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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。
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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）
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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）

AC100V

AC200V

AC200V

切
換
器 

切
換
器 

整流器 

蓄電池 

M

遮断弁 

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。
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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。
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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
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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）
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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
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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
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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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FORS- 
5000

FORS-2000

可変速駆動装置
 

MFC

中央 
セクション用 
ICS-2500S

入側 
セクション用 
ICS-2500S

ローダ 

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）
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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



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




