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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



5

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。
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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。
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