĪŌĶŔ MOSFET 内蔵h位相補償内蔵h電流ŋsĲ制御h
ĻĔĬŀ動作ä降圧ĜŜĹsĨ ICFA7743NĈ開発Í
Õg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 効

率k90.7 %

（ 2） 電源}VCC 端子~電圧k9 v 45 V
（ 3） 最大負荷電流k1.5 A

k500 kHz
（ 4） 動作周波数}固定~
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半導体
携帯機器用マルチチャネル電源 IC「FA7763R」
近年hİġĨŔĢĪŔĔŊŒúļİēĔŊŒàßä携帯

関連論文：富士時報 2008.6 p.428-431

図

7 チャネル電源 IC「FA7763R」

型電子機器åh高機能化á伴ÙÜh電圧ä異àā多出力系
統ä安定ÍÕ電源Â要求ËĂÜºāgÉĂÿäŇŔĪĪŌ
ĶŔ電源回路á適ÍÕh7 ĪŌĶŔ出力ä PWM 制御方式
DC-DC ĜŜĹsĨ ICFA7763RĈ開発ÍÕg特徴å
次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 動作電源範囲k4 v 10 V
（ 2） ĢčĬĪŜę MOSFET 内蔵
（ 3） 同期整流方式ä電流ŋsĲ制御á対応
（ 4） LED 電流制御á対応
（ 5） 各種保護回路内蔵}低電圧誤動作防止hĦľıĢĨs

ıhĨčŇŒĬĪ式短絡保護h過電流保護h過熱保護~
（ 6） 56 Ľ Ŝ QFN ĺ Ĭ Ě s ġ} □ 7 mm×7 mmh H0.9

mm~
関連論文：富士時報 2008.6 p.432-434

高機能ワンチップイグナイタ
自動車ä安全性h快適性h省đĶŔėsú環境問題îä

図

TO-220 パッケージ

対応äÕ÷h車両構成部品ä多ÅÂ電子化ËĂÜºāg自
動車á搭載ËĂh過酷à環境Ý使用ËĂāÉÞÁÿ高º信
頼性Â要求ËĂāg富士電機Ýåh実車Ý想定ËĂāË
ôÌôà電気的ĢıŕĢú条件á対応ÏāÕ÷hčęĳč
Ĩ自身á保護機能Ĉ搭載Íh高機能化á取Ā組ĉÖgôÕh
従来ä小型ĺĬĚsġĈ踏襲ÏāÕ÷áhēŜ電圧Ĉ電源
ÞÏā回路構成Ýh微細化ŀŖĤĢĈ適用ÍÕčęĳčĨ
Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 主要特性k400 V/12A
（ 2） 保護機能k電流制限機能h過熱検出機能hĨčŇ機能h

Ħľıēľ機能
（ 3） ESB 耐量k300 mJ}150 ℃~

インテリジェントパワー MOSFET「F5063L」
環境j安全j快適性能向上Ĉ背景ÞÏā自動車電装Ġ
Ģįŉä小型j大規模化á対応ÏāÕ÷hĺŘs半導体á
周辺回路Ĉ内蔵ÍÕčŜįœġĐŜıĺŘs MOSFET ä
系列品ÞÍÜŖsĞčĲ高機能 MOSFETF5063LĈ開
発ÍÕgÉä製品å従来品同様h短絡保護}過電流j過熱
保護~機能Ĉ内蔵ÍàÂÿh負荷断線検出機能Àþé状
態出力端子Ĉ新設Íh過電流j過熱àßä半導体素子ä状
態úh負荷断線有無àßä負荷状態Ĉ CPU î出力可能Þ
ÍÕgËÿá 1.5 m 自己分離型ŀŖĤĢ}従来 3 m~úh
出力段 MOSFET ä擬平面接合ďĐsĸŀŖĤĢ技術áþ
ĀhēŜ抵抗Ĉ従来ä 600 mΩ max Áÿ 140 mΩ max á
低減ÍÕg従来品á対Í約 25 v 30 % äĪĬŀĞčģĠŎ
œŜĘĈ実現ÍhSOP-8 ĺĬĚsġá 2 ĪŌĶŔ分äĪĬ
ŀ搭載Ĉ可能ÞÍÕg



関連論文：富士時報 2008.6 p.410-414

図

インテリジェントパワー MOSFET「F5063L」
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半導体
自動車向け高地補正用小型大気圧センサ
自動車産業áÀÇā環境îä取組õå規制強化ÞÞøá

関連論文：富士時報 2008.6 p.435-437

図

自動車向け高地補正用小型大気圧センサ

高ôÙÜÃÜÀĀh自動車äđŜġŜŇĶġŊŜıä高精
度化j高効率化ÞhÓäĖsİĹčĢä一ÚÝ¸ā圧力Ĥ
ŜĞä重要性Â高ôÙÜÃÜºāg今回h第 5 世代İġĨ
ŔıœňŜę型圧力ĤŜĞĪĬŀĈ用ºÜh自動車Â高地
Ĉ走行Ïā際ä高地補正用途ÞÍÜ用ºÿĂā ECU}電
子制御ŏĴĬı~基板上á表面実装Â可能à小型大気圧Ĥ
ŜĞĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 圧力ŕŜġk50 v 120 kPa abs
（ 2） 出力電圧範囲k0.5 v 4.5 V
（ 3） 出力誤差精度k1.5 %FS 以下}25 ℃~
（ 4） EMI 耐性k100V/m}1 v 1,000 MHz~
（ 5） EMC耐性kJASO D00-87hISO11452-2hISO7637 準拠
（ 6） 実装面積k当社従来比約 65% 低減

車載用 IPS デバイス技術
近年h自動車電装分野Ýå半導体製品ä適用範囲Â広

関連論文：富士時報 2008.6 p.450-453

図

新開発のデバイス技術を適用した IPS のチップ

ÂÙÜºāg富士電機Ýå自動車電装ĠĢįŉ向Çá IPS
}Intelligent Power Switch~Þ呼æĂā製品ä開発Ĉ行Ù
ÜºāgIPS ÞåhĺŘs出力段Þ制御回路ĈŘŜĪĬŀ
á集積ÍÕ半導体製品Ý¸āg今回 IPS 製品群ä低ĜĢ
ı化h小型化Ĉ推進ÏāÕ÷h車載用 IPS á適用Ïā技
術ÞÍÜh新Íº IPS İĹčĢ技術ä開発Ĉ行ÙÕg特
徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 60 V 系縦型 DMOS Þ 60 V 系Àþé 5 V 系 CMOS Ĉ

ŘŜĪĬŀá集積化
（ 2） 擬似平面接合技術Ĉ用ºh縦型 DMOS ä低 2onj! 化

Ĉ実現
（ 3） 1.5 m ä加工ŔsŔĈ採用Íh制御回路部Ĉ微細化

制御回路部

パワー出力段

三次元パワーデバイス形成技術
小型Ý高性能àĺŘsİĹčĢĈ実現ÏāÕ÷áhSJ

図

トレンチエッチング後と平たん化後の断面 SEM 像

-MOSFET ĈåÎ÷ÞÍÕ三次元構造Ĉ利用Í
}超接合~

Õ新ÍºİĹčĢÂ製品開発ËĂÜºāg通常hİĹčĢ

基板表面

基板表面

ä拡散構造åčēŜ注入ÍÕ不純物Ĉ拡散ÍÜ形成ÏāÂh
ĠœĜŜ基板内á数十 m 以上ä深º領域á三次元的á構
造Ĉ形成Ïāáå新Õà技術Â必要Þàāg今回hp 型Þ
n 型äĔŒŉĈ配置Ïā形成技術Ĉ開発ÍÕgn 型ä基板

Si 基板

Si 基板

á深Ë数十 mh幅数 m äıŕŜĪĈ形成Íh選択đĽ
ĨĖĠŌŔ成長áþÙÜıŕŜĪ内á p 型äĠœĜŜĈ

トレンチ

トレンチ

結晶成長ËÑÕgÓÍÜh表面á成長ÍÕĠœĜŜĈ化学
機械研磨}CMP~法Ý平Õĉ化Íh三次元的à拡散構造
Ĉ持Ú基板Ĉ作製ÍÕg図Áÿ分Áāþ¼á{Ï|äàº
埋込õđĽĨĖĠsÞ平滑à表面Â得ÿĂÕg

トレンチエッチング後

平たん化後
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半導体
樹脂封止型半導体パッケージの設計技術
半導体製品áÀºÜhĪĬŀÞ構成部材Þä接合不良å

図

電源用 IC の熱応力解析例と樹脂粘弾性特性

製品ä信頼性低下áÚàÂāg特á封止樹脂ÞĪĬŀÞä
接合部á関ÍÜå詳細à設計技術ä確立Â必須Ý¸āgÉ

リードフレーム

ä課題á対ÍÜh粘弾性解析技術Ĉ適用ÍÕ樹脂封止型半

チップ
ダイアタッチ
ペースト

導体ĺĬĚsġä設計Ĉ進÷Üºāg電源用 IC áÀºÜh
基板実装時äĪĬŀÞ封止樹脂間ä熱ĢıŕĢ検証Ĉ目的

ダイパッド

áh封止樹脂ä粘弾性特性Ĉ考慮ÍÕ解析Ĉ実施ÍhĺĬ
樹脂

Ěsġ構造Ĉ検討ÍÜºāg封止樹脂ä粘性Ĉ考慮ÏāÉ

緩和弾性率 E r

ÞÝh時間依存性ä¸ā熱ĢıŕĢĈ詳細á模擬ÝÃāÉ

封止樹脂

ÞĈ確認ÍÕg
今後h実機評価Ýä検証Ĉ進÷h解析精度ä向上á努÷
āgËÿá種々ä半導体製品îä技術適用Ĉ進÷h製品品

非表示

t ＝100 ℃
t ＝20 ℃

質向上îä貢献Þ開発期間ä短縮Ĉ図āg

時間

SON 構造の形成技術
半導体İĹčĢä高速化j低消費電力化áÀºÜhSOI

図

SON 構造の断面 SEM 像

}Silicon on Insulator~構造Ĉ凌}Íä~Æ特性Â期待Ë
Ăā SON}Silicon on Nothing~構造Ĉ実現Ïā技術ÞÍ
ÜhĠœĜŜ基板内部á厚Ë 1 m 以下ä平板状ä空洞Ĉ
形成Ïā技術Ĉ開発ÍÕgSON åh薄ºĠœĜŜ層Â空
洞áþĀĠœĜŜ基板Áÿ分離ËĂÜÝÃÕ構造Ýh水素
雰囲気ċĴsŔ処理áþāĠœĜŜ表面原子ä自己拡散現
象Â誘因ÞàÙÜ形成ËĂāgSON 層áå点欠陥ú積層
欠陥àßå観察ËĂÐh結晶性Â良好Ý¸āÉÞÁÿh従
来ä SOI 基板ä構造欠陥Ĉ解決ÝÃāgÉä技術Àþé
Óä根幹ĈàÏ水素ċĴsŔ技術åhıŕŜĪ MOSFET
ÖÇÝàÅh
今後ä発展Â期待ËĂā三次元素子}FinFET
àß~ú MEMS/NEMS àßîä応用Ý有効à構造Ĉ提
供ÝÃāg

SiC パワー MOSFET デバイスプロセス技術
ĺŘs半導体材料ÞÍÜ Si á比ïÜ優ĂÕ材料物性値

関連論文：富士時報 2008.6 p.454-457

図

SiC トレンチゲート型 MOSFET の電圧電流特性

Ĉ持Ú SiC}炭化Ěč素~Ĉ使用ÍÜh次世代ĺŘsİĹ
čĢÞÍÜıŕŜĪěsı型 MOSFET}Metal-Oxide-

0.7

Semiconductor Field-Eﬀect Transistor~Ĉ開発中Ý¸āg

V GS ＝40 V

0.6

低欠陥 SiC đĽĨĖĠŌŔ成膜技術hıŕŜĪěsı形成
Ĉ向上ËÑh図á示Ïþ¼àķsŇœsēľä特性Ĉ持Ù
Õ MOSFET Ĉ得āÉÞÂÝÃÕg
今後åËÿáŀŖĤĢ技術Ĉ向上ËÑhĠňŎŕsĠŐ
Ŝ技術Ĉ駆使ÍÜİĹčĢ設計á反映Íh大面積化h微

0.5

I DS（A）

äÕ÷äĲŒčđĬĪŜę技術ĈåÎ÷h各ŀŖĤĢ技術

0.4
0.3
0.2
0.1

細化h低ēŜ抵抗化Ĉ図ĀàÂÿhSiC ıŕŜĪěsı型
MOSFET ä特性向上Ĉ進÷ÜºÅg

0
0

10

20

30

V DS（V）
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情報機器コンポーネント

磁気ディスク媒体
感光体

展

望

磁気ディスク媒体

感光体

ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~åh垂直磁気記録方

ĞĿŀŒčŉ問題á端Ĉ発ÍÕ金融危機åh世界市場ä

式Â登場ÍÜ以来h再é記録密度ä伸éÂ勢ºĈ増Íh年

停滞Ĉ招Ãh企業Ĉ取Ā巻Å環境å厳ÍºøäÞàÙÜº

率 40 % Ý伸é続ÇÜºāgÉäôôä伸é率Ĉ継続Ïā

āg世界市場ŕłŔä競争á打×勝ÙÜºÅÕ÷áåh新

Þ 2010 年áå 3.5 čŜĪ HDD Ýå 1 枚Ý 1 įŒĹčı

Íº創造Þ価値ä高º製品ĞsļĢĈ提供ÍÜºÅÉÞÂ

}TB~Ĉ超¾ā記憶容量Â実現ËĂāÉÞáàāg

重要Ý¸āgÉäþ¼à企業活動áÀºÜhIT Ĉ活用Í

HDD 市場ä 2008 年ä出荷台数å対前年十数 % ä伸é

ĶĬıŘsĘÞ連携ÍÕēľČĢú家庭環境áÀÇā情報

Ĉ確保ÍÕgÍÁÍh2008 年h後半顕著áàÙÕ世界同

ä受発信ÂþĀ重要性Ĉ増ÍÜºāg例¾æĺĦĜŜhŀ

時景気後退ä波Ĉ受Çh出荷台数å年初ä市場見通ÍĈ下

œŜĨhİġĨŔ複写機hľĊĘĠňœàßh画像ä入出

回āøäÞàÙÕg中長期的áå社会Â記憶ÍÜÀÅ情報

力装置äĶĬıŘsĘ機能Â急速á進ĉÝºāgÓäÕ÷h

量å増加ä一途Ĉ辿}Õß~ĀhÓä主要à記憶容量åļĬ

ĔŒs情報j画像表示h記録ÏāŀœŜĨh複写機ä役割

ıĜĢıä安º HDD Â占÷āÞº¼構図á変化åàºg

åôÏôÏ重要áàÙÜÃÜºāg

垂 直 磁 気 記 録 方 式 ø 製 品 化 Á ÿ 約 3 年 Ĉ 経 過 Íh 今

富士電機å市場要求á対Í的確á応¾āÕ÷h主áŀœ

以上ä高記録密度化áå技術äĿŕsĘĢŔsÂ必要

ŜĨhİġĨŔ複写機用感光体ÞÍÜ数々ä技術ú製品Ĉ

ÞàÙÜÃÕg富士電機Ýå 2008 年h業界á先駆ÇÜ

ŇsĚĬıá送Ā出ÍÜºāg特á最近ä感光体á対Ïā

ECC}Exchange-Coupled Composite~媒体ÝĿŕsĘĢ

要求品質ÞÍÜåĔŒsŀœŜĨ用画質安定型感光体ú複

ŔsĈ果ÕÍÜ製品化Íh7 月Áÿ出荷Ĉ開始ÍÕgÉä

写機部材ä変化á対応ÍÕ膜強度向上型感光体hÓÍÜ環

ECC 媒体åh従来ä三層磁性層ä垂直磁気記録媒体á新

境á対応ÍÕēħŜ発生ä少àº正帯電型感光体ä高速化h

ÍºĜŜĤŀıä改良Ĉ加¾h磁性層ä結晶粒径ä微細化

高信頼化Â求÷ÿĂÜºāg2008 年åÉ¼ÍÕ市場要求

}高記録密度化~Ĉ図ĀÚÚh従来ıŕsĲēľá¸ÙÕ

á対応ÍÕ有機感光体ÞÍÜh①ĔŒsŀœŜĨ用新型有

書込õ性能Ĉ大幅á改善ÍÕg下部磁性層á磁気異方性ä

機感光体h②ŇŔĪıĳs対応型有機感光体h③耐刷特性

高º材料Ĉ使用Íh微細化áþĀ低下Ïā熱安定性Ĉ確保

安定型正帯電有機感光体ĈÓĂÔĂ開発完了Íh市場î展

ÏāÞÞøáh磁化反転ÍúÏº上部磁性層Þä交換結合

開ÍÕg

強度Ĉ最適化ÏāÉÞáþĀ書込õúÏËĈ実現ÍÕg

将来ä感光体Ĉ考¾Õ場合h画質ä高度化Ïàą×高解

Óä後下部磁性層ä材料Ĉ変更ÍÜ磁気異方性Ĉ高÷h

像度化å避ÇÜ通Ăàº特性Ý¸āg富士電機å業界Ýå

Ëÿá記録層ä結晶粒径ä微細化Ĉ進÷ÕgŀŖĤĢä総

Î÷Ü有機感光体}OPC~Óäøää解像度Ĉ評価Ïā

合的à改善ø進÷h現在å記憶容量 250 G Ĺčıä 2.5 č

装置Ĉ完成ËÑh2008 年ä日本画像学会á発表ÍÕgô

ŜĪ媒体Þ 500 G Ĺčıä 3.5 čŜĪ媒体Ĉ量産ÍÜºāg

Õ PPIC 国際学会Ýh理論的ŋİŔÁÿ光áþā電位減衰

業界ÝåhĠĐċ拡大ĈãÿÙÜ次世代機種Ĉ他社á先
行ÍÜ市場á投入Ïā動ÃÂ顕著ÞàÙÜºÜh技術開発

現象Ĉ報告ÍÕg今後å解像度Ĉ 1,200 dpi Áÿ 2,400 dpih
4,800 dpi á引Ã上Èā超高解像度ĺĨsŜú印刷技術Â

競争å熾烈}ÍĂÚ~áàÙÜºāg幾ÚÁä業界再編ø

融合ËĂÕ軽印刷àßä高度化Â進öÞ考¾ÿĂāg有機

起ÉÙÕg

感光体ä超高解像度化ú高耐久化á向ÇhËÿàā材料開

富 士 電 機 Ý åh 次 世 代 技 術 Ý ¸ ā DTM}Discrete

発ÞÍÜ富士電機ä強õÝ¸āĜŜĽŎsĨ分子設計技術

Track Media~àßäĺĨsŜ媒体h熱ċĠĢı媒体àß

Ĉ利用Íh感光体業界äıĬŀŒŜĳsÞÍÜ走Ā続ÇÜ

ä開発áø積極的á取Ā組õh技術開発Ý先行Í業界Ĉ

ºÅ所存Ý¸āg

œsĲÍÜºÅ所存Ý¸āg
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磁気ディスク媒体
関連論文：富士時報 2008.4 p.263-265

アルミ垂直磁気記録媒体用基板
垂直記録方式Â採用ËĂhċŔňņœĬĠŎ基板áå

表１

アルミポリッシュ基板に求められる要求特性

一層ä超平滑h無欠陥ä表面特性Â要求ËĂÜºāg記録

160 GB
基板

250 〜 334 GB
基板

500 GB
基板

表面粗さ
Ra

≦0.25 nm

≦0.15 nm

≦0.12 nm

微小うねり
Wa

≦0.06 nm

≦0.06 nm

≦0.05 nm

スクラッチ
深さ

≦4.0 nm

≦3.0 nm

≦2.0 nm

1.0

≦0.4

≦0.2

特

性

密度å 2006 年Áÿ 2008 年ôÝÝh160 ėĕĹčı}GB~
/枚Áÿ 250 GB/枚îhËÿá 334 GB/枚îÞ年率 60 % Ý
伸長ÍhÉä間基板ä表面特性á対Ïā要求å表１äþ¼

表面機械
特性

á高度化ÍÕg250 GB Àþé 334 GB ĈĔĹsÏā基板仕
様ÞÍÜh新規ä二次ņœĬĠŎ研磨ĢŒœsä開発Þ精
密洗浄法Ĉ開発Íh表面粗ËÞ表面ĺsįČĘŔä大幅à

表面欠陥
品質

Ïā仕様ä基板Ĉ開発中Ýh主á一次ņœĬĠŎ研磨ĢŒ

＊

パーティクル数

低減Ĉ達成Í量産化ÍÕg現在 500 GB ä表面特性Ĉ満足

＊160 GB 用基板の欠陥数を 1 としたときの相対欠陥数

œsÞĺĬĲ材ä開発áþā微小¼ãĀä大幅低減Þh洗
浄剤jœŜĢ剤開発áþāĺsįČĘŔŕłŔä一段ä低減
Ĉ進÷Üºāg世代á対応ÍÕ基板特性Ĉº×早Å達成Ï
āþ¼高精度基板技術ä探求á一層努÷ÜºÅ所存Ý¸āg

ECC（Exchange-Coupled Composite）媒体
富 士 電 機 Ý åh 第 1 世 代 ECC 媒 体 Þ Í Üh 記 憶 容 量

関連論文：富士時報 2008.4 p.275-279

図

ECC 媒体の概要

160 ė ĕ Ĺ č ı}GB~ ä 2.5 č Ŝ Ī İ Č Ģ Ę À þ é 334
GB ä 3.5 čŜĪİČĢĘĈ 2008 年 7 月á出荷開始ÍÕg

ECC 媒体における反転磁界および

半硬磁性層
熱安定性指標の K U soft 依存
書きにくい
（一軸異方性定数 K U soft ）

改良Ĉ加¾ÕøäÝhĺĨsŜ加工ú特別à記録ŁĬĲ
反転磁界（kOe）

Ĉ使¼ÉÞàÅh連続成膜技術Ý記憶容量Ĉ増加ËÑāÉ
ÞÂÝÃāg狭義ä ECC 媒体Ýåh記録層åh硬磁性層h
交換結合đĶŔės制御層h軟磁性層Ý構成ÏāÂh今回
ä ECC 媒体åh軟磁性層Ĉ半硬磁性層Ý置Ã換¾Õ構造

90

13

80

12

70

11

60

10

50

9

40

8

30

7

ÞÍh磁気異方性Ĉ高÷Õ硬磁性層Þä交換結合強度Ĉ最

熱安定

14

軟磁性

20

半硬磁性 硬磁性

6

適á制御ÏāÉÞáþĀh書込õ性能Ĉ抜本的á改善ÍÜ

交換結合
エネルギー
制御層

ºāg今後åËÿá磁気異方性ä高º材料Ĉ適用Íh結晶

10
0

5

硬磁性層

熱安定性指標

ECC 媒体åh従来ä垂直磁気記録媒体á対ÍÜ記録層á

4

0

5

10

書きやすい

10

6

10

K Usoft（erg/cm3）

7

10

不安定

粒径Ĉ微細化ÍhËÿàā高密度化Ĉ図ā予定Ý¸āg

HDI（Head Disk Interface）技術
磁気記録áÀÇā高記録密度化áåh磁性層ä特性向上

図

新規プロセスによる保護膜の薄膜化

ÞÞøáh磁気ĢŃsĠŜę}ŁĬĲ素子Þ磁性層Þä距
CVD
カーボン
（2.5 nm）

離~Ĉ小ËÅÏāÉÞhÏàą×保護膜ä薄膜化ø重要à
開発ċčįŉÝ¸āgÍÁÍh薄膜化å媒体äø¼一方ä
重要因子Ý¸ā長期信頼性}耐食性h耐久性~ÞıŕsĲ
ēľä関係á¸Ā単純Ýåàºg富士電機Ýåh保護膜Þ
ÍÜä CVD}Chemical Vapor Deposition~ĔsŅŜä成

10 nm

10
従来プロセス
新規プロセス

用ÍÕgÓä際hĔsŅŜä表面処理áø改善Ĉ加¾h潤

＊

ä薄膜ĔsŅŜĈ実現Íh400 Gbits/in ĘŒĢä媒体á適

相対値

膜ŀŖĤĢĈ改善Íh従来以上ä耐食性Ĉ持ÙÕ 2.5 nm
2

磁性層

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

1

社内基準値

0.1

滑剤ä密着性Ĉ高÷hŁĬĲÂ安定ÍÜ低浮上走行Ïā表
面品質ø実現ÍÕg今後Ëÿá磁気ĢŃsĠŜęä低減Ĉ
図āÕ÷超薄膜保護膜Àþé潤滑剤ä開発á努÷ÜºÅ所
存Ý¸āg
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磁気ディスク媒体
関連論文：富士時報 2008.4 p.280-282

DTM（Discrete Track Media）
500 Gbits/in2 Ĉ超¾ā記録密度Ĉ持Ú次世代ä磁気記録

図

DTM の再生信号波形

媒体ÞÍÜhİČĢĘœsııŒĬĘŊİČċ}DTM~
Ĉ開発ÍÜºāgDTM Ýåh記録ıŒĬĘ間á溝Ĉ形成
Íh隣接ıŒĬĘ間ä磁気的à干渉Ĉ低減ÏāÉÞáþÙ

信号出力

1 セクタ

ÜhıŒĬĘ方向ä記録密度Ĉ 30 % 以上向上ÝÃāgı
ŒĬĘÀþé溝ä幅å数十 nmhĺĨsŜ高Ëå 10 nm 程
度Ý¸ĀhÉäþ¼à微細àĺĨsŜĈ媒体全面á均一á

拡大
信号出力

形成ÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg富士電機ÝåhĳķčŜŀœ
Ŝı法ÞĲŒčŀŖĤĢáþā微細加工技術Àþé成膜ŀ
ŖĤĢĈ工夫ÍÕ凹凸ä平Õĉ化技術áþĀhİČĢĘ全
面ÝŁĬĲ安定浮上Àþé信号評価Â可能à DTM Ĉ試作
ÍÕg今後åh信頼性向上h量産化á向ÇÕŀŖĤĢ開発

時間

Ĉ進÷ÜºÅ予定Ý¸āg

関連論文：富士時報 2008.4 p.283-286

熱アシスト媒体
1 Tbits/in2 以上ä記録密度Â期待ËĂh熱ċĠĢı記録

図

方式á用ºā{熱ċĠĢı媒体|ä研究Ĉ進÷Üºāg信

熱アシスト記録方式の基本構成図
z

号記録ä際åh加熱機構Ĉ搭載ÍÕŁĬĲÝh媒体á磁界

x

Þ同時á熱Ĉ与¾āg熱ċĠĢı媒体áåh保磁力Â温
度上昇Ý低下Íh冷却Ý増加ÏāÞº¼記録層ä可逆的à

加熱用
レーザビーム

y

材料特性Ĉ利用ÏāgÉĂáþĀh通常方式Ýå記録Â難

加熱機構搭載
磁気ヘッド

ÍÅÜ適用ÝÃàÁÙÕh熱安定性Â高ÅhÏàą×保磁

GMR
素子

力Â高º磁性材料ä適用Â可能Þàāg記録状況ú密度á
応ÎÕ最適à媒体設計指針Ĉ導Ã出ÏÕ÷hôÕ実測ä難

潤滑層
保護層
記録層

磁極

中間層

Íº微小領域ä温度分布ú温度ä時間変化Ĉ予測ÏāÕ÷

SUL

記録媒体

áh熱ċĠĢı記録再生ĠňŎŕsĠŐŜĠĢįŉĈ開発

基板

Íh新Íº記録層材料ú層構成ä開発Ĉ行ÙÜºāg

記録媒体
移動方向

ôÕh高耐熱性ä保護層ú潤滑層材料àßä開発ø並行
ÍÜ進÷Üºāg

磁気転写サーボ媒体
垂直磁気記録媒体Áÿh1 Tbits/in2 Ĉãÿ¼熱ċĠĢı

図

磁気転写サーボ媒体の磁気力顕微鏡像

媒体ôÝ適用可能àĞsŅŒčı技術ÞÍÜh磁気転写技
術á着目Í開発Ĉ進÷Üºāg磁気転写åh軟磁性材料Ý
ĺĨsŜĈ形成ÍÕŇĢĨİČĢĘÞ記録媒体ÞĈ密着Ë
ÑÕ状態Ý外部Áÿ磁界Ĉ与¾hĺĨsŜ情報ĈŇĢĨ
İČĢĘÁÿ記録媒体î磁気的á転写Ïā技術Ý¸āg一
括ÍÜ書Ã込öÕ÷h機械的振動ä影響Â小ËÅh書込õ
á要Ïā時間ø短縮ÝÃāg高精度ĞsŅĺĨsŜá対
応ÏāÕ÷hčŜŀœŜı技術Ĉ適用Íh150 nm 幅以下
ä軟磁性ĺĨsŜĈŇĢĨİČĢĘ上á形成ÍÕgËÿáh
ŇĢĨİČĢĘÞ記録媒体Þä密着技術Ĉ向上Íh均一á
磁気転写ÝÃāÉÞĈ確認ÍÕg

1

m
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感光体
関連論文：富士時報 2008.4 p.296-300

カラープリンタ用有機感光体
ĔŒsŀœŜĨ用有機感光体áÀºÜh高速化h長寿命

図

光減衰特性

化Àþé画質安定化ä要求Â強ÅàÙÜºāg一般的á感
光体åh印刷Ĉ繰Ā返ÏÞh機械的ĢıŕĢáþā膜摩耗

600

量ä増加Þ電気的ĢıŕĢáþā残留電位ä上昇Ý光減衰

従来型
新規型
従来型 5 万枚耐刷後
新規型 5 万枚耐刷後

500
表面電位（−V）

特性Â変動Íh画像品質Â低下Ïāg
富士電機Ýåh下引Ã層h電荷発生層Àþé電荷輸送層
ä電荷注入性向上áþā残留電位上昇ä抑制Þh高速j長
寿命対応ä電荷輸送層設計áþā膜摩耗量低減áþĀh長
寿命対応äĔŒs用有機感光体Ĉ開発ÍÕg従来ä感光体
Þ比較Íh耐刷前後Ýä光減衰特性変動Â少àÅàÙÜÀ

400
300
200
100

Āh画質ä安定性Â高ºg

0
0.01

今後øhþĀ一層ä高速化Þ長寿命化Ĉ図āÉÞáþĀ

0.1
露光量（

1

J/cm2）

魅力¸ā製品Ĉ創出ÍÜºÅg

マルチトナー対応型有機感光体
İġĨŔ印刷分野Ýåh市場Ĵsģä多様化á合ąÑh

図

機械特性（押込み係数，クリープ変形量）

ËôÌôà機能Ĉ持Ú装置Â日々上市ËĂÜºāg感光体
Þ並ì主要ĜŜņsĶŜıÝ¸āıĳsáÚºÜø多岐á

従来品

ąÕā製品Â展開ËĂÜÀĀh多種多様à特性ú品質Ĉ持
ÚıĳsÞ良好àŇĬĪŜę特性Ĉ示Ï感光体ä提供Â求
÷ÿĂÜºāg
富士電機Ýåh多種多様äıĳsáŇĬĪÍÕŇŔĪı

改良品
測定環境
：23 ℃/40％
荷重 ：0.05 N
時間 ：10 s

0

2,000

4,000
押込み係数

6,000

8,000

ĳs対応型有機感光体Ĉ開発ÍÜºāg市場îä展開Ĉ進
÷ā¼¾Ýåhıĳsáþā感光体îä物理的負荷á対Í
従来品

耐性Ĉ高÷āÉÞÂ必須Ý¸āgÓäÕ÷h新規材料ä
開発Àþé組成ä調整Ĉ行ºh膜ä弾性h耐Ęœsŀ特性
Àþé耐ĘŒĬĖŜę特性á対Ïā強度Ĉ向上ËÑāÉÞ
Ý感光層ä機械特性Ĉ改善Íhıĳsáþā感光層îäĩ

改良品
測定環境
：23 ℃/40％
荷重 ：0.05 N
時間 ：10 s

0

10
20
クリープ変形量（nm）

30

Ŋsġä低減Ĉ実現ÍÕg

耐刷特性安定型正帯電型有機感光体
正帯電型電子写真ŀœŜĨå負帯電型á比較ÍhēħŜ

図

正帯電型有機感光体の耐刷における特性推移

発生量Â少àÅh高品質画像Â得ÿĂāÕ÷hēľČĢ用
途中心á需要Â増加ÍÜºāg同時á市場Áÿåh高速化h

900

小型化h信頼性ä要求Â高ôÙÜÀĀh画像品質Ĉ担¼正

Ĉ維持ÏāÉÞÂ重要à課題Ý¸āg
富士電機Ýåh耐刷性áÀºÜh特性変動Â少àº感光
体Ĉ製品化ÍÜºāÂh高量子効率電荷発生材ú高移動度
電荷輸送材ä開発áþĀhËÿá高º安定性Ĉ確保ÍÕ正
帯電型有機感光体Ĉ開発ÍÕg
今後ø高速化h長寿命化ä厳Íº条件ä中Ýh十分á安
定ÍÕ印字品質Ĉ提供Ïā製品ä開発Ĉ進÷ÜºÅg



表面電位（V）

帯電感光体îä要求åËÿá厳ÍÅàÙÜÃÜºāg特á
高信頼性ä点Ýåh繰返Í印字Ĉ行ÙÜøh安定ÍÕ特性

改善型帯電位

850
800
従来型帯電位
750
200
従来型明部電位
150
100
改善型明部電位

50
0

0

2

4

6

8

10

12

14

耐刷枚数（千枚）

16

18

20

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

快適商空間の創造を目指して

西垣

博志}áÍÂÃ

èăÍ~

富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役社長

新年明ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg

的à商空間ĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜÀĀôÏgÉä分野

富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社åh
快適商空

áÀºÜø環境îä対応Ĉ目指Íh空調Þ整合Ïā冷媒Ĉ

間ä創造ĈŋĬısÞÍÜh流通業向Çá自動販売機h

用ºÕĠŐsĚsĢä開発á着手Íh現在ľČsŔĲ試験

ľsĲĞsļĢhĜsŔĲĪĐsŜh通貨機器àßä製品

Ĉ行ºhÓä省đĶŔės性ä検証Ĉ行ÙÜÀĀôÏgô

ÞĞsļĢĈ提供ÍÜÀĀôÏg

Õ新Íº取組õÞÍÜh冷凍商品自動配送ĤŜĨs向Çá

ÉĂÿä製品úĞsļĢáÀºÜh機能h品質h価格h

冷凍商品á適応ÍÕ温度帯Ĉ実現ÍÕ業界初ä冷凍ľŖs

納期äÏïÜá最高äĺľĒsŇŜĢĈ提供ÍÜÃôÍÕ

ŒĬĘĈ開発Íh現在hľČsŔĲ試験Ĉ進÷所期ä目標

Âh加¾Ü省đĶŔėsú環境保護àßh持続可能à社会

Ĉ達成ÝÃāÉÞĈ確認ºÕÍôÍÕg

ä実現äÕ÷ä技術力ä向上Þ製品ä開発á注力ÍÜôº
ĀôÍÕg
業界ıĬŀĠĐċĈ持Ú自動販売機áÀºÜåhķŜľ

通貨機器関連分野Ýåh自動ÚĀ銭機ú非接触 IC Ĕs
Ĳh携帯電話Ĉ用ºÕ電子ŇĶsä市場Âh今後ø大ÃÅ
拡大ÍÜºÅøäÞ予想ËĂÜÀĀôÏg

ŖŜ化技術úĻsıņŜŀ技術àßä環境対応j省đĶŔ

当社Ýåh小型jĜŜĺĘıÝ庫内在高計数機能Ĉ搭載

ės技術Ĉ適用ÍÕ製品Ĉ提供ÏāáÞßôÿÐh生産時

ÍÕĢsĺsŇsĚĬı向Ç自動ÚĀ銭機ä開発h製品化

áÀÇā環境負荷ä削減îä取組õàßĈ進÷ÜÃôÍÕg

Ĉ行ºh市場Áÿ高º評価ĈºÕÖºÜÀĀôÏg

Ëÿáh
{食ä安全j安心|áÁÁąāŊsĔsä一員Þ

電子ŇĶsáÀºÜåh利便性ä追求Þ同時á安全Ý信

ÍÜh自動販売機Ýå初÷ÜÞàā賞味期限ä監視Ĉ簡単

頼性ä高º技術Â要求ËĂôÏg電子ŇĶsä方式áåŀ

à操作Ý実現ÍÜÀĀôÏg

œŃčĲÞņĢıŃčä二ÚÂ¸ĀhÉĂÿĈ用ºÕ多数

ĔĬŀ自動販売機áÀºÜåh自然冷媒Ĉ適用ÏāÞ同

äĿŒŜĲÂ存在ÍÜÀĀôÏgÉäþ¼àËôÌôàĿ

時áh省đĶŔės性Ĉ飛躍的á向上ÍÕ超小型ĔĬŀ自

ŒŜĲä電子ŇĶsä普及á伴ÙÜh複数äĿŒŜĲĈ一

動販売機Ĉ開発Íh市場î投入ºÕÍôÍÕgËÿáhÉ

Úä端末Ý取Ā扱¼技術Â要求ËĂÜºôÏg当社åhÉ

ä開発Ý培ÙÕ技術ĈłsĢáh飲食業界向ÇáĜsĻs

äŇŔĪĿŒŜĲ化á対応Ïā端末機器ä開発Ĉ完了Íh

İČĢŃŜĞsä市場îä展開Ĉ進÷ÜºôÏg

現在h市場îä展開Ĉ進÷ÜÀĀôÏgÉÉÝå当社ÂÉ

当社åh進化ÍÕ小売Ā手段Ý¸ā自動販売機á関ÍÜh
機能j品質j価格jŊŜįĳŜĢĞsļĢàßÏïÜä
面Ý課題解決á取Ā組õh顧客Áÿ最高ä評価ĈºÕÖÃh

ĂôÝá培ÙÜÃÕœsĲŒčı技術ú決済áÁÁąāĤ
ĖŎœįČ技術h通信技術Ĉ活用ÍÜºôÏg
以上h事業分野ÊÞá近況Ĉ述ïÜôºĀôÍÕg今後

Éä業界áÀÇā地位ĈþĀºÙÓ¼強固áÍÜºÃÕº

åh快適商空間Ĉ実現Ïā開発á加¾ÜhÓĂĈ支¾ā基

Þ考¾ÜºôÏg

盤技術ä強化áø注力ÍÜºÃôÏg¸ÿüā面áÀºÜ

ĜsŔĲĪĐsŜ分野Ýåh当社å STPP}Ģıċıs
ĨŔŀŒŜŀŖİŎsĢ~Þº¼ĜŜĤŀıäøÞh店舗
ä設計h内装h設備h施工Áÿ保守ĞsļĢá至ā総合

顧客ä期待á応¾h持続可能à社会ä実現á貢献Ïā会社
Ĉ目指ÍÜºÃôÏg
本年øþăÍÅÀ願º申Í上ÈôÏg
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流通機器システム

自動販売機
フードサービス機器
通貨・カード機器
店舗設備機器
レジャー機器

展

望

当部門åh
{快適商空間ä創造|ĈĢŖsĕŜÞÍÜh

別装置Àþé識別能力Ĉ向上ÍÕ硬貨識別装置Ĉ開発ÍÕg

飲料ú食品ä流通hÀþé小売Ā現場Ýä決済á関連Ïā

ÉĂÿä装置áÀºÜøh特á省đĶŔėsá着目Íh待

機器hĠĢįŉhĞsļĢĈ提供Ïā事業Ĉ展開ÍÜºāg

機時ä電力Ĉ大幅á低減Ïāàßä取組õĈ行ÙÜºāg

富士電機Ýåh従来Áÿ自動販売機áÀºÜh自然冷媒

一方h小型jĜŜĺĘıÝh独自ä庫内在庫計数機能Ĉ

îä対応á加¾h省đĶŔėsĈ推進ÏāÕ÷ä開発Ĉ進

搭載ÍÕĢsĺsŇsĚĬı向Ç自動ÚĀ銭機ä開発h製

÷ÜÃÕg昨今h注目Ĉ浴éÜºā地球温暖化h環境破壊

品化Ĉ行ºhÓä操作性ä高ËáÚºÜ市場Áÿ高º評価

îä対応á対ÏāËÿàā効果的à施策Â求÷ÿĂÜºāg

ĈºÕÖºÜºāgÉä製品ĈłsĢáËôÌôà業種á

缶jŃĬıŅıŔ自動販売機áÀÇā環境対応ä動Ãá

対応Ïā製品ä開発Ĉ進÷h顧客Áÿä要求á応¾ÜºÅg

加¾h新ÕáĠŐsĚsĢhĔĬŀ自動販売機àßä機器

非接触 IC ĔsĲáÀºÜåh携帯電話機àßä利用Â

ø今後h省đĶıĬŀŒŜĳs機器ä対象ÞÍÜ指定ËĂ

急速á広ÂÙÜºāg富士電機Ýå運用Â開始ËĂÕ多種

āÉÞÂ決ôÙÜºāgÉäþ¼àh社会Áÿä要請á先

äĞsļĢĿŒŜĲĈ 1 台ä端末Ý決済ÝÃā共用決済端

立ÙÜh環境破壊Ĉ防止Íh加¾ÜŒŜĴŜęĜĢıä削

末機Þ共用ĞsļĢ機能Ĉ開発ÍÕgÉĂáþĀĞsļĢ

減áøÚàÂā消費電力ä低減Ĉ中心á研究開発Ĉ進÷Ü

利用者ú店舗ä利便性Â向上ÍhÉĂÿäĞsļĢä一層

ºāg

ä普及拡大Â推進ËĂh今後h電子ŇĶsàßÞ連携ÍÕ

富士電機åÏÝá地球温暖化係数Â 1 Þ非常á小Ëº自
然冷媒Ý¸ā CO2 Ĉ使用ÍÕķŜľŖŜ自動販売機ĈĠ
œsģ化ÍÜºāgÉä CO2 ä特徴Ĉ生ÁÍÜËÿá大

ņčŜıúĘsņŜàßä各種ĞsļĢä拡大Â期待ÝÃ
āg
ĜsŔĲĪĐsŜ分野ÝåĢsĺsŇsĚĬıúĜŜļ

幅à省đĶŔėsĈ実現ÍÕĻsıņŜŀ加熱式ä自動販

ĴđŜĢĢıċĈ対象ÞÍÜh食ä安全j安心ú鮮度j品

売機Ĉ開発Íh製品化ÍÕg

質ä追求ĈÍÜºāg同時áh運営ĜĢıä低減Þ環境負

CO2 冷媒á加¾ÜhþĀ低圧Ý動作Ïā冷媒Ĉ採用Íh

荷低減äÕ÷ä省đĶŔėsá取Ā組ĉÝºāg富士電

超省đĶ自動販
CO2 Ý培ÙÕĻsıņŜŀ技術Ĉ適用h

機ÝåhĠŐsĚsĢàßä冷熱設備Ĉ中心á建物ôÝ含

売機ÞÍÜ市場á投入ÍÜºāg

÷Õ店舗設備á関ÏāısĨŔĦœŎsĠŐŜ}STPPk

ÉĂÿä機能á加¾h自動販売機内ä飲料商品ä日数管
理Ĉ行¼ÿÅÿÅ賞味期限ċŒsŉ機能ĈœŋĜŜá
追加ÍÕg

Store Total Plan & Produce~Ý顧客ä要請á応¾Üºāg
Éä分野Ýåh食品ä安全j安心ä要求îä対応Þ同時
á省đĶŔėsĈ考慮ÏāÕ÷h店舗環境á合ąÑÜ運転

一方hĔĬŀ式自動販売機áÀºÜåhŏĴĹsĞŔİ

状態Ĉ制御ÏāECOMAX R ĠœsģäŋİŔĪĐ

ğčŜĈ考慮ÍÜ顧客ä取扱º性Ĉ大幅á向上ÍÕĔĬŀ

ŜġĈ行ÙÕgÉä結果h年間最大 25 % ä省đĶŔės

式自動販売機ĈĠœsģ展開ÍÕg

Ĉ実現ÏāÞÞøáh従来åh1 日á 3 回行ÙÜºÕİľ

ċčĢĘœsŉ自動販売機áÀºÜåh新ŒĬĘ構造á
þĀ従来機Þ同Î冷凍庫空間Ý商品ĤŕĘĠŐŜ数Þ収容

ŖĢı運転Ĉ 2 回á低減h食品îäĩŊsġĈ抑¾鮮度管
理性能Ĉ向上ÏāÉÞÂÝÃāg

数Ĉ増加ÏāÞÞøáēŃŕsĨsä操作性Ĉ向上ÍÕg

京都議定書ä開始年Ý¸ā 2008 年Ĉ過Äh今後åh

ľsĲ機器分野ÝåhÊ好評ĈºÕÖºÜºāİğčŜ

環境á対応Ïā技術ä開発á注力ÍÜºÅg加¾Üh顧客h

ä新型自動給茶機áÚºÜ環境対応Ĉ図Āh消費電力量Ĉ

利用者h社会ä要求á基ÛÅ製品開発Ĉ進÷h富士電機ä

10 % 低減ÏāÞÞøá騒音Ĉ 20 % 低減ÍÕg

持Ú総合力Ĉ生ÁÍÕ基盤技術á着目ÍÕ開発Ĉ進÷h環

通貨jĔsĲ機器ä分野Ýåh紙幣j鑑別装置Ýå業
界Ýå初÷ÜÞàā新Íº高感度ĤŜĞĈ搭載ÍÕ紙幣識
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自動販売機
2009 年機缶飲料自動販売機
2008 年 機 缶 飲 料 自 動 販 売 機 äJH
JD
JF 機 á

図１

2009 年機缶飲料自動販売機

図

中型カップ式自動販売機「FRM283」

図

アイスクリーム自動販売機「ST17GPB」

JC機Ĉ加¾h新Õá 2009 年機J ĠœsģĈ開発Í
製品化ÍÕg素材高騰ä対応á取Ā組õh高ôā省đĶŔ
ėsĴsģá呼応ÍÕ豊富à品Ôă¾Ĉ行ÙÕg主à特徴
å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 冷熱ŏĴĬı回路ä改善àßáþā運転効率ä適正化

úh白色 LED İČĢŀŕč照明Þä組合ÑáþĀ消費
電力量ä低減Ĉ実現
（ 2） 機能ĹœđsĠŐŜÞÍÜå環境対応äĻsıņŜŀ

機Ĉ機種拡大ÍhCO2 冷媒áþāķŜľŖŜ機Ĉ 16 型
式hR134a 冷媒áþā省đĶŔės特化機Ĉ 9 型式開発
（ 3） 機内á滞留ÍÕ飲料商品ä日数管理Ĉ行¼ÿÅÿÅ

賞味期限ċŒsŉ機能ĈœŋĜŜá追加

中型カップ式自動販売機
ĔĬŀ式自動販売機ä主力機種Ý¸ā中型ŕėŎŒs
ňĖĠŜęŅsŔ機äŋİŔĪĐŜġĈ行ÙÕg機能Àþ
é操作性Ĉ向上ËÑhİğčŜĈ一新ÍĠœsģ展開ÍÕg
主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 扉中央á{ċĽsŔďČŜĲď|Ĉ設Çh陶器ĔĬŀ

ú豆àßĈ展示Íh立体的á商品ÂċĽsŔÝÃāĢ
ŃsĢĈ提供Íh設置先á応ÎÕċŕŜġÂÝÃāg
（ 2） ŏĴĹsĞŔ性Ĉ考慮ÍÜİğčŜÍÕg

①硬貨ä投入口Àþé返却口ĈēŕŜġ色áÍÕg②砂
糖jĘœsŉàßä増減ŅĨŜŒŜŀÀþé抽出工程ŒŜ
ŀĈ大型化ÍÕg③新大型取出口áþāĔĬŀä取出Í性
ä向上Ĉ図ÙÕg
（ 3） 排気ľĊŜ部äãÎŕĢ構造áþā清掃ä容易化àßh

日常ÀþéŊŜįĳŜĢ部ä操作性Ĉ向上ËÑÕg

アイスクリーム自動販売機
ċčĢĘœsŉ自動販売機Ýåh消費者á満足ÍÜºÕ
ÖÅÕ÷商品ĤŕĘĠŐŜ数ä増加àßhĴsģä多様化
îä対応Â求÷ÿĂÜºāg今回h従来機Þ同Î冷凍庫内
空間Ý商品ĤŕĘĠŐŜ数Þ収容数Ĉ増加ËÑhËÿáē
ŃŕsĨsä操作性向上Ĉ図ÙÕċčĢĘœsŉ自動販売
機Ĉ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） ĤŕĘĠŐŜ数Þ収容数ä増加á対応ÏāÕ÷ä仕切

板Ĉ用ºÕŒĬĘ構造Ĉ採用
（ 2） 収容数Ĉ増加ËÑÕÚàÄ目äàº流線形ä一体成形

áþā商品ĠŎsı
（ 3） ŒĬĘ扉ä開閉操作Ĉ不要áÍh操作性Ĉ向上ËÑÕ

扉ŕĢŒĬĘ
（ 4） 外気温á応ÎÕ冷却ŏĴĬıä省đĶŔės制御方式

ä採用
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自動販売機
CO2 冷媒冷凍機の小型・高性能化技術
温室効果ĕĢ排出量低減äÕ÷hķŜľŖŜ冷媒Ý¸ā

図

CO2 ヒートポンプ冷却ユニット

図

新型自動給茶機「Eco 茶友」

図

省エネルギー型硬貨識別装置

CO2 冷媒Ĉ使用ÍÕĻsıņŜŀÝ飲料Ĉ加温Ïā缶飲
料自動販売機Ĉ 2007 年度á開発ÍÕgÓÍÜh市場ä消
費電力低減要求ä急激à高ôĀÁÿ普及Ĉ拡大ÏāÕ÷h
2008 年度å小型ä自動販売機áø搭載可能ÞÍÕ冷却ŏ
ĴĬıä小型化Þ構成部品ä見直ÍĈ図Ā性能Ĉ向上ËÑh
消費電力量Ĉ低減ËÑÕg小型化Þ消費電力Ĉ低減ËÑā
Õ÷áh圧縮機Þ熱交換器能力ä最適化Ĉ行ºh冷却回路
á応ÎÕ運転制御Ĉ新Õá開発ÏāÉÞÝĻsıņŜŀ効
率Ĉ向上ËÑÕg

フードサービス機器
新型自動給茶機「Eco 茶友」
給茶機å食堂úĞsļĢđœċàßĈ中心á設置ËĂh
現在åēľČĢú公共施設àßáø導入ËĂāþ¼áàÙ
Õg2006 年 1 月áEco 茶友Ĉ市場投入Íh特áİğ
čŜá対ÍÜ高º評価ĈºÕÖºÕgÓäİğčŜĈ踏襲
ÍhþĀ省đĶŔėsú静音化àßä{đĜŖġs|Ĉ追
求ÍÕŋİŔĪĐŜġĈ行ÙÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
① 断 熱 性 向 上 á þ Āh 消 費 電 力 量 Ĉ 約 10% 低 減h ②
ĜŜİŜĠŜęľĊŜ DC 化áþĀh騒音値Ĉ約 20 % 低
減h③本体構造見直ÍáþĀh製品質量Ĉ 15 % 以上軽量
化h④ĜŜıŖsŔŅĬĘĢÞœŋĜŜĈ扉側á一体化Í
Ü操作性Ĉ向上ËÑhôÕ本体側ĈľŒĬıáÍÜ清掃性
ø改善h⑤省đĶŔėsĈ目的ÞÍÜh飲料選択ŅĨŜä
LED 輝度ĈĢčĬĪ切換áþĀh2 段階調整Â可能g

通貨・カード機器
省エネルギー型硬貨識別装置
近年h環境問題ÂĘŖsģċĬŀËĂh地球á優Íº
製品Ĉ作āÉÞÂŊsĔsÞÍÜä使命ÞàÙÜÃÜºāg
đĶŔės削減Ĉ目的ÞÍÜh低消費電力型ä製品開発Ĉ
行ÙÜºāgÓÉÝh自動販売機á搭載ËĂā硬貨識別装
置ä消費電流Ĉ削減ÍÕŋİŔĈ開発ÍÕg特徴å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
（ 1） 待機状態Ýä消費電流Ĉ 30 % 削減ÝÃā}省đĶŔ

ėsŋsĲ~
g
（ 2） 省đĶŔėsŋsĲîä移行j復帰Ĉ硬貨識別装置Â

判断ÏāÕ÷h既存ä自動販売機î搭載ÝÃāg
（ 3） 待機状態}省đĶŔėsŋsĲ動作中~áÀºÜåh

省đĶŔėsŋsĲ表示}LED~Ĉ行ºh装置ä状態
Â一目Ý分Áāg
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通貨・カード機器
省エネルギー型紙幣識別装置
自動販売機搭載用ä紙幣識別機åh紙幣ä受付Ç性能j

図

省エネルギー型紙幣識別装置

図

自動つり銭機「ECS07」

図

冷凍機別置型冷蔵多段オープンショーケース

日常ä取扱º性àßä基本性能向上Þ同時áh地球á優Í
º製品作ĀÂŊsĔsä使命ÞàÙÜºāg
市場Ý好評ĈºÕÖºÜºāBVJ Ġœsģä 4 ŏ
ĴĬı構成Ĉ継承ÍÚÚh
{省đĶŔės|Ĉ含ö次ä特
徴Ĉ盛Ā込ĉÖBVE ĠœsģĈ開発ÍÕg
（ 1） 新型高性能ĤŜĞĈ採用Íh偽札排除性能Ĉ向上ËÑ

Õg
（ 2） 大型搬送ŖsŒä採用Àþé紙幣搬送負荷Ĉ少àÅÏ

āÉÞÝhâĂ札úÍą札äÚôĀĈ低減ÍÕg
（ 3） 日常的á触Ăā部分ĈŋsŔĲ化Íh安全性á配慮Í

Õg
（ 4） 新Íº回路Àþé制御方式ä採用áþĀh待機時ä消

費電力Ĉ 20 % 削減ÍÕg

自動つり銭機「ECS07」
ĢsĺsŇsĚĬıàßä流通分野Ýåhŕġä精算時
間ä短縮Ĉ目的á自動ÚĀ銭機Â導入ËĂ効果Ĉ上ÈÜº
āg最近Ýåh今ôÝ自動化ÂàËĂÜºàÁÙÕ入金処
理Ĉ自動化Íh金額ä計数Áÿ出金ôÝäÏïÜĈ自動
Ý処理Íh正確à現金管理ÂÝÃā金銭処理機ä要求Â高
ôÙÜºāgÉä要求á対応可能à自動ÚĀ銭機ECS07
Ĉ開発ÍÕg特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 高度à入金鑑別Þ計数機能áþĀh偽貨ä受入Ăú計

数ňĢàßäıŒĿŔÂ排除可能
（ 2） 貨幣一時保留機構ä開発áþĀh入金ıŒĿŔ時á受

Ç入ĂÕ貨幣ä現物áþā照合Â可能
（ 3） ÚĀ銭機ä硬貨ú紙幣ä自動計数機能Ýh棚卸Íú機

械đŒs時ä貨幣ä再計測Ĉ自動化

店舗設備機器
オープンショーケース「ECOMAX R シリーズ」
ĢsĺsŇsĚĬı業界Ýåh店舗機器îä省đĶŔ
ės化要求Þ同時á消費者Â重視Ïā食品ä安全j安心á
密接á関係Ïā高鮮度管理îä要求ÂhÉĂôÝ以上á高
ôÙÜºāgÉĂÿä市場ĴsģĈ受Çh
ECOMAX R
ĠœsģäŋİŔĪĐŜġĈ行ÙÕg主à特徴å次äÞ
ÀĀÝ¸āg
（ 1） 店舗環境á合ąÑÜĠŐsĚsĢĈ最適à運転状態á

制御Íh年間最大約 25 % ä省đĶŔėsĈ実現ÝÃā
ECOMAX ĜŜıŖsŔĠĢįŉĈ開発ÍÕg
（ 2） ľĊġČķŜİľŖĢı機áÀºÜhľĊġČ推論精

度ä向上áþĀ 1 日 2 回İľŖĢı}従来å 1 日 3 回~
運転Ĉ実現Íh食品îäĩŊsġĈ抑¾鮮度管理性能Â
向上ÍÕg
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店舗設備機器
冷凍機内蔵型ラウンドショーケース
近年hĜŜļĴđŜĢĢıċ業界Ýåh集客力Ĉ高÷ā

図

冷凍機内蔵型ラウンドショーケース

図

小型 4 金種混合金庫「TSB800」

Õ÷h新商品ä開発ú新店舗ŕčċďıáþā差別化Ĉ追
求ÍÜºāg常温商品ÍÁ販売ÝÃàÁÙÕĝŜĲŒ部á
ÀºÜøh冷蔵商品Â販売可能Þàā冷凍機内蔵型ŒďŜ
ĲĠŐsĚsĢĈ開発ÍÕg
（ 1） 独自ä 3 面đċĔsįŜ構造Ĉ開発ÍhŒďŜĲ形状

áÀºÜøh通常機Þ同等ä冷却性能Ĉ確保ÍÕg
（ 2） 搭載冷凍機áÚºÜåh新 3 面đċĔsįŜáþĀ業

界最小ĘŒĢä 1.5 kW ĢĘŖsŔĜŜŀŕĬĞĈ搭載
Íh省đĶŔėsh静音h低振動Ĉ図ÙÕg
（ 3） ĚsĢ上部áå照明ĠĐsĲ構造Ĉ採用ÍhôÕ商品

陳列部Ĉèà壇構造áÏāÉÞáþĀh従来äĠŐs
ĚsĢá対Íh演出性h展示性Ĉ向上ËÑÕg

レジャー機器
レジャーホール向け小型 4 金種混合金庫
近年hŕġŌsńsŔĢŃsĢä制約Áÿh金庫ä小型
化Â望ôĂÜºāg2008 年áľŔŋİŔĪĐŜġĈ行Ù
Õ新紙幣搬送ĠĢįŉ用金庫ĹœđsĠŐŜ拡充ä一環Þ
ÍÜh機能Ĉ絞Ā小型化ÞĜĢıĺľĒsŇŜĢ向上Ĉã
ÿÙÕ小型 4 金種混合金庫ä開発Ĉ行ÙÕg主à特徴å次
äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） W325 mm× H430 mm× D210 mm ä Ĝ Ŝ ĺ Ę ı Ņ

İČá 1,000 枚}官封券~ä高収納枚数Ĉ実現ÍÜºāg
（ 2） 蛍光表示管Ĉ用ºÜh従来ä記号表示Áÿ文字表示Þ

ÍŊŜįĳŜĢ内容Ĉ分ÁĀúÏÅÍÕg
（ 3） 扉h駆動部本体ä取付ÇĈ変¾āÖÇÝh壁際àß設

置ĢŃsĢä限ÿĂÕ島Ýø設置Ĉ可能ÞÍÕg



研究開発

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

市場環境を見据えた革新的技術
の実現に向けて

山添

勝}úôÔ¾

ôËā~

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
取締役社長

新年明ÇôÍÜÀ÷ÝÞ¼ÊÌºôÏg
富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社å富士電機
ęŔsŀä研究開発会社ÞÍÜh事業会社á直結ÍÕ開発

数原子層ēsĩä膜質Ĉ解析Ïā技術h大規模à熱流体解
析技術h電子機器ä信頼性Ĉ向上ÏāÕ÷äåĉÖ接合部
ä寿命予測技術àßĈ開発ÍôÍÕg

ú新事業á結éÚÅ研究hęŔsŀ全体áÁÁąā基盤j

2009 年å富士電機ęŔsŀä新 3 Á年計画ä初年度á

共通技術äĤŜĨs機能hàßÝ富士電機ęŔsŀä発展

àĀôÏÂh研究開発įsŇáÚºÜåh事業戦略Ĉ明確

á貢献ÍÜÃôÍÕg

áÍÜįsŇä取捨選択Ĉ行ºh中期事業計画ä達成á向

2008 年Ĉ振Ā返ĀôÏÞh環境jđĶŔės分野Ýåh

Ç貢献ÝÃā取組õÞÍôÏg事業戦略Þ整合ÍÕ技術戦

Āĉ酸形燃料電池ä事業化á向ÇÕ新型機ä開発á注力Í

略jŖsĲŇĬŀĈ富士電機ęŔsŀÞ共有Íh特徴ä¸

ôÍÕg新型機å−20 ℃ä低温地域ú暴風雨j粉塵}ë

ā製品開発Ý一層ä成果Ĉ¸Èāþ¼á取Ā組ĉÝºÃô

ĉÎĉ~ä多º地域îø設置ÂÝÃh周辺設備ä一体化á

Ïg

þĀ設置面積Ĉ従来á比ï 15 % 削減ÍôÍÕg
電子İĹčĢ分野Ýåh太陽電池研究所Ĉ新設Íh太

具体的àįsŇÞÍÜåhđĶŔėsh環境h安全áÁ
Áąā研究開発á注力ÍôÏgľČŔŉ型太陽電池ä高効

陽電池ä次世代型ÞàāhċŋŔľĊĢĠœĜŜ}a-Si~

率化hĘœsŜđĶŔėsĈ供給ÏāÕ÷ä電力変換装置h

Þ 微 結 晶 Ġ œ Ĝ Ŝ}c-Si~ ä 3 層 構 造 á þ ā 高 効 率 İ

ŘčĲĹŜĲėŌĬŀ材料Ĉ用ºÕ低損失ĺŘs半導体ŋ

ĹčĢÀþéÓä製造ŀŖĤĢä開発体制Ĉ強化Íô

ġŎsŔh機能安全á対応ÍÕĜŜņsĶŜı/ĠĢįŉ

Í Õg 新 Í º 取 組 õ Þ Í Ü åhMEMS}Micro Electro

àßä開発Ĉ事業会社Þ連携Í加速ÍÜºÃôÏg

Mechanical Systems~ 技 術 Þ MOSFET}Metal-Oxide-

市場環境Â大ÃÅ変ąÙÜºā昨今Ýå研究開発äĢ

Semicondoctor Field-Eﬀect Transistor~技術Ĉ融合ÍÕ

ĽsĲÂ大変重要áàÙÜÃôÏg製品開発ÖÇÝàÅ基

新ÍºĤŜĞİĹčĢä開発á着手ÍôÍÕg

礎技術ä獲得áøĢĽsĲÂ求÷ÿĂôÏgÓäÕ÷áå

đŕĘıŖĴĘĢ分野Ýåh事業会社Þ共同Ý各種ĺ

社外ä研究機関j企業Þä共同研究Â重要à位置ÛÇÞ

ŘsđŕĘıŖĴĘĢ製品ä開発á注力ÏāÞÞøáh従

àÙÜÃôÏg2008 年øºąüāēsŀŜčķłsĠŐ

来h解析Â困難Ý¸ÙÕ電子機器ä放射ķčģä定量手法

Ŝá力Ĉ入ĂÜÃôÍÕÂh2009 年åËÿá目的á沿Ù

Ĉ開発ÍôÍÕg

Õ共同研究Ĉ積極的á取Ā入ĂÜºÃôÏg

ŊĔıŖĴĘĢ分野Ýåh事業会社Þ共同Ý環境対応ä
自動販売機jĠŐsĚsĢÝ成果Ĉ挙ÈôÍÕg

技術Ý社会á貢献ÏāÉÞĈ理念áhĜċ技術Ĉ持ÙÕ
専門技術者集団ÞÍÜh新中期研究開発計画ä達成á必要

情報j通信制御分野Ýåh国際規格 IEC61508 á対応Í

à技術ä開発Þ展開Ĉ行ºôÏgôÕh基盤j共通技術ä

Õ機能安全技術h組込機器äĶĬıŘsĘ接続ä拡大á対

ĤŜĨs機能äËÿàā強化h中長期的à基礎研究á取Ā

応ÏāĤĖŎœįČ技術àßĈ開発ÍôÍÕg

組õh差別化技術Ý富士電機ęŔsŀá貢献Ïā所存ÝÏg

共通基盤技術Ýåh半導体İĹčĢàßä評価á有用à
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技術開発・生産技術
エネルギー・環境
電子デバイス
メカトロニクス・センサ
情報・通信制御
解析技術・材料技術
生産技術

エネルギー・環境
固体高分子形燃料電池の加速評価方法の確立
家庭用固体高分子形燃料電池åh家庭Ýä電気Þ給湯á

図

家庭用 1 kW 固体高分子形燃料電池システム

図

りん酸形燃料電池の新型商品機の外観イメージ

関ÏāđĶŔės消費量Ĉ 20 v 30 % 削減ÝÃāÕ÷h家
庭îä普及Â期待ËĂÜºāg
家庭用ÞÍÜ普及Ïā際ä最大ä課題åh耐久性 10 年
以上Ĉ確立ÏāÉÞÝ¸āg長期間運転後ä電池ĢĨĬĘ
ä解体調査àßáþÙÜh①電極触媒ä劣化h②触媒担体
ä腐食h③電解質膜ä劣化hä 3 点Â耐久性Ĉ決÷ā劣化
要因Ý¸āÉÞĈ見ºÖÍÕg
ÓĂÔĂä劣化áÚºÜh加速評価方法Ĉ確立Íh耐久
性 10 年以上ä見通ÍĈ得āÉÞÂÝÃÕgàÁÝø触媒
担体ä腐食ä評価期間åh250 日Áÿ 12 時間á短縮ÝÃÕg
今後h本加速評価方法Ĉ適用Íh家庭用固体高分子形燃
料電池ä商品化á向ÇÜĜĢıĩďŜ開発Ĉ進÷ÜºÅg

りん酸形燃料電池の新型商品機
Āĉ酸形燃料電池ä普及Ĉ目指Íh新型商品機Ĉ開発Í
Õg周辺設備Ĉ一体化Íh設置面積Ĉ従来äĠĢįŉþĀ
ø 15 % 削減ÍÕgËÿáh旧型商品機åhčŜĹsĨ盤h
制御盤h機器収納盤ä 3 種類ä盤構成ÞàÙÜºÕÂh今
回ä新型商品機åÏïÜ一Úä盤内á収納Íh統一感Ĉ持
ÕÑÕĺĬĚsġ構造Ĉ実現ÍÕgôÕh機能ä向上ø図
Āh低温地域}最低気温−20 ℃ôÝ~îø設置可能Ý¸Āh
Ëÿáh防Îĉj防ôÚ機能Ĉ備¾Õ IP54W ä保護等級
Ĉ持Ú発電装置ÞÍÜÀĀh暴風雨ä多º地域ú粉Îĉä
多º環境ä地域îø設置ÂÝÃāgôÕh海外輸送時ä衝
撃}3G~áø耐¾āÉÞÂÝÃā装置Ý¸āg従来h国
内ä比較的温暖à地域îä納入á限定ËĂÜºÕÂh今後
åh寒冷地Àþé海外îø展開ÍÜºÅ予定Ý¸āg
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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
Āĉ酸形燃料電池ä輸送á¸ÕÙÜåh電池ĢĨĬĘ内

図

りん酸形燃料電池スタック

図

汚泥消化実証試験用パイロットプラント

図

VHTR 原子炉と NGNP プロジェクト概念図

äĀĉ酸Â低温áàāÞ凍結ÍĤŔÂ破損ÏāÀÓĂÂ¸
āÕ÷hĻsĨÝ保温Ïā必要Â¸ÙÕg輸送中á電源Â
必要àÉÞåh特áh海外î輸送Ïā場合áå大Ãà障害
ÞàÙÜºÕgĀĉ酸ä凝固点åĀĉ酸濃度Â低ºñß低
下ÏāÉÞÂ知ÿĂÜºÕÂh全ĤŔä面内äĀĉ酸濃度
Ĉ制御ÏāÉÞÂ難ÍÁÙÕg富士電機ÝåĀĉ酸ä吸湿
速度h乾燥速度Ĉ詳細á検討ÍÕ結果hĢĨĬĘ内ä全部
位äĀĉ酸濃度Ĉ所定濃度á制御Ïā技術Ĉ開発ÍÕgÉ
ĂáþĀhĢĨĬĘ内äĀĉ酸Ĉ希釈h濃縮ÍÜøhĢ
ĨĬĘä耐久性á影響ÂàºÉÞĈ確認ÍÕg今後h本方
法Ĉ用ºāÉÞÝĀĉ酸形燃料電池ä輸送Â簡易á行¾ā
ÉÞáàĀh市場拡大á貢献ÝÃāg

中小規模下水処理場向け汚泥消化設備
中小規模処理場á適ÍÕ下水汚泥àßÁÿäđĶŔės
回収技術ä開発Ĉh地方共同法人日本下水道事業団Þ共同
Ý 2007 年 4 月Áÿ開始ÍÕg本開発Ýåh従来á比ïÜ
約 1/5 v 1/10 Þº¼短º消化日数}4 日程度~Ýh生Ê
õĈ混合ÍÕ場合áÀºÜh消化率 70 % 以上hĕĢ発生
量 650 m3N/t-VS 以上Ĉ達成ÏāÉÞĈ目指ÍÜºāg
2007 年度äŒŅ実験ÀþéĺčŖĬıŀŒŜı実験Ýh
目標Ĉñò達成ÝÃā発酵条件Ĉ選定ÍÕg現在hĺč
ŖĬıŀŒŜıĈ熊本県八代市ä下水処理場á移設ÍÜh
2009 年 9 月ôÝä予定Ý実証試験Ĉ行ÙÜºāgÉä実
証試験Ĉ通ÎÜh実汚泥ä性状変動ú長期ä安定運転àß
á対ÍÜä課題Ĉ把握Íh対応Ĉ行¼ÉÞÝ下水汚泥àß
ÁÿäđĶŔės回収技術Ĉ確立Ïā予定Ý¸āg

実用超高温ガス炉技術
次世代型実用原子炉ä一ÚÝ¸ā超高温ĕĢ炉
}VHTR~
åh高温ä熱Â利用可能àÕ÷幅広º利用分野Â期待ÝÃh
最近世界的á開発Â加速ËĂÜºāgąÂ国ä原子力委員
会Â 2008 年 7 月áôÞ÷Õ革新的技術開発ŖsĲŇĬŀ
áÀºÜøhVHTR Ĉ用ºÕ水素製造技術ä開発Â明示
ËĂÜºāg富士電機Ýåh2005 年度Áÿ財団法人日本

水素製造施設

原子力研究開発機構Þ VHTR 原子炉ĠĢįŉä共同研究

電力
プロセス蒸気

Ĉ開始Íh米国型燃料体Ĉ採用ÏāÉÞáþĀ炉心ä性能
向上Â図Ăā可能性Ĉ示ÏÞÞøáhVHTR á必須à耐
熱炉心拘束機構á用ºā候補材料ä特性確認試験àßĈ進

原子炉施設

÷ÜºāgôÕh米国原子力水素計画ÝåġĐĶŒŔċı
水素

ňĘĢ社Īsŉä原子炉設計ŊŜĹsä一員ÞÍÜ参画Í
Üºāg今後øÉĂÿä活動Ĉ継続ÍhVHTR ä実用化

VHTR 原子炉

Ĉ目指Ïg
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電子デバイス
MEMS 技術を適用した SGFET
MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~ 技 術 Þ

図

試作した SGFET の写真

MOSFET}Metal - Oxide - Semiconductor Field - Effect
100

Transistor~技術Ĉ融合ÍÕ新ÍºİĹčĢÞÍÜhSG

可動ゲート電極

m

}Suspended Gate~FET Ĉ開発ÍÕg本İĹčĢå中空
ソース

構造体ÞàÙÜºā可動ěsı電極Â変位ÏāÉÞáþÙ
ÜĪŌĶŔä電界Ĉ変化ËÑhĲŕčŜ電流Â変化ÏāÞ

ドレイン

º¼原理Ĉ用ºÜÀĀh急ÍûĉàĢčĬĪ素子ú変位量
ĤŜĞîä適用Ĉ目指ÍÜºāgSGFET ä原理試作áÀ
ºÜh犠牲層ŀŖĤĢĈ用ºÜ可動ěsı電極構造Ĉ実現

はり

Íhěsı電圧Ĉ変化ËÑāÉÞÝěsı電極Þěsı酸
化膜ä接触j離脱áþĀĲŕčŜ電流Ĉ急Íûĉá変化Ë
はり

Ñ¼āÉÞĈ確認ÍÕg今後h加速度ĤŜĞàßîä適用

ゲート酸化膜

アンカー部
ゲートギャップ

Ĉ目指Íh加速度検知機能Ĉ確認ÍÜºÅ予定Ý¸āg

波長変換素子
自発分極Ĉ周期的á反転ËÑÕ分極反転構造 図（a）


図

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）

Ĉ有Ïā強誘電体単結晶åh擬似位相整合áþĀ入射Ïā
ŕsğ光Ĉ高º変換効率Ý波長変換ÏāÉÞÂ可能Ý¸āg

分極反転部

富士電機Ýå高º非線形光学効果Ĉ有Ïā LiNbO}LN~
3

入射レーザ光
λ1：1,064 nm

単結晶Ĉ用ºÜh擬似位相整合波長変換素子ä研究Ĉ進÷
Üºāg上記素子Ýå分極反転周期Λ áþĀ変換波長Â決

Λ（27.5 m）

λ3：
1,410 nm

ôāÕ÷h分極反転構造ä精密à制御Â重要Þàāg自発
分極
方向

分極ä反転å電界印加法Ý行ÙÜÀĀh周期電極Ĉ形成Í
Õ LN 結晶ďĐsĸá数 kV ä電界ĈĺŔĢ印加ÏāÉÞ

Λ

Z

λ2：4,350 nm

出射レーザ光

á示Ï周期分極反転構造Ĉ得Üºāg
Ý図（b）
今後Ëÿá分極反転ä制御性Ĉ向上ËÑÜh良質àŕs

分極方向

（a）波長変換素子の構造

ğ光源äàº可視光}緑色~
h近中赤外ŕsğ光源îä応

X

（b）周期分極反転構造の断面像
（化学エッチング後）

用Ĉ進÷āg

次世代型フィルム太陽電池とその生産設備
富士電機j熊本工場Ý量産ÍÜºāľČŔŉ太陽電池åh

図

次世代型フィルム太陽電池の構造とその成膜装置

ċ ŋ Ŕ ľ Ċ Ģ Si}a-Si~ Þ ċ ŋ Ŕ ľ Ċ Ģ SiGe}a-SiGe~
ä 2 層構造áàÙÜºāgĕŒĢĈ使用ÍàºÉÞáþĀh
入射光

軽量ÝľŕĖĠĿŔÞº¼特徴Ĉ持Ú製品ÞàÙÜºāg

透明電極

次世代型ľČŔŉ太陽電池åha-Si Þ微結晶ĠœĜŜ

p
i
n
p

〕
g
}c-Si~áþĀ構成ËĂā 3 層構造Ĉ持ÙÜºā〔図（a）
c-Si åh従来利用ÝÃàÁÙÕ長波長ä光ø発電á使用

〜2

m

ÝÃāÕ÷h軽量ÝľŕĖĠĿŔÞº¼製品ä特徴Ĉ維持

i
n
p
i

ÍÕôô高効率化Â達成ÝÃāgc-Si ä製膜áåha-Si
Þå異àā製造装置Â必要Þàāg高効率İĹčĢÀþé
Óä製造ŀŖĤĢä開発ÖÇÝåàÅhŖsŔĭsŖs
〕
gÉä開発ä一
Ŕ製造装置ä開発ø進÷Üºā〔 図（b）
部å独立行政法人新đĶŔėsj産業技術総合開発機構
}NEDO 技術開発機構~助成事業ä成果áþāøäÝ¸āg



n

50

m

トップセル
（a-Si）
ミドルセル
（ c-Si）
ボトムセル
（ c-Si）
金属電極
フィルム基板
金属電極

（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

Y
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電子デバイス
色変換法によるフルカラー有機 EL パネル
ĺĶŔä性能Þ生産性äĹŒŜĢá優Ăā色変換法Ĉ

図

AM 駆動 2.8 型 QVGA フルカラー有機 EL パネル

適用ÍÕľŔĔŒs有機 EL İČĢŀŕčä開発Ĉ進÷
Õg輝度半減寿命 30,000 時間}初期輝度 1,000 cd/m2h加
速 試 験 Á ÿ 推 定 ~ ä 青 色 発 光 EL 素 子 Þ 高 効 率 色 変 換
技術Ĉ組õ合ąÑÕċĘįČĿŇıœĬĘĢ駆動 2.8 型
QVGA}240RGB×320 画 素 ~ ĺ Ķ Ŕ Ĉ 試 作 Íh 最 大 輝
h消費電力 300 mW}輝度 30 %~
h
度 150 cd/m2}白色 D65~
色再現性 100 %}NTSC 比~Ĉ達成ÍÕg赤Þ緑ä画素á
適用Ïā新Íº色変換材料Ĉ開発ÍÕgÉĂÿåčŜĘ
ġĐĬı印刷áþĀĺĨsĴŜęËĂāgÉä新規色変換
材料ä変換効率åh膜厚áñÞĉß依存ÍàºäÝčŜĘ
ġĐĬı印刷áþā塗Āöÿä影響Ĉ受ÇáÅºg大画面
ĺĶŔĈ容易á形成ÝÃā技術ÞÍÜ期待ËĂāg

メカトロニクス・センサ
電磁−運動解析による電磁石設計技術
電磁接触器åh回路ä開閉Ĉ行¼装置Ý¸Āh可動j固

図

電磁−運動解析結果
コイル電流

定接点h復帰j接圧æãĈ備¾Õ接点部ÞhĜčŔh永久
磁石h磁性体Ĉ備¾Õ電磁石部Ý構成ËĂāg富士電機Ý
åh電磁石ä吸引力特性Þ接点部ä負荷特性ĈŋİŔ化Íh

高

次ä三Úä解析技術Ĉ連成ÍÕ電磁−運動連成解析手法Ĉ

時間
吸引力

確立ÍÕg
①電磁石ä可動部ä変位á伴º変化ÏāĜčŔäčŜ
ĽsĩŜĢĈ考慮ÍÕ電気回路解析h②時々刻々Þ変化Ï

時間

可動部
コイル
磁性体

磁界解析h③接点開極位置Àþé速度á伴ÙÜ変化Ïā機
械的負荷Ĉ考慮ÍÕ運動解析

可動部変位

低

āĜčŔ電流Àþé磁気回路Ĉ考慮ÍÕ有限要素法áþā

永久磁石

（a）磁束密度

時間

Éä解析手法Ĉ適用ÏāÉÞÝ電磁石ä小型化h高効率

（b）コイル電流，吸引力，可動部変位

化Â可能áàĀhþĀ信頼性ä高º製品設計Â可能Þàāg

ヒートポンプ自動販売機の商品温度解析技術
缶ĻsıņŜŀ自動販売機ÝäËÿàā省đĶŔės化

図

自動販売機庫内の三次元熱流体解析例

äÕ÷áåh商品温度Ĉ推定Íh筐体}Ãý¼Õº~îä
侵入熱量Ĉ低減Ïā最適設計Â必要Ý¸āgÓÉÝh設計

温度分布：熱・換気回路シミュレータ（熱抵抗回路，換気回路）

商品

段階Ýä完成度Ĉ高÷āÕ÷h商品温度Ĉ高精度á推定Ï
ā解析技術Ĉ開発ÍÕg

侵入熱量
（入力）

従来ä手法Ýåh商品温度推定á必要ÞàāĻsıņŜ

販売機構

ŀ運転時間åh供給熱量Þ熱移動経路Â複雑á関連ÍÜº

自
動
販
売
機
前
面

āÕ÷推定Â困難Ý¸ÙÕg運転時間推定áåh冷却加熱
ŏĴĬıä冷却加熱能力Þ自動販売機庫内ä気流h筐体à
ßÝä温度分布Â必要ÞàāÕ÷h汎用三次元流体解析
á冷却加熱能力Ĉ計算ÝÃā冷凍ĞčĘŔĠňŎŕsĨÞh
温度分布Â計算ÝÃā熱j換気回路ĠňŎŕsĨĈ連携Í
ÕgÉĂáþĀh時系列Ý発生熱量Ĉ算出ÍÜ運転時間Ĉ

流体温度

自
動
販
売
機
背
面
断熱材
庫内ファン

流速
ベクトル

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

推定Íh高精度ä商品温度推定Ĉ可能ÞÍÕg
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情報・通信制御
機能安全技術開発への取組み
安全á対Ïā要求å近年急速á増加ÍÜÃÜºāgÉä

関連論文：富士時報 2008.2 p.114-120

図

安全規格の体系

{安全|á関係Ïā IEC}国際電気標準会議~ú ISO}国
ISO/IEC
ガイド 51

際標準化機構~Â制定ÍÕ国際規格å多数¸ĀhÉĂÿî
ä対応Â欧州Ĉ中心á北米h中国h日本áø急速á浸透Í

機械系：ISO

ÚÚ¸āg安全á関Ïā世界標準的à考¾方Ýåh構造

電気系：IEC

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

自体Ĉ安全áÏā{本質的à安全|á加¾h安全装置}機

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

能~Ý安全Ĉ確保Ïā{機能安全}Functional Safety~
|

タイプ B 規格（グループ安全規格）
：

Â重要視ËĂÚÚ¸Āh国際規格ÞÍÜ IEC61508}電

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
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

気j電子jŀŖęŒŇĿŔ電子安全関連系ä機能安全~Â
制定ËĂÜºāgÉä機能安全åhĸsĲďĐċÞĦľ
ıďĐċĈ組õ合ąÑÜ実現Ïā場合Â多Åh故障率計

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
機械種ごとに規格化，
今後拡充されていく

タイプ C 規格 ( 個別機械安全規格 )：

算h診断技法h開発管理àßá配慮ÏïÃ点Â多ºg富士

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

電機ęŔsŀÝå安全規格á対応Ïā研究開発Ĉ行ÙÜÀ
Āh順次製品îä展開Ĉ図ÙÜºÅg

組込みシステム開発技術

── 組込みセキュリティ──

近年h組込õ機器äĶĬıŘsĘ接続Â拡大Ïā中Ýh

図

組込みセキュリティのガイダンス

ĤĖŎœįČ性ä確保ú安全îä要求Â高ôÙÜºāgÍ
ÁÍàÂÿhĤĖŎœįČ機能ä組込õ方法åh組込õ機
セキュリティ機能選択ガイダンス

器特有äĸsĲďĐċœĦsĢ制限úĠĢįŉ構成Â多岐
áąÕāàßä理由Áÿ一様áå決÷ÿĂàº状況á¸āg

抽出ステップ

ÓÉÝh製品îäĤĖŎœįČ機能要件組込õä検討Ĉ容

システム構成

易áÏāÕ÷áĕčĩŜĢĈ整備ÍÕg

参照情報

情報資産

ĕčĩŜĢÝåh製品群ÊÞáĠĢįŉ構成j運用方法

情報資産と脅威

ÞÓĂÿÁÿ考¾ÿĂā脅威jœĢĘĈ分類ÍhĤĖŎœ
脅威と影響度

įČ機能組込õ方針Ĉ体系化ÍÕgôÕh共通的á適用可

脅威と
対策方針

能àĤĖŎœįČ機能äŀŒĬıľĒsŉÞÍÜhĸsĲ

対策方針と
セキュリティ機能

対策方針
セキュリティ機能

ďĐċœĦsĢá適ÍÕ暗号j認証技術Ĉ開発hŋġŎs
Ŕ化Íh富士電機ęŔsŀî展開ÍÜºāg

製造トレーサビリティシステム
製造業Ýåh出荷製品ä不具合対応áþāŖĢĜĢıÂ

図

階層化分析支援イメージ

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

製品ロット No. に着目した分析

ŀœŜı板実装向ÇÁÿŀœŜı板Ĉ搭載ÍÕĜŜņsĶ
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

Ŝı製造向ÇîÞ適用範囲Ĉ拡大Íh製造現場ä品質分
析改善Ĉ支援Ïā品質ıŕsĞļœįČĠĢįŉ構築用ŀ
ŒĬıľĒsŉĈ開発ÍÕg主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

製品
ロット No.

製品組立の
製造工程情報

部品
部品
ロット No.
ロット No.
（構成部品１）（構成部品 2）

構成部品１のロット No. に着目した分析

（ 1） 部品構成á応Î製造履歴情報ä階層的分析Â可能}ı

ŕsĢĹĬĘ/ľĒŘsĲh不良要因分析àß~
}図参
照~

構成部品１-１のロット No. に着目した分析

（ 2） 製造作業á関ÏāĻŎsŇŜđŒs防止機能Ĉ備¾Õ

製造情報収集Â可能
現在hŀœŜı板Ĉ搭載ÍÕĜŜņsĶŜı組立工場î
ä適用評価Ĉ実施ÍÜhĿŒĬĠŎċĬŀĈ図ÙÜºāg



部品
ロット No.
（構成部品
１-１）

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.

部品
製造
ロット No. 工程
（構成部品 情報
１-１）
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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
半導体İĹčĢä非破壊試験Ĉ目的ÞÍÜhX 線Ňč

図

SiC らせん転位のひずみ解析結果

〕Ĉ開
ĘŖļsŉĈ用ºā新ÍºèÐõ解析手法〔 図（a）

試
料
ス 位置
キ
ャ の
ン
y（

0
−70
−5

−10
−10 −5

ωスキャン
試料

Ñĉ転位ä解析結果}Ñĉ断èÐõä分布~Ý¸ĀhÉĂ

0

（a）測定方法

0

x（

5

70

5

0

0
−70
−5

−10
−10 −5

10

0

x（

m）

（c）SiC らせん転位のひずみ像

rad）

10

（
Δω

X線
マイクロ
ビーム

Ü連続ÍÕ断面回折像〔 図（b）
〕Ĉ作成ÍhÉĂÿä回折
å SiC}炭化Ěč素~ÿ
像ĈèÐõ分布á変換ÍÕg図（c）

m）

¼¾ÝhX 線入射角度ω Ĉ変¾àÂÿ試料ĈĢĖŌŜÍ

70

5

m）

10

（
Δω

検出器
V スリット

y（

試料内部ä微小領域Áÿä回折光Ĉ観測ÝÃāþ¼áÍÕ

rad）

発ÍÕgèÐõ分布像Ĉ得āÕ÷áhV ĢœĬıáþĀ

5

10

m）

（d）シミュレーション結果

〕ÞøþÅ一致ÏāgÉ
åĠňŎŕsĠŐŜ結果〔 図（d）
ä解析áþĀ転位èÐõÞœsĘ電流Þä関係Â明ÿÁá
àĀÚÚ¸āg本解析手法ä特徴åh①èÐõä定量解析
ωスキャン

Â可能}従来å定性解析äõ~
h②非破壊測定Â可能}配

（b）ωスキャン画像

線h電極àßÂ¸ÙÜøþº~
hÁÚ③解像度Â高º}0.5
v 2 m~ÉÞÝ¸āg

多層薄膜デバイスの膜質評価技術
半導体İĹčĢä高性能化Â進õhÓä構造å微細化h

図

多層薄膜デバイスの膜質評価解析
二次イオン強度（counts/s）

多層薄膜化ä一途ĈÕßÙÜºāg積層ËĂÕ薄膜各層ä
膜質åhİĹčĢ性能Ĉ支配ÏāÕ÷hÓä膜質評価技術
Â重要不可欠ÞàÙÜºāg富士電機Ýåh電子線hX 線h
čēŜļsŉàßĈ用ºÕ分析手法Ĉ駆使ÍÜ表面h界面h
åh電極基板上á形
各層ä評価解析Ĉ行ÙÜºāg 図（a）

電極

成ËĂÕ薄膜İĹčĢä透過電子顕微鏡áþā断面明視野

表面側

8

基板側

10

6

10

元素 1
元素 2
元素 3
元素 4

4

10
10

2

1
0

100

200

300

400

500

スパッタ時間（s）

（b）深さ方向プロファイル
（二次イオン質量分析装置）

å二次čēŜ質量分析装置áþā微量元素ä深
像h 図（b）
Ë方向ŀŖľĊčŔĈ評価ÍÕ例Ý¸āÂh従来ä手法Ý

膜厚：数 nm
ドーパント濃度：高
膜厚：数 nm
b層
ドーパント濃度：低
膜厚：数 nm
c層
ドーパント濃度：高
膜厚：数 nm
d層
ドーパント濃度：低
a層

á示Ïþ¼à数原子層ēsĩÁÿà
å解決ÝÃàº 図（c）
ĀhÁÚĲsĺŜı濃度差ä¸āþ¼à多層薄膜á対ÍÜ
øhŀŖsĿ顕微鏡Ĉ駆使ÍÕċŀŖsĪàß 1 層ÊÞä
膜質Ĉ評価ÝÃā解析技術ä確立á取Ā組ĉÝºāg

半導体層

電極 / 基板

（a）断面明視野像（透過電子顕微鏡）

（c）断面模式図

発電機の大規模熱流体解析技術
ĨsļŜ発電機Ýåh銅損ú鉄損áþāĜčŔä温度上

図

解析モデルと風速分布

昇Ĉ抑制ÏāÉÞÂh製品ä信頼性確保ú長寿命化äÕ÷
á重要Ý¸āg特áh回転子ĜčŔä側面ú内部Ĉ流Ăā
冷却風ä流量配分Ĉ予測j制御ÍhĜčŔä温度分布Ĉ平

軸流ファン 固定子枠

固定子コイル

準化ÏāÉÞÂ設計上ä重要課題Ý¸Āh熱流体解析áþ
ā発電機内部ä風量h温度予測ä取組õÂ進÷ÿĂÜºāg

風速（m/s）

þĀ詳細à内部冷却ŊĔĴģŉä検討Ĉ行¼Õ÷h発電

160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.0000

回転子軸

機全体Ĉ対象ÞÍÕ大規模熱流体解析ŋİŔĈ作成Íh複
数ä CPU Ĉ用ºÕ並列計算Ĉ行ÙÕgÓä結果h算出Í
Õ冷却風量h温度上昇値å実測値ÞÀÀöã一致ÍÕg
今後h本解析技術Ĉ利用ÏāÉÞÝhÉĂôÝ困難Ý

固定子鉄心 冷却器

（a）解析モデル

（b）風速分布

¸ÙÕ回転子ĜčŔä冷却風量配分ä最適化àßÂ可能Þ
àāg
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解析技術・材料技術
囲い輪付タービン低圧翼の振動解析技術
富士電機Ýåh蒸気ĨsļŜä振動低減Þ効率向上Ĉã

図

囲い輪付タービン低圧翼の計算モデルと計算結果

ÿºh翼先端部á囲º輪Ĉ付ÇÕĨsļŜ低圧翼ä開発Ĉ
行ÙÜºāgĨsļŜ翼ä設計áÀºÜåh定格回転数Ý
ä共振回避Â必須Ý¸Āh従来構造}囲º輪àÍ~þĀø
挙動Â複雑à囲º輪付ĨsļŜ翼ä振動解析技術ä開発Ĉ
進÷Üºāg囲º輪付ĨsļŜ翼áÀÇā固有振動数Ĉ高
（b）固有値計算

精度á予測ÏāÕ÷h次ä 3 条件Ĉ考慮ÍÕg

：実測値
：計算値
固有振動数

（ 1） 翼組立時ä囲º輪間ä初期接圧
（ 2） 遠心力áþā翼äãÎĂ戻Ā時ä囲º輪間ä圧縮力
（ 3） 高速回転時áÀÇā翼脚部拘束条件ä変動

計算ŋİŔå翼ä囲º輪間Ĉ実機同様ä接触ÞÍh低圧
（a）囲い輪付タービン
低圧翼を植え込んだロータ

翼全体ĈľŔŋİŔ化ÍÕgÓä結果h実測値Þä計算誤

回転数

（c）実測値と計算値の比較

差å 5 % 以下ÞàĀ固有振動数ä予測á十分à精度Ĉ得Õg

生産技術
プレス金型の長寿命化および損傷予測技術
ŀŕĢ加工技術åh機器部品ú電子製品ä構成部材h筐

図

凝着部位断面解析と AE 検知システム

体}Ãý¼Õº~àßä加工á広Å使用ËĂÜºāÂh金
制御後

型ä突発的à損傷àßáþā生産計画ä遅Ăúh金型修理

打抜き：10,000 回

ĜĢıh損傷金型ä継続使用áþā部品ŖĢä低減Â課

改良材
AE センサ

題ÞàÙÜºāg富士電機Ýåh金型ä長寿命化Àþé損

AE 計測システム

（b）AE 検知システム

傷検知技術ä開発á取Ā組õhÉĂôÝá金型ä突発損傷

3,000 回

因子Â表面化合物ä偏在áþāøäÞ特定Íh表面化合物

6,000 回

9,000 回

打抜き：10,000 回

Ĉ分散ËÑÕ長寿命金型Ĉ開発ÍÕ}従来比 3 倍~
gôÕh

12
AE波信号

従来材

金型損傷ĈœċŔĨčŉÝ検知ÏāĠĢįŉÞÍÜhċ
ĜsĢįČĬĘđňĬĠŐŜ}AE~波ä累積đĶŔės
制御前

Áÿ金型損傷Ĉ検知Ïā手法Ĉ確立ÍÕg今後hÉĂÿä

10
8
6
4
2
1,000 3,000 5,000 7,000 9,000
ショット数

（a）損傷因子制御前後の比較

技術ĈŀŕĢ加工ŒčŜá適用ÏāÉÞÝh大幅àŖĢ低

（c）AE 検知の例

減ÂÝÃā見込õÝ¸āg

鉛フリーはんだ実装信頼性設計技術
電子機器製品ä信頼性設計áå CAE}Computer Aided

図

CAE 寿命予測精度の高精度化と微小材料試験技術

実験値

合部ä寿命予測精度å低Åh実機検証試験Ĉ併用Í信頼性
精度向上Ĉãÿºh接合部á対Ïā高精度解析手法Þ材料

40

従来サイズ：φ10 mm

30
20

従来法
粘塑性

10
0
−0.015 −0.01 0.005

0

誤差：１８％

−30

åĉÖ寿命予測手法ÞÍÜh移動硬化則Ĉ考慮ÍÕ粘塑

解析

−40

性解析ŋİŔĈ構築Íh従来 18 % Ý¸ÙÕ疲労特性áÀ

実験値

40
30

Çā応力−èÐõäĻĢįœĠĢä再現精度Ĉ 10 % 以下
á改善ÍÕgËÿáhåĉÖ非平衡凝固組織Ĉ考慮ÍÕ微

20

新規法

10

粘塑性

0
−0.015 −0.01 0.005

小疲労試験技術Ĉ併ÑÜ確立Íh材料İsĨłsĢĈ構築
ÍÜºāg
今後hËÿá CAE áþā寿命予測ä高精度化Ĉ図Āh
信頼性設計á反映Ïāg



微小疲労試験片：φ0.5×6（ mm）

−20

応力

İsĨłsĢä構築á取Ā組ĉÝºāg

0.005 0.01 0.015

ひずみ

−10

−10

誤差：9.5％

0

0.005 0.01 0.015

ひずみ

−20
−30

解析

−40

（a）粘塑性解析の比較

全ひずみ範囲 εt（％）

設計Ĉ行ÙÜºÕg開発期間ä短縮ú CAE Ýä寿命予測

応力

Engineering~Â用ºÿĂāg信頼性Ĉ左右ÏāåĉÖ接

10.00

従来サイズ（φ１０）
1.00

0.10

0.01
10

微小サイズ（φ0.5）

100

1,000 10,000 100,000

繰返し数 N f（cycles）

（b）鉛フリーはんだの疲労特性比較
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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
近年h製品ä小型j高機能化á伴ºŀŒĢĪĬĘ成形部

図

トリップクロスバー

品ä寸法精度á対Ïā要求Â厳ÍÅàÙÜºāg
富士電機Ýåh成形部品ä品質安定化ä一環ÞÍÜh低

圧力が長時間
維持されている。

圧遮断器α-TWINä主要機構部品Ý¸Āh高º寸法
精度Â要求ËĂāıœĬŀĘŖĢĹsä寸法安定化á取Ā
組õh成形中ä金型内樹脂圧力測定h成形品äĕŒĢ繊維
配向Àþé樹脂流動形態ä観察h三次元樹脂流動解析àß
ä技術Ĉ駆使ÏāÉÞáþĀh寸法æÿÚÃä大Ãº箇所
áÀÇā成形中ä挙動}樹脂á強ºÑĉ断力Â掛Áāh樹
脂圧力ä低下Â速º~Ĉ明ÿÁáÍÕg
ÉĂÿä結果á基ÛÃěsı位置ä最適化àßĈ行ºh

従来ゲート

ゲート最適化後

寸法æÿÚÃĈ従来比 1/10 ôÝ低減Íh高精度à成形Ĉ
実現ÍÕg

（a）トリップクロスバー

（b）保圧 5.5 秒後の圧力分布
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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

●社団法人日本電機工業会

優秀論文発表賞

平成 20 年度（第 57 回）電機工業技術功績者表彰


非対象àĚsĿŔ構造áþāčŜĹsĨä雑音端子電圧
ä相間æÿÚÃîä影響


直接挿入式ŕsğ方式ĕĢ分析計ä開発

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社
林

美和子h鳥羽

優秀賞

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

章夫h玉手

道夫


IGBT 直列čŜĹsĨĈ用ºÕ鉄道車両駆動用誘導機速
度ĤŜĞŕĢłĘıŔ制御ä現車試験結果

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

宣之

財団法人鉄道総合技術研究所h国立大学法人千葉大学Þ共同

富士電機機器制御株式会社

秀夫

淺川

浩司

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社


čŜĹsĨáÀÇā雑音端子電圧äĠňŎŕsĠŐŜá
þā定量推定法

磯崎

優


新型φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪä開発

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

富士電機機器制御株式会社

玉手

道雄


次世代 1,200 V ıŕŜĪ FS-IGBT ä開発

逸人h小野澤勇一h大月

井川

町田

謹斎h小笠原

稔


世界最大級ĨsļŜ発電機用 22 kV 級全含浸絶縁ä完成

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社

富士電機ĠĢįŉģ株式会社
正人h

修

芳賀

弘二h石動

雅行

瑞慶覧章朝h安本

浩二


交流電気集塵装置ä開発

14th International Display Workshops

富士電機ĠĢįŉģ株式会社

2007
Outstanding Poster Paper Award

●社団法人日本電気協会

High Performance OLEDs for Color Conversion Method
富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

平成 20 年度（第 53 回）澁澤賞

低圧受配電機器ä電気技術規格j基準ä制改定

寺尾

豊h金井

直之h牧野

亮平h

小林

誠h川口

剛司h河村

幸則h

木村

浩

富士電機機器制御株式会社
●社団法人発明協会・平成

中村

司

20 年度関東地方発明表彰

栃木県支部長賞

●社団法人溶接学会


回路遮断機äŏĴĬı構造

第 14 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実

富士電機機器制御株式会社

装技術」シンポジウム（Mate2008）

佐藤

一彦h川島

技術開発論文賞

善明h青木

忠久h

長谷川喜吉h小笠原


ĺŘsĪĬŀēŜĪĬŀ}COC~ĺĬĚsġ技術開発
富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社
今井

誠h船越

竹内

茂行h小山

孝章h武井

誠h

発明奨励賞

電磁開閉器

信二h

富士電機機器制御株式会社

正晃

大上

●日経産業新聞社

聡克h深谷

直樹h古畑

幸生

俊介h高島

敏和


電子機器ä自己診断機能

日経優秀製品・サービス賞

富士電機機器制御株式会社

《機械・電子部品・家電》部門

ĢsĺsŇŔĪňĴ

鹿野

FFY248

半導体装置

●財団法人電気科学奨励会

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社

第 56 回電気科学技術奨励賞（オーム技術賞）

征矢野


ľČsŔĲĢıĬŀ IGBT ä開発Þ実用化
富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社
大月



金井


ęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔä開発

小林

● The

紀友

優良賞

富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社

仲野

平山

正人h桐澤

光明h吉村

尚

伸h鳥羽

進
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技術の有機的融合をめざして



回転機・可変速機器 ……………………………………………… 

新大容量標準形œŜęĿŖs

（年頭特別対談）

装置 FFU 用 DC ĿŒĠŕĢŋsĨ

中期研究開発計画の成果と展望

永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~ä系列化



株式会社神戸製鋼所向Ç蒸気回収発電装置
ハイライト

高性能j多機能形čŜĹsĨFRENIC-MEGA



Ġœsģ制振制御機能付Ã位置決÷制御
高性能j多機能形čŜĹsĨFRENIC-MEGA

消防用非常電源対応Āĉ酸形燃料電池発電装置
ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä増産体制Ĉ構築

Ġœsģ伸線機îä適用

ĴŎsġsŒŜĲjMRP 社向ÇĔďĐŒď地熱発電所ä完成

高性能ĞsŅĠĢįŉALPHA5 Ġœsģä機種

地熱蒸気性状äēŜŒčŜŋĴĨœŜęĠĢįŉ

拡充

無停電電源装置UPS7700F Ġœsģ
オートメーション

富士 PM ŋsĨĲŒčĿFRENIC-MEGA

展

第 6 世代V ĠœsģIGBT ŋġŎsŔ
3

第 6 世代ĺŘs MOSFETSuperFAP-E 900 V Ġœsģ

望 ……………………………………………………………… 

エネルギーソリューション ……………………………………… 

欧州向ÇľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä受注拡大

超省đĶ自動販売機

燃料電池普及機100 iä完成Þ拡販

新型電子式個人線量計
7



中部電力株式会社向Ç低圧電力契約用遮断器

成分同時測定ĕĢ分析装置ZSU-7

ľŔĔŒs細粒異物検査装置

動力 S ĿŕsĔ

ĶĬıŘsĘ対応電子ŇĶs決裁端末

ĜŜĺĘıŇŔĪ計測ŏĴĬıFeMIEL

統合型 FA ĠĢįŉđŜġĴċœŜę環境

ĕĢđŜġŜĜsġĐĶŕsĠŐŜ用 UPS

高密度記録 ECC 媒体

瞬時電圧低下監視ĠĢįŉ

電子電器ä放射ķčģ解析技術

IP 変換装置Þ IP 対応監視制御装置
構造化ĴŎsŒŔĶĬıŘsĘ適用ä電力需要予測

環境とエネルギーで社会へ貢献する企業を目指して



ĠĢįŉ

電機システム部門

配電自動化ĠĢįŉä Web 型高速 GUI ĺĬĚsġ

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

発変電所用標準監視制御ĠĢįŉ
インダストリーソリューション ………………………………… 

ドライブ
展



望 ……………………………………………………………… 

ドライブシステム ………………………………………………… 

łıĳŉjPVCL 社向Ç No.1 電気÷ÙÃ設備ä増強

電

鉄鋼業j製造ŀŖĤĢŒčŜ向ÇıŕsĢĹĬĘ
ĠĢįŉMainGATE/PPA
天然水製造工場向Ç統合製造管理ĠĢįŉ
MainGATE-Process

工事

ŏļĖĨĢ保全ĦœŎsĠŐŜ

ōŇıĢĪsŔ株式会社形鋼工場 UR ňŔjE ňŔ主機

構内物流管理ĠĢįŉ

電動機更新用電気品

鉄鋼ŀŒŜı計測制御ĠĢįŉ

ĨčjįČŜŀŕsı製造株式会社向Ç No.2 電気

鉄鋼ŀŒŜı計算機制御ĠĢįŉ

÷ÙÃ設備ä更新

化学ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

棒鋼圧延用ĲŒčĿĠĢįŉ更新工事

食品ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

大容量ĞsŅĠĢįŉä完成

──乳業ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ──

中国市場向Ç高圧čŜĹsĨ

Êõ処理ŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

源 ……………………………………………………………… 

ĤŊŜıŀŒŜıä計測制御ĠĢįŉ

IDC 向Ç UPS ä取組õ

ŅčŒä計測制御ĠĢįŉ

無停電電源装置ŊŜįĳŜĢľœs UPS

都市ĕĢ向Ç統合監視ĠĢįŉ

İġĨŔ制御適用ľœĬĔ対応電源
車両・特機 ………………………………………………………… 

ĴŎsősĘ市営地下鉄向ÇœĴċĲċ

đŜġĴċœŜę支援ĠĢįŉHEART Ġœsģä
MICREX-NX 版
ソシオソリューション …………………………………………… 

高速 Ethernet 対応屋根上搭載型電車用電源装置

地震対策ŋĴĨœŜęņĢıä納入

東日本旅客鉄道株式会社 E233 系電車向ÇœĴċĲċ

高感度体表面汚染ŋĴĨ
高感度ŒŜĲœsŋĴĨ
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事務処理ŘsĘľŖsĠĢįŉExchangeUSE

発電プラント



営農支援ĠĢįŉ
某市向Ç文書管理ĠĢįŉj庶務事務ĠĢįŉ

展

計測制御コンポーネント ………………………………………… 

火

望 ……………………………………………………………… 
力 ……………………………………………………………… 

電力需給用複合計器}時間帯別j通信機能付~

米国向Ç地熱用ĨsļŜj発電機ä受注

直接挿入ŕsğ方式ĕĢ分析計ä測定成分追加

čŜĲĶĠċjŘōŜďČŜĲĎ地熱発電所 2 号機ä

ĕĢ分析装置ZSU-4

建設

圧力j差圧発信器FCX-AⅢäęŖsĹŔ防爆規格

東北電力株式会社柳津西山地熱発電所ä高効率化

認証取得

œļċ向ÇĨsļŜj発電機ä営業運転開始

ŋġŎsŔ型調節計äĠœsģ拡充

IPP 向ÇĨsļŜj発電機設備ä受注Þ出荷

新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXä機能拡充

台湾地区 600 MW 発電ŏĴĬıäœĸļœ工事

新情報制御ĠĢįŉMICREX-NXP/PE œŜĘİ

原子力 ……………………………………………………………… 

ŀŔıĴďŉ燃料製造j検査系主要計算機ä更新

ĹčĢ
統合ĜŜıŖsŒMICREX-SXä CPU ŋġŎsŔ

常陽炉容器内構造撮影装置ä製作
高温超電導}čĬıœďŉ系~機器ä製作

SPH2000ä内蔵 Ethernet 機能拡充
統合ĜŜıŖsŒMICREX-SX計装向ÇŋġŎsŔ

水

力 ……………………………………………………………… 

ŘčōľĒsňŜęä生産性Ĉ向上ËÑā PLC 用

山形県企業局新野川第一発電所向Ç発電設備据付Ç工事

ĦľıďĐċ

čŜĲjĕĲĕsŔ揚水発電所ä現地試験完了
山形県企業局向Ç横川発電所ä完成

産業プラント
展



望 ……………………………………………………………… 

産業受変電・パワーエレクトロニクスシステム ……………… 

ľČœĽŜjŇĿĸčļĴŔ社向ÇS-Former Mini

共通技術プラットフォーム
展

望 ……………………………………………………………… 

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

高電力密度電源

}12 相整流装置~ä納入
米国jēĖĠİŜĨŔ社向Ç他社製変圧器ÞäĘŖsģ

盤構造設計ŀŒĬıľĒsŉ
永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~ä設計技術

ĔĬŀŔ整流器ä完成
JFE 条鋼株式会社仙台製造所向Ç炉用電気品ä納入



情報制御 …………………………………………………………… 

MHz 級高周波電源装置

高度ĤĖŎœįČ対応ċĘĤĢ権限分割機能

ċŔň精錬工場向Ç 220 kV GIS

安全計装ĠĢįŉä適用技術
無線技術ŀŒĬıľĒsŉ

施設電機システム ………………………………………………… 

国内最大級容量äŋsŔĲıŒŜĢ

制御技術ŀŒĬıľĒsŉ

都内情報通信施設向Ç特高受変電設備

総合ĜŜıŖsŒ対応ä単体įĢı支援ĭsŔä拡充

国立大学法人岡山大学}鹿田ĖŌŜĺĢ~特高受変電

生産技術 …………………………………………………………… 

LIME 手法áþā配電盤ä LCA 評価

設備更新

ņsŔ巻付Ç型太陽電池電源実証実験

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

łċĪĬŀ多段積õ技術

大阪市交通局長居変電所ä更新工事
都市高速福大ıŜĶŔ向Ç換気設備ä納入

保護継電器試験ĠĢįŉ
予防保全サービス ………………………………………………… 

IP ĶĬıŘsĘĈ利用ÍÕ IG 中継型遠方監視制御設備

œŋsı監視ŋġŎsŔ

ä納入

CE 業務支援ĠĢįŉ
ŋsŔĲ変圧器劣化診断ĠĢįŉ

クリーンシステム ………………………………………………… 

液晶製造ŒčŜ用精密恒温装置
超精密温調装置

受配電・制御機器コンポーネント



ĘœsŜ冷却装置

展

LSI 方式新ĘœsŜŔsŉ監視ĠĢįŉ

受配電・開閉機器 ………………………………………………… 

望 ……………………………………………………………… 

電磁接触機NEO SC Ġœsģ

SC-N4hSC-N5ä

機種拡充
電力監視機能付G-TWIN Ġœsģ 新 FePSU
ĿŕsĔ
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ęŖsĹŔĭčŜĿŕsĔG-TWIN Ġœsģ 630 AFh

感光体 ……………………………………………………………… 

ĔŒsŀœŜĨ用有機感光体

800 AFä機種拡充

ŇŔĪıĳs対応型有機感光体

電力監視・制御機器 ……………………………………………… 

耐刷特性安定型正帯電型有機感光体

φ16 ĜŇŜĲĢčĬĪminico Ġœsģä新型非常
停止ĢčĬĪ
電力監視ĠĢįŉF-MPC Netä機能拡充

快適商空間の創造を目指して

省đĶŔės解析支援ĠĢįŉF-MPC Ecoä機能

リテイルシステム部門

拡充

富士電機リテイルシステムズ株式会社

地球環境にやさしい技術で世の中に貢献



流通機器システム





電子デバイス部門

展

富士電機デバイステクノロジー株式会社

自動販売機 ………………………………………………………… 

望 ……………………………………………………………… 

2009 年機缶飲料自動販売機
半導体
展



望 ……………………………………………………………… 

半導体 ……………………………………………………………… 

産業用 IGBT ĸčĺŘsŋġŎsŔ

中型ĔĬŀ式自動販売機
ċčĢĘœsŉ自動販売機
CO2 冷媒冷凍機ä小型j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

ĸčĿœĬĲ車ŋsĨ駆動用 IGBT ŋġŎsŔ
小型j薄型 IPM

通貨・カード機器 ………………………………………………… 

高速 IGBT

省đĶŔės型硬貨識別装置

第 6 世代ĺŘs MOSFET

省đĶŔės型紙幣識別装置

SuperFAP-E3S

自動ÚĀ銭機ECS07

低 Qg Ġœsģ

宇宙用ĺŘs MOSFET

店舗設備機器 ……………………………………………………… 

高耐圧超低œsĘ電流 SBD ä系列化

ēsŀŜĠŐsĚsĢECOMAX R Ġœsģ

ŇŔĪĪĬŀĺŘsİĹčĢM-Power 2B Ġœsģ

冷凍機内蔵型ŒďŜĲĠŐsĚsĢ

臨界型 PFC 電流共振統合電源 ICFA5560M

レジャー機器 ……………………………………………………… 

ŕġŌsńsŔ向Ç小型 4 金種混合金庫

8 ĽŜ連続 PFC ICFA5550/51
高効率低待機電力 PWM 制御 ICFA5592/93 Ġœsģ
高効率降圧ĜŜĹsĨ ICFA7743N

市場環境を見据えた革新的技術の実現に向けて

携帯機器用ŇŔĪĪŌĶŔ電源 ICFA7763R

研究開発

高機能ŘŜĪĬŀčęĳčĨ

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社



čŜįœġĐŜıĺŘs MOSFETF5063L
技術開発・生産技術

自動車向Ç高地補正用小型大気圧ĤŜĞ
車載用 IPS İĹčĢ技術



エネルギー・環境 ………………………………………………… 

三次元ĺŘsİĹčĢ形成技術

固体高分子形燃料電池ä加速評価方法ä確立

樹脂封止型半導体ĺĬĚsġä設計技術

Āĉ酸形燃料電池ä新型商品機

SON 構造ä形成技術

Āĉ酸形燃料電池ĢĨĬĘä保温ŕĢ輸送技術

SiC ĺŘs MOSFET İĹčĢŀŖĤĢ技術

中小規模下水処理場向Ç汚泥消化設備
実用超高温ĕĢ炉技術

情報機器コンポーネント



電子デバイス ……………………………………………………… 

MEMS 技術Ĉ適用ÍÕ SGFET
展

望 ……………………………………………………………… 

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 

ċŔň垂直磁気記録媒体用基板
ECC}Exchange-Coupled Composite~媒体

波長変換素子
次世代型ľČŔŉ太陽電池ÞÓä生産設備
色変換法áþāľŔĔŒs有機 EL ĺĶŔ
メカトロニクス・センサ ………………………………………… 

HDI}Head Disk Interface~技術

電磁−運動解析áþā電磁石設計技術

DTM}Discrete Track Media~

ĻsıņŜŀ自動販売機ä商品温度解析技術

熱ċĠĢı媒体
磁気転写ĞsŅ媒体

情報・通信制御 …………………………………………………… 

機能安全技術開発îä取組õ



富士時報

6OL .O 

富士時報

Vol.82 No.1 2009（技術成果と展望）掲載項目一覧

組込õĠĢįŉ開発技術 ── 組込õĤĖŎœįČ──
製造ıŕsĞļœįČĠĢįŉ

囲º輪付ĨsļŜ低圧翼ä振動解析技術
生産技術 …………………………………………………………… 

解析技術・材料技術 ……………………………………………… 

ŀŕĢ金型ä長寿命化Àþé損傷予測技術

X 線áþā新ÍºèÐõ解析技術

鉛ľœsåĉÖ実装信頼性設計技術

多層薄膜İĹčĢä膜質評価技術

配線用遮断器用樹脂部品ä高精度成形技術

発電機ä大規模熱流体解析技術

Vol. 82 No.1 に掲載の商標，略称など
Windows

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

Modbus

k米国 Schneider Automation, Inc. ä商標ôÕå登録商標

Ethernet

k富士ĥŖĬĘĢ株式会社ä商標ôÕå登録商標

ĢĪsŉĢĨs k株式会社神戸製鋼所ä商標ôÕå登録商標
Excel

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

JavaScript

k米国 Sun Microsystems, Inc. ä商標ôÕå登録商標

Office

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

Visio

k米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

Oracle

k米国 Oracle Corp. ä商標ôÕå登録商標

Linux

kLinus Torvalds 氏ä商標ôÕå登録商標

RoHS
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主要事業内容

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
ドライブ分野［駆動制御，駆動システム，電源，車輌・特機］
，オートメーション分野［センサ，計測機器，コントローラ，
製造ソリューション，エネルギーソリューション，ソシオソリューション］
，産業プラント分野［産業電源，施設電機，電
鉄用変電，クリーンルーム］
，発電プラント分野［火力，原子力，水力］
，工事分野［電気設備工事，空調，給排水工事］
，
器具分野［電磁開閉器，マニュアル・モータ・スタータ，操作表示機器，配線用遮断器，漏電遮断器，高圧真空遮断器，
低圧・高圧ヒューズ，ガス警報器，エネルギー管理機器］

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
半導体デバイス［パワー MOSFET， 電源制御 IC， IGBT モジュール， IGBT-IPM， 整流ダイオード， 圧力センサ］
，
ディスク媒体［アルミ媒体，ガラス媒体，アルミ基板］
，画像デバイス［感光体，画像周辺機器］

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
自動販売機［各種自動販売機］
，フードサービス機器［各種ディスペンサー，自動給茶機，冷蔵ショーケース］
，通貨機器［硬
貨識別装置（コインメカニズム）
，紙幣識別装置（ビルバリデータ）
，両替機，つり銭自動支払機，遊技場向け通貨関連機器，
非接触 IC カードシステム］
，コールドチェーン機器［店舗用各種ショーケース，店舗関連機器，店舗設計施工・保守］

富 士 時 報

第

82

巻

第

1

号

平
平

成
成

20 年 12 月 30 日
21 年 1 月 10 日

印
発

刷
行

定価 735 円 （本体 700 円・送料別）
編集兼発行人

山

発

行

所

富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社
技術j事業戦略本部 技術戦略室

〒141 - 0032 東 京 都 品 川 区 大 崎 一 丁 目 1 1 番 2 号
（ゲートシティ大崎イーストタワー）

編

集

室

富士電機情報ĞsļĢ株 式 会 社 内
富士時報編集室

〒191-8502 東 京 都 日 野 市 富 士 町 1 番 地

富士電機情報ĞsļĢ株式会社

〒191-8502 東 京 都 日 野 市 富 士 町 1 番 地

印

刷

所

添

勝

電 話（042）585 − 6965
FAX（042）585 − 6247

電 話（042）587 − 5555

発

売

元

株 式 会 社

ē

s

ŉ

社

〒101 - 8460 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 番地
電 話（03）3233 − 0641
振替口座 東京 6−20018

2009



Fuji Electric Holdings Co.，Ltd.，Printed in Japan（禁無断転載）

昭和 40 年 6 月 3 日

第三種郵便物認可

平成 21 年 1 月 10 日発行（年 6 回 1，3，5，7，9，11 月の 10 日発行）富士時報

本誌は再生紙を使用しています。

第 82 巻

第 1 号（通巻第 854 号）

雑誌コード 07797-1

定価 735 円（本体 700 円）

