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本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
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釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

基本構成 各種電子部品のレーザ適用例 

インクレス，超微細文字のマーキング 

樹脂製品のレーザ適用例 

シルク印刷・ラベルレス化 

機械部品，工具類のレーザ適用例 

フロン洗浄，エッチング廃液処理不要 

ドライライターとは，従来のウェットマーキ
ングで使用していたインク・溶剤・フロン
などを必要としないレーザマーキング
装置の当社登録商標です。 
環境問題対策コストに大きく貢献します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同パターン繰返し印字対応 

ドライライター2000シリーズ 
　   ドライライター2100 / ドライライター2000 / 　  ドライライター2200

印字パターン随時変化対応 大容量データ高速印字対応 
NEW NEW

●業界一の超小型ユニット， 

既存設備への組込みが容易です。 

●高品質・高精度マーキングが可能。 

深さ均一制御機能を搭載。 

●FAインライン対応，随時変化する 

大量データのマーキングに対応。 

●ワープロタッチのパソコンにより 

簡単操作。パソコンレス運転も可能。 

●二次元コードマーキングが可能。 

●全国22か所保守拠点完備。 

エコロジーマーキング インク・溶剤・フロンを一切使用しない 

ここまで小さく， 
ここまで精密。 

OA・家電樹脂筐体のレーザ適用例 

リサイクルが必要なOA・家電樹脂筐体 
（ABS，PSなど）に直接マーキングできます。 

お問合せ先：電機システムカンパニー 情報システム事業部 精密FA部 電話（03）5435-7079/（06）6455-3930/（052）204-0294
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パラダイムの変化に対応した新しいコンセプトを作るこ

とが求められている。如何にマーケットに受け入れられる

コンセプトを作るかが第一であり，更に重要なことはその

目標に向かって初志を堅持することである。そのため強固

な信念とリーダシップが不可欠である。コンセプトが明確

に設定されれば，ハードルが高い目標でも技術は必然的に

ついてくる。最終的には，それが勝者となる。大切なこと

はグローバルな環境でこれを実現することである。欧州の

携帯電話システムに学ぶ教訓である。

グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション

（GSM：Global System for Mobile Communications）は欧

州で標準化され，現在世界のデファクトスタンダードとなっ

ている携帯・自動車電話である。1982年に欧州 CEPTの

下に委員会をスタートさせ，10年の歳月を要し1992年にサー

ビスを導入し，1998年12月末で採用国数は 129 か国，採用

事業者数は 323 事業者で，世界の加入数 1億 2 千万加入

（1999年 9 月で 2億加入）に達している。2000年において

世界の予測加入数 5億の半数を超えると予測されている。

GSMの通称名は当初はGroup Special de Mobile と呼ばれ

る欧州での当時の次世代システムの標準化ワーキンググルー

プの名前であったが，世界のデファクトスタンダードとな

り名称が変更された。欧州発のこのシステムがなぜ世界の

事実上の標準化システムとなったかを振り返って見よう。

欧州では，それまで，ノルディック諸国の標準システム

である NMT-450，フランスの標準システム Radicom2000，

ドイツの標準システムC-netz，英国の標準システムTACS

など各国でそれぞれ独自のシステムが導入されており，欧

州内の移動において，自動車電話が共通に使用できないこ

とに不便さが顕在化していた。更に，1980年代初めの欧州

は経済の復興を課題に，1992年 1 月の欧州市場統合に向け

て，欧州産業の活性化のために 2つの新たな産業の育成を

ねらいとした。１つは欧州共通の新しいディジタルセルラー

システムであり，他の 1つはエアバスであった。前者は特

に，日本のベンダーが端末の生産を独占することに危機感

を持ったことに動機があり，後者は米国の航空機産業の独

占に対抗することであった。

新ディジタルセルラーシステムは単に新しいディジタル

システムの実現ということではなく，２つの明確なコンセ

プトが設定された。その 1つは国際ローミングであり，も

う 1つは SIMカードである。ローミングとは，移動通信

で用いられる特殊な用語で，国や地域，さらに事業者にま

たがって 1つの端末が共通に使用できることである。SIM

カードは加入者の番号をカードに書き込み，どの端末でも

カードを挿入することにより自分の端末とすることが可能

となる方式である。現在においても GSM以外では，端末

と番号は括付けとなっており，構造的にもシステム的にも

分離はできていない。SIMカードにより，ユーザは腕時

計を選ぶように端末を自ら選択できることとなる。ユーザ

から見て当然のこの 2つの要求は，実現の上では実にさま

ざまな困難な課題に遭遇した。番号，課金，情報システム，

端末の大きさとコストなどシステムの根幹に係わる事項で

ある。わが国でも PDCや PHS で目標の課題として議論さ

れたが，今もって実現されていない課題である。GSMも

このコンセプトの実現に当たって順調に推移した訳ではな

い。英国は欧州での覇権を取るため独自の提案を行い，

GSMには必ずしも前向きではなかった。そのため GSM

は何度か挫折しそうになった経緯がある。しかし，フラン

スとドイツを中心とした閣僚級の折衝により当初のコンセ

プトを堅持したことが特筆に値する。ここにリーダシップ

の役割がある。更に，GSM MoU という事業者間協定や

IPRのプールなど多くの仕組みが作られた。

技術的に見れば，ネットワーク構造としてレイヤー構造

が採用され，無線では TDMA（時分割多重）と等化器の

導入が移動の中で提案された。これらは従来の常識にはな

い新しい概念であり，大方の予想を裏切り成功させたこと

が記憶に新しい。

欧州はその後も市場統合から通貨統合という困難な課題

に向かいつつ，移動通信のシステムの展開を Building on

GSMおよび Phase proofing の考え方により長期的なイン

フラとして位置付け，成長させている。

マーケットの視点に立ったコンセプト作り，グローバル

な環境でのコンセンサス作り，それらをドライブするリー

ダシップと仕組み作り，そして実現するための技術構築と

いうストリームである。この中で既成の概念や常識を打ち

破ることが必要である。最終的には理念であり信念であり，

それに基づいた行動である。

技術開発と
コンセプトブレーキング

服部　　武（はっとり　たけし）

上智大学理工学部教授 工学博士
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携帯電話・PHS（Personal Handyphone System）の利

用者が 5,000 万人を超え，インターネット人口が 1,500 万

人を超えるなど，ここ数年間の通信端末の普及には目を見

張るものがある。普及とともに利用料金の低下も加速され，

これらの技術がごく身近なものとなってきた。携帯電話や

インターネットの普及がさらに技術開発を促進し，新技術

が一段と普及を加速し，それを支える技術が関連技術に影

響を与え，通信技術全体がスパイラルアップで進化してい

る。富士電機の事業領域においても，インターネット技術

や無線技術による既存商品の付加価値向上，新サービス提

供がますます必須（ひっす）なものになってきている。

本特集では無線応用にフォーカスし，そのなかで小電力

無線を使った特定エリアにおける各種応用について紹介す

る。また本稿では，無線ネットワークの現状と展望を述べ

る。

無線ネットワーク技術の現状

携帯電話系ではPDC（Personal Digital Cellular），cdma

One（cdma：code division multiple access），PHS がサー

ビスされており，さらには IMT-2000（International Mo-

bile Telecommunication 2000）が2001年度にサービスが

開始される予定である。無線アクセス系としてミリ波や，

マイクロ波を適用した FWA（Fixed Wireless Access）

などのサービスも検討されている。これらのインフラスト

ラクチャー（インフラ）は広域ネットワークを組むうえで

は必須なものであり，PDC，PHS については適用事例も

数多くある。しかしながら施設内の自動販売機の売上デー

タ管理など実際の場面では，携帯電話や PHS の電波が届

かないなどの理由で使用できなかったり，運用費用の面で

適用が困難だったりする。

ガスや電力の集中監視用途の例では，特にマンションな

どの集合住宅において有線配線が困難・非効率であったり，

需用家の ISDN（Integrated Services Digital Network）

への切換時の対応，携帯電話や PHS のみで固定電話がな

い需要家などへの対応が有線回路では難しい場合が多く，

その対策として無線技術の適用が検討されている。

米国でよく言われるラスト 1マイル問題の日本版として

富士電機では，いわゆるラスト 100m領域に注目し，そこ

で起きるさまざまな問題に対しての無線ソリューションを

提供してきた。この領域では分散設置された各種端末のデー

タ伝送を実現するうえで，エリア内については無線局免許

が不要，通信料が不要の 2点が普及のうえでの必須要件に

なる。図１に位置づけを示す。

以下に，ラスト 100mの無線通信を必要とし，適用が有

効な代表的な二つの利用分野を中心に状況と課題を述べる。

２.１ 自動販売機分野

1999年度で日本国内には飲料自動販売機が約 250 万台普

及している。自動販売機の普及はめざましく，利用者にとっ

ては便利な環境にあるが，設置台数，販売品種の増加に伴

い商品補充効率の向上，商品の高度品質管理，コイン詰ま

りによる販売機会損失対策など，ボトラー，オペレーター

にとっては解決すべき課題も増加している。

このような課題に対して自動販売機にネットワークを接

続したオンライン管理の試みが以前からなされてきた。オ
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ンライン化のメリットは理解しながらも，適切な通信手段

がなかったり，通信料負担が大きすぎたりで，普及がなか

なか進まなかった。富士電機では1991年，名古屋駅に 400

MHz 特定小電力の無線 POS（Point of Sales）を導入し，

駅構内自動販売機のオンライン化を実現した。その後同種

のシステムを継続納入している。しかしながら，電力が小

さいこと，設置場所が自動販売機に限定されることもあり，

エンジニアリングに手がかかるなど改良の必要があった。

携帯電話や PHSによる POSシステムなどの試みもなされ

ている。しかしながら自動販売機設置場所まで電波が届か

なかったり，基本料金，通信料金が高く採算が合わないな

ど課題が多い。

前述の状況に対し富士電機では，2.4 GHz 帯 SS（Spread

Spectrum）無線を利用したバケツリレー式のマルチホッ

プ無線ネットワークを開発した。このネットワークは無線

のみでネットワークを構成できるため設置工事が簡略化で

きる。電波が届かない所は必要に応じて中継機を設置する

ことでエリアの拡大を可能としている。また，無線機自身

が自動的に構成を確認するとともに，通信品質の変化に対

応して中継ルートを自動的に決定できるようにした。伝送

速度を若干犠牲にしてもロバスト性が高く，無線の知識が

なくても簡単にシステムが組める無線ネットワークに仕立

てている。高速道路のパーキングエリア，ビル内設置の自

動販売機など特定のエリアに複数の自動販売機が設置され

ている場合の自動販売機管理に適用し，好評をいただいて

いる。

最近ではカードによる職域内 EC（Electronic Com-

merce）システムの導入が進みつつあり，入退出管理，食

堂管理などとともにシステムの一部を構成する自動販売機

でも決済の自動化や紛失カードチェックのためネットワー

ク接続が必須なものとなりつつある。また，交通関係にお

いては磁気カード定期券のワイヤレスカードへの移行が決

定されており，2001年度には急速に導入が進む予定である。

定期券がワイヤレスカード化されるのに伴い，駅構内での

自動販売機でも同一カードで商品が購入できる自動販売機

の提供も検討中である。

ネットワーク構築上で電話回線利用時の初期費用低減と

工事簡略化を実現する手段として，PHS あるいは携帯電

話のパケット通信を利用したネットワーク化の試みがなさ

れ効果があることが確認されつつある。インターネットの

普及によるネットワーク・機器の標準化に伴い，センター

設備，利用回線の都合上からもインターネットの標準手順

であるTCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet

Protocol）手順の機器組込み技術が必須なものとなりつつ

ある。

２.２ ガス集中監視分野

ガス供給事業分野においては，安全性確保のために「マ

イコンメーター」が普及し安全性向上に大きな効果をあげ

ている。通信機能が付加されているマイコンメーターは，

各種ネットワーク接続による通信機能を利用して，さらな

る安全性向上のためガス異常使用時の監視センターからの

電話による確認サービス，外出先から監視センターに電話

依頼することによる遠隔遮断など，新種のサービスが提供

されるようになってきている。また，ガス事業者にとって

も自動検針化が図れるというメリットもある。

ガス集中監視分野においては LPガス業界での加入者回

線利用によるセンター監視を中心に推定で約 400 万件（約

15 ％）を超える普及状況にある。LPガス業界においては

システム導入により，ガス事業者にインセンティブを与え

るなどの施策により，2003年には 70 ％の普及をめざして

いる。また，都市ガス業界においては大手都市ガス事業者

が自動検針システムの導入を計画するなど今後，普及が見

込まれる。ガス集中監視における加入者回線利用において

はインターネットの普及に伴い，需要家のアナログ回線か

ら ISDN 回線への切換により，それまで設置していた

NCU（Network Control Unit）が使用できなくなる事態

が発生している。また，ISDN切換に伴い，NCUの配線

変更や設定変更が必要になるなどの問題が発生してきてい

る。さらに普及を阻害する大きな要因として，集合住宅な

どのように工事自体が困難な場合があることである。最近

の携帯電話や PHS などの普及による固定電話のない世帯

の増加なども対応を難しくしている要因の一つである。

このような問題に対処すべく，関連省庁の指導のもとに

各種対策の検討が行われている。高圧ガス保安協会を中心

として，集中監視システム研究委員会のもとに技術検討会

が設置されて活動を行っている。そのなかで，有効な技術

として無線技術適用があがっている。しかしながらガス集

中監視の場合，通信装置の電源確保がきわめて困難であり，

電池駆動にしてもメータの検定サイクルに合わせた長寿命

化，小型化など困難な問題が数多くあるのが実情であった

が，大手都市ガス事業者が低消費電力型無線機を開発（富

士電機も共同開発に参加）した。今後，ガス業界全体への

普及が期待される。そのほかに，PHS による集合住宅の

集中監視，携帯電話のパケット通信サービスを利用した無

線機が開発されるなど，状況に応じたシステム対応が図れ

るようになってきている。

２.３ その他の応用領域

本特集でも取り上げる，他のアプリケーションについて

概要を紹介する。

スキーゲートシステムへの適用

SS無線パケットネットワークは自動販売機 POS用途以

外でスキーゲートシステムにも適用されている。広大なス

キー場のいろいろな場所に分散設置されている機器間を接

続するネットワークとして好適であり，設置工事がきわめ

て簡単な点で好評をいただいている。2.4 GHz 帯は雨，霧

などの影響もほとんど受けず，スキー場のようにあまり障

害物がない場所では有効に活用することが可能である。

電力モニタ用ネットワークへの適用

富士電機では SS 無線パケットネットワークを電力使用

量の計測用ネットワークへ適用した。環境保護の高まりか

（2）
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ら電力の有効活用，省エネルギーが脚光を浴びているが，

工場などで実際に電力計測を細かく行おうとすると計測ポ

イントが多くなり，自動化まで目標にすると，そのための

ネットワーク構築費用が大変である。富士電機ではクラン

プ式のセンサと SS 無線パケットネットワークを組み合わ

せ，簡易電力計測システム「EcoPASSION」を商品化し

た。無線を利用することにより安価で，設置・移設が容易

であるという点で，採用されたお客様から好評をいただい

ている。無線を使用するうえでは現地調査が避けられない

が，特別な無線の知識がなくても簡単に扱えるエンジニア

リングツールも用意している。

これらを支える小電力無線技術の動向について以下に簡

単に説明する。ここでは上記 2点の要件を満たす無線とし

て，400MHz 帯と 2.4 GHz 帯についての状況を説明する。

２.４ 小電力無線技術の動向

無線は利点とともにデータ通信用としては致命的な欠点

を有している。利用環境によって電波伝搬特性が変化する

ことである。例えば携帯電話はインフラが相当に普及して

いるといっても，場所と利用方法によっては会話が途切れ

がちになったりするのは携帯電話ユーザーのだれもが経験

していることである。無線通信は電波伝搬という物理現象

の制約のうえで成立する技術であるので，適用方法を誤る

といかにプロトコルに工夫を凝らしても救いようがない場

合がある。小電力無線についてもまったく同様であり，ア

プリケーションに応じた設計が必須となる。

無線利用のニーズの高まりに合わせ，（社）電波産業会

（ARIB）を中心にこれら小電力無線の規格改定について

の審議が進んでいる。具体的には 400MHz 帯の用途限定

の緩和，2.4 GHz 帯の周波数拡大などがあげられる。

400MHz 帯特定小電力無線

400MHz 帯においては無線設備の技術基準について制

度創設から10年を経過し，周波数の逼迫（ひっぱく），ニー

ズに応じた周波数利用の推進，新しい利用形態への対応の

必要性があった。郵政省は1999年 5 月に電気通信技術審議

会に小電力無線設備の技術的条件について諮問し，1999年

11月末に電気通信技術審議会の一部答申を受けた。それに

よると，テレメータ，テレコントロールおよびデータ伝送

用と，用途別に分かれていた周波数の統合と共用，キャリ

アセンスレベルの引上げによる混信の回避と，周波数の繰

返し利用が可能となった。

用途制限の緩和を追い風に，富士電機はガスの集中監視

において蓄積した回線設計技術と，数年間の電池駆動が可

能な間欠動作プロトコル技術を，ホームオートメーション

実現の一つの有力技術と位置づけ，アプリケーションの拡

大を狙う。

2.4 GHz 帯小電力データ通信システム

2.4 GHz 帯を使用する小電力データ通信システムは，利

用周波数の拡大や伝送速度の高速化などシステムの高度化

へのニーズに対応するため，1999年 3 月に電気通信技術審

議会で答申がまとめられ，同年10月に電波法関係省令の改

正が行われている。主な改正点は，2,400MHz から 2,483.5

MHz の周波数が割り当てられたことであり，複数チャネ

ルの利用が可能となった。これにより欧米とほぼ共通の周

波数帯が確保され，現在 Ethernet ベースの無線 LANが

急速に普及し始めている。なお，基幹回線としては有線

LANを利用する。富士電機は無線機技術の高度化の恩恵

を享受しつつ，有線 LANなしでネットワークが構築可能

な特徴を武器に，アクセス網や LANの補完ネットワーク

として，アプリケーションの拡大を狙う。

無線ネットワーク技術の展望

アクセス系無線については FWA（Fixed Wireless Ac-

cess），MMAC（Multimedia Mobile Access Communica-

tion Systems）などの超高速無線アクセスの普及などが期

待される。携帯電話については IMT-2000 で 384 kbps か

ら 2Mbps 程度の高速インフラが提供されるようになる。

有線については ADSL（Asymmetric Digital Subscriber

Line），FTTH（Fiber to the Home）など通信インフラは

まだまだ発展し，通信を利用したサービスについても大き

な発展を遂げるものと予想される。

近距離無線データ通信技術については，「Bluetooth」技

術や，ミリ波利用の AV伝送システムなど実用化が間近

の低価格伝送技術が発表されている。これらはラスト10

m問題のソリューションといえ，既存のケーブルをなく

し利便性を高める技術である。

以上述べたように，上位系からは各種アクセス系がどん

どん提供され選択肢がますます増えてくる。下位からは

Bluetooth のようなケーブル置換えの技術が利用可能になっ

てくる。技術の流れは高速化，低価格化である。ケーブル

置換えへの適用と，アクセス系との接続による新しい価値

の創造が重要になる。有線・無線のネットワークがシーム

レスに接続され，Everything on IP の方向に向かうのも

また確実であろう。

富士電機は関連業界の売上げ増，保守・維持経費削減，

環境保護に対しても通信によるソリューションが有効であ

ると考えており，これら通信技術を利用した新種サービス

の提案が重要になってくると考えている。また，インター

ネット，ECとの親和性も必要と考えている。

あとがき

高速ネットワークが低価格で提供される環境が整ってき

ており，高速性を生かして画像・音声を含むマルチメディ

ア技術適用などもユーザーニーズ実現の解決の一助になる

と考えている。急激な勢いで変化しつつ進化するインフラ

の有効活用と，それらとの親和性，公共のインフラでカバー

しきれない範囲への私設ネットワークもまた必要であろう

と考える。ラスト 100m問題解決の無線技術がインフラ

の補完技術となるべくアプリケーション適用と，技術開発

を進めていく所存である。

（2）
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自動販売機の制御システム開発設

計に従事。現在，三重工場電子制

御部課長補佐。
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まえがき

最近，無線を利用した自動販売機システムの導入が増え

つつある。

その一つにオンライン式自動販売機情報収集システムが

ある。このシステムは，自動販売機の運用管理業務の効率

化を目的としたものである。これまでも通信手段に電話回

線などの有線を利用したシステムの導入が試みられてきた

が，自動販売機の設置場所にて配線工事ができないという

課題があり，普及の阻害要因となっていた。そこへ無線を

利用することで対応が容易となり，システムの導入事例が

増えてきている。

また別のアプリケーションとして，小額の買物を対象と

した電子マネーシステムがある。現在，実証実験が各地で

進められており，自動販売機もその対応が必要となってい

る。このシステムにおいても，電子マネーの決済情報など

の収集のためセンター装置との通信が必要で，通信手段に

対応が容易な無線が使われる場合が多くなってきている。

これらは最近，急速に普及している携帯電話や PHS

（Personal Handyphone System）などの無線を用いたデー

タ伝送が経済的にも利用できるようになったことに起因し

ている。

富士電機では，これまで無線を利用した自動販売機情報

収集システムや電子マネー対応自動販売機システムなどを

業界に先駆け開発してきた。

本稿では，そのシステムに利用している無線の種類と各

種自動販売機システムについて紹介する。

無線の種類

自動販売機システムで利用している無線の種類を図１に，

また，その仕様比較を表１に示す。

２.１ 公衆系無線

公衆系の無線として PHS や携帯電話のパケット無線が

ある。これらの無線は，サービスエリア内であればどこで

も使用可能であるが，契約料や通信料などのランニングコ

ストが必要となる。営業所（支社）管内など広域に設置さ

れている自動販売機を対象にしたシステムに使用される。

パケット無線は，サービスエリアが広く一つのセンター

装置にて比較的多くの自動販売機の対応ができる特徴を持っ

ているため，対象の自動販売機台数が多い場合などに適し

ている。その反面，センター設備にコストがかかるため対

象自動販売機が少ない場合は割高となる。
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杉野　一彦（すぎの　かずひこ）

PHS 
（公衆網） 

携帯電話 
（パケット無線） 

特定小電力無線 
（データ伝送） 

公衆系 

SS無線 

自営系 

図１　自動販売機システムに使用している無線の種類

表１　無線の仕様比較 

分類 公衆系 

項目 

周波数帯 

データ 
　レート 

送信電力 

送信時間 
　　制限 

キャリヤ 
　センス 

サービス 
　エリア 

筐　　体 
（きょう　 
　　たい） 

自営系 

PHS 
（公衆網） 

1.9GHz

32kbps

平均10mW 
以下 

なし 

～300m程度 

アンテナ 
一体型 

携帯電話 
（パケット 
無線） 

800MHz

9.6kbps

800mW

なし 

～5km程度 

アンテナ 
別置 

特定小電力 
無線 

（データ伝送） 

400MHz

4.8kbps

10mW以下 

40秒送信 
2秒休止 

必要 

～300m程度 
屋内で優位 

アンテナ 
一体型 

SS無線 

2.4GHz

1Mbps

10mW/MHz 
以下 

なし 

なし 

～300m程度 

制限なし 
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PHS は，通信速度が速いという特徴を持っているため

通信データ量が多い場合などに適している。ただし，パケッ

ト無線よりサービスエリアが狭い。

２.２ 自営系無線

自営系の無線として特定小電力無線や SS（Spread Spec-

trum）無線がある。これらの無線は，通信料などのラン

ニングコストや免許が不要であるが，電波の出力が弱く通

信可能な距離が短い。したがって，自動販売機とセンター

装置が直接通信できず，各自動販売機自身が中継機となり，

データを中継しながら通信を行う必要がある。駅構内，ビ

ル，オフィス，工場など閉域に設置されている自動販売機

を対象にしたシステムに使用される。

特定小電力無線は，使用している周波数帯（400MHz 帯）

の特性上，電波の回り込みが期待できるという特徴を持っ

ており屋内での使用に適しているが，伝送速度が遅いため

データ量が多い場合には使用できない。

SS 無線は，伝送速度が速いという特徴を持っているた

め，データ量の多い場合やリアルタイム性が必要な場合な

どに適している。しかし，比較的高い周波数帯（2.4 GHz

帯）を使用しているため，あまり電波の回り込みが期待で

きなく，屋内などで電波の伝搬がしにくい場合は，中継機

などの設置が必要となる。

SS無線モデム

富士電機では，これまで自動販売機システムに対応した

特定小電力無線モデムや SS 無線モデムを開発している。

さらに今回は，新たに通信の高速化，小型化などを目的と

して新型 SS 無線モデムを開発した。その SS 無線モデム

の仕様を表２に，センター装置用と自動販売機用の外観を

それぞれ図２と図３に示す。自動販売機用は自動販売機本

体から給電する方式としている。また，システム導入時の

トータルコストを抑えるため，マルチプレクサを同時に使

用することにより，1台の SS 無線モデムに最大 4台の自

動販売機を接続可能としている。

この SS 無線モデムには，独自に開発したフレキシブル

無線ネットワーク機能を内蔵している。このフレキシブル

無線ネットワークは，各無線機が自動で通信可能な無線機

を検出し，最適な中継ルートを形成してデータ伝送を行う。

また中継の際，通信障害が発生した場合は中継先を変えて
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表２　SS無線モデムの仕様 

分類 
センター装置用 

項目 

無
線
部
仕
様 

通
信
端
末
間
仕
様 

自動販売機用 

送 信 出 力  
10mW/MHz 
周波数：2.4GHz帯（ISMバンド） 

通 信 方 式  SS（スペクトラム拡散） 

変 調 方 式  DS（ダイレクト拡散） 

伝 送 速 度  1Mbps

環
境
仕
様 

無線通信距離 約300～500m（設置条件により異なる） 

規　　　　格 RS-232C準拠 

制 御 手 順  ATコマンド制御準拠 

通 信 速 度  4.8～115.2kbps

同 期 方 式  調歩同期 

通 信 方 式  半二重 

動 作 温 度  －10～＋50℃ 

保 存 温 度  －20～＋60℃ 

温 度 範 囲  30～90％RH（結露なきこと） 

屋内・屋外  屋内仕様 

電　源　仕　様 
AC100V　 
50/60Hz　8W

DC8V（0.4A） 
DC24V（0.1A） 

外　形　寸　法 
〔W×D×H〕 

約70×265×185（mm） 
（アンテナ，突起物含まず） 

約161×105×65（mm） 
（アンテナ，突起物含まず） 

質　　　　　　量 約2.0kg 約0.7kg

図２　センター装置用SS無線モデムの外観

図３　自動販売機用SS無線モデムの外観

通信障害 

　迂回 
（うかい） 
　ルート 

伝送ルート 

通信可能ルート 

センター 
装置 

自動販売機 

図４　フレキシブル無線ネットワーク
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伝送を行う機能を持っている（図４参照）。

無線利用自動販売機システム

これまで開発してきた無線利用自動販売機システムの一

例を紹介する。

４.１ 自動販売機情報収集システム

PHSを利用した情報収集システムの構成を図５に示す。

このシステムを導入することにより，自動販売機の設置場

所に行くことなくセンター装置などにて各自動販売機の売

上げ情報や在庫情報，売切れ・故障などのアラーム情報を

確認することができる。売上げ管理や金銭管理などの精算

業務の効率化，訪問計画や商品の積載計画などのルート管

理業務の効率化，新商品や各ロケーション先の販売動向を

把握するための市場動向調査，売切れや故障発生時などの

サービス業務改善などが可能となる。センター装置から出

力される画面の一例を図６に示す。

また，これまで自動販売機に専用の情報管理端末を搭載

し本システムに対応してきたが，最近の自動販売機はこの

機能を標準装備している。その結果，PHS 用モデムを搭

載するだけで本システムへの対応が可能となり，システム

導入時のコストを低減することができる。

また，PHS 用モデムの代わりにパケット無線用のモデ

ムを搭載して対応することも可能である。

４.２ イントラネット対応自動販売機システム

イントラネット対応自動販売機のシステム構成を図７に

示す。各自動販売機とその管理をしている事務所のイント

ラネットとの接続は，パケット無線や PHS を利用してい

る。自動販売機にはネットワークアダプタと無線用モデム

を搭載することにより対応可能となる。このイントラネッ

ト対応自動販売機システムには次のような機能がある。

情報収集システム機能

日本自動販売機工業会にて標準化されたオンライン式自

動販売機情報収集管理システム〔TCP/IP（Transmission

Control Protocol/Internet Protocol）編〕に対応している。

これにより，イントラネットに接続された事務所の端末に

て各自動販売機の売上げ情報や在庫情報を確認することが

できる。

個別確認・設定機能

自動販売機にWeb サーバ機能を持たせており，イント

ラネットに接続された事務所の端末〔パーソナルコンピュー

タ（パソコン）〕にてブラウザを使用し，自動販売機の売

上げ情報や動作状況，各種設定情報などを個別に確認した

り変更することができる。その売上げ情報の確認画面の一

例を図８に示す。ブラウザにて確認・変更できるため，専

用の端末や高価な専用センターソフトウェアを設置する必

（2）

（1）
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PHS用モデム 
搭載自動販売機 

PHS網 

自動販売機内構成 

情報管理機能を内蔵 

PHS用モデム 

主制御部 

TA-P

RS-232C

ISDN網 

センター装置 

在庫情報・補給情報 
売上げ情報 
アラーム情報 
ほか 

図５　PHSを利用した情報収集システムの構成

パケット 
無線網 

PHS網 

ISDN網 

売上げ・在庫 
管理端末 

イントラネット 

バケット無線用モデム 
搭載自動販売機 

PHS用モデム 
搭載自動販売機 

自動販売機内構成 

ネットワーク 
アダプタ 

無線モデム 

主制御部 

〈事務所〉 

WWWブラウザによる 
自動販売機管理端末 

電子メ－ル 
管理端末 

メールサーバ 

メール 
転送 

携帯電話・ 
PHS

ルートマン 

ルータ 

RS-232C

図７　イントラネット対応自動販売機のシステム構成

図６　センター装置出力画面（一例）
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要もなく，一般業務で使用されているパソコンにて必要な

場合のみ自動販売機と接続して作業をすることができる。

電子メール機能

自動販売機に電子メールの送信機能を持たせており，故

障や売切れなどのアラームが発生した場合，電子メールを

発信し，事務所の電子メール受信端末にてその内容を確認

することができる。これも，一般業務で使用されている電

子メールの受信端末にて内容を確認することができる。

また，現場に出向いているルートマンが携帯している携

帯電話や PHS に電子メールサーバからメール転送を行う

ことにより，出先にてその内容を確認することもでき，迅

速な対応を取ることができる。

４.３ クローズ型電子マネー対応自動販売機システム

SS 無線を使用した電子マネー対応自動販売機システム

の構成を図９に示す。ビル内などの閉域を対象にしたシス

テムで，媒体にフレキシブル無線ネットワークを使用して

いる。本ネットワークにて，電子マネーの決済情報やロス

トカード情報の通信をリアルタイムで行うことができる。

自動販売機側の対応としては，カードによる販売制御や

電子マネーの決済情報の管理などを行うためのカードスレー

ブ，カードとのアクセスを行うためのカードリーダ，SS

無線モデムを搭載することで対応可能となる。

４.４ オープン型電子マネー対応自動販売機システム

携帯電話（または PHS）を利用した電子マネー対応自

動販売機システムの構成を図 に示す。広域を対象にした

電子マネーシステムで自動販売機に無線機を搭載するので

はなく，ルートマンが訪問ごとに携帯電話（または PHS）

を自動販売機と接続しセンター装置とデータ通信する方式

である。この方式では，自動販売機ごとに無線機を搭載し

ないためリアルタイム性はないが経済的である。

自動販売機側の対応としては，カードスレーブ，カード

リーダ，携帯電話（または PHS）と接続するためのコネ

クタを搭載することで対応可能となる。

あとがき

以上，これまで開発した無線を利用した自動販売機シス

テムについて紹介した。これらのシステムは順調に稼動し

ており，非常に高い評価を得ている。

今後，無線技術の進歩に伴い自動販売機のネットワーク

化はますます発展・拡大していくものと予想される。よっ

て今後も市場のニーズを取り込み，経済性を考慮した新し

いシステムの開発に取り組んでいく所存である。

最後にこれらのシステム開発に際し，終始ご支援・ご協

力いただいた顧客ならびに関係各位に対し謝意を表す次第

である。
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杉野一彦・畠内孝明： SS 無線応用自動販売機情報収集シ
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図８　売上げ情報確認画面（一例）

SS無線モデム＋ 
マルチプレクサ 

カード SS無線 
モデム 

自動販売機内構成 

SS無線 
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主制御部 

カード 
スレーブ 

カード 
リーダ 

SS無線 
モデム 

中継器 

カード 

上位サーバ 

自動販売機 
サーバ 

RS-232C

電子決算情報 
ロストカード情報 
ほか 

図９　クローズ型電子マネー対応自動販売機システムの構成
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網
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網
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網
 

電子決算情報 
ロストカード情報 
ほか 

図１０　オープン型電子マネー対応自動販売機システムの構成
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カードおよび非接触媒体を用いた

入退場，スキー場などのシステム

機器開発に従事。現在，三重工場

電子制御部課長補佐。
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まえがき

スキー場は全国に約 700 か所あり，そのうちの40か所で

は，リフト券にワイヤレスカードを利用したシステムを導

入している。普及率は 5％程度であるが，1990年冬の「岩

岳スキー場」（長野県）に始まり，システムの改良に伴っ

て年々導入するスキー場が増加しており，現在では北海道

から広島までの広範囲にわたって導入が進んでいる（2000

年 2 月現在）。

富士電機では1993年冬の「ニセコスキー場」を皮切りに，

スキーゲートシステム機器の提供を開始し，現在までに11

か所のスキー場で稼動している。導入スキー場を図１に示

す。

今やワイヤレスカード（富士電機ではワイヤレスカード

を利用したリフト券のことを「スノーパス」と呼んでいる。

以下，スノーパスと記す）を使ったスキーゲートシステム

は，スキー場にとって集客のためのサービス性向上，省力

化による収益向上の必須（ひっす）アイテムとなりつつあ

る。また，現在のスキー場では，経営戦略の立案や複数索

道会社（リフト運営会社）による共同運営形態の増加によ

り，従来にも増して正確な「情報」が必要であり，機器間

のネットワーク化が不可欠となっている。そのため広大な

ゲレンデを結ぶネットワークとして，富士電機の「無線ネッ

トワークシステム」が注目されている。

システムの導入目的

スキーゲートシステムを導入する目的としては以下のこ

とがあげられる。

近年スキー場は，スキー人口の減少という問題を抱えて

いる。背景にはさまざまな要因があるが，スキー場側の集

客力を向上させる方法の一つとして，スキーヤーに対する

サービス性・利便性を考慮し多種多様なリフト券を提供す

ることで対応しようとしている。しかしながら，リフト券

の種類が増えることで従来の係員による「もぎり」や目視

チェックが難しくなり，さらに割引券やクーポン券との併

用販売により，集計業務の煩雑さも増大することになる。

また，複数の索道会社が共同運営しているスキー場の場合

には「共通券制度」を導入しているが，売上げの配分業務

の処理時間や不公正さの解消が大きな課題である。一方，

スキー場運営における人の確保も労働環境・期間などの面

で難しい状況にある。

これらの問題の解決手段がスキーゲートシステムの導入

であり，他のスキー場との差別化を行い収益向上を図る手

段となっている。ネットワークを組んだシステムは，各種

データの一元管理を行い，合理化・省力化・運営データの

無線ネットワークを利用したスキーゲートシステム
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ニセコスキー場 

蔵王スキー場 

蔵王ライザ 
スキーワールド 

白河高原スキー場 

鹿沢ハイランド 
スキー場 

やぶはら高原スキー場 

納入年 スキ－場名 事業者数 ゲート 台数 

1993年 ニセコスキー場（北海道） 5事業者 54台 

1994年 
蔵王ライザスキーワールド（山形） 1事業者 7台 

牛岳温泉スキー場（富山） 1事業者 12台 

1995年 
蔵王スキー場（山形） 9事業者 82台 

白河高原スキー場（福島） 1事業者 9台 

1996年 金沢セイモアスキー場（石川） 1事業者 9台 

1997年 
栂池高原スキー場（長野） 3事業者 70台 

野沢温泉スキー場（長野） 1事業者 63台 

1998年 鹿沢ハイランドスキー場（群馬） 1事業者 16台 

1999年 
白馬岩岳スキー場（長野） 4事業者 29台 

やぶはら高原スキー場（長野） 3事業者 18台 

合　計 369台 

野沢温泉スキー場 

栂池高原スキー場 
白馬岩岳スキー場 

牛岳温泉スキー場 

金沢セイモアスキー場 

図１　スキーゲートシステム導入スキー場
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明確化に役立つと同時に，データの有効活用により経営戦

略の情報にもなり得る。

システム構成

図２に運用フロー，図３にシステム構成例を示す。

まず，スキーヤーは券売所の窓口発券機でスノーパスを

購入する。スノーパスは紙製のカードなどに比べ高額なた

め，リサイクル使用を目的に「保証金制度」を導入し，預

り金として一定の金額を含めて販売する。スノーパスを購

入したスキーヤーは，ゲートのアンテナ部にスノーパスを

当てて読ませることによりゲートを通過し，リフトやゴン

ドラを利用する（図４）。その際，スノーパスの種類・有

効日数・有効回数などのデータの有効性が判別されるとと

もに，通過時刻・残日数・残回数などのデータが更新され

スノーパスに書き込まれる。使用終了後にスキーヤーが預

り金返却機にスノーパスを投入することによって，パスが

回収され先の「保証金」が返却される。

また，索道会社単位でデータの集計を行う管理装置があ

り，上記の端末機器と無線ネットワークで結ばれている。

さらに，複数の索道会社が共同運営している場合には，各

索道会社の管理装置を結び，幹事会社のサーバにて各索道

会社に対する売上げの配分処理が行われる。

無線ネットワーク

富士電機のスキーゲートシステムの特徴として，無線ネッ

トワークシステムがあげられる。

４.１ 従来方式

従来データの一元管理を行うために，メモリカード，フ

ロッピーディスクを媒体としたオフラインの形態や構内回

線を利用しモデムを結合したオンラインの形態をとってき

た。オフラインの場合，データの移動に人手を介する必要

（手間）があり，特にスキー場での悪天候の際にはデータ

収集作業が困難である。また，従来のモデム結合形態のオ

ンライン，言い換えると「有線」の場合は，データのセキュ

リティの面から専用線布設による方式を推奨してきた。し

かし，スキー場には国立公園・国定公園内の規制などによ

り通信ケーブル工事が困難なケースがある。また，可能で

あっても広大なスキー場全体をカバーするには，岩盤掘削

や公道・渓谷をはさんだ支柱工事などの特殊工事が必要と

なり，多額の費用を必要とする場合も出てくる。

４.２ SS無線方式

富士電機のスキーゲートシステムでは1997年冬のシーズ

ンから，情報収集の手段としてのネットワーク構築を無線

で行う方式を実施している。方式として，SS（Spread

Spectrum）無線を用いた無線ネットワークシステムであ

る。
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利用者の流れ 

スノーパス 
購入 

（保証金含む） 

宿泊者 

事前発券 

スノーパス 
購入 

（保証金含む） 
施設利用 

一般利用者 

当日発券 

スノーパスの流れ 窓口 
発券機 

預り金 
返却機 

スノーパス 

スノーパス 
返却 
 
保証金返却 

スキーゲート 
ゴンドラゲート 

図２　スキーゲートシステムの運用フロー

図４　ゲートの利用風景

預り金返却機 
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コント 
ローラ 
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RS-485RS-485

索道会社C
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図３　スキーゲートシステムの構成例
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４.２.１ SS無線の特徴

SS 無線は，拡散符号をもとに信号の周波数成分を広帯

域に拡散して伝送する方式である。SS 無線は信号成分を

拡散する方式のため，外乱（ノイズ）に強く，また周波数

帯が 2.4 GHz ISM（Industrial Scientific Medical）バンド

であるため他の電波からの干渉も受けにくい。また，小電

力無線の位置づけであるため機器として技術基準適合証明

を取得している富士電機の SS 無線機は無免許・申請なし

で使用可能である。

さらにスキー場の場合，雨・雪・霧・気温などの自然環

境の変化や電波の山間部での反射，広大なゲレンデ，人や

リフトの動作などさまざまな影響が懸念されるが，SS 無

線はほとんどそれらの影響を受けない。ただし周波数が高

いため，樹木などの障害物により電波が吸収（＝減衰）さ

れ，回り込みがあまり期待できないという問題がある。そ

のため，通信目的の機器と機器の間に中継無線機を設置し

て無線ルートの確保を行っている。

その他の特徴として，秘匿性・秘話性があげられる。秘

匿性としては SS 無線は周波数あたりの電力密度が小さい

ため電波自体が発見されづらいという点であり，秘話性と

しては拡散符号を知っていないと復調できないという点で

ある。

４.２.２ SS無線ネットワークの構築

富士電機の SS 無線端末は現在 2種類あり，主な違いは

通信距離である。中距離タイプを飲料系自動販売機用，長

距離タイプをスキーゲートシステム用として使い分けてい

る。スキー場の場合，広大なゲレンデ全体をカバーする必

要があり，障害物がない状態で 2km程度通信可能な長距

離タイプを使用している。また，SS 無線端末間に障害物

があったり，降雪などにより地形の変化が予想される所に

は，中継無線機を配置して通信ルートの確保を行っている。

通信ルートの確立に関しては，設置調査の段階で目的の

端末ー端末間のポーリング成功率 95 ％以上のメインルー

ト 1本，70 ％以上のサブルート 2～ 3 本を目安として中

継無線機を配置し通信ルートを形成している。ポーリング

成功率とは，データ伝送の往路・復路において 100 回の通

信を行い，正常に送受信が完了した割合をいう。ポーリン

グ成功率が 70 ％以上であれば，実際の運用では無線機自

体のエラー訂正処理において，ほぼ 100 ％の成功率となる。

富士電機の SS 無線端末は，自端末と通信可能な SS 無

線端末を自動的に検知する機能を有し，次々にこれを行う

ことによって通信ルートを自動的に確立する。また中継無

線機を経由した機器から機器への最短ルート（メインルー

ト）を認知するとともに，迂回（うかい）ルート（サブルー

ト）を自動的に形成し，通信状態が悪いときはおのずから

迂回ルートに切り換えてデータを目的の端末に送るように

なっている。したがって，機器側が通信ルートを意識する

必要がない。

この SS 無線端末は無線モデムという位置づけであり，

スキーゲートシステムの各機器は通常のモデムと同様に接

続するだけで，簡単にネットワークを構築できる。図５に

野沢温泉スキー場の無線ネットワーク構築例を示す。

４.２.３ SS無線ネットワークの利点

先にあげたように，SS無線は耐環境性に優れ，さらに，

通信ケーブル工事が不要（イニシャルコスト低減）。

中継局の設置で，広大なスキー場にも対応可能。

機器移動や機器の増設にも柔軟に対応可能。

美観を損なわない（環境に優しい）。

なども利点である。

システム機器

SS 無線端末以外のスキーゲートシステム機器を簡単に

紹介する。

５.１ スノーパス

スノーパスは，非接触でデータの書換え可能なチップお

よびコイルを 48 × 48（mm）という名刺半分ほどのサイ

ズのABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene）系樹脂でモー

ルドしたものである。スノーパスの表面には，券種名称や

料金などの表示の書換えが可能な印字シートを装着し利便

性を高めている。

電池なしでスキー場という厳しい環境に十分耐えられる

つくりになっており，またホルダ内に小銭や口紅などの金

属があっても影響を受けにくいように性能改善も行ってい

る。

５.２ 窓口発券機

窓口発券機は，スノーパスに必要なデータを書き込むと

同時に印字シートに券種名称などを印字して払出しを行う，

POS（Point of Sales）レジスタタイプの機器である。ス

ノーパスの補充は整列させてセットするという煩わしさの

ない「投入れ方式」とし，内部で 1枚ずつ仕分けされ発券

される。

また，旅行代理店などエージェントごとに異なる割引券

の対応や期間・時間による販売制限・価格変更もカレンダー

機能により自動的に変更されるようになっている。

５.３ スノーパス自動発券機

自動発券機は，スノーパスの自動販売機である。窓口発

券機と同様に，選択されたリフト券に対するデータをスノー

パスに書き込むと同時に，印字シートに券種名称などを印

字して発券する。カレンダー機能も同様に持っている。

５.４ スキーゲート・ゴンドラゲート

ゲートは，アンテナ部に近づけられたスノーパスのデー

タをチェックし，データに従ってゲートの開閉や利用者へ

のメッセージ・音声などの処理を行う機器である。磁気カー

ドを 1回券とし，利用できるカードリーダも搭載している。

アンテナ部の交信距離は約 100mm，交信エリアを高さ

400 ×幅 200（mm）にすることにより身長の高い人から

低い人まで無理なく使用でき，スノーパスを瞬時に読み取

（4）

（3）

（2）

（1）
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ることを可能としている。

また，交信エリア内に複数のスノーパスが存在したとき

でも，スノーパスの優先を判断し 1枚分の処理を行う機能，

ならびに「無券で通過」した場合や後ろの人にスノーパス

を渡す「使い回し」の不正に対してアラームを出す機能を

持っている。

スキーゲートとゴンドラゲートの違いは，人の通行を遮

断するゲート部の機構部分にある。スキーゲートの場合は

上下に稼動する遮断式，ゴンドラゲートの場合はスキー板

をはずして通過するため確実に一人一人分離する回転バー

方式を採用している。

５.５ 預り金返却機

預り金返却機は，挿入されてスノーパスのデータの整合

性を判定し，発売時に「保証金」として預かった金額の返

却，パスデータおよび印字の消去を自動的に行う機器であ

る。スノーパスの挿入方向は表裏 4方向可能で，さらに

「誤挿入防止」の対応として，未使用のスノーパスの受付

を禁止したり，残日数のあるスノーパスの受付を禁止する

機能を持っている。

５.６ 管理装置（センター）

管理装置は，窓口発券機，スノーパス自動発券機，ゲー

ト，預り金返却機に対して，SS 無線を介して設定データ

（マスタデータ）をダウンロードしたり，利用データなど

をアップロードするパーソナルコンピュータ（パソコン）

端末である。各機器のデータ収集は，設定時刻または任意

の時刻に収集可能である。管理装置は，収集した売上デー

タ・乗車人員データを利用し，各種帳票の作成や設定デー

タの管理を行う。

さらに複数の索道会社が共同経営しているスキー場では，

配分清算装置が置かれる。配分清算装置は，各索道管理装

置のデータをもとに売上げ配分の処理を行う。

あとがき

スキーゲートシステムは，サービスの向上の意味からも

各スキー場でのニーズも高く，ワイヤレスカード技術の発

展とともに今後も発展していく産業分野である。今後スキー

ゲートシステムとしては，決済方法の多様化に伴いクレジッ

トは当然のことながら，デビット・電子マネーへの対応が

必要と考える。また，SS 無線応用として，表示・画像・

音声データの送受信の取組みも始めている。ワイヤレスカー

ドに関しては，スキー場だけの使用ではなく，鉄道・バ

ス・ホテル・旅行会社などの他業種との連携をとって利便

性を向上させるという「相互乗入れ」的な動きもあり，別

の意味のネットワークを組むことによってさらなる発展が

期待できる。
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図５　野沢温泉スキー場の無線ネットワーク構築例



福島　興人

ガス関連機器の開発設計に従事。

現在，大田原工場設計部グループ

マネージャー。

松本　栄治

PODの開発，自動検針用無線機

の開発に従事。事業開発室ネット

ワークソリューション部主任。電

子情報通信学会会員。
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まえがき

近年ガス業界では，通信機能を有する「マイコンメーター」

を利用し，双方向通信にて自動検針，保安監視，遠隔遮断

操作などのサービスの提供を行っている。本サービスは，

今後の高付加価値サービスへの展開と，保安の向上，自動

検針による業務合理化も狙えることから，さらなる普及拡

大をめざしている。しかし，従来の電話回線による有線方

式では，顧客宅内の配線工事が必要であり，普及における

足かせの一因になっている。特に集合住宅においてこのサー

ビスを実施する場合，建物構造壁の貫通工事を伴うことに

なるため，美観上や管理組合の承諾などの関係から普及拡

大における障害となっている。また，以前から無線機によ

る対応も検討されていたが，電池駆動で10年以上稼動でき

る省電力型の無線機が市場に存在していなかったため，実

施できなかった。このような状況を打開し，自動検針サー

ビスを広く普及させるため，大手都市ガス 3社〔東京ガス

（株），大阪ガス（株），東邦ガス（株）〕と他メーカー〔松下

電器産業（株），（株）東芝〕と富士電機が共同で，無線方式

による経済的な自動検針システムの構築と，低消費電力型

無線機の開発を行ったので紹介する。

システム構成

本無線検針システムの構成は，顧客宅の電話回線を活用

した小規模無線検針システムと，電柱などに無線親機を設

置した大規模無線検針システムである。システム構成を図

１および図２に示す。

２.１ 小規模無線検針システム

小規模無線検針システムは，従来の有線による自動検針

システムの T-NCU（Terminal-Network Control Unit）

とメータ間の配線を特定小電力無線に置き換えたものであ

る。基本的には 1軒の顧客宅に無線親機と無線子機を設置

して，1：1で運用するシステムであるが，無線子機台数は

10台まで拡張できる仕様になっているので，例えば家主宅

電話回線を利用して，小規模の集合住宅全戸を検針するこ

とも可能である。図３に無線親機・子機の外観を，図４に

無線子機をガスメータに取り付けた状況を示す。無線子機

は，ねじ止めにてガスメータ腹部に取り付ける構造となっ

ている。また，別途金属治具を使用することにより，壁面

への取付けも可能である。

一方，無線親機は顧客宅内に設置することを想定し，通

信モデムのT-NCUと一体ケースに収めて設置できるよう

になっている。また無線親機はT-NCUと同様に，単体で

壁面に取り付けることも可能である。

２.２ 大規模無線検針システム

大規模無線検針システムは，１台の無線親機で 100 軒程
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福島　興人（ふくしま　おきと） 松本　栄治（まつもと　えいじ）
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特定小電力 

T-NCU

検針センター 

図１　小規模無線検針システムの構成

1：100程度 検針センター 

子機 

親機 

PHS

特定小電力 

子機 

図２　大規模無線検針システムの構成
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度の顧客の自動検針を行うシステムであり，半径 100 ～

150m程度のサービスエリアを受け持つ。

無線親機と無線子機間は特定小電力無線を使用し，無線

親機と検針センター間は PHS（Personal Handyphone

System）などを利用している。本無線検針システムでは

顧客宅の電話回線を使用する必要がないので，例えば携帯

電話の普及により加入者電話回線を引いていない顧客への

検針対応や，顧客側の ISDN（Integrated Services Digital

Network）回線への切換による，T-NCUの交換対応作業

などがなくなり，非常に運用性の高いシステムである。ま

た，本無線検針システムは 1軒の顧客に 1台の無線子機の

みを設置するだけで済むことから，経済的にもメリットが

大きいシステムである。

図５に大規模無線検針システムの親機の設置状況を示す。

本無線検針システムの無線親機は市街地にある電柱などに

設置する。また本無線検針システムの無線子機は，小規模

無線検針システムへも適用できる仕様となっているため，

大規模無線検針システムと小規模無線検針システムの併用

もしくは複合利用など，非常にフレキシブルな検針ネット

ワークの構築を行うことができる。

仕　様

本無線検針システムの各種仕様を表１に示す。

無線検針システムの特徴

本無線検針システムの特徴は次のとおりである。

４.１ 互換性の確保

機器の導入や交換，メンテナンス時の混乱を防ぐため，

メーカー間での互換性を確保し，どのメーカーの無線機同

士でも通信可能なものとした。そのために，厳密な標準通

信仕様を策定し，また，すべての開発メーカーの組合せに

よる通信評価試験を実施している。

４.２ 高い通信信頼性

本無線検針システムでは電波環境に起因する無線特有の

通信品質低下を最小限に抑えるため，独自の通信プロトコ

ルを開発した。プロトコル設計の際には，実際の設置環境

富士時報 Vol.73 No.6 2000

335（15）

図３　無線親機（左）と無線子機（右）の外観 図５　大規模無線検針システムの親機設置状況

図４　無線子機設置状況

無線親機

表１　無線検針システムの各種仕様 

規　　　格 

周　波　数 

出　　　力 

変 調 方 式 

通 信 速 度 

チャネル数 

電　　　源 

動 作 寿 命  

ア ン テ ナ  

筐　　　体 
（きょうたい） 

寸　　　法 
（突起部除く） 

動 作 温 度  

通 信 機 能  

RCR STD16

429MHz

10mW

2値FSK

2,400bps（特定小電力無線部） 

2チャネル（間欠送信6チャネルから選択） 

小規模無線検針システム　親機・子機， 
大規模無線検針システム　子機：リチウム一次電池（内蔵） 

大規模無線検針システム　親機：AC100V電源 

約10年（特定動作条件にて） 

内蔵型 

防滴構造（軒下設置） 

小規模無線検針システム　親機・子機，大規模無線検針 
システム　子機：80（W）×40（D）×110（H）mm

大規模無線検針システム　親機 
　　　　　 ：450（W）×180（D）×306（H）mm

－10～＋60℃ 

ポーリング，発呼，一括検針ほか 
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で，電波伝搬，フェージング，環境ノイズなどの通信阻害

要因を測定・解析した。その結果を反映し，２チャネルで

の選択動作，誤り訂正，データ連送，再送制御機能などの

採用により，通信品質の高い通信プロトコルを実現した。

図６に本プロトコルによる通信信頼性の向上例を示す。

通信品質向上のために採用した各技術の狙いは以下のと

おりである。

２チャネル選択機能

通信を行う際に，例えば他の無線検針システムにより通

信チャネルが使用されていると無線機に実装されている混

信防止機能により一般的には通信ができない。本無線検針

システムでは，ペアになる無線親子機間で二つの通信チャ

ネルを準備しており，一方が使用状態であっても即時に他

方にチャネルを切り換える能力があり，通信失敗を減少さ

せることができる。

誤り訂正

本無線検針システムではブロック符号による誤り訂正を

行っており，ランダム性のビット誤りを訂正することがで

きる。

連送方式

無線回線の瞬時値変動などにより，データにバースト性

の訂正不能な誤りが発生した場合でも，電文連送による時

間ダイバーシチ効果を得ることが可能になっている。

再送方式

上記 および によっても修復が不可能なほどにデータ

が誤っている場合には，電文を自動再送する。これによっ

て，正しい電文を受信機に伝えることができる。

４.３ 低消費電力化（10年間稼動）

ガスメータの検定満了期間は10年間である。したがって，

無線機もガスメータと同じタイミングでの交換を考えると，

メンテナンスなしで10年間稼動することが要求される。通

信プロトコルの開発にあたってはこの点も重要視した。無

線機駆動を非同期間欠駆動とすることで，待機時にほとん

ど電力を消費しないようにし，また簡易ヘッダによる判定

方式を行うことにより判定時間の短縮化を図った。これに

より，特定通信条件にて10年間の稼動が可能な無線機が，

実現できるようになった。

富士電機製無線機の特徴

本無線検針システムに対応する無線機として，富士電機

製の無線機（子機および小規模無線検針システムの親機）

は次のような特徴を持っている。

低消費電力

内蔵電池（リチウム一次電池）にて10年間の動作（特定

通信条件にて）が可能である。無線機の消費電力は RF

（Radio Frequency）モジュールの特性に大きく影響され

るが，今回，非常に低消費電力で高速キャリヤセンスが可

能な専用 RFモジュールを開発し，電池駆動にて10年間の

稼動が実現できた。

無線データの同期捕捉・保持のソフトウェア化

無線データの同期を捕捉するためには，PLL（Phase

Locked Loop）回路により，受信信号からクロックを再生

し同期をとる方法が一般的である。しかし，この方法では

回路部品が必要となり，無線機の小型化や価格上の課題に

なっていた。そこで富士電機の無線機はその機能のソフト

ウェア化を行い，回路部品の削減，無線機の小型化を図っ

ている。

データ判定処理時間が短い

項の同期捕捉処理と同時並行でソフトウェアにより，

データ受信の誤り訂正，誤り検出，データ判定処理をリア

ルタイムで行っている。そして自分が受信すべき正常なデー

タでないと判断した場合，即座に受信処理を終了すること

で，消費電力をセーブし，無線機の低消費電力化に貢献し

ている。

あとがき

以上，特定小電力無線を利用した無線検針システムにつ

いて概要を紹介したが，小規模無線検針システムは，1999

年度からモニタ導入が開始され，数千台レベルの無線機が

順調に稼動し，非常に高い評価を得ている。また大規模無

線検針システムについても，フィールド試験が実施されて

いて，貴重なデータが収集されつつある。これらの結果か

ら本無線検針システムが非常に有効なシステムであること

が確認され，自動検針や高付加価値サービスの普及促進に

貢献できるものと考えている。

今後，本無線検針システムを広く普及させていくため，

無線機の小型化，低消費電力化，低価格化などに努力し，

より経済的なシステム構成の開発に取り組んでいく所存で

ある。

最後に本無線検針システムの開発に際し，終始ご指導，

ご支援，ご協力をいただいた都市ガス 3社および共同開発

メーカーの関係各位に対し謝意を表す次第である。

参考文献

藤原純ほか：自動検針用無線システム，都市ガスシンポジ

ウム予稿集（1999）

（1）

（2）

（3）

（2）

（1）
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親機 

誤り訂正コード 

データ① データ① データ① ③連送方式 
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図６　プロトコルによる通信信頼性の向上例
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まえがき

現代のように，市場ニーズが大きく変化する時代では，

最初に構築するシステムは，ニーズを満たす最小システム

とし，将来の拡張や環境変化に容易に対応可能なフレキシ

ビリティーを持ったシステム作りが重要である。

図１はシステム構築に関連するニーズの変化を表してい

る。特に，デファクトでオープンなシステムに無線通信ネッ

トワークを組み合わせることにより，ニーズに対応できる

ネットワークシステムが比較的容易に構築できる。

富士電機では，SS（Spread Spectrum）無線を駆使し

たフレキシブル無線ネットワークをプラットホームとする

「総合エコ監視システム」を製品系列化し，市場ニーズに

こたえようとしている。

製品化の背景として，ISO14001（環境マネジメントシ

ステム）取得の急増や「エネルギーの使用の合理化に関す

る法律の一部を改正する法律」（改正省エネ法）の施行に

より，環境改善や省エネルギーを推進することが企業のイ

メージアップや投資対効果にも役立つものと考えている。

本稿ではフレキシブル無線ネットワークによる総合エコ

監視システムを紹介する。

システム構築上のキーワード“ACT”

システムを構築する場合，どのようにデータを収集・解

析し，どのように取りまとめ・活用し，いつ・どこへ伝送

するのかを決めることが重要である。

これらのポイントを，富士電機では，図２のように，A-

nalysis（データ収集・解析），Computerization（取りま

とめ・活用）と Transmission（伝送）の三つのパラメー

タで整理している。その頭文字を取って“ACT”と命名

し，システム構築上のキーワードとしている。

富士電機の要素技術

市場ニーズの変化に対応する富士電機の主な要素技術を

以下に述べる。

フレキシブル無線ネットワークによる
「総合エコ監視システム」“EcoEASIEST”
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図１　システム構築に関連するニーズの変化
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（データ収集・解析） 

図２　システム構築上のキーワード“ACT”
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３.１ 簡易計測技術

分割型電流センサの開発

既設のフィーダへの簡単な取付けと，専用コネクタ付ケー

ブルとの組合せにより実現したもので，大幅な現地工事の

削減を可能とした。

各種簡易計測方式の標準化

簡易計測センサと高速型コントローラとの組合せによる

簡易計測のメニュー化を実現，従来必要とした変換器など

の省略によるコストダウンと簡易演算方式の採用による高

信頼性およびソフトウェアメンテナンスが不要な計測シス

テムを実現した。

省配線・省施工・省スペース・低コスト化

簡易型センサやケーブルの標準化による省配線・省施工

のほか，コンパクト設計により，スペースは従来の 1/5 以

下，コストは約 1/3 以下を実現した（当社実績）。

３.２ パソコン応用技術

現場で培った技術や経験を基に，以下のような応用技術

が蓄積・保有されている。

汎用パーソナルコンピュータ（パソコン）と汎用ソフ

トウェア採用によるオープン化。

高速データ収集とデータベースのオープン化。

汎用ソフトウェア Excel
〈注 1〉

による解析管理方法の

EUC（End User Computing）対応。

Web 対応による情報共有化対応。

他社 PLC（Programmable Logic Controller）と OPC

〔OLE（Object Linking and Embedding）for Process

Control〕サポート。

リモート計測方式を考慮した各種エンジニアリング対

応ツール。

各種エネルギー管理支援用ソフトウェアパッケージ。

ほか。

３.３ 無線通信ネットワーク技術

富士電機では，もともとノイズに強い SS 無線に富士電

機独自のネットワーク技術を導入し，SS 無線をさらに使

いやすいフレキシブル無線ネットワークシステムに進化さ

せた。

３.３.１ SS無線の一般的特長

SS 無線は，信号の周波数成分（Spectrum）を広帯域に

拡散（Spread）して，伝送する無線方式で，原理上ノイ

ズや干渉に強い以外に，

反射波による干渉に強い。

高速通信が可能である。

秘匿性，秘話性に優れている。

周辺の電子機器への影響がない。

といった特長を持っている。

〈注1〉Excel ：米国 Microsoft Corp. の製品名

３.３.２ 富士電機の無線通信ネットワークシステム

一般的に無線システムは，設置環境に影響されやすいた

め，従来は通信の信頼性を確保・維持するのが難しいとい

う問題があった。そこで富士電機は，どのようなロケーショ

ンでも，簡単な事前調査によって設置が可能で，設置後の

通信トラブルが少なく，また発生しても最小の作業で復帰

できること（エンジニアリングミニマム化，メンテナンス

ミニマム化）を目標として SS 無線に最適な無線通信プロ

トコルを独自開発した。

開発した無線通信プロトコルでは，多段に中継し，ネッ

トワークを構成するマルチホップ式無線ネットワークを採

用した。ネットワークを構成するすべての SS 無線モデム

は，発信・中継・着信の機能を持っており，各 SS 無線モ

デムを中継してデータ転送を行うことができる。

この無線通信プロトコルを採用したフレキシブル無線ネッ

トワークの仕様を表１に，主な特長（特許出願中）を以下

に記す。

一般の SS 無線 LAN（Local Area Network）とは異

なる方式を採用

™有線工事を一切必要としない。

™無線機自らの自動学習により通信ルートを決定する。

高信頼性システムの構築が可能

™通信ルートが遮断されても，無線機が即座に最適な

別ルートを選択する。

ネットワークの拡張が容易

™無線機を設置するだけでネットワークが構築される。

そのほか，無線ネットワークシステムの現地調査，設置，

メンテナンスのために，簡易テスタやテストプログラムな

どの専用ツールを開発し，無線のエンジニアリング業務の

効率化を図っている。
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（3）

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.6 2000

338（18）

表１　フレキシブル無線ネットワークの仕様 

無
線
機 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

変 　 調 　 方 　 式  

周 波 数 帯 域  

送 　 信 　 電 　 力  

変 　 調 　 速 　 度  

無 線 機 間 距 離  

端末インタフェース 

電 　 源 　 仕 　 様  

外　　　　　　　形 

質　　　　　　　量 

取　　　付　　　け 

ネットワーク規模 

デ ー タ 伝 送 速 度  

端 末 間 通 信 方 式  

ト ポ ロ ジ ー  

通 信 経 路 選 択  

SS-DS（直接スペクトラム拡散）方式 

2.4GHz帯（2,471～2,497MHzまたは 
2,400～2,483.5MHz） 

10mW/MHz

2Mbps

約500m（障害物がない場合） 

RS-232C（ATコマンド準拠） 

AC100V　50/60Hz　2W

高さ：130 × 幅：50 × 奥行：130（mm） 

本体：400g（アンテナ含む） 
ACアダプタ：500g

水平・壁掛け 

最大100台 

115.2kbps

無手順，半二重方式 

制限なし 

自動選択 
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システム化のためのコンセプト

前章から，Analysis として簡易計測技術を活用するこ

とにより，仕掛けが容易でケーブル工事が不要であり，必

要に応じて拡張できるなど“現場に優しい”というイメー

ジを実現し，Computerization としてパソコン応用技術の

活用により多種多様なデータを解析・加工して“役立つデー

タベース化”を構築し，Transmission として有線・無線

のメリットを使い分けることにより“フレキシブルなネッ

トワーク化”の実現が可能となる。

富士電機の「総合エコ監視システム」は，今まで培って

きた要素技術の粋を生かしつつ図３に示すようなシステム

化のためのコンセプトにより構築されている。

また，使用用途を多様化することにより，最近流行のコ

ンテンツビジネスとして拡張できる機能を有していること

も重要である。

製品系列

図４のように，総合エコ監視システムはフレキシブル無

線ネットワーク“EcoARROW”を採用したエネルギー計

測管理システムの一つであり，主にエコモニタリングシス

テム，それに関連するソフトウェアおよび上位ネットワー

クシステムから構成されている。

５.１ エコモニタリングシステム

エコモニタリングシステムには，改正省エネ法による省

エネルギー活動のための電力量計測ツールとして“Eco

PASSION”や“EcoPASSION+”，また ISO14001 対応の

一部をなす環境改善のための計測ツールとして“Eco

HIESSENCE”がある。その仕様と分類は表２のとおりで

ある。

いずれの計測ツールもフレキシブル無線ネットワーク

EcoARROWを無線局間で採用しており，仕掛けやデータ

伝送が容易で，かつ低価格なシステムを系列化している。

これにより，今まであきらめていた各設備ごとのきめ細か

なエネルギー計測ができるようになった。

５.１.１ 電力量計測ツール“EcoPASSION”および

“EcoPASSION+”

図５に示すように，EcoPASSION は電力量計測を行う

子局とフレキシブル無線ネットワークおよびデータ管理用

パソコンで構成されている。EcoPASSION の入力は，専

用電流センサを使用した簡易計測とパルス入力を使用した

精密計測とに限定し，アプリケーションレスとして構築し

ている。これに対して，EcoPASSION+は，入力をフリー

としてアプリケーションを付加した計測ツールの提供を可

能としている。これらの電力量計測ツールは，“現場に

フィットした”というコンセプトで開発されたため，下記

のように多くの特長を持っている。

無線を使用しているため，無線局間のケーブル工事が

不要。
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図３　システム化のためのコンセプト

フレキシブル無線ネットワーク（EcoARROW）応用システム 

エネルギー計測管理システム 

その他ネットワーク応用システム 

総合エコ監視システム EcoEASIEST

エコモニタリングシステム 

上位ネットワークシステム 

フレキシブル無線 
ネットワークシステム 

電力量計測ツール 

環境エネルギー計測ツール 

管理用ソフトウェア 

EcoARROW

EcoPASSIONほか 

EcoHIESSENCE

EcoSTAR

EcoPASSION ：Eco-Power Analysis SenSor with Intelligent 
  Optional Needs 
EcoARROW ：Eco-Advanced Reliable Response Optional 
  （being）Wireless 
EcoSTAR ：Eco-SoftwareTools of Administration and  
  Report in Trend  
EcoHIESSENCE ：Eco-Heat Intelligence and Environment  
  Sensor Setting Effective Network and  
  Control Elements 
EcoEASIEST ：Eco-Almighty System by Intelligent and 
  Economical Solution Technology

図４　フレキシブル無線ネットワークによる総合エコ監視

システムの製品系列

表２　エコモニタリングシステムの仕様と分類 

計測ツール 
項目 

計測対象 

EcoPASSION 簡易計測kWh

計測入力 

電流 
（クランプ式CT） 
またはkWhパルス 

EcoPASSION+
精密計測kWh， 
警報 

上記のほか， 
RS-232C， 
RS-485信号 

EcoHIESSENCE
圧力，流量， 
温度，環境要素 

1～5V，4～20mA 
などの計測用信号 

計測点数 

32点/子局 
30子局/ 
システム 
（混在可能） 
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分割型電流センサの開発により，活線状態での取付け

が可能。

子局１台であらゆる回路方式（単相・三相）に対応。

コンパクト設計のため，専用の取付け場所が不要。

EcoPASSION を使用することにより，収集したデータ

を解析して省エネルギーポイントを抽出することが可能と

なる。

５.１.２ 環境エネルギー計測ツール“EcoHIESSENCE”

EcoHIESSENCE の開発コンセプトは前項の EcoPAS

SIONとほぼ同じである。この EcoHIESSENCE は，エネ

ルギー（圧力，流量，温度など）や環境（水質，大気，土

壌管理など）の各種計測・記録・管理のツールとして使用

される。電力量のような積算値を扱う EcoPASSIONに対

し，主に瞬時値を対象としている点が大きく異なる。

５.１.３ エネルギー管理ソフトウェア“EcoSTAR”

図６のとおり，EcoSTARは，エコモニタリングシステ

ム用計測ツールで収集したデータをパソコン上で一括管理

するためのソフトウェアである。収集したデータは Excel

を使用しているため，加工・解析が容易にでき，かつ個別

対応のような拡張も可能である。このように拡張性が高い

ので，ニーズにこたえたメニューを充実させていく。

５.２ フレキシブル無線ネットワーク“EcoARROW”

EcoPASSION や EcoHIESSENCE も無線局間にフレキ

シブル無線ネットワーク EcoARROWを使用したシステ

ムである。図７のように無線局を m：nのネットワークで

構築し，信頼性の高いルートを自動的に選択するシステム

の構築が可能である。

このように特長のあるネットワークを利用したシステム

として PIO の入出力信号をケーブルの代わりに無線でや

りとりするような応用システムの構築も可能である。

（4）

（3）

（2）
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図５　電力量計測ツール“EcoPASSION”の構成
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エネルギー利用の管理 
　日報・月報・年報の表示/印刷 
　＊選択組合せ作成可。Excel出力。 
　MEMOは，COORDINATORで収 
　集したデータおよび保存したデー 
　タを用いて帳票表示する。 

エネルギー履歴の管理 
　日報・月報・年報の保存 
　KEEPERは，COORDINATORで 
　収集したデータを補助記憶装置な 
　どに保存する。 

エネルギー利用実態の把握 
　利用方法による分析 
　原単位による分析 

エネルギー報告書作成作業の自動化 
　メニュ－形式の報告書作成 
　通商産業省へのレポート提出 

エネルギー利用の改善 
　効果的な人員・機器のシミュレー 
　ション 

ほかのアプリケーションとのリンク 
　WWWブラウザの利用 
　電子メールの利用など 

COORDINATORは，各子局で計測されたエネルギー 
データを収集し，無線を介して基地局のパソコン 
（PC/AT 互換機）上にExcel形式で格納する。 

＊ 

＊PC/AT：米国International Business Machines, Corp. の商品名称 

図６　エネルギー管理ソフトウェア“EcoSTAR” 受電盤 

子局 

親局 
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エネルギー 
管理用 
パソコン 

子局自身が 
中継局とし 
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無線局を増設するこ 
とにより，計測範囲 
の拡張が簡単に行え 
る。 

計測地点を自由に変更 
することが可能（通信 
可能領域内）。 

無線機が最適な中継先を選択し， 
信頼性の悪いルートを避けて伝 
送，障害に強い確実なデータ伝 
送を実現。 

図７　フレキシブル無線ネットワークによるシステム構築例
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図８　総合エコ監視システムの全体構成
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５.３ 総合エコ監視システム“EcoEASIEST”

総合エコ監視システム EcoEASIEST は，前項までの

EcoPASSIONや EcoHIESSENCE，EcoSTAR，EcoARROW

をすべて合わせて構築される統合システムである。図８の

ように，このシステムでは，既存システムとの統合を含め

て，上位管理システムと接続するためのソフトウェアなど

も含まれる。

５.４ 総合エコ監視システムと広域情報ネットワーク

広域情報ネットワークは，オープン化された総合エコ監

視システムを統合し，図９のように大規模な情報ネットワー

クシステムを構築する。このようなシステムの導入により，

例えば，プラント管理データや製造管理データとの連携を

行い，エネルギー実績値管理や操業管理状況を閲覧，解析

できる環境を構築することができる。その結果，省エネル

ギー対策や操業改善を日常業務のなかへ取込むことが可能

となる。各システムで収集されたエネルギーや環境などの

情報を公開していくことは，今後，企業の良しあしを決定

する重要なテーマになると考えられる。

あとがき

上記のとおり，総合エコ監視システムの製品系列化は完

了したが，顧客のニーズにこたえるためには，さらなる顧

客ニーズを探求し，システムコンセプトのレベルアップや

製品系列を拡張していく。今後も顧客との対話のなかから

市場ニーズをさらに発掘していく所存である。
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まえがき

これまで，原子力発電所内の定期点検において原子炉内

部のシュラウド（原子炉内圧力容器内部に取り付けられた

円筒状のステンレス鋼製隔壁）などの高線量区域で作業を

する場合，作業者の線量管理が大変困難であった。

本稿で述べる無線式個人線量モニタリングシステムは，

このような高線量区域で作業する作業者の個人線量などの

データを，線量計から無線でデータ表示装置およびデータ

管理装置へ送信することにより，遠隔かつリアルタイムに

個人線量の管理を行い，作業者の過剰被ばくの防止を目的

とし，開発した。

今回の開発により，作業者10人分の胸，両手，両足の最

大 5か所の被ばく線量の同時測定および線量管理が可能と

なった。また，警報設定値の設定や各線量計の校正もデー

タ管理装置から無線で行うことも特徴の一つである。

無線には特定小電力を使用し，混信および誤動作の心配

をなくした。万一無線通信が何らかの障害により途絶えた

場合でも，それまでの積算量値などを保持させ，交信が成

立するまでリトライを繰り返すためデータの健全性も確保

されている。

システム概要

無線式個人線量モニタリングシステムは，胸部線量計，

局部線量計（両手，両足），データ変換装置，データ表示

装置およびデータ管理装置から構成される。

システム構成を図１に示す。

高線量の管理区域に入域する際，各作業者は胸部線量計

に局部線量計（両手，両足）を接続する。

積算線量値が設定した警報設定値以上になると，胸部線

量計から作業者に対し音声で管理区域からの退出を促す。

管理者に対しては，データ表示装置およびデータ管理装

置で現在の積算線量値を表示する。さらにデータ管理装置

は，警報設定値以上になると，その線量計の積算線量表示

値を赤に変色させ被ばくの有無を一目で分かるようにして

いる。

またデータ管理装置は，受信した各線量計の積算線量値

などのデータを自動保存する。

特徴と仕様

３.１ 胸部線量計（NRL1）

胸部線量計の外観を図２に示す。

外形はたばこケースを一回り大きくした程度で，作業服

の胸ポケットにも十分入るサイズで設計されている。

使用している電池は，リチウムイオン電池で，満充電後

は約 6時間の連続動作が可能で充電によるメモリ効果がな

い。

イヤホンジャックにイヤホンを接続すれば，警報が出た

場合警報内容を音声で確認できる。

放射線計測に関しては，放射線入射方向に対する感度の

変化を少なくするため，シリコン半導体素子を筐体（きょ

無線式個人線量モニタリングシステム
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無線式個人線量モニタリングシステム

うたい）の上部に配置している。線量の測定値は線量計内

の不揮発性メモリに記憶されており，万一無線機が故障し

た場合でもデータ管理装置と有線で接続し読み出すことが

できる。

使用無線機は，データ変換装置およびデータ表示装置で

使用している無線機と同等で，キャリア検知機能を有し，

互いの線量計の電波を監視しながらデータ変換装置へデー

タを送信するため，混信の心配がない。

概略仕様は次のとおりである。

測定対象　：γ（X）線

測定エネルギー： 60 keV ～（6MeV）

測定線量　： 0.01 ～ 99.99mSv

指示誤差　： 10 ％（137Cs）

方向性特性： 20 ％（上下左右 60 °）

使用温度　：－ 5～＋45 ℃

外形寸法　：高さ 110 ×幅 63 ×奥行 25（mm）

質　量　　： 300 g 以下

３.２ 局部線量計（NRL2）

局部線量計の外観を図２に示す。

シリコン半導体素子，アンプ・ディスクリミネータ回路

のみ有しており，素子への高電圧の供給およびディスクリ

ミネータ出力は胸部線量計と有線でつながっている。

概略仕様は外形寸法〔高さ 6.5 ×幅 25 ×奥行 43（mm）〕

および質量（100 g 以下）以外は胸部線量計と同一である。

３.３ データ表示装置

データ表示装置は，受信した10人分の胸部線量計の積算

線量値の表示を行う（図３）。

貸し出されている線量計番号および積算線量値を示す表

示部は，高輝度 LEDを使用し作業者と管理者に注意を促

しやすくしている。また，マグネット銘板がポジションラ

ンプの下に取付け可能で，作業者の名前が目視可能である。

また，無線機が搭載されているため，データ管理装置と

有線で接続すれば表示装置としての機能に加えて，データ

変換装置と同じ機能（詳細は３.５節参照）を有する。

概略仕様は次のとおりである。

表示部　　：高輝度 LED（赤色）

表示データ：積算線量値

表示範囲　： 0.01 ～ 99.99（mSv）

ポジションランプ：高輝度 LED（緑色）

無線仕様　：データ変換装置概略仕様の ～ と同等

消費電流　： 1.5A 以下

質　量　　： 15 kg 以下

電源電圧　：AC100V

３.４ データ管理装置

データ管理装置は，各胸部線量計のモードの設定および

10台分の線量計の積算線量値などの表示を行う（図４）。

運用モード画面では，貸し出された線量計の貸出し状況，

胸部線量計の積算線量値および稼動時間の表示を行う。

また，設定時間における積算線量当量率の表示も可能で，

同一作業場における積算線量当量の変化も確認できる。

局部線量計の積算線量値，警報設定値，積算線量の確認

は詳細画面で行う（図５）。

各線量計の校正および無線機のメンテナンスもデータ管

理装置で行う。
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図２　胸部線量計（NRL1）および局部線量計（NRL2）の外観

胸部線量計 局部線量計

図４　データ管理装置運用モード画面

図３　データ表示装置の外観
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３.５ データ変換装置

データ変換装置はデータ管理装置と有線で接続し，デー

タ管理装置からのデータを無線信号に変換して各胸部線量

計へ送信する。逆に各胸部線量計から受信した無線信号を

復調してデータ管理装置へ送信する。

概略仕様は次のとおりである。

回路方式　：特定小電力無線回路

無線周波数： 427.175MHz

変調方式　：２値 FSK（Frequency Shift Keying）

直接変調

空中線電力： 0.01W

伝送速度　： 2,400 bps

線量計の特性データ

４.１ 線量率直線性

シリコン半導体素子の線量率直線性の仕様は 20 ％以

内で，137Cs 基準での相対感度で評価すると胸部線量計，

局部線量計ともに 10 ％以内であり，非常に安定してい

る。

線量率直線性を図６に示す。

４.２ エネルギー特性

シリコン半導体素子のエネルギー特性を図７に示す。60

keV ～（6MeV）までの仕様では 137Cs 基準で 20 ％以内

であり，胸部線量計，局部線量計ともに安定している。

４.３ 方向特性

シリコン半導体素子の方向特性を図８に示す。上下左右

60度においての仕様では 137Cs 基準で 20 ％以内であり，

胸部線量計，局部線量計ともに安定している。

無線装置による管理区内フィールド試験

原子炉定期点検時に D/W（Drywell）および CUW

（Clean-Up Water System）ポンプ室において，配管機器

などの障害物がある実際の使用場所で通信装置を作動させ，

データの送信・受信および収集に関して RCR（Research

& Development Center for Radio System）基準規格に基

づく性能試験およびビットエラー測定の結果を表１，表２

に示す。

RCR基準規格に関しては規格内であり，ビットエラー

測定結果も通信が良好であることが分かる。
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図５　データ管理装置詳細画面
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図６　線量率直線性
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（a）胸部線量計（NRL1）エネルギー特性 
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あとがき

今後，高線量場における放射線管理のめざす方向は，さ

らなる被ばく低減と線量測定の効率化である。

このためには，１台の管理装置でより多くの線量を広域

で管理できるシステムの構築が必要となってくる。今後，

多くのユーザーがこの無線式個人線量モニタリングシステ

ムを採用して，高線量場の放射線管理業務の高機能化が進

められることを期待する。

最後に，この開発にあたりご指導ならびにデータ提供を

いただいた東京電力（株）福島第一原子力発電所放射線管理

グループの方々に謝意を表する。
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図８　方向特性

表１　RCR基準規格に基づく性能試験結果 

D/W入口外側 

工 　 場 　 内  

測定場所 

特性 

規
格
値 

空中線電力（mW） 
1チャネル/6チャネル 

10mW以下 

7.691/7.762

7.727/7.780

周波数の偏差 
＝429.1750MHzf0

周波数（MHz） 

±4ppm

偏差（ppm） 

429.175230

429.174518

－0.536

＋1.123

スプリアス発射の強度 
（dBm） 

－26dBm以下 

－55.78

－55.24

占有周波数帯幅 
（kHz） 

8.5kHz以下 

5.76

5.60

隣接チャネル 
漏えい電力 

（Upper/Lower） 

－40dB以上低いこと 

－64.3/－59.4

－63.8/－59.1

副次的に発する 
電波の限度 
（dBm） 

－54dBm以下 

－59.65

－59.67

D/W入口外側 

工 　 場 　 内  

測定場所 

キャリアセンス 

1チャネル 
（429.1750MHz） 

良 

良 

2チャネル 
（429.1875MHz） 

良 

良 

3チャネル 
（429.2000MHz） 

良 

良 

4チャネル 
（429.2125MHz） 

良 

良 

5チャネル 
（429.2250MHz） 

良 

良 

6チャネル 
（429.2375MHz） 

良 

良 

呼出名称 
164000000417

良 

良 

表２　D/W入口内側におけるビットエラー測定結果 

測定場所 D/W入口外側エラービット数/トータルビット数 

地下1階 

1　   階 

2　   階 

3　   階 

4　   階 

0° 

90° 

180° 

270° 

350° 

75° 

250° 

315° 

30° 

90° 

180° 

270° 

0° 

30° 

0° 

90° 

245° 

5/100,000 

0/100,000 

2/100,000 

0/100,000 

0/100,000 

1/100,000 

0/100,000 

0/100,000 

0/100,000 

0/100,000 

0/100,000 

1/100,000 

24/100,000 

1/100,000 

880/100,000 

826/100,000 

13/100,000
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まえがき

富士電機ではYAGレーザ応用製品として微細加工機と

マーカを製品化している。これらの製品を通じてできるユー

ザーとの接点はいつも大きく変化しており，その変化が新

たな市場開拓，製品開発のダイナミズムを生み出している。

本稿ではレーザ加工の特徴であり，最近特に成長が著し

い精密加工・マーキング分野とそのレーザ技術に関して現

状と展望を述べる。

精密加工

２.１ 精密加工分野の現状

携帯電話，携帯オーディオ機器，パーソナルコンピュー

タ（パソコン）など近年の電子機器の小型化，高密度化，

高速化など高機能化に伴い，そこに使用される半導体，電

子部品にも小型化・高密度化が求められ，その傾向はます

ます加速している。したがって，これらの部品の加工につ

いても対象が微小であれば，より微細な加工が要求される

ことは確かである。

数十μm以下の加工を微細加工とし，これらの加工を

μm～ nmオーダーの再現性を持った加工を精密加工と表

現すると，精密加工はそもそも加工単位を小さくする必要

があり，刃物を接触させて加工することはほとんど不可能

となる。

そのため非接触で微小なスポットの加工が可能なレーザ

加工や電子ビーム加工，ホトリソグラフィなどの微細パター

ン作成法と組み合わせたエッチング加工などが使用される

ことになる。

また，加工装置自身の精度も高くなければならないが，

微小領域の加工ゆえ，状態のセンシングが難しくフィード

バック制御ができず，いったん加工を中断し，加工結果を

電子顕微鏡，STM（Scanning Tunneling Microscope），

AFM（Atomic Force Microscope）などで観察し，加工

条件変更で最適化せざるを得ないのが微細加工の宿命となっ

ている。

一方，被加工材料は加工単位が小さいので，材料の微小

領域にわたって性質が均一でなければ再現性のよい加工は

できない。このため，材料の組織の均一性，表面粗さや内

部応力が小さいことなどが要求される。

このように精密加工には制約条件が多くなるが，現状は

加工精度，材料，形状，量，速度などの条件から，いろい

ろな加工方法があるなかで最適な加工方法が選択されてい

る。代表的な加工方法のなかからエッチング加工，電子ビー

ム加工，レーザ加工について現状を述べる。

２.２ エッチング加工

エッチング加工には，ウエットエッチングとドライエッ

チングがある。

ウエットエッチングはほとんどの実用金属，合金に好適

なエッチング液が実用化されており，写真技法によりパター

ン加工を精度よくできる特長がある。しかし，ウエットエッ

チングは液が被加工材料に接触すること，材料の深さ方向

と同時に横方向に進行するいわゆるサイドエッチがあり，

加工開口寸法に対する深さ方向を表すアスペクト比がきわ

めて小さい加工に限られる。これに対しドライエッチング

は真空装置エッチングガスを使用するもので，サイドエッ

チ量が少なく，有機物・絶縁物にも加工が可能であるが，

速度がきわめて遅いこと，装置が大規模になることなどの

問題がある。

２.３ 電子ビーム加工

電子ビーム加工は，電子を利用するため真空が必要であ

る。本加工は，電子のエネルギー，ビーム寸法，照射位置

を外部電界・磁界によって変更できるので，コンピュータ

と組み合わせることで複雑・微細な加工が可能である。電

子が固体構成原子と衝突して発生する熱を利用する熱加工

と，原子の励起・イオン化など化学作用を利用する化学加

工がある。

熱加工では電子を 1μm以下の狭い範囲に集束させて加

工しても，電子が材料内部に侵入するため，例えばアルミ

ニウムでは 20μm程度まで熱影響が出てしまうといわれ

精密加工・非接触マーキング分野におけるレーザ技術の
現状と展望
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ている。このため，熱加工では直径が比較的大きいが深い

加工，例えば直径 50μmで深さ 1mmの加工が可能であ

る。また，出力が大きいので高速な加工が可能である。化

学加工ではビームを細く絞り，リソグラフィも可能である。

電子ビーム加工の最大の難点は，真空の加工雰囲気が必要

であり，生産ラインをほとんど構成できないことである。

２.４ レーザ加工

レーザ加工の特長は，電子ビーム加工と異なり，加工雰

囲気を問わないことである。真空中，大気中，液中，光が

透過できる環境であればいずれの環境でも加工可能である。

レーザ加工は一般的には熱加工が多いが，熱化学加工や化

学加工も可能である。レーザ光は指向性が高いので，レン

ズで集光するとスポットをきわめて小さくできるので，パ

ワー密度が高くなる。このレーザ光を被加工物に照射する

と局部的に発熱し，蒸発・溶融が起こる。これにより非接

触で切断，溶接，穴あけ，トリミング，マーキング，合金

化など熱加工が可能となる。また熱化学効果を利用して，

エッチングやレーザ CVD（Chemical Vapor Deposition）

による薄膜形成ができる。

物質の光吸収率は波長に左右される。レーザは発振媒体

や結晶を選択することで，紫外線から近赤外線まで波長を

発振できるので物質の光吸収波長に合わせたレーザを使用

すると，低いパワー密度で効率よく加工できる。またレー

ザは，発振方式や外部光学系の構成によりパルス幅をフェ

ムト秒（10－15 秒）からミリ秒（10－3 秒）オーダーの広い

範囲で選択可能である。さらに，発振方式によって連続出

力も可能である。

レーザの波長，パルス幅とパワー密度の組合せにより，

溶融過程がほとんどなく瞬時に蒸発するいわゆるアブレー

ションと呼ばれる熱影響が少ない加工も可能である。レー

ザにおけるアブレーションには光化学アブレーションと呼

ばれるものがあり，波長が紫外になると光子エネルギーが

大きいので原子間の結合を切断して分子の分解・消滅を低

温状態で起こすことができるようになる。分子の各原子間

結合エネルギーを図１に示すが，例えば炭素の二重結合

（C＝C）は 6.29 eV〔145 kcal/mol{607 kJ/mol}〕の結合エ

ネルギーを持っているので，この値より高いエネルギーで

あれば結合を解離できることとなり，例えばそのエネルギ

ーに相当する波長 197 nm以下であるレーザは C＝Cも切

断できることになる。これらを利用して穴あけや切断など

熱影響層の発生なしの除去加工が可能となる。

紫外線を発生する代表的なレーザはエキシマレーザであ

り，KrFで 248 nm，ArFで 193 nm，出力 10 ～ 20W，繰

返しパルス数最大 2kHz 程度でマルチモードである。エキ

シマレーザは半導体露光が主な用途であり，同一パターン

の一括処理に向いているが，有毒ガスを使用するためガス

処理など付帯設備が大がかりとなるほか，低繰返しでマル

チモードであるためビーム集束性が悪いなどの問題がある。

Nd：YAGや Nd：YLFレーザなどの固体レーザと高調

波発生の組合せによって紫外線レーザを発振させる研究開

発が盛んで，現状は第 5高調波（YAGは 213 nm）などの

発振も可能であり，実用的には第 3高調波（355 nm）で

出力 5W，繰返しパルス数最大 30 kHz，シングルモード

が可能となっている。

２.５ 微細加工におけるレーザの展望

レーザ加工では非接触で，光が透過すればどのような雰

囲気でも加工できる。また，波長，パルス幅，パワー密度

などの選択により材料の改質，溶融，蒸散など加工過程も

変えることができる。このような選択肢の多様な加工はほ

かにないといっても過言ではない。したがって，これから

もいろいろな分野でレーザ加工に関する研究が続けられ，

実用化されていくことは間違いない。

精密加工分野のなかで，これから注目されるところは，

レーザによる非熱加工であると考えられる。光化学アブレー

ションはレーザ波長を物質の分子結合解離エネルギーを超

えるエネルギー相当に短い波長を照射することで熱が少な

い除去加工ができるが，集光エネルギー密度が低いエキシ

マレーザなどでは一般に可変パターンの加工速度は遅い。

このため，集光エネルギー密度を高められる固体レーザの

高調波技術による紫外線レベルでの高出力化が望まれてい

る。また，ここで使用される高調波発生のための非線形結

晶は，材料開発，使用方法などの開発による結晶の長寿命

化ならびに高出力化が今後の課題となっている。

非熱加工のもう一つのアプローチは，超短パルスによる

アブレーションである。フェムト秒クラスで高ピークパワー

のレーザパルスは，光子エネルギーが高く物質に照射され

ると物質自身の状態が変化し複数の光子を同時に吸収して

アブレーションが起こり，さらに熱伝導や熱緩和時定数に

比べ十分短いエネルギー供給時間のパルスであるため，熱

影響がない加工が可能となる。このような超短パルスレー

ザを発生させるためには発振媒体のレーザ耐力や，媒質に

貯えられるエネルギー量などの制限から，パルス幅の伸張

や圧縮などの技術を駆使した短パルス化の研究が活発に行

われており，現在の光通信分野の応用から今後は加工分野

での実用化が進むものと期待されている。
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レーザ発振器については以上であるが，今後のレーザに

よる高精度加工における周辺技術で重要なのは，加工状態

センシングである。非接触加工で加工点がミクロンオーダー

をコントロールするフィードバックシステムはほとんどで

きていない。加工光学系とともに，ミクロンオーダーの非

接触・リアルタイムセンシングの開発が必要である。

また，レーザ加工は数え切れないほどの応用があるが，

その加工プロセス，メカニズム，動的挙動がどれほど分かっ

ているか疑問である。実験的繰返しでは限度があり，加工

の数値化モデルによるシミュレーション技術を駆使するこ

とが必要である。例えばレーザで蒸散させる加工は，この

シミュレーションが固体，液体，気体同時に解くものであ

り，単純ではないことは確かであるが，微細加工のコント

ロールには今後必要になっていくものと考えられる。

また加工結果の評価方法においても，いろいろな顕微鏡

が開発されているが，場合によっては測定に時間がかかり，

特別な環境を設定したり，材料が制約されるなどの問題が

ある。今後これらの研究開発も強化する必要がある。

マーキング

３.１ マーキングの目的

人類が媒体を介した伝達，記録のための表現技術を獲得

して以来今日に至るまで，その時代その時代の社会的なニー

ズ，技術革新の洗礼を受けて多くのマーキング技術が発明，

定着，または淘汰（とうた）されてきた。こういう意味に

おいては「マーキング」はわれわれ人類にとって古来から

の最も身近な技術の一つであるということができよう。

マーキングの目的を考えた場合，概略次の 3点に整理で

きると考える。

装飾目的

被対象物に特徴づけを恣意（しい）的に行うために装飾

的な模様をマーキングするものである。

名称など表示目的

被対象物に社標，商標，家紋，または押しボタンなどの

キートップマークをマーキングするものであり，そのもの

の名称や機能的な意味合いなどをマーキングするものであ

る。

管理目的

品質管理，組立製造管理などのためにロット管理データ，

品種データ，寸法データなどをマーキングするものである。

， はマーキングという行為が始まって以来行われて

きたものであり，なかには明確にどちらとも区別できない

場合もある。 は工業化社会になって導入，発展してきた

ものであり，最近では PL（Product Liability）法対応，リ

サイクル法対応などの社会的な要請もあり，ますます重要

視されてきているものである。

３.２ マーキングの原理

被対象物にマーキングを行うということは，その部位に

ほかの部位に対して視覚的な何らかのコントラストを与え

ることである。そのコントラストを与えるための原理は概

略次の 4種類に分類できる。

彫刻，打刻

変色，変質

溶融，蒸発

塗付

３.３ マーキング加工の物理的プロセス

一方，マーキングを加工プロセス原理的に分類すると概

略次の 4種類に分類できる。非接触で行えるのは ， で

ある。

機械加工→切削する，つぶす。

熱加工→溶かす，熱変色させる，蒸発させる。

化学反応加工→溶かす，腐らせる。

塗布加工→印刷する，塗る。

３.４ 実際のマーキング手法とその長所・短所

マーキング手段として下記のような方法が現在利用され

ており，それぞれに長所・短所を有している。

インクジェットマーキング

長所：非接触，個々に内容の変更が可。

短所：永久マーキングではない。前処理としての脱脂工

程，後処理としての乾燥工程が必要。インク管理

必要。微細マーキングが苦手。

印　刷

長所：複雑な内容を大量に処理可。

短所： と同じ。個々の内容変更が不可。

ミーリング，彫刻，打刻

長所：永久マーキング。

短所：接触式。遅い。

エッチング，電触

長所：永久マーキング。

短所：エッチング液の管理，脱脂乾燥工程必要。遅い。

ウォータジェット

長所：永久マーキング。

短所：被対象材が限られる。乾燥工程が必要。遅い。

エアペン

長所：永久マーキング。

短所：被対象材が限られる。遅い。

レーザ

長所：永久マーキング，非接触，個々の内容変更可，前

後工程不要，環境に優しい。

短所：大面積マーキングが不得意。

３.５ 非接触マーキング分野とそのニーズ

現代社会のキーワードの一つは「軽薄短小」ということ

ができよう。多くの製品が高機能化・小型化され，それら

を構成する部品群にはますます「薄く，小さく，高密度化」

が要求されており，形状も複雑になりがちである。

こうした製品はほとんどが大量に社会に出回るものであ

る。このため品質，流通管理などのために非常に高度な製
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品トレーサビリティが要求されるものが多くなっている。

このことは一方で，製品のみならず，それに搭載されてい

る部品に至るまで，各種管理情報のマーキングの必要性が

増えていることを示している。また，「再生資源の利用の

促進に関する法律」（リサイクル法）の制定に伴い，リサ

イクル時の分別情報などの表示マーキングの必要性も増し

てきている。こうしたマーキングニーズに最適なのは，当

然非接触マーキングである。薄くて力を加えられない部品，

ガラス，樹脂のように機械的にもろい部品，凸凹があり複

雑な形状をしていて機械的な力を加えられない部品，狭い

凹部にマーキングしなければならないような部品など，す

べて非接触マーキングの対象となるものである。言い換え

ると現代社会が要請する機能性，環境保護などのための管

理手段としてマーキングニーズが急拡大しており，そのマー

キングには非接触性が求められているということである。

３.６ 最近のマーキングに要求される技術ニーズ

前述のように具体的にマーキングという工程を考えた場

合，単にマーキングという行為だけで評価してその手段を

選ぶという時代ではなく，現代社会はもっと多角的な評価

を行っての手段選択を要請してきている。その主なものは

次のようなものである。

非接触マーキングが行えること。

そのプロセスが環境に優しいこと（洗浄液，エッチン

グ液などの使用をできるだけ避けること）。

占有する面積が小さいこと。

被対象物のリサイクル性を考えてマーキング後のその

素材特性を変えないこと（塗料，インクなどを付加する

とリサイクル時に新たな環境負荷となる）。

IT（Information Technology）技術との融和性があ

り，自動化しやすいこと。

３.７ レーザマーキングの特長と可能性

レーザマーキングは前述の要請にこたえるマーキング手

法として最もふさわしいものということができる。現在レー

ザマーキングに主に使用されているのはCO2レーザ，YAG

レーザによるものであるが，その特徴は以下のようなもの

である。

非接触かつ高速・高精度マーキングが行える。

ほかの手法に比べて格段に微細なマーキングが行える。

凸凹面にもマーキングが行える。

マーキング内容の管理がすべてソフトウェアで行える。

自動化が容易でラインへの組込みが簡単である。

前処理，後処理が不要であり，被対象材に直接マーキ

ングが行える。

レーザマーキングは前述の物理プロセスのうちの主に熱

加工原理（溶融，熱変色，蒸発）により，マーキングを行

うものである。このため，洗浄材，溶剤のほか，インク，

塗料などの使用もないため，マーキング工程そのものはも

ちろん，被対象物のリサイクル時の環境負荷も含めてトー

タル的に環境に優しいマーキングが可能である。

レーザは発明後まだ約40年であり，現在もまだ躍進的な

進化を続けている新しいエネルギー源である。発振媒体の

多様化，LD技術，ファイバ技術の適用拡大に伴う発振形

態の多様化により，小型化・高効率化の加速が飛躍的に進

むものと予想されるし，またこれと並行して波長変換技術

の応用拡大も進み，種々の波長が容易に安定して得られる

ようにもなり，従来の熱加工を中心としたマーキングから

光化学反応による無応力マーキングにまでその可能性が広

がろうとしているところである。

本特長を生かしたマーキング例を図２，図３に示す。

あとがき

以上，精密加工・非接触マーキング分野とレーザ技術の

現状と展望について述べた。精密加工・非接触マーキング

のニーズはますます膨らんでいくはずである。今後もユー

ザーからのご意見を反映させて，より良い製品を開発して

いく所存である。最後に，実際に製品を納入させていただ

いたユーザーはもちろん，商談を通じてさまざまなニーズ

や情報をお寄せいただいたユーザー各位にお礼申し上げる

次第である。

参考文献

河西敏雄ほか：超精密生産技術大系基本技術，フジテクノ
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図２　缶ケース電子部品へのマーキング例 図３　リード線型電子部品へのマーキング例
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まえがき

昨今，地球環境保護が新しい環境問題として各方面の関

心を集めている。1970年代の公害問題は局所的であったの

に対し，フロンなどによるオゾン層の破壊や地球温暖化，

近代産業・工業の発達による大量の排出物・廃棄物の地球

環境への放出などは人間の設けた国境を越えており，生物

の生態系が変化してしまうので地球的規模の大きな視点で

とらえるべき問題といえる。

現在，各企業の製造・加工分野ではこのエコロジー問題

を重要視して地球環境問題に取り組んでいるが，特に基盤

的重要問題である地球温暖化防止策としての「リサイクル

の促進」「フロン使用撤廃」，また「有害廃液，ガスの排出

抑制」に関しては，事業推進の基本テーマとしている企業

も多い。さらに，「特定家庭用機器再商品化法」（通称：家

電リサイクル法）の公布や「容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進に関する法律」（通称：容器包装リサイク

ル法）の本格施行により消費者側にもかなり主旨が浸透し

てきている。

一方，非接触，高精度，超微細加工を特長とするレーザ

加工は電子，半導体，自動車などわが国の基幹産業におい

てかなり浸透しているが，近年前述のエコロジー意識の高

まりに伴い飛躍的な市場拡大が始まっている。特にレーザ

光にて金属，樹脂などに対しドライマーキングを可能にす

るYAGレーザマーカは，以下に挙げる二つのエコロジー

に大きく貢献できる装置である。

プロダクツエコロジー（製造現場における環境対策）

リサイクルエコロジー（リサイクル過程における環境

対策）

富士電機では早くからYAGレーザマーカを商品化し業

界トップクラスの実績を確保しているが，上記のような二

つのエコロジーマーキング市場の増大に対応するべく「エ

コロジーテーマ対応型YAGレーザマーカ」を企画・開発

した。本稿では，これらの装置の概要と応用事例を紹介す

る。

YAGレーザマーカの概要と特長

レーザマーキングとは，レーザ加工の持つ優れた特徴

（非接触，高自由度，高速微細精密加工）を生かして被加

工物表面にレーザ光を照射し，加熱・溶融・蒸発といった

熱加工原理によってマーキングを行うものである。発振器

により発振・増幅されたYAGレーザ光（波長： 1,064 nm）

はX・Yミラーを介し，レンズにて集光され対象物上に二

次元的に焦点を移動することにより文字，図形などのマーキ

ングを行う。この装置の特長は以下のとおりである。

インク方式，エッチング（電解腐食）方式と異なり，

フロンなどによる前洗浄処理が不要であり，有害廃液，

ガスが出ない。

シルク印刷，捺印（なついん）と異なり毒性の強い有

機溶剤を使用しないため，環境保護対策が可能，リサイ

クル時の不純物混入が防止できる。

熱加工のため，インク方式と異なり不滅マーキングが

可能である。

非接触マーキングのため，打刻式と異なり製品精度の

確保が可能で，セラミックス，超硬合金製品などにもマー

キングが可能である。

高さ 0.08mmの微小サイズの文字からマーキングが可

能であり，消費者には判読できない隠しマークも実現可

能である。

マーキング内容はソフトウェアで管理されているため，

オンラインマーキングが可能であり，インラインへの組

込みが容易である。

集光されたレーザビーム加工であるため，美しい高品

質マーキングが可能である。

エコロジーテーマ対応専用機のベースマシンとなる富士

電機の最新型 YAGレーザマーカ「ドライライター 2000

シリーズ」の外観を図１に，構成を図２に，主な仕様と特

長・用途を表１に示す。同タイプでは業界一の小型化，高

機能，高信頼性により，トップクラスのシェアを確保して

いる商品である。
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二つのエコロジーテーマ対応型YAGレーザ

マーカ

３.１ プロダクツエコロジーテーマ対応型レーザマーカ

各種製品，部品が多様化するなか，消費者側への情報提

供や，製造者側の生産管理，品質管理を目的とした各種マー

クはますます多様化・複雑化し，マーキング工程は製造過

程で重要な工程となっているケースが増大している。金属

製部品において加工精度の維持が必要な精密部品や壊れや

すい材質（超硬合金，セラミックスなど），また，工程上

組立後のマーキングが必要な場合は従来マーキング手法で

最も多用されている機械式打刻が使用できないため，イン

ク捺印式，エッチング（電解腐食）方式，ラベルはり付け

などで対応しているのが一般的である。これら方式の共通

欠点はマーキング前処理としてのフロンなどの洗浄が必要

であり，さらに毒性が強い有機溶剤を含むインクの使用，

エッチング廃液の処理などが必要なことであり，エコロジー

問題として大きくクローズアップされ，早期対策が重要課

題となっている企業も増大している（図３）。

富士電機ではこれらプロダクツエコロジーにおけるマー

キングテーマに対応すべく，ベースマシン「ドライライター

2100」を用いて対象物のハンドリング装置を含めた専用機

化を行った。特に金属材料（鉄，工具鋼，ステンレス鋼，

超硬合金など）が多いこのテーマに対し従来手法より鮮明，

高品質な黒色マーキングが行えるようにYAGレーザ発振

器ほかを改良し，これに必要な各種レーザパラメータが最

適になるよう設計されている。レーザマーカを使用するこ
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図１　ドライライター2000シリーズの外観

パソコン 
制御・冷却ユニット 

コントローラ部 

純水 
冷却部 

レーザ電源部 

レーザ発振器 
X・Yスキャナ 

Fθレンズ 

図２　ドライライター2000シリーズの構成

表１　ドライライター2000シリーズの仕様と特長 

型　式 
分類・項目 

レ 　 　 ー 　 　 ザ 　 　 種 　 　 類  

出　　　　　　　　　　　　　　力 

照 　 　 　 射 　 　 　 方 　 　 　 式  

マ ー キ ン グ  

太　　　　　さ 

フ　ォ　ン　ト 

電　　　　　源 

演　算　方　式 

ドライライター2000 
可変印字型 

50 W

連続，ジャイアントパルス 

ユーティリティ 

外 形 寸 法  

特　　　　　長 

用　　　　　途 

レ ー ザ ヘ ッ ド  W180×D640×H220（mm） 

冷 　 却 　 水  

�大容量データ 
�中小ロット生産品 

制 御 ・ 冷 却  W410×D430×H600（mm） 

高速マーキング 

高速データ可変 

△ 

◎ 

大 容 量 デ ー タ  ○ 

パソコンレス運転 × 

主 用 途 区 分  

温度：5～25℃，圧力：0.2～0.5 MPa，流量：12 L/min

0.05～1 mm（らせん方式） 

英字，数字，片仮名，平仮名，漢字， 
バーコード，二次元コード 

ス　ピ　ー　ド 低速～中速 

並列演算方式 

Nd：YAG（波長：1.06　m） 

範 囲 ， 分 解 能  φ120 mm，5   m

ドライライター2200 
大容量データ高速印字型 

W410×D430×H600（mm） 

◎ 

◎ 

◎ 

× 

0.05～1 mm（多重線方式） 

英字，数字，片仮名，平仮名，漢字， 
バーコード，二次元コード 

中速～高速 

並列演算方式 

φ120 mm，5   m

三相AC200 V　20 A，単相AC100 V　5 A

ドライライター2100 
繰返し印字型 

○ 

△ 

△ 

◎ 

�捺印 
�中小量データ 
�大量生産品 

�印刷 
�大容量データ 
�樹脂製品 

W410×D380×H600（mm） 

英字，数字，片仮名，平仮名，漢字 

中速 

一括演算方式 

φ120 mm，30  m
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とにより前洗浄処理が不要となり，オペレーターは多数個

取りの治具に対象物をセット（自動セットも可能）し，こ

の治具を搬入位置に置けばあとは機械装置側によるレーザ

マーカへの位置決め，マーキング，搬出が自動的に行われ

る。これを使用することによりフロン用設備が不要となり，

エコロジー対策のみならず大幅なコストダウンを行うこと

ができる。この装置の外観を図４に，マーキング例を図５

に示す。

３.２ リサイクルエコロジーテーマ対応型レーザマーカ

軽量化，耐食性，加工性，価格などのメリットにて現代

の工業社会になくてはならない基礎資材であるプラスチッ

クは年々使用量が増大し，現在は容積ベースでみると鉄鋼

に並ぶくらいになっている。これに伴い廃棄される量も膨

大なものとなり，各種素材中，リサイクルへの取組みの必

要性が最も広く認識されている。パーソナルコンピュータ

（パソコン），ファクシミリ，コピー機などのOA品や，家

電リサイクル法対象であるテレビ，洗濯機，エアコンディ

ショナ，冷蔵庫などは各所にメーカーのロゴマーク，管理

銘板，説明・注意書きが施されているが，多くはシルク印

刷法とラベルはり付けにて対応されている。印刷法に必要

な毒性が強い有機溶剤を含むインクはマーキング時はもと

より，リサイクル時にも有害ガス発生の原因となり，また

ラベルは不純物として残るため，リサイクル推進において

急速に問題視されてきている。このインクに替わるものと

して，従来からレーザマーキングがあるが，現在までは

CO2 レーザマーカに代表されるようにマーキングの発色性，

鮮明さが劣り，大量のマーキングデータを処理する速度も

遅いという問題点があった。

富士電機ではこれらリサイクルエコロジーにおけるマー

キングテーマに対応すべく，ベースマシン「ドライライター

2200」を用いてプラスチック専用YAGレーザマーカを開

発した。表２に示すとおり，「ドライライター 2200」の深

さ均一制御に加え，プラスチック発色に最適なレーザパラ

メータ制御機能と広範囲マーキングエリア（最大 280 φ）

を確保することによりシルク印刷代替を考慮している。プ

ラスチックへのレーザマーキングにおいて重要なことは，

多様な材質に対しインク方式に近い発色を得られるかであ

るが，電気製品の外装筐体（きょうたい）に多く使用され

る ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene），PS（Pol-

ystyrene）， PBT（ Polybutylene Terephthalate）， PA

（Polyamide），PC（Polycarbonate）に対しては格段に発

色品質が良くなり，PP（Polypropylene）などの発色品質

が良くない材質に対しては最近マスターバッチメーカーにて

製造されている Filler（発色添加剤）を材料に添加するこ

とにより高品質な発色を実現している。富士電機ではこの

Filler を製造していないため，専門メーカーとタイアップす

ることにより顧客のニーズに対し協同で取り組む体制を確

保している。図６にマーキング事例を示す。本レーザマー

カを導入することにより，インク式に近いマーキング品質

を確保しながらエコロジー対策に貢献し，さらに銘板作

成・はり付け・印刷コストの大幅削減が実現化でき，印刷

版の管理も不要となった。
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（a）インク方式（捺印，シルク印刷，インクジェットなど） 

フロンなどによる洗浄 マーキング 

フロン 有機溶剤 

（b）エッチング（電解腐食）方式 

フロンなどによる洗浄 マーキング 

廃液 

フロン 

図３　従来マーキング方式による環境問題

図４　プロダクツエコロジー対応型レーザマーカの外観

図５　マイクロドリルへのマーキングサンプル

表２　プラスチック用YAGレーザマーカの仕様 

型　式 
分類・項目 

レ ー ザ 種 類  

出　　　　　　力 

照　射　方　式  

マ
ー
キ
ン
グ 

連続，ジャイアントパルス 

特
　
長 

大容量データ 

プラスチック 
　　　発色性 

主 用 途 区 分  

深さ均一制御 

ス ピ ー ド  

有 

中速～高速 

ドライライター2200 
汎用型 

プラスチック，金属 

○ 

△ 

50 W

Nd：YAG（波長：1.06　m） 

範囲，分解能 φ120 mm，5   m

ドライライター2300 
プラスチック専用型 

○ 

◎ 

プラスチック（印刷代替） 

25 W

φ280 mm，5  m



エコロジー・リサイクル分野へのレーザの適用…

その他応用事例

４.１ 自動車用インストルメントパネル部品へのマーキング

事例

本事例は，自動車用インストルメントパネル樹脂成形部

品に対するプラスチック専用YAGレーザマーキング事例

であり，従来オフセット印刷で行っていた図形，記号など

のマーキングを，レーザによる直接マーキングに置き換え

ることで，工程の簡略化およびマーキングの耐久性を向上

させ，さらにインクなどを用いずに素材そのものを発色さ

せているため，毒性の強い有機溶剤を使わないですみ，さ

らにリサイクルを容易にさせたものである。

本事例では，対象ワークの曲面部分にマーキングを行う

ということと，人が操作を行う部品であるため，高い視認

性を確保する点がポイントとなる。

一般的に曲面部分へのマーキングにはオフセット印刷が

利用され，印刷時は版下のパターン部分にインクを載せ，

次にゴムにインクを転写させ，最後にインクの付いたゴム

をワーク面に密着させマーキングを形成させるという複雑

な工程が必要であった。この場合，パターンと同数の版下

を準備する必要があるということと，使用前後には付着し

たインクの清掃を行う必要があり段取り替えに手間がかかっ

ていた。さらに，インクおよび清掃用に毒性の強い有機溶

剤を使用するという問題を抱えていた。

以上に対し，レーザマーキングではレーザ光でワークを

直接発色させているため，インクなどが一切不要になり，

環境問題に対して大幅な改善が可能になる。パターンの切

替についてもパソコン上でプログラムを選択するだけであ

り，段取り替え時間が大幅に短縮される。曲面についても

レーザの持つ特徴である焦点深度により 5mm程度の範

囲でマーキングが可能である。本事例では白色インクと同

等な品質を追求するため，素材自体にレーザ光に反応する

Filler を添加することで視認性の改善を図っている。

図７にマーキングサンプル例を示す。

４.２ ホルマル線の被覆はく離加工事例

本事例は，コイル部品などで使用されるホルマル線（銅

線を電気的絶縁体である樹脂で表面をコーティングしたも

の）の端末の被覆のはく離加工であり，従来は薬品により

被覆を溶かしたり，機械的に削り落とす方法が採られてい

たものをレーザ光で直接はく離加工を行った事例である。

ホルマル線をはんだ付けするためには，はんだ付けする

部分の被覆をはがす必要があり，従来の方法としては，

はく離したい部分を薬品に浸け溶かし落とす。

機械的に削り落とす。

はんだの温度で溶ける被覆を使用する。

というような方法が利用されているが，これらの方法では

種々問題を抱えていた。まず，薬品で溶かす方法でははく

離後の洗浄や使用後の薬品の廃液処理が必要である，また

機械的な方法では線材にきずが入ってしまうというような

問題点を抱えていた。これらの対処策としてはんだの温度

で溶ける被覆を使用する方法も採られているが，被覆部と

はく離部の境界が温度，線材により不安定になってしまう

という問題があった。

これに対し，レーザによるはく離加工では，薬剤などを

使用しないため廃液処理が不要になることや，非接触で加

工可能なため線材にダメージを与えず，またレーザ光の持

つ特徴である局所加熱により，クリーンで精密なはく離加

工が可能となっている。

図８に加工サンプル例を示す。

４.３ 電気品，OA品の樹脂筐体への配線図・ロゴの

マーキング

本事例は，従来シルク印刷と銘板ラベルはり付けを行っ

ていたプラスチック筐体に，直接レーザマーキングを行う

ことにより，シルク印刷の工程および製品ごとに在庫して

いた銘板ラベルをすべて不要とさせることにより，コスト

ダウンを達成し，シルク印刷用の版の段取り替え作業の手

（3）

（2）

（1）

＋－
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図６　プラスチックへのダイレクト発色マーキング

図７　自動車インストルメントパネル樹脂部品へのダイレクト

発色マーキング

図８　ホルマル線の被覆はく離加工サンプル例

YAGレーザによるはく離部分 
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間を省くとともに，銘板ラベルを現場作業者がはり間違え

るなどのミスもなくなった。

さらにインクレスにより有機溶剤が不要となり，プラス

チックリサイクルにあたって大きなネックともいわれる印

刷インクの混入や銘板ラベルのはく離作業の手間がなくな

り，プラスチックのリサイクル性の向上とともに省資源化

に貢献できている事例である。図９にマーキングサンプル

例を示す。

あとがき

YAGレーザマーカはエコロジー対策，PL法対策にて今

後もますますその必要性が高まるものと考えられる。業界

トップクラスの小型化，高機能性，高品質性により，富士

電機製レーザマーカは数々の生産現場にて導入効果を発揮

している。今後は材質を含めたユーザー側の個別ニーズに

正確かつ迅速に対応すべくさらなる専用機化を行うことに

より，より多くの分野で大きくお役に立てるものと確信し

ている。
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図９　プログラマブルコントローラ筐体へのマーキングサンプル
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まえがき

レーザマーキングは，対象物にレーザビームを照射して，

表面に熱による物理変化を起こし，変化した表面状態でマー

キングの跡が目視できるようにするものである。非接触の

ため，接触式のように印圧の影響による印字のゆがみ，ば

らつき，欠けなどがなく，また，かすれやはがれなどに強

く耐久性に優れる。PL（Product Liability）法の施行に伴っ

て，確実で信頼性の高い印字として市場に浸透してきてい

る。

また最近は，地球環境保護，エコロジー問題への対応が

社会的な関心を集めてきており，製品への型名などの表示

方法においても，環境を配慮した方式が求められている。

この点では，レーザマーキングを用いれば，素材に直接印

字することになり，溶剤を使わないクリーンなマーキング

が可能である。また，接着剤の使用やインクなどの不純物

の使用が排除できる利点もあり，適用が広がっていくとみ

られる。

マーキング素材としては，製品素材の多様化に合わせ，

非金属としてプラスチックへのマーキングの需要も多い。

そこで，このたび，プラスチック用として開発した新機種

について，その概要，特長ならびに適用事例について紹介

する。

プラスチックへのレーザマーキング

レーザマーキングは，対象物に照射したレーザビームに

より，吸収させた熱で対象物の表面を蒸発（気化）させて

凹部を形成し，乱反射により印字を視認させるものと，熱

により物質の表面状態を改質させ，他の部分と異なる色を

出して視認させるものがある。そのプロセスを図１に示す。

富士電機では，すでに固体YAGレーザを用いたマーキン

グ装置を製品化し，その特性から金属部品へのマーキング

を主体に適用してきた。YAGレーザは，波長が 1,064 nm

で，金属への吸収は比較的よいが，プラスチックについて

は透過しやすく吸収が損なわれ，波長的には適していない。

プラスチックへの吸収では，波長が約 10.6μmの CO2 レー

ザの方が適している。しかし，プラスチック品でも，染料

などの含有物で色のついた透過性の低いものでは，YAG

レーザでも吸収が促進される。したがって，YAGレーザ

のプラスチックへの適用としては，樹脂の塗装された表面

に対し，塗装をはく離するものについて多数の実績があり，

素材そのものへのマーキングとしては，ケースなどに使わ

れた着色樹脂への適用例がある。

しかしながら，プラスチックは，一般的に熱で溶融を起

こしやすく，レーザの吸収がよくても，同時に熱で溶融が

起これば，融けて品質が悪くなってしまう。したがって，

表面をあまり溶融させないで蒸発させるよう照射エネルギー

量の調整が必要である。さらに，照射面でのレーザのパワー

に瞬間的でも変動があると，それがマーキングのむらとなっ

て出るため，一定パワーでの均一なマーキングが必要とさ

れる。その他，電子部品のパッケージ品などでは，マーキ

ングの高速性が要求される。

今回開発したYAGレーザマーカでは，プラスチック品，

電子部品への適用を広げるため，均一マーキング，高速処

理の機能を持たせている。CO2 レーザは，その波長から

熱を発生しやすく，熱による品質への影響があり，また，

短波長の方が精密マーキングには適していることから，今

後，YAGレーザの適用が広がっていくことが期待される。
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図１　レーザによるマーキングのプロセス
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プラスチック用ドライライターDW2200

３.１ 概　要

富士電機は，固体YAGレーザを用いたレーザマーキン

グ装置として，1999年には，市場要求に合わせ，小型・低

価格の繰返しマーキング用途のドライライターDW2100，

可変マーキング用途の DW2000 と新型シリーズ機を製品

化，市場投入している。今回，これらに加えプラスチック

用途向けのドライライターDW2200 を新たに開発，シリー

ズ機種の拡張を図っている。シリーズ機の機能比較を表１

に，装置の外観を図２に示す。

ドライライターは，図３に示すようにレーザヘッド部と，

レーザ制御盤から構成される。ヘッド部では，レーザ媒体

をランプ励起して，キャビティ内で発振させレーザビーム

を出力し，それをマーキングパターンに応じてX・Yスキャ

ナで移動させる。ビームの移動に従って，ワークへレーザ

が照射され，その軌跡に従って種々のパターンのマーキン

グがなされる。制御盤では，ヘッドでのレーザ発振を制御

するとともに，スキャナ移動指令を出してマーキングを実

行させる。また，レーザ励起に伴う発熱を抑えるための冷

却も行っている。

３.２ 特　長

均一なマーキング

レーザ光の大きなエネルギーを取り出すには，レーザを

発振させるだけでは十分な出力が得られず，レーザ光の誘

導放出の利得（Q値）を上げるため，Qスイッチによるス

イッチング方式が用いられる。Qスイッチは，発振器の光

の往復経路中に置かれ，スイッチングにより蓄積されたエ

ネルギーを一挙に放出させ，大きな光エネルギーを取り出

す。

この場合，マーキング途中のジャンプなどでレーザビー

ムを出力しない期間では，Qスイッチが閉状態に置かれ，

マーキングが始まるとスイッチが開状態にされる。エネル

ギーの蓄積は，スイッチが閉じている期間によって増大す

るので，描き始めには大きなエネルギーが放出されて，マー

キングが濃くなることが起こる。これは，プラスチック材

の場合には，熱で状態が著しく変わることになる。

このような変動を抑えるため，DW2200 ではスイッチン

グの条件，マーキング出力を停止した時間に応じて，段階

的に放出出力の変動に制限を加えてやり，なめらかなマー

キングを実現している。ワークへの描き始めまでの出力停

止期間，文字マーキング中の文字間でのジャンプ移動のた

めの停止期間と，個々の文字でのストローク間（線間）で

の停止期間では，停止時間はまちまちだが，出力開始で同

じような出力になるようファーストパルス抑制制御（FPS）

している。

また，マーキングの移動パターンによっても一点あたり

の照射エネルギーが変わるので，ビーム位置を制御しマー

キングの始点から終点までなるべく均一な照射が行われる

ようにしている。

重ねマーキングの排除

マーキングする印字，図形によってスキャン軌跡が重な

る箇所が出てくるが，そこではレーザビームが二度当たる

ことになり，その部分での熱の影響が大きくなる。これを

防ぐため，あらかじめ重なりがでないよう分離指定してお

き，一回書いた所は，二度書きはしないようにして，不均

一を回避している。

マーキングでは線幅を太くしてマーキングすることが行

われるが，その場合については，マーキング線をずらすこ

（2）

（1）
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表１　DW2000シリーズの機能比較 

型　式 
項　目 

100CPS

1.0mm

約30～300文字 
（マーキング時間 

7秒） 

約5～15秒 

速　　　　　　度 
（CPS：文字/秒） 

一括マーキング 
　　　　　　容量 

パターン変更時間 

太　線　機　能 

精
　
度 

深
さ
均
一
制
御 

分　解　能  

DW2100 
（繰返し用） 

最小文字高さ 

文字間 FPK

線　間 FPK

始　終　点  

30   m/ 
φ120mm

70CPS 
（オプション 
85CPS） 

0.2mm

約2,500文字 

DW2000 
（可変データ用） 

約1秒 約1.5秒 

無 

無 

無 

有 

有 

有 
（らせん方式） 

有 

有 
（多重線方式） 

100CPS 
（オプション 
120CPS） 

約10,000文字 

DW2200 
（プラスチック用） 

5   m/φ120mm

図２　DW2200の外観

パソコン 
レーザ制御盤 

レーザヘッド部 

コントローラ部 

純水 
冷却部 

MKPS RFDRV

レーザ発振器 
X・Yスキャナ 

Fθ 
レンズ 

図３　ドライライターの構成図
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とで重ならずにスキャンを繰り返し，太線全域において均

一化を図っている。

マーキング処理の高速化

高速マーキングを実現するため，レーザビームを振るス

キャナを制御する，制御盤のコントローラ部は，並列の演

算部構成にして，高速制御を実施している。コントローラ

の構成を図４に示す。線分データ演算部ではパーソナルコ

ンピュータ（パソコン）からマーキングデータを受け取り，

マーキング実行時には各データにつき，近似線分データに

分割演算し，出力座標演算部へ受け渡す。そこでは，渡さ

れたデータから，マーキングスピードに応じてスキャナへ

出力するために近似線分の始点から終点まで逐次軌跡デー

タを演算し，スキャナへ指令を出す。マーキングを中断し

次の始点へ移るジャンプ時には，シャッタの制御によりレー

ザ出力を停止する。このほか，指定されたマーキング速度，

出力強度などにより，レーザ出力の制御を実施する。

本方式によって，マーキングデータから出力座標演算ま

で効率的な処理が可能になり，従来機種との比較で約

30 ％の高速化を達成している。スピードは，文字のサイ

ズ，種類によって変わってくる。

また，マーキングデータのメモリを拡充しており，10,000

文字程度の大容量のレイアウトについても，一挙に高速マー

キングが可能である。

簡単操作

マーキングデータおよびスピード，レーザ強度の条件設

定は，パソコンのWindows
〈注〉

画面から，通常のパソコン画

面操作によって容易に入力可能になっている。設定画面例

を図５に示す。関連するダイアログボックスを開き，項目

ごとに簡単に各種条件の選択・設定ができる。マーキング

の配置（レイアウト）は，パソコン上での描画作成の要領

で作成，変更ができる。

また，冷却水の温度，ランプ異常などの RAS情報や，

純水交換時期，ランプ交換時期などの保守情報の表示も，

簡単な操作で確認できるようになっている。

プラスチック用レーザ発振ヘッド

プラスチックへのマーキングで，熱溶融を抑えて素材の

蒸発を実現するため，ヘッドキャビティ内のYAGロッド

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

の形状および励起ランプに対する反射鏡の構造を専用化し

ている。レーザヘッドの構成を図６に示す。局所的なビー

ムの照射において，エネルギー強度を上げながら集光サイ

ズを絞って，熱伝達を抑え，より鮮明なマーキングを可能

にしている。

応用例

４.１ 樹脂成形部品へのマーキング

樹脂成形品への DW2200 を使った太線のマーキング例

を図７に示す。太線を描くため，太線幅分，軌跡をずらし

（5）

（4）

（3）
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パソコン 

線分 
データ 
演算部 

Qスイッチ 
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シャッタ 
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座標出力 
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演算部 
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メモリ 

図４　DW2200コントローラの構成

図５　DW2200の設定画面例

出力ミラー 

レーザ 
ビーム 

ランプハウス アパーチャ 

100％ミラー Qスイッチ ランプ，ロッド， 
リフレクタ 

レーザ共振器 

図６　レーザヘッドの構成

図７　プラスチック成形品への太線文字マーキング例
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たスキャン制御により，全面で均一なマーキングになって

いる。文字の端部では，描き始めにあたり，強いエネルギー

がでないように制御され，品質の変動は出ていない。

４.２ フィルム状樹脂へのマーキング

溶融を起こしやすいフィルム状樹脂へのDW2200を使っ

たマーキング例を図８に示す。描き始めでの高いエネルギー

パルスの抑制，一定スピードでのスキャン，線間での描き

始めのエネルギー抑制などのないものに比べ，文字端点部

から終端部まで，ほぼ均一なマーキングが達成されている。

あとがき

レーザマーカの新機種 DW2200 の開発により，従来に

増して，プラスチックへの高品質のマーキングが可能になっ

た。今後，本機種により種々のプラスチック製品への適用

を図っていきたい。なお，プラスチックには，さまざまな

材質があり，レーザに対する特性も異なるため，光学的な

アプリケーションも含めた対応も必要である。

プラスチック以外でも，図柄などの細かいマーキングの

要求されるものがあり，高品質の要求に対しては，DW2200

の適用が有効である。
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図８　フィルム状樹脂へのマーキング例

従来機種でのマーキング例 DW2200でのマーキング例
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まえがき

近年，隆盛を極める携帯電話，パーソナルコンピュータ

（パソコン）などの情報産業がけん引する電子・半導体分

野では，小型化・高密度化により半導体デバイス，LCD

（Liquid Crystal Display）などの穴あけ，切断，トリミン

グ，スクライビング，リペアなどの微細加工技術の必要性

が増大している。YAGレーザは，発振波長（基本波ω：

1,064 nm，第二高調波 2ω：532 nm，第三高調波 3ω：

355 nm）が赤外光から紫外光まで多様であり，かつ，発

振形態（連続発振，パルス発振，Qスイッチパルス発振）

も多彩であるため，対象ワークに最適な波長・形態・出力

を選択することが可能となるために，これら微細加工を実

現する有力な手段としてすでに広く市場で認知されている。

富士電機では，基本波，第二高調波，第三高調波のシン

グルモードおよびマルチモードレーザを製品化し，すでに

多数の納入実績を有している。レーザを使用した微細加工

に必要とされる条件としては，微小スポット化であり，そ

の意味では，本質的に，より波長の短い高調波レーザが有

利であるが，基本波レーザは，装置の信頼性，高出力化，

コスト，光ファイバの利用によるフレキシブル化の面で優

れているため，生産ラインを中心に最も導入が進んでいる。

第二高調波，第三高調波の短波長レーザでの適用例は他稿

に譲り，本稿では，基本波の適用事例を紹介する。

基本波レーザの特性と加工現象

基本波レーザの発振形態，Qスイッチパルス発振の出

力特性例，パワー密度と照射時間による加工現象を図１～

３に示す。これらの図からも分かるように，トリミング，

マーキング，マイクロ除去，スクライビングなどの微細加

工には，高パワー密度，短パルスエネルギーが得られる

Qスイッチパルス発振が用いられる。

加工光学系

加工光学系は，加工品質，タクト，位置決め精度，設置

スペースなどを総合的に判断して選定される。頻繁に使用

される加工光学系の概念図を図４～６に示す。

マスク結像光学系

発振器から出射したレーザ光を任意形状のマスクを通し，

このマスクの形状を結像レンズと対物レンズにより 1/2.5

～ 1/50 程度に縮小し，ワーク上に結像加工を行う。本方

（1）
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図１　YAGレーザの発振形態
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精密加工・非接触加工分野へのレーザの適用

式は，１パルスで所望形状の加工が行えるだけでなく，集

光光学系に比べて，レーザ光の励起ランプなどによる出力

変化時においてもきわめて正確な加工形状が得られるため，

最も微細加工に適する光学系である。

光ファイバ光学系

発振器から出射したレーザ光を入射レンズにより光ファ

イバ内に集光・伝送し，出射レンズでワーク上に結象また

は集光して加工を行う。光ファイバの種類としては，必要

な強度分布に応じて，SI（ステップインデックス）型また

は GI（グレーテッドインデックス）型のいずれかが選定

される。本方式は，光ファイバ伝送によりビーム品質が劣

化するため，一般的には，微細加工適用には苦しい面があ

るが，加工光学系が非常にコンパクトであるため，設置ス

ペース上の制約を受けにくく，また多点同時加工光学系も

容易に構築が可能であるという利点がある。

スキャニング光学系

発振器から出射したレーザ光を一対のオプティカルスキャ

ナで偏向し，Fθレンズでワーク上に集光して加工を行う。

本方式では，コンピュータにてオプティカルスキャナの位

置（角度）とスピード（角速度）を制御するため，ワーク

を動かすことなく，任意形状の加工が広範囲（φ60 ～

φ300mm）かつ高速に行える。

適用事例

高速・高精度バーコード加工事例

本事例は，定速移動中のシート上方にマスク結像式レー

ザ加工機とスキャニング式レーザ加工機を複数台配置して，

移動シートの同期信号に合わせてマスク結像式レーザ加工

機でバーコード，スキャニング式レーザ加工機でアライメ

ントマークを高速・高精度に加工している。本事例では，

バーコードデータの内容が，逐次変化するため，マスクサ

イズは，バーコードの基本単位である細バーに合致させ，

細バーは 1パルス照射，太バーは連続パルス照射，スペー

スは非照射とすることでバーコードを構成している。装置

の概念図を図７に示す。

細線の切断加工事例

本事例は，パレット上に連結状態で複数配置されたフィ

ラメント線（材質：タングステン，直径：最小φ10μm）

に対して，画像処理装置から 1パレット分の切断位置情報

を取得し，スキャニング加工光学系にて一括して，切断加

工（切断幅：約 50μm）を行っているものである。レーザ

微細加工機導入以前は，カッタによる機械的な切断加工を

行っていたが，フィラメント線は，軽量かつ強硬度の特性

を有するために，加圧に伴う位置ずれと刃こぼれによる歩

留りの低下が問題となっていた。この点，レーザ微細加工

は非接触加工であり，ワークの切断位置情報取得位置にて，

スキャニング加工光学系による 1パレット分の切断加工が

可能となり，ワークの固定と加工のための搬送処理が不要

で，自動化が可能となった。装置の外観と切断加工サンプ

（2）
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（3）
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富士時報 Vol.73 No.6 2000

360（40）

パ
ワ
ー
密
度
（
W
/c
m
2
）
 

108

107

106

105

104

10010－110－210－310－4

照射時間（s） 

プラズマ発生 

蒸発せず 

トリミング 
マーキング マイクロ除去 

スクライビング 穴 
あけ 

溶接 

熱処理 

10－510－610－710－810－9

図３　パワー密度と照射時間による加工現象
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ルを図８，図９に示す。

液晶基板のショートリング切断事例

本事例は，液晶基板の製造工程において静電気対策用に

設けられたアースパターン（金属蒸着膜）を切断（薄膜除

去）するものである。レーザ光は，マスク結像光学系によ

り，幅約 20μmに集光し，XYテーブル上で搬送される液

晶基板の所望位置にてレーザ光を照射することにより，ガ

ラスにダメージを与えることなく，金属蒸着膜だけを切断

する。レーザ微細加工機導入以前は，機械的な切断加工を

行っていたが，配線パターンの微細化・複雑化に伴い，切

断部と非切断部が混在するようになり，フレキシブルな切

断へのニーズが高まっていた。装置の外観と切断サンプル

を図 ，図 に示す。

操作画面

精密加工装置の適用分野では，その性格からミクロン単

位の加工位置精度が要求され，それを実現するための周辺

装置をレーザ装置に組み合わせてシステムアップする必要

がある。ここで，精密位置決めに必要なコンポーネントと

しては，画像処理技術を駆使した自動アライメント機構，

加工スポット径を一定にするためのオートフォーカス機

構，加工対象ワークを高精度に位置決めするための高精度

XYθテーブル機構と，これらを統合制御するためのコン

トローラにより構成される。オペレーター操作は，装置に

組み込まれたタッチパネルにより，すべてのコンポーネン

トの起動停止操作・状態表示・動作プログラムと加工条件

設定などが容易に行えるようになっている。操作画面の例

を図 に示す。１２

１１１０
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図８　細線切断加工装置の外観

図１１　ショートリング切断加工のサンプル

図９　細線の切断加工サンプル

図１０　ショートリング切断加工装置の外観

レーザヘッド 

平面図 

側面図 

図７　高速・高精度バーコード加工装置の概念図
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あとがき

本稿で紹介した事例は，いずれもレーザ光の優れた特徴

を応用したものである。今後も電子業界を中心とした微細

化・精密化へのニーズは急速に高まるものと考える。また，

この微細化・精密化ニーズへの実現は，集光スポット径の

微細化（短波長化，ビーム品質の改善，加工光学系の最適

化）と安定化（レーザ出力，照射位置）といったレーザ装

置に直接起因する要因だけでなく，システムを構成する位

置決め装置・アライメント用ビジョンシステムとそれらを

統合する運用制御ソフトウェア，さらには設置環境（温度

変化，振動）などを総合的に考慮してシステムの構築を行

うことが，ますます重要になってくるものと考える。
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図１２　操作画面の例
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まえがき

YAG結晶により発せられる赤外線領域の単一波長のレー

ザ光（1.064μm）を利用して，金属や樹脂に文字や図形を

刻印・捺印（なついん）する装置がレーザマーカである。

昨今の地域環境保護の高まりや製品リサイクルの義務化，

取扱いの利便性などの観点からこのレーザマーカは脚光を

浴びており，利用範囲が広まってきている。

富士電機では1980年代初頭からレーザマーカの開発に着

手し，以降，レーザメイトシリーズ，FALシリーズ，ド

ライライターシリーズと，YAGレーザを刻印・捺印など

マーキング分野に適用する製品を市場に送り出している。

本稿では，ドライライターシリーズの製品群とその応用

例，導入メリットなどについて紹介する。

レーザマーカの基本原理

YAGレーザを使用した富士電機のレーザマーカは，ラ

ンプ励起された光をY：イットリウム，A：アルミニウム，

G：ガーネットにネオジウムを添加して結晶化したもの

（YAGロッド）を媒体としてレーザ光を発する。

レーザマーカは図１に示すように，そのレーザ光を刻

印・捺印などに利用するための光学系の装置構造と制御シ

ステムを持つ。

まず，レーザヘッド部分から発せられたレーザ光は X

軸と Y軸のミラーにより光路を精密に制御され，集光レ

ンズで集光されながら金属や樹脂のワーク表面に一筆書き

のイメージでレーザ光が文字や図形としてなぞられて，材

料がレーザ光のエネルギーを吸収することにより加工が行

われる。すなわち，レーザ光が照射されてそのエネルギー

を吸収して加工された跡が文字や図形となるわけである

（これをマーキングという）。

実際の装置のシステムは，図２に示すように，

実際にレーザ光を発するレーザヘッド。

マーキングの制御とレーザヘッドの冷却を行う制御・

冷却ユニット。
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図２　レーザマーカのシステム構成例
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マーキングのオペレータコンソールとしてのパーソナ

ルコンピュータ（パソコン）やシーケンサ。

などから構成される。

レーザマーカの基本仕様

富士電機のレーザマーカ「ドライライターシリーズ」は，

その用途に応じて次の 3機種がシリーズ化されている。

DW2100：同パターン繰返し印字を得意とした捺印代

替用のレーザマーカ。

DW2000：印字パターン随時変化の汎用型レーザマー

カ。

DW2200：大容量データ高速印字が可能な印刷代替用

のレーザマーカ。

の 3機種である。

表１にレーザマーカの基本仕様，表２にレーザマーカの

基本分類を示す。シリーズの最上位としての DW2200 は

基本仕様を向上させただけではなく，深さ均一制御を取り

入れてマーキング品質を飛躍的に向上させた製品である。

そのため，特に樹脂の加工で問題となっていた加工深さの

不均一の問題を解消している。

さらに，ドライライターシリーズは 50W出力の YAG

レーザマーカの製品群のなかでは最もダウンサイジングさ

れた製品であり，非常にコンパクトになっている。そのた

めインライン組込みなどの場合でも，装置全体の省スペー

スを図ることが可能となった。

レーザマーカの用途

富士電機のレーザマーカは，マーキングの対象となる製

品・部品の材質としては金属・樹脂となる。また，製品・

部品の種類としては，電子・電気部品，自動車部品，工

具・機械部品が主だったところである（表３参照）。

それらの製品・部品に型式・社名・CI（Corporate Iden-

tity）マーク・生産管理情報・仕様などの文字列や図形を

マーキングすることが多くの用途としてあるが，これら以

外にも二次元コードによる生産管理情報のマーキングや膜

はく離などの加工のためにもしばしば使用される（表４）。

樹脂においては，材料の発色・膜のはく離によるマーキ

ングが多くの場合の方式であるが，ただ加工するだけでは

ない高品質が要求される製品・部品への加工が求められる

場合にYAGレーザマーカが導入される。

レーザマーカの導入メリット

刻印・捺印を行うためのレーザマーカ以外の装置の原理

は，材料を機械的に加工をするもの，材料を化学変化させ

るもの，および他の物質を付着させるものに大別できる。

それに対して光のエネルギーを使用するレーザマーカは，

非接触・クリーン・直接加工という特長を持っており，他

方式に対しての導入メリットが数多い（表５）。

また，硬い材質へのマーキングができること，加工手順

の容易さ，加工範囲の広さ，加工時間の短縮，保守の容易

性が大きな特長である。

そこで，他の原理による方式に対してのレーザマーカの

（3）

（2）

（1）

（3）
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表１　レーザマーカの基本仕様 

型　式 
項　目 

用　　　　　　途 捺印代替 

100CPS

1.0mm

約30～300文字 
（マーキング時間 

20秒） 

約5～15秒 

速　　　　　　度 
（CPS：文字/秒） 

一括マーキング 
　　　　　　容量 

パターン変更時間 

太　線　機　能 

精
　
度 
深
さ
均
一
制
御 

分　解　能  

DW2100

最小文字高さ 

文字間 FPK

線　間 FPK

交 点 除 去  

始　終　点  

30   m/ 
φ120mm

汎用 

70CPS 
（オプション 
85CPS） 

0.2mm

約2,500文字 

DW2000

印刷代替 

約1秒 約1.5秒 

無 

無 

無 

無 

有 

有 

有 

有 
（らせん方式） 

有 

有 
（多重線方式） 

100CPS 
（オプション 
120CPS） 

約10,000文字 

DW2200

5   m/φ120mm

表３　レーザマーカの用途 

型式 
項目 

特　　長 

同パターン 
繰返し印字 

捺印代替 

①金属 
②樹脂 

主として，少品種・ 
大量生産ライン 
向け。 
�電子・電気部品 
　製造 
�自動車部品製造 
�工具・機械部品 
　製造 

主として，多品種 
生産ライン向け。 
�電子・電気部品 
　製造 
�自動車部品製造 
�工具・機械部品 
　製造 

主として，文字数が 
多い場合，図を含む 
場合など。 
�電子・電気部品 
　製造 
�自動車部品製造 

適合材質 

DW2100

適合業種 

印字パターン 
随時変化 

①金属 
②樹脂 

DW2000

大容量データ 
高速印字 

①樹脂 
②金属 

DW2200

汎　用 印刷代替 

表２　レーザマーカの基本分類 

型式 
項目 

用　　途 捺印代替 

大量生産品 

小容量データ 

生 産 品  

DW2100

データ量 

汎用 

多品種生産品 

中容量データ 大容量データ 

目視品質文字 文字品質 
高精度・ 
高品質文字 

高精度・高品質 
かつ均一深さ文字 

高速マーキング 速　　度 中速マーキング 高速マーキング 

生産システム組込み 
利用方法 

スタンドアロン スタンドアロン 

ネットワーク接続 ネットワーク接続 ネットワーク接続 

DW2000

印刷代替 

大量かつ 
多品種生産品 

DW2200



刻印・捺印等マーキング分野へのレーザの適用

導入メリットは，次の比較がキーポイントとなる。

機械的加工方式に対しては，型替え時の段取り時間，

加工時間，対象となる材質，利便さ，加工範囲。

化学変化方式に対しては，段取り時間，化学溶液の有

無，加工設備のライフコスト，加工時間。

物質付着方式に対しては，洗浄剤の有無，付着文字の

消滅，マーキング範囲。

あとがき

製品・部品の製造管理や品質管理のために，熟練さが必

要とされた刻印やスタンプで行っていた捺印などに対して，

レーザマーカは少量・多品種，大量・少品種，大量・多品

種などの製造ラインにも適したマーキング装置である。製

品・部品へのマーキングとは，直接これらに文字列や図形

を刻印・捺印することによる現品への情報の表示であるが，

それは製品・部品を市場投入した場合の保守の面での部品

調達の簡素化・迅速化，および製品・部品の製造品質のト

レーサビリティの実現である。したがって，今後はさらに

この面での製造責任者のための品質強化・市場ニーズの実

現のために活発にレーザマーカが利用されるものと思われ

る。

参考文献

レーザ協会誌，Vol.23，No.2，p.5-28（1998）（1）

（3）

（2）

（1）

365（45）
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表４　レーザマーカの具体的用途例 

量産 
小型モータ 

量産 
ベアリング 

電子ディスク 
リート部品 

DW2100

製品・部品 

型式（型番，品番）， 
製造履歴（シリアル 
　番号，ロット番号， 
　製造年月日）， 
品名， 
社名， 
製造国名 

内　容 

自動車部品 
（エンジンブロック， 
　コンロッドなど） 

電気・電子部品 
（液晶基板，磁気ヘッド・ 
　SAWフィルタなど） 

工具 
（ドリル，刃物， 
　特殊ベアリングなど） 

金属銘板 

精密機械製品 
（ノギス， 
　マイクロメータなど） 

携帯電話ボタン， 
感光体， 
シール部品 

自動車樹脂部品， 
AV樹脂部品 

DW2000

型式（型番，品番）， 
製造履歴（シリアル番号， 
　ロット番号， 
　製造年月日）， 
バーコード， 
二次元コード， 
品名， 
社名， 
製造国名， 
CI（ロゴ）マーク， 
特殊記号 

上記の内容に加え， 
仕様（定格，寸法など） 

目盛線，目盛文字， 
社名，製造国名，CI（ロゴ） 
マークなど 

膜はく離（塗装膜，絶縁体， 
シール膜など） 

■や▲のシンボルマーク， 
目盛など 

製品・部品 内　容 

OA・家電製品樹脂ケース 
（プリンタ，ファクシミリ 
　など） 

自動車樹脂ケース 
（ヒューズボックスなど） 

樹脂銘板 

リサイクル対象家電 
樹脂部品 

樹脂ICパッケージ 

自動車樹脂部品， 
AV樹脂部品 

DW2200

型式（型番，品番）， 
製造履歴（シリアル番号， 
　ロット番号， 
　製造年月日）， 
バーコード， 
二次元コード， 
品名，社名，製造国名， 
CI（ロゴ）マーク， 
特殊記号， 
仕様（定格，寸法など）， 
注意書き，回路図，接続図 

材質，部品番号など 

型式（型番，品番）， 
製造履歴（シリアル番号， 
　ロット番号， 
　製造年月日）， 
品名，社名，製造国名， 
CI（ロゴ）マーク， 
特殊記号 

■や▲のシンボルマーク， 
目盛などの 
高品位マーキング 

製品・部品 内　容 

表５　レーザマーカの導入メリット 

内　容 メリット 

永久かつ鮮明マーキング 
が可能である。 

段取りが容易で短納期で 
ある。 

洗浄前処理が不要で 
ある。 

メンテナンスが容易で 
ある。 

エッチングや洗浄の廃液 
処理が不要である。 

非接触でワーク変形が 
ない。 

ワーキング表面がある程 
度凹凸でもマーキングが 
可能である。 

一括マーキング範囲が 
広い。 

スピードが速い。 

固いワークに鮮明なマー 
キングが可能である。 

油や摩擦で消えない。 

パソコン操作でマーキング内容の段取り 
替えができる。版下マスクなどが不要で 
ある。 

表面が油で汚れていてもマーキングでき， 
フロン洗浄も不要である。 

メンテナンスの煩雑な方式に比して 
大きなメリットである。 

設備投資・運用の手間や専有の場所など 
が不要である。 

打刻式に比して大きなメリットである。 

焦点深度以内であれば，±1.5mmまで 
マーキングが可能である。 

標準でφ120mmまでマーキング 
できる。 

最高3m/sまでマーキングできる。 

超硬工具などにもマーキングできる。 
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まえがき

近年，電子機器の高機能化，小型化，軽量化および処理

速度の高速度化が盛んに進められている。ここ 2～ 3年，

携帯電話や携帯用小型コンピュータ（モバイルパソコン）

が急速に普及しつつある。このような電子機器の急速な普

及の一役を担っているのがレーザ微細加工技術である。

レーザ微細加工技術の一例として，携帯電話などに使用

されているプリント基板を挙げることができる。携帯電話

は，小型化・軽量化とともに，高機能化と高速化が要求さ

れているため，電子部品の高密度実装が必要不可欠である。

このような要求を満たすためには，従来のガラスエポキシ

銅張り基板ではコスト的に難しく，ビルドアップ基板が使

用されるようになった。ビルドアップ基板は，めっきとプ

リント（印刷）などによって，順次導体層，絶縁層を積み

上げて製作される多層プリント基板である。ビルドアップ

基板の基板間をつなぐ配線は，絶縁層にビアホールと呼ば

れる穴加工を施し，ビアホールを介してめっきや導電ペー

ストによって導体層間を接続する。現在，ビアホール加工

は，加工穴径がφ100μmから，小さいものではφ50μm

レベルになってきている。この加工スケールでは，波長が

10.6μmの炭酸ガス（CO2）レーザによる穴あけ装置が実

用化されている。

しかし，携帯電話のプリント基板は，携帯電話の高機能

化・小型化などにより，さらに高い配線密度を要求されて

きており，ビアホール加工の穴径は，φ50μm以下を要求

されつつある。レーザによる穴あけ加工は，レーザのもつ

光の集光性によって，最小の加工可能穴径が決定される。

集光レンズや光学系の収差を考慮すると，レーザの最小集

光径はレーザ発振波長の 5倍程度が集光性の限界と考えら

れる。CO2 レーザでは波長が 10.6μmと長いために，加工

できる最小の穴径はφ50μm程度が限界であると考えられ

ている。そのため，φ50μm以下のビアホール加工では，

CO2 レーザより波長の短いレーザが必要である。

ビルドアップ基板は，ポリイミドやアラミドなどの樹脂

材料でできている。樹脂材料の多くは，可視光領域のレー

ザの吸収率があまり高くないことが分かっている。樹脂材

料の吸収が高い波長領域は，5μm以上の赤外線と 0.4μm

以下の紫外線領域である。したがって，CO2 レーザの次

世代を担うレーザとしては，紫外線でレーザ出力が比較的

高いレーザである波長 0.355μmの YAGレーザ第三高調

波が注目されつつある。YAGレーザの第三高調波は紫外

線の波長領域にあり，ポリイミドなどの樹脂の吸収がよく，

0.266μmの波長のYAGレーザ第四高調波に比べて高出力

であるので，高い加工性能を期待することができると考え

られる。

また，携帯電話には，プリント基板以外にも数多くの電

子部品が搭載されており，高調波フィルタのように，金，

銅，プラチナといった従来の CO2 レーザや YAGレーザ

などの赤外線レーザでは加工性の悪い材料を使用した電子

部品も小型化に伴い，高精度微細加工が要求されてきてい

る。

携帯電話や小型コンピュータに使用されている液晶もま

た，小型化，低消費電力化，ドットピッチのファイン化が

要求されてきており，レーザ加工の要求が高まりつつある。

このような電子部品の加工についても，YAGレーザの

第二高調波（波長 0.532μm）やYAGレーザの第三高調波

（波長 0.355μm）が適しており，レーザ微細加工装置の市

場展開が急速に進行することが期待される。

富士電機では，このような，近年急速に高まりつつある

電子部品の微細加工要求に適したレーザ微細加工装置とし

て，第二高調波レーザ微細加工装置「FAL-3000」に加え，

新たに紫外線の波長をもつ高出力第三高調波YAGレーザ

を搭載したレーザ微細加工装置「FAL-4000」を開発した

ので，この装置について以下に述べる。

紫外線レーザ微細加工装置「FAL-4000」

図１に紫外線レーザ微細加工装置 FAL-4000 の外観を

示す。本装置は，微細穴あけ，パターンカット，薄膜除去

などの高精度レーザ微細加工の顧客要求に対応するために

開発した装置である。ストローク 350mmの XYθテーブ

精密微細加工分野への短波長レーザの適用
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精密微細加工分野への短波長レーザの適用

ル機構は，位置安定性や精度確保のため，石定盤の上に搭

載されている。また，穴あきテーブルを採用することによ

り，加工ワークをレーザ光照射面の反対側から観察するこ

とも可能である。このテーブル機構の位置決め絶対精度は

５μmである。種々のワーク材料にフレキシブルに対応す

るため，ビデオセンサによりワークアライメントと加工ポ

イントの位置決めを行うことができる。採用したビデオセ

ンサは，ワーク材料に合わせて，エッジ検出，パターンマッ

チングや 2値化検出を選択することができるようにした。

レーザと加工光学系はハニカム定盤の上に搭載されており，

テーブル機構の石定盤とフレームを一体化することで，外

部振動などの影響を低減するように工夫した。

FAL-4000 の基本的なシステム構成を図２に示す。YAG

レーザの高出力第三高調波発振器を光源とし，発生したレー

ザ光を結像マスク光学系によって必要な加工形状に整形し，

加工レンズにより対象ワークに結像加工する。加工光学系

の加工レンズにはオートフォーカス機構を搭載し，加工品

質の安定化を図っている。対象ワークは，ミクロンオーダー

の位置決め精度をもつ精密テーブル機構によって移動し，

ビデオセンサによるアライメントおよび位置決めを組み合

わせて，試作段階から半自動レーザ加工を適用することが

できる。これによって，実機導入へ迅速に対応できるよう

にした。

２.１ レーザ発振器

この装置は，信頼性の高いランプ励起YAGレーザをベー

スとした第三高調波レーザである。YAGレーザの基本発

振波長は赤外線の 1.064μmであるが，波長変換結晶を使

用することによって，波長が 0.355μmの紫外線を発生さ

せることができる。波長が三分の一であり，振動数が３倍

になるので，第三高調波と呼ばれている。第三高調波の発

生に使用する波長変換結晶が使用されている。波長変換結

晶は，紫外線に対してダメージが発生しやすいので，レー

ザ共振器設計が難しく，実際に実用化されている第三高調

波レーザの多くはレーザ出力が 3W以下である。

富士電機では，レーザ共振器内に波長変換素子を設置し，

共振器設計を最適化することによって波長変換結晶への負

荷を軽減し，長寿命・高出力の第三高調波を発生させるこ

とができた。

図３に YAGレーザ第三高調波発振器のレーザ出力特性

を示す。平均出力の最大値は，Qスイッチ周波数の 6kHz

のときであり，平均出力 6W以上という値が得られてい

る。

また，現在実用化されている第三高調波レーザは，レー

ザビームをレンズで波長変換結晶に集光して，波長変換効

率を高めて高出力化している装置が多く，波長変換結晶の

寿命が短い。そのため，十分大きい波長変換結晶を使用し，

結晶にダメージが入ると，ダメージのない場所にレーザビー

ムが当たるように波長変換結晶を移動して使用する方法を

とっている例がある。富士電機のレーザ装置では，波長変

換結晶のレーザビーム照射位置を変えなくても 5,000 時間

以上の寿命を達成することができた。

２.２ 加工光学系

この装置は，顕微鏡式加工光学系と，レーザマーカにお

いて使用されているスキャニング式加工光学系から選択す

ることができる。

顕微鏡式加工光学系は，顕微鏡の対物レンズに相当する

加工用レンズにレーザビームを通して加工する方法であり，

レーザビーム照射位置は固定であるが，リニアスケールを

もった精密XYテーブルとビデオセンサとを組み合わせる
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367（47）

図１　FAL-4000の外観
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図２　FAL-4000のシステム構成
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図３　YAGレーザ第三高調波発振器のレーザ出力特性



精密微細加工分野への短波長レーザの適用

ことによって，ミクロンオーダーの位置精度でレーザ加工

を実現することができる。加工最小サイズは，対象ワーク

にもよるが，レンズおよびマスクの選択によって 10μm

程度まで加工することができる。また，マスク形状を変更

することによって，任意の形状の穴あけや表面はく離加工

を行うことができる。

スキャニング式加工光学系は，プリント基板のビアホー

ル加工のような，高速穴あけ加工などに適用される。スキャ

ニング光学系は，レーザビームを鏡によって走査するので，

位置決め速度は数ミリ秒であり，高速位置決めが可能であ

る。鏡の駆動軸は，ガルバノメータスキャナと呼ばれてお

り，軸に組み込まれた容量センサのフィードバック信号に

よって，位置決めされる。ガルバノメータスキャナには，

リニアスケールがないので，位置決め精度が数ミクロンオー

ダーの精密加工には向かないが，ビルドアップ基板などの

高速穴あけ加工や線加工，パターンはく離加工などに適用

できる。

２.３ フレキシブルシステム

図１に示した FAL-4000 システムは，あくまでも基本

的なシステム構成例である。実際の多くは，加工ワーク形

状，加工ワークの種類，加工内容（穴あけ，切断，薄膜は

く離など）によって，テーブル機構やビデオセンサなどの

システム構成はまったく異なる。しかし，FAL-4000 は今

までに培ってきたFAコンポーネンツとしてのレーザマー

カの販売実績と豊富な適用事例を生かし，顧客の要求する

加工精度に合ったテーブル位置決め機構，ローダ・アンロー

ダ機構などを適切に選択し，システム構築することが可能

である。

紫外線レーザ加工適用例

波長 0.355μmの YAGレーザ第三高調波は，樹脂材料

の吸収が高く，樹脂の加工に適すると考えられる。なかで

も，ポリイミド樹脂は，波長 0.355μmの光の吸収が非常

によいので，ポリイミド樹脂が多く使用されているフレキ

シブルプリント基板や，太陽電池，ビルドアップ基板の加

工性がよい。このほかに，アラミド樹脂，エポキシ樹脂な

どのプリント基板材料も容易に加工できる。

そこで，FAL-4000 装置を用いて，厚さ 50μmのポリ

イミドフィルムに穴あけ加工を行った。マスク結像光学系

とガルバノスキャナ光学系とを組み合わせて，円形マスク

を使用して，φ130μmの穴あけ加工を行った。加工した

ポリイミドフィルムを SEM（Scanning Electron Micro-

scope）観測した結果が図４である。SEM写真から，加工

穴の周辺部分および加工穴の内壁面は非常にきれいであり，

レーザビームによる樹脂の焼け焦げや熱影響はほとんど発

生していないことが分かる。また，マスク結像加工を採用

したので，加工穴直径のばらつきは，測定結果によれば，

最大・最小値で 5％以内と，非常に安定していることが

分かった。したがって，FAL-4000 は，積層プリント基板

や，フレキシブルプリント基板などに使われるポリイミド

樹脂のスルーホール加工などに適していると考えられる。

また，従来，レーザ加工では難加工物であった銅や金な

どの金属についても，波長 0.355μmでは，赤外線や可視

光に比べると加工性が向上すると考えられる。基本波

YAGレーザに対して，金の反射率は約 98 ％，銅の反射率

は約 90 ％もあるが，YAGレーザ第三高調波に対して，金

の反射率は約 35 ％，銅の反射率は約 25 ％しかない。

金属加工にも FAL-4000 が有効であることを検証する

ため，銅板に穴あけ加工を行った。図５は，厚さ 500μm

の銅板にφ30μmの穴あけ加工を行ったときの加工断面

写真である。銅は，CO2 レーザや通常のYAGレーザでは

レーザビームの大部分が銅表面で反射されてしまうので，

非常に加工が難しいが，紫外線YAGレーザでは容易に加

工することができた。断面形状からほとんど穴にはテーパ

はなく，アスペクト比（深さ/直径）が約16の穴あけ加工

が実現できた。このときの加工時間は 50ms であった。こ

のほかに，アルミ板，真ちゅう板，ステンレス鋼板やスチー

ル板でも，同様に高アスペクト比の穴あけ加工が可能であ

る。

図６は，厚さ 525μmのシリコンウェーハに穴あけ加工

した場合の断面写真である。シリコンウェーハは，通常

＋－
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図４　ポリイミドフィルム穴あけ加工のSEM写真

図５　銅板の穴あけ加工断面（厚さ：500 m）

50　m



精密微細加工分野への短波長レーザの適用

YAGレーザの第二高調波（波長 0.532μm）の方が吸収が

よいので，スクライビング加工やマーキング加工では，お

もにYAGレーザ第二高調波が実用化されている。しかし，

穴あけ加工では波長が短い方が集光性を高くすることがで

きるので，紫外線YAGレーザによる穴あけ加工を試みた。

加工穴断面形状は，銅の場合ほど良好ではないが，レーザ

照射時間 250ms でφ30μmの穴をあけることができた。

この場合のアスペクト比は 17.5 に達する。

このように，紫外線YAGレーザ加工装置は，樹脂材料

の穴あけだけでなく，従来困難であった銅などの金属やシ

リコンの穴あけにも適用できることが分かった。

あとがき

精密微細加工分野への短波長レーザの適用と題して，波

長 0.355μmの YAG第三高調波レーザを搭載した，レー

ザ微細加工装置 FAL-4000 を紹介するとともに，微細穴

あけ加工を行った場合の適用事例について述べた。

FAL-4000 は，プリント基板用樹脂材料への穴あけ加工，

従来のCO2 レーザやYAGレーザでは反射率が高いので，

難加工材料であった金や銅への穴あけ，さらにはシリコン

ウェーハへの微細穴あけにも有効であることが分かった。

適用事例においては，各種の材料への微細穴あけ加工の

みを取り上げたが，この装置は薄膜の切断加工やトリミン

グ加工，接合加工などのいろいろな加工応用に展開できる

と考えられる。今後は，加工ノウハウや加工データベース

の構築を図っていきたい。

ここ数年の間，ハードディスクメディアへのレーザゾー

ンテクスチャリング加工や，携帯電話のビルドアップ基板

のビアホール加工などが実用化されており，身近な電子機

器の製造プロセスのなかに，最先端のレーザ微細加工応用

装置が使われつつある。レーザによる精密微細加工分野は，

電子機器の小型化・高機能化とともに，今後も急速に普及

していくものと予想される。

従来機種の可視光（第二高調波）YAGレーザ搭載のレー

ザ微細加工装置 FAL-3000 に紫外線（第三高調波）YAG

レーザ微細加工装置 FAL-4000 が加わり，個々のワーク

材料に適したレーザ加工装置を選択することができるよう

になった。これにより，今後も急成長を続けるレーザ精密

微細加工分野へのさらなる展開が期待できる。

参考文献
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図６　シリコンウェーハの穴あけ加工断面（厚さ：525 m）
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3021803
竹添　文彦
美根　宏則
浅沼　謙治

信号伝送方法

3021779 井沢　　浩蒸気タービン

3021914 斉藤　哲夫水力発電所用有効電力制限装置

3021926 松本　雅好プログラマブルコントローラの逆コ
ンパイル装置及び逆コンパイル方法

3021989
前田政一郎
中山　伸一
木村　幸雄

自動販売機の冷却装置

3019644 佐藤　俊博自動販売機の装飾体支持構造

3019678 中原　成人抽気混圧蒸気タービン

3019679 村上　幸男半導体装置の内部配線構造

3021552 下田　和昭
沢里　正博パルス移相装置

3019612

中島　典彦
伊藤　芳昭
横澤　照久
二村　和男
草深　浩志

磁気記録媒体の製造方法

3019633 堀　　茂樹自動販売機の表示装置

3019634 岩崎　義昭自動販売機の商品搬出装置

3024441 山口　一幸冷凍機内蔵型ショーケースのフィル
タ取付け構造

3024713

霜田　和彦
山本　隆夫
土信田徹也
西本　晴保
岸　　郁朗

タービンのシミュレーション装置

3024719 池嶋冨美夫プログラマブルコントローラの演算
処理方法

3022127
田中　正男
辻岡　　博長尺材の張力制御回路

3022397 渡邉　賢治樹脂モールド変圧器

3022764
林　　静男
小川　幸二
鈴木　　洋

誘導炉用センサ

3022906 池嶋冨美夫プログラマブルコントローラの通信
方法

3022909

安宅　豊路
大久保恵司
倉田　　昇
滝澤　直樹
榎本　一雄

磁気記録媒体およびその製造方法

3023027
堀　　茂樹
草野喜四郎
柳谷　　太

自動販売機データの収集方法

3024270 東　　　泉
澤野　理一

加熱装置および加熱装置に用いる液
体燃料燃焼装置

3024355 阪　　光広自動販売機の商品取出口枠保持構造

3024367 齊藤　清雄太陽電池装置の製造方法

3024368 久道　　功インクジェット記録ヘッドのクリー
ニング装置

3024389 長尾　泰明シリコン放射線検出素子

3025405

太田　英樹
小野塚敏男
平本　伸一
梅原　篤樹

局間の同期制御装置

3025647

八代　一伸
谷口　博敏
末田　　誠
美浦　直太
杉野　寿治
田中　三郎
立田　雅之
原田　敏郎
清水　洋治

監視制御システムの情報伝送方式

3027864 平林　温夫半導体装置の製造方法

3027880 笠原　正彦円筒状物体の外形の真直度測定装置

3027886 花房　龍治放射性ガスモニタ用シンチレーショ
ン検出器

3027891 榎本　　修可変速インバータの制御方法

3027904 佐藤　　進半導体チップの予備はんだ用治具

3028013 伊藤　敏成自動販売機の商品売切れ検出装置

3028014 田村　嘉忠自動販売機の商品取出装置

3028643

野並　光晴
河村　幸則
松本　浩造
松本　徳勝
新野　文達

圧電アクチュエータ応用プレスによ
る金属箔打抜き方法および金型

3028672

永田　和重
宮尾　哲也
松島　幸三
川上　浩二
田中　経康

自動販売機の商品収納棚

3028678 尾崎　　博高速増殖炉の原子炉上部構造

3028690 朝日　信夫
大澤　　誠

配線用遮断器の外部操作ハンドル装
置

3028694 黒木　一男
五十嵐征輝直流電源装置

3028709 宮本　昌広プラズマ溶射装置

3028721 吉崎　　務紙幣識別装置

3028730 簗瀬　雅昭
江崎　　実回路遮断器の外部操作ハンドル装置

3028753
朝日　信夫
山崎　充是
内田　直司

回路しゃ断器の操作ハンドル装置
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最近登録になった富士出願
〔特　　許〕

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3030955

田中　良春
磯部　健介
星川　　寛
泉田　明男

BOD測定装置

3030960
田中　順造
糸賀　一穂
沖田　宗一

無接点接触器の異常検出装置

3031015 川村　逸生直流電源装置

3031030 冠野　恭範自動販売機の収納室扉のパッキン封
止構造

3031034 中川　　覚断熱体の構造

3029743 内藤　　督配電系統固有周波数の推定方法

3029758 伊藤二三夫ビニールハウスの巻取装置

3029760
大戸時喜雄
財津　靖史
豊島　英文

細菌検査装置と検査方法

3028759 朝日　信夫
山崎　充是

回路しゃ断器の外部操作ハンドル装
置

3028803

岩穴　忠義
岩室　憲幸
重兼　寿夫
原田　祐一

半導体装置

3029738 田中　康裕複数ブロック化伝送フレームの誤り
検出方法

3033269 富岡幸太郎電磁接触器の橋絡接触子

3033271 芳賀　弘二低電圧回転機の固定子巻線

3033272 彦坂　知行高周波磁気特性測定システム

3031041 笠原　正彦円筒状物体の外形の真直度測定装置

3031054 伊藤　康作自動販売機

3031057 西　　正博自動販売機

3031069 井上　彰紀
山村　辰男外観検査方法

3031091
高萩　隆司
橋本　信行
池田　健二

ガス絶縁変圧器

3032610

上出　俊夫
植田　和雄
熊谷　健夫
向江　和郎

超電導装置の電流リード

3032632 小林　茂洋電話共用式遠方監視制御システムの
交換網接続方法

3032633 原田　健治
西方　　聡

溶存ガス分析装置の溶存ガス成分抽
出槽

3032831
田中　良春
守本　正範
星川　　寛

有害物質検出装置

3033143 市村　剛重ガスセンサの製造方法

3033210 岡山　　栄
池田　泰幸ビレット誘導加熱装置

3033317
白石洋太郎
黒田　昌美
古庄　　昇

有機薄膜発光素子

3033321 松永　哲夫中華鍋加熱用電磁誘導加熱装置

3033343 木佐　一之インクジェット記録装置

3033364 隅　　和憲メタルクラッド形制御盤の防塵・防
水構造

3033365 渡辺　忠男自動販売機のスパイラルワイヤ式商
品ラック

3033387
中村　　豊
岡田英一郎
清水　源広

光スイッチ

3034525 神田　　淳
中野　清盛車両搭載形電力変換装置

3035865 中島　昌俊
岩上　守彦多分岐ケーブルの事故点標定方法

3036033 原田　信康
岩井　弘美ガス絶縁開閉装置の事故点標定装置

3036172 美麗賢次郎
渡辺　克己圧力容器内の液面レベル検出装置

3036227

神崎　克也
木村　幸雄
岩本　昌三
宮尾　哲也
橋口　勝敏

自動販売機の冷却方法

3036256 古畑　昌一半導体装置

3036258 高浜　禎造半導体放射線検出器

3036276 松本　吉弘電流検出器の一次線輪の構造

3036333 奥原　隆夫硬貨識別・振分け装置

3038925 田中　正男電力変換装置の電流指令回路

3039032 矢沢　　武真空電磁接触器

3039092 上野　勝典短絡保護回路

3039109 楠本　　敏自動車 4モード試験の運転指示装
置

3039132 安藤　孝一低圧鋳造装置

3039159 太田　　徹超音波流量計

3039182 黒田　昌美
古庄　　昇

オリゴチオフェン誘導体およびその
製造方法

3039267 郡司　琢巳バルブポジショナ
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流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー
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圧 IC，オートフォーカス用 IC，圧力センサ，加速度センサ，ハイブリッド IC，磁気記録媒体，感光体およびその周辺装置

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



携帯電話に代表される無線通信技術の進歩がめざましい。普及に

伴い端末価格と通信料の低下が促進され，無線通信が身近で必須

（ひっす）のものになってきた。アクセス系でも無線サービスが検

討されている。ケーブル置換えの低価格無線技術も開発が進んでい

る。富士電機ではラスト 100m領域に着目し，小電力無線技術を使

い，特定エリアに分散している各種の機器間を接続する無線ネット

ワークの開拓を進めている。小電力無線適用が有効なアプリケーショ

ン分野の現状と課題について概説した。

無線ネットワークの現状と展望

山本　　斉 小塙 明比古

富士時報 Vol.73 No.6 p.323-325（2000）

自動販売機の設置場所では，電話回線などの配線工事ができない

場合が多い。このため，自動販売機とセンター装置間でデータ伝送

を行う情報収集システムや電子マネーに対応した自動販売機システ

ムの通信手段として無線の利用が増えつつある。本稿では，これま

で開発してきた無線を利用した自動販売機システムについて紹介す

る。

無線を利用した自動販売機システム

杉野　一彦

富士時報 Vol.73 No.6 p.326-329（2000）

スキー場では，リフト券にワイヤレスカードを利用したシステム

の導入が進んでいる。富士電機では1993年の冬からスキーゲートシ

ステム機器の提供を開始している。今やワイヤレスカードを使った

スキーゲートシステムは，スキー場にとって集客のためのサービス

性向上，省力化による収益向上の必須（ひっす）アイテムとなりつ

つある。また，従来にも増して正確な「情報」が必要であり，機器

間のネットワーク化が不可欠となっているため広大なゲレンデを結

ぶネットワークとして，「無線ネットワークシステム」が注目され

ている。

無線ネットワークを利用したスキーゲートシステム

吉富 喜一郎

富士時報 Vol.73 No.6 p.330-333（2000）

近年，ガス業界では，通信機能を有する「マイコンメーター」を

利用し，双方向通信にて自動検針，保安監視，遠隔開閉操作などの

サービスを行っている。本サービスの普及拡大をめざし，大手都市

ガス 3社〔東京ガス（株），大阪ガス（株），東邦ガス（株）〕と富士電

機を含めた電機メーカー 3社で，無線方式による経済的な自動検針

システムの構築と低消費電力型無線機の開発を行ったので紹介する。

無線方式による自動検針システム

福島　興人 松本　栄治

富士時報 Vol.73 No.6 p.334-336（2000）

富士電機の総合エコ監視システムは Analysis（データ収集・解

析），Computerization（取りまとめ・活用），Transmission（伝送）

という3パラメータで構成され，“現場に優しい”“役立つデータベー

ス化”および“フレキシブルなネットワーク化”というコンセプト

で構築されている。ISO14001 や改正省エネ法でいう環境改善や省

エネルギー推進に最適である。

フレキシブル無線ネットワークによる
「総合エコ監視システム」“EcoEASIEST”

安東　伸彦 福田　英治 山野　博之

富士時報 Vol.73 No.6 p.337-341（2000）

富士電機では原子力発電所内の高線量管理区域に関して胸，両手，

両足の被ばく線量データを無線でデータ管理装置へ伝送することに

より，リアルタイムで被ばく管理するシステムを開発した。無線に

は特定小電力を使用し，ほかの線量計との混信がないようにした。

データ管理装置は，受信した各線量計の線量データなどを自動保存

するほかに，線量計の校正および無線の保守機能を有する。本稿で

は，胸部および局部線量計とデータ管理装置を用いた無線式個人線

量モニタリングシステムについて述べる。

無線式個人線量モニタリングシステム

小林　裕信 河村　岳司 井上　貴之

富士時報 Vol.73 No.6 p.342-345（2000）

電子機器は小型化・高機能化の波にさらされており，それに搭載

される部品類にはより厳しい要求が出ており，それにこたえていく

ことが存亡の条件になっている。本稿ではこれらの製品，部品を製

造，管理するために最近とみにニーズが増している精密加工・非接

触マーキング分野と，そのレーザ技術について述べる。

精密加工・非接触マーキング分野におけるレーザ技術の現状
と展望

千葉　芳弘 折笠　親一 新妻　正行

富士時報 Vol.73 No.6 p.346-349（2000）

YAGレーザマーカの市場は，近年のエコロジー意識の高まりに

より飛躍的な市場拡大が始まっている。製造現場における環境対策

（プロダクツエコロジー）とリサイクル過程における環境対策（リ

サイクルエコロジー）に対し，新型YAGレーザマーカ「ドライラ

イター 2000シリーズ」を用い，「エコロジーテーマ対応型YAGレー

ザマーカ」を企画・開発した。これらの内容と実際の応用事例を紹

介する。

エコロジー・リサイクル分野へのレーザの適用
二つのエコロジーへのレーザの適用

植田　　進 松山　修也 池田　孝文

富士時報 Vol.73 No.6 p.350-354（2000）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

There are many locations for vending machines where wiring work

such as telephone circuits is not allowed.  Therefore, wireless as a means

of communication is increasingly used in data collection systems between

the center and vending machines and in vending machine systems that

accept electronic money.  This paper describes wireless-applied vending

machine systems Fuji Electric has developed up to now.

Vending Machine Systems Using a Wireless Network

Kazuhiko Sugino

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.326-329  (2000)

Remarkable progress has been made in wireless communication tech-

nology typically represented by the portable telephone.  Its diffusion has

reduced terminal prices and communication charges; thus wireless com-

munication has become familiar and indispensable.  Wireless service for

accessing is under investigation.  Low-price wireless technology to

replace the cable is also under development.  Aiming at the area within

last 100m, Fuji Electric is developing a wireless network to connect vari-

ous items of equipment scattered in a specified area using low-power

wireless technology.  This paper outlines the present status and problems

of low-power wireless applications.

Present Status and Prospects for Wireless
Networks

Hitoshi Yamamoto Akihiko Kohanawa

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.323-325  (2000)

Recently, the gas industry has provided services by bidirectional com-

munication, such as telemetering, maintenance monitoring, and remote

valve operation, using intelligent gas meters with a communicating func-

tion.  To expand these services, the three major town gas companies

(Tokyo, Osaka, and Toho Gas Cos., Ltd.) and three electrical manufactur-

ers, including Fuji Electric, have built an economical wireless telemeter-

ing system and developed a low-power-consumption wireless apparatus.

Wireless Telemetering Systems

Okito Fukushima Eiji Matsumoto

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.334-336  (2000)

Systems using wireless cards for lift tickets are increasingly intro-

duced into skiing grounds.  Fuji Electric has supplied ski lift gate system

equipment since the 1993 winter.  Now the ski lift gate system using wire-

less cards is becoming an indispensable item to increase custom by

improving service and to increase earnings by reducing labor.  Because

necessity for more accurate information in management requires a net-

work system between items of equipment, the wireless network system

has attracted attention as a network suitable for wide skiing grounds.

Ski Lift Gate Systems Using a Wireless Network

Kiichiro Yoshitomi

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.330-333  (2000)

Fuji Electric has developed a system for the higher radiation con-

trolled area in nuclear power plants, in which exposure dose data mea-

sured on the wearer’s chest, hands, and legs are transferred by wireless to

the data control equipment so that the exposure dose can be controlled in

real time.  The system using a specified low-power radio wave causes no

interference to the other types of dosimeters.  The data control equipment

automatically saves data received from the dosimeters and also has func-

tions of calibration of dosimeters and maintenance of the wireless system.

This paper describes the wireless monitoring system that consists of chest

and parts dosimeters and data control equipment.

Wireless Monitoring System for Personal Dose

Hironobu Kobayashi Takeshi Kawamura Takayuki Inoue

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.342-345  (2000)

Fuji Electric’s total eco-monitoring system mainly consists of analy-

sis, computerization, and transmission.  The design concept is “considera-

tion to the field,” “a serviceable database,” and “a flexible network.”  This

is an optimum system to minimize environmental degradation and reduce

energy consumption stated in the ISO14001 and the amendment to the

Energy Saving Act.

Total Eco-Monitoring System “EcoEASIEST” Using a
Wireless Network

Nobuhiko Ando Eiji Fukuda Hiroyuki Yamano

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.337-341  (2000)

With the recent rise in concern for ecology, the market of YAG laser

markers has been rapidly expanding.  To meet ecology in the manufactur-

ing field (product ecology) and ecology in the recycling process (recycle

ecology), Fuji Electric has planned and developed a “ecological YAG

laser marker” using the new YAG laser marker “Dry writer 2000 series.”

This paper describes their contents and examples of its application.

Application of the Laser to Ecological Recycling

Susumu Ueda Syuya Matsuyama Takafumi Ikeda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.350-354  (2000)

Electronic products are strongly required to reduce the size and have

advanced functions.  Requirements of the installed parts become severer

and it is a condition for survival to satisfy them.  This paper describes

noncontact fine machining and marking fields, need for which has rapidly

increased in recent years to manufacture and manage those products and

parts, and laser technology used in these fields.

Trends of Noncontact Fine Machining/Marking
Fields and Laser Technology

Yoshihiro Chiba Shinichi Orikasa Masayuki Niitsuma

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.346-349  (2000)



レーザを使った物質表面へのマーキングはさまざまな分野へ適用

されている。富士電機ではすでにYAGレーザマーカを製品化し，

主に金属部品へのマーキングに適用してきた。最近は，材料の多様

化によりプラスチックへのマーキングの需要も多い。このプラスチッ

クへのマーキングのためには，レーザ出力を一定に制御することが

求められる。そこで，均一マーキング，高速処理の機能を持たせた

ドライライター DW2200 を開発した。これにより，プラスチック

部品への直接マーキングが可能になった。

プラスチック分野へのレーザの適用

山村　辰男 外山　公一 中下　義春

富士時報 Vol.73 No.6 p.355-358（2000）

電子・半導体分野では，小型・高密度化により半導体デバイス，

LCD（Liquid Crystal Display）などの穴あけ，切断，トリミング

などの微細加工技術の必要性が増大している。YAGレーザは，対

象ワークに最適な発振波長・形態・出力を選択でき，微細加工を実

現する有力な手段として広く市場に認知されている。本稿では，生

産ラインでもっとも導入が進んでいる基本波レーザを用いた微細加

工機への適用事例を紹介する。

精密加工・非接触加工分野へのレーザの適用

川村　浩徳 佐々木光祐 牧絵　達弘

富士時報 Vol.73 No.6 p.359-362（2000）

地球環境保護に関する意識の高まり，製品リサイクルの義務化，

融通性のあるマーキングエンジニアリングなどのために従来方式に

代わって多くの分野でレーザマーカが活発に導入されている。本稿

では，刻印・捺印（なついん）などの従来方式との比較を行いなが

ら，金属や樹脂へのマーキング分野でのレーザマーカの応用例・導

入メリットなどについて紹介する。

刻印・捺印等マーキング分野へのレーザの適用

田　　憲 岩 唯信 神谷　正一

富士時報 Vol.73 No.6 p.363-365（2000）

近年，急速に高まりつつある電子部品の微細加工要求に対して，

紫外線波長のYAG第三高調波レーザを搭載したレーザ微細加工装

置「FAL-4000」を開発した。この装置には，精密XYテーブルと

位置決め用ビデオセンサを搭載し，種々の加工用途に対応できるよ

うにした。加工性能として実施例を挙げると，ポリイミド樹脂には

焼け焦げのない高品質の穴あけが可能であり，銅板やシリコンウェー

ハに，穴径φ30μmでアスペクト比16以上の穴あけ加工を行うこと

ができた。

精密微細加工分野への短波長レーザの適用

新妻　正行 長嶋　崇弘 藤井　政義

富士時報 Vol.73 No.6 p.366-369（2000）



Marking on material surfaces using the laser has been applied to vari-

ous fields.  Fuji Electric already marketed YAG laser markers mainly

applied to marking on metal parts.  Recently, materials have been diversi-

fied and there is much demand for marking on plastic parts.  Marking on

plastics requires controlling the laser at a constant output.  We have devel-

oped the Dry writer DW2200 capable of direct marking at high speed.

The new line of the Dry writer series is expected to increase the range of

application.

Application of the Laser to Plastic Parts

Tatsuo Yamamura Koichi Toyama Yoshiharu Nakashita

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.355-358  (2000)

In the electronics and semiconductor fields, to reduce size and raise

density, the necessity of fine machining technology, such as drilling, cut-

ting, and trimming of semiconductor devices and liquid crystal displays,

has increased.  The YAG laser capable of selecting optimum oscillation

wavelength, shape, and output is widely recognized as an effective means

of fine machining in the market.  This paper describes an example of

application to fine machining equipment using a fundamental wavelength

laser that is currently most used in production lines.

Application of the Laser to Fine Machining and
Noncontact

Hironori Kawamura Mitsuhiro Sasaki Tatsuhiro Makie

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.359-362  (2000)

Due to various reasons, such as a rise in concern for ecology, liability

for recycling, record marking for quality control, and marking engineering

for flexibility, laser markers have been introduced actively into many

fields in place of conventional methods such as stamping and sealing.

Comparing laser marking with conventional methods, this paper describes

examples of laser marker application to metals and resins and the advan-

tage of the introduction.

Laser Marking in Place of Stamping and Sealing

Ken Takata Tadanobu Iwasaki Shoichi Kamiya

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.363-365  (2000)

To meet rapidly growing demand for the micro processing of elec-

tronic parts, Fuji Electric has recently developed the laser micro process-

ing equipment “FAL-4000” equipped with a YAG third harmonic wave

laser having ultraviolet wavelength.  This equipment is provided with a

precision XY table and a positioning video sensor so that it can meet vari-

ous processing uses.  For examples of processing performances, high-

quality drilling into polyimide resin without a burn is possible, and a hole

of 30μm in diameter with an aspect ratio over 16 can be drilled into a

copper plate or a silicon wafer.

Application of the Ultraviolet Laser to Precision
Micro Processing

Masayuki Niitsuma Takahiro Nagashima Masayoshi Fujii

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.6 p.366-369  (2000)
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鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

基本構成 各種電子部品のレーザ適用例 

インクレス，超微細文字のマーキング 

樹脂製品のレーザ適用例 

シルク印刷・ラベルレス化 

機械部品，工具類のレーザ適用例 

フロン洗浄，エッチング廃液処理不要 

ドライライターとは，従来のウェットマーキ
ングで使用していたインク・溶剤・フロン
などを必要としないレーザマーキング
装置の当社登録商標です。 
環境問題対策コストに大きく貢献します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同パターン繰返し印字対応 

ドライライター2000シリーズ 
　   ドライライター2100 / ドライライター2000 / 　  ドライライター2200

印字パターン随時変化対応 大容量データ高速印字対応 
NEW NEW

●業界一の超小型ユニット， 

既存設備への組込みが容易です。 

●高品質・高精度マーキングが可能。 

深さ均一制御機能を搭載。 

●FAインライン対応，随時変化する 

大量データのマーキングに対応。 

●ワープロタッチのパソコンにより 

簡単操作。パソコンレス運転も可能。 

●二次元コードマーキングが可能。 

●全国22か所保守拠点完備。 

エコロジーマーキング インク・溶剤・フロンを一切使用しない 

ここまで小さく， 
ここまで精密。 

OA・家電樹脂筐体のレーザ適用例 

リサイクルが必要なOA・家電樹脂筐体 
（ABS，PSなど）に直接マーキングできます。 

お問合せ先：電機システムカンパニー 情報システム事業部 精密FA部 電話（03）5435-7079/（06）6455-3930/（052）204-0294
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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無線ネットワーク特集
YAGレーザ加工特集
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