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［環境ソリューション］

社会ソリューション

ファシリティソリューション
店舗・流通ソリューション

展

望

2010 年度は金融危機の影響が残り，小口の設備投資で
は復調の兆しがあるものの大口投資については依然厳しい

するため海外仕様のクリーン機器の開発や特殊環境条件で
のシステムエンジニアリングにも取り組んでいる。

市場環境が続いている。また地球温暖化や少子高齢化，安

社会情報システム分野では，農業生産から食の工業化，

全・安心などの社会的課題が多い中，富士電機では市場競

流通までの第六次産業向けソリューションの新製品を開

争力の強化を目指し技術開発・製品開発に取り組んでいる。

発した。その主力製品である企業経営情報ワークフロー

社会ソリューション分野では，強みであるコンポーネント
とシステムエンジニアリングに加えて，サービスを含めた
顧客視点のソリューションの提供により社会に貢献してい
くことを目指している。

「ExchangeUSE V10」 と 営 農 指 導 支 援「SmileAGRI」 シ
リーズ V5 をリリースした。
行政情報分野では，国をはじめ自治体ユーザにおいても，
クラウドコンピューティングに対する関心が高まってきて

ファシリティソリューション分野では，環境負荷低減を

いる。富士電機は，これまでに国や自治体への納入実績が

狙った新製品開発を積極的に行った。サーバ向けの内部電

ある文書管理システムパッケージを基に，総合行政ネット

源では，電力変換効率の国際指標における最高ランクで

ワーク（LGWAN）を利用したクラウド環境で自治体向け

ある“80 PLUS Platinum”を達成した高効率フロントエ

の公文書管理システムを提供する公文書管理サービスを開

ンド電源を開発した。ミニ UPS（無停電電源装置）では

発した。

省エネルギー（省エネ）と給電品質の両立を実現する自

店舗・流通ソリューション分野では，主な製品群として，

動運転切換モード付「EX100 シリーズ」を発売した。本

冷蔵冷凍ショーケース，省エネ制御システム，小規模店舗

製品は幅広い顧客ニーズに対応可能な商品として期待さ

ユニット，冷凍冷蔵商品配送センター向け冷却機器などの

れる。中大容量 UPS では，新 3 レベル IGBT（Insulated

開発，製造，販売を行っている。技術開発としては，熱流

Gate Bipolar Transistor）モジュールを用いた高効率中容

体解析，冷凍サイクルなどの冷熱技術を基盤とし，さらに

量 UPS「7100D シリーズ」を発売し，CO2 削減に貢献する。

システム制御技術などの活用を加えた形で，よりコスト

近年，電力消費量が注目されるインターネットデータ

パフォーマンスの高い省エネ対応技術の開発を重点的に推

センター（IDC）向けには，
“見える化”
“電力の省エネ”

進している。具体的には冷蔵冷凍ショーケースの省エネ対

“空調の省エネ”
といった総合的なソリューションメニュー

応のために，主要課題であるエアカーテンの庫内冷却効率

としてグリーン IDC ソリューションを提供している。富

の向上を進めている。2010 年の成果としては熱流体解析

士通株式会社 館林システムセンター向けに局所空調ユ

技術を活用し，エアカーテン気流の整流化と庫内の循環気

ニットの納入を完了し，IDC の省エネに貢献した。

流の整流化を最適化する構造を開発することにより，冷却

クリーンシステム分野では，FPD（フラットパネルディ

に必要なエネルギーの 20 % 削減を達成した。また，省エ

スプレイ）生産工程における省エネ，歩留り改善，タクト

ネ制御システムでは電子膨張弁システムの実店舗での評価

タイム短縮に貢献するソリューションメニューを開発した。

が完了し，ショーケースと合わせて積極的に展開していく。

ガラス基板の急速冷却では，熱源とノズルの開発で量産

小規模店舗ユニットにおいては建材パネルに木材を使用す

装置へのスペックインを実現した。DC ブラシレス FFU

る工法を新たに開発した。これにより，店舗ユニットの施

（ファンフィルタユニット）はパワーエレクトロニクス技

工の低コスト化と工期削減とを実現するとともに，顧客へ

術で省エネを実現し，複数モータを同時制御するコント

の環境負荷低減のアピール度が増した。

ローラを開発・製品化するとともに，その制御方法に関

今後もさらに，社会ソリューション分野において，顧客

してアジア各国で特許を取得した。また，海外での FPD

メリットの増大と地球環境の保全を両立させるソリュー

メーカーの設備投資が急増しており，その市場環境に対応

ションを提供していく考えである。
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ファシリティソリューション
高効率・中容量 UPS「7100D シリーズ」
インターネットデータセンターや半導体製造ラインの

図1

UPS「7100Dシリーズ」の操作パネルと外観

図2

高効率フロントエンド電源

電源環境を支える UPS において，電力損失の低減は重要
な課題である。富士電機は，独自の電力変換回路と新型
IGBT モジュールを採用した，中容量 UPS「7100D シリー
ズ」を発売した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

3 レベル変換回路と RB-IGBT（逆阻止 IGBT）の採
用により，中容量クラス最高の効率 95 % を達成した。
従来製品に比べ，年間約 62 万円の電気代を節約できる。

⑵

RB-IGBT を含む変換回路のパッケージ化，フィルタ
の小型化などにより，従来製品に比べ 40 % の軽量化を
実現した。

⑶

富士電機独自の並列冗長方式により，将来の増設が容
易な共通予備方式へも対応可能とした。

高効率フロントエンド電源「FH02500UAD」
電源の変換効率の高さを示す指標として，
“80 PLUS”
という認証がある。富士電機では，この認証の最高レベル
である“Platinum”ランクの効率（例えば負荷率 50 % で
94 % 以上，これは従来品の効率から約 4 % の向上が必要）
を得られる電源を開発し製品化した（認証申請予定）
。
開発目的は，近年の IDC（インターネットデータセン
ター）市場の拡大による，情報・通信分野でのエネルギー
消費量低減の要望の一つである，装置の消費電力低減に貢
献することである。従来品の電源と比較すると，1 年間の
低減電力量は約 800 kWh となる。
外 形 は W100× H41×D355（mm）
， 出 力 電 圧 54 V， 出
力電力 2,500 W である。また，負荷率 50 % で効率 94.3 %
が得られており，電力密度は 1.7 W/cm3 である。

富士通株式会社 館林システムセンター向け局所空調システム
近年，データセンターに使用されているサーバは，高性

図3

局所空調システム

能・高密度化により発熱量が飛躍的に増加している。今回
納入した局所冷却ユニット，冷媒ポンプユニットは，冷却

空調機械室

局所冷却ユニット

効率が高く，省スペースな局所空調システムとして，デー
タセンター全体の省エネルギー化に大きく貢献することが
期待されている。

サーバラック

本システムの主な特徴は次のとおりである。
⑴

省 エ ネ ル ギ ー： 冷 媒 ポ ン プ の 採 用 に よ り 成 績 係 数

（COP）13 以上を実現（冷水製造熱源の電力は含まない）
⑵

信頼性向上：局所冷却ユニットおよび冷媒ポンプユ

ニットを冗長化
⑶

結露防止機能：露点温度を計測して冷媒蒸発温度を制

空冷
チラー

P
冷媒ポンプユニット

ベース空調機

御
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ファシリティソリューション
液晶製造装置向け冷凍機式ガラス基板冷却装置の納入
液晶基板の製造工程では，ベーク乾燥後にガラス基板を

図4

冷凍機式ガラス基板冷却装置

図5

液晶工場のクリーンルーム

短時間に冷却する必要がある。特殊な吹出しノズルを用
い，高風速で高効率な空冷方式を採用することで歩留りの
改善を実現した。これまでのドライコイル方式に変えて冷
凍機方式とすることで，外部から供給される冷却水の影響
を受けにくい装置とした。また，複数の電子膨張弁を制御
し，コイルに流れる冷媒量を相互に調整することで，高精
度を実現した。従来方式に比べ，温度精度は ＋
−0.5 ℃から

＋
−0.1 ℃，温度分布はノズル吹出し口 10 点に対して ＋
−1 ℃
から −
＋0.4 ℃への向上を実現した。これにより，従来は 2

分程度必要であったガラス基板の冷却時間を 60 秒以内に
短縮することが可能である（ガラス基板温度を 90 ℃から
23 ℃＋
。
−1 ℃まで冷却する時間）

海外向けクリーンシステムの展開
近年では，液晶テレビの需要増が見込まれる中国や，生
産量世界一の韓国において，大規模液晶工場の建設が盛
んである。そこで海外市場からの需要を取り込むために，

4 台運転 DC-FFU
制御基板

子機

グローバル仕様で，かつ低コストを実現した 4 台運転の
FFU（ファンフィルタユニット）を開発した。また，液
晶パネル製品の歩留り向上のために，液晶工場のクリーン
ルーム環境を改善するための R ビジネスを足掛かりとし
て，新設工場の新規設計にも積極的に取り組み，海外での

親機

子機

生産装置エリア

子機

ガラス基板カセットのストックエリア

FFU

FFU
FFU
カセット

クリーンルーム事業の実績を積み上げている。
主な海外ビジネス展開は次のとおりである。
⑴

中国液晶工場の設計支援業務

⑵

韓国液晶パネルメーカーへの FFU 納入

ガラス基板
搬送装置

ワークフロー業務基盤 「ExchangeUSE V10」
富士電機は，ワークフロー製品である「ExchangeUSE
V10」を 2010 年末に発売した。本製品は，業務システム
ごとに実装されている決裁業務を統合できる SOA 型ワー
クフロー業務基盤である。富士電機の業務パッケージ（旅
費 ･ 経費，勤務，汎用申請）に加え，顧客独自の業務アプ
リケーションからワークフロー基本部を利用できる。また，
クラウドなどの新たなサービス形態に対応できるよう，構
造面の見直しとともに大幅な機能拡張を実現した。
⑴

組織構成の世代管理

⑵

多言語対応（日本法人の海外拠点に対応）

⑶

並行ルート，部門あて回送，バーコード決裁

⑷

作業フロー（インシデント管理業務などへの対応）

⑸

業務プロセス管理（業務データ連携，
システムフロー）
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図 6 「ExchangeUSE V10」案件処理画面

カセット
搬送装置
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ファシリティソリューション
営農指導支援「SmileAGRI」シリーズ V5
「SmileAGRI」シリーズは，農業生産現場における農薬

図 7 「SmileAGRI」シリーズV5のイメージ図

使用の適正化により，産地の食の安全確保を支援する仕組
農業生産団体（本社）

農薬マスタ提供

されている。

農薬
データ
ベース

「SmileAGRI」シリーズ V5 は，Java プラットフォーム

マスタ提供

農薬
データ
ベース

履歴管理用
データ
ベース

生産団体（現場管理部門）
検索・
出力実績閲覧

↑実績アップロード

農薬マスタダウンロード↓

への移行による利用可能なモバイル端末の多様化（iPhone，

データ閲覧
・出力

三ツ山情報サービス

データ更新

みとして，現在国内 50 拠点，約 1,000 名のユーザに利用

利用拠点

Android 端末といった現在主流のスマートフォンを対象）

検索履歴
アップロード

マスタダウンロード
（→モバイル）

と，病害虫診断支援機能や適正防除シミュレーション機能

管理端末

実績出力
業務実績管理

マスタ
利用端末
ダウンロード

など生産現場の課題に対し，より幅広く対応可能な機能の

生産現場持ち出し

生産現場

搭載を開発の機軸とし，農業生産現場のワンストップサー
ビス端末として機能性と利便性の拡充を図っている。

モバイル端末
（スマートフォン）

今後，国内外の農業団体ならびに生産者へ幅広く展開す

病害虫
診断機能

実績登録

＝開発対象機能

農薬情報
検索機能

農薬詳細情報
閲覧機能

防除シミュレー
ション機能

検索結果
出力機能

検索・出力履歴
管理機能

る予定である。

自治体クラウド向け公文書管理サービス
富士電機は，地方自治体や政府行政機関に実績がある文

図8

自治体クラウド向け公文書管理サービスの概要

書管理パッケージソフトウェアをベースに，自治体向けク
他のシステム

ラウドサービスとして公文書管理サービスを開発した。
開発のポイントは次のとおりである。
⑴

文書管理パッケージの機能の拡充と強化

⑵

仮想化技術の導入による計算機資源の有効活用

⑶

総合行政ネットワーク（LGWAN）経由で利用可能

⑷

耐震対策，セキュリティ対策の充実した，データセン

連携インタフェース

電子メール
や郵送

電子文書

公文書管理サービス
文書
作成

ファイル
共有

受付

公文書管理業務の効率化・サービス向上
電子施行
（庁内・外）

サーバ

決裁

施行

保存

紙決裁

紙施行
（紙文書）

電子決裁

起案

紙文書

ターの採用による安全性の確保
LGWAN を経由してこのサービスを利用することによ

開示
請求

り，ユーザとなる自治体に，クラウドの“低価格”
“導入

開示請求管理サービス

情報公開サービス

破棄

書庫

公開された情報を見る
必要な情報を求める

シュレッダ

オプション

必要とされる情報公開業務を
的確に・速やかに

企業，住民からの開示請求の
管理業務を軽減

住民

の容易さ”に加え“高セキュリティ”を提供できる。

オプション

システムの
ごみ箱

情報
公開

企業

店舗・流通ソリューション
冷蔵ショーケースの省エネルギー技術
スーパーマーケット業界では，
「改正省エネ法」の施行

図9

スーパーマーケット向け別置型冷蔵多段ショーケース

により，店舗における省エネの重要度が高まっている。こ
れらの市場ニーズを受け，
「エコマックス R シリーズ」の
モデルチェンジを行った。主な特徴は次のとおりである。
⑴

伝熱低減構造により，冷気吹出し部の熱移動を抑え，
露付き防止ヒータ容量を 30 % 低減

⑵

棚先端部のスリット構造で冷気を誘導し，前面エア

カーテンと棚ごとに配置した背面吹出し冷気との干渉を
抑制する細分化気流方式を開発・採用し，対標準機比で
20 %（セミ多段型）の省エネを達成
⑶

電子膨張弁による蒸発完了点制御により，熱交換器の
有効面積を向上し，対標準機比で 10 % の省エネを達成
〔⑵，⑶項はオプション対応で設定〕
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店舗・流通ソリューション
コンビニエンスストア向け「エコロパネル」工法
2010 年に生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）

図 1 ₀ 国産木材（間伐材）を利用した「エコロパネル」工法

が開催され，環境に対する社会的関心がますます高まって
いる。小売業界も環境に適合した事業運営を目指して，店
舗設備や店舗システムなどの改革を進めている。
富士電機は前述のニーズや環境問題に対応するためのパ
ネルユニットとして，木製の「エコロパネル」を開発した。
エコロパネルは店舗を構成する構造体として，従来の鉄骨
部分に国産木材（間伐材）を採用した。これにより材料生
産時の消費エネルギーの 80 % 削減（CO2 排出量で 30 % 削
減）を実現した。構造体を工場でパネル化することにより，
現場における廃材の削減や工期の短縮も可能であるため，
地域環境にも十分に配慮でき，貢献する商品である。
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（a）壁面部

（b）天井部

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

