
本誌はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 定価525円（本体500円）

昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成10年1月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第71巻　第1号（通巻第754号） 昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成10年1月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第71巻　第1号（通巻第754号） ISSN 0367-3332

聞こえてきますか、技術の鼓動。
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五つの事業分野を核として、
新しい技術の時代を
拓こうとしています。

21世紀に向かって、
富士電機は、今、
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富士電機は，これまでさまざまな半導体デ

バイスを開発し，高性能の製品を提供してき

ている。特に，当社のパワーデバイスは，産

業分野，交通分野などの多方面に適用され，

社会に貢献している。

表紙写真は，次世代の半導体デバイスとし

て注目されている，SiC（シリコンカーバイ

ド）高品質単結晶膜の成膜実験を行っている

状況を示したものである。将来，SiC 電力用

素子の出現により，さらに新しい用途が広が

るものと期待されている。
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新年あけましておめでとうございます。

皆様方には，抱負も新たに佳き新春をお迎えのこと

と，心よりお慶び申し上げます。

昨年を振り返ってみますと，国内経済は消費税率引

上げに伴う駆け込み需要の反動から，4月からは個人

消費，住宅投資などが低迷し，円安の影響で自動車を

はじめとする輸出の好調はみられたものの，全般的に

は景気の回復の傾向が足踏みをした状況にありました。

また世界に目を転じますと，経済成長の中心であった

東南アジア地域では通貨危機とそれに伴う株価の下落

に見舞われ，経済の失速をきたしております。

当社の多くの事業分野が関わる設備投資関連におい

ても，情報産業，産業機械，工作機械など堅調に推移

している業界がある一方，電力業界の設備投資の抑制

や通信産業で移動体通信の増勢が鈍化するといったこ

とで，全体としてはまだ本格的な回復状況にあるとは

いえないのが実態でありました。

このような経済環境の中で，当社はコストのさらな

る削減運動を全社に徹底展開し，また情報通信ネット

ワークの構築による間接部門の業務の効率化・合理化

を行うとともに，グローバルコンペティションに対応

するべく，中国に四つの合弁会社の設立，マレーシア

に工場の建設を行うなど，海外生産拠点の拡大と販売

網の拡充に努めました。

さらにますますその速度を早めてきた技術革新を先

取りすべく基礎・基盤技術の拡充を図るとともに，お

客様のニーズと期待に応えることをモットーに数々の

新製品を市場に送り出してまいりました。本号では，

これらの成果の一端を紹介させていただくことといた

しました。

新エネルギー分野では，フレキシブルアモルファス

シリコン太陽電池の量産化に向けた技術開発を着実に

進め，燃料電池は，長寿命化を図ったリン酸形 100

kW機を製作・納入しました。

火力発電分野では，蒸気条件の高温・高圧化による

効率向上，LNGを用いたコンバインドサイクル発電，

さらには地熱発電の先端的技術開発に取り組み，国内

外のお客様より高い評価をいただき，電源開発（株）殿

磯子火力発電所新１号機（600MW）をはじめとして

数多くの受注を見ました。水力発電分野では，体格寸

法の縮小と保守性の向上を実現したバルブ水車発電機

をパキスタン・チャスマ発電所（8× 23MW）向け

に製作・出荷中ですが，このほか中国およびインド向

けにも水車・発電機を製作・納入しました。原子力分

野では，当社が原子炉構造物などの主要設備を納入し

た高温工学試験研究炉が初臨界に向け準備中です。ま

た，無線式の個人線量計をベースとした新被ばく線量

管理システムを開発し，日本原子力発電（株）殿に納入

しました。送変電分野では，分解輸送変圧器を開発し，

東北電力（株）殿に納入しました。配電分野では，効率

的運用や設備利用率向上を目的として，関西電力（株）

殿と実績負荷データから将来系統やロス最小系統を作

成する計画支援システムを開発しました。

パワーエレクトロニクス分野では，世界最大容量の

2.5 kV 1.8 kA 平形 IGBTを適用した小形・高性能な新

幹線用主変換装置を開発し，先行試作車用として納入

2

新しい年を迎えて



しました。当社の得意とする電解用整流設備では，サ

イリスタ制御により高調波の発生を従来比半減した世

界最大級の設備を製作・納入しました。

水処理分野では，クリプトスポリジウムなど病原性

微生物の危険性が注目されていますが，この微生物の

検出が可能な高感度濁度計を開発し，多数納入しまし

た。また，殺菌，脱臭，脱色性能の高いオゾナイザの

技術開発と適用拡大を積極的に行い，国内向けはもち

ろん，海外向けの展開を図りました。

情報・制御システム分野では，お客様のご要求に提

案形システムでお応えするソリューション技術の開

発・蓄積に努め，数多くのシステムを製作・納入しま

した。また，IECで標準化が進められている光フィー

ルドバスシステムでは，中核となって実証試験を進め，

オランダのシェル石油殿においてフィールドテストを

行っております。

汎用機器の分野では，最新のハードウェア技術，ソ

フトウェア技術を駆使して統合コントローラMICREX-

SX を開発しました。これはプログラマブルコント

ローラ（PLC），プログラマブル操作表示器（POD），

プログラミングツールなどの支援環境を統合したもの

で，オープン化，国際規格対応化，制御の高速・高度

化を実現しました。特に PLCは 1ms の高速スキャン

を可能としました。

電子デバイス・半導体分野では，ジャンクション温

度の検出と出力ドライバの保護を可能とした第三世代

のインテリジェントパワーモジュール（Rシリーズ

IPM）を開発しました。インバータはもちろん，多く

の分野で適用いただける製品です。当社の得意とする

電源 IC では，小形化，低消費電力化，低オン抵抗化

の技術開発を一段と進め，ノートパソコン，携帯電話

機，ディジタルカメラなどに数多く採用いただいてお

ります。

情報機器分野では，ネットワークシステムの普及，

マルチメディア技術の進展により，パソコンに使用さ

れる固定ディスク装置（HDD）の容量は増加の一途で

あり，媒体の面記録密度の向上は，相変わらず年60％

の勢いで進んでいます。これに対応し，当社は最先端

のレーザゾーンテクスチャ技術などの開発を行い 3.2

Gビット/in2 の高記録密度技術を確立しました。

自動販売機分野では，新形状の容器である 500mL

ペットボトルを販売可能な自動販売機を発売しました。

これには新機構はもとより省エネルギー，低騒音化，

軽量化，メンテナンス性向上などに最新の技術を盛り

込んであります。また，着実に需要が伸びているフー

ドサービス機器で新機構を採用した生ビール用および

清涼飲料用のディスペンサを開発・発売し，お客様か

ら好評をいただいております。

当社は今後とも電子・材料技術，情報・通信技術，

環境保全技術，新エネルギー技術などの最先端技術の

研究開発に意欲的に挑戦し，お客様のニーズと期待に

応えられるよう全力を傾注してまいる所存です。皆様

方のご指導・ご鞭撻を心よりお願いいたします。
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自動車のエアバッグシステムに使われ，衝
突を検知する半導体式加速度センサは，コス
トダウンとともに複雑な衝突モードに対応す
べく，一層の高性能化が要求されている。
富士電機はマイクロマシン技術で，従来の

3 層を 2 層とし，サイズが約 1/2 の第二世
代のセンサチップを開発した。主な特長は，
①高度なメカニカル解析により高い耐衝撃性
を確保し，検出方向だけに高感度の卍（まん
じ）形センサを実現した。②複雑な卍形構造
を精度よく安定に加工できる，シリコンの
微細深掘りエッチング加工技術を開発した。
この分野では，急速な性能向上とコストダ

ウンが同時進行しているが，富士電機は特長
あるマイクロマシン技術で，さらに高度な目
標に挑戦しつつある。

半導体式加速度センサ

新被ばく線量管理システム

日本原子力発電（株）東海発電所および敦賀
発電所向けに放射線作業従事者の被ばく線量
を管理する新システムを開発し，納入した。
電子式個人線量計は，カード型（γ線測定

用でカードサイズ），多機能型（γ線，β線，
中性子線の 3線種同時測定）の 2種類で，作
業に応じていずれかを着用すればよく，大幅
な小形・軽量化を図った。入退域ゲートは線
量計とのデータ交信を無線化し，通過時間を
短縮した。線量計の貸出・管理作業は，貸出
装置により省力化が可能である。コンピュー
タシステムはエンドユーザーコンピューティ
ング機能を付加し，作業情報，線量情報を自
由に検索・集計ができ，管理の効率化が図れ
る。これにより，作業者の負担低減と管理業
務の多様化に対応したシステムを実現した。

第二世代 第一世代
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出力15,000 kVA，回転速度102.9 r/min，70
極，幅11m，高さ11.7 m の富士電機最大の
ディーゼル発電機を製作・納入し，1997年10
月に運転を開始した。
低速ディーゼル発電設備は，船用エンジン

を転用して発電に供するもので，燃費節減と
保守が容易なため近年関心が高まっている。
低速ディーゼル発電機は回転子径が大きく，
かつへん平な構造のため，発電機の固有振動
数と剛性が低下する。本機の製作にあたって
は，エンジン特有の加振周波数との共振回避
や構造剛性の低下に対する考慮が払われてい
る。すなわち有限要素法解析により主要部品
の振動解析，運転中や輸送時の変形，強度な
どについて詳細な検討を行い，発電機各部の
構造や製作方法を決定して製品を完成させた。

バハマ向け低速大容量ディーゼル発電機

世界最大級のアルミニウム電解用
整流設備

富士電機はオーストラリアのボインスメル
ターズ社向けに世界最大級のアルミニウム電
解用整流設備を納入した。最近のアルミ電解
プラントは大容量化され，炉電流は300 kA
を超える例が増えている。この設備は DC
1,200 V，86 kA，103.2MWの整流装置 5台で
構成され，富士電機の記録品となる。
設備の特長は次のとおりである。
AC132 kVから直接直流へ降圧・整流する。
単器12相構造の変圧器と105タップの負

荷時タップ切換器を備えた電圧調整器を同
一タンクに内蔵することにより，大容量で
ありながらコンパクトな外形である。
写真は輸送中の整流器と変圧器で，据付け

時に一体化構成とする。独自の技術と豊富な
製作実績により顧客の高い信頼を得ている。

（2）

（1）
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最近，クリプトスポリジウム（病原性原虫）
による水道水の汚染が心配されている。厚生
省は，1996年 9 月に浄水場の 過池出口水の
濁度を0.1度（mg/L）以下にするよう暫定対
策指針を発表したが，低濁度測定のため従来
の透過光方式などでは精度よく測定すること
ができず，高感度な濁度計の出現が強く求め
られていた。富士電機は，この要求にこたえ
るため，ユニークな前方散乱光微粒子カウン
ト式高感度濁度計を業界で初めて開発した。
この高感度濁度計は，試料水にレーザビーム
を照射し濁質微粒子 1個 1個からの散乱光を
パルスとして検出し濁度に変換するため，
0.001 度の低濁度測定が可能である。また微
粒子個数濃度の計測もでき，先進的な濁度管
理を可能とした。

浄水の低濁度測定に貢献する
微粒子カウント式高感度濁度計 ZYU

光フィールドバスシステムの
開発と実証試験

富士電機では石油・化学プラントなどに多
くの実績を持つ光ファイバ式フィールド計装
システム FFI をベースに，国際規格対応の
オープンなシステムとして光フィールドバス
用の機器およびシステムの開発を進めている。
光フィールドバスはフィールドバスの特長に
加えて，耐ノイズ性，耐雷性，安全性など光
伝送の優れた特徴を持っている。
現在，石油メジャーのシェル石油および千

代田化工建設（株）とともにオランダの実験サ
イトにてフィールド実証試験を推進中である。
1997年10月から稼動を開始し，約半年の間に
システムの性能，機能，信頼性，他社機器と
の相互運用性など，ユーザーサイドから見た
実用性を重点的に評価する。
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上下水道分野では，21世紀に向け，管理対
象施設の増大，運転員の高齢化といった課題
を抱えており，高度情報化された施設および
維持管理が望まれている。富士電機では，こ
れらの課題を解決すべく，先進の情報通信技
術を基盤としたシステムを開発した。主な特
長は次のとおりである。

広域に点在する施設間を光ファイバで結
び，ATM装置による大容量，高速なマル
チメディア伝送で高度な運転監視を実現
運転制御から維持管理までのレベルを

オープンネットワークで結合し，高機能で
柔軟性の高いシステムを構築
監視室に設置したマルチスクリーンに多

様な情報を一括表示し，情報量の増大，共
有化によって運転員の負担を軽減

（3）

（2）

（1）

大規模上下水道施設へ適用した
情報通信制御ソリューション技術

統合コントローラ
MICREX-SXシリーズ

MICREX-SX は，コントローラ，マンマ
シンインタフェースおよびそれらの支援環境
を含む制御・操作・監視を統合するコント
ローラの総称である。SPH300 は，1ms ス
キャンのプログラマブルコントローラである。
マルチ CPU構成による負荷分散や命令処理
時間20 ns の高速処理により実現した。SPS
は，SPH300 と共通の IEC 規格対応言語を採
用したソフトウェア PLCである。プログラ
マブル操作表示器には，専用ハードウェアの
UGシリーズと，パソコンベースのソフトウェ
ア PODがあり，プログラムに互換性がある。
また，統合プログラミング支援システムによ
る統合操作環境の実現や，動作仕様記述によ
るプログラムの自動生成で，プログラミング
効率が大幅に向上した。

富士時報 Vol.71 No.1 1998
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固定ディスク装置（HDD）は年率 60 ％と
いう勢いで容量アップが進んでいる。これに
対応するため，主に磁気ディスク（HD）と
ヘッドとの浮上量を低減させる技術として，
ディスク表面の粗さの精緻（せいち）性およ
び層構成を改善，3.2 Gビット/in2 の面記録密
度を達成させることができた。主な開発項目
は次のとおりである。

第二世代レーザゾーンテクスチャ技術
メカノケミカルテクスチャ技術
耐環境性の安定な液体潤滑材
MRヘッド対応の微小突起検出技術
スーパークリーン化管理技術
近く，量産技術も確立する予定で，これに

より 3.5 インチ HD１枚で 4Gバイト（1バ
イト＝ 8ビット）の大容量化が可能である。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

3.2 Gビット/in2 高記録密度
磁気ディスク

第三世代 IPM（インテリジェント
パワーモジュール）Rシリーズ

省エネルギー，環境保全およびシステムの
多機能，小形化への社会的要求のなかでパ
ワー半導体デバイスの重要性がますます拡大
している。その製品動向はシステム化である。
その先端をいく従来の IPMはコスト，性能
両面で課題が存在し，システム化への道をは
ばんでいた。今般，これを解決するために二
つのコア技術を開発・適用して，コスト，電
気特性面で最も優れた新 IPM を開発した。
専用の IPM用ドライバ ICを開発し，オール
シリコンチップ IPM を実現，さらに直接
IGBT接合部温度を検出し保護する正確かつ
リアルタイムで保護可能な IPMを実現した。
この IPM は現在，最もコスト性能が高く，
破壊しにくい高信頼性のものである。特に電
動機制御応用に適した製品である。
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缶自動販売機は，近年販売商品の多様化に
伴い，500mL ペットボトル容器の販売対応
が望まれている。こうした市場要求にこたえ，
従来の缶・瓶商品からこのような大形商品ま
で販売可能な新サーペンラックを搭載した缶
自動販売機シリーズを開発した。
主な特長は次のとおりである。
大形商品対応ラックを搭載し，従来の

缶・瓶商品から500mL ペットボトル商品
まで販売可能である。
大形商品対応にもかかわらず，幅，奥行，

セレクション数は従来機と同じ。
冷却制御の見直し，排熱効率の改善によ

り消費電力量の低減を図った。
商品取出口は，フラッパを開けると下部

が倒れるワンハンド取出口を採用した。
（4）

（3）

（2）

（1）

500 mLペットボトル販売対応
缶自動販売機

2バルブ式定量注出ビールディスペンサ

２種類のビールが同時に注出可能で，また，
だれにでも簡単に扱うことができる定量式
ビールディスペンサを開発した。
ジョッキを置いてボタンを押すだけでだれ

でも簡単にビールを定量注出できる。その仕
組みは，①販売ごとにたるから供給されるビー
ルの温度をセンサで検知，たるのガス圧を自
動調整し，常に適正なガス圧で一定量のビー
ルとクリーミーな泡を注ぎ出す。②ジョッキ
液量センサとダブルアクションエアシリンダ
式注出機構の採用で，ビールを注ぐときに，
ジョッキを傾ける動作を人の手と同様の微妙
な動きで再現した。また 2バルブの採用で 2
種類の同時販売が可能となり，販売効率の向
上を図った。

富士時報 Vol.71 No.1 1998
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21 世紀へ向けて日本経済巻返しのための「経済構造の

変革と創造への取組み」が始まっている。その柱の一つ

「新規産業の創出」のための課題のなかで，規制緩和と並

んで，技術開発の占める位置は高い。このような状況のな

か，富士電機の研究開発は，「創造的技術の育成」と「全

社一体での商品開発のスピードアップ」を基本として，電

子・情報通信・環境エネルギー分野へ向け集中的に取り組

む一方，基礎・基盤技術の強化にも努めている。

電子分野では，自発光形で視認性に優れ，FA・計測機

器などへの適用が有望な無機薄膜 ELのフルカラー化の研

究に取り組んでいる。同じく自発光形で，低電圧で高輝度

の面発光が得られ，小形・高密度情報機器への応用が期待

される有機発光ディスプレイの研究開発を進めている。ま

た，自動車エアバッグシステム用として，マイクロマシン

技術，シリコン微細加工技術，メカニカル解析技術を生か

して，加速度センサを開発した。そのほかのマイクロマシ

ン技術としては，薄膜コイルアレイを製作し，二次元搬送

デバイスの試作とマイクロパーツ搬送の動作確認を行った。

また，将来の電力用スイッチング素子として期待される

SiC（シリコンカーバイド）について，単結晶膜の成膜な

どの基礎研究に取り組んでいる。

パワーエレクトロニクス分野では，産業用あるいは家電

用可変速駆動分野に適用可能な，主変換回路と制御システ

ムを融合したパワーシステムの開発を進めているが，新原

理により小形・軽量化が可能な単相高力率変換回路を開発

した。無停電電源装置については，直接変換技術，高周波

絶縁技術および高周波スイッチング技術を適用して，従来

機に比べて格段に小形・軽量化を達成した。

制御分野では，鉄道車両向けに，複数電動機にも適用可

能なベクトル制御技術を開発し，空転・滑走現象を抑え，

高精度・高応答を可能とした。電力系統向けには，その安

定運用のために，連続形潮流計算法を開発し電圧監視の高

機能化を図った。水系については，安全で効率的運用のた

めに，ニューラルネットワークとファジィ推論を適用する

ことにより，予測精度が従来の約 3倍となるダム流入量予

測システムを開発した。オプト・メカトロニクス分野では，

自動車の乗員の姿勢・体格に応じてエアバッグを作動させ

るセンサの開発を進めている。また，レジスタ業務の金銭

受渡し自動化の進展に併せて，小形紙幣処理ユニットを開

発し，金銭処理機の小形化を実現した。

環境分野のなかの水処理関連では，環境に優しい消毒剤

として，また病原性クリプトスポリジウムに有効とされる

オゾン消毒の研究を行っている。また，廃棄物の減容処理

という社会的ニーズにこたえるため，インダクションプラ

ズマトーチの開発を進めている。さらに，高出力 YAG

レーザ切断装置の開発を行い，原子力分野における放射性

廃棄物解体などへの活用を図っている。エネルギー分野で

は，回転機の小形化・軽量化と高効率化を狙って，高速永

久磁石アキシャルギャップ発電機を開発した。また，中電

圧級の遮断容量の増大とメンテナンスフリーを目的に，三

次元磁界解析，高速度ビデオカメラによる可視化技術を適

用して真空遮断器の開発を進めている。超電導分野では，

電流リードの研究をさらに進め，大容量高温酸化物超電導

体電流リードを開発し，14.5 kA の安定通電に成功した。

プラントにおける電気機器診断ニーズの高まりにこたえ

るための技術開発を進めているが，回転機の部分放電位相

分布を測定することにより，劣化部位との高い相関関係を

得ることができた。回転機の小形化・高性能化を達成する

ために，電磁界の三次元動解析，通風冷却の三次元流れ解

析などの数値解析技法の高度化を進めた。有限要素法によ

る三次元電磁界解析技術を電磁流量計開発にも適用し，流

速分布の影響を受けにくく，高精度な流量計測を可能とし

た。また，三次元熱流解析を半導体チップ構造・パッケー

ジ構造の最適化にも適用し，鉄道車両用・産業用の大容量

電力変換装置に用いられる 2.5 kV 1.8 kA 平形 IGBTを開

発した。

生産技術の分野では，電気部品の表面処理プロセスをド

ライめっき化し，環境問題の解消と生産工程短縮化を進め

た。小形・高性能な半導体式センサの開発のために，高精

度研削加工技術と両面加工技術を確立し，シリコンウェー

ハの薄肉化を実現した。材料評価技術面では，高深度地熱

タービン用材料の各種試験を実施し，製品性能を確認した。

研究・基盤技術

10

展　望

電子デバイス・エレクトロニクス

制御・メカトロニクス

環境・エネルギー

基　盤

生産技術
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無機薄膜EL（Electroluminescence）ディスプレイは，

自発光で視認性に優れ，動作温度範囲が広く，長寿命であ

るなどの特長を生かし，FA機器，計測機器，医療機器分

野を中心に使用されている。近年，従来のモノクローム

［黄橙（おうとう）色］に加え，赤色と緑色を表示できる

マルチカラー ELディスプレイが開発され，新たな市場が

形成されつつあるが，青色を加えた三原色のカラー EL

ディスプレイが強く望まれている。

富士電機は，この要求に対し，青色系 EL発光材料とし

て有望な SrS : Ce（セリウムをドープした硫化ストロンチ

ウム）の適用研究に取り組み，独自の材料技術，成膜技術

を駆使し，問題となっていた寿命特性を解決し，実用化の

可能性を明らかにした。今後は製品化に向け，パネル化技

術の開発に取り組む予定である。

研究・基盤技術

電子デバイス・エレクトロニクス

カラーELディスプレイ

有機発光素子

マイクロマシン応用搬送デバイス

フレーム周波数：120Hz
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図１　SrS :Ce EL のエージング特性と試作パネル（1.5 型）

情報機器の小形化・高密度化に伴い，液晶を超える高品

位なフラットパネルディスプレイ（FPD）への要求が高

まっている。富士電機では，薄形軽量な高品位フルカラー

FPDの開発を目的として有機発光素子ディスプレイの研

究開発を推進している。

有機発光素子は，次のような特長をもっている。

真空蒸着により形成される有機色素薄膜の積層体（膜

厚約 200 nm）に，DC 10V 以下の低電圧を印加するこ

とで高輝度の面発光が得られる。

有機色素材料を変えることで青色を含めた三原色の発

光が得られる。

中核技術である有機色素設計と薄膜化に併せ，駆動回路，

微細加工，封止などを含めた総合的な FPD設計技術の開

発を推進し，早期の実用化を実現する予定である。

（2）

（1）

図２　有機発光素子ディスプレイ

富士電機は新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）から（財）マイクロマシンセンターを通じて，「マ

イクロ加工・組立試作システム」の搬送ユニットの研究を

受託しており，1999年度の一次試作に向けて，「永久磁石

パレット」と「薄膜コイルアレイ」からなる「電磁型二次

元搬送デバイス」の研究を進めている。これまでに，1mm

角の 2層薄膜コイルを 40×40（個）並べたアレイを半導

体プロセスで製作し，多層セラミック端子板，ダイオード

基板と組み合わせて二次元搬送デバイスの試作を完了した。

また，Nd（ネオジム）系永久磁石のパレットによりマイ

クロパーツ搬送の基本動作を確認した。

このデバイスは，微小部品の二次元搬送が可能であるこ

とから，省エネルギー化に適したマイクロ搬送機構として

の応用が期待される。

マイクロパーツ 

パレット 
薄膜コイルアレイ 

多層 
セラミック基板 

制御回路 1
m
m

□
 

図３　電磁型二次元搬送デバイスの構成と薄膜コイルアレイ

11
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鉄道車両用や産業用などの大容量電力変換装置に用いる

定格電圧 2,500 V，定格電流 1,800 A の平形 IGBTを開発

した。チップ構造，内部パッケージ構造は，熱・応力シ

ミュレーション技術を適用し最適化構造を実現させている。

この結果，平形構造素子に要求される厳しい信頼性試験を

クリアし，その信頼性の高さを示した。

主な特徴は次のとおりである。

定格電圧・電流： 2,500V，1,800A

パッケージ：加圧接触構造セラミックハーメチック

シール構造

高耐圧大容量 IGBT，高速スイッチング（～ 2kHz）

高信頼性

低熱抵抗（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

研究・基盤技術

電子デバイス・エレクトロニクス

高耐圧大容量平形 IGBT

新方式単相高力率変換回路

SMR式無停電電源装置（UPS）

図４　高耐圧大容量平形 IGBT（2,500 V 1,800 A）

富士電機では，新原理によりスイッチングデバイス数の

低減と入力リアクトルの不要を実現する単相高力率変換回

路を開発した。図には開発した変換回路の回路図を示す。

この回路は，単相電源の一方の端子をコンバータ部に接続

し，他方を電圧形インバータで電力を供給される負荷の中

性点に接続している。電圧形インバータは 2とおりの零ベ

クトルを出力できるが，この自由度を用いて負荷の中性点

電位を制御することにより，中性点に接続された単相電源

の入力電流の高調波を抑制する。この回路は，ブリッジ構

成の PWMコンバータと同等の機能を実現するが，入力

リアクトルを電動機の漏れリアクタンスで，コンバータ部

の一組の上下アームをインバータ部でそれぞれ代用でき

るため，装置の小形化と低コスト化が期待できる。

電動機 

電
源 

図５　新方式単相高力率変換回路

近年，電源装置の高性能化，小形・軽量化，低価格化を

実現するために，さまざまな電力変換技術が開発されてい

る。富士電機では，直接変換技術，高周波絶縁技術および

高周波スイッチング技術により達成される SMR（Switch-

Mode-Rectifier）コンバータを採用し，体積比 33％，質量

比 51％（当社 20 kVA従来比較）の小形・軽量化を実現

した標記UPS（650-Cシリーズ）を製品化した。また，新

第三世代 IGBT の採用，CPU を用いたディジタル制御，

マイコンによる UPS モニタや LAN 対応ポートの標準装

備などにより，入力電流ひずみ率 5 ％以下，入力力率

98％以上などの高性能と蓄電池自己診断などの高信頼性も

実現している。さらに，装置系列を従来の 3タイプから 6

タイプに増加し，系列を充実させている。

図６　SMR式UPS（20 kVA）

関連論文：富士時報　1997.12 p.619-622

関連論文：富士時報　1997.8 p.445-450

N99-2416-1
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鉄道車両の空転・滑走現象を抑制して乗り心地・運転性

能を向上させるため，富士電機では，電動機トルクを高精

度・高応答に管理できるベクトル制御を誘導機の個別駆動

に適用してきた。今回，車両分野ではより一般的な複数誘

導機駆動にも適用可能なベクトル制御技術を開発した。

このベクトル制御は，各誘導機に共通な固定子側磁束を

基準とし，固定子側磁束をフィードバック制御により補正

する方式で，誘導機特性・車輪径に差がある場合や不特定

軸で空転・滑走が発生したときにも，高精度・高応答のト

ルク制御が可能である。また，定出力領域では出力電圧値

一定のもとで有効電力と無効電力の比率を制御することに

より，インバータの電圧利用率の高い 1パルス運転におい

てもベクトル制御を実現している。

研究・基盤技術

制御・メカトロニクス

複数電動機を駆動する車両用ベクトル制御技術

連続形潮流計算による電圧監視機能

ニューロ応用ダム流入量予測システム

電流 
調節部 

トルク指令値 

インバータ 
周波数指令値 

電流 
検出値 

速度 
検出器 

電圧 
指令値 

速度検出値 
誘導機 

PWM イン 
バータ 

固定子磁束 
調節部 

固定子磁束 
演算部 

磁束 
演算値 

インバータ 
周波数演算部 

磁束 
指令値 

誘導機 誘導機 誘導機 

図７　複数電動機駆動用ベクトル制御システムの構成

電力系統のさらなる設備利用率向上を図るために，融通

電力の増大，電源の多様化ならびに系統のループ化などに

より系統運用がますます複雑になっている。一方，電圧安

定性の重要性が認識され，需要増加に対する PVカーブを

求め，これにより得られた電力余裕値などにより電圧安定

度の監視が行われてきている。富士電機では，下記の特長

を有する潮流計算を開発し電圧監視の高機能化を図った。

従来の逐次的・不連続な潮流計算の代数解法に対し，

微分方程式に置き換えた連続的解法の採用

カーブ突端部での非収束の課題を解決し，高速・安定

的かつ実用的な手法を開発

実規模系統の適用研究を行い，電圧制御機器などの各

種制御シナリオを考慮した電圧安定性監視機能の開発

（3）

（2）

（1）

図８　負荷増加に対する電源側・負荷側の系統電圧の軌跡表示

水系を安全かつ効率的に運用するためには，正確なダム

流入量の予測が必要である。しかし，タンクモデル，貯留

関数法などの従来の予測手法では高精度予測は非常に困難

であった。このため富士電機では，ニューラルネットワー

クとファジィ推論を適用し，従来の約 3倍の精度で予測が

可能なダム流入量予測システムを開発した。

システムの特徴は次のとおりである。

降雨量，上流ダム放流量，自ダム流入量推移のデータ

を用いて 1時間先，2時間先の流入量を予測

ニューラルネットワークの適用により，出水現象の非

線形特性を流入量別にモデル化

ファジィ推論により，状況に応じた適切な予測が可能（3）

（2）

（1）

図９　ニューロ応用ダム流入量予測システムの画面例
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制御・メカトロニクス

エアバッグ制御用乗員センサ

近年，塩素に代わりオゾン消毒が注目されている。上水

道では，耐性が高く塩素が効かない病原性原虫クリプトス

ポリジウムに対し，オゾン消毒が有効とされている。また，

下水道では残留性のないオゾンが環境に優しい消毒剤とし

て使用され始めた。

富士電機では，大腸菌を用いたオゾン消毒の研究を進め

ており，すでに Ct 99％値（99％殺菌のための消毒剤濃度

と時間の積）が 6×10－2mg・min/L と小さく，オゾンが

非常に強力な消毒剤であることを明らかにしている。また，

消毒効果に対する浮遊固形物の影響，塩素や紫外線消毒と

の比較研究も進めている。

今後は，特に社会的関心の高いクリプトスポリジウムの

消毒技術の研究に注力の予定である。

環境・エネルギー

オゾンによる消毒技術

図１２　病原性原虫クリプトスポリジウム

（麻布大学平田教授のご好意による）

自動車用エアバッグが普及し，助手席への装着も標準化

されてきているが，後ろ向きチャイルドシート，小柄な乗

員に対してはエアバッグ展開により傷害を負う事故が主に

米国で指摘されており，乗員の姿勢，体格に応じたエア

バッグの展開制御が望まれている。

富士電機では，このようなエアバッグの展開制御に向け，

乗員の体格，姿勢判別に用いる距離センサの開発を行って

いる。原理および特長は次のとおりである。

原理：富士電機のオートフォーカス IC 技術を応用し

た三角測量によるマルチライン多点測距方式

特長：距離分布情報から三次元的な形状情報を取得可

能

現在，基本的な開発を進めている。今後，試作改良を通

じて同センサの実用化をめざす予定である。

（2）

（1）

図１０　試作機による姿勢判別実験・距離分布表示例

近年，レジスタ業務において金銭受渡しの自動化が進む

につれ，小形金銭処理機が要求されている。今回開発した

流通業界向け小形紙幣処理ユニットは，羽根車を利用した

紙幣集積部と，間欠荷重・圧接ローラ分離機構からなる紙

幣繰出し部から構成される。1個の収納庫に入金紙幣を混

合集積し，繰り出しながら指定紙幣を出金，他紙幣を再収

納する。これにより，ユニット外形をキャッシュドロアの

約 1/2 に小形化した。また，搬送路長の短縮，搬送・繰出

し速度の高速化により，入出金処理時間を当社従来機の約

1/3（約 2秒）にした。主な特長は次のとおりである。

収納容量：180 枚（混合収納）

出金速度： 5枚/秒

外形寸法：幅180×奥行490×高さ100（mm）（3）

（2）

（1）

小形紙幣処理ユニット

図１１　小形紙幣処理ユニット

距離分布表示例
（4監視ライン
縦軸：距離，横軸：視野）

姿勢判別実験例

乗員センサ
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廃棄物の減容処理，有害物の無害化・安定化処理技術に

対して高まる社会的ニーズにこたえるため，廃棄物処理向

けインダクションプラズマ（ICP：Inductively Coupled

Plasma）トーチの開発を進めている。

この ICP トーチでは，大容量のプラズマ出力を確保し

ながら高効率なシステムとするために，従来の真空管式高

周波電源を450 kHz の MOSFET電源とし，さらにトーチ

構造の最適化などで，口径約160mmの大気圧熱平衡プラ

ズマ生成を可能としている。

現在，二次元シミュレーションによるトーチ出力の効率

化の検討を進めており，今後は具体的な処理プロセスでの

性能評価を実施したのち製品化する予定である。

研究・基盤技術

環境・エネルギー

インダクションプラズマトーチ

高出力YAGレーザ切断装置

アキシャルギャップフラックス回転機

図１３　ICPトーチおよび電源

原子力分野では，放射性廃棄物の保管施設に限界がある

ため，廃棄物の解体・減容設備や新技術の確立が望まれて

いる。

富士電機では，廃棄物減容設備向けにプラズマ切断より

二次生成物の発生が少ない高出力YAGレーザ切断装置の

開発を行っている。YAGレーザは波長 1.06μmでファイ

バ伝送でき，遠隔制御で廃棄物の自動切断が可能などの特

長を持っている。

開発中の装置は，平均出力 1kWパルスレーザでピーク

パワー 25 kW が得られ，鋼材の厚物切断に有効である。

長さ30mのファイバ先端に取り付けられたトーチを使用

してステンレス鋼（SUS304）板厚50mmまでの切断を確

認でき，さらに切断速度の向上などの実用化研究を推進し

ている。

図１４　ステンレス鋼（SUS304板厚50mm）の切断状況

回転機の小形化（特に軸方向寸法の短縮化），軽量化お

よび高効率化をめざし，高速永久磁石アキシャルギャップ

フラックス発電機（出力45 kW，12,000 r/min，200 V）を

開発し，良好な試験結果を得た。従来のラジアルギャップ

方式に比べ，回転子継鉄磁路が不要であり，永久磁石が回

転子の両端面に装着されるため，軸方向寸法が短縮でき，

回転子がへん平となる特長を持っている。したがって，軸

受間スパンも短くなり，回転子の危険速度が上昇し，高速

回転に適した構造となっている。

磁石には高性能希土類永久磁石を採用し，非磁性材料と

磁性材料を高温等方圧加圧成形で拡散接合された回転子に

永久磁石を埋め込んだ構造として，高速回転時の遠心力か

ら磁石を保持する方式としている。

図１５　アキシャルギャップフラックス回転機の回転子

関連論文：富士時報　1997.8 p.441-444
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定格電圧36 kVまでの中電圧遮断器の分野では真空遮断

器（VCB）が主流となっている。遮断容量の増大とメン

テナンスフリーを志向した電極構造として遮断アークに平

行磁界を印加する方式がある。磁界によってアークを電極

面に拡散させることにより，局部的な加熱・溶融を防止し

て目的の達成を図っている。アーク制御には電極で発生す

る平行磁界の強度，分布および電流零点近傍の残留磁束と

アークの形態を把握することが重要である。前者に対して

は三次元磁界解析，後者に対しては高速度ビデオカメラに

よる可視化を実施している。図には電極の磁界解析のモデ

ルと観測した20 kA遮断時のアークの例を示す。これらの

評価技術を駆使して，仕様に合った最適な真空バルブの開

発が可能となった。

研究・基盤技術

環境・エネルギー

真空遮断器の遮断技術

大容量高温超電導電流リード

図１６　アーク形態と磁界解析モデル

電流リードは極低温で運転される超電導機器に室温部か

ら電流を供給するものである。従来形リードは導体部に銅

を用い，蒸発する冷媒ガスにより導体を冷却する。富士電

機はこれまで，導体の一部にバルク型高温酸化物超電導体

（HTS）を適用した kA級電流リードを開発し，その熱侵

入量が従来形より十分小さいことを実証してきた。

1997年度には日本原子力研究所と共同で，HTS に銀

シース型導体を採用した10 kA級大容量 HTS電流リード

を開発した。特性試験において，HTSリードとして世界

最高記録である 14.5 kA の安定通電に成功するとともに，

熱侵入量は 0.12W/kAと従来形リードの 1/10 に削減でき

た。今後は，より大容量化（例えば，ITER：国際熱核融

合実験炉用 60 kA）をめざした高温超電導電流リードの研

究開発を行う。

基　盤

回転機の部分放電診断技術

図１７　大容量高温超電導電流リード

回転機絶縁の経年劣化を診断する方法として推奨されて

いる部分放電電荷を測定する従来の方法では，劣化部を特

定しにくいという問題点があった。この点を解決すべく，

回転機のモデルコイルを多数製作し，特定の絶縁部位を人

為的に劣化させたときの部分放電の状況を入念に調査した。

その結果，部分放電の位相と劣化部位との間に高い相関が

あることが分かった。主絶縁層，外部コロナ防止絶縁層，

コイルエンド部の汚損などを，再現性をもって識別できる

意義は高い。さらに，この手法の実機での有用性を検証す

べく，顧客の了承を得て現地でデータを取得し分析した。

この結果，モデルコイルで得た知見が実機でもほぼ成立し

ていることが分かった。図には，主絶縁層とコイルエンド

部の部分放電の位相分布の測定例を示す。

主絶縁層の通常放電 

部
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コイルエンド部の異常放電 
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図１８　部分放電の位相分布
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回転機の解析技術はコンピュータの小形化・高性能化お

よびソフトウェアのめざましい進歩により，最近大きく様

変わりしてきている。回転機のキーテクノロジーである電

磁界解析の分野では複雑な形状，かつ大規模な非線形磁化

特性を含む三次元動解析が可能になり，また通風冷却の分

野では三次元流れ解析による回転機全体の通風シミュレー

ション，さらには流れと熱との連成解析による温度分布シ

ミュレーションが可能となった。これら解析技術の進歩に

より各種特性の予測精度は飛躍的に向上し，機器の小形

化・高性能化に大きく貢献している。図には 2極空冷ター

ビン発電機に対して実施した電磁界解析による固定子端部

の磁束密度分布，および流れ解析による固定子全体の熱伝

達率分布の解析例を示す。

研究・基盤技術

基　盤

回転機における数値解析技法

電磁流量計への三次元電磁界解析の適用

平形 IGBT素子の熱流三次元解析

図１９　回転機における数値解析例

電磁流量計は，ファラデーの法則による流速・磁束分布

に応じた起電力測定を原理とし，圧力損失がなく，高精度

測定（指示値の 0.5％）が可能であるという特徴がある。

適用流体の粘度や流速により流速分布が変化しても，高精

度な流量計測が維持できるよう，有限要素法による三次元

電磁界解析技術を確立し，流速分布の影響を受けにくい磁

場分布を生成する磁気回路の形状を最適化した。図には，

解析の一例として，磁気コアの台座長さをパラメータとし

て，層流・乱流での流量値の相違を示す。これによると，

磁気コアの台座長さに応じて磁気コアの台座開き角を最適

化すれば，流速分布による影響度を低減できることが分か

る。

今後は，非対称流についても適用し，磁気回路のさらな

る最適化を行い，より高精度な製品をめざす計画である。
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図２０　電磁流量計における三次元電磁界解析例

平形 IGBT素子は多チップ構成の電力用半導体素子で，

冷却体が素子両面に加圧接触されている。

高速化・大容量化による素子損失の増大やチップ位置に

より素子内部の伝熱経路形状に相違があるために，素子の

小形・軽量化を図るためには構造解析とともに熱流解析に

よる素子内部の構造検討が重要である。

図は有限要素法による平形 IGBT素子の三次元熱流解析

結果（温度分布）であり，冷媒の条件や接触熱抵抗値を適

切に設定することで実測値とほぼ一致した。三次元解析は

モデルと対象物との一致性が高く，解析結果をもとに部材

の材質・形状寸法を決定するうえできわめて有用である。

この技術の積極的な活用で，新規の素子・冷却体開発を

スピードアップすることができる。
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図２１　平形 IGBT素子内部の三次元熱流解析例（温度分布）

関連論文：富士時報　1997.9 p.455-457
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電気部品の表面処理技術は，通常ウェット方式でめっき

を行っているために，地球環境上の問題，さらには生産性

向上面からみると組立に密着した工程にし難く，リードタ

イム短縮やコストダウン上の課題がある。これらの問題を

解決するために，無公害ドライめっきプロセスの適用化を

推進している。

部品の加工とその洗浄にまで及んで改善し，ドライめっ

きの成膜技術を電気部品に適用し今回成功した。特に，洗

浄後の残渣（ざんさ）に注目した状態変化の微視解析を行

うことにより高信頼性成膜プロセス条件を確立した。例

えば，前工程では，塩素レス切削加工液の採用，廃水ク

ローズドシステムを図った真空洗浄方式を採用し，PVD

（Physical Vapor Deposition）方式の成膜方法と組み合わ

せることにより実現を図った。

研究・基盤技術

生産技術

ドライめっきプロセス装置の実用化

極薄シリコンウェーハの両面鏡面加工技術

高深度地熱タービン用材料の評価

図２２　ドライめっきを適用した電気部品

単結晶シリコンとマイクロマシニング技術を用いた各種

半導体式センサは，市場から小形化・高性能化が要求され

ている。これらセンサの生産に適用されるシリコンウェー

ハの厚さは，より薄肉化が求められかつ形状精度の要求値

は厳しくなっている。例えば，あるセンサの性能は，厚さ

10μm程度まで薄く加工されたシリコンの梁（はり）部

の厚さ精度が決め手となる。しかしセンサ梁部の厚さ精度

を得るには，材料となるシリコンウェーハ精度をまず高め

なければならない。富士電機では，高精度研削加工技術と

両面加工技術のノウハウ確立により，例えばφ 4 インチ

ウェーハで厚さ 150μmの薄肉加工技術と同時にウェーハ

面内厚さ精度－＋0.5μm，面粗さ 0.6 nmRa を確立した。今

後はこの薄肉高精度のシリコンウェーハを適用して，信頼

性の高い各種センサの開発を行う。

図２３　富士電機にて加工したシリコンウェーハ

地熱発電は，地下 2,000m級の蒸気を用いた発電システ

ムである。近年は 3,000m級の蒸気を用いた高圧坑口発電

システムが注目されている。このような高深度の蒸気は酸

性が強く，材料の腐食強度に及ぼす影響も通常の地熱ター

ビンより厳しいものになると予測した。そこで，高深度ガ

スによる腐食環境試験を，ロータ材 2種（CrMoNiV 鋼系），

ブレード材 3種（Cr鋼，Ti合金鋼，SUS系）とそのコー

ティング材 6種，ケーシング材 1種，計12種類について，

腐食減量，応力腐食割れ，疲労強度（暴露後大気中試験）

などを実施した。

この結果，各材料の腐食強度は，高深度タービン材料と

して十分に使用に耐えるデータが得られ，信頼性の高い

タービンを顧客に提供できる。

図２４　腐食試験中の状況

厚さ：150± 0.5μm
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電力・エネルギー部門においては，顧客第一をスローガ

ンに，21世紀をめざして新技術開発，グローバル化を積極

的に推進している。

火力分野では，炭酸ガス排出量の削減の動きが原子力発

電の開発に結びつかず，大容量石炭火力の蒸気条件の高温

高圧化による効率向上，LNGを用いたコンバインドサイク

ル発電，および地熱をはじめとする新エネルギーに向かっ

ている。また，世界的に広まった規制緩和によって，民間

資金を活用した IPP による電源開発が活発に行われてい

る。このなかで富士電機は，高温高圧化への取組み，大容

量石炭火力の IPP，および地熱発電のフルターンキープラ

ントで大きな成果をあげている。

原子力分野では，富士電機が原子炉構造物などの主要設

備を納入した次世代の新型炉として，広範な熱利用が期待

される高温ガス炉の試験研究炉（原研 HTTR）が初臨界

に向け準備中である。ロシア，南アフリカでは発電用の高

温ガス炉計画が進められており，富士電機も国際共同開発

に参加するなど推進活動を展開中である。他方，今後本格

化する原子炉廃止措置技術をはじめ，放射性廃棄物の処理

技術，MOX燃料製造技術など各分野の特徴ある技術開発

に積極的に取り組んでいる。

水力分野のうち，国内では埼玉県企業局浦山発電所向け

5.2 MWフランシス水車・発電機などが運転を開始した。

また，海外では，中国・バイロンタン発電所（6×33MW）

バルブ水車・発電機の 4～ 6号機（FFEC製作分）が現地

据付け工事中である。さらに，パキスタン・チャスマ発電

所（8×23MW）向けバルブ水車・発電機主要部品の工場

出荷が続いている。また，1997年10月 1 日には，富士・

フォイトハイドロ（株）を設立し，今まで以上にグローバル

な事業展開を図ることとしている。

送変電分野では，火力発電所用主変圧器を中部電力（株）

および東京電力（株）向けに，超高圧の分解輸送変圧器を東

北電力（株）向けに納入した。さらに，60MVAガス入変圧

器を試作・検証し，ガス絶縁開閉装置用超高圧高性能避雷

器を開発した。海外向けでは，香港向けにガス絶縁開閉装

置を，インドネシア向けに変電設備一式を納入した。保護

制御装置は基本系列 DUGシリーズを開発した。高機能

MPUによる演算機能，自動監視機能，データセーブ機能

の高度化，アナログ入力部の高精度化，全ディジタルシス

テムに対応した各標準 LAN対応が可能である。

系統制御分野では，中部電力（株）向け給電自動化システ

ム，群馬県企業局向け発電所制御統合化システムが運用を

開始した。コンピュータシステムは分散化を一層進め，数

十台のサーバやワークステーションを LAN結合したシス

テムを開発中である。テレコンは HDLC 方式の採用や，

電気所ディジタル化に対応した世代交代を一層進めている。

放射線機器の分野では，原子力発電所の放射線管理業務

の省力化や高度化に取り組んでおり，管理運用上の使い勝

手がよく，システムとしての信頼性も向上したモニタを開

発し納入した。また，被ばく管理の関係では，無線式の個

人線量計，入退域管理装置，データの集計・編集が自由に

できるソフトウェアを用いた新しい被ばく管理システムを

開発し，日本原子力発電（株）に納入した。

配電分野では，効率的運用や設備利用率向上を目的とす

る開発が顕著である。東北電力（株）とは夜間・休日の運用

が 1か所の営業所から可能な複数営業所間連係形の配電線

監視制御システムを，関西電力（株）とは既設配電自動化シ

ステムの実績負荷データから将来系統やロス最小系統を作

成する計画支援システムを開発した。また，東京電力（株）

向けに単３用Sブレーカ（電流制限器）の納入を開始した。

太陽光発電分野では，中部電力（株）新名古屋火力発電所

内に 50 kW太陽光発電システムを納入したほか，国際協

力事業団（JICA）経由でシリア・アラブ共和国に 35 kW

システムを納入し，未電化村落の民生の向上を狙いとした

電力供給運転を開始した。

燃料電池分野では，リン酸形オンサイト用商品機の開発

を進めている。これまでの信頼性向上開発の成果を反映し

た 100 kW機を東邦ガス（株）経由トヨタ自動車（株）向けに

納入した。さらに，コストダウンとコンパクト化を図った

100 kW機を富士電機内で実証試験中である。また，リン

酸型燃料電池発電技術研究組合へ納入した 5,000 kW級発

電設備は，1997年 3 月に予定どおり実証試験を終了した。

電力・エネルギー
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富士電機はドイツ・シーメンス社と協力し，1997年11月

に電源開発（株）から磯子火力発電所新 1号機 600MW発

電設備を受注した。この発電所は東京湾に面して建設され

る変圧運転方式石炭だき火力で，蒸気条件は 25MPa（g），

600/610 ℃の超臨界圧高効率ユニットとして計画されてい

る。

蒸気タービンはシーメンス社製標準HMN形タンデム式

2 流排気 3 車室再熱タービンで，低圧最終段には 1,150

mmの長大翼を採用している。発電機は富士電機製のサイ

リスタ直接励磁方式の水素冷却形を採用している。

また，循環水ポンプおよび給水ポンプの 100％容量化，

給水加熱器の 1系列化，各種ポンプの予備機省略などの合

理化が図られている。2002年 4 月の運転開始をめざし鋭意，

設計を推進中である。
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火　力

電源開発（株）磯子火力発電所新1号機600MW発電設備

輸出用地熱発電設備

東京電力（株）八丈島地熱発電所3.3 MW発電設備

図１　HMN形2流排気600MW再熱タービンの断面

富士電機は1997年に次の輸出用地熱発電設備を受注し，

この分野におけるトップメーカーの地位を堅持した。

™エルサルバドル電力庁向けベルリン発電所

2×31.5MW，フルターンキー契約

™インドネシア・マンダラヌサンタラ社向けワイアンウ

インドゥ発電所および蒸気輸送配管設備

2×110MW，フルターンキー契約

™アイスランド・スドゥルネス地域暖房公団向けスヴァ

ルトセンギ発電所

1×30MW，機器供給契約

これらの受注は富士電機の技術力，品質および価格競争

力が顧客から高く評価されている証（あかし）である。顧

客の期待と満足を継続して獲得できるメーカーを今後もめ

ざす。

図２　ワイアンウインドゥ発電所の完成予想図

富士電機は東京電力（株）から，1997年 7 月に八丈島地熱

発電所 3.3 MW発電設備の第一交渉権を得た。このプロ

ジェクトは東京電力（株）の地熱発電設備の 1号機であると

ともに，富士電機の国内電力会社向け地熱発電設備の 1号

機でもある。

富士電機が納入する範囲は土木・建築を除いたタービン

発電機，復水器などの主機，電気・計装品および硫化水素

除去設備である。

この地域の地熱蒸気中には多量の硫化水素ガスが含まれ

ていることから，硫化水素除去設備を計画しているが，こ

の設備は，水マグ法と呼ばれる水酸化マグネシウムを用い

る脱硫方式を採用する点に特長がある。

営業運転開始は1999年 3 月の予定である。

図３　八丈島地熱発電所の建設予定地
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富士電機は住友商事（株）経由でビサヤス地熱発電会社か

らマリトボグ地熱発電所向けに，3×77.5MWの地熱発電

所を1994年 3 月に受注した。このプラントは富士電機では

初めての EPC（Engineering, Procurement and Construc-

tion）契約であるのが大きな特徴である。このため，土木

建築・据付け工事から試運転・調整までが受注範囲となっ

ている。1994年10月から森林の伐採，山の切崩しなどの工

事を始め，1996年 6 月には 1 号機を無事，顧客に引き渡

し，1997年末にはセブ島への送電を開始した。また，２，

３号機も1997年 6 月に無事，顧客に引き渡し，ルソン島へ

の送電線が完成するのを待っている状態である。

図は，完成した発電所の全景であり，手前から 1，2，3

号機の順になっている。
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火　力

フィリピン・レイテ島マリトボグ地熱発電所

（株）神戸製鋼所加古川製鉄所58MW IPP発電設備

ガスタービン制御装置

図４　マリトボグ地熱発電所の全景

この設備は1996年度の関西電力（株）向け卸電力入札（国

内卸電力入札初年度）で（株）神戸製鋼所加古川製鉄所が落

札した IPP（独立系発電事業者）の 58MW発電設備であ

り，富士電機の IPP 発電設備の 1号機となる。

この設備は富士電機の蒸気タービン（FETシリーズ）

の軸流排気形を採用し，復水器，タービンおよび発電機が

1階に 1軸で配置されているため，設備全体が非常にコン

パクトとなり，土木建築費用を含め発電設備全体で経済的

な設計となっている。また，軸流排気となっているため，

排気蒸気をスムーズに流すことができ，タービン排気部の

流れ損失が少なくなり，効率の高い設備となっている。

1998年 9 月に工場出荷，1999年 4 月に営業運転開始の予定

となっている。

図５　軸流排気タービンの鳥瞰（ちょうかん）図

近年の火力発電所においては，その高効率性，運用性お

よび対環境性からコンバインドサイクル発電設備に期待が

寄せられている。富士電機はドイツ・シーメンス社と協同

でコンバインドサイクル発電事業を積極的に推進している。

制御システムの主要部であるガスタービン制御装置は，高

速性と信頼性が要求される。富士電機は 32 ビットコント

ローラMICREX-IX によるホットスタンバイ二重化方式

のガスタービン制御装置を開発した。制御機能はシーメン

ス社にて標準化された制御技術に基づいて設計されている。

この開発により，従来の火力発電プラント制御システム

の実績に加えて，コンバインドサイクル発電制御システム

の提供が可能となった。

図６　ガスタービン制御装置およびシミュレータ

N68-422-26

N99-2353-7

関連論文：富士時報　1997.7 p.387-392



富士時報 Vol.71 No.1 1998

日本原子力研究所大洗研究所向け「高温工学試験研究炉

（HTTR）」は，日本で初めての高温ガス炉として，原子力

メーカー 4 社［富士電機，三菱重工業（株），（株）東芝，

（株）日立製作所］が1991年 3 月共同受注し，以降一連の設

計・製作・据付け・現地試験を経て1997年 9 月に納入した。

富士電機は，炉心設計，安全評価を日本原子力研究所と共

同で実施するとともに，HTTRの心臓部である原子炉の

炉内構造物，燃料取扱設備の主要機器である燃料交換機，

使用済燃料貯蔵設備ほかを担当，納入した（図参照）。現

在，HTTRでは臨界試験，出力上昇試験に向け各種準備

が進められている。一方，商用高温ガス炉については，

1997年 4 月，米国・フランス・ロシアで共同開発中の

GT-MHR（高温ガス炉ガスタービン発電プラント）プロ

ジェクトに参加，設計レビューを実施中である。
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原子力

高温ガス炉

原子炉廃止措置

超電導応用施設

図７　炉内構造物および燃料交換機

日本原子力発電（株）東海発電所は，わが国初の商業用原

子力発電所として1966年の営業運転開始以来，順調に運転

してきたが，経済性などの理由で1998年 3 月末に停止する

こととなった。これに続き商業用原子炉の解体が現実のも

のとなりつつある。富士電機は，東海発電所の建設以来，

プラントの保守・補修にかかわってきた経験を生かし，日

本原子力発電（株）の委託により，合理的かつ現実的な解体

工事の具体化検討を行っている。また，三次元 CADによ

る解体シミュレーションや，解体人工数，廃棄物発生量，

工程などを最適化するシステムエンジニアリングの研究を

実施中である。さらに，原子炉内の黒鉛をはじめとする炉

内構造物の遠隔解体技術，解体廃棄物の減容や安定化など

の処理処分技術，残存放射能の評価計測技術の開発に取り

組んでいる。

図８　三次元CADによる東海発電所断面図の例

超電導エネルギー貯蔵システム（SMES）は，超電導コ

イルに蓄えたエネルギーを出し入れすることにより系統の

安定化などを行う装置であり，容量 50 kJ のシステムを完

成させ，1997年 3 月に熊本大学に納入した。

このシステムは，超電導コイルを収納し冷却する断熱容

器と冷却用の液体ヘリウムを供給する自動補給装置ならび

に超電導コイルと系統間の電気の出し入れを行う交直変換

器から構成されている。

このほか富士電機は超電導応用施設として九州電力（株）

と共同で SMES 用超電導コイルならびに高温超電導

（HTS）電流リードの研究を進めている。また，核融合科

学研究所向け大型ヘリカル装置では「超伝導バスライン」

を各コイル用に 9セット製作し現地据付け作業を完了した

ところである。

図９　超電導エネルギー貯蔵システム

N99-2296-138B
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埼玉県企業局浦山発電所向け 5.2MW横軸両掛フランシ

ス水車発電設備および 66kV変電設備が完成した。この発

電所は荒川水系浦山川の下流に位置し，最大落差 149.66m

で，浦山ダムから最大 4.1m3/s の取水を利用し，最大出力

5.0MWの発電を行うダム式発電所である。この発電所の

特徴は次のとおりである。

最大落差 149.66m から最低落差 75.0m まで広範囲で

の運転が可能である高性能水車ランナを採用している。

制御装置には高機能プログラマブルコントローラを採

用し，主機制御，AVR，ガバナ，プロコン，テレコン

子局機能を一体制御している。

通常横軸フランシス水車は水車ケーシングの一部を埋

設するが，この発電所は露出形とし，組立・調整が容易

な構造となっている。

（3）

（2）

（1）
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水　力

埼玉県企業局浦山発電所向け5.2 MWフランシス水車・発電機

パキスタン・チャスマ発電所向け8×23MWバルブ水車発電設備

インド・ティースタ発電所バルブ水車・発電機

図１０　埼玉県企業局浦山発電所向け 5.2 MWフランシス水

車・発電機

1995年に受注し，設計・製作を進めてきたパキスタン水

利電力庁（WAPDA）チャスマ発電所向け 23MW大形バ

ルブ水車発電設備 8 台の製作は最終段階を迎えており，

1998年 3 月末には計画どおり 8台すべての機器を出荷完了

する予定である。

この発電所向けに富士電機が供給した機器は，水車，発

電機以外にゲート，クレーン，エレベータなど広範囲に及

んでいる。これらの機器は日本のほかドイツ，イタリア，

シンガポールなど世界各国から調達されたが，その納期管

理，品質管理の面でも所期の計画を満足する結果を得てい

る。一方，現地工事は顧客施工の土木工事が遅れており，

現状ドラフトチューブの据付けが完了した段階であるが，

今後の土木工事の進捗（しんちょく）にあわせて対応でき

る体制を整えている。

図１１　据付けを完了したドラフトチューブライナ

富士電機の水力部門が国際水平分業で製作した，西ベン

ガル州電力庁向けバルブ水車・発電機（出力3×6MW，

3×6.3MW，3×7.8MWの合計 9台）は 1996年 5 月から

現地据付け工事を進めていたが，このほど，第一発電所の

1号機が1997年 9 月末に無事運転開始した。今後は第二発

電所の 4号機，5号機，6号機の順に随時運転開始する予

定である。現在，富士電機から 9人の技術者が現地に派遣

され，熱帯特有な高温多湿のうえ，たびたび停電するとい

う劣悪な環境下で上記運転開始に向けて懸命に努力を続け

ている。第三発電所については土木工事の遅れにより，現

地据付け工事の開始時期を1998年 3 月を予定している。こ

のプロジェクトの 1号機が無事に運転開始したことにより

富士電機のプラント取りまとめ能力は世界的に高い評価を

受けている。

図１２　ティースタ発電所向けバルブ水車・発電機
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中国・広西桂冠水電開発有限公司バイロンタン発電所向

けバルブ水車・発電機（出力33MW×6台）のうち，4～

6号機は，中国の水車メーカーである富春江水電設備総廠

および同社と富士電機の合弁会社である富春江富士電機有

限公司で，富士電機の指導により製作が進んでおり，順次

出荷を開始した。

4号機については，ケーシングはすでに出荷され現地据

付け工事が完了した。その他の機器も1997年11月から順次

出荷されており，本格的に現地工事が開始された。

5，6 号機については，ケーシングはすでに出荷を完了

し，その他の機器も1998年 8 月の発電所完成に向け製作が

進んでおり，順次出荷される予定である。

なお，1～3号機は，順調に運転を行っている。
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水　力

中国・バイロンタン発電所6×33MWバルブ水車・発電機

図１３　工場製作中のケーシング

韓国電力公社チョンピョン揚水発電所の 2台×206MW

立軸フランシス形ポンプ水車の 1号機用ランナの設備近代

化工事が現在順調に進んでいる。この発電所は建設後 21

年を迎え，長時間運転と頻繁な始動停止を繰り返してきた。

最新の水力設計を行い水車ランナ形状の変更による水力性

能（効率）の向上および低負荷域でのキャビテーション性

能の改善を図った。また，韓国水資源公社ソヤンガン発電

所の 2台×103MW立軸フランシス水車の 1号機用ランナ

の設備近代化工事が実施され，現地試験を残すのみとなっ

ている。建設後26年を迎えており，前述のチョンピョン揚

水発電所と同様に最新の水力設計を行い，水車ランナ形状

の変更による水力性能の向上などを図っている。

韓国・チョンピョン揚水発電所およびソヤンガン発電所のランナ更新

図１４　バランス試験中のチョンピョン揚水発電所のランナ

送変電

コンバインドサイクル火力発電所用変圧器設備

図１５　千葉火力発電所構内を輸送中の380MVA主変圧器最近の火力発電所は，熱効率が高く運転が容易なコンバ

インドサイクル発電方式を採用するケースが増えている。

富士電機はコンバインドサイクル発電所である中部電力

（株）新名古屋火力発電所向けに 265MVA主変圧器を合計

6台納入したのに引き続き，東京電力（株）千葉火力発電所

1号および 2号系列用の 380MVA主変圧器を合計 8台受

注し，すでに 4台を納入済みである。

千葉火力発電所向け主変圧器は，最新の設計技術を適用

して従来必要とされた防音壁を不要とし，冷却器などの付

属品をバランスよく配置することにより全装状態での輸送

を可能にした。この結果，出荷時の分解と現地での組立を

必要としないため工場試験時の品質をそのまま維持すると

ともに，現地での据付け作業期間を大幅に短縮している。

関連論文：富士時報　1997.9 p.489-493

AM182239



富士時報 Vol.71 No.1 1998

富士電機は，長年にわたり開発してきた分解輸送変圧器

を東北電力（株）から受注，製品化した。本器は羽後変電所

納入 275 kV/100MVA送電用変圧器で，1997年11月に現

地据付けを完了し，1998年 6 月に運転開始の予定である。

近年，電力需要の増大に伴い発電所・変電所の建設立地

は多様化・広域化しており，輸送条件が厳しい遠隔地の山

間部などへ据え付けられるケースが増え，輸送環境・輸送

制限などへの対応が課題となっている。分解輸送変圧器は，

この課題解決のために開発されたもので，工場で普通三相

器として製作，特性確認後に分解し一般低床トレーラで輸

送，現地で再組立する構造である。橋梁（きょうりょう）

や道路の各種制限から開放されるうえ，変電所のスペース

縮小に寄与することから，今後の需要増が期待される。
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送変電

分解輸送変圧器

66 kV 60 MVAガス入変圧器

ガス絶縁開閉装置用266 kV高性能避雷器

図１６　分解作業中の変圧器中身と下タンク

都市部の変電所では，超高圧・大容量の分野まで従来の

油入変圧器に代わり防災性に優れたガス入変圧器の導入が

図られている。

富士電機は導ガス水冷式 66 kV 60MVA SF6 ガス入変圧

器の単相試作器を製作し，良好な検証結果を得た。この試

作器は三次元電界解析，ガス流解析，モデル実験などで確

認した絶縁設計技術，冷却設計技術を適用して小形軽量化

を図ったものである。耐熱クラスは Eとし，巻線には耐

熱性自己融着転位電線を採用して機械的強度を高めている。

ガス圧力は 0.13MPa・G（at 20 ℃）としている。また同時

に高信頼度化・長寿命化を図り，コンパクト化した 2抵抗

4真空バルブ方式の 600A形負荷時タップ切換装置と電子

制御式電動操作機構を開発した。

図１７　検証試験中のガス入変圧器（単相試作器）

富士電機では主添加物として酸化プラセオジウムを使用

する希土類系の酸化亜鉛素子を開発以来，素子の特性の向

上を図ってきた。非有効接地系統については制限電圧を大

幅に低減した高性能タンク形避雷器を製品化し，多数の納

入実績を有している。今回，有効接地系統に適用されるガ

ス絶縁開閉装置用 266 kV 高性能避雷器を開発し，66 kV

から 300 kV 系統までの高性能避雷器のシリーズ化を完了

した。

266 kV 高性能避雷器は，素子厚さの低減により避雷器

内部要素を単柱構造とした。また，均圧シールドの最適化

により避雷器内部要素の縮小化（簡素化）を図り，266

kV 高性能避雷器のコンパクト化（タンク径の縮小化を含

む）を達成した。この結果，300 kV ガス絶縁開閉装置の

コンパクト化に寄与することができた。

図１８　266 kV高性能避雷器の長期課電試験状況

AM182447

AM183483
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1997年の海外電力事業用変電設備の主な納入品は，イン

ドネシア電力公社向け 170 kV 変電設備一式，香港中華電

力有限公司向け 145 kV ガス絶縁開閉装置などである。

インドネシア向けは，据付け工事込みのターンキー契約

で受注した新設変電所 2か所のうちの 1か所で，1997年12

月に完成した。残り 1か所も1998年 3 月には完成予定であ

る。ここでは，富士電機製の 170 kV ガス絶縁開閉装置以

外の種々の機器および一部エンジニアリングを，現地を含

めた海外から積極的に調達し，海外調達率 48％を達成し

た。また，現地調達品の製作指導を通じ，同国の技術レベ

ルの向上に貢献した。さらに，現地エンジニアリング会社

（ブカカ富士）との連携により現地密着形のエンジニアリ

ングを実施し，将来の展開にも備えた。
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送変電

輸出用変電設備

DUG形第二世代ディジタル保護制御装置シリーズ

第二世代ディジタルリレーを適用した154 kV変圧器保護装置

図１９　インドネシア電力公社向け170 kVガス絶縁開閉装置

下記を狙いとした第二世代保護制御装置対応基本システ

ム（基本形式：DUG）を開発した。

①複雑化する電力系統の高度保護要求への対応。②今後

進展が予想される電気所総合ディジタルシステムにおける

高度通信機能への対応。③ヒューマンインタフェース

（HI）の容易化に代表される保守運用性の向上。④自動監

視機能の高度化などによる装置信頼性の向上。

上記を満足するため，①高速MPU（50MHz）の採用，

16 ビットA-D変換器と強化されたディジタルフィルタに

よる高精度アナログ入力部，②各種 LAN対応ボードの整

備，③汎用パソコンによる柔軟な HI と高度データ解析機

能，④装置故障の程度に応じた運転継続可否の判断，不良

部位特定，などが実現されている。

図２０　MPUボード

富士電機では東京電力（株）向けに，第二世代ディジタル

リレーを用いた 154 kV 変圧器保護装置を実用化した。こ

の装置は，第二世代ディジタルリレーの特長を反映したシ

ステムとしており，主な内容は次のとおりである。

演算部は CPUの高速化を生かし，主保護・後備保護

機能を一体化した主検出部と，事故検出部で構成した。

高速サンプリングや 16 ビット A-D変換技術を適用

した交流入力部は，フルスケールの統一で点数削減した。

リレー要素の共用化・機能向上を図り，低次高調波対

策付距離リレーやリレー応動の高速化を実現した。

整定表示（HI）は，OADG準拠のパソコンでの携帯

形ツールで運用保守でき，遠隔運用も対応可能である。

盤構成は前面保守構造形（700mm幅）とした。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　154 kVディジタル主変保護装置
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早川，笛吹川の 2 水系に集中する17発電所は，現在，

水系ごとの発電管理事務所で監視制御を行っているが，発

電業務の効率化を目的とする発電所集中監視制御システム

を1998年 4 月運用開始で設置することになり，このシステ

ムを受注したので主な特長を紹介する。

ワークステーション（WS）を Ethernet で接続した

機能分散形二重化システム

高性能WSの採用により，処理速度の高速化，マン

マシン性能の向上

WSサーバが停止しても CRT用WSにより監視制御

の縮退運転が可能

遠隔端末として本局に設置するデータ出力装置から，

システムの記録・帳票データを表示出力することが可能

（4）

（3）

（2）

（1）
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系統制御

山梨県企業局総合制御所向け発電所集中監視制御システム

中部電力（株）長野営業所向け新型営業所テレコン

電力系統運用情報共有化システム

Ⅰ系 
Ⅱ系 

カラー 
プリンタ 

HC用 
LAN

操作卓2

総合監視盤 

操作卓1

データ 
保存装置 
データベース用LAN

データ 
出力装置 

システム監視卓 

回線切換装置 A系データ 
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図２２　総合制御所システムの構成

中部電力（株）では，操作性の向上および管轄規模拡大に

対応するための新型営業所テレコンの導入を進めているが，

最新タイプを富士電機が 1号機として長野営業所に納入し

た。この装置は配電線の監視・制御を行うために営業所に

設置する装置であり，特徴は次のとおりである。

配電変電所30か所の監視・制御を行うことができる

（従来型の 3倍）。また，最大 3か所の給電制御所との接

続が可能である。

電力系統設備はダウンロード方式によりすべて給電制

御所から指定されるため，営業所側ではメンテナンスが

不要である。

特定記録日の設定・記録・編集を営業所にて自由に行

うことが可能である。

（3）

（2）

（1）

図２３　新型営業所テレコン

電力系統運用情報は，従来，各給電指令所・制御所ごと

に専用システムで管理されており，個々の情報を他所で自

由に参照するのは容易ではなかった。

富士電機では，これらの情報を手元のパソコンのWWW

ブラウザにてシームレスに表示し，さらに双方向通信を実

現した低コスト形「電力系統運用情報共有化システム」を

開発した。主な特長は次のとおりである。

システムごとの専用描画プロトコルの相違をWWW

ブラウザ用「描画変換エンジン」により吸収し，「シー

ン描画形式」で配信することにより動的画面加工が可能

WWWブラウザとサーバ間での双方向通信機能によ

り，情報を共有している他端末へのメッセージなどの即

時配信が可能

（2）

（1）

WWW情報共有化サーバ 

描画変換 
エンジン 

情報共有 
RDB

シーン 
描画形式 

専用 
DB

イントラネット 

WWW 
ブラウザ 

WWW 
ブラウザ 

各種制御監視・支援システム 

PR技術ポイント 

各種描画プロトコル 

系統図などは更新部のみの配信 
該当端末への警報通知および確認 
端末からのデータ更新（セキュリティ 
チェック） 

図２４　電力系統運用情報システムの構成と特長
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原子力施設では，管理区域内での作業時に着用する衣類

の放射線管理が厳重に行われており，洗濯後の衣類は汚染

検査後再利用される。特にα線の汚染検査は難しく，従来
人手により長時間をかけて行っていたが，富士電機ではα
線とβ線の汚染検査を同時に短時間で行うことが可能な，

αβランドリモニタを開発し，日本原燃（株）濃縮・埋設事
業所に納入した。

このモニタはα・β線同時測定が可能な大面積検出器を
上下に配置し，その間をハンガ式搬送機構で衣類を搬送し

ながら自動で汚染検査を行うため，検出器と衣類間の距離

が短く非常に高感度で効率よく汚染検査を行うことができ

る。また，検査を終了した衣類のハンガは自動的に取りは

ずし回収可能として，運用性の向上を図っている。
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放射線

αβランドリモニタ

東北電力（株）モニタリングポスト

高温工学試験研究炉放射線管理システム

図２５　αβランドリモニタ

原子力発電所では，敷地境界周辺の環境放射線を連続監

視するために，境界の主要箇所に放射線測定器を具備した

観測局を設けている。

富士電機では，東北電力（株）女川原子力発電所に従来の

システムより，測定精度，操作性，視認性を向上させた環

境モニタリングシステムを納入した。

主な特徴は次のとおりである。

システム全体のディジタル化

データ表示部にカラー液晶・グラフィックパネルを採

用

制御装置の機能分散と二重化による信頼性向上

光ファイバによる落雷などの耐ノイズ性強化（4）

（3）

（2）

（1）

放射線 
測定 
装置 
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フ
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測定 
装置 

光コン 
バータ 

光コン 
バータ 

  表示制御装置（A） 
（MICREX-F250） 

  警報制御装置（A） 
（MICREX-F250） 

  警報制御装置（B） 
（MICREX-F250） 

データ収録装置 
（FAパソコン） 
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コンピュータ 
（A-500） 

（上位コンピュータ 
へ伝送） 

Pリンク 

P
E
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ン
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REC

ANN

カラー液晶 

データ表示部 

中央制御室監視盤 

グラフィック 
パネル 

  表示制御装置（B） 
（MICREX-F250） 

光コン 
バータ 

図２６　環境モニタリングシステムの構成

原子炉施設では厳密な放射線管理が実施されており，管

理業務の効率化や管理精度の向上が求められている。富士

電機は，これらをめざした総合的な放射線管理システムを，

日本原子力研究所が大洗研究所に建設した高温工学試験研

究炉（HTTR）に納入した。

このシステムでは各種の放射線情報をコンピュータシス

テム（GRANPOWER）に自動収集し，各種情報の集中監

視や各種報告書の自動作成を実現した。また，各モニタに

ディジタル方式や音声発生機能を適用することにより，放

射線情報を精度よく認識しやすいシステムとした。さらに，

放射線モニタの警報により指定箇所に電話をかけメッセー

ジを通知する緊急通報装置や人工知能を利用した異常診断

処理装置を開発し，業務の効率化を図った。

放射線監視盤 
排気モニタリング設備 

指示モジュール 
記録計 

（MICREX-F） 

プ
ロ
セ
ス 

入
出
力
装
置 

電　源 
室内空気モニタリング設備 

モニタデータ収集装置 

線量当量率モニタリング設備 

警報表示灯 

現場警報表示器 

ハンドフットクロスモニタ 

エアスニファ 

出入ゲート 

LAN

出入ゲート処理装置 

個人被ばく管理コンピュータ 

サーベイメータ処理装置 

緊急通報装置 放射線管理コンピュータ 
（GRANPOWER） 

異常診断処理装置 

APD読取り装置 

記憶式サーベイメータ 

図２７　放射線管理システムの全体構成
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東北電力（株）と富士電機は，複数の営業所間を WAN

で連係し，夜間・休日の配電系統の運用が 1か所の営業所

から実施可能な連係対応形の配電線監視制御システムを開

発した。このシステムの特長は次のとおりである。

1台のサーバを複数営業所で共有使用

ワークステーション 3台によるクライアント・サーバ

形の機能分散形システム

マルチウィンドウ機能により 1台の CRTに配電系統

図（マッピング）と業務画面の重ね合わせ表示が可能

2台の CRTを個別運用，組合せ運用に切換が可能

実系統ならびにオペレータが作成した任意の系統での

事故シミュレーションが可能

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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配　電

東北電力（株）中都市用配電線監視制御システム（Aタイプ営業所連係対応形）

関西電力（株）配電系統計画支援システム

東京電力（株）単3用Sブレーカ（電流制限器）

中都市営業所 

Aタイプ営業所 

図２８　中都市用配電線監視制御システム

関西電力（株）との共同研究において，富士電機は設備利

用率の向上（配電線新設設備の抑制）を目的とした「配電

系統計画支援システム」を完成させた。

このシステムは，電力の配電系統計画担当者が従来手作

業で行っていた業務を機械化したもので，①連係する配電

自動化システムに保有する実績負荷を利用し，将来の需要

の伸びに対応する配電系統を作成する機能，②手計算では

困難であった，配電線ロスを最小化した系統を作成する機

能（遺伝的アルゴリズム： GAを用いて実現），③作成さ

れた将来の配電系統におけるバンク事故・配電線事故対応

を検証する機能，などを有する。

1997年度に試験実施，1998年度から本格導入が予定され

ている。

GA処理フロー 

スタート 

配
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初期配電線ロス 
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系統群の評価（自然淘汰） 
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突然変異（末端区間の電源方向変更） 

終了 

エンド 
Yes
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（　世　代　） 

図２９　GA処理フローとロス低減計算結果例

富士電機は東京電力（株）へ単相 3線式用 Sブレーカ 20

A，30A器の納入を開始した。Sブレーカは電力会社と従

量電灯のお客さまとの契約電流に応じて，お客さまの施設

に取り付けられる電流制限器である。主な定格と特長は次

のとおりである。

主な定格

™定格電圧 ：AC110/220V

™定格電流 ： 20A，30A

™定格遮断電流： 2,500A

特　長

™外観モールド部品は難燃材（UL94V-0）を使用

™主接点は接触信頼性の高いスピッツ構造接点を採用

™端子ねじは脱落防止構造を採用

™ハンドル部はエッジレス構造を採用

（2）

（1）

図３０　単3用Sブレーカ（電流制限器）

N89-6633-2
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電力会社では負荷の平準化を図るため，電気料金を昼間

は高く，夜間は安くすることを基本とした季節別・時間帯

別料金制度を拡大した。そこで，季節別・時間帯別に最大

６時間帯までの電力量を計量・表示し，最大需要電力，力

率測定機能も持った一体形計器を開発した。主な特長は次

のとおりである。

計量用フルカスタム ICの開発と搭載により，品質お

よび信頼性の向上を図った。

計量回路入力部には計量用変圧器の代わりに抵抗分圧

方式を採用し，計器用変流器も小形化してプリント基板

の集積度向上および軽量化を図った。

季節別・時間帯別区分などの使用条件はハンディター

ミナルにより設定可能とした。

（3）

（2）

（1）
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配　電

新形季節別・時間帯別計器

シリア・アラブ共和国納入太陽光発電システム

図３１　新形季節別・時間帯別計器

中部電力（株）が建設中の新名古屋火力発電所内に建設し

たサービスビルに 50 kWp の太陽光発電システムを納入し

た。サービスビルの屋上に 141Wp の太陽電池モジュール

を 360 枚設置し，太陽光発電用インバータは太陽電池の発

電特性を考慮しつつ，システム設置費のコストダウンを図

るため 40 kWの系統連系タイプを採用した。また，発電

状態を監視するため，事務室内に運転表示盤を設け，瞬時

発電量・積算発電電力量を表示させている。

1997年 7 月に納入し，現在までに順調な運転を継続して

いる。このシステムは中部電力（株）では最大の太陽光発電

システムであり，年間発電電力量としては，約 54,943

kWh/年が期待でき，サービスビルの電力の一翼を担うこ

ととなる。

太陽エネルギー

中部電力（株）新名古屋火力発電所内サービスビル太陽光発電システム

図３２　新名古屋火力発電所内サービスビル屋上の太陽電池

シリア・アラブ共和国に未電化村落の民生の向上を狙い

とした集中形太陽光発電システム用機器を，国際協力事業

団（JICA）経由で納入した。太陽電池は単結晶および多

結晶シリコンタイプ混合で 35 kW，インバータ容量は 35

kWで自立・系統連系兼用になっている。蓄電池の容量は

336 kWh で，取換え時はシリア・アラブ共和国で量産さ

れる中形バッテリーで交換できるように 12V 200Ah のも

のを用いた関係で，富士電機では今までで最多の 7並列接

続とし，充電は最適電流制御で電解液減少の最少化を図っ

た制御方式を採用している。このプラントは今後，シリ

ア・アラブ共和国で国産される太陽光発電プラントのモデ

ルとなるものであり，当面，自立形システムとして運用さ

れるが，将来，配電網が近くまで整備された段階では，連

系運転システムに変更することになっている。

図３３　シリア・アラブ共和国納入集中形太陽光発電システム
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富士電機は1995年から，耐久性を向上させた新形セルを

搭載した 100 kW機を開発してきた。1997年 7 月に商品機

のプロトタイプ１号機を東邦ガス（株）経由でトヨタ自動車

（株）本社工場に設置し，9月から実証試験運転を開始した。

本機の主な仕様は次のとおりである。

形　式 ：リン酸形，常圧，水冷式

出　力 ：100 kW（三相，210V，60Hz）

燃　料 ：都市ガス 13A，22Nm3/h

発電効率：40％（LHV）

熱出力 ：90 ℃温水 17％（LHV）

50 ℃温水 30％（LHV）

運転方式：全自動運転方式

構　造 ：パッケージ形

寸　法 ：5.0m（L）×2.28m（W）×2.5m（H），13 t（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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燃料電池

100 kW燃料電池発電装置

副生水素利用100 kW燃料電池発電装置

新形100 kW燃料電池発電装置

図３４　100 kW燃料電池発電装置

富士電機は（株）四国総合研究所と共同で，ソーダ工場や

石油化学工場などの製品製造過程で発生する副生水素を有

効利用する燃料電池発電装置の開発に取り組んでいる。

1996年 11 月に東亜合成（株）において実証プラントが竣

工（しゅんこう）され，現在は実際の工場の操業条件下で

実証運転中である。開発したシステムは，従来形の燃料電

池システムと異なり，改質器などの燃料の前処理機器が不

要で，その代わり燃料電池の燃料極出口から排出される未

反応水素を燃料極入口に戻して再利用する水素リサイクル

技術などの新技術を組み込んでいる。本機の主な仕様は次

のとおりである。

形　式 ：リン酸形，常圧，水冷式

電気出力：100 kW，AC220V（発電効率 40％ HHV）

熱出力 ：蒸気・温水（3）

（2）

（1）

図３５　副生水素利用100 kW燃料電池発電装置

富士電機は1997年 9 月から，コストダウンを進めた新形

100 kW商品機を開発し，富士電機千葉工場で実証運転を

行っている。これまでの試作機，商品機のプロトタイプな

どの実績をベースに，電池寿命の改善，信頼性やメンテナ

ンス性の向上を図り，さらにシステムの簡素化，機器の複

合化により装置の小形化も実現している。1998年10月から

出荷を開始する。

本機の主な仕様は次のとおりである。

形　式 ：リン酸形，常圧，水冷式

燃　料 ：都市ガス 13A

運転方式：全自動運転方式

構　造 ：パッケージ形

排熱回収：90 ℃温水，50 ℃温水（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３６　新形100 kW燃料電池発電装置の第一次商品機
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日本経済の景気回復の足どりは重く，産業分野の設備投

資への期待が実らない1997年であった。しかしながら昭和

40年代の重工業分野の大形投資による設備の更新需要は比

較的堅調であった。一方でタイのバーツ危機をきっかけと

したアジア経済の混乱は事業の再考を促すこととなった。

技術面において，重工業分野向け電気設備においても情

報・制御機器のオープン化やダウンサイジングの要請が強

まり，パソコンの導入が増加し，強電分野と情報・制御分

野の融合はよりタイトなものとなった。プラントの高密度

情報化や高信頼化に貢献するシステムや機器を提供してき

たので，以下にその概要を述べる。

パワーエレクトロニクス・電力変換分野では，ソーダ電

解用サイリスタ整流制御装置（Sフォーマ）を，国内最大

級を単器12相，4台で合計48相の構成にて，高調波発生を

従来の 1/2 に低減し，環境に優しい設備として提供した。

また，海外向けには単器出力最大級（5.8MW）の多出力

形を台湾某社に納入した。一組のバッテリーをエネルギー

源とした遮断弁駆動用 VVVFインバータと，計装制御電

源用 CVCFインバータで構成されるガバナステーション

用無停電電源装置（UPS）は，IGBTを使用した PWMイ

ンバータのメリットを生かした富士電機のパワーエレクト

ロニクス技術を駆使した製品である。

情報機器・システムの分野では，オープン化およびダウ

ンサイジングを実現する機器の提供が活発であった。富士

電機の特長ある製品である紡糸機用スキャナシステムにお

いて，ヨーロッパでデファクトスタンダードバスである

PROFIBUS インタフェースを搭載し，より国際的商品へ

のモデルチェンジを果たした。ファジィ制御を採用した

KFダイナミッククレーンシステムを従来から提供してき

たが，既設設備を最大限に活用し設備投資を低減する目的

でその簡易タイプを提供したこと，汎用ソフトウェア，汎

用データベースを採用し，富士電機独自の監視機能をパソ

コンに搭載して，プラント用に標準化したHCI（ヒューマ

ンコミュニケーションインタフェース）は時代の要請にこ

たえるものである。

可変速駆動システムの分野では，IGBTを使用した 2レ

ベル，3 レベルインバータの採用が恒常的となったが，

オープン化のための PROFIBUS インタフェースを搭載し

た製品群を開発し，情報・監視・制御システム機器との融

合を加速した。保守面への貢献が大きく期待できる。

発変電システムの分野では，燃費向上，保守性向上を企

図した超低速ディーゼル発電機（15MVA，102.9 r/min）

をバハマ向けに出荷した。また次世代変電所として，環境

との調和，情報・監視・制御システムの近代化をコンセプ

トとした NewC-GIS（キュービクル形 GIS）を多数納入

した。

回転機分野では，地盤調査のための地震波発生装置や，

電車ドアの開閉用リニアモータの納入で新応用分野を拡大

したが，いわゆる回転機としては，条鋼圧延機用に特化し

た IGBTインバータ駆動用交流電動機を新たに設計し納入

した。

電気加熱の分野では，銑鉄鋳物業界での品質向上のため

の脱亜鉛誘導溶解システム，浮揚溶解（CCLM）による非

金属介在物の除去法や製鉄所における連続鋳造工程で発生

する表面欠陥の低減法などの研究・開発を強力に推進した。

設備・機器の分野では，発展し続ける情報機器の安定運

用に貢献する UPS をパソコンやワークステーション用か

ら大形コンピュータ用（1～200 kVA）まで高機能な改良

形にモデルチェンジした。また，インターネットに代表さ

れる通信の信頼性向上のため，UPS 連続運転（365日，24

時間）システムは富士電機の得意な技術であり，1,000

kVA×2台による並列冗長システムを納入した。半導体製

造，医薬品製造に欠くことのできないクリーンルームはバ

リデーションが必須（ひっす）条件となり，この要請にこ

たえる信頼性の高い機器を開発し，多数納入した。

富士電機は，変圧器，開閉装置，回転機に代表される重

電機器の製作技術をますます発展させ，信頼性と経済性の

向上に貢献するとともに，強電電子デバイス応用製品や情

報・通信・制御装置の高性能化，オープン化，ダウンサイ

ジング化の要請にこたえることにより，人を取り巻く地球

環境保全に貢献するべく，より一層の努力を傾注する所存

である。

産業用システム・機器
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来島大橋（本州四国連絡橋，尾道・今治ルート）の補鋼

桁（けた）工事用として，ウィンチ用電気設備を納入した。

この設備は橋の主ケーブル上から補鋼桁ブロックを 4点で

つり上げるものであり，その主な特長は次のとおりである。

設備概要：定格荷重　155,000 kg× 4 点

巻上速度　5m/min

揚　程　　150m

PWMコンバータ付ベクトル制御インバータの適用に

より，発生高調波の抑制，高力率運転を可能としている。

高速ディジタル制御により，4つり点揚程の同調制御

を高精度で行い，補鋼桁の傾き，各つり点荷重の偏りを

抑制した安定なつり上げを可能としている。

（3）

（2）

（1）

産業用システム・機器

パワーエレクトロニクス・電力変換

来島大橋架橋ウィンチ用電気設備

大阪ガス（株）向けガバナステーション用無停電電源装置

大形圧延設備の自動寸法制御・加熱制御

図１　来島大橋架橋ウィンチ

大阪ガス（株）向けに高圧ガス幹線のガバナステーション

用として，無停電電源装置（UPS）を納入した。従来，計

装電源用単相 CVCF インバータと遮断弁駆動用三相

CVCF インバータで構成された電源装置を，今回，遮断

弁駆動用として三相 VVVFインバータを適用し，共通の

蓄電池電源に CVCFインバータとVVVFインバータを接

続した複合形UPS としている。

このUPS の主な特長は次のとおりである。

VVVF インバータのソフト起動機能の採用により，

蓄電池のバックアップ時間を延長し，インバータ容量を

低減した効率のよいシステムとした。

自冷式機器の採用により保守を軽減した。

各種ノイズ対策により周辺機器への影響を軽減した。（3）

（2）

（1）
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AC200V

切
換
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切
換
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整流器 

蓄電池 
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計装 
負荷 

CVCF

VVVF

図２　ガバナステーション用UPSの構成

大形圧延設備における自動寸法・加熱制御システムを納

入した。このシステムは製品寸法精度の向上を目的として

導入され，制御コンピュータ（DS/90）とプログラマブル

コントローラ（ICS-2500S）とにより構成される。概略機

能は次のとおりである。

自動寸法制御［対象設備：圧延機］

製品実績寸法の変動と圧延機入側の材料温度の変動を制

御パラメータとして，プリセットデータのロール圧下量を

ダイナミックに補正し，圧延制御する。

自動加熱制御［対象設備：インダクションヒータ

（IH）］

IH装置入側での材料温度により，その時点から圧延機

入側までの温度降下を推定し，圧延目標温度にするために

必要な加熱量をダイナミックに計算し，IHへ指示する。

（2）

（1）

ホストコンピュータ 

圧延・加熱実績 
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プログラマブル 
コントローラ 
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プログラマブルコントローラ 
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図３　自動寸法制御・加熱制御システムの構成
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国内最大級のイオン交換膜法ソーダ電解用として，鹿島

電解（株）に大容量サイリスタ整流装置（Sフォーマ）を納

入した。この Sフォーマは，老朽化した既設器を増容量

のうえ更新するためのもので，単器 DC 330 V，87.5 kA，

28.875MWの整流装置が 4台にて構成され，総合 350 kA

を給電する。その特長は次のとおりである。

高調波低減のための単器12相とし，4台で48相とした。

これにより高調波の発生量を総合でほぼ従来の 1/2 に低

減することができた。

富士電機独自の大電流技術により，単器12相という構

成でかつ既設器容量に対し 10％増でありながら，既設

のスペースに十分な余裕をもって設置できた。

（2）

（1）

産業用システム・機器

パワーエレクトロニクス・電力変換

鹿島電解(株)向け電解用直流電源設備

海外向け直流アーク炉電源設備

ソーダ電解用多出力形サイリスタ整流装置（Sフォーマ）

図４　電解用直流電源設備

富士電機では，1988年から現在まで国内外で22 セット

（総容量 2,045MVA）の直流アーク炉電源設備を納入して

おり，海外向けはアジア地区（特に韓国，台湾）を中心に

12セット（総容量 1,118MVA）納入している。海外向け

直流アーク炉設備は，大形炉（100～150 t）が大半を占め，

直流電源装置も含め複数台設置される例が多い。このため

主電源系統への電源じょう乱対策が重要な課題である。一

般的に直流電源用整流器は24相整流を採用しているが，大

容量器で24相整流の対応だけでは不十分な場合，フリッカ

補償装置や低次から高次まで複数のバンクで構成される高

調波フィルタ設備も不可欠となる例が大半である。最近，

電炉設備への投資がアジア地区全体に広がっており，各国

の電源事情に合った対応が必要となっている。

図５　直流アーク炉用フリッカ補償装置

台湾某社のソーダ電解用として単器出力が最大級である

多出力形サイリスタ整流装置（Sフォーマ）を開発・納入

した。この Sフォーマは，33 kV を受電し単器で DC 430

V，13.5 kA，5.805MWを 8回路出力し，電解設備として

は，4器から成り総合 432 kAを給電する。

その特長は次のとおりである。

１回路ごとに直流出力電流の制御が可能である。

富士電機独自のノウハウに基づき局部過熱することな

く 4回路を 1キュービクルに収納し，スペースファクタ

を向上させた。

（2）

（1）
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図６　多出力形サイリスタ整流装置の単線結線図

AM183100
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既設クレーン用巻線形電動機および制御方式を踏襲し，

新たにファジィ演算を用い，クレーンのつり荷の振れ止

め・位置決め協調制御を実現したシステムを川鉄マシナ

リー（株）と共同開発した。このシステムの主な特長は次の

とおりである。

既設天井・橋形クレーンの巻線形電動機・二次抵抗制

御方式を流用し，クレーンの自動化に必要なつり荷の振

れ止め・位置決め制御を開発し，自動化費用のコストダ

ウンを実現

ファジィコントローラ 1台でクレーン全体の制御を行

い，またそのソフトウェアはパッケージ化しているため，

システムのコンパクト化を実現

手動運転時の振れ止め・位置決めサポートを実現（3）

（2）

（1）

産業用システム・機器

情報機器・システム

KFダイナミックファジィクレーンシステム（簡易タイプ）

紡糸機用新スキャナシステム

産業プラント用統合パソコンHCI システム
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図７　システム構成の概要

富士電機は早くから紡糸機用スキャナシステムを国内外

に納入してきた。近年のプロセスの高信頼性・高品質の要

望に対応すべく，新形フィールドコントローラ（FCUシ

リーズ）を適用したスキャナを開発した。オープンな

PROFIBUS（1.5Mビット/秒）を採用し，ネットワークイ

ンタフェースをより使いやすくしている。また，高速演算

（数値演算 0.125μs）を行い，従来機種に比べ 1/2 ～ 1/3

のスキャンタイムでデータ処理（I/O 点数：156 点）が可

能となった。さらに Tリンク対応の I/O 適用により制御

コントローラとI/O間の配線がきわめてシンプルとなった。

ロッカ構造を富士電機製の既設スキャナと互換性を持たせ

ることで既設外部配線をそのまま流用可能とし，更新時で

も配線工事費の大幅な低減を実現している。

図８　新形フィールドコントロールユニット

情報処理とヒューマンインタフェースを統合して産業プ

ラントの監視・操作・プロセス制御を実現するパソコン

HCI（ヒューマンコミュニケーションインタフェース）シ

ステムを開発した。

主な特長は次のとおりである。

汎用 SCADA（Supervisory Control And Data Ac-

qusition）と汎用 DB（データベース）をプラットホー

ムにしてオープンシステムを実現

タッチ式ディスプレイの採用による操作性の向上

条件監視画面と故障監視・履歴画面を搭載して，プラ

ント操業時のガイダンスを強力にサポート

プログラマブルコントローラ（PLC）などとネット

ワークで結合して，フレキシブルなシステム構築が可能

（4）

（3）

（2）

（1）
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図９　統合パソコンHCI システムの構成例
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デファクトスタンダードバスである PROFIBUS を採用

し，オープンな環境の電機分野向け高速分散制御システム

を製品系列化した。主な特長は次のとおりである。

駆動制御装置，コントロールセンタなど各種フィール

ド機器へ機能を分散かつパッケージ化し，12Mビット/

秒のコントロールレベルバスにて統括 PLC（プログラ

マブルコントローラ）と結合することにより，柔軟性の

ある産業用電動力応用分野向け高速リアルタイム分散制

御を実現

1.5Mビット/秒のフィールドレベルバスにて高速かつ

経済的な I/Oインタフェースが可能

統括 PLCと駆動制御装置のアプリケーションソフト

ウェアの支援機能および集中監視機能の統合化による保

全性の向上

（3）

（2）

（1）

産業用システム・機器

可変速駆動システム

PROFIBUS駆動制御システム

連続焼鈍設備用電気品

石油化学プロセス向け可変速制御装置

VPIO
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図１０　PROFIBUS駆動制御システムの構成例

タイ某社向けに最新の連続焼鈍設備を納入した。このシ

ステム構成と特色は次のとおりである。

高精度・高性能・省スペースを追求した交流可変速駆

動用 IGBT PWMインバータ（FRENIC4000VM4/VMT

4/FM4）

プログラマブルコントローラと交流可変速駆動装置の

間に速度主幹制御を行うミッドフィールドコントローラ

（MFC）を設置

150 台以上の交流可変速制御装置を専用伝送ネット

ワークで結合して集中監視（FORS-2000）

ロール径設定・速度補正・トルク表示を行うFAパソ

コンによるHCI

以上の機器・システムにより，高度な制御，簡易操作，

省保守，電気室の縮小を実現している。
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（3）
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図１１　駆動システムの構成

石油化学プロセスではファン，ポンプ，かくはん機，押

出機などに多くの可変速駆動装置が使用されており，これ

らの駆動装置では大容量化，高性能・高機能化，高調波電

流の低減，ネットワーク接続などの要請が強まっている。

富士電機は，これらの要請にこたえ，サイリスタ，GTO，

IGBT素子による交流可変速駆動装置を提供している。こ

れら可変速駆動装置の特長は次のとおりである。

GTOインバータまたは IGBTインバータの多重化に

より，数千 kWまで製作可能

ベクトル（センサレス）制御，オートチューニング，

トルクリプル制御などの付加による性能・機能の充実

PWM制御や 3レベル制御による高調波の低減

ネットワークを介してのオンライン集中監視が容易（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　大容量3レベル IGBTインバータ盤

A6229-16-248
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161 kV 級として最大の遮断電流である 50 kA定格のガ

ス絶縁開閉装置（GIS）を開発した。今回，台湾の FPCC

（台塑石化公司）・麥寮地区の主変電設備用として適用し，

161 kV 計42回線に及ぶ大規模な二重母線式 GIS 変電所を

完成，581MVA主変圧器，150MVA配電変圧器，33 kV

GIS，CRT監視制御装置などとともに1997年12月から運

転を開始した。電力ケーブルにより配電する系統の採用と

GIS の適用により，変電所面積の大幅な縮小ならびに据付

け工期の短縮など GIS 式変電所の特長を最大限に発揮で

きた。

今回の定格拡大により，大遮断容量が要求される系統へ

の GIS の適用が可能となり，その特長である周囲との環

境調和，保守の省力化，信頼度の向上を図ることができる。

産業用システム・機器

発変電システム

輸出用161 kV 50 kAガス絶縁開閉装置

66 kV New C-GIS 受変電設備

図１３　161kV 50 kA二重母線式GIS

図１４　66 kV New C-GIS 受変電設備

N99-2413-12
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可搬式精密制御回転震源装置（HIT）の実用実験レベル

の装置の開発・設計・製作を行い，名古屋大学理学部に装

置 2台を納入した。その後，鹿児島で実証テストを行った。

この装置は，偏心質量を精密に周波数制御しながら回転さ

せることにより，単一周波数の定常的地震波を連続的に地

下に向けて放射する送信装置である。

その目的はきわめて微弱な弾性波動を音波照明として用

い，地下構造を観察することで，将来の地盤調査の有用な

手段として期待される。主な特長は次のとおりである。

2本の回転体を逆方向に駆動し，一方向だけに力を発

生させるユニットである。

偏心マスの位置を変えて，加振力の調節ができる。

装置はカップラ（台盤）に固定し，地表に設置する。（3）

（2）

（1）

回転機

可搬式精密制御回転震源装置

図１５　可搬式精密制御回転震源装置

富士電機東京工場の受変電設備は，受電遮断器をはじめ

設備全体に，老朽化による信頼性の低下と保全工数の増加

が見られた。今回の更新は，「信頼性の向上」「環境調和」

などを図るため，NewC-GIS，ガス入変圧器，ガスコン

デンサを採用するとともに，監視制御保護システムには多

機能ディジタルリレー，集中監視システムを導入し，「管

理レベルの向上」を達成している。特に，最新鋭の New

C-GIS の特長を最大限に生かしたコンパクト化の実現

（従来比約50％）と同時に，フロントアクセス化・オイル

レス化を可能とした。一方，集中監視システムは，ディジ

タルリレーとの光リンクで，より一層の信頼性の向上が図

られ，将来，工場，ビル管理などの監視制御ができる拡張

性の高いシステムである。
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富士電機は某社向けに形鋼ミル用インバータ駆動誘導電

動機を納入した。この設備は16スタンドで構成され，全交

流化が図られている。誘導電動機は出力 400 ～ 1,500 kW，

計16台からなり，IGBT インバータで駆動される。概要は

次のとおりである。

電動機の総容量は 20,550 kWで，保護構造は他力ファ

ン付全閉内冷形および他力ファン付全閉外扇形である。

基底速度は 500 ～ 650 r/min で，最大 2.6 倍の弱め界

磁範囲をもつ。

インバータはベクトル制御電圧形 PWMインバータ

で，素子は IGBTを使用している。

電動機には同相多重インバータ方式を採用し，最大 3

多重で給電される。

（4）

（3）

（2）

（1）

産業用システム・機器

回転機

形鋼ミル用インバータ駆動誘導電動機

回転機内部の有限要素法による流体解析

電気式大形ホイールローダ用電気品

図１６　形鋼ミル用インバータ駆動誘導電動機

回転機の各部に発生する熱損失を効果的に冷媒へ熱移動

させることは，回転機の出力向上に大きく寄与する。冷却

効果を検討するにあたっては，冷却冷媒である空気の機内

における詳細な情報を得ることが必要である。機内の流体

は乱流域であるため，K-ε法などを用い，さらに移動境

界を考慮し，非構造格子有限体積法による三次元流体解析

を実施し，次の成果を得ることができた。

固定子ダクトピースと回転子ダクトピースの軸方向相

対変位による風量の定量化

固定子ダクトピース取付位置が変化した場合の回転子

から固定子ダクトへの流入速度分布の定量化

冷却風の詳細風速，圧力分布および各部の熱伝達率の

定量化

（3）

（2）

（1）

図１７　誘導機内部の流体解析例

東洋運搬機（株）は，4輪を個別制御可能な，交流電動機

で車輪を駆動する世界初の電気式大形ホイールローダを開

発した。

富士電機は，この電気式ホイールローダの電気品一式を

製作した。電気品のうち，タイヤに内蔵しインバータで駆

動される交流電動機の主な特長は次のとおりである。

絶縁クラスHの採用による小形・軽量化の実現

過酷な運転に耐えうる耐振設計

防じん対策を施した軸受部構造の採用により長期間の

メンテナンスフリー化の実現

ホイールローダ用の電動機の 1台あたりの仕様は次のと

おりである。

™420V，110 kW，480/2,400（r/min）

（3）

（2）

（1）

図１８　電気式大形ホイールローダ用電気品
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銑鉄鋳物工場における溶解主原料である鋼板くずに，亜

鉛めっき鋼板くずの混入が避けられない状況となっている。

これを従来の誘導炉で溶解すると，亜鉛による耐火物の寿

命低下，鋳物品質の低下，溶解作業環境の汚染など多くの

問題があった。このため，従来では真空下で加熱を行い，

亜鉛をあらかじめ除去するなどの工程を必要としていた。

これらの問題に対して，富士電機ではるつぼを特殊なへん

平形状とした誘導炉に，減圧，ガスバブリングの機能を付

加して，亜鉛めっき鋼板くずを前処理することなく溶解と

同時に，溶湯中の亜鉛を除去できるシステムを中小企業事

業団からの委託研究により開発した（炉容量 2～ 8 t）。こ

のシステムは，亜鉛めっき鋼板くずのリサイクル，省エネ

ルギー，溶湯性状の改善などの特長を有しており，今後銑

鉄鋳物業界に広く普及することが期待できる。

産業用システム・機器

電気加熱

脱亜鉛誘導溶解システム

軟接触次世代連続鋳造設備用電源装置

浮揚溶解法（CCLM）による非金属介在物の除去

図１９　脱亜鉛誘導溶解炉

連続鋳造工程で発生するスラブ表面のオシレーション

マークや割れなどの表面欠陥を低減させるために，モール

ド内の半溶融スラブに電磁力を印加することで，モールド

とスラブの接触圧力を小さくして，表面欠陥を低減しよう

とする研究が行われており，今回富士電機ではこの研究用

の高周波電源装置を納入した。

高周波電源装置の特長は次のとおりである。

富士電機のパワーMOSFETを用いた直列共振形イン

バータ電源

運転周波数：20 kHz および 100 kHz

インバータ出力をパルス状にオンオフさせたり，線形

状・非線形状に増減させる任意パターン運転機能

モールド内の磁場を一定にするための定電流制御（4）

（3）

（2）

（1）

図２０　100 kHz 高周波インバータ電源装置

FUJI-CCLM（Cold Crucible Levitation Melting）は，

各種金属の非接触，非汚染溶解以外にも，溶湯中の非金属

介在物の除去にも有効であることを実証した。1mass ％

アルミナ粒子含有の鉄圧粉体を CCLM装置で溶解し，溶

解前後の粒子分布を比較した。溶解前は均一分布（図の左

側）であるが，溶解後は図の右側に示すように電磁力によ

り外側へ除去されていることが分かった。今後は実用化の

研究を進める予定である。

溶解前 

5mm

溶解後 

アルミナ粒子 

鉄 

50  m

図２１　溶解後のアルミナ粒子分布

N99-2318-2

N99-2317-2
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Ci シリーズの後継機種として，新形ミニ UPS（無停電

電源装置）Hi シリーズ：1 ～10 kVA の系列化を図った。

特長は次のとおりである。

ファンレス化による無騒音化（1，1.5，2 kVAモデル）

と 2速度冷却ファンの採用による軽負荷時の低騒音化

（3～10 kVAモデル）を実現した。

バッテリーは前面引出し構造とし，保守性を向上させ

た。

バッテリーチェック機能・バッテリー寿命予告機能を

搭載し，バッテリーの管理機能を強化した。

WindowsNTなどの LAN対応インタフェースを装備

した。

7.5 kVAと10 kVAモデルについては，標準で入出力

電圧AC100/200V に対応した。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

産業用システム・機器

設備・機器

新形ミニUPS「Hi シリーズ」

改良形UPS「UPS600-Bシリーズ」

富士通（株）明石新センター向け大容量無停電電源設備

図２２　新形ミニUPS「Hi シリーズ」1～10 kVA機

次世代 IGBT素子の採用と高機能化による改良形 UPS

（無停電電源装置）の製品化を完了した。このUPS は，75

kVAから 200 kVAまでの 4機種である。主な特長は次の

とおりである。

新第三世代 IGBT素子の採用による低損失，高効率を

実現（当社従来比：総合効率 3％向上）

新形ディジタル制御による部品点数の削減，高信頼度

化と入出力特性の向上

蓄電池による障害を防止する，月 1回の自動蓄電池良

否判定機能を付加

全モデルにリモートメンテナンス機能に加え，LAN

対応用ポートを装備（オプション）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　改良形UPS「UPS600-Bシリーズ」

このシステムは，拡大を続けるアウトソーシング事業の

西の拠点として構築された。高度な情報通信システムを使

い，多くのユーザーの大量な情報を処理し伝送する業務は

365 日24時間停止することが許されないため，無停電電源

装置（UPS）が使用されている。富士電機は，単機容量

1,000 kVA IGBT式 UPS２台（将来 3台）の並列冗長シス

テムを 2バンク（系統）納入した。主な特長は次のとおり

である。

高圧入力系統の二重化と保守専用のフィーダを設け，

母線連絡遮断器で区分開閉することで UPS を停止する

ことなく高圧部を系統ごとに保守点検できる。

UPS の 1 系統異常時や保守時にも，負荷へ UPS 出力

を無瞬断で給電できる。

（2）

（1）

図２４　富士通（株）明石新センター向け大容量UPS

N99-2383-3
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半導体分野に代表される超 LSI 製造では，0.02μm，ク

ラス 1以下の高清浄度が要求される一方で，液晶表示パネ

ルやディスク製造などにおいても，ケミカルガス汚染対策

がクローズアップされている。富士電機では，FFU（ファ

ンフィルタユニット）方式システム天井クリーンルームを

多数納入した。

このFFUの特長は次のとおりである。

本体材質をステンレス鋼板とし，コーキングやパッキ

ンを使用しないコーキングレス構造のケミカルガス汚染

対応が可能

省エネルギー：95W/台以下

低騒音： 50 dB 未満

ガス吸着フィルタ搭載タイプのシリーズ化（4）

（3）

（2）

（1）

41

産業用システム・機器

設備・機器

クリーンルームシステム

製薬分野向けクリーンルーム設備

新形クリーンルーム機器

電動機 

ケミカル 
フィルタ 

ULPA 
フィルタ 1186

4
0
0

1
0
0

図２５　ケミカルフィルタ搭載形 FFUの断面図

医薬品の製造分野では，1994 年の GMP（Good Manu-

facturing Practice）改定で，バリデーション（製品の品

質が期待どおり確保されていることを検証し，これを文書

化する）が必須（ひっす）要件となり，クリーンルームに

ついてもより信頼性の高いシステムや機器が要求されてい

る。

富士電機では，バリデーションに対応した鉛遮へい一体

形クリーンベンチを納入した。特長は次のとおりである。

バリデーションの対応として，フィルタの漏れ試験の

ための試験用微粒子（DOP）供給口とフィルタ一次側

じんあい濃度測定口を備えた。

クリーンベンチ内で放射性物質を取り扱うため，ク

リーンベンチに鉛遮へい体を内蔵し，さらに気流制御に

より清浄度の確保と放射性物質の漏れ防止を両立させた。

（2）

（1）

送風機 

パーティクル 
カウンタ 

DOP発生器 

DOP供給口 

鉛 

鉛ガラス 

スリット 
ファン 

フィルタ一次側 
濃度測定口 

作業テーブル 

HEPAフィルタ 

図２６　鉛遮へい体付クリーンベンチの断面イメージ図

電子部品関連分野での加工精度の向上や医薬品分野にお

けるバリデーションによる工程管理の必要性などを受けて

クリーンルーム機器に対する要求も多様になっている。富

士電機では，これらの新しいニーズに対応した機器の開発

を進めており，以下のような新形機器を納入した。

超精密温度調節（温調）サーマルクリーンチャンバ

目標温度精度： 23 ℃－＋0.02 ℃

300 ℃熱風乾燥クリーンベンチ

加熱ゾーン： 280 ℃－＋15 ℃

クリーン立体倉庫組込薄形FFU

厚み：約200mm（標準：約300mm）

風量：10m3/min

ケミカルガス対策エアシャワー

コーキングレス構造を採用

（4）

（3）

（2）

（1）

ビニルカーテン 

天井内チャンバ 

温調 
ユニット 

23℃±0.02℃（目標） 
±0.05℃（仕様） 

保温材 

装　置 
ビット用ファン 

図２７　超精密温調サーマルクリーンチャンバの断面イメージ

関連論文：富士時報　1997.8 p.401-406

関連論文：富士時報　1997.8 p.412-417

関連論文：富士時報　1997.8 p.418-422
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1997年は，国内経済の回復の兆しが見えずに推移したが，

鉄道分野においては，東日本旅客鉄道（株）が 3月に秋田新

幹線，10月に長野行新幹線を開業した。また，西日本旅客

鉄道（株）が 3月に山陽新幹線へ 500 系電車を投入し，さら

に東海旅客鉄道（株）と西日本旅客鉄道（株）が1999年の運用

開始をめざして共同開発した，東海道・山陽新幹線用700

系試作車が10月に登場するなど，活況を呈した年であった。

これらは，パワーエレクトロニクス技術，システム制御を

はじめとして世界最先端の技術を駆使しており，21世紀の

鉄道システム技術が進むべき方向性を示すものといえよう。

電気鉄道地上システム分野では，東京都交通局地下鉄12

号線をはじめとして，公営や第三セクター鉄道分野におい

て，21世紀へ向けて多くの新線プロジェクトが推進されて

いる一方，昇圧・更新工事や納入後20～30年を経過する老

朽設備の更新プロジェクトも多い。

このようななかで富士電機は，パワーエレクトロニクス

技術，マイクロエレクトロニクス（ME）技術，ガス絶縁

技術などの最新技術を駆使し，設備の省保守化，小形化や

現地でのガス処理の不要な母線接続による工事の容易化，

環境調和・不燃性などの特長をもつガス絶縁機器やME形

制御装置などを中心としたシステムを提供し，多様なニー

ズにこたえてきた。

直流変電所の主器であるシリコン整流器は，1994年に通

商産業省資源エネルギー庁により示された「高調波対策ガ

イドライン」を遵守すべく，その具体的な対応方法が検討

されてきたが，単器12相方式や等価12相方式など，各ユー

ザーの電力系統の実状にあわせた諸方式が検討され，その

方向性が定まったといえよう。

き電用変電設備としては，西日本旅客鉄道（株）にME形

制御配電盤を採用した更新設備一式を，日本鉄道建設公団

には運輸省のモーダルシフト政策に対応した設備強化のた

めの新設変電所設備一式を納入した。

また，駅舎電源設備としては，東日本旅客鉄道（株）東

北・上越新幹線や在来線更新工事において，クライアン

ト・サーバシステムで構成した，充実したマンマシン機能

を持つME形制御・保護システムを納入した。

公営・民営鉄道のき電用変電設備としては，最新鋭の省

保守形機器やME形制御配電盤を中心に構成した設備を

東京都交通局，京成電鉄（株），京阪電気鉄道（株）および富

士急行（株）ほかに納入した。また，車両の余剰回生電力対

策として，経済性や簡便性，安定性などの面からご好評を

いただいている回生電力吸収装置を大阪市交通局，（株）大

阪港トランスポートシステム，京阪電気鉄道（株）に納入し

た。さらに，車両工場設備として，日本貨物鉄道（株）にお

ける新小岩車両所から川崎車両所への検修設備の移管にあ

たって，貨車用輪軸格納自動立体倉庫システムを納入した。

車両システム分野では，乗り心地の向上，高性能，低騒

音，小形・軽量，省保守などのニーズにこたえる製品を製

作ならびに開発した。

新幹線分野においては，東海旅客鉄道（株）の700系新幹

線先行試作車用主変換装置の主回路部の設計を担当し，世

界最大容量の 2.5 kV 1.8 kA 平形 IGBTを適用した小形で

高性能な主変換装置を納入した。

在来線分野においては，モジュール形 IGBTを適用した

3レベル主変換装置に富士電機独自のベクトル滑り周波数

制御と再空転抑制制御を搭載した高性能な車両駆動システ

ムを山陽電気鉄道（株）5030系電車用として納入した。また，

東日本旅客鉄道（株）と共同開発した高性能・省保守のリニ

アモータ式ドアシステムを，E217 系電車側引戸駆動用と

して納入し，試用中である。

低騒音，省保守などを目的とする東日本旅客鉄道（株）と

（財）鉄道総合技術研究所の直接駆動システムの開発計画に

参画した。インナロータ式永久磁石同期電動機システムを

担当し，高効率，低騒音，省保守の電動機を製作し，現車

試験でその性能を確認した。

車両制御技術においても東日本旅客鉄道（株）の技術課題

として，ベクトル制御の特長を生かした軽負荷電力回生制

御方式を開発し，回生制動失効の低減と電力回生率の向上

を図った。

交　通
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都営12号線放射部の延伸工事の一環として，西新宿変電

所に変電設備一式を納入した。この変電所は地下に設置す

ることから，耐環境性，安全性の向上を十分考慮している。

主な設備は，24 kV キュービクル形ガス絶縁開閉装置

（C-GIS），ガス絶縁自冷式変圧器，沸騰冷却式シリコン整

流器，電力回生インバータ，直流 1,500V/7.2 kV 閉鎖配電

盤および主制御用配電盤である。次のような特長ある機器

を適用している。

ヒートパイプ自冷式電力回生インバータの採用により，

電車回生失効の防止と省エネルギー化を図っている。

C-GIS は固体絶縁母線の採用により，現地ガス封入

作業の不要化と据付け工期の短縮を図っている。

機械保持式直流高速度遮断器の採用により，保持電源

の不要化と閉鎖配電盤の小形化を図っている。

（3）

（2）

（1）
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東京都交通局西新宿変電所変電設備

京成電鉄（株）津田沼変電所受変電設備

京阪電気鉄道（株）石山変電所受変電設備

図１　電力回生インバータ

京成電鉄（株）津田沼変電所の受電電圧66 kV化に伴う設

備改良工事の一環として，受変電設備一式を納入し，切換

が完了した。主な設備は，72 kV ガス絶縁開閉装置，3×

3,000 kW整流設備，直流閉鎖配電盤，主制御用配電盤な

どである。この変電所は，京成電鉄（株）本線と千葉線の分

岐箇所に設置するため，次のように信頼性向上を図ってい

る。

受電設備は 2回線受電（2×MOF）方式および母線区

分断路器付きとし，系統切換を容易にしている。

制御システムは汎用プログラマブルコントローラ

（PLC）の二重化構成とし，使用系 PLC異常時には待機

系への自動切換を行えるようにしている。

系統別ユニット形ディジタルリレーは，主要部の二重

化構成，常時監視および自動点検機能付きとしている。

（3）

（2）

（1）

図２　受変電機器

京阪電気鉄道（株）京津線・石山坂本線の1,500 V 昇圧工

事の一環として，石山変電所に受変電設備一式を納入した。

主な設備は，24 kV キュービクル形ガス絶縁開閉装置

（C-GIS），油入自冷式整流器用変圧器，沸騰冷却式シリコ

ン整流器，直流 1,500 V 閉鎖配電盤，および主制御用配電

盤である。次のような特長ある機器を適用している。

C-GIS は，固体絶縁母線の採用により，分割搬入の

実現と現地ガス封入作業の不要化を図っている。

主制御用配電盤は，ディジタル形保護リレーと EL表

示器およびプリンタの採用により，縮小化と保守省力化

および高信頼性の追求を図っている。

さらに，四宮変電所には GTOサイリスタ式回生電力吸

収装置を納入し，急こう配区間の抑速回生対策を図ってい

る。

（2）

（1）

図３　整流器設備
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日本鉄道建設公団施工の東海道本線貨物輸送力増強工事

の一環として，舞阪変電所に受変電設備一式を納入した。

主要設備は，ディジタル保護リレーを採用した主制御用

配電盤，84 kV ガス遮断器，4,000 kW沸騰冷却式12相整流

器，直流1,500 V 閉鎖配電盤で構成され，小形化，安全性，

耐環境性，高信頼性および保守性向上が配慮されている。

特長は次のとおりである。

12相整流装置の採用により，電源品質の向上を図って

いる。

ディジタル保護リレー（二重化）の採用により，信頼

性および保守性の向上を図っている。

直流閉鎖配電盤は，外線用断路器を外部背面に設置す

ることにより，保守性の向上を図っている。

（3）

（2）

（1）
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日本鉄道建設公団舞阪変電所受変電設備

日本貨物鉄道（株）川崎車両所輪軸格納装置

長野行新幹線ホーム安全柵駆動用リニアモータシステム

図４　直流1,500 V閉鎖配電盤

貨車用輪軸の自動立体倉庫システムを納入した。入庫口

パソコンと出庫口パソコンの 2台で全体の管理制御を行っ

ている。回転重量物搬送に伴う危険回避の観点から倉庫部

と検修場を隔離するとともに，入出庫時の受渡しを自動化

した。

基本要目

ラック構成： 2列×19 連×6段

寸　法：全長約45m，全幅約3.2m，全高約 9m

荷　重：つり上げ 2.2 t，負荷 1.2 t

輪軸受渡し：油圧リフタ付傾斜レールによる自走式

運転方式

自動運転，リモート運転，手動運転の 3区分

安全装置

位置ずれ，二重誤格納，クレーン動作域侵入検知など

（3）

（2）

（1）

図５　入庫リフタと格納ラック

日本交通機械（株）経由で東日本旅客鉄道（株）へ長野行新

幹線ホーム安全柵（さく）駆動用リニアモータシステムを

納入した。これは新幹線熱海駅に納入したリニアモータシ

ステムの量産形である。

安全柵の設置駅は，通過電車がある安中榛名駅，佐久平

駅，上田駅の３駅で，計94セット納入している。安全柵は

1997年10月 1 日の長野行新幹線開業時から現在まで，良好

に稼動している。

この安全柵の特長は次のとおりである。

空気式では，開閉時間を一定にするための調整が必要

であったが，リニアモータ駆動方式にすることでメンテ

ナンスの大幅な低減が図れた。

寒冷地の凍結対策として車輪レス扉方式を採用した。（2）

（1）

図６　新幹線ホーム安全柵
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東海旅客鉄道（株）は，乗る人に心地よく環境に優しい新

形車両として700系新幹線電車（先行試作車）を開発し，

主回路機器の低騒音化・高効率化をめざして IGBTを適用

した主回路システムを採用した。富士電機はこの IGBT適

用主変換装置（TCI 2）の設計を担当し，2.5 kV 1.8 kA平

形 IGBTを適用した主変換装置を製作・納入した。

TCI 2 形主変換装置の主な特長は次のとおりである。

大容量平形 IGBT（2.5 kV 1.8 kA）の採用でコンバー

タ，インバータともに 2S1P2A 接続構成が可能となり，

IGBTスタックの共通化・シンプル化が図れて装置の小

形軽量化を達成した。

機器室内循環冷却方式，側点検方式を採用し，防じん

気密性を向上，高信頼性化，省メンテナンス化を図った。

（2）

（1）
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東海旅客鉄道（株）700系新幹線用主変換装置

東海旅客鉄道（株）700系新幹線用主変圧器

東海旅客鉄道（株）700系新幹線用主電動機

図７　700系新幹線用主変換装置（TCI 2）

700 系新幹線用主変圧器（TTM3）は，12M4T構成に

対応した二次 3等分割方式の巻線構成を採用している。ま

た，ギャップ鉄心を用いた対称コイル構成およびアルミコ

イルの採用などにより PWMコンバータ用主変圧器とし

て最適なリアクタンス特性を実現するとともに小形・軽量

化を図っている。さらに，300 系用主変圧器と GTO主変

換装置（TCI 1C），IGBT主変換装置（TCI 903）の組合せ

運転で取得した騒音評価を考慮した設計・製作とした。

TTM3形主変圧器の主な仕様は次のとおりである。

方　式 ：単相　60Hz 外鉄形　無圧密封式

通風方式 ：送油風冷式

定格（連続）：一次　4,160 kVA 25,000V 166A

：二次　3,660 kVA 1,220V×3 1,000A

：三次　 500 kVA 430V 1,163A

（3）

（2）

（1）

図８　700系新幹線用主変圧器（TTM 3）

700 系新幹線用主電動機（TMT6）は，300 系新幹線で

実績のあるフレームレス構造とアルミブラケットを採用し

軽量化を図るとともに，軸受には電触防止のために外輪周

上に絶縁皮膜を持つ絶縁軸受を採用している。IGBTの高

周波スイッチングに対応した巻線構造と堅ろうな回転子構

造で設計・製作した。また高信頼性の新形パルスジェネ

レータを採用している。

TMT6 形主電動機の主な仕様は次のとおりである。

方　式 ：かご形誘導電動機

通風方式 ：強制他力風冷式

定格（連続） ：275 kW 1,850V 110A 102Hz 

3,000 r/min

最高使用回転速度：5,700 r/min

絶縁種別 ：H種（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図９　700系新幹線用主電動機（TMT 6）

コンバータ
ユニット（V）

インバータ
ユニット（U）

インバータ
ユニット（V）

インバータ
ユニット（W）

コンバータ
ユニット（U）
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山陽電気鉄道（株）の5030系車両に IGBT を適用した

VVVFインバータ装置，補助電源装置，主電動機，フィ

ルタリアクトル，パンタグラフ，主幹制御器などの車両駆

動用電気品一式を納入した。

電気品およびシステムの特長は次のとおりである。

IGBTによる高周波 PWM制御と 3レベル制御により，

騒音と高調波の発生を低減している。

空転滑走制御に最大接線力演算に基づく再空転抑制制

御を適用し，加減速性能と乗り心地を向上させている。

回生ブレーキにおいて，高粘着（19％）と動作低速限

界の引下げを実現した。

フィルタリアクトルの漏れ磁束シミュレーションによ

り，シールド板の最適形状を決定した。

（4）

（3）

（2）

（1）
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山陽電気鉄道（株）5030系車両駆動用電気品

次世代通勤電車用直接駆動システム

E217系電車側引戸駆動用リニアモータシステム

図１０　5030系電車

東日本旅客鉄道（株）および（財）鉄道総合技術研究所は，

低騒音・高効率・省保守をめざして1995年度から直接駆動

システムを開発しており，富士電機も共同開発に参画し，

インナロータ式永久磁石同期電動機駆動システムを担当し

た。1995年度から1996年度にかけて電動機を製作し，現車

試験を実施し性能を確認した。特長は次のとおりである。

回転子に永久磁石を用いており，損失がなく高効率で

ある。

電動機は全閉自冷式で分解清掃が不要な構造である。

ギヤ装置がなく低回転，かつ電動機が全閉自冷式で

ファン騒音がなく従来車より騒音は約10 dB 低減した。

車軸を電動機の中空軸に貫通させてゴム継手で接続す

る装荷方式とし，ばね下荷重の低減を図り，レールへの

衝撃の減少と従来の車軸・車輪の使用を可能とした。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　主電動機装荷状況

東日本旅客鉄道（株）と共同開発した側引戸駆動用リニア

モータをさらに改良し，首都圏近郊電車である E217 系電

車に搭載し，試用中である。首都圏通勤電車への搭載にあ

たり，さらなるぎ装および点検の簡略化，安全性の向上を

志向し，改良を行った。改良点は次のとおりである。

電動機駆動用制御回路をリニアモータと一体化し，シ

ステムの小形化を実現した。

インタフェースユニットを扉上部の点検スペースに搭

載した。

従来の永久磁石式のロック装置に加え，機械式のドア

ストッパを設け，二重のドアロック装置とした。

今後，実車搭載結果を吟味し，量産品へ反映していく予

定である。

（3）

（2）

（1）

図１２　側引戸駆動用リニアモータ
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〈上下水道分野〉

1997年は，気候変動枠組み条約第 3回締約国会議（京都

会議 COP3）をはじめとした地球環境問題がクローズアッ

プされた年であった。富士電機は，水環境改善への取組み

を筆頭に，エネルギー問題への取組みも積極的に行った。

上下水道共通の成果として，次があげられる。

クリーンエネルギーの取組みとして，国内で初めて下

水処理場に納入した 22kW太陽光発電システムが実用運

転に入った。

コージェネレーションシステムでは，水道用として国

内初の 2×1,500 kW発電装置が工場製作を完了した。

省エネルギー対策として，IGBT PWMコンバータを

採用した高調波レスVVVF装置を900 kWまで拡充した。

高調波抑制策として，アクティブフィルタを2,400

kVAまで拡大した。さらに，計算ソフトウェアをはじ

め高調波対策の最適計画支援システムを構築した。

上水道分野では，厚生省の調査によりクリプトスポリジ

ウムやジアルビアの病原性微生物の危険性が注目されたり，

アルミニウムの過剰摂取問題などに関心が寄せられ，「安

全な水」がクローズアップされた。

クリプトスポリジウムの厚生省暫定指針に沿った，低

濁度管理（0.1mg/L 以下）ができる高感度濁度計を多

数納入した。

発がん性物質であるトリハロメタンの測定計を埼玉県

企業局の 4か所の浄水場をはじめ，納入実績を伸ばした。

高度維持管理面では，大形マルチスクリーン，マルチ

メディア伝送を用いた総合監視システムを完成させた。

下水道分野では，「第 8次下水道整備 5箇年計画」がス

タートした。また，下水道法の改正により，下水道管きょ

内の光ファイバが多目的に使用可能となり，光ファイバ

ネットワーク化が加速された。富士電機は，マルチメディ

ア技術を積極的に適用したシステムの開発や，処理場・ポ

ンプ場に多数の電気・計装・情報処理システムを納入した。

以下に主要成果をあげる。

下水道管きょ内光ファイバケーブルにより，マルチメ

ディア技術を適用した大規模無人ポンプ所向け監視制御

システムを完成，納入した。

雨水排水施設の運転支援システムとして，（財）気象業

務支援センターが配信するレーダ系気象情報を基に降雨

状況表示および予測を行う降雨情報システムを開発した。

小規模処理方式関連として，高度処理対応の 2槽式間

欠ばっ気法の改良による処理時間の短縮や，回分式運転

支援システムを開発した。

上水高度処理分野の建設は順調に進められ，大阪府寝屋

川市のオゾン処理設備を納入・稼動させたほか，新たに大

阪市の柴島浄水場上系のオゾン処理設備および高度処理の

監視制御設備を一括受注した。

一方，海外では上水にも高濃度オゾンの適用が盛んで，

富士電機は FWXシリーズ高濃度オゾナイザをアメリカな

ど海外向けに 4台受注した。また，下水や農集落排水分野

へもオゾン脱臭の適用が増加しており，今後が期待される。

〈社会システム分野〉

富士電機は，社会システムを形成するインフラストラク

チャを次の 6分野としてとらえている。

エネルギー・資源（電気・ガス・熱供給，新エネル

ギー）

都市空間（都市計画，共同溝，駐車場ほか）

自然・環境（下水道，廃棄物処理，大気・水質監視）

文化・厚生施設（学校，研究所，病院，リゾート施設）

交通・物流（道路，トンネル，港湾，空港，卸売市場）

通信・情報（防災情報システム，広域施設管理）

これらの分野の中核をなすのが情報関連事業であり，施

設管理システムとしての SOINS をさらに充実させたこと

をはじめ，道路の高度な管理要求に対応して情報処理装置

や車両判別装置の機能充実を図った。また，最近の地球環

境問題への配慮から，環境分野ではごみ焼却管理設備，空

缶リサイクルシステム，新エネルギー分野では太陽光発電

装置，新形電池用無停電電源装置などを納入している。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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下水道設備の監視制御システムは，運転管理の高効率

化・高度化を背景に大きな転換期を迎えつつある。従来の

データ中心の監視制御手法に加え，マルチメディア技術を

適用することによりプラント監視の世界に，五感を生かす

システムの構築を行った。

富士電機では，ATM（非同期通信モード）装置と光ファ

イバに代表される「ネットワーク技術」および大形マルチ

スクリーン，携帯端末，構内 PHS などの「マルチメディ

ア技術」を応用し，臨場感を出した大規模ポンプ所の無人

化監視制御システムを実現し，複数の機場に納入した。こ

れらに加え，メカトロニクス技術（点検ロボット），予防

保全技術（保守・保全データベース）などの応用も進め，

次世代監視制御システムのメニューのさらなる充実をめざ

す。
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上下水道

大規模無人ポンプ所向け監視制御システム

愛媛県大三島町宮浦浄化センター太陽光発電システム

埼玉県企業局納入トリハロメタン計

ATM

ルータ 

ルータ 

ATMPBX

PBX

PHS

電話 

PHS

CLAD

下水道光ファイバ 

CLAD

大形スクリーン コンソール 
パソコン 

携帯端末 

＜遠方監視制御局＞ 

＜ポンプ所＞ 
プロセス 
コントローラ 

ITVカメラ 

マイクロ 
ホン 

図１　大規模ポンプ所の無人化監視システム

愛媛県大三島町宮浦浄化センターに国内の下水道施設と

しては初めての太陽光発電システムを導入した。このシス

テムは，太陽電池で発電した直流電力を集電箱にまとめ，

かくはんばっ気装置用のインバータに直流入力する。なお，

夜間や悪天候時など太陽電池の発電量が低下した場合は商

用電力から供給される。このシステムの特長は，系統連系

を行わず，複雑な保護回路をなくし，シンプルなシステム

となっている点である。太陽光発電システムの概要は次の

とおりである。

™容　量： 21.8 kW

™モジュール最大出力： 90.9W

™モジュール数： 240 個

™電池種別：単結晶形シリコン太陽電池

図２　宮浦浄化センターの太陽光発電システム

安全でおいしい水の供給に向けて水道水中のトリハロメ

タン（THM）が注目されている。THMは，浄水場の消

毒設備で原水のフミン物質と塩素とが結合して生成され，

発がん性を有すること，浄水場以降の送配水過程において

も生成量が増加することから，水道事業体ではその低減化

対策が大きな課題となっている。富士電機は，埼玉県企業

局水道用水供給事業の全浄水場（4か所）に THM計を納

入した。THM計の設置により，従来の試料採取・高度分

析機材の設置および水質分析専門知識を不要とし，刻々変

化する THMの挙動監視を自動化した。さらに，THM低

減用の活性炭の過剰注入を抑制し，運転管理費の低減化を

図った。THM計は安全水質を確保する面で貢献している。

図３　埼玉県企業局納入トリハロメタン計
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群馬県公社総合ビルに設けられた管理センターから，渋

川工業用水と東毛工業用水の 2機場をマルチメディア技術

を適用した遠方監視制御装置により集中監視制御を行うシ

ステムを受注した。特長は次のとおりである。

浄水場の ITV画像データ系と監視制御データ系をマ

ルチメディア伝送装置により多重化し，常用回線（高速

ディジタル回線 128 kビット/秒）にて伝送

常用回線の故障時には，予備回線（INSネット64）に

切り換える回線二重化方式により高信頼性を実現

大形液晶ディスプレイに監視制御画面，ITV画像を

表示することにより監視制御の容易さを実現

運用支援機能として水運用ワークステーション（WS），

操作ガイダンスWS，管理用WSを設置

（4）

（3）

（2）

（1）
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上下水道

群馬県企業局向け工業用水統合監視システム

開放形低周波帯低騒音電動機

降雨情報システム

 

大形液晶ディスプレイ 
（78インチ×2面） 

画像 
コント 
ローラ 

管理用 
WS

水運用 
WS

操作 
ガイダンスWS

情報用LAN 
（Ethernet） 

制御用LAN

多重伝送装置 多重伝送装置 多重伝送装置 

多重伝送装置 多重伝送装置 多重伝送装置 多重伝送装置 

多重伝送装置 

東毛工業用水 渋川工業用水 

リモート 
メンテナンス 

サポート 
センター 

DS/90DS/90 DS/90
CRT CRT

高速ディジタル 
回線 128 kbps

高速ディジタル 
回線 128 kbps

INSネット64

制御用 
コンピ 
ュータ 

ルータ 

図４　群馬県企業局向け工業用水統合監視システム

上下水道プラント分野で使用される電動機は，設置場所

の環境によって非常に厳しい騒音規制を受ける。電動機の

低騒音対策としては全閉内冷構造を採用するのが最も有効

であるが，維持管理や経済性の関係で開放形や全閉外扇形

での低騒音対策も求められている。特に低周波域は，建物

による遮音が難しいため電動機側での対策が重要となる。

今回，開放形をベースに，最適スロット・ファンの採用

による発生音低減対策や，特殊サイレンサの取付け・フ

レームサイドカバーの板厚による消音・遮音対策を施すこ

とにより，次のような超低騒音電動機（6極 350 kWかご

形，6極250 kW巻線形）を製作し多数納入した。

合成騒音値：75 dB（A）以下

低周波域（63Hz 帯）騒音レベル：54 dB 以下（2）

（1）

図５　開放形低周波帯低騒音電動機

近年の都市部においてはその都市化の進展がもたらす雨

水不浸透域の拡大により雨水流入量変化が急しゅん化し，

雨水排水施設の運転は一層困難さを増している。この問題

を解決する一助として，一部の大都市ではレーダ雨量計を

設置し効果をあげているが，その建設には多大な費用を要

している。富士電機では，（財）気象業務支援センターが配

信するレーダ系気象情報を基に降雨予測を行うパソコン適

用の降雨情報システムを開発した。その機能概要は次のと

おりである。

（財）気象業務支援センターの情報を基に地図上への現

時刻の降雨状況表示および降雨履歴の再生

地上雨量計の計測雨量を上記に加味した降雨補正演算

現状までの降雨履歴を基に移流モデルを用いた降雨域

の移動，変形および強度変化予測

（3）

（2）

（1）

図６　降雨状況表示画面例
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半導体変換装置が発生する高調波の電力系統に与える影

響が無視できなくなり，1994年 9 月30日に通商産業省から

通達された「高調波抑制対策ガイドライン」により抑制対

策を講じることが義務づけられた。パワートランジスタ式

VVVF装置は小形で経済的であることから普及が著しい

が，高調波含有率が高く特に大容量機では高調波対策が複

雑となる場合があり，装置自体での高調波低減化が求めら

れている。富士電機では，正弦波PWM方式コンバータを

使用した高調波レス VVVFの容量系列をポンプ用で 900

kWまで拡充した。特長は次のとおりである。

450 kW用を 2並列として二巻線電動機で結合する。

電動機にセンサを取り付け，回転数・磁極位置を検出

し，インバータの並列運転を制御する。

（2）

（1）
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上下水道

大容量高調波レスVVVF装置

高調波抑制システム

高濃度オゾン発生装置

図７　大容量高調波レスVVVF装置

1994年の「高調波抑制対策ガイドライン」により，上下

水道プラントにおいても高調波を流出させないシステムが

要求されている。

富士電機では，高調波抑制機器の一つであるアクティブ

フィルタ「FUJIACT200/400」の容量系列を2,400 kVAに

まで拡大し，シンプルな高調波抑制システムの構築を可能

とした。また，高調波を抑制する最適システムを計画時点

から容易に検討できる高調波対策支援ソフトウェアを開発

した。その特長は次のとおりである。

高調波電流，電圧ひずみなど，ガイドラインにそった

計算ができる。

機器の高調波耐量の検討ができる。

必要なアクティブフィルタの容量計算ができる。（3）

（2）

（1）

図８　高調波抑制システム

最近，酸素を原料とするオゾン発生装置の高濃度化が進

んでいる。富士電機の両面冷却形ガラスライニング式オゾ

ン発生管を採用した高濃度オゾナイザは，高効率で高濃度

を達成できるとの評価を受け，定格濃度15 wt ％（220

g/Nm3）の超高濃度オゾン発生装置を受注し，現在製作中

である。

両面冷却形ガラスライニング式オゾン発生管は富士電機

が開発し，10年以上の実績を持つガラスライニング管の①

寸法精度が高く，放電ギャップを小さくできる，②高圧電

極がガラスではなく，ステンレス鋼管なので冷却水が安全

に通水できる，という特長を生かして開発されたもので，

円筒形短ギャップ電極の接地側と高圧側の両面を冷却水で

冷却することによって，超高濃度のオゾンを効率よく得ら

れるという特長がある。

放電ギャップ 
誘電体 
（ガラス） 

高
圧
電
極 

（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
） 

高
圧
電
極
用 

冷
却
水 

オ
ゾ
ン 

酸
素 

接地電極 
（ガラスライニング管） 

接地電極用冷却水 
 

図９　両面冷却式オゾン発生管の構造
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日本電信電話（株）（NTT）では，マルチメディア機器の

急速な普及による電力需要の増大に対応するため，夜間電

力をためて昼間その電力を利用する電力貯蔵システムの開

発に取り組んでいる。

富士電機は，このシステムの充放電を担う電力変換装置

（60 kW）をNTTと共同で開発した。このシステムはバッ

テリーとして電力貯蔵密度が高く，長寿命のナトリウム硫

黄（NaS）電池を使用し，夜間 8時間の充電を行い，昼間

商用電源と系統連系運転しながら負荷に電力供給を行う。

この装置は昼夜電力格差の平準化に貢献でき，その結果と

して電気料金の低減を図ることができる。NTTでは，今

後試作機にて実証試験を行い，全国のNTTビルへ導入す

る予定である。
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社会システム

日本電信電話（株）向け双方向電力変換装置

埼玉県防災拠点用太陽光発電装置（30 kW）

東京湾横断道路向け排水処理設備・計測設備

図１０　双方向電力変換装置

埼玉県では防災拠点施設整備の一環として，災害時の避

難場所となる学校に，主に体育館の照明用電源として防災

用太陽光発電装置の導入を進めている。これは従来からの

太陽光パネルとインバータの組合せに，新しく蓄電池を加

えたシステムである。特長は次のとおりである。

普通の自家発電装置に比べ環境に優しく，また燃料切

れや水まわりの心配がないため防災用に適している。

通常時は系統と連系して運転を行い，軽負荷時には電

力会社側に逆潮流を行い電気代を節約する。

災害時（停電時）には系統から独立して自立運転を行

い，昼間は負荷給電するとともに蓄電池に充電する。夜

間は蓄電池の電力を利用して負荷に給電を続ける。

雨天時でも蓄電池により 2日間給電できる。（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　太陽光発電装置

東京湾横断道路は，首都圏の海底長大トンネルとして従

来の山岳トンネルに比し技術的にも高度な各種設備が要求

される。そのなかで富士電機は，次の設備を納入した。

排水処理設備：浮島，川崎換気所，木更津人工島に設

置され，道路上に降った雨水，トンネル内に発生した湧

水（ゆうすい）を，いったん地下水槽にためた後，約

5,500m3/h の能力を有するポンプにて放流する。一方，

トンネル壁面洗浄水は，凝集加圧浮上分離方式処理装置

により 44m3/d を放流基準値まで処理し放流する設備で

ある。

計測設備：トンネル内の環境維持に不可欠の煙霧透過

率計，一酸化炭素計，風速計を設置するとともに，火災

時非常通路と車道部の差圧を検出し，煙の非常通路侵入

を防止する設備である。

（2）

（1）

図１２　東京湾横断道路向け排水処理設備

N99-2359-8

N99-2422-4

N99-2421-13
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車両分離器は，高速道路の料金所に設置され，多種多様

の車種区分判別用のデータを料金収授装置に伝送する装置

で，近年，要求の多様化に伴い必要不可欠の装置となって

いる。富士電機は，より正確・迅速な料金収授システムを

めざし，次の特長を持つ車両分離器を納入している。

光センサ数は従来機種の16点を35点に増やし，遮光検

知を緻密（ちみつ）にして連結車両に対する性能向上を

図っている。

検出高さは従来機種の 1,400mmが 1,600mmに拡張

されている。

センサがブロックごとに一体化したため，センサ一括

で光軸調整できる。

光軸一致レベルが外部出力されるため，現地据付け調

整が容易である。

（4）

（3）

（2）

（1）
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車両分離器

日本道路公団向け大形ディスプレイ装置

トラックスケールデータ処理システム

図１３　車両分離器

日本道路公団東京第二管理局は，埼玉県岩槻市に位置し

首都圏と東関東地域および東北地方とを結ぶ高速道路と，

周辺の一般有料道路を管理している。交通管制システムは

刻々と変化する道路交通状況を一元的に管理し，そのため

に必要な情報の収集と提供を道路利用者に対して行ってい

る。富士電機では，センターとなる岩槻交通管制室に 70

インチ大形ディスプレイ装置を14面マルチスクリーンシス

テムとして納入し，24時間体制で行われる交通管制業務に

対し，リアルタイムに情報を提供している。表示形態とし

ては，図のような通常表示モードと，路線全体を表示する

広域表示モードが用意されているほか，種々多様なサブシ

ステムのモニタとダイレクトに接続し，必要に応じて大形

ディスプレイに拡大表示することもできる。

図１４　通常表示モード時の大形ディスプレイ装置

最近のごみ処理は焼却だけでなく，分別収集，リサイク

ルが重要視されている。そのためごみは種別，収集系統別

に搬入・搬出量を正確に把握し管理することが求められる。

富士電機はその一翼を担っているトラックスケールデータ

処理システムを金沢市東部クリーンセンターおよび横浜市

緑資源選別センターに納入した。主な特長は次のとおりで

ある。

Windows NT または Windows3.1 ベースのパソコン

とプログラマブルコントローラから構成された最新のシ

ステムである。

入口・出口ゲート，投入扉などの車両管制システムお

よび上位DCSとの連系機能を持つ。

本庁舎へのデータ伝送が可能である。

カードリーダ装置にガイダンスを表示する。（4）

（3）

（2）

（1）

図１５　トラックスケールデータ処理システム（画面例）



富士時報 Vol.71 No.1 1998

1997年は景気停滞が継続し，民需分野の設備投資は，生

産拡大のための新規建設は少なく，「価格競争力の強化，

合理化のための設備の集約化・改造・情報化」投資が多い。

一方，パソコンの急速な技術進歩と低価格化および通信技

術の発展・普及は，全産業分野に大きな影響を与えている。

このような状況のなかで，富士電機は計測・情報・通

信・制御システムとしてオープンでグローバルな，かつ高

品質で経済的なシステムの提供を使命として行動している。

産業用コンピュータとして，強力なサーバ機能を持つ

「GRANPOWER 7000 シリーズ」を発売するとともに，組

込形パソコン「Compocle」を発売しニーズの多様化にこ

たえた。分散形制御システムMICREXとしては，インテ

リジェント PIO（IPU）の高機能化，アドバンスト制御機

能の内蔵化を行うとともに，オープンな LANを接続し，

コンパクトなユニットタイプの EIC 統合コントローラ

「ACS-2000」を発売した。また，画像を含む情報をセン

ターと交信し設備点検の能率向上を図る「マルチメディア

巡回点検システム」を開発し，新しいニーズにこたえた。

計測・制御システムでは，MICREX-IX を中心とした

システムを，環境システムをはじめ各分野に納入した。

1996年10月に発売した中小規模向けパソコンベースのオー

プン統合化制御システム「FOCUS」は，化学・食品・薬

品業界などへ納入が進んだ。FOCUS は Windows NT を

ベースとし，制御・情報 LANとして Ethernet を用いた

システムである。さらに光フィールドバスに対応したシス

テムを開発中であり，1997年10月の国際計測工業展

Intermac’97 に出展し，注目を浴びた。また，インテリジェ

ントコントロールセンタを PROFIBUS 経由で EI 融合コ

ントローラ ICS-2000/2500 と接続し，よりオープンな

EIC 統合化システムとして次世代に向けて進化させている。

計測機器の分野で富士電機はさらなる向上を求めて，計

測機器専門メーカー「富士電機インスツルメンツ（株）」を

設立し，世の中の変化へのすばやい対応とユーザーの要望

へこたえられる事業体とした。圧力・差圧発信器 FCX-

A/C では「サニタリー仕様」「小口径フランジ仕様」を追

加し，品ぞろえを強化した。超音波流量計・電磁流量計で

は全面的な改良を行った新形を開発した。分析計では1997

年12月開始のダイオキシン排出規制に対応した「ダイオキ

シン対策用分析装置」を開発した。ここに採用している

CO分析は新開発の赤外線分析計である。

フィールドバス，特に光の国際標準化に向けた活動を積

極的に行うとともに，光フィールドバス機器の開発に注力

した。この成果は1997年10月からシェル石油のパイロット

プラント（オランダ）でフィールド実証試験中である。

CIM/FA分野では，パソコンのコストパフォーマンス

の大幅な向上，プラットホームとしてのWindows の普及，

流通ソフトウェアおよび周辺機器の充実，ユーザーの投資

コスト削減とエンドユーザーコンピューティング志向など

により，オフィスから製造現場合理化システムまでパソコ

ンを中核としたクライアント・サーバシステム（CSS）が

普及してきている。さらに小規模システムの組合せにより

大規模なシステムの構築も可能となってきており，パソコ

ンを応用したシステムがますます重要なキーコンポーネン

トとなってきている。富士電機もパソコンを中心に CSS

の構築・運用ミドルウェアの拡充とシステムコンポーネン

トの充実に加え，「イントラネット対応システム」の開発

を推進した。その応用として物流関連システムおよび電子

メール，ワークフローシステムなどグループウェアシステ

ムの納入が進んだ。

ビジョン分野では，FAYシリーズが食品・包装・電子

分野の自動外観検査装置として納入が続いた。さらに高

S/N のラインセンサと搬送機構を組み合わせ，従来品の

200 倍の超高解像で検査できる「二次元画像処理装置メガ

スキャンFAY-1000」を商品化した。

レーザ分野では，好評のレーザマーカ FALシリーズに

ラスタスキャン形二次元コードを搭載し，適用分野を拡大

した。またミクロンオーダの高精度微細加工ができる

「レーザ微細加工装置 F3000 シリーズ」を投入している。

富士電機は，EIC 統合に加え，＋ IC（情報・通信との

融合）を進めており，PA，FA，OAなどの分野にフィー

ルドから経営管理（ERP）までの範囲にわたって，技術開

発し商品・ソリューション提供を行っていく所存である。

計測・情報・通信・制御
システム
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企業の基幹システムや制御システムで求められる高性能，

高信頼性，高可用性を備えたUNIXサーバ GRANPOWER

7000 シリーズを発売した。下記の特長を持つ強力なサー

バである。

スケール別に 4モデルを提供（50/200/400/800）

64 ビット RISC プロセッサの採用，クロスバスイッ

チ技術の採用により高性能化を実現

従来の「DS/90 7000 シリーズ」と互換性を維持

活性交換機能，冗長構成，縮退運転機能，システム監

視機能によるさらなる高可用性と高信頼性を実現

大容量ファイルシステム（1TB）をサポート

基本ソフトウェア UXP/DS は，UNIX SVR 4.2MP を

ベースに各種標準仕様を採用

インターネット，イントラネット対応の強化（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

54

計測・情報・通信・制御システム

コンピュータ・コントローラ・ネットワーク

サーバGRANPOWER7000シリーズ

組込形パソコン Compocle の強化

産業分野向けコンポーネントウェア ESY VBRKIT

図１　サーバGRANPOWER7000シリーズ

パソコンの使いやすさを産業分野に提供するため PC/

AT互換組込形パソコン「Compocle」，および周辺 I/O の

強化・開発を行った。次の特長を持っている。

CPUに高性能な Pentium（166MHz），またはコスト

パフォーマンスに優れる Pentium（100MHz）を採用

省スペースを狙いとした，Ethernet（10/100MHz）を

基本部に内蔵し，ISAバス 2スロットのモデルを開発

高性能なタッチパネル付 12.1/10.4 インチカラー液晶

ディスプレイ，表示分配器などを開発し応用展開を強化

HMI 用ソフトウェアとして著名なワンダーウェア社

製 InTouch6.0 をプレインストールしたモデルを開発，

このモデルは富士電機のプログラマブルコントローラの

P/PE リンク用の DDE I/O サーバに対応しており，

オープン環境での制御システム構築の容易化を実現

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　組込形パソコンCompocle

パソコン上でVisual Basic を使用して，現場の監視制御

画面を作成するための画面部品ソフトウェアである ESY

VBRKIT を開発した。ESYVBRKIT が提供する画面部品

と一般に市販されている部品をVisual Basic の画面作成機

能で組み合わせることにより，容易に監視制御画面が作成

できる。

この部品パッケージの特長は次のとおりである。

Visual Basicバージョン 4.0 および 5.0 に対応し，市販

部品との組合せを可能にしたオープンな環境を提供

産業分野向け部品として，ボタン，スライダ，レベル

メータ，ゲージ，トレンドグラフなどを提供

データ処理パッケージ ESYWinDAC32 との連携によ

り，MICREX-F シリーズとのリンク機能を提供

（3）

（2）

（1）

Visual Basic 標準部品 

Visual Basic

XXX： 
YYY： 
ZZZ： 

100 
80 
900

ESY VBRKIT
MICREX-F

P
リ
ン
ク 

P 
E
リ
ン
ク 

�ラベル 
�テキストボックス 
�リストボックス 
�コンボボックス 

… … 

�ボタン 
�スライダ 
�状態表示 
�レベルメータ 
�ゲージ 
�トレンドグラフ 
�リアルタイム 
　データアクセス 
�ロギングデータ 
　アクセス 

市販部品 

�グラフ部品 
�帳票部品 
�マルチメディア 
　部品 

E
S
Y
 W
in
D
A
C

図３　ESY VBRKIT の位置づけ

モデル50 モデル200 モデル400

モデル600
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近年のパソコン性能の向上，システムのオープン化や低

価格化により，産業分野の監視制御システムにおいてもパ

ソコンの適用が広がっている。このニーズにこたえ，パソ

コンによる小規模向けの監視制御システム商品 NEOPDS

を開発した。NEOPDS は次のような特長を持っている。

高信頼なFAパソコン（FMV）を使用することで，24

時間運転などに対応

スタンドアロン，クライアント・サーバ，簡易二重化，

リモート監視などのシステム構成に対応

Visual Basic 5.0 と ActiveX 部品によるアプリケー

ション画面作成をサポート

エンジニアリングから試験ツールまでの充実したシス

テム構築環境を提供

（4）

（3）

（2）

（1）
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小規模監視システムNEOPDS

光フィールドバスを用いた中小規模監視制御システム

EIC統合ユニットタイプコントローラACS-2000

FAパソコン 画面機能 

プロセスデータ処理 

カード，デバイスドライバ 

P/PEリンク 

�クライアント・サーバ連携 
�分散システム機能 

�プロセスデータ収集 
�イベント処理 
�ロギング処理 
�項目間演算処理 

ActiveX部品 プラント画面 

Visual 
Basic

標準画面 

�産業用部品 
�市販部品 

支援機能 

�画面割付 
�帳票定義 
�システム 
　定義 
�データ定義 
�テスト支援 

�グループパネル 
�ループ画面 
�トレンド画面 
�アラーム画面 

アプリケーション 

�Excelで作成 
�VBで作成 

MICREX-F

図４　小規模監視システムNEOPDSの機能構成

フィールドバスは，IEC標準に準拠したフィールド機器

レベルのオープンネットワークであり，今後のフィールド

計装システムの中核として期待されている。富士電機の提

供するフィールドバスシステムの特長は次のとおりである。

他社にない，光技術を駆使した光フィールドバスシス

テム。光ファイバケーブルにより耐ノイズ性，耐雷性，

防爆性を実現

オペレータステーションにパソコンを使用したオープ

ン統合化制御システムFOCUS により，中小規模向けに

低価格なシステムを提供

電気式フィールドバス機器も接続でき，フレキシブル

なシステム構成が可能

コントローラを冗長化した高信頼システムを提供（4）

（3）

（2）

（1）

オペレータステーション（HCI） 

管理用パソコン 

情報LAN（Ethernet） 

コントローラ 
ICS-2000/A

コントローラ 
ICS-2000/A

制御LAN（Ethernet） 

電気－光変換器 

光フィールドバス 
 

電気フィールドバス 
 光スターカプラ 

光フィールド機器 
 

電気フィールド機器 
 

P/PEリンク Tリンク 

Tリンク 

I/OI/O

汎用PLC

分散形PIOセンサ， 
アクチュエータ 

分散形 
PIO

4～20 mA， 
スマートインタ 
フェース 

P

図５　光フィールドバスを用いた中小規模監視制御システム

MICREX-AXシリーズの中核コントローラとして，MIC

REX-IXシリーズとの互換性を保ちつつ，コストパフォー

マンスを向上させた EIC 統合ユニットタイプコントロー

ラACS-2000 を開発した。主な特長は次のとおりである。

100Mビット/秒の LANである ANS-3000（FDDI 準

拠）に対応

MPU演算速度の向上（従来比 25 ％アップ）

モジュール化の思想をより徹底し，各種ネットワーク

対応をコンパクトなサイズで実現

国際標準の FOUNDATION Fieldbus，PROFIBUS，

Ethernet などの接続対応

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　EIC 統合ユニットタイプコントローラACS-2000

A6828-17-327
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フィールド LAN として PROFIBUS を用い，電機設

備・計装設備を統合的に監視制御するオープンな情報制御

システムを開発した。併せて，PROFIBUS に接続できる

各種装置を開発し，フレキシブルなフィールド分散制御シ

ステムを実現した。

PROFIBUS インタフェースを持つコントローラ

™コントローラ間通信 ： 12Mビット/秒

™スレーブ I/O間通信 ： 1.5Mビット/秒

インテリジェントフィールドセンタ（IFC）

™コントローラ機能および PROFIBUS 通信機能を持つ

コントロールセンタ

インテリジェント可変速装置（FRENIC）

制御規模にベストフィットする I/Oユニット（4）

（3）

（2）

（1）
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PROFIBUS応用製品

ボード形アドバンスト制御コントローラ

インテリジェントPIO装置（IPU）の高機能化

FRENIC

PLC

PROFIBUS 1.5 Mbps

PROFIBUS 12 Mbps

FCU

ICS- 
2500S/A

IOS-2000H 
IMS-2500H

VPIO VPIO

FDDI/DPCS-F

サーバ 
IES-2500

MICREXシステム 

コントロールレベルバス 

 フィールドレベルバス 

フィールドセンタ 

EI コントローラ 

PIO

可変速装置 

IDSー2500 IOSー2500

図７　PROFIBUSによるフィールド分散制御システム

アドバンストコントローラACS-3000 にコンピューティ

ングプロセッサボードを付加して，①モデル予測制御，②

最適レギュレータの演算実行機能，を実現した。また，ア

ドバンストオペレータステーション AOS-3000 上で，こ

れらの制御方式の調整・監視に必要な HCI 機能を構築し

た。このシステムの特長は次のとおりである。

従来のワークステーションを用いたシステムと比べ，

安価で高速な制御が可能

従来制御とアドバンスト制御を組み合わせることによ

り，信頼性の高いシステム構築が可能

多入力多出力系での干渉や制約を考慮した制御が可能（3）

（2）

（1）

制御設計用端末 操作監視用HCI

ACS-3000

MV PV

プラント 

AOS-3000

ANS-3000

アドバンスト 
制御演算 

要求 

コンピューティングプロセッサボード 

応答 

図８　ボード形アドバンスト制御コントローラ

IPU の二重化を実現したことで，MMI，コントローラ，

LANからTリンク（I/O リンク）そしてディストリビュー

タまでのトータルな二重化制御システムの構築を可能とし

た。

IPUはアナログ信号 1点を保守単位としたモジュール

構造となっており，2台のモジュールによる二重化は，待

機冗長方式を採用している。

稼動側は出力のリードバックチェック，A-D変換機能

チェックなどの自己診断を行っており，待機側はホト

MOS（Metal Oxide Semiconductor）リレーによりプロセ

スとは完全に切り離されている。一度，稼動側に異常が発

生した場合，ホトMOSリレーのオンオフが瞬時に反転し，

制御の連続性を維持したまま稼動・待機を切り換える。さ

らに，モジュールの活線保守も可能である。

図９　インテリジェントPIO
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技術部門・設計部門における技術文書・設計文書の作

成・発行・管理業務をシステム化し，業務効率を向上させ

ることを目的としたイントラネット対応文書管理システム

を開発した。営業部門・業務部門の文書作成依頼から，技

術・設計部門の文書発行，さらに文書公開までの各種業務

を支援するシステムである。文書作成依頼および受付を支

援する業務フローコントロール機能，文書の作成・更新・

登録・削除を支援する文書管理機能，進捗（しんちょく）

確認を支援する作業履歴管理機能で構成されている。

さらにシステム全体をイントラネット技術を用いて構築

したので，全国に分散している支社・支店・営業所への情

報公開をクライアント側のソフトウェアの追加・変更なし

で実現可能である。
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イントラネット対応文書管理システム

マルチメディア巡回点検システムM3reco（エムキューブレコ）

マルチメディアテレメータ FTDM

文書管理サーバ 
（Webサーバ） 

全社ネットワーク 

業務部門クライアント 
（ブラウザ） 

営業部門クライアント 
（ブラウザ） 

技術部門，開発部門クライアント 
（ブラウザ） 

図１０　イントラネット対応文書管理システム

プラント設備機器保全業務を支援するマルチメディア巡

回点検システムを開発した。このシステムは小形軽量の可

搬形情報端末装置と無線システム（SS無線または PHS無

線）を採用し，マルチメディア技術を用いて設備巡回点検

業務を支援する。主要な機能は次のとおりである。

点検順序を画像で表示する点検マップ機能

グラフィックス，映像，音声などのマルチメディアを

用いた点検ガイダンス表示機能

ペン入力による点検結果入力機能

点検進捗（しんちょく）管理機能

異常発生時のセンタとの協調作業機能

上位システム連携機能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　マルチメディア情報端末

遠方の施設管理においても，映像や音声などのマルチメ

ディア機能による，より直感的，総合的な監視が必要とさ

れている。これにこたえ，低価格，低ランニングコストを

追求したマルチメディアテレメータを開発した。

この装置は映像・音声，電話・監視制御信号を多重化し

て，リアルタイムに双方向伝送する装置である。

主な特長は次のとおりである。

INS64，HSD128，DA128 などのランニングコストの

安価な回線を使用できる。

国際標準に準拠した圧縮方式を採用し，高品質な伝送

を実現した（映像：H.261，音声：ADPCM）。

制御用 PEリンクによる高速な制御データ通信が可能

である。

電話および構内交換機（PBX）と直接接続できる。（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　マルチメディアテレメータ FTDM

関連論文：富士時報　1997.11 p.600-603
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近年の火力発電プラントの計測・制御システムは，各系

統コントローラのネットワーク結合と，CRT主体の運転

監視の集約化が進められている。自動化範囲の拡大が一層

進み，運転員の業務は監視主体へと移行し，ヒューマンコ

ミュニケーションインタフェース（HCI）のインテリジェ

ント化の要求が高くなってきている。富士電機の MIC

REXは，そのニーズに確実にこたえるシステムである。

沖縄電力（株）石川火力発電所 1号機に納入したAPC装

置にこのMICREXが採用された［ボイラ制御関係は，川

崎重工業（株）経由で納入］。このシステムは，多彩な CRT

画面操作機能，ボイラ・タービン統合化によるシンプルな

構成，上位ユニットコンピュータとの結合，高機能保守

ツール（V-EWS）の採用など優れた性能を発揮している。
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計測・制御システム

火力発電設備の計測・制御システム

セメントプラントの計測・制御システム

製鉄所ユーティリティ設備の制御システム

図１３　火力発電設備の計測・制御システム

国内のセメント分野では，新規設備投資は抑制されてい

るが，1970年代から1980年代にかけて建設された設備の更

新時期を迎えている。更新に際しては短期間の切換，新シ

ステムにはより高度化が求められる。富士電機は三菱マテ

リアル（株）青森工場の集中監視制御システムを 2年間，3

段階（1段階：中央監視・仕上げ，2段階：原料・石炭，3

段階：キルン・クーラ）の切換を経て新システムを 1997

年 9 月に納入した。切換から全システムの更新完了までは，

既存システムと新システムの融合を図り，限られた休転期

間内でのスムーズな移行を達成した。新システムでは従来

システムの機能に加え，ミルの自動立上げ・停止など，夜

間無人運転への展開も可能とする，より高度化，自動化を

図ったシステムを実現し，省力化・省人化に寄与している。
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図１４　集中監視制御システムの構成

製鉄所のユーティリティ管理設備は，①エネルギーの安

定供給，②省エネルギー，③合理化・省力化，④異常時対

応，⑤環境管理・防災を目的として設置される電気・計

装・コンピュータを密接に結合した EIC 統合システムで

ある。本来，ユーティリティ管理設備は，製鉄所内に点在

する動力設備を 1か所で集中監視制御することで省力化を

図ってきたが，近年，高炉送風機設備，高炉炉頂圧発電設

備，水処理設備，ボイラ設備などのユーティリティ関連設

備へ管理範囲を拡大する傾向にある。

富士電機は，豊富な実績と経験から数多くの新設・増

設・リプレースを手がけており，国内・海外のユーザーか

ら高い評価を得ている。
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図１５　製鉄所ユーティリティ設備の制御システム
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製鋼プロセスは製鉄所において，製品の品質を左右する

重要なプロセスであり，複数のサブプロセスから構成され

る。制御においては，これらのサブプロセスおよびプロセ

スコンピュータとの密な連携と高度な制御が要求される。

富士電機では，国内外での製鋼工場新設または老朽更新

において最新のハイテクノロジーを駆使した製鋼制御シス

テムを数多く納入し，豊富な経験と優れた技術により国内

はもとより海外からも高い評価を得ている。

1997年は汎用パソコンを使用したオープン化統合制御シ

ステム（FOCUS）から，25 ステーションの大規模分散形

制御システム（MICREX-IX）まで，国内外合わせて４シ

ステムを出荷した。現在も 1システム製作中である。
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計測・制御システム

製鋼設備の計測・制御システム

鉄鋼中小プラントの計測・制御システム

石油オフサイト設備の計測・制御システム
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図１６　製鋼設備の計測・制御システムの構成例

パソコンのコストパフォーマンスの向上，Windows の

普及により，鉄鋼プロセスの制御装置としてパソコンを適

用するようになってきた。

富士電機では，パソコンを使った制御システム（FO

CUS）を鉄鋼中小プラントの制御システムとして提供し

ており，1997年１月に鉄鋼加熱炉制御システムへ納入し，

現在順調に稼動している。このシステムは，コントローラ

には富士電機が長年積み重ねてきた産業プラントへの実績

のある ICS-2000 を採用し，制御の高信頼性を確保しつつ，

マンマシンインタフェースにWindows の高い操作性をも

つ InTouch を採用し，ネットワークに Ethernet を採用し

たオープン制御システムとなっている。

オペレータ 
ステーション 
FOCUS

エンジニアリング 
ワークステーション 

カラーハード 
コピー装置 

〔運転室〕 

タッチ 
付き 

FMV15"

マウス 

Ethernet

コントロールステーション 
ICS-2000

Tリンク（500kbps） 
ツイストペアケーブル 

FTUモジュール FTK 
カプセル 

【DCS収納盤】 

メッセージ 
プリンタ 

図１７　加熱炉制御システムの構成

製油所では労働環境面・安全防災面から設備の高度化が

継続的に実施されている。石油オフサイト設備においては，

ポンプなどの回転機械やバルブの遠隔操作化や異常信号の

収集監視システムの構築が行われている。

富士電機では，光フィールド計装 FFI 方式の電動弁ア

クチュエータを使用したシステムを提供し，1996年に続き

日本石油精製（株）根岸製油所，三菱石油（株）川崎製油所，

昭和四日市石油（株）四日市製油所に納入した。また，光多

重伝送によるバルブなどの遠隔監視操作システムを，1996

年に続き三菱石油（株）水島製油所に納入した。さらに，海

上出荷桟橋へ出荷状況をタイムリーに通報する自動アナウ

ンスシステムを，太陽石油（株）四国事業所へ納入した。

図１８　光式電動弁制御システム

N99-1986-23
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富士電機は IEC 規格に準拠した光フィールドバスシス

テムの開発を推進中であり，1997年10月からシェル石油オ

ランダ本部のパイロットプラントで実証試験中である。

実証試験中のコンポーネントと代表的な仕様は次のとお

りである。

光式差圧発信器： 0～ 500mmH2O，10 bar

光式圧力発信器： 0～ 250 bar

光式温度変換器：K熱電対用

多点温度変換器：K熱電対，8点用

光－空気圧変換器： 0.2 ～ 1.0 bar

光スターカプラ：反射形，16 ポート

電気－光変換器：電気－光フィールドバス変換器

光ケーブル：石英ファイバ，100/140μm

光コネクタ： STコネクタ（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

60

計測・情報・通信・制御システム

計測・制御システム

光フィールドバスシステム機器の開発とフィールド実証試験

ガス設備の計測・制御システム

化学プラントの計測・制御システム
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光フィールドバス 
温度発信器×3

光フィールドバス 
圧力発信器×5

光フィールドバス 
差圧発信器×3

光フィールドバス 
光－空気変換器×1

光フィールドバス 
多点温度変換器×1

熱電対×8 
 

電気フィールドバス 
圧力発信器 

パソコン 

パソコン 
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DCS 電気ケーブル 
光ケーブル 
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図１９　フィールド実証試験システムの構成

都市ガスのエネルギーは家庭用にとどまらず，あらゆる

産業分野でも利用が増大しており，その安定供給と保安の

確保は同時に拡充することが要求されている。導入する計

測・制御システムには機能の拡大と，年々増加する需要家

への対応の容易性が必要である。

富士電機では大中規模システム用として，監視制御所の

パソコンおよび産業用ミニコンピュータによるクライアン

ト・サーバシステムと，各整圧所のテレメータ・テレコン

トロール装置を回線結合したシステムを，また小規模用と

しては，監視制御所をパソコンのみにしたガバナ監視シス

テムをそれぞれ提供している。サーバの LANに導管網解

析機能や災害解析機能を持たせたパソコンを接続すること

で，データの共有化とシステムの拡大が容易に行える。

FAパソコン 

〔監視制御所〕 

高・中圧整圧所 中圧整圧所 中圧整圧所 低圧整圧所 

GRANPOWER7000

プリンタ 

Ethernet

PEリンク 

専用回線 専用回線 専用回線 専用回線× N

通信制御PLC 
M-F120S

通信モジュール 
MTCA

通信モジュール 
MTCA

通信モジュール 
MTCA

通信モジュール 

PLC 
M-F70S

簡易TMTC装置 

リレー 
回　路 

回線切換器 

回線制御 
PLC

監視盤 

PLC

通信モジュール 

PLC 
M-F70S

通信モジュール 

PLC 
M-F70S

図２０　ガス設備の計測・制御システム

化学分野では競合のボーダーレス化による生産コスト圧

縮など厳しい経営環境にある一方，生産システムの老朽化

対策，改善への設備投資は着実に行われている。

富士電機はシステム更新，2000年問題，SI 単位更新に

ついて顧客へ提案し，ともに問題解決を図っている。

宇部興産（株）千葉工場向けなどに DCS の更新として

MICREX-IX システムを，また某社へ新規システムとして

クライアント・サーバシステムのオープン統合化制御シス

テム FOCUS と銘柄管理パッケージ FLEX-BATCHを納

入した。

今後はFOCUS の機能拡充，銘柄管理の機能拡充，DCS

の機能拡充を行う計画である。

図２１　化学プラントの計測・制御システム
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制御装置のダウンサイジング化と大幅な設備投資削減に

より，低価格な汎用制御機器を使ったシステムが主流と

なってきている。

このような市場動向のなかで，日本酸素（株）から，長野

液酸工業（株）向けに「窒素製造プラント」の監視・制御シ

ステムを受注した。システムの老朽化に伴うリプレースお

よびラインの増強が行われた。このシステムは，最新のパ

ソコン応用システムを導入したオープン化と EI の統合機

能を兼ねたライトサイジングな統合化制御システム「FO

CUS」である。

今回納入したFOCUS システムの納入実績により，今後

の中小システムは，パソコン応用システムに着実に変わっ

ていく。
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酸素製造プラントの計測・制御システム

食品・薬品プラントの計装・制御システム
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図２２　窒素製造プラントにおける計測・制御システムの構成

食品・薬品業界は景気低迷とはいえ，新商品対応や製品

コストの低減，老朽化対策などさまざまな目的で設備投資

が着実に行われている。監視制御システムの導入にあたっ

ては，コストパフォーマンスの高いパソコンを応用したシ

ステムに関心が高まっている。

富士電機では 1996 年秋にパソコン利用によるコストミ

ニマム化とシステムのオープン性を重視した「FOCUS」

を発表し，1997 年には，監視制御システムとして製造プ

ラントへの導入を数多く図り，好評を得た。

一方で，低価格・高機能パソコンの出現で生産管理，在

庫管理，製造管理などを連携した水平分散形ネットワーク

システムによる統合システムが中小規模製造プロセスでも

採用され，図のようなシステムを製作中である。

製造管理ワークステーション ホストコンピュータ 

製造計画立案 
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マスタ管理 
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GRANPOWER5000

図２３　生産統合管理制御システムの構成例

最近の焼却施設は，ごみの増大，環境問題，エネルギー

問題などの種々の要請に応じるため，大形化，高機能化，

複合化が進んでいる。これらの設備を効率よく安全に運転

管理するために富士電機の EIC 統合化システム（MIC

REX-IX）が導入されている。さらにコンピュータと組み

合わせて，予防保全，設備診断，運転支援システムや在庫

管理，機器台帳管理，点検データ処理システムなどが導入

されている。

教育用として，ごみ焼却施設訓練シミュレータの開発も

完了した。このシミュレータは，訓練目的や被訓練者の理

解度合に応じて学習のシナリオ（学習プラン）が立案でき，

プラントシミュレータの機能も有している。

図は，住友重機械工業（株）経由筑南クリーンセンターへ

納入したシステムの中央制御室である。

図２４　筑南クリーンセンターの中央制御室
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この流量計は，超音波の伝搬時間を利用して既設配管の

外から管内の流量を計測できる体積流量計である。今まで

の超音波流量計は，気泡混入流体に対し計測できない問題

があったが，受信信号の処理にディジタル信号処理技術を

駆使して気泡耐量を強化した。また，センサは豊富なバリ

エーションを有し，変換器は最新のエレクトロニクス技術

により小形・軽量化を図り，精度アップと応答時間を高速

化した。特長は次のとおりである。

小形・軽量：変換器の大きさ・質量は従来品の 1/2

豊富なセンサバリエーション：適用配管口径 13 ～

6,000mm，流体温度範囲は－40 ～＋200 ℃まで可能

高精度・高速応答：精度 1％以内，応答速度 1秒以

下

気泡耐量の向上：当社従来品の約 10 倍（4）

＋－（3）

（2）

（1）
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計測機器

新形超音波流量計（設置形）

新形電磁流量計 コンパクトフロー

小口径フランジ形発信器 FCX-Aシリーズ

図２５　新形超音波流量計

この電磁流量計はコンパクトタイプの電磁流量計で，本

体にステンレス鋼材を採用し，接液部材はテフロン・ウレ

タン材を採用した。ライニング材の成形法や接着技術を改

良し，三次元有限要素法を採用して電磁場の最適化を図り，

隣接配管の影響低減，起電力発生の少ない流体や低流速範

囲まで測定可能とした。

特長は次のとおりである。

各種用途に対応したメニュー化：コンパクトなウェー

ハ・フランジ一体形，水中形，サニタリー形

ワイドな測定範囲： 0… 0.1 ～ 15m/s（一体形）

高精度の実現：精度 0.5 ％ of RD

見やすい表示：バックライト付 LCDを採用し，暗い

場所でも見やすくした。

（4）

＋－（3）

（2）

（1）

図２６　新形電磁流量計

フランジ形の圧力，差圧，レベル発信器に新たに小口径

フランジタイプを追加した。1
1
－2 B，2B のフランジへの直

接接続，導圧管レス流量計装の実現，ねじ込み結合への対

応，タンク容量換算出力機能の装備など応用範囲の拡大を

可能にした。

主な仕様は次のとおりである。

フランジ口径：
1
－2B，

3
－4B，1

1
－2B，2B

フランジ定格： JIS10，20，30K

ANSI 150，300，600LB

接液部材質： SUS316L，ハステロイ

キャピラリー長さ： 1.5m，3m，5m

（リモートシール形）

精度： 0.25 ％（測定スパン：URL/10 以下）＋－（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２７　小口径フランジ形発信器 FCX-Aシリーズ

N68-420-7
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ポータブル CP計（ZFX）は浸炭炉，変成炉の炉内雰囲

気のカーボンポテンシャル（CP）を CO2 の測定濃度値を

ベースに演算・表示するものである。CO2 測定に高精度

赤外線方式を採用しており，トレーサビリティのある標準

ガスによる校正が行えるため，ISO 9000 対応の品質管理

用としてジルコニア O2 センサの動作チェックに最適であ

る。主な特長は次のとおりである。

計量・コンパクトで持ち運びが容易

トレーサビリティのある標準ガスによる校正が可能

ポンプ，フィルタ，流量計を内蔵（3）

（2）

（1）
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計測機器

ポータブルCP計（ZFX）

ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）

ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）

図２８　ポータブルCP計

ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）は排ガス中の CO，

O2 を連続測定するとともに，O2 換算，平均値演算などを

行うもので，1997年12月開始のダイオキシン排出規制に対

応した仕様となっている。従来品に比べ装置サイズもコン

パクトで前面から保守が行える省スペースタイプである。

主な仕様は次のとおりである。

測定方式　：CO；赤外線式，O2 ；ジルコニア式

測定レンジ：CO； 0～ 200/2,000 ppm

O2 ； 0 ～ 25 vol ％

機　能　　：自動校正，自己診断，規制値オーバのカ

ウント/アラーム，記録機能（オプショ

ン）など。

（3）

（2）

（1）

図２９　ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）

ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）は直接挿入形検出

器（ZFK）を接続し，ボイラや各種工業炉などの燃焼監

視，制御に用いるものである。基本機能に絞り込んだ使い

やすいモデルで，小形・軽量，低消費電力であり，パッ

ケージボイラなどの小規模施設に最適である。主な仕様は

次のとおりである。

測定レンジ： 0～ 5，10 または 25 vol ％ O2

再現性：＋－ 0.5 ％ FS

出力：DC4 ～ 20mA，リニア，絶縁出力

ケース：防雨形（IP55 相当）（4）

（3）

（2）

（1）

図３０　ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）

A6795-17-291
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製品に記載される管理番号は，多様化，PL法施行，ト

レーサビリティの重要性などによりますます複雑かつ重要

になってきた。一方，LCD，水晶振動子などの電子部品

は小形・高密度化し，微小エリアに大容量情報を記載する

必要性がますます増大している。

富士電機では次世代バーコードとして急速に普及してい

る二次元コードを，レーザマーカ FALシリーズに搭載し，

高速性追求のためラスタスキャンマーキング方式を採用し

た FAL50VH/QR を開発した。この装置により，非接触

ドライにて従来バーコードの数十倍のデータ容量を 1/10

のスペースに記載できる。光ファイバ線番，プリント基板，

DVDなどの電子分野のほか，医療器具，化粧品分野への

適用が拡大される。
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ビジョン・レーザ関連

ラスタスキャン形二次元コードレーザマーカ

レーザ微細加工装置 F3000シリーズ

超高解像画像処理装置 メガスキャン FAY-1000

（富士レーザマーカ FAL50V） 

図３１　ラスタスキャン形レーザマーカ FAL50VH/QR

本装置はグリーンレーザ（波長： 532 nm）により，電

子部品などにミクロンオーダの高精度微細加工を行うもの

で，ユーザーニーズにマッチした加工光学系，ワーク搬送

位置決め装置，ローダ，アンローダなどのフレキシブルな

システム構成が可能である。

レーザ発振器は高出力，高ビーム品質の性能を有してお

り，マスク結像光学系，高精度，高速 XY自動テーブル

などとの組合せにより，高速，高品質かつ高精度なレーザ

微細加工ができる。

主な適用分野としては，リードフレームのタイバーカッ

ト，LCD，PDP などのパターンカット，トリミング，セ

ラミック基板などへの微細な穴あけなどである。

図３２　レーザ微細加工装置 F3000シリーズ

富士電機のビデオセンサ（FAYシリーズ）に，高 S/N

のラインセンサと搬送機構を組み合わせて対象物の二次元

画像を撮像し，従来品の最大 200 倍の超高解像で検査でき

る二次元画像処理装置FAY-1000 を商品化した。

この装置は，1,024 ～ 8,096 ビットのラインセンサを用

い，最大 5,000 万画素で，各画素に対し 256 階調の濃淡画

像処理を行い，対象物の汚れ・きず・変色・くぼみ・む

ら・位置ずれなどの欠陥検査を高速に行う装置である。ま

た，印刷のように定められたパターン（模様）がある対象

物の欠陥検査を行うこともできる。

紙・フィルム・金属などの連続シート状の大形品の検査，

円筒状容器の外面印刷検査，IC ・液晶・超小形プリント

基板などエレクトロニクス部品の微細欠陥検査などに用い

られる。

図３３　超高解像画像処理装置 メガスキャン FAY-1000
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新設された最先端の電動機組立工場に物流システムを納

入した。この工場は電動機の大幅な生産量の増大をめざし

た専用工場である。システムはサーバコンピュータ 3台を

核とした情報システム，自動倉庫，自動搬送台車を中心と

した物流システム，分散倉庫と直結した多数の組立ロボッ

トで構成され，各システム間をオープン基幹 LANで結合，

物と情報を完全に一元化して高速・高頻度の入出庫と部品

供給，完成品搬送の自動化を実現している。物流システム

は高速化を実現するため，自動倉庫スタッカクレーンの駆

動系にはサーボモータ，搬送台車にはリニアモータを適用

している。

この分散倉庫方式による組立工場のシステムは，高速化，

自動化，安定性向上の観点から今後の方向性を示唆するも

のである。
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CIM/FA

電動機組立工場の物流システム

でんぷん食器焼成装置（ポテアース1号機）

飲料会社における広域物流管理システム

図３４　リニアモータ適用の自動搬送車

ポテアース 1号機はじゃがいものでんぷんを主原料とし

て自然に還元できるポテトレーと称する皿，コップなどの

食器を焼成する装置である。このシステムは北海道のベン

チャー企業某社が早くからこの分野に注目し，開発を進め

てきていたが，本格的な進出をするためのパートナーとし

て IH（インダクションヒータ）機構，制御を含めた総合

技術力が評価され開発機の製作納入を富士電機が担当した。

1号機は従来のガス加熱方式を IH加熱方式に変えるこ

とにより安全性，操作性に優れた自動化装置であることを

実証した。現状モデルプラントとして 1時間あたり 500 枚

の生産能力であるが，今後大幅に能力を増やした実用機へ

の展開が期待できる。環境対策にこたえた将来性ある分野

である。

原料注入装置 

フック掛け 
カム 

盤 

原料投入部 焼 成 部 完成品取出部 

取出スペース 

（製品） 

リターンコンベヤ 

予熱部（インダクションヒータ） 

8ベース×2型＝16型 

 

図３５　ポテアース1号機の構成

製品の鮮度向上および在庫・物流コスト削減に向けて，

50営業所，3工場をネットワークで結合した広域物流管理

システムを納入した。このシステムは，営業所における受

発注システム，工場在庫管理システム，工場内車両誘導シ

ステム，全社在庫管理システムからなる。

主な特長は次のとおりである。

イントラネットによる各システムの統合

営業所端末の保守管理費を削減するため，JAVAに

よる受発注システムの構築

過去の販売実績に基づく，発注量および工場間移動量

の最適予測とガイダンス

営業所からの発注情報を，在庫引当て，配車計画，出

荷指示，車両積込伝票まで活用する統合システムの実現

（4）

（3）

（2）

（1）

A工場 B工場 

HP NetServerLHPro HP NetServerLHPro

HP NetServerLHPro HP9000

Fujitsu FMV

在庫管理 
車両誘導 

在庫管理 
車両誘導 

在庫管理 
車両誘導 

配車計画 

（JAVAによる受発注システム） 

ISDN

50営業所 

販売計画 生産計画 

全社 
在庫管理 

本社工場 

発注量計算 
移動量計算 
在庫引当 

図３６　飲料会社における広域物流管理システムの構成
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富士電機では1991年の佐川急便（株）東大阪店に続き，今

回，西大阪店向けに「高速荷物自動仕分システム」を納入

した［コンベヤ装置は村田機械（株）製］。

このシステムの特長は次のとおりである。

10万個/日の仕分データを蓄積可能な仕分サーバ（F

M5000SV）と ORACLEを核として，2ライン 15,000 個

/時の自動仕分指示が可能な仕分コントローラ（DS/90）

などによるクライアント・サーバシステムの実現

充実したグラフィカルインタフェースの実現

音声認識装置で住所発声による自動仕分の実現

荷物上面・両側面のバーコードを同時に読み取るス

キャナ装置との高速データインタフェースの実現

（4）

（3）

（2）

（1）
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CIM/FA

運輸会社における高速荷物自動仕分システム

グループウェア応用による日常業務パッケージ ExchangeUSE

コンサルティングフレームワーク Bision Frame（ビジョンフレーム）

荷物データ送信 

バーコード読取り 

住所発声 

集荷端末 

全方向スキャナ 
コンベヤ・仕分装置 

仕分 
コントローラ 

仕分 
サーバ 

仕分管理 
端末 

出荷端末 

音声認識 
端末 

音声入力装置 
　＆ 

　ハンディ 
　ターミナル 

ホーム 
No.1

ホーム 
No.2

ホーム 
No.XX

ホーム 
No.YY

＜到着＞ ＜集荷＞ 

シュートNo.1 シュートNo.2 シュートNo.ZZ

本町 

図３７　高速荷物自動仕分システムのイメージ図

Microsoft Exchange の基本機能である，電子メール

（コミュニケーション）や個人スケジュール管理，データ

共有（共有フォルダ）などの仕組みをベースに，日常業務

を強力にサポートする企業向けパッケージ商品である。シ

リーズ化された製品群を組み合わせることにより，実務に

そのまま適用できる実用的なパッケージ商品として，社内

外，各部門間における情報共有やコミュニケーションを促

進し，個人はもとよりグループ全体の効率的な活動を支援

する。Microsoft Exchange5.0（Microsoft Outlook）に完

全対応しており，企業内の組織情報は ExchangeUSE シ

リーズ内で共有されるなど，メンテナンス性にも優れてい

る。さらに，イントラネットを中心としたWeb 化対応も

計画中であり，企業向けにベストソリューションを提供す

る。

図３８　ExchangeUSEグループスケジュールの表示画面例

情報ネットワーク分野を対象に，業務分析・システム企

画を行う「業務コンサルティング，クライアント・サーバ

システムコンサルティング」のためのフレームワークを開

発した。「現状把握」「実行計画立案」「業務分析」「新業務

構想・新システム構想」「効果予測」が主な内容である。

特長は次のとおりである。

業務全体を鳥瞰（ちょうかん）できる。

利用部門，システム部門などの関係者が全員参加でき

る。

作業項目，役割分担，推進手順，アウトプットが明確

で体系的に作業を進められる。

主な適用実績として，加工組立業の製造管理システム，

一般オフィスでの稟議（りんぎ）書ワークフローシステム，

工事組合での申請業務CAD化システムなどがある。

（3）

（2）

（1）

現状把握 
システム化構想 

実行計画立案 

業務分析 

効果予測 

システム基本計画書 

新業務構想 
新システム構想 

見積額 

予想効果 

新業務フロー作成 

新システム構想 

現状業務フロー分析 

実施テーマ決定 

改善・革新項目 
洗出し 

会社・組織・方針 
業務概要 
現状システム概要 

全体の鳥瞰！ 
全員参加！ 
体系的！ 

実施テーマ 問題点 
業務 

生産計画 

部品発注 

その他 

図３９　コンサルティング実施手順
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1997年に期待された景気回復は，国内消費の伸び悩みな

どから，必ずしもはかばかしいものではなかったが，円安

傾向による輸出の拡大と堅調な設備投資により，汎用機器

の市場はおおむね好調であった。

富士電機の汎用機器が主として使用される各産業分野で

は，輸出市場の重要性がさらに高くなり，UL・CSA，CE

マーキング対応など海外規格に適合することが一層望まれ

るようになった。制御機器の分野では，システム構築の効

率化の要求が強まり，システムのオープン化・ネットワー

ク化が望まれている。制御プログラム作成の効率化がます

ます重要になり，プログラミング言語の IEC 規格・ JIS

規格制定により，これら国際標準に対応したプログラミン

グツールおよびプログラマブルコントローラ（PLC）を基

本とした効率化の実現が望まれている。

富士電機の汎用機器はこれらの市場要求のほか小形化・

高性能化・低価格化などの市場要求にこたえ，機能・性

能・品質を大幅に向上した新商品を市場に提供するととも

に，多くの分野で機種の拡充を図った。

PLCの分野では，時代の要求にこたえて力を注ぎ，オー

プン化・国際規格対応の要求にこたえたまったく新しい

MICREX-SXシリーズを開発した。命令処理時間 20 ns の

高速性能を実現するハードウェアのほか，プログラム互換

性のあるソフトウェア PLCを開発した。このソフトウェ

ア PLC は，国際標準のプログラミング言語を使用する。

これらの PLCと接続が容易なプログラマブル操作表示器

（POD）も新シリーズを開発した。PLC同様，ハードウェ

アと互換性のあるソフトウェア PODも併せて開発した。

これらの PLC，PODおよび機能モジュールを統合的に支

援する，統合支援システムを新たに開発した。IEC（JIS）

規格に準拠した言語を使用し，言語の混在記述，ラベルプ

ログラミングなどを実現したほか，ドキュメント機能など

の一層の向上を図った。また，プログラム作成の効率向上

を実現するため，新たに制御の流れを動作フローで示し，

機器動作を日本語で規定することで，プログラムの自動生

成を実現するプログラミング方式を開発した。

コンタクタでは，民生機器・軽産業用途向けに新シリー

ズを加えたほか，高感度コンタクタシリーズに 2機種を加

えて拡充を図った。

遮断器分野では，UL・ CSA規格認定，IEC 規格準拠

の FABシリーズを整備したほか，サーキットプロテクタ

では，同じく規格に適合した 2系列のシリーズを加えた。

同様に ULの認証を受け，CEマーキングにも対応した分

離形漏電保護リレーを開発し，海外規格対応品の拡充を

図った。

真空遮断器では，コージェネレーション用途などに高速

度機種を開発したほか，機種の拡充を図った。

産業用機器のほか，民生用機器の分野でも制御技術を生

かした各種製品を提供している。ガスメータ関連機器とし

て，感震器（地震センサ）搭載マイコンメータコントロー

ラを開発・製造しているが，寒冷地環境で使用できる機種

を開発し安全確保に寄与している。またエレベータの位置

検出用に，耐環境性に優れた近接スイッチを開発した。

回転機の分野では，CEマーキング対応を容易にし，幅

広い定出力領域を持つ工作機械用スピンドルモータの新シ

リーズを開発した。また，同期電動機（パーモシンモータ）

は，小形化・高効率化などの改良を加えた。電動機応用と

して，冷凍ユニットクーラ用換気扇の新シリーズを開発し

た。

サーボシステムでは，CE マーキングに対応するため，

欧州の低電圧指令に対応した新シリーズを開発した。また，

好評を得ている位置制御シリーズに，新たに速度制御シ

リーズを開発し機種の拡充を図った。

インバータ分野では，工作機械用として基本性能を向上

し，小形化を図りながら，EC指令に対応したスピンドル

駆動装置を開発した。EC指令対応では，汎用インバータ

についても，TU
..
V から認証を受けた。ますます用途の広

がる加熱用インバータでは，溶接などへの適用も考慮した

高出力機種を開発した。

今後一層，国際化・オープン化が進み，ますます国際競

争力のある商品が求められる。富士電機では基礎技術を蓄

汎用機器
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プログラマブルコントローラ
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回転機・可変速機器
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近年のオープン化，国際規格対応，制御の高速・高度化

などの要求にこたえるため，プログラマブルコントローラ

（PLC）の新シリーズを開発した。

SPH300 は，並列・分散・同期制御を可能にしたマルチ

CPU構成や，最新の LSI 技術で実現した命令処理時間 20

ns の高速処理により，1ms スキャンを実現した。プログ

ラミング言語は，IEC1131-3 準拠の国際規格対応言語を採

用した。また，CEマーキングや ULなどの規格に対応し

ているほか，Ethernet や JPCN-1，AS-I などのオープン

ネットワークに対応している。

SPS は Windows NT で動作し，SPH300 とプログラム

互換があるソフトウェア PLC である。I/O ユニットは，

直結バス（SXバス）による SPH300 増設ユニットのほか，

各種ネットワーク経由で接続可能である。
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プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ SPH300/SPS

プログラマブル操作表示器 SUG/SUS

統合プログラミング支援システム SES300

図１　プログラマブルコントローラ SPH300シリーズ

SUG は，専用ハードウェアのプログラマブル操作表示

器（POD）で，5.7 インチモノクローム・カラー中画面の

UG210，10.4 インチモノクローム・カラー標準画面の UG

400，12 インチカラー大画面の UG500 と品ぞろえも充実

している。画面作成には，共通のWindows 対応エディタ

が使用可能である。また，各社プログラマブルコントロー

ラとプログラムレス接続が可能で，接続インタフェースと

して RS-232C/485 のほか，Tリンク，JPCN-1 や SX バ

スをサポートしている。さらに，UG500 はビデオ入力に

対応している。

SUS は，パソコンやパネルコンピュータ上で動作する

ソフトウェア PODで，WindowsNTに対応している。実

行機能は，SUGと同等である。SUS の画面プログラムは

SUGと互換性がある。

図２　プログラマブル操作表示器 SUG

プログラマブルコントローラ用プログラミング支援ツー

ルを中心に，機能モジュール用ローダ，操作表示器用ロー

ダを統合した。操作の統一のほか，従来個別に設定してい

たラベル（変数）やシステム定義情報の共有化，プログラ

ミング時やデバッグ時のデータ相互参照などが容易に行え

る。統合サポート環境の実現で，サポートの質を向上させ

た。

プログラミング言語は国際規格 IEC 1131-3 準拠で，ラ

ベル（変数）プログラミング，言語の混在記述，卓越した

ドキュメント機能や優れた操作性を実現した。さらに，機

器の動作を規定する分かりやすい日本語表現の部品を，制

御の流れを示す動作フロー図に張り付けることで，プログ

ラムの自動生成を可能にした SEA300 を加え，プログラ

ミング効率の向上を実現した。

図３　統合プログラミング支援システム SES300の画面例
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エアコン，温水器，乾燥機などの民生機器・軽産業用と

して 3 kW用電磁接触器を開発するとともに改良を行い，

新 FCシリーズとして拡充を行った。主な仕様，特長は次

のとおりである。

適用範囲： 2.2 ～ 15 kW（AC220V）

寿命：電気的25万回（AC3 級），機械的100万回

許容周囲温度：60 ℃

取付け床面積を従来比約 70％（2S 形フレーム以上）

と大幅な小形化を行った。

AC440V における適用容量の格上げを行った。

モールド材としてUL94V-0 認定品を採用し，難燃性

レベルを高めるとともに，UL746A の CTI 値 250 V あ

るいは 175V の材料を使用して耐トラッキング性能の向

上を図った。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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新形民生用電磁接触器 FCシリーズ

高感度コンタクタ SJ-０Gシリーズの機種拡充

コマンドスイッチの機種拡充

図４　新形民生用電磁接触器

プログラマブルコントローラのトランジスタ出力により，

直接駆動できる高感度コンタクタ SJ-0G シリーズに，配

線の合理化や省力化にこたえる 2機種を拡充した。開発し

た機種はプリント基板搭載用ソケット（SZ6SJ12A 形）に

装着使用できるプラグインタイプと差込圧着端子を使用で

きるタブ端子付タイプで，主な特長は次のとおりである。

プラグインタイプ高感度コンタクタ SJ-0PG 形

™プリント基板搭載用ソケット（SZ6SJ12A 形）に装

着使用可能

™AC220V 1.5 kW三相誘導電動機へ適用可能

™コイル消費電力 1.4Wと低消費電力・高感度形

タブ端子付高感度コンタクタ SJ-0TG 形

™IEC，DIN 規格の 35mmレールに取付け可能

™AC220V 2.2 kW三相誘導電動機へ適用可能

（2）

（1）

図５　高感度コンタクタとプリント基板搭載用ソケット

配電盤・制御盤を主用途とするコマンドスイッチは，多

種多様な要求にこたえられる必要がある。すでに発売した

新形コマンドスイッチ（Rシリーズ）は，種々の特長（奥

行縮小，小形化，充電部保護カバーの標準装備など）を有

しており，このシリーズの拡充を含め新たに開発した機種

は次のとおりである。

角形，角大形，長角形記名式表示灯：表示部の寸法が

34mm角，40mm角，34×40（mm）の記名式表示灯

防まつブザー：特殊フィルタを採用したパネル表面部

が IP54 の保護構造を有するブザー

軽荷重非常停止用押しボタンスイッチ：接点強制開離

機構，トリガアクション機構を採用した軽操作形

角形コマンドスイッチ：化粧枠のパネル表面突出量が

3mmの薄形コマンドスイッチ

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　コマンドスイッチの追加機種

AF97-428/AF97-431

プリント基板搭載用ソケット
（SJ-０PG装着状態）

SJ-０TG
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設備や事務機の省スペース化や高機能化の進展に伴い，

コンピュータ周辺機器や電源装置などは小形化や安全性の

向上が進んでいる。これらの機器や装置の電路を保護する

ため，より小形で使いやすいサーキットプロテクタの要求

が増えている。こうした要求に対応するため，既存のシ

リーズに加えて，2系列のシリーズ（CP30P 形，CP50B

形）を開発した。主な特長は次のとおりである。

①従来品（CP30E 形）に比べて容積を 70％に小形化し

たことにより，取付スペースの削減を可能にした（CP30P

形）。②定格電流の適用を最大 50Aに拡大した（CP50B

形）。③取っ手部はトグルハンドル式を採用し，操作しや

すくした。④世界の主要規格であるUL・CSA規格，およ

び TU
..
V 認証（EN規格）を取得し，厳しい絶縁性能を満

足した。

70

汎用機器

器　具

電子化機器保護用サーキットプロテクタ

UL・CSA規格認定配線用遮断器 FAB

輸出専用の漏電保護リレー

図７　サーキットプロテクタ

日本から世界各国に輸出される機械装置は，それぞれの

市場で要求される規格に適合したうえで装置の仕様を共通

化する動向にある。したがって，使用される機器は世界の

主要な規格に適合していることが必須（ひっす）となる。

このような状況に対応するために，欧米の主要規格に適合

した FAB（富士オートブレーカ）シリーズを新たに整備

したので紹介する。主な特徴は次のとおりである。

① UL・CSA規格認定ならびに IEC（EN）規格に準拠。

②端子構造はブロック端子，平形端子，バー直接接続方式

およびバスバーリンクシステム接続など豊富な接続方式が

可能。③定格プラグを差し換えるだけで簡単に定格電流を

変更できる定格可変方式を採用。④内装付属装置は，ユー

ザー取付け可能なカセット取付方式。

図８　新シリーズ FAB 100～ 1,200AF

近年，PL法の施行などによる企業の安全・予防保全意

識の向上から，大形の産業用機器，特に半導体装置に搭載

する漏電保護リレーの需要が増加している。また，輸出比

率の高いメーカーや海外のメーカーからは，EMC指令・

低電圧指令やUL規格に準拠した製品が強く要求されてい

る。こうした要求にこたえるため，CEマーキング，UL規

格に同時に対応した分離形漏電保護リレー（EL形）を開

発した。主な特長・仕様は次のとおりである。

CEマーキング対応（EMC指令，低電圧指令）

UL1053（機器保護用漏電保護装置）認証品

仕様： ZCT径 90mm，115mm，制御電圧 120/240V，

定格感度電流 30mA，40ms 動作（250mA漏電時）

（3）

（2）

（1）

図９　漏電保護リレー（EL90P0)

AF97-301/AF97-300

AF97-568

CP30P形

CP50B形
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PWM-APR は，IGBTを用いた PWM（パルス幅変調）

制御方式により，交流出力電圧の振幅を制御する交流電力

調整器である。1996年 7 月発売の単相降圧形（入力電圧

200V，出力電流 80，160A）に続き，三相降圧形の製品

（入力電圧 200 V，出力電流 40，80，160A）を 1997年8

月に発売した。主な特長は次のとおりである。

高調波対策が不要（ガイドライン回路分類 6に相当）

さまざまな負荷に適用可能（容量性負荷，抵抗負荷，

誘導性負荷，整流負荷）

入力力率と負荷力率が同一

所要電源容量が負荷容量と同一

正弦波電圧として入力電圧の 0～ 95％を出力（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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交流電力調整器 PWM-APRシリーズ

コージェネレーション用高速度真空遮断器

真空遮断器の新シリーズ

図１０　交流電力調整器PWM-APR（三相200V，40A）

コージェネレーションシステムの普及に伴い，このシス

テムと商用系統を連系運転するケースが増えている。この

ようなケースにおいて，商用系での地絡・短絡事故時の瞬

時電圧低下による自家発電系統での電圧低下をできるだけ

短くし，重要負荷への悪影響をなくすことが望まれている。

すなわち，商用系統での事故時には連系点を高速度で切り

離すことが必要となってくる。今回，この商用系側の事故

を短時間で分離するための高速度真空遮断器を開発した。

この遮断器は，遮断部である真空バルブと電磁反発コイ

ルを内蔵した高速開極機構と真空遮断器の操作機構を組み

合わせて構成している。定格電圧 7.2 kV，定格電流 1,200

A，定格遮断電流 25 kA，遮断時間 1サイクルを実現し，

自家発電系重要負荷の安定運転継続を可能とした。

図１１　コージェネレーション用高速度真空遮断器

定格電圧 3.6 ～ 36 kV の電動操作形真空遮断器HS-Nシ

リーズは，市場で高い評価を得ている。一方，配電盤の省

スペース化，合理化，高信頼性化などの強い要求があり，

新形電動操作形真空遮断器を開発し，HS-E シリーズとし

ての機種の拡充を図ってきている。このたび，追加拡充し

た真空遮断器の定格・仕様と特長は次のとおりである。

定格・仕様

™電圧 24 kV，遮断電流 25 kA，電流 630～2,000A

™据付け方式：据置形，引出形（CW，MW・PWクラ

ス対応）

特　長

™軽量（従来比約 70％）である。

™シンプルな機構と構造の採用で動作信頼性が高い。

™操作消費電力が小さい。

（2）

（1）

図１２　真空遮断器 HS-Eシリーズ（24kV，25kA）

関連論文：富士時報　1997.8 p.438-440

AF97-277
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工作機械や包装機械など，制御回路の小形化が求められ

ている。この要求に対応した新形タイマを開発した。従来

のタイマは，本体とソケットを分離するプラグイン方式で

あるのに対し，新形タイマ（MS7S1 形）は，これを一体

形にして小形化を図ったものである。MS7S1 形は，取付

面からの高さを大幅に縮小できるので，制御盤の奥行を小

さくできるメリットが生じる。主な特長は次のとおりであ

る。

時限回路は CR発振計数方式を採用し，60分まで定格

時限を用意

電源電圧はAC100/200V 共用

取付面からの高さ寸法が 51.3mmと小形（当社従来

比最大 40％減）

（3）

（2）

（1）
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小形スーパータイマ

溝形磁気近接スイッチ

寒冷地向け感震器搭載形マイコンメータコントローラ

図１３　小形スーパータイマ（MS7S1形）

家庭用エレベータの普及やビルの高層化に伴い，エレ

ベータの位置検出用センサにはより高い信頼性と精度が求

められるようになった。こうした要求に対応するため，密

閉タイプの高信頼性リードスイッチを採用し，耐環境性に

も優れた溝形磁気近接スイッチを開発した。主な特長は次

のとおりである。

マグネットとリードスイッチの配置を最適化すること

により動作精度を向上し，エレベータの揺れなどがあっ

ても安定した検出が可能

操作用電源が不要で，交直両方の信号を開閉可能

動作状態を確認できる表示用 LEDを装備

保護構造は IP67（IEC 規格）に適合（4）

（3）

（2）

（1）

図１４　溝形磁気近接スイッチ

マイコンメータは，ガスの消し忘れ，ゴム管外れ，地震

などの異常時にガスを遮断する保安機能付ガスメータとし

て高い評価を受けている。

富士電機では，1996年から標準環境向けコントローラに

感震器（地震センサ）を搭載した感震器搭載形コントロー

ラを製造しているが，新たに寒冷地環境向け感震器搭載形

コントローラを開発した。主な特徴は次のとおりである。

寒冷地環境でも使用可能となるよう電源電池の強化を

行った（使用温度範囲：－25 ～＋40 ℃）。

小形マイコンの採用により，寒冷地環境向けでも従来

と同一寸法を維持し，取付け互換性を有している（マイ

コン占有面積：従来の約 31％）。

（2）

（1）

図１５　寒冷地向け感震器搭載形マイコンメータコントローラ

AF97-505

AF97-413
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富士電機は，合成繊維機械用として数多くの永久磁石式

同期電動機「パーモシンモータ」の納入実績がある。今回，

市場のニーズにこたえ，小形・軽量，高効率，軸の温度上

昇低減などの改良を加えた新シリーズを発売した。永久磁

石には高性能な希土類磁石を採用し，さらに回転子形状の

最適化を図ることにより大幅な小形・軽量化を実現してい

る。機種と主な特長は次のとおりである。

機　種：全閉外扇形，枠番 90L ～ 112M

4 極，出力 500W～ 2.2 kW

小形化：従来品に対し，体積比で平均 40％の低減

特　長：低慣性化による応答性の向上

汎用電動機との取合い寸法の共用化

巻線作業の機械化による短納期対応

（3）

（2）

（1）
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汎用機器

回転機・可変速機器

新形パーモシンモータ

冷凍ユニットクーラ用有圧換気扇

工作機械用スピンドルモータ

図１６　新形パーモシンモータ（1.5 kW 4 極）

ユニットクーラは，野菜，アイスクリーム，鮮魚などの

保存用冷凍庫に取り付けられる。このため，これに使用さ

れる有圧換気扇は，鮮魚などの冷凍時には，－50 ℃で運

転され，また，冷却器の氷・霜取り時は水や氷が激しく落

下する厳しい環境にさらされる。

富士電機では，こうした用途向けに性能を向上させた新

シリーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

ファン径 30 ～ 45 cm（4機種）をラインアップした。

軸貫通部に独自の防水構造を採用し，広範囲の温度条

件での運転と霜取り時の防水性を両立させた。

新形翼の採用で送風直進性を大幅に改善した。

電動機に加熱保護素子を内蔵し，氷結ロック時の電動

機焼損防止を行った。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１７　ユニットクーラ用有圧換気扇

工作機械業界においては「加工の複合化」「高速化」の

基本的な流れに加え，「CEマーキング対応」の要求が高

まっている。これらの市場要求にこたえるため，工作機械

用スピンドルモータ「MVEシリーズ」を開発した。出力

1.1/0.75 kWから 30/22 kWまで短時間定格出力を持つ二

重定格として10機種をシリーズ化した。また，基底速度の

1,500 r/min から 6,000 r/min まで広い定出力領域を確保し

ている。主な特長は次のとおりである。

CEマーキング対応のため，端子台式端子箱を標準採

用し，国際化への対応，配線作業の向上を図った。

電動機巻線にサーミスタ素子を内蔵し，最適なトルク

制御および巻線の過熱保護を行った。

経済性向上のため，主要部品は汎用電動機と共通にし

た。

（3）

（2）

（1）

図１８　工作機械用スピンドルモータ（7.5/5.5 kW）
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サーボシステムは，適用分野の拡大に伴いニーズの多様

化・高度化が進んでいる。これらの要求にこたえるため，

すでに発売済みの位置制御シリーズ（RYG-L/R 形）に，新

たに速度制御用としてRYG-Vシリーズを開発し，シリー

ズの拡充を行った。主な特長は次のとおりである。

高機能化

™アナログ指令入力を 4チャネルに拡大し，速度制御，

トルク制御の複合化，柔軟性の向上を図った。

™従来のパルス列運転機能に加え，原点復帰，割込み

位置決め機能を付加し，広範囲な機械の特殊運転に対

応できるようにした。

適用電動機の機種充実

™GRH，GRK，GRS 3 シリーズの各電動機への接続を

可能とし，選択自由度の向上を図った。

（2）

（1）
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汎用機器

回転機・可変速機器

速度サーボアンプ RYG-Vシリーズ

低電圧指令対応サーボアンプ

工作機械用スピンドル駆動装置 FRENIC5000MS5

図１９　速度サーボアンプ RYG-Vシリーズ

欧州連合（EU）加盟国内での貿易障壁を取り除くため，

製品には規格に準拠した証明として，CEマークを添付す

ることが義務づけられた。今回の低電圧指令は 1997 年１

月１日から施行され，特に人的に感電するおそれのある場

所の絶縁が厳しく規定されている。これらの状況を踏まえ，

低電圧指令に対応した新サーボアンプシリーズの開発を

行った。要点は次のとおりである。

低電圧指令への対応機種：RYE，RYGシリーズ

絶縁強化に関しては，DIN-VDE0660 の規格に基づき，

製品内部の高電圧部と低電圧部の空間距離および沿面距

離を増やし，適合させた。

対応機種に対しては，アンプに CEマークを添付し自

己宣言書を用意している。

（3）

（2）

（1）

図２０　低電圧指令対応サーボアンプ

近年の工作機械業界のACスピンドル駆動装置に対する

要求として，装置の小形化，複合加工の対応，および EC

指令に代表される各種の規制への対応などが挙げられる。

FRENIC5000MS5 シリーズはこれらの要求にこたえるた

めに開発した製品で，従来個別のシリーズであった FRE

NIC5000V3/M3 シリーズを構造やオプションの共通化を

行い，制御方式でトルクベクトル制御の「FRENIC5000

M5 シリーズ」と高性能ベクトル制御の「FRENIC5000V5

シリーズ」を選択できるシステムとした。このシリーズは

次の特長を有している。

①コンバータ分離構造の採用により柔軟な機種対応が可

能，② EC指令対応を標準仕様，③オプション機能の充実，

④回転むらの低減，応答性の向上など基本性能の改善，⑤

従来製品比約 60％（据付け面積比）の小形化を実現。

図２１　スピンドル駆動装置 FRENIC5000MS5

AF96-407

関連論文：富士時報　1997.12 p.638-641
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富士電機では，IGBTインバータとして，FRENIC5000

G9S，P9S，VG5S シリーズを市場に展開し，好評を得てい

るが，さらに大容量化の要求を満たすべく，系列の拡大を

図った。これにより大容量まで，同一システムでの構築を

可能とした。大容量インバータの特長は次のとおりである。

インバータ容量の拡大…… G9S：～400 kW，P9S：～

500 kW，VG5S：～ 800 kW

前面メンテナンス……保守性向上のため，各相ごとに

トレイ化した多段積み構造とし，各トレイ単位での交換

を可能とし，設備のダウンタイムを短縮した。

また，最近問題視されている高調波対策として，12 パル

ス整流器や PWMコンバータについても，これら大容量

インバータに合わせた容量系列整備を図った。

（2）

（1）

75

汎用機器

回転機・可変速機器

大容量 IGBTインバータ

汎用インバータ低電圧指令対応

20 kW汎用加熱インバータ

図２２　大容量 IGBTインバータ

欧州に輸出される電気機器については，1997年 1 月 1 日

から低電圧指令に関して，CEマークの張付けが義務づけ

られた。低電圧指令は，直流 75V 以上 1,500 V 以下，交

流 50V 以上 1,000 V 以下の電気機器が対象であり，汎用

インバータは，低電圧指令適用の対象品とみなされている。

低電圧指令への適合を証明する方法は，適合する規格に従

い評価し自主宣言する方法，または欧州の認証機関により

適合性の証明を受け自主宣言する方法がある。

汎用インバータ FRENIC5000G9S 三相 200V・400V シ

リーズ（～ 22 kW），FVR-E9S 三相 200 V・400 V，単相

200V シリーズは，低電圧適合規格VDE0160/1988に基づ

いて TU
. .
V 認証を取得し，FRENIC5000G9S 三相 400 V

（30 kW～）は適合規格に従って評価し，自主宣言を行い

CEマークの張付けを完了した。

図２３　汎用インバータ

汎用加熱インバータの小容量機（2.5 ～ 5 kW）は高出力

電磁調理器として業務用厨房（ちゅうぼう）機器に，中容

量機（7～ 15 kW）は大形フライヤ，大形焼物機などの食

品工業用あるいは熱処理などの産業用に広く使用され好評

を得ている。

この加熱インバータを「溶接」のような加熱溶解や大規

模熱処理などの用途に適用したいと，顧客から強く望まれ

ていた。このたび，こうした要望にこたえる機種として，

20 kW容量機を開発した。特長は次のとおりである。

富士電機独自のγ角制御とフルブリッジ方式により現

行シリーズに比べ制御性能の向上と高出力化を実現

高性能フィンの採用により風冷方式で 20 kWを実現

操作パネルは現行シリーズと共通化し，さらにシステ

ム連動用として I/Oインタフェースを標準装備

（3）

（2）

（1）

図２４　汎用加熱インバータ（形式HFR200C7K-2）

関連論文：富士時報　1997.12 p.634-637

関連論文：富士時報　1997.12 p.654-657

FVR-E9Sシリーズ FRENIC シリーズ
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情報産業の成長はめざましく，そのけん引役はインター

ネット・イントラネットの普及により適用範囲が急速に拡

大しているパソコンである。

米国から始まった情報革命は全世界に広がり，パソコン

の需要台数は1997年の7,700万台から2000年には 1億4,000

万台に達するものと予測されている。

WindowsNTの登場によりコンピューティングの環境は

大きく変化し，スタンドアロンの使い方から社内ネット

ワークが当然といえる状況になってきている。

情報技術産業では「秒進分歩」といわれるほど技術革新

が早いので，迅速かつ付加価値の高い独自技術の開発がき

わめて重要である。

そのなかで，パソコン用補助記憶装置の中心が将来も

固定ディスク装置（HDD）であることは間違いない。ハー

ドディスク（HD）の面記録密度は年率60％とすさまじい

勢いで伸び続けており，2000年を過ぎるころには10Gバイ

トを超えるのが当たり前の時代となろう。

業界の一部からは，これほど大容量のHDDを何に使う

のかという疑問の声も上がり始めているが，アプリケー

ションやOSの高機能化により肥大化は避けられない状況

にあり，1998年夏ごろに発売が予想されるWindows98 に

より一層顕著になるものと予想される。パソコン周辺機器

にとどまらず，あらゆる分野でディジタル化が急速に進ん

でいる。パソコンの動画機能がDVDクラスの「鑑賞に耐

える動画」に変わるには，さらに大量のデータ処理が前提

となり，これを実現する高速プロセッサ，高速大容量の通

信回線，そして大容量のメモリストレージが必要になる。

富士電機では，情報化社会の発展を担うべく大容量のメ

モリストレージに使われる HDを供給している。記録密

度の向上については，1996年からMRヘッドが多用され，

富士電機はこのヘッドに適合する高保磁力，低 Br・δ磁

性膜の成膜技術を先行して開発し，低ノイズ，高分解能の

電磁変換特性をもつHDを提供してきた。

また，記録密度の向上に欠かせない浮上量の低下に対応

するため，ポリッシュ加工，メカニカルテクスチャ加工の

ファイン化を実施するとともに1996年前半からレーザゾー

ンテクスチャ技術を開発して，先端のHDに適用してきた。

一方，3Gバイト/in2 の記録密度以降は，次世代の磁気

ヘッドとして感度の高いスピンバルブ膜を用いた GMR

（GiantMagneto-resistive）ヘッドの適用が予測されてい

る。富士電機では GMRヘッドに適合するHDの研究開発

も着実に進めており，「次世代レーザゾーンテクスチャ技

術」や「高ボンデッド潤滑膜形成技術」など数々の技術分

野で1998年中には実用化に入る予定である。

さらに，富士電機では 2.5 インチの小形HDから 5.25 イ

ンチの大形 HD の全領域で，製品を系列化しているが，

モバイルパソコンでの耐衝撃性のニーズから，ガラス媒体

のラインアップ化も計画しており，今後も多用なニーズに

対応していく計画である。

パソコンの伸長により，プリンタの需要も拡大しており，

1996年の国内出荷台数は420万台と前年比 53％増の伸びを

示した。このうち，カラープリンタ分野では，インクジェッ

トプリンタがディジタルカメラやインターネットの普及に

より家庭用を中心として順調に伸びている。

一方，企業向けにはネットワークにつながるモノクロー

ムのレーザプリンタが中心となっている。この分野では，

LANなどの構築が進むなかで，数台のパソコンがネット

ワークを通して指定のプリンタで印刷するニーズが高まっ

ている。オフィス文書を大量に印刷するほか，複数の人が

同時に利用する可能性があるため，高い印刷速度と長寿命

の感光体が必要とされる。

複写機についても，オフィス用を中心として高速化の要

求が高まるとともに，狭いオフィスを有効に使うためプリ

ンタにファクシミリや複写機などの機能を取り込んだ複合

機市場も拡大の気配を見せている。

このような市場動向に適合するため，富士電機では新規

材料，技術の開発を進め，感光体の高性能化を推進してき

た。特に，プリンタ用としてはフィルミング特性，膜減り

特性の改善により，感光体の長寿命化を達成した。また複

合機に対応するためディジタル PPC用感光体の開発にも

注力している。一方，複写機用感光体については高速，長

寿命化を達成し，高速機への適用を進めている。

情報機器関連
コンポーネント
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展　望

磁気ディスク媒体

感光体・特機
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ハードディスクの高密度化にはヘッド浮上量の低下がか

ぎであり，媒体には超平滑な表面が要求される。一方，

ヘッドとの吸着を防ぐため，ヘッド停止ゾーンにのみレー

ザでバンプを形成したレーザゾーンテクスチャ（LZT）

が開発され，実用化が進んでいる。

富士電機ではすでに第一世代の LZT媒体を商品化した。

LZTではバンプ高さを高度に制御して，高さばらつきを

抑えることが，浮上量の低下およびヘッド浮上時のヘッ

ド－媒体間の衝撃を抑え，高信頼性を確保するうえで非常

に重要である。そのため，われわれはバンプ形状を工夫し，

高さばらつきを従来の媒体の約半分に低減，より低浮上に

対応した第二世代 LZT媒体を開発した。現在，さらなる

低浮上化をめざし次世代 LZT媒体の開発を進めている。

情報機器関連コンポーネント

磁気ディスク媒体

第二世代レーザゾーンテクスチャ媒体

窒素添加アモルファスカーボン（a-C : N）保護膜

ガラス媒体
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図１　バンプ形状例

近年，パソコンの普及に伴って，過酷な環境で固定ディ

スク装置が使われる機会が増えてきた。これにより記録再

生ヘッドに対する耐久性に加えて，耐環境性も保護膜に

とって重要な品質項目となっている。

従来，保護膜として耐久性に優れたダイヤモンドライク

カーボン（DLC）膜を使用してきたが，これに代えて窒

素を添加することにより耐久性を損なうことなく耐環境性

に優れているアモルファスカーボン（a-C : N）膜を開発し

た。特に媒体特性に重大な影響を及ぼす酸性ガスの吸着量

を低減できることが確かめられた。

今後，記録密度の向上に伴い，保護膜の厚さが 100 Åを

切るような薄膜化が必要となるので，新しい成膜法の検討

も含めて開発する予定である。 保護膜膜質 

a-C：N（8％） a-C：N（18％） DLC

表
面
硫
黄
量
（
相
対
値
）
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図２　SO2 暴露後の表面硫黄

近年，ノートブック形パソコンの普及により，耐衝撃性

に優れた 2.5 インチガラス媒体の搭載が増加し，2.5 イン

チ以下の小口径分野ではほぼガラス媒体に切り換わってい

る。ハイエンドユース向け 3.5 インチの市場においても，

10,000 r/min の高速回転に耐える高剛性基板を用いたガラ

ス媒体へのニーズが顕在化してきた。

富士電機では従前からスパッタ成膜でテクスチャを付与

する方式を採用し，浮上特性と耐久性の両立を図ってきた。

今回，磁性層の下引き層として，結晶粒の微細化と配向性

の向上，格子定数ミスマッチの低減を目的として，シード

層，下地層の合金化，マルチ構造化を図り，面記録密度

3.2 Gビット/in2 のプロセス技術を確立した。さらに面記録

密度 5.0 Gビット/in2 の開発に向けて，バイクリスタル，

グラニュラ磁性材の実用化を推進している。

図３　サイズの多様化が進むガラス媒体
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電子写真応用機器は，高速・高画質・多機能化が図られ

るとともに，低価格・無公害化をめざし，ローラやブラシ

などを用いた接触帯電および接触現像プロセスの適用が急

ピッチに進められている。これに伴い，耐刷性を大幅に改

善した長寿命有機感光体の要求が強まっている。

富士電機では，特に接触帯電－現像プロセスにおいて，

長寿命化を図るうえで大きな障害となる現像剤や紙粉の感

光体表面への付着，めりこみにて画像障害を起こすフィル

ミング現象の抑止に取り組み，潤滑性材料の開発，層構成

の最適化により従来に比べ，各種プロセス・現像剤・印字

用紙に対応可能な裕度の大きい長寿命感光体を製品化した。

今後は，新規材料開発・層設計開発を通してより一層の

長寿命化に対応しうる製品展開を進めていく。

情報機器関連コンポーネント

感光体・特機

長寿命有機感光体

高速複写機用有機感光体

メッセージELディスプレイ

図４　耐刷試験後の感光体表面の比較

電子写真方式のアナログ複写機は，ディジタル複写機の

急速な立上りと，その低中速機分野への展開により，高速

機分野へと移行しつつある。これに伴い，感光体の感度，

応答性ならびに耐久性の向上が強く要求されている。特に，

連続使用に際して，光，熱および電気的ストレスによる感

光体の帯電特性悪化を抑止することが課題である。

富士電機は，有機材料技術，物性評価解析技術をベース

に取り組み，帯電特性悪化の原因となる電荷発生層および

電荷輸送層中に発生する電気的欠陥を補償しうる独自の電

荷制御剤を開発し，50 枚/分以上の高速機に十分対応でき

る有機感光体を製品化した。

今後は，電荷発生剤，輸送剤ならびに樹脂の開発を通し

て，より高速機へ適用可能な感光体の実現を図っていく。
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図５　連続使用に伴う帯電特性の変化

パソコンの CRT置換えなどをターゲットとした従来の

市場に加え，新市場を開拓するための製品として，メッ

セージ表示を目的とした EL（Electroluminescent）ディ

スプレイの開発を行った。８階調表示や横拡大表示に加え，

黒色背面電極の採用により，高コントラストを実現した。

仕様は次のとおりである。

画素数… 448×128（ドット）

文字数… 7文字×2行［64 × 64（ドット）/文字］

外形寸法… 294×111×40（mm）

有形表示エリア… 250.7×71.6（mm）

コントラスト… 50：1

質　量… 670g

動作温度範囲…－20 ～＋65 ℃（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　メッセージELディスプレイ MD7H

従来形

フィルミング部

長寿命形
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1997年の半導体市場は，携帯電話機の急成長はあったも

のの成長率は 1けたにとどまった。1998年は，パソコンな

ど情報関連製品の成長，冷蔵庫をはじめとする家電や自動

車などの電子化促進による需要増に期待するところ大であ

る。一方，市場競争はさらに激化し，製品ライフは短縮化

すると予想される。富士電機の半導体部門では，厳しい環

境下，差別化製品開発に注力しており，その成果の概要を

以下に紹介する。

IC 部門では1996年に引き続きパソコン，携帯電話機な

どの情報関連機器，テレビなどのディスプレイやカメラ，

自動車などの製品分野を狙いとして技術開発・製品開発を

推進してきた。

まず，電源用 IC分野では，従来のバイポーラ IC技術，

Bi-CMOS 技術から，低コスト・低消費電力化を狙ったア

ナログ CMOSへと，技術の方向転換を図ってきた。具体

的な製品としては，低消費電力化により従来より大幅に待

ち受け時間を伸ばした携帯電話機用 IC，ビデオムービー

用 IC，LCDパネル用 IC，ディジタルスチルカメラ用 IC

などの新製品を発売してきた。

カメラ用自動焦点距離測定 IC（AFIC）の新製品として

は，従来機種の高性能化（逆光対策や測距時間短縮）を実

現した製品開発とともに，高精度かつ廉価対応の小形モ

ジュールを開発した。これらは伸長率の著しいディジタル

カメラ市場でも高速で測距できる AFIC として採用され

ている。

LCD用コントローラ・ドライバでは，小形文字表示 IC

の新製品として，低消費電力に優れた COG（Chip On

Glass）対応の製品を開発し，携帯電話機，ファクシミリ，

据置き電話機などに採用された。

カラー PDP（PlasmaDisplay Panel）が量産化され，各

社の開発競争が激化しているが，富士電機では高耐圧 IC

プロセス技術として，シリコンの張り合わせ技術を用いた

SOI（SiliconOn Insulator）適用技術を開発した。

自動車分野ではピエゾ抵抗とオペアンプを 1チップ化し

たエンジン制御用圧力センサの系列開発を実施するととも

に，直接噴射方式イグナイタ用 IC の開発を進めている。

いずれも環境改善に大きく貢献できる製品であり，今後の

市場拡大も期待できる。

パワー半導体部門では，環境保護，省エネルギーニーズ

に呼応して高性能・高機能化がいままで以上に要求されて

いる。そのなかでマルチメディア関連機器，自動車そして

インバータ制御応用製品開発に特に注力してきている。

マルチメディア関連機器用デバイスでは，ひずみ補正ダ

イオードを 1パッケージに内蔵したダンパモジュレータを

いち早く製品化した。高圧シリコンダイオードは高速ス

イッチング特性と高逆サージ耐量特性を両立させた製品で

今後の高精細度モニタ動向に十分対応可能とした。また，

ノートブック形パソコンなどを対象に，バッテリー長寿命

化のための低オン抵抗 SOP-8 ピンパッケージ適用の各種

パワーMOSFETを開発した。

自動車用デバイスでは，システム小形化，信頼性向上の

ためのインテリジェントパワーMOSFETを開発した。当

該デバイスは低オン抵抗，高破壊耐量を有する高信頼性イ

ンテリジェントデバイスであり，今後のカーエレクトロニ

クス，さらには新しい市場への展開も可能である。

電力変換（インバータ制御）分野では，汎用インバータ

や民生用分野のインバータ化に対応した新形第三世代

IPM（R-IPM）を開発した。この製品は業界初のオール

シリコン IPM，そして直接ジャンクション温度検出，保

護機能を有する IPMである。また，モジュールについて

は1,200V，1,400V NPT-IGBTを開発した。NPT-IGBTは

低ターンオフ損失および正のオン電圧温度依存性そして高

破壊耐量を有し，高耐圧・大容量モジュールに適している。

今後の展開としては，インテリジェント化をさらに強く

推進する。IPS，高機能MOSFETは高性能と系列拡大を，

また IPMは R-IPM技術をベースに民生分野，小容量汎

用インバータ分野への展開を計画している。

半導体分野では，顧客のグローバル化，製品のシステム

化，短納期化が進み，多様化対応，開発のスピードアップ

が強く要求されている。富士電機では，市場のニーズの先

電子デバイス・半導体
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ディスクリートデバイス

パワーモジュール
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近年，VTRカメラの小形・軽量・高機能化が進んでい

る。それに伴って内部電源回路も，低消費電力化，高密度

化，そして主制御系やモータ制御系，液晶パネル制御系と

いった多出力化が要求されている。これらの要求に対応し

て，CMOS プロセスを用いた 6チャネル出力の DC-DC

コンバータ制御用 1チップ IC を開発した。主な特長は次

のとおりである。

CMOSアナログ技術による低消費電流（4mA）

広い入力電源電圧範囲（4.5～18V）

6 チャネル出力（降圧形×5，昇圧形×1）

チャネルごとのオンオフ制御，ソフトスタート制御

スタンバイ機能付き（スタンバイ電流 3μA）

LQFP-48 ピンパッケージ（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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VTRカメラ用DC-DCコンバータ制御 IC

携帯電話機用システム電源 LSI

高機能化した小形オートフォーカスモジュール

pチャネル 
ドライバ 

三角波 
発振器 過熱保護 

タイマ 
ラッチ 

VREF

VCC1

VCC2

VDRV

OUT1

OUT2

CREF VREG

CNT1 2 3 4 5

誤差増幅器 

PWM比較器 

同　上 

基準電源 バッファ 

制御電源 
UVLO

ドライバ用 
制御電源 

各ドラ 
イバへ 

内部制御 
電源 

FB1
IN1－ 

FB2
IN2－ 

FB6
IN6－ 

CP

FB3
IN3－ 
IN3＋ 
FB4
IN4－ 
IN4＋ 
FB5
IN5－ 
IN5＋ 

同　上 

同　上 

同　上 

nチャネル 
ドライバ 

ソフトスタート オンオフ制御 

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

GND1
GND2

CS1 2 3 4 5 RTCT

図１　VTRカメラ用DC-DCコンバータ制御 ICのブロック図

携帯電話機の市場はめざましいスピードで軽量化・小形

化が進んでいる。これらの要求に対応するため，より集積

化したシステム電源 LSI を開発した。今回開発した電源

LSI は，LQFP-48 ピンパッケージに下記の機能を内蔵し

ている。

CMOS技術による低消費電流化（スタンバイモード

時 200μA）。

充電制御回路：マイコン入力による急速充電回路

初期充電回路：定電流・定電圧制御の初期充電回路

電池情報回路：電池セルの種類・電圧値・電流値検知

スピーカアンプ：BTLアンプで負荷 32 Ω対応

ドライバ：バックライト用ほか

16 ビットシリアルデータによる内部コントロール（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　LQFP-48ピンパッケージ搭載電源 LSI

新機種 FM6234T34 は，単焦点から 3倍ズームまでのコ

ンパクトカメラを対象としたオートフォーカス（AF）モ

ジュールで，従来機種 FM6224T シリーズの後継機種であ

る。この製品の特長は次の機能を実現し，さらに設計の合

理化によりチップサイズを縮小したことである。

™タイミング決定にかかわるセンサを限定できる OR/

AND選択機能（逆光状態や測距時間短縮に有効）

™端子の多機能化による I/O端子数の削減

主な仕様は次のとおりである。

™大きさ： 13.6×6.7×13.4（mm）

™Bf積： 60mm2

™多点測距対応： +－5度の範囲で，測距方向を外部か

らソフトウェア的に設定

図３　高機能化した小形AFモジュール
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素子間の完全分離や高性能・高耐圧デバイスの形成，狭

い分離面積といった特長を有する SOI（Silicon On Insula-

tor）技術は，高機能かつ低コストな高耐圧パワー ICの実

現を可能にする。今回，この SOI 技術を用いたカラープ

ラズマディスプレイパネル（PDP）駆動用高耐圧 ICを開

発した。この IC では出力回路部に高耐圧横形 IGBTを適

用している。この IGBTの適用によるデバイス面積の縮小

および SOI 技術による分離面積の縮小によって，接合分

離技術を用いた既存の ICよりもチップ面積の大幅な縮小

を達成した。この ICの主な仕様は次のとおりである。

最大電源電圧：200V（出力部），7V（ロジック部）

出力電流：－10mA（ソース），＋200mA（シンク）

機能： 64 ビット高耐圧出力部と制御部の回路構成（3）

（2）

（1）
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SOI 技術による高耐圧ドライバ

樹脂モールド形絶対圧センサ

図４　SOI 技術を用いたカラーPDP駆動用高耐圧 IC

CRTモニタは近年，情報伝達，情報処理のマンマシン

インタフェースの核として，企業だけでなく一般家庭にま

で広く普及している。CRTモニタの画面は，増加する情

報量に併せ，大画面化・高精細度化の進展が著しく，駆動

周波数の高周波化が年々進んでいる。富士電機では，この

ような市場動向にこたえるべく，100 kHz を超える駆動条

件に十分対応可能な高速性を持ち，かつ相反するサージ耐

量をも両立させた高速高圧ダイオード ESJA18-08 を製品

化した。主な仕様は次のとおりである。

定格せん頭逆電圧（VRRM）： 8kV

順方向出力電流（IO）： 0.5mA

逆回復時間（ trr）： 45 ns

外　形：φ 2.5×6.5（mm）（4）

（3）

（2）

（1）

ディスクリートデバイス

高精細度モニタ用高速高圧ダイオード

図６　高速高圧ダイオード ESJA18-08

富士電機は 1チップ集積形センサチップを搭載し，自動

車用などのような厳しい環境下での使用に耐える樹脂モー

ルド形の絶対圧センサを開発した。このセンサは金属ケー

スとはんだ，溶接による真空封止構造を用いず，陽極接合

で真空封止構造を形成し，さらに樹脂モールドで容易に組

立ができるようにしたものであり，次のような利点を有す

る。

高気密が容易に実現でき，信頼性が高い。

構造がシンプルであり，低コストである。

さらに EMI 対策を内蔵しており，100V/m，1MHz～ 1

GHz のノイズ環境下でも正常な動作が可能である。

大きさは 48.7×32.2×37.0（mm），質量は29.0 g である。

（2）

（1）

図５　樹脂モールド形絶対圧センサ
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今回，携帯情報機器，通信機器市場に向けた SOP-8 形

パワー MOSFET を開発した。この SOP-8 形パワー

MOSFETは，SOP-8 形パッケージとしては市場初となる

アルミワイヤボンディング技術を適用し，高ワイヤ溶断耐

量と高信頼性耐量を実現している。また，超微細加工技術

適用による低オン抵抗化，ゲート-ソース間ツェナーダイ

オード内蔵による ESD（静電破壊）耐量の向上，アバラ

ンシ耐量向上技術を適用しアバランシ耐量の保証も実現し

ている。

製品の主要定格特性は次のとおりである。

™F7007N（30V，7A，シングルチップ）

™F8006N（20V，5A，デュアルチップ）

82

電子デバイス・半導体

ディスクリートデバイス

SOP-8形パワーMOSFET

インテリジェントパワーMOSFET

高耐圧モールド IGBT

図７　SOP-8形パワーMOSFET

自動車電装システムの小形化に対応するため，従来シス

テム側にて付加していた負荷短絡に対する自己保護回路と，

パワーデバイスを 1チップ化したインテリジェントパワー

MOSFET F5033 を開発した。この素子はパッケージに，

この種のインテリジェントデバイスとしてはいち早く

SOP-8 形パッケージを採用，2チャネル分のチップをパッ

ケージングすることで，さらなるシステムの小形・薄形化

を考慮している。定格および主な特長は次のとおりである。

定　格： 40V，1A，0.6 Ω

自己保護機能（短絡・過熱保護，サージ電圧に対する

保護回路：ダイナミッククランプ回路）内蔵

15 kV以上の ESD（静電破壊）耐量

アルミワイヤ採用による高温実装対応，高信頼性化（4）

（3）

（2）

（1）

図８　インテリジェントパワーMOSFET F5033

近年の民生分野における炊飯器，電子レンジ，電磁調理

器などの白物家電製品の市場動向としては，小形化・高効

率化のトレンドから電源のインバータ化が進んでいる。こ

の市場に対し富士電機は，すでに100V入力系に向けた900

V 耐圧のモールド IGBT を製品化，市場展開してきた。

今回新たに 200V 入力系に向けた 1,700 V 耐圧のモールド

IGBTを製品化した。その適用範囲は 3kVAまでの電圧

共振回路にて，高速スイッチング，低飽和電圧特性を実現

している。その具体的性能は次のとおりである。

製品形式： 1MBH60-170

電圧電流定格： 1,700V，60A

低飽和電圧： Von ＝4V（標準値）

スイッチング特性： t f＝80 ns（標準値）（4）

（3）

（2）

（1）

図９　高耐圧モールド IGBT

関連論文：富士時報　1997.4 p.222-226
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IGBT-IPMは汎用インバータ，NC工作機械などに使用

され，装置の小形化・高信頼性化に貢献してきた。しかし，

従来の IPMは温度検出をサーミスタなどで行っているた

めチップの急激な温度上昇に対応できず破壊するといった

課題があり，また多数の電子部品で制御回路を構成してい

るため，小形化・低価格化には限界があった。これらの課

題を解決し，より高機能・高信頼性で高コストパフォーマ

ンスを実現するために，IGBTチップの接合温度を直接検

出し保護する機能を内蔵し，制御回路をすべて専用 ICチッ

プに集積し大幅に部品点数を削減した世界初のオールシリ

コン IGBT-IPM（Rシリーズ）の開発を行い，600 V/50

～ 300 A，1,200 V/25～150 A の 6 個組・ 7 個組の系列化

を行った。
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パワーモジュール

新形 IGBT-IPM（Rシリーズ）

高耐圧・大容量 IGBTモジュール

大容量 IGBTモジュール（1,200 V 1,400 V/600 A）

図１０　新形 IGBT-IPM（Rシリーズ）（600V/50A）

近年では車両や一般産業分野での大容量電力変換装置に

おいても，高速スイッチング・低損失化が可能で保守・取

扱いも容易なことから，絶縁形 IGBTモジュールが注目さ

れている。富士電機では車両用として必要な絶縁耐圧・信

頼性を確保した1,800 V 系大容量 IGBTモジュール 1MBI

800PN-180 および 1MBI600PF-180（チョッパ用）を開発

した。これらの主な特長は次のとおりである。

NPTチップ採用により，低損失で高破壊耐量特性・

並列接続が容易

750 V 架線 2 レベルまたは1,500 V架線 3 レベルイン

バータへ適用可能な高絶縁耐圧（AC5,400V 1 分間）を

確保

1MBI800PN-180×6 個，1MBI600PF-180×1 個を組

み合わせることにより 1インバータユニットが構成可能

（3）

（2）

（1）

図１１　高耐圧・大容量 IGBTモジュール

近年，産業用インバータなどの電力変換装置において大

容量化の要求が高まっている。今回，富士電機は NPT

（Non-Punch-Through）構造の 1,200V 1,400V 耐圧，電流

定格 600A の大容量IGBTモジュールを開発した。NPT-

IGBTは VCE（sat）の温度特性が正のため，並列接続に適し

ており大容量品に向いている。また，今回開発した製品は

チップ厚の最適化，パッケージ内インダクタンス低減と

チップレイアウト最適化により従来の PT-IGBTと同等以

上の特性を実現した。主な特長は次のとおりである。

電力損失が従来品と同等あるいはそれ以下

VCE（sat）ランク分けなしでの並列接続が可能

従来の 2倍以上の短絡耐量

RBSOA（2×IC 定格），SCSOA（10×IC 定格）

逆回復時のダイオードサージ電圧低減（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　大容量 IGBTモジュール（1,200 V 1,400 V/600 A）

関連論文：富士時報　1997.4 p.237-242

関連論文：富士時報　1997.4 p.231-236

関連論文：富士時報　1997.4 p.231-236
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自動販売機（自販機）を主体とする富士電機の業務用民

生機器は，国内市場を中心に取り組んでいるが，市場の成

熟化や大幅な低価格化などに直面し，販売競争がますます

激化する厳しい状況下で推移した。

主体を占める飲料・食品自販機の1996年（1～12月）の

業界総出荷台数は 38.8 万台で，対前年比 115 ％となり，

ピーク時の1989年（平成元年）以降の低下に対しようやく

回復の兆しとなったが，ピーク時の約76％の状況である。

1997年は，台数比では約105％の伸びで引き続き対前年を

上回る見通しであるが，同金額比では低価格化の影響を受

け横ばいの見通しである。

このように厳しい市況が続く自販機業界にあって，富士

電機は1997年の新商品開発の主要課題として，①自販機の

ロケーション先の維持や新規拡大に貢献できる，②自販機

のオペレーションコストを含むトータルコストの低減に貢

献できる，③環境調和や社会的ニーズにこたえられる，な

どに引き続き取り組み，さらにレベルアップを図った。以

下に，特徴的なものについて概要を紹介する。

瓶・缶自販機は，近年の販売商品の多様化に伴い市場で

販売が急速に伸びる 500mL ペットボトルを販売可能な新

サーペンタインラックを搭載した缶自販機シリーズを開発

した。これらの開発においては，「商品開発アセスメント」

を積極的に推進し，省エネルギー，低騒音化，軽量化など

を強化するとともに，清掃性の改良，部品の種類や点数の

削減など，サービス・メンテナンス性も向上させた。また，

増加する自販機へのいたずらや盗難に対し，構造の強化と

ともに二重ロックなどの新防盗方式の採用を図ったり，夏

季の電力負荷の平準化に貢献できる「ピークカット自販機」

を全機種に採用するなど，社会的ニーズにも取り組んだ。

インドアロケーションを目的とした自販機である「イン

テリアシリーズ」は，屋内空間にマッチしたデザインや構

造，機能が好評で，「省エネルギー」「低騒音化」「ピーク

カット」など最新の機能と性能を盛り込むほか，小規模ロ

ケーションに適した小形の「インテリアミニシリーズ機」，

販売商品・販売動作を見ながら商品を買える「シースルー

自販機」の新形自販機を開発しロケーション拡大の機種充

実を図った。

カップ自販機は，低迷する業界全体を活性化させるため

に，トータルコストダウンや生活者の購買意欲を増す商品

作りに取り組み，新デザイン・新コンセプトの「ニュース

タンダードシリーズ」や「ホット飲料専用機」などを開発

し，小形で使いやすく，多彩な飲料の販売を可能とした。

さらに「省エネルギー」や「味の向上」の研究を続けてい

る。

清涼飲料ディスペンサ，生ビールディスペンサ，自動給

茶器，各種サーバなどのフードサービス関連機器の市場は

継続して伸びを示しており，富士電機はこの分野の商品拡

充を積極的に進めている。清涼飲料および生ビールディス

ペンサについては，手動機，自動機ともに多彩な機種ぞろ

えを行った。今後もファーストフード店や料飲店，コンビ

ニエンスストア，オフィスなどの新しいニーズに対応した

商品開発を推進する。

スーパーマーケット用機器は，業界全体として堅調な需

要のなかナショナルチェーンの系列化を中心として生き残

りをかけた熾烈（しれつ）な店舗間競争となっている。こ

れらに対応し「MAXシリーズ」の充実と拡大およびトー

タルローコスト化に取り組んだ。一方，新たな販路として

期待できる中国市場に着目し，5月から合弁会社を設立し

スタートした。

特機分野のうちカードシステムは，スキーゲートシステ

ム，入退場システム，食堂システムの標準機シリーズの開

発が完了し，今後拡大を図っていく。さらに，「創水関連

事業」や「サービス業向け機器・システムの開発」などの

新事業開拓，新商品開発を積極的に進めていく。

通貨関連機器では，流通業界を中心にコンパクトかつ低

価格な金銭処理機のニーズが強く，この分野に向けた新商

品の開発と，海外向けの入金機の開発を進めている。

以上，関連市場の動向と新商品の開発状況を中心に紹介

したが，富士電機では「環境に優しい商品作り」など社会

や人との調和をめざしつつ，お客様のニーズにいち早くお

こたえしたより良い商品を提供できるよう，なお一層の努

力を傾ける所存である。

業務用民生機器

展　望

自動販売機

スーパーマーケット用機器

特機分野

通貨関連機器
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近年，飲料の種類や容器形態はますます多様化の方向に

あるなか，商品と搬出機構を見せることにより，消費者は

見た商品その物をショーケース感覚で安心して買えるとと

もに，多様な商品の販売動作を見せることにより，消費者

を楽しませることのできるシースルー自動販売機を開発し

た。主な特長は次のとおりである。

缶・紙パック・カップ・ペットボトル飲料およびデ

ザートなどの多様な異形容器商品の姿勢を保ち，優しく

取出口まで搬送するキャッチャシステムを開発

商品の展示効果を高める水平ローディング方式を採用

49種類の商品を容易に選択できるテンキー方式の押し

ボタンを採用

ショーウィンドーショッピング感覚のざん新なデザイ

ン

（4）

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

自動販売機

シースルー自動販売機

「インテリアミニ」シリーズ自動販売機

定量注出清涼飲料ディスペンサ

図１　シースルー自動販売機

今まで，ロケーション開拓の対象にしにくかった20～50

人程度の小規模事業所をターゲットにした屋内設置専用自

動販売機シリーズを開発した。特長は次のとおりである。

執務空間に置いても圧迫感を与えないコンパクトサイ

ズ（高さ 1,400mm，幅 520mm）である。

経費処理できるレベルの低価格機である。

シリーズ構成として，缶ホットアンドコールド自動販

売機，缶・紙パック併売ホットアンドコールド自動販売

機および缶・紙パック併売コールド専用自動販売機の3

機種があり，ロケーションのニーズに合わせて，富士電

機の給茶機（シュンカー）との併設も可能なように寸法

上配慮している。

周囲の環境に調和するおしゃれなデザインである。（4）

（3）

（2）

（1）

図２　インテリアミニシリーズ自動販売機

4 種類の炭酸系飲料の定量注出が可能なディスペンサと，

2種類のチューブ付き BIB（Bag in Box）無糖・果汁系飲

料の定量注出が可能なディスペンサを統一デザインにて開

発した。主な特長は次のとおりである。

ボタンを押すだけで，Sまたは Lサイズの 2種類の定

量注出が行える。

炭酸飲料機は 4 種類のうち 2 種類の飲料について，

強・弱・無炭酸の設定が自由に行える。

オートリンス・マニュアルリンス機能により，いつも

衛生的に管理できる。

2機種で合計 4種類の飲料の同時販売ができる。

コンパクトサイズのため省スペースに貢献できる。

デザインの統一により容易に増設ができる。（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　定量注出清涼飲料ディスペンサ
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飲料の多様化に対応するため，粉末飲料およびレギュ

ラーコーヒー飲料のバラエティ化を図ったホット飲料専用

カップ自動販売機を開発した。本機は缶自動販売機との併

設を狙った幅狭化・薄形化を図るとともにカセット給水対

応も可能としている。主な特長は次のとおりである。

各原料を自由にミックスさせることができるオールマ

イティ飲料の販売対応

ホット飲料の 7オンスカップ販売または 9オンスカッ

プ販売での対応

設置しやすい奥行 600mm，幅 630mmのコンパクト

タイプ化と水道配管が不要なカセット給水対応

集客力があり，商品が選びやすい大形商品フレーバー

カードを採用した扉デザイン

（4）

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

自動販売機

ホット専用カップ自動販売機

牛乳瓶専用自動販売機

図４　ホット専用カップ自動販売機

近年のスーパーマーケット用オープンショーケースは，

店舗間の競争の激しさから，演出性・展示性の向上を強く

求められている。これに対応するため「商品の見やすさ，

取りやすさ」を追求し，お客様や施工する人に対しても優

しい「スーパーマーケット向けオープンショーケースMAX

シリーズ」を開発した。主な特長は次のとおりである。

エアカーテンの吹出し風速分布の改良，ハニカム整流

効果の向上，蒸発器のパターン改良による高効率化によ

り，庫内温度の均一化，省エネルギー化を実現した。

商品補充回数の低減と売切れによる販売機会の喪失を

防止するためデッキ奥行を拡大し，収容量を10％増加し

た。

マイコンコントローラによる高鮮度管理と，電源の

200V 化による電気工事の簡素化を実現した。

（3）

（2）

（1）

スーパーマーケット用機器

スーパーマーケット向けオープンショーケース MAXシリーズ

図６　オープンショーケース MAXシリーズ

近年の健康志向ブームに乗って，機能強化乳飲料（カル

シウム強化など）がヒットしており，かつ環境問題から瓶

飲料も注目されている。これらを背景に瓶入り牛乳の今後

の伸長が期待される。今回牛乳瓶専用の自動販売機を開発

した。主な特長は次のとおりである。

販売商品をシースルー化し，新鮮さ・清潔感をアピー

ルすることができる。

各種形状の牛乳瓶を販売するとともに，ヨーグルトな

どの小瓶も販売可能である。

空き瓶収容部を自動販売機内に設け，空き瓶の回収を

しやすくするとともに，美観を良くする。

狭い箇所でも手軽に設置できるよう，高さも 1,400

mmとコンパクトになっている。

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　牛乳瓶専用自動販売機
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コンビニエンスストア（CVS）業界では，陳列商品の多

様化・他チェーン店との差別化が進んでおり，ショーケー

スに対しても，商品・店舗にマッチした製品ニーズが高

まっている。これに対応するため，展示性・演出性を向上

させた冷凍機内蔵形デザートショーケースを開発した。

主な特長は次のとおりである。

冷気ダクトを側面片側に配置した新ダクト構造の採用

により，ケース前後の両面からすべての商品を見やすく

し，展示性を大幅に向上させた。

マイコンコントローラ制御により，庫内温度管理の精

度向上を図った。

庫内温度異常・ドレン満水アラーム・フィルタ清掃サ

インなどの警報機能装備により，取扱い性を向上させた。

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

スーパーマーケット用機器

コンビニエンスストア向けデザートショーケース

入退場システムの新シリーズ

図７　CVS向けデザートショーケース

1998年 2 月に長野地区で開催される冬季オリンピックに

向けて，スキーゲートシステムの導入が急速に広まりつつ

ある。北海道・ニセコスキーゲートシステムの開発から 5

年目を迎える富士電機ではこの好機をとらえ，スキー場の

要求（省人化・集客力アップ）にこたえ，技術的優位を確

立し，シェアの拡大を図るために，非接触カード（スノー

パス）を用いた新スキーゲートシステムを開発した。主な

特長は次のとおりである。

SS無線方式による高性能データ伝送

スキー客はゴンドラへはスキー板を持って乗車する。

その専用ゲートとして伸縮自在のバー機構の新ゴンドラ

ゲートの開発

スノーパスの自動整列方式の窓口発券機の開発（3）

（2）

（1）

特機分野

スキー場システムの新シリーズ

図８　スキー場システムの新シリーズ

最近の健康ブームに乗って，各市町村では健康プール施

設の建設が急ピッチで進んでいる。この新しい施設では，

プール以外の各種売店，レンタルショップ，サウナなどが

完備しているので，入退場システムの需要が高まっている。

富士電機は市場要求（ランニングコストの低減，身体障

害者対応のシステム作りなど）を的確に把握した新入退場

システムを開発した。主な特長は次のとおりである。

数百回の書換えも可能なリライトカードの採用（従来

は印字付きのプリペイドカードで数十回の使用に対応）

リライトカードでの処理時間を 3秒にした入退場ゲー

トの開発

車いすの使用者を配慮した使いやすい販売機の開発

運営条件により前後両方のメンテナンスが可能な機種

の品ぞろえ

（4）

（3）

（2）

（1）

図９　入退場システムの新シリーズ
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硬貨の受け払いを自動化する釣銭機は，スーパーマー

ケットなどで精算のスピードアップに貢献し，POS の標

準周辺機器として普及してきた。富士電機は，1992年に

CSC60 を発売した後，ユーザーの要求を取り入れて後継

機種CSC 600 を開発した。その特長は次のとおりである。

大きな釣銭容量

補充回数を減らすために，新しい整列収納方式を開発し，

棒金 3本分の容量にした（従来は棒金 2本分）。

薄形な外形

POS と釣銭機の操作部が，オペレータの疲れにくい高

さになるように，高さ120mmと薄形に構成した。

OLE-POS に対応

Windows 用 OLE-POS にも接続可能とした。

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

通貨関連機器

硬貨釣銭機 CSC600

紙幣自動処理機TB1000

自動販売機用リライトカードリーダライタKSN100

図１０　硬貨釣銭機 CSC600

公営競技場における顧客サービス向上のため，窓口の自

動化が普及している。そのなかで富士電機は競技場の経営

効率化のため，釣銭準備金（借用金）の圧縮と補充・回収

の手間の削減を目的に紙幣の還流が可能な紙幣自動処理機

を商品化した。その特長は次のとおりである。

紙幣を縦挿入で一括投入する方式

入金した 3金種の紙幣の現物返却が可能

入金紙幣を釣銭として循環し，釣銭準備金を最少化

機械休止なしで随時補充や回収可能な方式

釣銭計数速度が 5枚/秒と高速処理

幅 180×高さ700×奥行 540（mm）とスリム（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　紙幣自動処理機 TB1000

KSN100 は，遊技場内での景品カードや会員カードに

よる自動販売機の利用を可能とするカード処理ユニットで

ある。特長は次のとおりである。

リライトカードの採用

カードでの販売時に利用情報を繰返し消去・印字が可能

であり，利用者の利便性を高めた。

独自コンセプトのリライトカードユニットの開発

厚さ35mmの薄形・軽量な設計で，景品カード発行機

や POS，台間再プレイサンドに展開し，KSN100 以外に

もその対応機種を増やしている。

万全なセキュリティ

暗証番号の入力と貯玉景品管理システム側ホストマシン

との連携で，万全なセキュリティを確保した。

（3）

（2）

（1）

図１２　リライトカードリーダライタKSN100

表側 裏側
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技術業績の表彰・受賞一覧（1997年）順不同

●日本オゾン協会（技術賞）

「オゾン処理技術」

富士電機（株） 中里　良彦

●（社）計測自動制御学会（新製品開発賞）

「PCベース監視制御システム」

富士電機（株）

●（社）日本水環境学会（技術賞）

「硝化菌を用いたバイオアッセイ技術の確立と

バイオセンサの開発」

（株）富士電機総合研究所 田中　良春

システム事業本部 多田　　弘

〔建設省土木研究所と共同〕

●日本金属学会（技術開発賞）

「ガス分析計用 SiC ウイスカー強化MoSi2

小型赤外高輝度光源の開発」

（株）富士電機総合研究所 南雲　　睦

富士電機インスツルメンツ（株） 宇野　正裕

〔（株）リケンと共同〕

●（社）日本電機工業会・技術功績者表彰（第46回）

会長賞

「300kV 相分離形 GIS の開発」

（株）富士電機総合研究所 岩井　弘美

変電システム製作所 篠原　 弘

発達賞

「磁気記録媒体自動外観検査装置の開発」

富士ファコム制御（株） 木内　哲夫

山梨工場 小林　和昭

「水道水の色相・着色度を計測できる

給水水質モニタリングシステム」

システム事業本部 多田　　弘

（株）富士電機総合研究所 平岡　睦久

奨励賞

「高精度，高分解能レーザマーカの開発」

東京工場 千葉　芳弘

東京工場 折笠　親一

「スーパー 60 ツインブレーカの開発」

吹上工場 内田　直司

大田原工場 高橋　康弘

「無音・電子冷却式システム冷蔵庫の開発と実用化」

富士電機冷機製造（株） 大塚　義則

富士電機冷機製造（株） 清水　孝敏

「食品容器の全面検査装置系列化による

完全無人検査装置の実用化」

東京工場 千葉　芳弘

東京工場 杉山　良雄

「名古屋港西 5区コンテナターミナル向け

大容量電圧変動補償装置の開発」

システム事業本部 安本　浩二

神戸工場 米田　和生

●（社）発明協会・関東地方発明表彰

発明奨励賞

「銀系接点の接合方法」

生産・システム企画室 齋藤　重正

電力事業本部 近藤　一夫

松本工場 今村　清治

吹上工場 秋元　　守

「電磁接触器の分割ケース結合装置」

吹上工場 広田　耕人

吹上工場 木田　幸男

吹上工場 加藤信次郎

富士電機情報サービス（株） 秋池　勝美

「データ伝送方法」

システム事業本部 川口　公二

システム事業本部 中島　千尋

機器事業本部 石井　　靖

「電圧形 PWMインバータの出力電流制限方法」

（株）富士電機総合研究所 柳瀬　孝雄

（株）富士電機総合研究所 藤田　光悦

「レーザ加工装置」

東京工場 新妻　正行

「直接接触式復水器」

電力事業本部 木沢　良弘

「硬貨払出装置」

松本工場 高橋　光伸

「センサ出力測定方式」

松本工場 西部　　隆

富士テクノサーベイ（株） 横山章太郎

「スイッチング電源保護回路」

松本工場 黒田　栄寿

●（社）発明協会・中部地方発明表彰

発明協会三重県支部長賞

「飲料自動販売機のベンドメック取付け構造」

三重工場 上田　治幸

発明奨励賞

「誘導電動機のトルク制限方法」

鈴鹿工場 米澤　裕之

「飲料自動販売機のシロップポンプ制限装置」

三重工場 小池　輝男
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新しい年を迎えて 2

ハイライト’97 4

研究・基盤技術

半導体式加速度センサ

新被ばく線量管理システム

バハマ向け低速大容量ディーゼル発電機

世界最大級のアルミニウム電解用整流設備

浄水の低濁度測定に貢献する微粒子カウント式高感度濁度計

ZYU

光フィールドバスシステムの開発と実証試験

大規模上下水道施設へ適用した情報通信制御ソリューション

技術

統合コントローラMICREX-SXシリーズ

3.2 Gビット/in2 高記録密度磁気ディスク

第三世代 IPM（インテリジェントパワーモジュール）

Rシリーズ

500mLペットボトル販売対応缶自動販売機

2バルブ式定量注出ビールディスペンサ

展　望 ……………………………………………………………… 10

電子デバイス・エレクトロニクス ……………………………… 11

カラーELディスプレイ

有機発光素子

マイクロマシン応用搬送デバイス

高耐圧大容量平形 IGBT

新方式単相高力率変換回路

SMR式無停電電源装置（UPS）

制御・メカトロニクス …………………………………………… 13

複数電動機を駆動する車両用ベクトル制御技術

連続形潮流計算による電圧監視機能

ニューロ応用ダム流入量予測システム

エアバッグ制御用乗員センサ

小形紙幣処理ユニット

環境・エネルギー ………………………………………………… 14

オゾンによる消毒技術

インダクションプラズマトーチ

高出力YAGレーザ切断装置

アキシャルギャップフラックス回転機

真空遮断器の遮断技術

大容量高温超電導電流リード

基　盤 ……………………………………………………………… 16

回転機の部分放電診断技術

回転機における数値解析技法

電磁流量計への三次元電磁界解析の適用

平形 IGBT素子の熱流三次元解析

電力・エネルギー

展　望 ……………………………………………………………… 19

火　力 ……………………………………………………………… 20

電源開発（株）磯子火力発電所新 1号機 600MW発電

設備

輸出用地熱発電設備

東京電力（株）八丈島地熱発電所 3.3MW発電設備

フィリピン・レイテ島マリトボグ地熱発電所

（株）神戸製鋼所加古川製鉄所 58MW IPP 発電設備

ガスタービン制御装置

原子力 ……………………………………………………………… 22

高温ガス炉

原子炉廃止措置

超電導応用施設

水　力 ……………………………………………………………… 23

埼玉県企業局浦山発電所向け 5.2MWフランシス水車・

発電機

パキスタン・チャスマ発電所向け 8×23MWバルブ

水車発電設備

インド・ティースタ発電所バルブ水車・発電機

中国・バイロンタン発電所 6×33MWバルブ水車・

発電機

韓国・チョンピョン揚水発電所およびソヤンガン

発電所のランナ更新

送変電 ……………………………………………………………… 24

コンバインドサイクル火力発電所用変圧器設備

分解輸送変圧器

66 kV 60MVAガス入変圧器

ガス絶縁開閉装置用 266 kV 高性能避雷器

輸出用変電設備

DUG形第二世代ディジタル保護制御装置シリーズ

第二世代ディジタルリレーを適用した 154 kV 変圧器

保護装置

系統制御 …………………………………………………………… 27

山梨県企業局総合制御所向け発電所集中監視制御

システム

中部電力（株）長野営業所向け新型営業所テレコン

電力系統運用情報共有化システム

放射線 ……………………………………………………………… 28

αβランドリモニタ

東北電力（株）モニタリングポスト

高温工学試験研究炉放射線管理システム

生産技術 …………………………………………………………… 18

ドライめっきプロセス装置の実用化

極薄シリコンウェーハの両面鏡面加工技術

高深度地熱タービン用材料の評価

90
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配　電 ……………………………………………………………… 29

東北電力（株）中都市用配電線監視制御システム

（Ａタイプ営業所連係対応形）

関西電力（株）配電系統計画支援システム

東京電力（株）単 3用 Sブレーカ（電流制限器）

新形季節別・時間帯別計器

太陽エネルギー …………………………………………………… 30

中部電力（株）新名古屋火力発電所内サービスビル

太陽光発電システム

シリア・アラブ共和国納入太陽光発電システム

燃料電池 …………………………………………………………… 31

100 kW燃料電池発電装置

副生水素利用 100 kW燃料電池発電装置

新形 100 kW燃料電池発電装置

展　望 ……………………………………………………………… 32

パワーエレクトロニクス・電力変換 …………………………… 33

来島大橋架橋ウィンチ用電気設備

大阪ガス（株）向けガバナステーション用無停電電源装置

大形圧延設備の自動寸法制御・加熱制御

鹿島電解（株）向け電解用直流電源設備

海外向け直流アーク炉電源設備

ソーダ電解用多出力形サイリスタ整流装置

（Ｓフォーマ）

情報機器・システム ……………………………………………… 35

KFダイナミックファジィクレーンシステム

（簡易タイプ）

紡糸機用新スキャナシステム

産業プラント用統合パソコンHCI システム

可変速駆動システム ……………………………………………… 36

PROFIBUS 駆動制御システム

連続焼鈍設備用電気品

石油化学プロセス向け可変速制御装置

発変電システム …………………………………………………… 37

輸出用 161 kV 50 kAガス絶縁開閉装置

66 kV New C-GIS 受変電設備

回転機 ……………………………………………………………… 37

可搬式精密制御回転震源装置

形鋼ミル用インバータ駆動誘導電動機

回転機内部の有限要素法による流体解析

電気式大形ホイールローダ用電気品

電気加熱 …………………………………………………………… 39

脱亜鉛誘導溶解システム

軟接触次世代連続鋳造設備用電源装置

浮揚溶解法（CCLM）による非金属介在物の除去

公共・社会システム

交　通

展　望 ……………………………………………………………… 42

電気鉄道地上システム …………………………………………… 43

東京都交通局西新宿変電所変電設備

京成電鉄（株）津田沼変電所受変電設備

京阪電気鉄道（株）石山変電所受変電設備

日本鉄道建設公団舞阪変電所受変電設備

日本貨物鉄道（株）川崎車両所輪軸格納装置

長野行新幹線ホーム安全柵駆動用リニアモータシステム

車両システム ……………………………………………………… 45

東海旅客鉄道（株）700 系新幹線用主変換装置

東海旅客鉄道（株）700 系新幹線用主変圧器

東海旅客鉄道（株）700 系新幹線用主電動機

山陽電気鉄道（株）5030 系車両駆動用電気品

次世代通勤電車用直接駆動システム

E217 系電車側引戸駆動用リニアモータシステム

設備・機器 ………………………………………………………… 40

新形ミニUPS「Hi シリーズ」

改良形UPS「UPS600-B シリーズ」

富士通（株）明石新センター向け大容量無停電電源設備

クリーンルームシステム

製薬分野向けクリーンルーム設備

新形クリーンルーム機器

展　望 ……………………………………………………………… 47

上下水道 …………………………………………………………… 48

大規模無人ポンプ所向け監視制御システム

愛媛県大三島町宮浦浄化センター太陽光発電システム

埼玉県企業局納入トリハロメタン計

群馬県企業局向け工業用水統合監視システム

開放形低周波帯低騒音電動機

降雨情報システム

大容量高調波レスVVVF装置

高調波抑制システム

高濃度オゾン発生装置

社会システム ……………………………………………………… 51

日本電信電話（株）向け双方向電力変換装置

埼玉県防災拠点用太陽光発電装置（30 kW）

東京湾横断道路向け排水処理設備・計測設備

車両分離器

日本道路公団向け大形ディスプレイ装置

トラックスケールデータ処理システム

産業用システム・機器
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計測・情報・通信・制御システム

汎用機器

展　望 ……………………………………………………………… 67

プログラマブルコントローラ …………………………………… 68

プログラマブルコントローラ SPH300/SPS

プログラマブル操作表示器 SUG/SUS

統合プログラミング支援システム SES300

器　具 ……………………………………………………………… 69

新形民生用電磁接触器FCシリーズ

高感度コンタクタ SJ-0G シリーズの機種拡充

コマンドスイッチの機種拡充

電子化機器保護用サーキットプロテクタ

UL・CSA規格認定配線用遮断器FAB

輸出専用の漏電保護リレー

交流電力調整器 PWM-APRシリーズ

コージェネレーション用高速度真空遮断器

真空遮断器の新シリーズ

小形スーパータイマ

溝形磁気近接スイッチ

寒冷地向け感震器搭載形マイコンメータコントローラ

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 73

新形パーモシンモータ

冷凍ユニットクーラ用有圧換気扇

工作機械用スピンドルモータ

速度サーボアンプRYG-Vシリーズ

低電圧指令対応サーボアンプ

工作機械用スピンドル駆動装置FRENIC5000MS5

大容量 IGBTインバータ

汎用インバータの低電圧指令対応

20 kW汎用加熱インバータ

グループウェア応用による日常業務パッケージ

ExchangeUSE

コンサルティングフレームワークBision Frame

（ビジョンフレーム）

展　望 ……………………………………………………………… 53

コンピュータ・コントローラ・ネットワーク ………………… 54

サーバGRANPOWER 7000 シリーズ

組込形パソコンCompocle の強化

産業分野向けコンポーネントウェアESY VBRKIT

小規模監視システム NEOPDS

光フィールドバスを用いた中小規模監視制御システム

EIC 統合ユニットタイプコントローラACS-2000

PROFIBUS 応用製品

ボード形アドバンスト制御コントローラ

インテリジェント PIO装置（IPU）の高機能化

イントラネット対応文書管理システム

マルチメディア巡回点検システムM3reco

（エムキューブレコ）

マルチメディアテレメータFTDM

計測・制御システム ……………………………………………… 58

火力発電設備の計測・制御システム

セメントプラントの計測・制御システム

製鉄所ユーティリティ設備の制御システム

製鋼設備の計測・制御システム

鉄鋼中小プラントの計測・制御システム

石油オフサイト設備の計測・制御システム

光フィールドバスシステム機器の開発とフィールド

実証試験

ガス設備の計測・制御システム

化学プラントの計測・制御システム

酸素製造プラントの計測・制御システム

食品・薬品プラントの計装・制御システム

ごみ処理施設の計測・制御システム

計測機器 …………………………………………………………… 62

新形超音波流量計（設置形）

新形電磁流量計 コンパクトフロー

小口径フランジ形発信器FCX-Aシリーズ

ポータブルCP計（ZFX）

ダイオキシン対策用分析装置（ZSQ）

ジルコニア式酸素計変換器（ZRY）

ビジョン・レーザ関連 …………………………………………… 64

ラスタスキャン形二次元コードレーザマーカ

レーザ微細加工装置F3000 シリーズ

超高解像画像処理装置メガスキャンFAY-1000

CIM/FA …………………………………………………………… 65

電動機組立工場の物流システム

でんぷん食器焼成装置（ポテアース 1号機）

飲料会社における広域物流管理システム

運輸会社における高速荷物自動仕分システム

情報機器関連コンポーネント

展　望 ……………………………………………………………… 76

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 77

第二世代レーザゾーンテクスチャ媒体

窒素添加アモルファスカーボン（a-C：N）保護膜

ガラス媒体

感光体・特機 ……………………………………………………… 78

長寿命有機感光体

高速複写機用有機感光体

メッセージELディスプレイ
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業務用民生機器

展　望 ……………………………………………………………… 84

自動販売機 ………………………………………………………… 85

シースルー自動販売機

「インテリアミニ」シリーズ自動販売機

定量注出清涼飲料ディスペンサ

ホット専用カップ自動販売機

牛乳瓶専用自動販売機

スーパーマーケット用機器 ……………………………………… 86

スーパーマーケット向けオープンショーケース

MAXシリーズ

コンビニエンスストア向けデザートショーケース

特機分野 …………………………………………………………… 87

スキー場システムの新シリーズ

入退場システムの新シリーズ

通貨関連機器 ……………………………………………………… 88

硬貨釣銭機CSC600
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業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送システム，汎用インバータ，サーボシステム，

加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，FAシステム，電話自動

選択着信装置，レーザ応用装置，ビデオセンサ応用装置，工業計測制御機器，分析機器，放射線計測機器，OCR，磁気記

録媒体，複写機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，サイリスタ，シリコン整流素子，集積回路，パワーハイブ

リッド IC，サージアブソーバ，半導体センサ，スイッチング電源

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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五つの事業分野を核として、
新しい技術の時代を
拓こうとしています。

21世紀に向かって、
富士電機は、今、
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