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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，
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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
是非そうしていただきたいですね。日本の研究

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
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

企業の研究者というのは，ある程度ローテー

北澤

（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
研究のための研究者というのは，基盤部門には

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

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
を定年退官し，2007（平成 19）年まで東京理科大学理工学部電気電子情報工学
科教授を務める。
パワーエレクトロニクスをはじめとする電気工学の日本における第一人者とし
て，国内外にわたって産学官界で幅広く活躍されている。

全社一体となり
マーケットに対応する
北澤

これまで富士電機の牽引事業は，半導体と媒体

でした。2008 年 7 月に新生・富士電機システムズ株
式会社（FES）ができて，ドライブとオートメーショ
ンを牽引事業に加えてスタートを切りました。先生か
らご覧になって，富士電機の歴史を振り返ってみたと

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
富士電機は我々から見ると重電機産業の会社で

りに行ったり，みんなで集まり，次の開発について毎

正田

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
同感ですね。現職に就いて以来，痛切に感じて

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

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
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ドライブとオートメーションというタイトルは

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

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，

もっとマーケット側から考えるということで

北澤

正田

私たちは部品の下請けでいきます」
と言われるのです。
これには驚きました。

すね。
ユーザーをはじめ外部の人は，富士電機の，例

北澤

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。

北澤 通宏

グローバル視点で
新たなビジネスをつかむ
正田

先ほどの太陽光発電にしてもユーザーとメー

カーの連携になるわけですが，特にこれからは，製品
流通のグローバル化が進むことで，標準化の問題が絡

きたざわ みちひろ

1952（昭和 27）年生まれ。1974（昭和 49）年，富士電機製造株式会社入社。
電子事業本部感光体・特機事業部第二開発営業部長を経て，1998（平成 10）年，
ユー・エス富士電機株式会社取締役社長に就任。富士電機画像デバイス株式会社
代表取締役社長，富士電機デバイステクノロジー株式会社取締役兼情報デバイス
事業本部長，同社常務取締役，同社専務取締役を経て，2008（平成 20）年 4 月，
富士電機ホールディングス株式会社シニアエグゼクティブオフィサー，6 月から
同社代表取締役・取締役副社長。7 月からは技術・事業戦略本部長を兼務している。
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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
確かに素晴らしいアイデアだと思います。刺激

ますよ。富士電機は燃料電池と太陽光発電，地熱も得

北澤

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
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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
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。

正田

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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年頭特別対談

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。
先日，あるテクノフェアに行って，電力中央研究所

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

北澤

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

「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

手は早かったですが，途中で時間がかかりましたね。
北澤

まだ技術的にも決して完全ではありませんし，

使ってくれるメーカーとの組合せができていません。

正田

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

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。

正田

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

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

北澤

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
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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
総合システムメーカーという言葉にふさわしい

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

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
エレクトロニクスをどういう方向でお考えですか。
北澤

現在は車載 IGBT，MOSFET，圧力センサなど

直してみると，使える技術がまだまだたくさん眠って
いると思いますよ。
北澤

こういう議論をもっと重ねないといけません

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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