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意味している。
表紙写真は，熱く燃える S 21の文字と四
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豊かな社会の創造をイメージしたものである。
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新しい年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。

ニー制度の導入にあたって事業担当部門で行うべき研

皆様方には，抱負も新たに21世紀の始まりである

究開発についてその権限と責任範囲を拡大し，研究開

2001年のよき新春をお迎えのこととお慶び申し上げま

発資源の配分の比重を事業担当部門にシフトすること

す。

で，より機動力を高め早期に事業化する開発体制へ強

20世紀最後の年となった昨年は IT 革命元年とされ，

化を図りました。この体制のもとで研究開発投資の効

インターネットが従来の情報通信システムを大きく変

率化を追求し，攻めの研究開発を目指しました。すな

貌させ，B to B，B to C の場面で新しい産業と経済シ

わち研究開発成果の早期事業化，当社の強い分野への

ステムの扉が開かれ始めました。経済活動はますます

研究開発投資の集中，情報ソリューション分野への取

ボーダーレスとなり，変化とスピードを増しています。

組みの推進です。本号では，2000年に成果をあげた技

一方，大量生産・大量消費・途上国の経済発展の結果

術開発・製品開発の一端をご紹介させていただいてお

としてのエネルギーと廃棄物が環境に及ぼす影響がま

ります。

すます深刻となり，温暖化・環境汚染の克服が国際的

情報システム分野では，地方自治体・公共団体・民

にも国内的にも重要な課題になってきました。米国は

間企業向けに IT を活用したシステムを開発しました。

好調な経済を維持しましたが，わが国の経済は回復基

行政情報ソリューションとしては電子政府の実現に向

調は見られるもののまだら模様に推移しました。経済

けた地方情報化を狙い，地域インターネット導入に対

構造の変化と競争の激化に対応して，国内外・業種を

応し行政サービスの向上を目的としたシステム構築を

問わず企業間の合従連衡が従来になく急速に進みまし

行いました。道路分野では ETC（自動料金収受シス

た。このように経済の質的変化と情報技術のインパク

テム）設備を開発し，ITS（高度道路交通システム）

ト，さらには地球環境問題と企業経営を取り巻く環境

や交通管理システムの最適化の開発を行っています。

と経済構造の巨大な変化が起こりつつあります。

産業向けにはサプライチェーンマネジメントの中核

このような企業環境の中で力強い成長を目指してい

となる物流業務について，物流の合理化へのソリュー

くために当社は21世紀を迎えるにあたり，中期ビジョ

ションを提供するサードパーティーロジスティクスの

ンならびに中期計画として「S 21 プラン」を発表しま

標準化体系を開発しています。環境分野では，水環境，

した。パワー半導体およびパワーエレクトロニクス製

エネルギーソリューション，廃棄物処理・リサイクル

品群，低圧開閉機器群，水処理を主体としたシステム

に着目した開発と事業化に注力しました。水処理分野

事業，自動販売機などの従来からの強い事業をさらに

では上水道の水質汚染対策，下水道では生物処理阻害

強化伸張するとともに，情報・環境・サービス・コン

対策などに着目し，各種モニタリングセンサとシステ

ポーネント分野を強化して，パラダイム変化に対応し

ムを開発しました。また，オゾン処理や紫外線処理に

た企業体質の強化を図っていきます。1999年のカンパ

よる高度廃水処理システムを開発しました。生ごみや

2

畜産廃棄物からのバイオガスを利用した燃料電池発電

術で実現し，小型化・軽量化・低消費電力化に応えた

システムなどを開発し，ゼロエミッションシステムへ

各種携帯機器用の AC アダプタ，DC-DC コンバータ

の取組みを推進しました。衛星通信と GPS（位置測

などの電源 IC や薄膜インダクタを開発しました。パ

距システム）を用いた廃棄物処理の適正処理情報シス

ワーモジュール・ディスクリートデバイスでは複合機

テムのサービスを開始しました。

能，複合構成やインテリジェント機能の取込みや小型

サービス事業に取り組む体制を整備するとともに，

化の開発を行い，きめ細かくお客様のニーズにお応え

そのインフラストラクチャーとしてコールセンターを

する製品と技術開発を行いました。高い視認性で注目

設立しました。サービス情報を一元的に管理し，デー

されている有機エレクトロルミネッセンスディスプレ

タを戦略的に活用するための基幹システムを構築し運

イについては，3.2 インチサイズのフルカラーパネル

用を始めました。また，保全技術を体系化し環境セン

の開発を行いました。

サなどを含んだサービスメニューを提供するシステム
を完成しました。

流通関連分野では，自動販売機につき製品開発アセ
スメントを推進し，省エネルギー・低騒音化・軽量化，

システム機器分野ではグローバル市場に展開するた

冷却媒体の切替えなどにより環境負荷に配慮した開発

めのシステム化，オープン化，国際規格対応の商品開

を行いました。偽貨対策，ポイントカード対応，イン

発を進めました。プログラマブルコントローラでは

ターネット対応など新たな社会動向や市場対応を進め

PCI バス対応，オープンネットワークへの I/O ター

ました。インターネット対応はオペレーションの合理

ミナル，器具では国際規格対応，インバータでは 400

化のみならず，販売情報の管理や予測など新たなマー

V 対応などの製品を開発しました。

ケティングツールとして期待されています。コンビニ

情報機器関連コンポーネントでは厳しい事業環境が

エンスストアなどの店舗冷却機器の省エネルギー化を

続いていますが，ハードディスク装置の高密度化，高

実現し，さらに氷蓄熱を用いた店舗冷熱システムのトー

速化，低騒音化が進みそれに対応して 3.5 インチ 20 G

タル省エネルギーシステムのフィールドテストを行っ

バイト/枚の磁気記録媒体を発売しました。開発段階

ています。

では 40 G バイト/枚の記録密度の見通しを得ています。

富士電機は独創的な技術と心のこもったサービスで

プリンタ・複写機・ファクシミリとそれらの機能を複

お客様のご期待に応え，最大の満足を提供できるよう

合した画像処理に用いる感光体では高画質・高速・超

今後とも技術の研鑚に励んでまいります。皆様のご指

寿命の開発，オゾン発生のない正帯電有機感光体の高

導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

速・高感度化技術を開発しました。
電子デバイスではパワーマネジメント技術に着目し，
パワーとインテリジェント機能をアナログ CMOS 技

取締役社長
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食品・薬品分野向け
総合生産管理システム

食品・薬品分野向け に IT（ Information
Technology）を駆使し，製造設備の監視制
御から生産管理システムまでを含んだ総合生
産管理システムを完成し，サッポロビール
（株）
新九州工場向けに日本最大級のパソコン
DCS システムとして納入した。主な特長は
次のとおりである。
（1） マルチベンダー品による大規模オープン

化統合システムを完成し，先進性とコスト
パフォーマンスの向上を実現した。
（2 ） SCM（Supply Chain Management）構

築を支援する銘柄管理システム（FLEXBATCH）により，フレキシブル生産管理
システムを実現した。
（3） エンジニアリングツール（SELECT）を

開発し，設計・試験効率およびソフトウェ
アの完成度向上を図った。

オープン PIO システム
「PROGRESSIO」

オープンをコンセプトにしたプロセス入出
力装置で，デファクトスタンダードを狙って
横河電機
（株）
と共同開発した製品である。
IO バスへの Ethernet 採用によりさまざま
な制御装置，パソコン，コンピュータなどと
の接続を簡単にし，柔軟なシステム設計を可
能にしている。また，IO バスインタフェー
ス仕様を公開してデファクト化を推進してい
る。
すべての構成要素を二重化可能として高い
信頼性を実現するとともに，過酷なフィール
ド環境への設置を可能とする広温度範囲（−
20 〜 ＋ 70 ℃ ） 仕 様 と ， 耐 腐 食 性 ガ ス 性 能
Class G3（ISA）を実現している。さらに，
CE マーキング対応，CSA 規格対応（取得申
請中）など，安全面にも十分配慮した製品で
ある。
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オペレーターを高次に支援する
水処理統合監視システム

上下水道の高普及率とともに維持管理の時
代といわれて久しいが，公共事業体では，高
齢化，少子化の影響を受け設備運転のオペレー
ターの確保が難しくなってきている。このよ
うな背景から，少人数で高度な操作が行える
監視制御システムの完成が急務になっていた。
富士電機は，オープン統合化分散監視制御シ
ステム「MICREX-AX」に最新の無線シス
テム（PHS，無線 LAN）や三次元映像シス
テム，マルチメディアマシンなどを組み合わ
せ，中央監視室の監視制御機能の高度化を実
現する「FAINS - on Web」を完成した。こ
のシステムはノート型パソコンを用いたブラ
ウザ方式を採用し，無線システムとの融合で
少人数のオペレーターによりさまざまな場所
において監視制御を実現するものである。

中小規模プラント向け
オゾン高度処理システム

富士電機は，西表市水道課向けに浄水場
（5,000 t/d）用として 760 g/h オゾン高度処理
システムを納入した。
本システムは，離島（種子島）における上
水道の鉄，マンガン，かび臭の除去および脱
臭を目的とした中小規模システムである。
富士電機は，すでに大都市向けにオゾン高
度処理システムを納入している。これらで培っ
た異臭除去，色度除去，鉄・マンガンの酸化，
塩素注入量の削減，有機物の生物分解性向上
などのオゾン処理技術を離島向け中小規模水
処理プラントにおいて実証した。今後は離島
向け中小規模オゾンシステムの導入促進が期
待できる。本システムは，2000年 4 月から営
業運転を開始している。

5

焼却灰溶融固化再資源化システムの
実証試験

一般ごみ焼却灰類（焼却飛灰を含む）を直
流電気抵抗炉で還元溶融することにより，無
害化・再資源化するシステムの開発を，1995
年から富士電エンジ
（株）
，大平洋金属
（株）
，
ラサ商事
（株）
と共同で行ってきた。2000年に
本システムの実証試験を
（財）
廃棄物研究財団
の技術開発支援のもとに行い，技術支援終了
の概要書が交付された。
本システムの特長は次のとおりである。
（1） 重金属・有害不純物を封じ込めないクリー

ンスラグの生成
（2 ） ダイオキシン類・CO ガス・その他有害

物質の分解，吸着および除去
（3） スラグの結晶化による天然砂利に匹敵す

る砂利の生成
（4 ） 直流電気抵抗炉によるエネルギー伝達効

率の向上と電極消耗の最小化

世界最大単機容量地熱タービン
（110 MW）

2000年 6 月に富士電機が建設したインドネ
シアのワヤンウィンド 1 号地熱発電プラント
が運転開始した。蒸気タービンの定格出力は
110 MW である。これは，単気筒（1 ケーシ
ング）の地熱用として，世界最大容量である。
従来，発電端出力が 100 MW を超える地熱
タービンは 2 ケーシング構成であったが，今
回は 1 ケーシング機（単機）としてコンパク
ト化を図った。単機大容量化を可能にしたの
は，計算流体力学（CFD）を駆使して開発
した高効率新世代低圧翼である。本機には，
最終段翼長 697 mm（27.4 インチ）の新世代
低圧翼が使われている。新世代低圧翼の採用
により，タービン効率は 1.5 ％向上した。標
準仕様の反動式ドラムタイプ車軸により振動
は低く，また，防音カバーの採用により騒音
は低レベルに抑えられている。
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オープンネットワーク対応
リモート I/O 機器

オープンネットワーク対応の下記リモート
I/O 機器を開発した。
（1） I/O タ ー ミ ナ ル は ，OPCN - 1， Device

Net，T リンク ＊ ，SX バス ＊ に対応し，各
ネットワーク共通のコンパクトサイズ
W148 × H50 × D40（mm）で，フィンガー
プロテクション付き着脱端子台を採用して
おり，制御盤の標準化と保守性の向上が図
れる（＊は富士電機オリジナル）
。
○
R

（2 ） AS-Interface 機器は，IP67 スレーブと

同等の性能でありながら安価で薄型
W77 × H50 × D19（mm）の IP40 品をライ
ン ア ッ プ し た （ IP67： D45 mm）。 AS - i
ケーブル接続は圧接方式で，一般的環境下
の搬送および機械設備に幅広く適用可能で，
中継ボックスと配線工数の削減などトータ
ルコストの低減ができる。

20 G バイト/枚（3.5 インチ）の
高記録密度磁気ディスク媒体

＋10.00

＋10.00
（nm）

（nm）

−10.00
0.70

−10.00
0.70

0
0.94

0

0
0.94

0

（mm）

（mm）

近年の 100 ％/年を超える記録密度の進化
は，2000年に 20 G バイト/枚（3.5 インチ）
の製品を実現させた。富士電機の 20 G バイ
ト磁気ディスク媒体は，従来の材料技術とプ
ロセス技術を極限まで追求し，①ヘッドの低
浮上安定性を確保するための基板の平滑化技
術，②各プロセスの厳密制御とともに，飛躍
的な記録密度向上とそのときにクローズアッ
プされる熱磁気緩和をバランスさせるために，
制御された磁性層結晶粒径の最適化，③スペー
シングロスを最小にする極薄保護層技術を新
たに開発し，高い評価を得ている。
またこれらの技術は，2001年初めに製品化
される 40 G バイト/枚への基礎として今後の

5 nm

展開が期待される。

7

700 V ワンチップパワー IC

携帯電話に代表されるモバイル機器の伸長
により，それらに適用される AC アダプタや
充電器などの電源システムも，持ち運びに便
利なように小型・軽量化，さらに低消費電力
化が求められている。富士電機は，このよう
な要求にこたえるため，スイッチング電源用
高耐圧パワー MOSFET と制御 IC を一体化
し，さらに高信頼性を確保できる 700 V ワン
チップパワー IC 技術を開発した。この技術
により，制御性のよいスイッチング電源を外
部部品点数を削減して簡略に構成することが
可能となり，電源システムの小型・軽量化，
低消費電力化，さらに低コスト化が実現でき
る。今後，本技術による電源用ワンチップパ
ワー IC の系列化を推進していく。

コンビニエンスストア向け
空調・冷蔵統合蓄熱システム

室内空調機
コンビニエンスストア業界は消費者のニー

ショーケース

ズにこたえるため，常に新たな機器を導入し
ている。現在，契約電力の制限内で，より多
くの機器を導入していくために，消費電力量
および設備容量の低減を強く求めている。
この要求に対し，富士電機は中部電力
（株）
と共同で24時間営業にも適応する業界初のコ
ンビニエンスストア向け空調・冷蔵統合蓄熱
システムを開発した。特長を以下に示す。
（1） 年間ランニングコスト低減：20 ％
（2 ） 夏季電力ピークシフト率

：30 ％

（3） 冬季省エネルギー効果

：13 ％

（4 ） 設備容量低減：5 kW（従来比）

また，これらにより電力負荷の平準化と二

室外空調機

8

統合蓄熱槽

冷凍機

酸化炭素の排出量削減にも寄与し，社会的貢
献度の高いシステムを実現した。
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自動販売機 Java プラットホーム

センターシステム

インターネット/
イントラネット

次世代の自動販売機を流通システムの担い
手とするべく，自動販売機を活用するさまざ
まなアプリケーションを組み込む基盤として，
Java プ ロ グ ラ ム を 実 行 で き る 自 動 販 売 機

設定・情報収集・
プログラム配信・
インターネット接続

ハンディターミナル
携帯機器
設定・情報収集・
プログラム追加，変更

無線モデム

Java プラットホームを他社に先駆け開発し

IrDA
通信

た。自動販売機で Java プログラムを実行で
きるようになるとネットワークや携帯機器と
のやりとりを通して IT（Information Tech-

Javaランニングボード

nology）を活用した新たな機能の追加・変更

アプリ1 アプリ2 アプリ3 ・・・・・・・ アプリN

や選択が可能となり，商品の販売促進や自動

Javaプラットホーム
自販機クラスライブラリ

販売機のオペレーションの効率化による経費
削減が期待できる。また，本開発の成果であ

自販機
通信

Java VM

る Java プラットホームは，コントローラや

TCP/IP

UPS など，他の組込み機器への展開も可能

ファイルシステム

自販機
基本制御

IrDA

PicoJava-

であり，それらの各機器に応じた IT 化の促
進に大きく寄与できるものになり得る。

大型発電機固定子コイルの
自動成形編み装置

成形・編み装置

絶縁被覆ダメージ部

成形ピッチ30mm

回転機分野における巻線作業を対象に物作
り革新を進めている。狭あい空間でコイル素
線を幅方向および厚さ方向に，狭ピッチで成

成形ピッチ15mm

従来成形・編み品

形しながら編み込む要素技術を開発し，従来
の 2 工程成形と編み作業との 3 工程を 1 工程
に自動化した。この製法は，50 ％を超える

成形・編み装置

開発方法成形・編み品

コストダウン，リードタイムの短縮に加え，
狭ピッチで温度上昇の少ない革新的なコイル
成形を実現した。また，摩擦を考慮した素材
と工具の接触状態を逐次解析する製造プロセ
スシミュレーション技術を装置に反映し，信

540°転位

頼性に優れた工法を実現した。
正面図

Q 矢視図（平面図）

Q
P

（1） 世 界 に 誇 る 狭 ピ ッ チ 15 mm の 自 由 成

形・編みによる 540 °転位
（2 ） 自由成形（ローラ）方式採用による絶縁

P 矢視図（側面図）

固定子コイル

被覆のダメージ除去
（3） 材料強度データ（引張り・衝撃・疲労）

に基づいた成形工具の開発
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情報・SI ソリューション

行政情報ソリューション
産業情報ソリューション
社会情報ソリューション

展

望

わが国では，今までの工業化社会における社会構造を自

要にこたえるために，富士電機では，3PL 物流標準化体

ら改革し，少子高齢化などの社会の変化に対応するため，

系を開発中である。この標準化体系は業界のベストインク

IT（情報技術）を最大限に活用し工業社会から情報社会

ラスをベンチマーキングし，物流の最も効率のよい形態を

へのパラダイムシフトをいかに迅速に行えるかが課題となっ

ベストプラクティスとして定義し，部門間，企業間のサプ

ている。また，グローバリゼーション（国際化）が進展す

ライチェーン構造の全体業務フローを，SCOR（Supply

るなか，企業と人と自治体とが単なる豊かさを追求するの

Chain Operations Reference-model）を適用し，共通のフ

ではなく，海外から見て，魅力のある日本をいかに形成し

レームワークで記述するものである。これを，テンプレー

ていくかが課題であり，そのかぎは，IT をどのように利

トとしてパターン化および業務評価の基準化（点数化）を

用していくかにかかっている。

することにより，短期間であるべき姿の基本設計を行い，

このような背景のなか，富士電機は地方自治体・公共団
体・民間企業・道路の分野向けに IT を活用したシステム
を開発し，市場展開を行っている。
地方自治体・公共団体を対象とする官公庁分野では，政

メーカー・卸・小売りの全体最適化を実現する高度化した
ロジスティクスシステムの構築が可能となる。
次に道路分野における ITS を取り巻く環境はここ数年
で大きな変化を見せており，すでに運用を開始している

府が掲げたミレニアム・プロジェクト（21世紀初頭に「世

VICS，ETC をはじめ，ITS に関する各種インフラストラ

界でも最高水準の電子政府の実現を図る」と宣言し，2003

クチャー（インフラ）設備が整備されつつある。また，こ

年度までに行政手続きをインターネット経由で行える電子

れらに対する利用者サービスの分野でもさまざまな動きが

政府の「基盤」を構築する）に基づき，2000年から地方自

展開されようとしている。

治体において電子自治体の構築および地域の情報化が開始
されている。
特に，地域情報化においては，1999年度の政府補正予算

富士電機ではこのような世の中の動きに対し，ETC 設
備の開発など，ITS インフラ整備の面で多大な貢献をして
いる。

による「地域インターネット導入促進事業」が実施され，

また，今後は利用者サービスの面での展開をも考慮に入

全国で 382 団体が地域住民への行政サービスの向上を目的

れ，道路以外の ETC 関連サービス事業分野，歩行者 ITS，

にシステム構築を行った。また，2000年 8 月28日に自治省

交通管理の最適化などの分野への参画とシステム開発を計

から「IT 革命に対応した地方公共団体における情報化施

画している。

策等の推進に関する指針」が決定され，ますますこの分野
での情報化に拍車がかかると予想される。
次に産業界を中心とするロジスティクスの分野において，
各企業は，サプライチェーンマネジメントに取り組んでお
り，ますますロジスティクスは重要な位置づけとなりつつ
ある。
また，企業の本業回帰が進み，ロジスティクスに関して
はアウトソーシング（3PL）の傾向が加速している。この

一方，社会システムの一般分野においては，病院・学
校・官公庁舎ほか，さまざまな分野の社会基盤施設に，特
別高圧受電設備，非常用発電設備，コージェネレーション
設備ほかの各種設備を多数納入した。
環境対策に貢献する設備としては，CO2 削減など環境
負荷軽減効果が期待できる小型風力発電装置を都市部に納
入した。
また，大気汚染対策として，現在種々の団体において

ようななか，物流業界も産業界と同様の外部品質保証を求

NOx 対策が検討されているが，富士電機においても光触

められている。物流業界が 3PL を産業界と協調していく

媒などによる高性能・低価格の NOx 除去装置を開発中で

ためには，品質の課題を克服する必要がある。こうした需

ある。
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行政向けグループウェア「行政パック」
富士電機は，自治体などの公共機関にマッチした行政向

図１

「行政パック」ポータル画面

けグループウェア「行政パック」を開発した。特長は次の
とおりである。
（1） グループウェア機能に加えて，将来的な公文書管理や

電子決裁システムへの拡張性
（2 ） 電子メール，電子掲示板などの基本機能に加えて，様

式集，例規集などを管理できる簡易文書管理機能，公用
車・施設予約，電子電話帳を用意
（3） 行政組織の階層を管理できる組織構成管理機能
（4 ） 部署単位に対応したポータルメニュー画面を用意
（5） 部署単位に必要な情報のみを表示する機能

郵政省補助事業「地域インターネット」導入事例（長野県長谷村）
ーーー地域 CATV の高度利用ー
ーー

図２

長谷村地域インターネットイメージ図

長谷村は，高齢化率 37.5 ％の過疎地域である。周囲を
衛星

山々に囲まれた源流域の山間地で，広大な山林を有し，集

ハイブリッド発電

長谷村役場

落は河川沿いのわずかな土地に点在して形成されている。

雷鳥荘
（村営）

避難所となる公共施設や地区公民館などにおける正確な防

仙丈ヶ岳避難小屋
（村営）
長衛荘（村営）

災情報の取得，行政と避難住民，消防団，地元地区役員な
ど双方向における迅速な情報伝達が必要となっている。

地区公民館
（8拠点）

インターネット

行政データ
サーバ

公衆
回線

このため，既存の村営 CATV ケーブル網を活用して，

情報データ
サーバ

保育園

ファイア
ウォール

行政および村内に点在する公共施設や地区公民館，医療機

行政情報
システム

関などをつなぐネットワークを構築し，さらにこのネット

WWW
サーバ

CATV

仙流荘
（村営）
防災情報
システム
公共施設予約
システム

ワークをインターネットに接続することによって，行政情
報システムなどの新たな行政サービスを実現し，行政情報

マルチメディア
編集装置

の双方向化と情報通信の高度化を図るものである。

診療所
長谷村情報センター

生涯学習センター

郵政省補助事業「地域インターネット」導入事例（岡山県建部町）
ーーー FAX サーバを適用した住民サービスの向上ーーー

図３

双方向地域インターネット上での住民サービス

建部町役場では，町民参加型の身近な行政をめざして，
以下の特長を持つ地域情報基盤を整備してきた。①通信費

病院

建部町役場
パソコン

ゼロの無線 LAN による出先機関と本庁舎の接続，②町民
に開かれた双方向ネットワーク上での住民サービス，③情

DMZ
インターネットサーバ
映像配信サーバ
外部Webサーバ
外部電子メール
DNSサーバ

グループウェア
サーバ

情報端末
ファイア
ウォール
アクセス
ルータ

文化センター

報弱者（高齢者，障害者）を意識した映像配信サービス，

アクセス
ルータ

無線
ブリッジ

FAX
サーバ

④役場内業務を効率化するグループウェア（行政パック）
。
住民サービスとしては，電子掲示板，アンケート調査な
どの各種情報サービスはもとより，防災情報通知をはじめ

情報端末

無線LAN

岡山情報
ハイウェイ

ISDN網
公衆電話網

映像作成
サーバ

電話による
音声ガイド

ビデオカメラ

とする，電話や FAX による24時間応答サービスを実現し

家庭

図書館

ている。また，文化活動や生涯学習などを幅広く支援する

介護センター

ために映像ライブラリ装置を文化センターに配置し，自宅
や介護センターなどの離れた場所からリアルタイムで催し

インターネット

浄水場
情報端末

海洋
情報
端末 センター

FAX配信
サービス

電子掲示板
施設予約案内
アンケート調査
映像配信サービス

ものなどを鑑賞できる環境も整備した。
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行政情報ソリューション
郵政省補助事業「地域インターネット」導入事例（千葉県千倉町）
千葉県安房郡千倉町向けに無線 LAN を利用したインター

図４

千倉町役場システム構成

ネット/イントラネットシステムを納入した。役場内に
WWW サーバと電子メールサーバを設置し，
「町のホーム
ページ」を制作，
「申請書ダウンロード」や HTML フォー

庁舎

本棟

3F

ファイア
ウォール

グループ
ウェア
サーバ

無線LAN

構内無線LAN

12か所，13施設

1F

による情報伝達，予定や施設の予約情報の共有化が実現さ
INS64

れ，役場を中心に町全体で電子化による情報伝達の合理化
が推進されている。無線 LAN によるランニングコストゼ

清掃
海洋
保育園
センター センター

小学校

法務省向け職員業務効率改善システム
法務省/行刑施設における保安職員の業務効率化のため

図５

職員配置計画画面

図６

防災監視システム画面

に，
「総合保安業務支援システム」を開発した。本システ
ムは，現状行われている業務体制を維持しつつ，単純業務
のみを情報化するものである。システム構成は，クライア
ント・サーバ構成であり，サーバ，管理者設定用端末，職
員用端末，大画面表示パネルから構成される。職員の配置
情報などは，大画面表示パネルを用いて表示され，職員の
情報認識の向上を図っている。一方，システム機能は，職
員配置計画支援を行い，毎日，労力を必要とする配置・勤
務計画作成を容易にする機能がある。また，同様に超過勤
務時間に対しても自動集計，自動積算，自動調整などの各
機能により省力化が図れる。

東京大学向け防災監視システム
多数の人が自由に出入りする大学施設では，施設警備や
避難誘導の観点から，火災などに関する防災監視システム
は重要なものとなっている。
富士電機は，各建屋の自動火災報知設備から信号を取り
込み，キャンパス全体を監視対象とした防災監視システム
を東京大学に納入した。本システムの主な特長は次のとお
りである。
（1） 画面表示：CAD 図ベースの見やすく詳細な画面を表

示
（2 ） 監視補完：ある監視端末に障害が発生した場合，他の

端末へ自動的に監視機能を引き継ぐ機能
（3） 高信頼性：サーバ二重化や大容量 UPS の導入による

高信頼性システムの実現

12

2F

1F

2F

洋センターなど13の公共施設とは無線 LAN により接続さ

ロが大きな特長である。

構内無線LAN

WWWサーバ

ことにより，役場と町民間での双方向コミュニケーション

れ，行政パック（グループウェア）が導入された。メール

別棟

メールサーバ

ムを利用した「役場の各職場への連絡ページ」を利用する
が実現された。役場内の各職場と町内の学校，公民館，海

庁舎
OCN128

幼稚園

社会福祉センター
バス詰所
幼稚園3か所
小学校3か所
中学校
中央公民館
教育委員会
社会教育課
図書館
給食センター
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産業情報ソリューション
SCM 統合ソリューション
本ソリューションは，
「サプライチェーンマネジメント

関連論文：富士時報 2000.5 p.282-285

図７

SCM 統合ソリューションが支援する業務機能体系

（SCM）
」を導入し，顧客満足度やキャッシュフローなど
の向上をめざすお客様のための「統合」ソリューション体

SCM（S）：戦略系

SCM（P）：計画系
需要予測

系である。つまり，真の SCM 構築に必要な，現場系から

生産計画

物流計画

基幹系，物流系，計画系，戦略系に至る企業の重要な機能

抽出・解析

在庫計画

納期回答

受給調整

SCM（E）：基幹系

系，計画系に対応した「基幹情報ソリューション」
「SCP
ソリューション」を新たに拡充し，IT 導入サービスのみ
ならず，現状分析や構想企画サービスを含めたトータルソ

CRM・SFA

SCM（L）：物流系

の強化（改革）を一気通貫で支援するものである。
特に，本ソリューション体系のサブセットであり，基幹

分析評価

資材計画

販売管理

財務・一般会計
在庫管理

生産管理

物流管理

人事管理

購買管理

物流センター管理

輸配送管理

入庫管理
在庫管理
補充管理
オーダー管理
ピッキング管理
流通加工管理
出庫管理
返品管理

配車計画
運行管理
労務管理
サードパーティ
ロジスティクス
（3PL）を含む

プロジェクト管理

リューションを提供している。さらに，ソリューションミッ
クスによるお客様への「価値」提供のために，パートナー
企業との連携も広く，深く行っている。

SCM（M）：
現場系

工程管理

品質管理

能力管理

受入検査

倉庫管理

倉庫業界におけるロジスティクスソリューション
短いリードタイムで多品種大量の貨物を扱う他階層平置

図８

食品配送倉庫システム

型食品配送倉庫で，これらの情報管理と現場業務支援を行
うシステムを今回納入した。システム化の目的は下記のと

無線
LAN
アンテナ

おりであり，本システム導入により着実な成果をあげてい
る。

リモート
メンテナンス端末
荷主ホスト
富士電機・東京工場

3階

（1） 作業管理レベルの向上

構内
PHS

物流情報の共有と可視化で現場作業状況を即時把握，お
よび交代勤務（24時間作業）への対応

フォーク
無線端末搭載
フォークリフト 無線
LAN
アンテナ

公衆回線

2階

（2 ） 物流品質の向上

構内
PHS

誤ピッキング・誤出荷の削減

フォーク
無線端末搭載
フォークリフト 無線
LAN
アンテナ

無線管理
サーバ

公衆回線

物流管理
サーバ

倉庫事務所
拠点
ホスト

貨物管理の徹底，貨物追跡機能（トレーサビリティ）
（3） 納品リードタイムの短縮

1階
構内
PHS

オーダー受領から出荷までのリードタイム短縮，多頻度

フォーク
無線端末搭載
フォークリフト

事務所端末 事務所端末

ホスト端末

配送の実現

チェーンストア向け流通ソリューション
小売業向けに既存店舗の改革と新店舗構築の基盤整備を

図９

ソリューションツールの体系

推進するコンサルティングツールを開発し，実用化してい
る。現場の抱える課題を IE 分析手法に基づいて人，物，

最新のトータル店舗システム実現のためのツール（商品）として，

情報の三面から診断，分析して身近な改善から大きな改革

（2）店舗システム・SCM構築・運用のための多彩なシステム商品を提供

（1）バックヤードIE分析と設計，構築のための分析と企画のツールを提供

まで体系的に推進するソリューションツールであり，店舗
内外の物流プロセスと業務フローに重点を置いた分析と計
画の立案ができる。ツールの特長は次のとおりである。

全社ネットワーク・SCMの構築

全社管理情報システム

（1） 人の作業効率の向上

バックヤードの作業ロスの削減と最適労務管理
（2 ） 物の搬送と在庫管理の改善

店舗と配送システム構築

小売店舗業務改革

バックヤードの合理化による搬送ロスの削減と在庫削減
（3） 現場の情報を正確に把握

バックヤード合理化
（現場合理化・自動化）

商品補充システム情報の正確な設定
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産業情報ソリューション
電力設備・幹線管理システムの開発
富士電機はこのたび，電力設備・幹線管理システムを開
発した。本システムは，①電力設備の配電系統情報をスケ

図１０

システム構成

スケルトン管理機能

ルトン表示する構成管理機能，②電力設備にかかわる，図

幹線系統・設備
構成情報

面，書類などの履歴管理をする図面管理機能，③電気工事
実施時に工事業者との間で取り交わされる各種手続きを

工事管理機能
工事管理部署
・配付先
検図
承認・却下
差し戻し

ネットワーク上で実現する工事管理機能，④エネルギー計

仕入先
公
衆
回
線

工事登録
承認依頼
図面変更
工事完了届

量システムにて必要となる電力設備利用者情報を提供する
エネルギー管理システム連携機能から構成されている。
本システムの導入により，①電力設備配電系統情報の管

図面・文書管理機能

理精度向上，②工事管理業務の効率化，③エネルギー計量
システムの計量精度維持が可能となる。また，ガス，スチー
ム，水などの配管管理へも適用可能である。

計量管理連携

図面・文書情報
設備図
系統図

工事完了報告
負荷率管理表

負荷率管理
課別計量管理

社会情報ソリューション
山形県立中央病院向けタンデムコージェネレーションシステム
病院設備では，手術室や ICU などの医療機器への電源

図１１

タンデムコージェネレーション発電装置

図１２

風力発電設備（風車）

供給に対し，技術的に高度な安全性と信頼性を要求される。
富士電機では，従来のコージェネレーション装置に対し
１台のエンジンに 2 台の発電機（高圧，低圧）を同軸上に
直列接続したシステムを導入し次の特性を実現した。
（1） 高圧，低圧の 2 種類の電源供給が可能
（2 ） 高圧発電機は電力会社との商用電源と系統連系し，低

圧発電機はフェイズシフタ（固定子移相装置）にて高圧
発電機に対し負荷出力や電圧位相の調整を行うことによ
り商用電源と縁を切った独立した電源を供給可能
（3） 商用電源と高圧発電機との連絡母線上に 1 サイクル真

空遮断器を設置することにより高圧発電機では無瞬断に
て，低圧発電機は無停電にて電源を供給可能

埼玉県立環境科学国際センター向け風力発電設備
近年，新エネルギーとして環境に優しい発電設備が要求
され，そのなかでも風力発電設備は施設としてのモニュメ
ント性も高いことから注目を浴びている。
富士電機は風車と太陽光用汎用インバータおよび負荷抵
抗器の組合せで電力会社の商用電源と系統連系をバッテリー
レスにて実現した。特長は次のとおりである。
（1） 昼夜を問わず発電することができ，発電するための燃

料や冷却水などは不要である。
（2 ） 系統と連系して運転を行い，主に照明負荷に給電を行

う。
（3） 風車の出力電圧調整をバッテリーで行っていないため，

強風時でもバッテリーの過充電によるシステム停止はな
く運転は可能である。
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島根大学向け特高受変電設備・中央監視設備
島根大学は文科系と理科系を含めた総合大学である。こ

図１３

特高受変電設備および中央監視設備

のたび島根大学の実験施設などの重要施設に対して電源供
給の信頼性の高い設備として特別高圧（特高）設備と施設
管理設備を納入した。
（1） 特高受変電設備：22 kV 1 回線受電，4,000 kVA × 2

バンク特高変圧器および高圧フィーダ盤を納入した。ス
ペース縮小化を図るため 22 kV の C-GIS を設置した。将
来対応として受電は 2 回線受電を可能とし，特高変圧器
は将来風冷にて容量 20 ％アップを可能としている。
（2 ） 中央監視設備：PLC のデュアル化による信頼性の向

上を図った。また，電気，防災，空調の一括管理による
管理体制，停復電時のハードウェア，ソフトウェア回路
の連動による自動制御，デマンド監視による空調機器の
ピークカット制御を実現した。

日本道路公団日本坂トンネル向け坑口環境改善用電気集じん機設備
富士電機は，日本道路公団日本坂トンネルにおいて，ト

図１４

集じん機本体およびφ4,000 排風機

図１５

北陸支社施設制御室

ンネル坑口の環境改善を目的とした電気集じん機設備工事
を施工した。電気集じん機は上り線右ルート，左ルートそ
れぞれの坑口換気所に設置されており，トンネル内のばい
じんを除去し，清浄にした空気を換気塔から排気するもの
である。従来型である，トンネル内視野環境（見通し距離）
改善用電気集じん機設備と比較し，次の特長を有する。
（1） 90 ％以上（試験結果）の高効率でばいじんを捕集
（2 ） 集じん機設備としては世界最大径の大型排風機後段に

消音装置を設置することで，発生騒音を大幅に低減
また，資源再利用の観点から，捕集ダストの払落しによ
り発生した汚水を処理後，洗浄水として再利用が可能なリ
サイクルシステムを構築した。

日本道路公団向け施設制御システム
遠方監視制御設備である「日本道路公団北陸支社施設制
御システム」を金沢管理所棟に納入後，新潟管制所棟へ移
設・再構築を行った。2001年 3 月に関越トンネルなどの施
設コントロール業務を集約化し，複数年にわたってきた同
支社管内の同システム集約化工事が完成する。
本施設制御システムは，高速道沿いに設置された各種施
設のコントロール業務を合理化・省力化し，万が一の非常
事態に対し，ITV・気象などの情報収集システムや情報表
示板・VICS（Vehicle Information and Communication
System）・放送システムなどの交通管制システムとも連
携を行いながら，利用者への安全とサービスの安定供給の
維持向上を支援する広域管理システムである。
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上下水道向けソリューション
環境システム

展

望

上下水道などの水環境分野では，循環型プロセスへのパ
ラダイムシフトと都市の雨水対策が加速している。

2000年 5 月の国会で「循環型社会形成推進基本法」が成
立し，2000年が循環型社会元年と位置づけられた。地球温

前者の背景は，限られた水資源のわが国において健全な

暖化防止対応と相まって，日本経済は環境指向型経済にシ

水利用を維持していくためには，上水道などの単独分野の

フトし始め，環境関連ソリューションへのニーズが高まっ

努力だけでは限界があり，水利用の各局面を包括する取組

てきている。

みが必要となってきたためである。わが国では山地から平

環境システム分野では，
「水環境」
「エネルギーソリュー

地に沿って，河川水は都市用水（上水，工業用水）や農業

ション」「廃棄物・リサイクル」の三つの切り口からソ

用水への，都市排水（生活排水，産業排水）は下水道への，

リューションを提供している。

下水処理水やかんがい排水は河川へのインプットとなる循

「水環境」では，河川環境の保全，より快適な水環境の

環型水プロセスを何度も繰り返すことを余儀なくされてい

実現をめざして，オゾン処理や紫外線消毒装置を用いた高

るなかで，人への新たな健康影響物質が明らかとなり，そ

度排水処理システムを完成した。

の数が増大しているためである。最近の上水道の課題は，

「エネルギーソリューション」では，自然エネルギーを

水源汚染対策（突発性水質事故，病原性微生物，富栄養化

利用した発電システムが注目を集めるなか，南アルプス仙

による毒性藻類，農薬，内分泌かく乱物質，有機化学物質

丈ヶ岳避難小屋に太陽光と風力のハイブリッド発電システ

による地下水汚染）
，消毒副生成物の低減化（トリハロメ

ムを納入した。発電電力をトイレ排水処理に利用すること

タン，ジクロロ酢酸）などであり，下水道では，生物処理

で，自然に富んだ南アルプスの山々の環境保全に一役買っ

を阻害する毒性物質の流入対策，下水溶解物質の生物処理

ている。また，生ごみや家畜ふん尿などを嫌気性発酵させ，

による大気放出などが課題である。

この際発生するバイオガスを利用した燃料電池発電システ

後者の雨水対策の背景は，2000年 9 月の中部地区集中豪

ムを製品化した。こういった自然エネルギーの利用やリサ

雨に代表されるように，近年頻発する都市浸水からの回避

イクル，ミニ水力発電などの未利用エネルギーの活用など，

である。そのために，下水道では雨水排除能力の向上，河

地球温暖化防止，ゼロエミッションの実現に向けて幅広く

川では堤防の能力向上と決壊の未然防止などの対策による

取り組んでいる。

内水面の保護対策が緊急課題である。

「廃棄物・リサイクル」では，廃棄物の違法処理・不法

富士電機は，以上の健全な水環境保全に向けた質的・量

投棄が社会問題化しているなか，衛星通信と GPS（Global

的な課題に対して，これまで他社に類のない製品でソリュー

Positioning System：位置測位システム）とを利用した廃

ションを提供してきた。このたびさらに，人間の目視能力

棄物動態監視システムを完成し廃棄物の適正処理情報の提

を上回る油膜検知センサ，急性毒物検知バイオセンサ（下

供サービスを開始した。廃プラスチックの処理は容器包装

水・排水用）
，トリハロメタン生成能計，大腸菌センサ，

リサイクル法の施行によって必要性がひっ迫している。電

光ファイバ応用センサなどの新しいセンサ群を開発・製品

磁誘導加熱を利用したホットバインドシステムと無酸素状

化し，水環境モニタリングをオンライン化した。これは，

態で廃プラスチックを蒸し焼きにする乾留システムにより，

従来のスポット的な測定では見逃されていたピーク値検出

ダイオキシンを発生させることなく処理する技術・装置を

や短期変動を全自動連続計測で顕在化させることになり，

完成させた。

刻々変化する水環境の実態把握と的確な対策立案に大きく

「循環型社会形成推進基本法」に基づく個別の法整備に

貢献できる。さらに，2001年 4 月施行予定の PRTR 法

よりますます環境関連ソリューションについての要求は高

（特定化学物質排出量管理促進法）を支援するセンサ・

まってくる。このニーズに対応するためのユニークな技術

システムの開発に取り組んでいる。

開発とシステム化を推進していく。
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上下水道における省エネルギー運用システムの構築
ポンプ場，浄水場，処理場などは，第 2 種エネルギー管

図１

高圧ダイレクトインバータ

図２

小規模テレメータ（SAS-15）

図３

A2O 法プロセスメイン画面

理指定工場となるものが多く，年間 1 ％の使用エネルギー
の削減が義務づけられている。浄水場，処理場のエネルギー
の約 8 割以上は，ポンプによる水の運搬にかかわっており，
ポンプの省エネルギーに，VVVF の交流可変速電動機を
適用することが有効である。高圧電動機を直接駆動可能な
高圧ダイレクトインバータを配水ポンプ駆動用として納入
した。主な特長は次のとおりである。
（1） 高調波発生量はガイドラインをクリア
（2 ） 電源力率 95 ％以上，総合効率 98 ％以上

また，脱水機設備に運転時間の最適制御を実現し，省エ
ネルギー，高効率運用システムを完成した（従来方式に対
して 10 ％短縮）
。

フレキシブル小規模テレメータ
上下水道の分野において，場外の小規模設備（ポンプ場
など）の遠隔監視制御には小規模なテレメータが用いられ
てきたが，富士電機はこれに向けたコンパクトで拡張性の
あるテレメータ・テレコントロール装置を開発した。特長
は次のとおりである。
（1） コンパクトなサイズと容量の拡張性

表示12点，アナログ計測 4 点，BCD 計測 1 点，制御４
項目の基本容量を幅 20 cm の筐体（きょうたい）に収納
している。また，増設ユニットの追加により，基本容量の
２倍まで容量の増加が可能である。
（2 ） フレキシブルなシステム構成

親局では I/O によるインタフェースのほか，T リンク
（当社制御 LAN）によるインタフェースを装備でき，ネッ
トワークによるフレキシブルなシステム構成が可能である。

高度下水処理運転支援用活性汚泥シミュレータ
近年，閉鎖性水域に放流する処理場では，嫌気ー無酸素
ー好気法（A2O 法）などの窒素，りん除去可能な処理方
法が普及し始めている。この方法は従来の標準活性汚泥法
に比べ，より複雑な微生物群集が処理にかかわるため運転
管理が難しい。富士電機では運転管理支援を目的として活
性汚泥シミュレータを開発した。主な特長は次のとおりで
ある。
（1） 流入水データや各槽の初期状態，制御条件を入力する

ことで有機物，窒素，りんなどの挙動を解析でき，水質
予測が可能である。
（2 ） 雨天時などの流入負荷の変動に対して管理者の経験に

頼らない，定量的な運転管理の指標を掲示する。
（3） A2O 法のほか標準活性汚泥法，循環式硝化脱窒法，

嫌気ー好気活性汚泥法にも対応しており利用範囲が広い。
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下水道光ファイバ応用計測技術
近年，都市化の進展によるヒートアイランド現象や，エ

図４

光浸水検知器センサ部

図５

水質常時監視システムのイメージ

ルニーニョ現象による異常気象により，浸水事故が多発し
ている。一方，従来から，都市の通信インフラストラク
チャーとして整備されてきた下水道光ファイバ網は，都市
全域を網羅するセンサ網として注目を集め始めている。
このような状況下，富士電機は下水道環境に対応し，セ
ンサ部への外部電源の供給が不要な光ファイバ水位計と光
浸水検知器を開発した。光ファイバ水位計は水位を連続に
計測するもので， 1 心の光ファイバで 5 点の計測が可能で
ある。光浸水検知器は水位計に比べてより安価で，水位の
有無を 1 心の光ファイバで16点検知できるものである。
この二つのセンサを組み合わせることにより，浸水前の
内水位の把握と浸水状況の的確な把握が可能となった。

下水道への有害物質流入とセンサ技術
下水処理のメインプロセスは生物処理であり，このプロ
セスの処理機能の安定化は放流水質の安定化につながり，
水質管理棟
（水質試験所）

健全な水循環形成に不可欠である。処理水質の悪化は法令
に違反することになるばかりか，下流の水道を含めた利水

管理事務所

者への障害や放流域の生態系に影響を及ぼし，重大な水質
問題に至る可能性がある。

下水処理場
パトロール
現場調査

このため，富士電機は建設者土木研究所と共同で，下水

幹線モニタリング

処理場に流入し生物処理の機能や水環境に影響を与える有
害化学物質を監視するバイオセンサの開発を進めている。

下水幹線
マンホール

現在，下水処理施設でのフィールド実証試験を進めてお

異常データ発生
区域内工場

り，下水処理場への有害化学物質の流入負荷の低減のため，
事業所排水の流入量の多い主要な幹線などに連続監視装置
としての導入・整備が期待される。

トリハロメタン生成能計（THMFP 計）による水質汚濁監視技術
近年，水道原水の水質汚濁が激しく，厚生省および環境
庁は1994年に水道水源二法を制定し，発がん性が指摘され
ているトリハロメタン生成能（THMFP）を種々の有機物
汚濁監視の一指標としている。THMFP 計は従来公定法
では約 2 日間要する測定を，新たに開発した加速法により
わずか 1 時間に短縮し，かつ完全自動連続測定が可能であ
る。本装置では UV 値，COD などの代替指標に比べ，水
質変動の影響をほとんど受けないため，公定法との相関が
きわめてよく，高精度な THMFP 監視ができる。THMFP
計を用いることで，浄水場での水道原水の有機物汚濁のリ
アルタイム監視あるいは下水処理場での放流水の THMFP
規制値監視が可能となり，活性炭注入の有効指標となるな
ど着実なトリハロメタン低減化に寄与できる。

18

図６

トリハロメタン生成能計

マンホール

富士時報

Vol.74 No.1 2001

水処理・環境ソリューション

上下水道向けソリューション
湖沼水質保全システム
日本には人工的に作られた湖沼を含め短径が 100 m 以上

図７

アオコ増殖を左右する環境要因

の湖沼は約 11,600 か所あるといわれている。わが国の湖
沼の水質状況は湖沼周辺で営まれる社会・経済活動の発展

気温
湿度

に伴う流入負荷量の増大のため，近年著しく汚濁が進行し
降水量

た。
有機汚濁に係る水質環境基準の達成率は，海域や河川に
比べ湖沼は 40 ％前後と低く，改善する傾向も見られない。
このため，富栄養化により利水障害が一部の湖沼では深刻
になっており，淡水赤潮やアオコの発生，上水道の

過障

害や異臭味などの問題が生じている。

風速・風向

日射

流入水

アオコ

流速

流出水

水位

窒素
chl-a（藻類）
照度（垂直分布）
りん
捕食者
窒素
SS（濁度）
BOD（COD, UV）
りん（垂直分布）
pH
BOD（COD, UV）
湖水
溶存酸素
pH
水温
溶存酸素
SS（濁度）
（りん垂直分布に関与）
流量
水温（垂直分布）

富士電機ではこれまで培ってきた水環境技術を駆使し，

窒素
りん
BOD（COD, UV）
pH
溶存酸素
水温
SS（濁度）

底泥

流入負荷項目

流出負荷項目

水質のモニタリングやアオコの増殖メカニズム解明のため
白抜き文字：アオコ優占増殖因子，太字：藻類増殖因子，
細字：藻類増殖に負またはどちらともいえない因子

の研究，アオコ除去技術の開発など湖沼水質保全システム
の構築に積極的に取り組んでいる。

オープンネットワーク利用監視制御システム
監視制御システムのオープン化はコンピュータやインター

図８

オープンネットワーク利用監視制御システム

ネット技術の進化により，大きな潮流となってきている。
このような環境のもと，上下水道施設にオープンなデータ

Web監視システム
（FAINS on Web）

無線システムを通
して現場から監視

通信技術を用いた監視制御システムを構築した。

モバイル
端末

IT を駆使した主な特長は次のとおりである。
ネット
ワーク
プリンタ

（1） 無線システム（PHS，無線 LAN）を用いたフレキシ

マルチ
スクリーン

プラズマ
ディスプレイ

汎用LAN
ISDN

Web
サーバ

データベース
ステーション

回線を通して
遠隔地から監視

監視パソコン
(AOS-PC)

汎用
パソコン

PHS・無線LAN

ハード
コピー

汎用LAN

ブルな場内のネットワーク構成
（2 ） ノート型パソコンを用いたブラウザ方式の監視マシン

データベースのオープン
化により自由な帳票作成

ITV

プリンタ

CRT監視制御装置

により場所を選ばない監視システムの実現
制御用LAN(FL-net)

（3） 映像・音声を含むマルチメディアデータの双方向通信

コントローラ

（4 ） 制御用 LAN へのオープンな FL-net の適用

Tリンク

拡大化する施設と少数精鋭による監視体制に適応すべく，

コントローラ
(ACS-2000)

富士電機のオープンネットワーク利用監視制御システムは

コントローラ
(ACS-250)

TM/TC
(ASA-2000)

小型TM/TC
(SAS-15)

IT の発展とともに進化を続ける。

大腸菌計測技術
大腸菌は，上下水をはじめさまざまな分野で微生物汚染

関連論文：富士時報 2000.9 p.484-487

図９

大腸菌の蛍光標識ファージ感染による蛍光画像

を知るための重要な指標である。近年，水道界でクリプト
スポリジウムの問題，食品業界で O-157 や乳製品の汚染
などが発生し，微生物汚染に対する関心が非常に高まって
いる。特に菌の自動的かつ迅速な計測技術への要求が高い。
富士電機は，水中の大腸菌を 1 時間で計測する技術を開
発した。新原理であるファージ感染法によって生きた大腸
菌だけを短時間で蛍光標識し，フロー系の検出機構によっ
て蛍光標識された菌を自動カウントする。図は，ファージ
感染による大腸菌の蛍光標識状況を顕微鏡観察したもので
ある（左：大腸菌の実体像，右：ファージが感染した大腸
菌）
。
実体像（感染前）

感染後
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バイオガス利用燃料電池発電システム

関連論文：富士時報 2000.4 p.213-214

生ごみや家畜ふん尿などの有機物を多量に含んだ廃棄物

図１０

バイオガス燃料電池発電システム

は，その処理方法が適切でない場合，大気汚染や土壌汚染
などの環境汚染の原因ともなっていた。有機性廃棄物は嫌
気性発酵により適正処理が可能で，この際発生するバイオ
ガスを利用することができる。富士電機は，すでに商品化
していた都市ガス用燃料電池システムの技術を応用し，こ
うしたバイオガスに対応した燃料電池発電システムを製品
化した。このシステムは1999年度に新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）と鹿島建設
（株）
の実証試験に協
力する機会を得，そのプロジェクトにおいて，バイオガス
による燃料電池の運転性能を確認している。燃料電池は発
電効率が高いことから，よりクリーンな発電システムとい
え，また排熱をメタン発酵の加温にも使用でき，CO2 な
どの発生を抑制する効果がある。
関連論文：富士時報 2000.7 p.401-405

ハイブリッド山小屋発電システム
本システムは山間部の観光施設などで電力供給および給

図１１

ハイブリッド山小屋（仙丈ヶ岳避難小屋）の全景

水・排水処理が困難な施設において，太陽電池（10.78 kW）
および風力発電機（6.4 kW）を活用したハイブリッド発電
システムで排水処理設備への電力供給を行っている。通常
電源は，太陽電池および風力発電機により電力を供給する。
また，余剰電力は蓄電池（800 Ah×2 組）に貯え，供給電
力が不足した場合に蓄電池から供給する。排水処理設備は，
観光施設などから出る排水を合併浄化槽（嫌気

床槽＋接

触ばっ気槽）で処理を行い，BOD（生物化学的酸素要求
量）を 10 mg/L 以下に低減する。合併浄化槽で処理され
た水は，返送ポンプによりトイレの水洗水として再利用さ
れ，水のリサイクルを行うことで，周囲環境へ排出する水
の量を最小限にとどめるよう工夫されている。

魚あらリサイクルプラント
環境を大切にし，資源を有効にリサイクルするために，
金沢市が採用した「魚あらのリサイクルプラント」用駆動
装置と監視システムが2000年 4 月に完成し，順調に運転し
ている。もちろん，臭気防止，排水処理も行われている。
主な特長は次のとおりである。
（1） 回転式ドラム乾燥機の運転の位置決めを正確に運転パ

ターンに合わせて行っている。
（2 ） 魚あらの投入量に合わせて，副資材の投入量とタイミ

ングを自動制御している。
（3） ふたの取外しなどの作業時の安全対策をシステムに組

み込んでいる。
（4 ） 魚あら収納コンテナのトラッキングを行い，排出業者

ごとのデータ処理を可能にしている。
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乾燥機の全景
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ミニ水力発電システム
環境保全の観点から，今まで利用されなかった自然エネ

図１３

上水道施設におけるミニ水力発電の可能なポイント

ルギーを有効活用しようとする動きが従来以上に活発化し
ている。上水道施設などは，設備の立地条件によっては，
施設間に大きな高低差が生じることがあり，従来は，こう
した高低差から生じる余剰水圧を抑えるため，減圧弁など
水源ダム

による圧力制御が行われていた。水力発電は，この余剰水

着水井入口

圧を電気エネルギーに変換し，しかも，化石燃料発電のよ
うに，CO2 などの地球温暖化ガスを排出しないきわめて
クリーンな発電システムである。また，水車の中のガイド

浄水場
配水池入口

ベーンを操作することで，流量制御も精度よく行える。富

P

士電機は，国内外に多くの水力発電所での実績を持ち，そ

配水池入口

需要家

のノウハウを生かし 50 〜 500 kW という低出力範囲のミ

需要家
需要家

ニ水力発電システムをシリーズ化した。本システムは，原
水だけでなく浄水の配管にも設置可能である。

ホットバインドと熱分解処理技術
廃プラスチックとして家庭や事務所から排出される一般

関連論文：富士時報 2000.7 p.384-387

図１４

廃プラスチックの熱分解試験設備

図１５

自動クリーニング装置付きランプモジュール

廃棄物を対象にしたホットバインド装置は，かさばる廃プ
ラスチックを高面圧力で圧縮し，立方形状に整形すること
ができる。誘導加熱により表面部分のみを溶融固化させる
ことにより，金属バンドが不要のプラスチックそれ自体に
よる「バインド」が可能となる。この圧縮立方形状固化に
より 1/15 〜 1/20 に体積が減り，かつハンドリング性が良
好となるため，運搬や保管が容易・安定・安全になり，こ
のまま埋立て処分も可能である。
さらに，廃プラスチックを焼却せずに，酸素を絶った状
態で蒸し焼きする熱分解技術を応用した処理装置を製作し
処理実験を行った。これは加熱をバーナによらず，誘導加
熱で行うキルン型炉の熱分解方式である。

紫外線消毒装置
わが国の下水消毒は，コストの低さから主に塩素処理が
用いられている。最近，この塩素処理排水の放流先の水生
生物に与える影響が問題視されつつある。放流先への安全
性の面から塩素処理に替わる方法として紫外線を利用した
消毒方法が注目されている。紫外線消毒は副生成物を作ら
ず放流先の自然環境への影響が低く，水生生物への毒性が
ないとされ，細菌の遺伝情報を直接破壊するので耐性菌を
作らない。また，塩素処理では効果の低いウイルスの不活
化にも有効であり，通常 5 〜 10 秒と短時間で消毒ができ
る。さらに富士電機の紫外線消毒装置は次の特長がある。
（1） 低圧水銀ランプと高効率電子安定器を採用し，省エネ

ルギーに貢献
（2 ） メンテナンス性を重視し，維持管理が容易な構造

今後，下水消毒や酸化促進システムとして展開する。
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環境システム
廃棄物動態監視システム
近年，産業廃棄物の不法投棄や一般廃棄物の他市町村か

図１６

廃棄物動態監視システムの概要

らの持ち込みなどが大きな社会問題となっている。そこで，
富士電機は，1998年から
（株）
ニスコムと業務提携し，GPS
衛星通信センター

通信衛星（JCSAT）

（Global Positioning System）と衛星通信やパケット通信

ネットワークセンター

GPS衛星

方式の携帯電話を利用して，車両および車両に積載される
廃棄物が適正処理されているかをユーザーに代わって追跡

ネットワークセンターの役割

① 積載情報

位置検出

② 運行情報

①
②
③
④

監視し，各種情報をユーザーへ提供するサービス事業を開
始した。サービスの特長は次のとおりである。

運搬車両

（1） 産業廃棄物においては，廃棄物処理法改正により強化

積み下ろし履歴の記録
運転日報の作成，走行履歴の記録・作成
緊急通報（自動ファクシミリなど）
運行航路のリアルタイム追跡および
マッピング機能

積載情報管理の目的
GPS
ユニット

された「排出事業者責任」を証明できる。

衛星通信端末

「ごみの越境搬入」や「産業
（2 ） 一般廃棄物においては，

車載端末
（バーコードリーダ）

廃棄物の混入」を防止し，適正廃棄物行政をサポートす

対象車両
一般廃棄物
運搬車両

目

的

10：38

11：52

越境，
産業廃棄物混入監視

産業廃棄物
運搬車両

適正処理証明，
マニフェスト管理

危険物
運搬車両

事故発生時の二次
災害防止

11：08

通過位置
時刻

積載位置
時刻

車載器

る。
（3） 運行情報管理により，適切な労務管理を実現できる。

環境情報管理システム（環境マネジメントシステム）
改正省エネ法，環境アセスメント法などの施行により，

図１７

環境情報管理システムの構成

環境・省エネルギーへの対応は，社会的要請としても急務
情報公開

となってきている。これにこたえるためにまず考えなけれ

インターネット/
イントラネット

ばならないことは，環境関連情報の把握と活用である。

Web
アプリケーション
サーバ

富士電機グループでは，フレキシブル無線ネットワーク
などを経由して環境情報を収集するための各種センサ群と，

環境報告書 環境情報
実行文書
登録承認
環境データ
ベース連携

先進の IT を活用した豊富なアプリケーションサービスか
らなる，総合的な環境情報管理システムを構築し，提供す

環境会計 PRTR集計
環境情報公開システム

EcoFILING

環境会計

環境文書管理

環境データベース

環境影響評価

る。
さらに，富士電機グループでの運用実績を生かし，一般

マニフェスト管理

環境モニタリング

化学物質管理PRTR

企業や官公庁向けの環境マネジメントシステムの構築や，
コンサルティング業務への展開も計画している。

マニフェスト
伝票

環境計測データ

親局

子局

EcoPASSION

EcoCHEMICAL

オゾン耐性膜による高効率高度処理システム
UF 膜，MF 膜などの膜

過法は，処理水質に対する信

図１８

実験膜

過装置（膜材質 PVDF，処理水量 35 m3/日）

頼性が高いこと，自動運転が可能なこと，設置面積が小さ
いことなどの利点から，近年小規模浄水場を中心に急速に
広まりつつある。今後膜処理は一層の浄水コストの削減，
薬品の低減，膜の高効率

過の向上が望まれている。

ACT21 研究の北千葉広域水道企業団のパイロットプラ
ントは，オゾン処理と耐オゾン性を有する有機系の MF
膜との組合せにより次のような特長がある。
（1） 高い膜

過流速：従来の膜

過流速の 4 〜 5 倍を実現

し，省スペース化が可能
（2 ） 良好な処理水質：活性炭処理との組合せにより高度処

理された水質，またオゾンによる病原性原虫の不活化
（3） 膜の薬品洗浄頻度も大幅に低減，容易なメンテナンス

2001年春から，オゾン耐性膜システムを販売予定である。
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IT・計測制御
コンポーネント
IT コンポーネント（コンピュータ，コントローラ，ネットワーク）
計測・制御システム
計測コンポーネント
レーザ・ビジョンコンポーネント

展

望

国内の企業は，グローバリゼーションのなか，生き残り
をかけた経営の抜本的改革が急務となっており，人件費の
徹底的な削減など，景気低迷に耐えることで筋肉質化して
いる。
一方で，地球環境問題や少子高齢化など将来にかかわる
社会的問題がある。
いずれも，これまでのわが国の仕事や組織の仕組みのな
かで対応できる範囲を超えており，事業構造の変革を伴っ

ブラウザから監視，設定操作を可能とする DCS 用 Web
アダプタも商品化した。
そのほか，電力量監視機器（EcoPASSION）を環境監
視機器へと進展させるために温度，湿度，流量，蒸気圧力
監視機能を追加した。また，ISDN 回線を利用し従来の接
点信号，アナログ信号だけでなく画像，音声も含めた監視
が可能となるエレベータ遠方監視機器（ビル発信機）を商
品化し，この機器の海外展開も開始した。

た抜本的な業務の革新，組織の再編や人の意識改革が必要

プロセス監視制御分野では，基幹産業の新規プラントの

とされている。これらの改革にはスピードが求められてお

建設は少ないものの，食品・薬品分野では比較的好調な業

り，この目的を達成するキーとなるのがインターネット技

界もある。全般的に製品競争力強化のための更新・合理化

術を中心にした IT（情報技術）である。

などプラント監視制御システムの再構築や最適化をめざし

このようななかで富士電機は，Solution ̲ MEISTER（ソ

た情報化投資や環境関連投資が増加方向にある。同時に経

リューションマイスター）を各分野へ提供すると同時にメ

済面からオープンで小型化されたシステムへの要求がます

ニューの拡張，充実を行っており，顧客の業務革新，収益

ます増大している。

改善を達成するために最新の IT を駆使した課題解決策を，
コンサルティングから運用・保守サービスに至るライフサ
イクル全般にわたって提供している。

このような背景から，オープン化および進化と継承をコ
ンセプトにしたオープン統合化分散監視制御システム
「MICREX-AX」の 100 Mbps Ethernet（FL-net），PLC

ネットワーク技術とインフラストラクチャーの充実が急

対応，高効率エンジニアリングツールの開発を進めるとと

激に進むなか，IP（インターネットプロトコル）を中心と

もに，パソコンベースの「FOCUS」の適用規模拡大化を

した技術，製品が IT コンポーネントの中核として今後も

行った。

求められると予想される。このような背景のもとで代表的
な開発成果として以下が挙げられる。
（1） FA パソコンの耐環境性と信頼性に，最新テクノロジー

を採用し，さらに拡張性を向上した。
（2 ） 従来の監視・制御系でクローズせず情報系との結合，

さらに Web ベースのソリューションを容易に可能とす
るコンポーネントを開発した。

計測機器はワイドレンジ，電気フィールドバス機能など
，電源
を持つ新型差圧・圧力発信器「FCX-AⅡシリーズ」
ノイズや誘導雷の影響を受けない「光ファイバ式投込み水
位計」や高機能な「交流電力モニタ」
「ディジタル温度調
節計」
「多成分赤外線式ガス分析計」
「車検場向け自動車排
気ガス測定器」などを開発した。
精密 FA 分野における主力商品の YAG レーザ加工機は，

（3） ロジスティクスのトータルソリューション向けのコン

環境問題，品質管理強化の面で注目されているなかで，エ

サルティング手法・ツールを強化，提供した。また，セ

コロジーマーキング「ドライライタ（DW）2000 シリー

キュリティ統合認証システムの開発，Windows の操作

ズ」を商品化した。業界一の小型化と高速性の実現により

制御ソフトウェアなど IP，Web の適用を支える製品開

高い評価をいただいた。さらに環境負荷を軽減した

発も進めている。
オープン化製品としては IO バスとして Ethernet を採

「DW5000 シリーズ」を商品化し，高精密・微細な加工を
実現した。

用し，横河電機
（株）
と共同開発したデファクトスタンダー

画像検査分野では，フルカラーでの製品検査機をはじめ

ドを狙うオープンリモート PIO を商品化した。また，Web

として，高速画像検査機など広い分野に数多く納入した。
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IT コンポーネント（コンピュータ，コントローラ，ネットワーク）
FA パソコンと高信頼性オプション
耐環境性，信頼性および操作性を重視した FA パソコン

図１

FA パソコン（FMV-6550FA6/6450FA6）

の最新モデル「FMV-6550FA6/6450FA6」は，Pentium
Ⅲプロセッサなどの最新テクノロジーを採用し次の特長を
持つ。
（1） 用途に応じて選べる Windows NT モデルとミラーディ

スクモデルの二つをそれぞれラインアップ
（2 ） RAS 機能およびミラーディスクユニットにより優れ

た信頼性を実現するとともに長時間運用に対応
（3） 本体前面から容易にハードディスクの交換が可能なフ

ロントアクセス機構により，優れた保守性を実現
（4 ） 電源変動に対応するバッテリーバックアップ機構をコ

ンパクトに実現
FA パソコン技術を活用し汎用パソコン FMV シリーズ
の安定稼動を実現する高信頼性オプションも提供している。

セキュリティ統合認証システム「ForceSecure」
公開かぎ暗号および X.509 ディジタル証明書に対応し，

図２ 「ForceSecure」の概略構成

組織内の個人認証基盤を構築するための電子認証システム
ForceSecure
統合認証サーバ

アクセス認証サーバ

「ForceSecure」を開発した。特長は次のとおりである。

認証局サーバ

（1） Web のシングルサインオンの実現

人事マスタ
データ

クライアント用
かぎ・証明書の発行

サーバ用
かぎ・証明書
の発行

（2 ） Web や電子メールの暗号化・電子署名に用いるディ
シングル
サインオン

ジタル証明書の発行・管理
（3） 人事データベースなどとの組織データ連携

証明書交換に
よる相互認証

パスワード
＋
証明書認証

今後は組織構成情報の管理機能強化や IC カード・指紋

クライア
ントの正
当性確認
・応答

Webの暗号化

による認証方式に対応していく。

シングル
サインオン

富士電機では，本システムを足掛かりに，公共，電力，

クライアント
Webブラウザ

産業および環境などの各分野において，セキュリティを含

Webアプリ
ケーションサーバ

メールサーバ

メールクライアント

アクセス認証
クライアント

むソリューションビジネスを展開する予定である。
暗号メール

暗号メール

情報共有システム構築支援パッケージ「InfoTerrace」
「InfoTerrace」は監視制御システムや情報処理系シス

図３ 「InfoTerrace」パッケージ構成

テムとシームレスに連携し，各種業務情報をリアルタイム
に WWW 端末で参照・設定が実現できる情報共有化シス
テムの構築支援パッケージである。このたび，新たに三つ

（1）
携帯端末情報
配信管理機能

（2）
メッセージ情報
配信管理機能

のオプション機能を追加した。

カスタム
オブジェクト
（認証機能など）

（1） 携帯端末情報配信管理機能：携帯端末から収集したメー

ル情報や画像情報などを遠隔地から送信し，情報公開用
のデータベースに登録し，情報配信する。
（2 ） メッセージ情報配信管理機能：監視制御システムや情

オプションパッケージ
連携用インタフェース

カスタムオブジェクト
連携用インタフェース

ホット
スタンバイ
機能

ビジネス
ロジック
（各種業務）

（3）InfoTerrace Light
InfoTerrace Enterprise

報処理系システムの持つオンライン情報（警報など）を
文字ベースの情報として WWW ブラウザ上に配信する。
（3） InfoTerrace Light：InfoTerrace の機能を絞り込むこ

とで，導入コストの低減を実現した。
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Java
〈注〉InfoTerrace Lightは，InfoTerrace Enterpriseと比較し，以下の機能が
実装されていない。
カスタムオブジェクトとの連携用インタフェース
オプションパッケージとの連携用インタフェース
二重化サーバによるホットスタンバイ機能
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IT コンポーネント（コンピュータ，コントローラ，ネットワーク）
水処理向け小規模監視システム「LOGACE-AS」
昨今インターネットに代表される IT（情報技術）は目

図４

適用事例（某下水処理場広域監視システム）

覚ましく発展してきている。
「LOGACE-AS」は，従来の
監視技術と IT を応用した部品を用意し，短期間で小規模

処理場

監視員宅

マルチスクリーン

ファクシミリ
（警報通知）

市役所
ブラウザ監視端末

監視システムの構築，提供を可能とした。
ITV

（1） ISDN などの公衆回線経由で遠方の監視データを収集

情報
LAN

公衆回線

する機能を提供

モデム
ルータ

（2 ） 監視システムの画面（系統画面，帳票，警報など）を

イントラネット，インターネット経由でブラウザに表示

光ディジタル
専用回線

する機能を提供

事務所

スクリーン 監視制御
コントローラ
端末

監視制御
サーバ

水運用や設備
管理サーバ
データ
連携

ルータ

（3） CTI（コンピュータと電話の融合）技術を応用し，オ
制御LAN

ンデマンドで帳票をファクシミリ送信する機能を提供

ルータ

カメラ
サーバ

（4 ） 現場の映像をイントラネット，インターネット経由で

MICREX-F

ブラウザに表示する機能を提供

PHS
など

公衆回線

カメラ

モバイル端末

ロジスティクスコンサルテーション
ロジスティクスコンサルティングメニューから，お客様

図５

ロジスティクスコンサルティング

に合ったコンサルティングを選択し，提供する。
（1）ロジスティクス
コンサルティングの概要

（1） 統合物流情報システム構築コンサルティング

お客様のロジスティクスに関する戦
略レベルから現場物流作業に至るまで
の改革，合理化企画，計画フェーズに
おいて，ロジスティクス構築業務に関
する知識と経験のあるコンサルタント
SEがお客様との共同作業により基本
計画を立案する。

各所に散在する在庫状況，入出荷情報の統合・活用によ
り，全社のロジスティクス活動を支援する。生産，販売部
門と情報の共有化を図り企業全体の効率化を促進する。
（2 ） 物流センター構築コンサルティング

経
営
コ
テン
ィサ
ンル
グ

物流の実態に合わせた最適な設備（自動化設備，平置き
倉庫など）の選定と適正規模の算定を行い，人と設備のよ
り一層の協調をめざしたセンター構築計画を立案する。

物流プロセス
コンサルティング

（2）コンサルティング基本実施手順

現状把握
実行計画立案
現プロセス分析
新プロセス構想

シ
基ス
本テ
計ム
画
書

物流業務
コンサルティング
情報システム
コンサルティング

新システム構想
実施計画
効果予測

（3）ロジスティクスコンサルティングメニュー

（3） 物流 IE 分析コンサルティング

物流現場において非効率化している工程・作業を物流
IE 技術により分析し，改善を行う。

■

ロジスティクス戦略

■

ロジスティクス管理

■

ロジスティクス業務

物流ネットワーク再構築コンサルティング
統合物流情報システム構築コンサルティング
物流センター構築コンサルティング
物流センター BPR コンサルティング
物流IE分析コンサルティング
輸配送効率化コンサルティング

オープン統合化分散監視制御システム「オープン AX」
オープン AX は「進化と継承」をコンセプトに開発さ

図６

オープン AX システム構成

れ，DCS の専用技術とパソコン関連の汎用技術を融合し，
ネットワーク
プリンタ

信頼性とオープン性を兼ね備えた監視制御システムである。

リモート
AOS-PC

（1） オープンネットワーク：制御ネットワークに Ether
オペレータステーション
AOS-2000

net をベースにリアルタイム性・信頼性を確保した標準
ネットワーク FL-net 準拠 LAN を適用した。IO ネット
ワークにも Ethernet を適用した。
（2 ） オープン HCI：HCI にパソコンを適用し，表現力・

（3） オープンデータベース：汎用データベースを搭載し，

データベース
ステーション
ADS-2000

従来システム
制御LAN
Ethernet
DPCS-F

操作性を向上した。4 分割画面による 4 画面同時監視も
可能とした。

情報 LAN
Ethernet

コントロール
ステーション
ACS-2000

ICS2000
Tリンク

IOネットワーク ACS-250 PLC
Ethernet

ユーザーが自由にかつ容易にプラントデータを活用でき
る。

IPU

IPU-Ⅱ（オープンPIO）
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IT コンポーネント（コンピュータ，コントローラ，ネットワーク）
ACS-2000 ゲートウェイシステム
ACS-2000 ゲートウェイシステムは，現在稼動している

図７

ACS-2000 ゲートウェイシステム

DPCS-E データウェイを使用した PⅡシステムと AX シ
監視操作機能の移行

ステムの接続を可能とする。主な特長は次のとおりである。

＜AXシステム＞
AOS-2000

OCS-1100

（1） 既存システムの継続性

既設
OCS-1100
コントローラ
（既設流用）

既存システム（PⅡシステム）に手は加えず，アプリケー
ションによる定義変更程度の簡単な設計，試験で，AX シ

DPCS-F（10Mbps）

ステムの HMI（AOS）から既存システムの監視制御が可
能
（2 ） 豊富なネットワークとの接続

ACS-2000
（GWシステム）

AX システムの持つ，DPCS-F，FL-net，TCP/IP，FDDI

ADS-2000 ACS-2000

DPCS-E（1.5Mbps）

など，さまざまなネットワークでゲートウェイシステムの
構築が可能
PCS-100 PCS-100 PCS-100 PCS-100 HDC-100 HDC-100 HDC-100

＜PⅡシステム＞

分散型コントローラ ACS-250 の機能強化
MICREX-AX シリーズの中小規模コントローラ ACS-

図８

分散型コントローラ ACS-250

250 の機能強化を行った。主な特長は次のとおりである。
（1） アプリケーション容量を 2 倍（内部計器 144 → 288）
（2 ） 上位システム（ACS-2000）と同一アーキテクチャ採

用により適用規模によって選択が容易
（3） P リンクのインタフェースモジュールを新たに開発し，

従来のシステムと接続可能
（4 ） 国際標準の Ethernet，FL-net，PROFIBUS および

P/PE リンク，T リンクなどの接続の組合せにより小型
かつ低価格なゲートウェイとして使用可能

A7318-18-335

大規模遠方監視制御装置 ASA-2000
ASA-2000 は，SAS-2500 の後継機種として大規模シス
テム向けに上位制御 LAN を強化した遠方監視制御装置で
ある。
主な特長は次のとおりである。
（1） 制御 LAN として FDDI または FL-net（100 Mbps）

をサポート
（2 ） MICREX-AX シリーズ機器との共通のシステム構成

および共通の支援ツールでのサポートが可能
（3） 優れた耐環境性と高い信頼性
（4 ） 二重化システム構成が可能
（5） 伝送関係のバリエーションが豊富であり，顧客要望に

添った構成に柔軟な対応が可能
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図９

大規模遠方監視制御装置 ASA-2000
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計測・制御システム
火力発電設備の計測・制御システム
効率的な発電所の運用，合理的な運転管理や供給信頼性

図１０

火力発電所へのマルチループコントローラ（CC-M）適用

の向上を図るため，火力発電設備の計測・制御システムは，
自動化範囲の拡大，制御性・保全性・操作性の向上など高
度化が一段と進んできている。
富士電機では，MICREX を中心とする高機能・高信頼
性システムを火力発電設備に供給すると同時に，中小規模
向け FOCUS システムや，マルチループコントローラ（C
C-M）の火力発電設備への適用など，機種の拡充を図っ
てきた。

MICREX-AXシステム
CRTオペレーション
ユニット
装置
コンピュータ
AOS-2000

制御用
LAN
（二重化）
タ
ー
ビ
ン
イ
ン
リタ
レロ
ーッ
盤ク

タ
ー
ビ
自ン
動補
化機
装
置

A
V
R

ACS2000

ACS2000

タ
ー
ビ
ン
ガ
バ
ナ
制
御
ACS2000

バ
ー
ナ
制
御

ボ
イ
ラ
イ
ン
リタ
レロ
ーッ
盤ク

ACS2000

ボ
イ
ラ
主
︵制
A御
B装
C置
︶
ACS2000

ボ
イ
ラ
自補
動機
化
装
置

補助制御装置マルチループ
コントローラ（CC-M）
Tリンクまたは
MODBUS

ACS2000
R

R

A

図には補助制御系のマルチループコントローラ（CC-M）

PV SV MV

R

A

M

励磁器へ ガバナへ バーナへ

A

M

PV SV MV

M

PV SV MV

と主制御系 MICREX とを，通信（T リンク）で結合した
システムを示す。本システムは，従来のパネル操作を残し
ながら，運転ガイダンスなどの運転支援機能は主制御系と

M/C，L/C，C/C
M

M

M

同等とし，コストミニマムで高機能なシステムとしている。

エネルギーセンタ・高炉送風機の制御システム
近年，省エネ法改正に伴いさらなる省エネルギー対策が

図１１

エネルギーセンタの計測・制御システム

図１２

鉄鋼設備の計測・制御システム

叫ばれているなかで，産業システム分野でもオペレータの
負荷軽減，ローカル無人化と自動化による効率運用，ユー
ティリティの安定供給といった運用面の効果をはじめとし，
エネルギーの原単位低減，アップデートな原単位把握など
高精度のエネルギー管理が必要となってきた。富士電機は，
下記を目的として，エネルギーセンタを多数納入してきた。
（1） 集中監視制御による合理化の追求
（2 ） エネルギー最適配分自動化
（3） 設備保全・運転支援機能の充実

図は，新日本製鐵
（株）
君津製鐵所のエネルギーセンタに，
三井造船
（株）
経由で納入した「5 号高炉送風機」の制御シ
ステムである。本システムでは送風運転の全自動化を実現
し，オペレータの負担軽減と効率的運用を可能としている。

鉄鋼設備の計測・制御システム
設備投資抑制の続くなか，鉄鋼業界では更新，合理化，
機能増強などを中心に制御システムの再構築が行われてい
る。一方，パソコンなどの汎用製品の多機能化，性能向上
とともに，制御システムにおいてはオープン化の動きが一
段と高まってきている。
富士電機では「進化と継承」をコンセプトとして，制御
LAN に Ethernet ベースの
（社）
日本電機工業会標準 FLnet 準拠 LAN を採用したオープン統合化分散監視制御シ
ステム MICREX-AX，また IO バスに Ethernet を採用し
た小型・高速・高信頼性を実現したオープン PIO を提供
している。2000年には川崎製鉄
（株）
水島製鉄所などに転炉
制御システムの更新として，HCI にパソコンを採用し，優
れた操作性・信頼性・保守性を確保した MICREX-AX シ
ステムを納入した。
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計測・制御システム
化学プラントの計測・制御システム
化学分野ではグローバル競争による商品の差別化強化，

図１３

化学プラントの更新システム

商品価格の低下など厳しい経営環境が継続している一方，
Ethernet（10BASE-5）

生産システムの老朽化対策，新商品の開発および情報戦略
システムの導入への設備投資は堅実に行われている。
富士電機はシステム更新，ソリューションシステムにつ

MICREX-PⅢ
OCS1500

銘柄管理
コンピュータ
Astation
EWS-500
DBS-1500

OCS1500

いて顧客へ提案し，パートナーとして共に問題解決を図っ
OCS

A

A

TCP/IP

A

ADSPR 2000

DBS

AOS

ADS

データウェイ（DPCS-F）〈10Mbps〉

継承と新旧混在や部分更新が可能なシステムとしている。

Ethernet
A
A
（10BASE-5）

某ファインケミカル工場へ，MICREX-IX と AX との
混在システムを納入した。また，某化学工場へ MICREX-

ACS

PⅢと AX との混在システムおよびパソコン DCS の FOC

PCS

PCS

PCS

US を製作中である。

I/O

I/O

I/O

PCS-500

PCS-500

PCS-500

今後は銘柄管理システムの機能拡充，DCS の機能拡充

MICREX-AX
HC

PR

HC
OCS

ている。特に DCS はハードウェア・ソフトウェアの資産

新銘柄管理
パソコン
AOS2000
A
A

I/O

ACS-2000

ノートパソコン/
AES-2000

：既設 MICREX-PⅢ
：情報LAN

を行う計画である。

食品・薬品プラントの計測・制御システム
食品・薬品分野では変種変量生産，短納期，高品質，低

図１４

食品・薬品プラントの計測・制御システム

図１５

空港給油設備計測・制御システム

価格などの市場ニーズの多様化，さらに衛生管理，品質管
理に対応した情報制御システムが要求されている。このよ
うな状況のなかで，IT を駆使し，製造設備の監視・制御
から，生産管理システムまで含んだ総合生産管理システム
を完成した。本システムを日本最大級のパソコン DCS と
してサッポロビール
（株）
新九州工場向けビール醸造設備に，
またリニューアル DCS としてサントリー
（株）
白州工場向
けウイスキー蒸留設備に納入し，順調に稼動中である。薬
品分野向けには環境情報システムおよび情報制御システム
を製作中である。今後，環境・省エネルギー対応および物
流・販売システムを含んだシステムへのソリューション展
開を図っていく計画である。

空港給油施設の計測・制御システム
空港給油の分野では，国際的に航空輸送需要が，旅客，
貨物ともに増加し続けている。アジア諸国においては，各
Ethernet

国ともにアジアのハブ空港をめざして，新空港の建設およ
び既設空港の拡充建設が進んでいる。富士電機は，韓国の

情報LAN

GRAN
POWER
操業管理
コンピュータ

FOCUS
オペレータステーション

仁川国際空港公社向けに，航空燃料給油施設の計測制御シ
ステムを納入し，試験運転調整中である。このシステムは，
ICS-2000，FOCUS と UNIX コンピュータ（GRANPOW
ER）を Ethernet による情報 LAN と制御 LAN で統合さ
れ，制御 LAN は二重化した信頼性の高いオープン化シス
テムで構築している。機能面では，航空燃料をパイプライ
ンからタンクへ受け入れる制御，航空機への払出しである

操業管理端末
Ethernet
制御LAN
Ethernet
制御LAN
凡例
ICS-2000
コントロール
ステーション
（受入用）

ICS-2000
コントロール
ステーション
（払出用）

圧送ポンプの回転数制御や台数制御などを行い，給油操業
の自動化を図っている。
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計測コンポーネント
新型差圧・圧力発信器「FCX-AⅡシリーズ」
これまで高い評価を得てきた「FCX-A シリーズ」の性

関連論文：富士時報 2000.10 p.533-536

図１６

新型差圧発信器「FCX-AⅡ」

図１７

下水対応の光ファイバ式投込み水位計

能，機能，信頼性をさらに向上し，レベル計などを含めた
全 9 機種の新型差圧・圧力発信器「FCX-AⅡシリーズ」
を開発した。主な特長・仕様は次のとおりである。
（1） 電気フィールドバスに対応。PROFIBUS にも対応予

定
（2 ） 静圧や片圧の影響を改善し，さらに高精度化を実現
（3） バーンアウト可変設定機能，出力の折れ線近似機能な

どの新機能を拡充
（4 ） 耐水素透過仕様をはじめとした各種接液部材料をそろ

え，過酷なアプリケーションにも柔軟に対応
（5） 流量計測などの汎用性の高い低・中差圧レンジに，１

台で幅広い計測範囲 1 〜 1/200 と高精度＋
− 0.1 ％を両立
したワイドレンジ差圧発信器をラインアップ

下水用光ファイバ式投込み水位計
光ファイバ式投込み水位計は，ノンメタリック光ケーブ
ルを使用した光ディジタル信号の伝送で，電源ノイズや誘
導雷の影響を受けないという特長を有し，山間部のダムな
どの水位測定で幅広く使用されてきた。
このたび，名古屋市上下水道局と，下水管きょ内の水位
測定用として，光ファイバを活用した下水用投込み水位計
の共同研究を行い，1 年間のフィールドテストを経て実用
化した。下水における汚泥対策として，接液部に保護ダイ
アフラムと泥除けフィルタの二重保護構造を採用した。
主な仕様は次のとおりである。
（1） 測定範囲： 0 〜 1.5 …… 50 m
（2 ） 電

源

：内蔵リチウム電池，寿命約10年

（3） 材

質

：筐体（きょうたい）SUS316

交流電力モニタ
1 回路形多機能交流電力モニタは，工場や事務所などの

関連論文：富士時報 2000.10 p.547-549

図１８

交流電力モニタ

設備や機械の使用電力を測定するものである。電力以外に
電圧，電流など合計 8 項目の電気量を測定することができ，
電力使用状況をきめ細かく監視できる。そして測定結果を
大容量メモリカードに自動的に記録して保存できるためコ
ンピュータによるデータ処理が容易となり，省エネルギー
法で指示される日常の使用電力量の報告書作成も容易とな
る。また，データ通信機能も備えているため本器による小
規模なシステムを構築することができる。本器による電力
監視システムを支援するためパソコン上で動作する監視ソ
フトウェアを用意している。周辺機器として測定範囲や取
付け構造の異なる電流センサを多種用意した。また，電流
センサはすべて分割式なので設置工事が容易である。
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計測コンポーネント
ディジタル温度調節計（PXR-4）
新型温度調節計 PXR-4 は，前面サイズ 48 × 48（mm）

図１９

ディジタル温度調節計（PXR-4）

図２０

多成分赤外線ガス分析計（ZKJ）

図２１

車検場向け自動車排気ガス測定器（ZFE-R）

でありながら，文字高さ 13 mm の大型表示器，RS-485
Modbus 通信機能を搭載し，さらに奥行を従来機種より短
くして使い勝手を向上させた，低価格の温度調節計である。
主な特長・仕様は次のとおりである。
（1） 48（W）× 48（H）× 80（D）
（mm）のコンパクトサ

イズ
（2 ） 表示器：LED 文字高さ 13 mm（従来比 1.6 倍）
（3） PID セルフチューニング機能搭載
（4 ） 8 ステップの簡易プログラム運転機能搭載
（5） RS-485 Modbus 通信機能により，Citect などの SCA

DA ソフトウェアと容易な接続が可能
（6 ） 前面部防水構造（IP66 相当）
（7） 海外安全規格（UL，CE マーキング）に対応

多成分赤外線ガス分析計
NO，SO2，CO，CO2，CH4 のうちから 4 成分および O2
を加えて最大 5 成分のガスを同時に連続測定できるガス分
析計（型式 ZKJ）を開発した。
大型 LCD を採用し，操作性の向上・多機能化を図って
おり，ボイラや廃棄物焼却炉の排ガス，各種工業炉のガス
測定システムの分析部として最適である。
主な特長・仕様は次のとおりである。
（1） 最小測定レンジ 0 〜 100 ppm（NO，SO2，CO）の高

感度で， 5 成分同時測定が可能である。
（2 ） O2 換算演算，平均値演算，自動校正，濃度アラーム

などの豊富な機能を標準装備し，用途に応じたシステム
を構築できる。

車検場向け自動車排気ガス測定器
使用過程車の車検時排気ガス測定用 HC，CO 計を開発
した。車検ラインでの連続かつ迅速な測定に適するようサ
ンプリング部を最適化し，車種選定・合否判定のための伝
送機能・シーケンス機能を内蔵している。
（財）
日本自動車
輸送技術協会の型式認定を取得済みである。
主な特長・仕様は次のとおりである。
（1） CO，HC の 2 成分を同時に測定できる。
（2 ） 大型のバックライト付き液晶モニタによる対話形メ

ニュー操作となっており操作性がよい。
（3） 自動ゼロ校正機能により，長時間安定した測定が可能

となっている。

30

富士時報

Vol.74 No.1 2001

IT・計測制御コンポーネント

レーザ・ビジョンコンポーネント
新型レーザ加工機「DW2000 シリーズ」
パソコン，携帯電話など近年の電子機器の小型化，高性

図２２

ライン収納時の YAG レーザ加工機「DW2200」

図２３

LD 励起レーザ加工機「DW5500」

図２４

グリーンレーザ微細加工機「FAL-3000」

能化に伴い，搭載される半導体，電子部品もますます小型
高密度化が必要となり，これらの製造工程には微細加工性
に優れたレーザ加工がより一層必要となってきている。さ
らに近年のエコロジー意識の高まりにより，化学薬品を使
用せずにドライ加工が可能であるレーザ加工の需要は一段
と増大している。
富士電機では，これらの多様な市場ニーズに的確かつ柔
軟に対応するため，ランプ励起式 YAG レーザを，微細加
工対応型 DW2100，金属マーキング用 DW2010，樹脂マー
キング用 DW2200 の 3 機種にシリーズ化した。それぞれ
業界トップクラスの超小型化に成功した FA ライン収納，
デスクサイドタイプである。

新型レーザ加工機「DW5000 シリーズ」
LD（Laser Diode）励起レーザ加工機は，YAG レーザ
の励起源として，ランプに代えて半導体である LD を用い
たレーザであり，発光効率の高い LD を励起源とすること
で，従来のランプ方式に対して次の特長を実現した。
（1） 消費電力の低減（従来機種比 1/3）
（2 ） メンテナンス周期の長期化（従来機種比 20 倍）
（3） 設置面積の省スペース化（従来機種比 65 ％）
（4 ） 高ビーム品質化（短パルス，低ビーム広がり，高安定

性）
（5） 外部冷却水および AC200V の不要化など

富士電機では，汎用用途向け高出力マルチモード 50 W
機と高品質シングルモード 15 W 機を開発し，マーキング，
微細加工用途への適用を図っていく。

グリーンレーザ微細加工機「FAL-3000」
「FAL-3000」は，YAG レーザ基本波と比較し，一般
金属に対しエネルギーの吸収率が高く，また約半分の集光
スポットが得られる第二高調波グリーン光（波長 532 nm）
を利用して，これまで困難であった Si ウェーハ加工や，各
種電子部品に対し，母材への熱影響が少なく，最小 10 μm
クラスのトリミング，微細穴あけ・切断加工ができるレー
ザ加工装置である。
この装置はレーザパルスの出力安定性がきわめて高いの
で均一なパターン加工，高精度の深さ制御ができる特長を
持っている。加工光学系は固定光学系方式，ガルバノスキャ
ナによるスキャニング方式，マスク結像方式などの種類が
あり，これらと XY テーブル，精密位置決め装置，ロー
ダ，搬送機などを組み合わせ，ユーザーニーズにマッチし
たシステムの構築が可能である。
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レーザ・ビジョンコンポーネント
紫外線レーザ微細加工機「FAL-4000」
「FAL-4000」は，ビーム品質・安定性に優れた YAG

関連論文：富士時報 2000.6 p.366-369

図２５

紫外線レーザ微細加工機「FAL-4000」

図２６

フルカラー容器外面印刷検査機「FAY-2100」

レーザの高出力第三高調波レーザ（波長 355 nm）を搭載
したレーザ微細加工機である。紫外線レーザであるため，
従来加工が困難であったポリイミドなどの樹脂材料に熱影
響の少ない加工や，グリーンレーザでも難しかった金や銅
などに最小 10 μm 以下の微細加工が可能である。FAL4000 の主な特長は次のとおりである。
① 6 W 以上の高出力紫外線レーザを搭載した。②マス
ク結像光学系により安定した高品質加工形状が得られる。
③ガルバノスキャナ光学系を選択すれば，高速穴あけ・切
断が可能である。④ニーズに合わせて，オートフォーカス，
精密テーブル機構，画像処理装置や，ローダ・アンローダ
などの周辺機器を含めた加工システムを構築することがで
きる。

フルカラー容器外面印刷検査機「FAY-2100」
印刷された容器外面について，容器の自転中にカラーラ
インカメラからカラー画像を入力し，良品画像に対して，
印刷欠陥のある箇所を検出し，良否判定する装置である。
さまざまな不良を検出するため，ワークの変動を吸収しな
照明・カメラ

がら，フルカラーで欠陥判定する。
検査項目として，インキ飛び，印刷抜け，印刷かすれな
どを検出する。基本的な分解能は，高さ方向に 512 画素×
回転方向に最大約 1,000 スキャンで，高さ約 150 mm で約
2 mm 角の検出精度，処理数は，スキャン数によるが，440
スキャンで約 460 個/分である。
パソコン画面で，画像入力による設定，またファイリン
グされた不良画像の確認が可能で，操作・保守性が考慮さ

FAY-2100 本体

れている。

原末・粉末高速検査機
富士電機では，某医薬品メーカーと共同で原末・粉末用

図２７

原末・粉末高速検査機のシステム構成

高速検査機の開発を行い，フィールドテストでその高い検
ビデオ信号

査性能，信頼性，扱いやすさの実証に成功した。
画像
表示
モニタ

この検査装置はラインセンサカメラ，リアルタイム画像
処理装置，検査対象材をドラム上に一層化して搬送するた

ホッパ

画像処理
装置

めの搬送機構，検出した異物を排出するための排出機構，

SCSI

か，豊富なバリデーション機能（検査精度チェック・不良

品の品質安定・向上に寄与するものである。

32

不良

排出位置
検知センサ

液晶
タッチ
パネル

管理用
パソコン

フィーダ
静電除去器

良品

画像ファイリング，機械モニタリング機能など）を有して

排除動作が幅広く行え，医薬，化学，食品などの原料，製

細粒

不良品

反射板

る。本装置の特長は高速・高精度検査，高信頼性動作のほ

本装置は散材，細粒，顆粒などに混入した異物の検出・

照明器

排出
ノズル

およびマンマシンインタフェース用端末とで構成されてい

いることにある。

ラインセンサカメラ
（一次元CCDカメラ）

RS232C プログラマブル 機械制御信号
コントローラ

白色アクリルドラム
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サービスソリューション

予防保全サービス
ソリューションサービス

展

望

産業界全体としては景気の低迷を脱しつつあるが，従来
の製品を主体とした市場は縮小し，特に従来分野の民間設

加し，顧客へ体系的サービスメニューを提供する富士総合
保全管理システム「COMET」を完成した。

備投資は停滞が長期化している。また規制緩和，市場開放

また顧客の設備延命化の潜在的要望は多く，古くなった

といった動きのなかで各企業は生き残りをかけてグローバ

情報装置の延命化を目的とし，その周辺装置，インタフェー

ルな合従連衡を行い始めている。その結果，各企業は，結

ス装置を対象とした，レトロフィットサービスの体制を整

局はその原資を自らのコアビジネスへ集中することになり，

え，その提供を開始した。同様の目的で部品，装置のリサ

その対極としてノンコアビジネスはアウトソーシングを含

イクルの事業化にも取り組んでいる。

めた合理化により投資を最適化する方向に向かっている。

一方では従来の製品ベースのメンテナンスサービスから

また政府も物価安定策のなかで水道事業の公設民営化，地

さらに顧客側に近づいた新サービスの提供をめざしている。

方公営企業の経営基盤強化のため，維持管理費などの経費

コールセンター構築業務，コールセンター代行業務，そ

削減を提言した。今や各企業，事業体はノンコアビジネス

の他のコールセンター機能を活用した新サービスを開発し，

にかかわる投資を最適化するために，その設備のライフサ

その提供を始めた。また，顧客の施設情報を管理し提供す

イクルにわたる適切なサービスを望み始めた。

るサービスも近々提供を始める予定である。

このようななかで富士電機は，サービス事業を成長事業

回転機の振動，漏れ電流などをオンラインで監視し回転

の一つと位置づけ，それまでサービスの機能分離会社であ

機の障害予知を精度よく行える回転機オンライン診断シス

る各関係会社が行っていたサービス事業を，富士電機本体

テムも回転機の突発停止が大きな損失に結びつく設備に有

の事業として取り組むために体制の整備を行った。すなわ

用である。

ち，エンジニアリング，据付け配線，現地調整，メンテナ

顧客の受配電設備，自家用発電設備，回転機および制御

ンス，改修/機能向上，更新，廃棄にわたるライフサイク

装置，計測装置，コンピュータ設備など，顧客のコアプロ

ルサービスとして富士電機グループの力を結集して顧客へ

セスではない補助設備の保守全般，およびその設備管理ま

提供する体制である。

でを一括して請け負う総合プラントメンテナンスサービス

サービス事業の重要なインフラストラクチャーとして，

体制を整え提供を始めた。これは，顧客の設備情報管理を

24時間 365 日サービスを提供するコールセンターを設立し

はじめとして，設備のライフサイクルにわたる保全計画と

た。これは顧客情報，納入設備情報，保守/障害情報，そ

実施，設備の保守費などを最適化するための改善，更新の

の他サービス関連情報を一元管理し，かつ，これらのデー

提案およびその実施を含み，顧客のアウトソーシング指向

タを戦略的に顧客，関係部署へ提供することを目的として

に適した総合的なサービスメニューである。

おり，そのためサービス事業の基幹システムとして
「CRM24」を構築し，その運用に入った。

これからの富士電機のサービス事業は，今まで提供して
きたサービスの質を高めるとともに，従来の範ちゅうを超

また，顧客のより身近でのきめの細かいサービスの提供

えて，顧客に最適なライフサイクルにわたるサービスを開

を目的としてサービス拠点の新設・増強を行い，全国に約

発し，提供していくことが使命であると考える。したがっ

100 のサービス拠点を持つに至った。各サービス拠点には

て，総合プラントメンテナンスサービス体制の充実を今後

モバイル端末を配備し「CRM24」を介して富士電機のサー

一層強化し顧客の要望にこたえていく。サービスの付加価

ビスネットワークとオンラインで接続した。

値を高めるため，設備一式をリモート監視できる遠隔支援

メンテナンスサービスの内容充実のため，従来の保全技
術を体系化すると同時に，環境センサなどの要素技術を追

システムの採用などサービスの質の一層の向上に努めてい
く所存である。
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予防保全サービス
環境診断サービス
産業用情報処理装置や制御装置に使用されている電子部

図１

可搬式ガスモニタと電子線マイクロアナライザ

品の信頼性と寿命は，設置環境条件に左右され，温度，湿
度，腐食性ガスなどの環境因子により，ストレスが蓄積さ
れる。このような環境に起因する不適合を防止し，お客様
設備の安定稼動を維持するために，人間の感覚に頼らずに，
ディジタル温湿度計，腐食性ガス測定装置，マイクロスコー
プなどにより正確な測定を行い，適切な予防処置を提案す
る環境診断サービスの体系化を図った。可搬式ガスモニタ
やディジタル温湿度計などで大まかな環境測定を 1 日で行
い，予防保全の必要性を判断する方式と，長期間（約30
日）の細密な測定や沈積じんあいを持ち帰り，電子線マイ

可搬式ガスモニタ

電子線マイクロアナライザ

クロアナライザでじんあいの組成分析を行うことにより，
精度の高い保全計画が提案できる二つの方式を用意した。

DCS リモート巡回点検サービス
従来の事後保全中心のものから予防保全や予知保全がで

図２

DCS リモート巡回点検サービスの概要

きる DCS（分散型制御システム）向けリモートメンテナ
ンスツール「AMS-2500」Web システムを開発した。以

センターシステム画面
（RAS収集・履歴，システムコンディション，集約情報）

リモート巡回
点検サービス

下に本システムを使った「DCS リモート巡回点検サービ
ス」の特長を述べる。
（1） サービス内容： 1 〜 3 か月ごとにリモートデータ収集

を行い，通常の点検データと併せることで最適な設備保
全を行う。データは，センターとサービス拠点いずれか
らもオンラインで見ることができる。
（2 ） リモート点検項目は，①コントローラ装置の CPU 負

ローカルシステム
Windows98
ローカルサーバ
AMSローカル RSローカルシステム画面
システム
232C
OCS-1500

荷率，②マンマシン装置の HDD エラー兆候，③ネット

センターシステム

公衆
回線

WindowsNT
リモートメンテ
Webサーバ
コールセンター

DBS-1500
社内
LAN

DPCS-F

ワークエラー兆候，④ I/O 異常など多数ある。

PCS-500
PCS-500
PCS-500
PCS-500
お客様システム

（3） サービス導入事例：ごみ焼却設備，浄水場設備などの

Web
ブラウザ

Web
ブラウザ

サポート・保守拠点

二世代前の旧型 DCS から新型 DCS まで導入した。

オンライン診断システム
突発障害などで絶対に停止させてはならない重要な設備

図３

オンライン診断システムの構成

の故障兆候を，オンラインで事前にとらえるシステムを開
発した。本システムは，劣化の状態・部位・程度を周波数

センターステーション

プリンタ
プラント系
ステーション

分析や傾向管理，および将来傾向を予測した傾向予知によっ
て明示し，具体的な対策方法を指示する。
これによって故障が発生する前に適正な処置を行い，突
発障害による設備の停止を未然に防止することができる。

機械系
ステーション

電気系
ステーション

振動ローカル
ステーション

監視ユニット

システム構成は機械系，電気系およびプラント系からなり，

I/O

振動信号を加速度センサで取り出し，また漏れ電流や軸出

高圧

低圧

低圧

力などの検出のために PCT・ZCT を使用している。
なお，温度・圧力・流量のピックアップを接続すること
によってプラントのオンライン診断が可能となり，特に
IT 関連の製造ラインを有する事業所などに有効である。

34

振動
センサ

PCT・ZCT

回転機械
機械的劣化兆候の診断

電気的劣化兆候の診断

圧力・温度・
流量
プラント
総合診断

富士時報

Vol.74 No.1 2001

サービスソリューション

ソリューションサービス
富士総合保全管理システム「COMET」
お客様システムのライフサイクルコストの低減，延命化，

図４

サービスメニュー体系

安定操業などの保全ソリューションを目的に新しいサービ
を構築した。新生 COMET は，装置や設備の稼動状態を

ソフト
ウェア
保守

オープン
製品保守

ハード
ウェア
保守

保全・
技術
サービス

リモート
調査

リモート
支援

障害受付
け対応
サービス

保全教育

予防処置

スメニュー体系「富士総合保全管理システム COMET」
システム
機能改善

寿命診断

把握する診断・予防保全を中心とした保全メニューと設備

リモート
監視・
点検

の誕生から廃棄までのライフサイクルにわたる支援メニュー
巡回点検

を核に構成されており，特長は次のとおりである。
（1） 装置の設置環境と劣化を定量的に把握して最適な長期

保全計画

環境診断

保全計画や延命対策を提案する。
（2 ） 巡回・リモート点検による故障の未然防止を図る。
（3） 故障発生時には，情報武装化したコールセンターと全

予防交換

運用支援

点検整備
保全
コンサル
ティング

国のサービス拠点により，迅速な対応が図れる。

現状診断

運用・
管理代行

予防保全・事後保全

保全支援

運用管理

お客様設備のライフサイクルプロフィットの向上をめざした
トータルサービスを提供する。

（4 ） 運転・維持管理などの一括保全アウトソーシングが可

能である。

コールセンター構築サービス
富士電機は，ソリューションサービスのメニューとして

図５

構築事例：富士電機コールセンター

図６

サービスの概要

お客様に代わってコールセンターを構築するサービスを提
供する。構築するコールセンターは CTI（Computer Telephony Integration）システムを中核とし情報検索，通話
録音，メディア情報変換および位置検索機能を備えている。
また Web 対応機能により顧客情報の一元管理や情報の水
平展開が図られ，お客様における CRM 実現を可能として
いる。
ハードウェア面・画面様式についても，お客様のご要
求・規模を加味し充実したラインアップを用意し，カスタ
マイズ時における作業量を極力抑える商品体系を構築して
いる。このように標準化された豊富な機能とハードウェア
および画面様式により，短納期でコールセンターの立上げ
ができる仕組みを提供している。

無人設備オートコールサービス
富士電機は，1999年10月に開設したコールセンターの機
能を利用した「無人設備オートコールサービス」を開始し
た。本サービスは，お客様の設備運用で不安となる運転員
や技術員不在時に装置・設備に故障が発生した時，自動通

故障発生時
の連絡

技術員出動

報装置を用いて警報内容をコールセンターに自動電話し緊
急対応するシステムである。また，地元警備保障会社との

ファク
シミリ

お客様へ
○時○分××の
故障を受信致し
ました。

お客様
システム

提携により防犯・防災への対応も可能としている。
提供するサービス内容・特長は次のとおりである。
（1） EIC（電気，計装，コンピュータ）技術員による24時

間 365 日の監視
（2 ） CTI をベースとした情報武装化により，故障発生履

歴管理や報告などの各種情報サービス
（3） 全国 100 か所のサービス拠点からの技術員または警備

富士電機コールセンター

通信回線

電子
メール

＊2

ポケット
ベル

携帯
電話
電話

CTI

警報
故障

ホスト
＊1

自動通報装置
機器故障監視
水位監視
水質監視
ポンプ，
弁監視など

データベース
顧客納入情報
システム構成
故障内容表示
対処方法表示
お客様連絡方法
受信履歴
社内体制

＊1 自動通報装置：入力信号により自動的に電話をかける装置
＊2 CTI：Computer Telephony Integration
（お客様の電話番号をキーワードとしてデータベースを自動検索する。）

保障会社の警備員の緊急出動
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ソリューションサービス
リモートメンテナンスサービス
富士電機は，コールセンターおよびメンテナンス支援シ

図７

サービスの概要

ステムによる「リモートメンテナンスサービス」の本格運
点検
報告書

用を開始した。従来，リモートメンテナンスは故障発生時

緊急時
技術員出動

富士電機コールセンター

の修復時間短縮が目的であったが，現在では運転中の稼動
情報を定期的に収集して故障兆候の有無を見極め，予防処
置を促す装置に進化している。本サービスの主な特長は次
のとおりである。
（1） 装置を停止せずに遠隔から予防点検が可能

コージェネ
レーション
設備
【計画中】

定期点検を
お願いします。

専用
端末
コールセンター
支援システム

通信回線

緊急処置を
お願いします。

（2 ） 専門家による故障診断ができ，富士電機のネットワー

クを用いて CE との連携を図ることが可能

点検プロ
グラム転送
点検情報収集
調査・解析
定期点検を
行います。

（3） 予防処置のスケジュール化で保全コストを低減

コンピュータ
設備ネット
ワーク
お客様システム

分散型
制御装置

（4 ） 対象機種を EIC（電気，計装，コンピュータ）まで拡張

現在，稼動環境のモニタリングやプラント設備の運転状

顧客データベース
システム構成
対処方法表示
点検・故障履歴

UPS
設備

態監視などのサービス対象を拡大中である。

レトロフィットサービス
レトロフィットとは，古い製品と新しい製品をマッチン

図８

プリンタをパソコンに置換し連続帳票紙の使用を廃止

グさせ，機能向上させることを意味している。富士電機で
は，周辺装置が保守限界（修理不可能）となり，設備の一
部の問題にもかかわらず，設備全体が安定稼動できなくな
るケースに対するソリューションとして，種々のレトロ
フィット製品を準備している。
（1）
例
：CRT の保守限界の対策として，ビデオ信号コンバー

タなどのインタフェース変換装置を開発し，最新の
安価な CRT への置換を可能としている。
例
：プリンタが，修理不可能になった場合は，パソコン
（2 ）
に置換し，出力データのペーパーレス保存，検索表
示，印刷などの機能拡充を図り，単に機能維持だけ
廃形対応だけでなく機能拡張を同時に実現

でなく，自動化，省力化，高能率化を同時に実現し
ている。

施設管理情報提供サービス
お客様の施設に関する設備台帳，設備の障害履歴や保守

図９

施設管理情報提供サービス

点検履歴，設備図面さらには長期保全計画を作成するとと
もに，お客様に代わって管理を行い，インターネットを通

富士電機コールセンター

お客様
情報

じてタイムリーに情報を提供する。また，ご契約をいただ
いたお客様には，保全にかかわる最新情報（保全技術・製

アクセス

品情報，寿命部品・リサイクル部品・リース機材情報，技
術教育講座情報など）を無償にて提供する。サービスの特
長は次のとおりである。
（1） お客様との間のあらゆる通信手段に対応

インターネット
電話

CTI

（3） 設備の寿命部品の交換周期に合わせてメール通知
（4 ） 図面情報は ISO9001 および CALS に対応
（5） i モードサービス対応検討中
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（2 ） 設備配置図上の機器にリンクしておのおのの情報を表

示

コール

資料・部品

訪問
サービス

資料
郵送
部品
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産業・交通システム
パワーエレクトロニクス・電力変換
回転機・可変速駆動システム
産業機器システム
発変電システム
電気加熱
設備・機器
電気鉄道地上システム
鉄道車両システム

展

望

世紀末となる2000年は，米国経済の強力なけん引の下に

電気加熱の分野では，世界最大級真空誘導炉を納入した。

世界中が成長を続けてきており，新世紀に向けた期待が高

炉枠ベッセル式を採用し，コンパクト化を実現するととも

い。しかし，日本経済は半導体分野の先行一人走りの感が

に真空度を向上させることが可能となり，不純物の除去を

あるが，また，食品・薬品業界などにも回復の兆しが見ら

容易にした。

れるものの，鉄鋼・金属分野はいまだ新規投資の気運が見
られず，投資注力分野を模索中と見られる。

設備・機器の分野では，富士電機の特徴とする気流制御
方式高清浄クリーンルームシステムを数多く納入あるいは

従来の機器・システムの更新においても，低価格，省エ

製作中である。本分野での清浄度やガス成分除去への性能

ネルギーに加え，新規な要素として，環境対策，情報化，

向上の要請は液晶パネルの大型化に伴いますます深まり，

バリアフリー化などが追加要望されている。この間，次期

これにこたえるフィルタおよびシステムを開発した。

立上りに向けて，要望に沿うべく高密度化・高機能化商品

鉄道交通分野においては2000年は台湾新幹線に 700 系方

の開発に取り組み，一部はすでに市場で成果を発揮してい

式が採用されることが決定された注目すべき年であった。

る。今後は，製造者としても使用者の立場からのソリュー

国内では 700 系やレイルスター新幹線が増備され，在来線

ションや，細かいサービスでの視野を広げた活動を進める。

では首都圏電車に E231 系の投入が開始された。

パワーエレクトロニクス・電力変換の分野では，単器世

環境対応機器の開発や IT 化の加速により，快適性や利

界最大級のクロールアルカリ用をはじめとする大型整流装

便性の向上が図られているが，高齢者や身体障害者などの

置（S フォーマ）を米国や中国など世界各国に輸出し，順

公共交通機関を利用した移動の円滑化を促進するための交

調に稼動を開始している。また，制御精度の向上やますま

通バリアフリー法が制定され，人や環境にさらに優しい設

す密接になる情報系とインタフェースを重視した各種パワー

備への期待が増している。

エレクトロニクス装置用多目的64ビット DDC 制御装置を
完成させ，各種装置への適用を開始した。

電気鉄道地上システム分野では従来の小型化，省保守，
省エネルギー化に加えて地球環境を考慮した装置の開発を

回転機・可変速駆動システムの分野では，プラント・シ

進めた。地球温暖化係数の高いフロロカーボン（PFC）を

ステム用の大半はリニューアルを目的としたものであり，

使用しない純水沸騰冷却式シリコン整流器を開発し，大幅

省エネルギーを目的とした 300 kW までの永久磁石同期電

な部品点数の削減と小型軽量化を実現するとともに，地球

動機も市場投入した。世界最大トルクを誇る巻上げ用永久

環境の負担を皆無とした。また，保守性ならびに小型化を

磁石同期電動機を送り出した富士電機は，培った技術力を

実現したアークレス式直流高速度真空遮断器を神戸市交通

基に省エネルギー目的以外にもその特徴を発揮する超高速

局へ納入した。駅舎の電源設備として操作連動，保護連動，

用途向けを開発中である。

停電連動などの点検を自動で行う自動検測装置を備え，点

産業機器システムの分野では，あらゆるディジタル制御
装置へ搭載し，リモートメンテナンスを目的としたフィー

検作業の大幅な省力化を図った受変電設備を東日本旅客鉄
道
（株）
にて運開した。

ルド Web アダプタを開発し可変速駆動への適用を開始し

新幹線分野では 700 系に主変換装置，主変圧器，主電動

た。爆発的に拡大しつつあるインターネットの世界とプラ

機，ドクターイエローに主変換装置を納入し，次期新幹線

ント・システムの融合を図るものである。

先 行 量 産 車 E2 系 1000 番 代 向 け に 2.5 kV， 1.8 kA 平 型

発変電システムの分野では，海外向けに 161 kV GIS 58

IGBT を適用した 3 レベル変調 PWM 制御主変換装置を納

回線に及ぶ大規模な変電設備を完成させ運転を開始した。

入した。在来線分野では直流電車用に補助電源を中心に電

国内の発電および変電のシステムにおいてはリモートメン

源装置や首都圏電車 E231 系に側引戸駆動用にリニアモー

テナンスを含むサービス性の向上が要請された。

タ式駆動システムを納入した。

37

富士時報

Vol.74 No.1 2001

産業・交通システム

パワーエレクトロニクス・電力変換
ダウケミカル向けクロールアルカリ用整流設備
単器世界最大級のクロールアルカリ電解用サイリスタ整

図１

ダウケミカル向けクロールアルカリ電解用サイリスタ
整流設備

流装置（S フォーマ）を米国・ダウケミカル社に 2 台納入
した。各 S フォーマは入力 14.2 kV，77.68 MVA，出力
DC860 V，2 × 36 kA，61.92 MW で，次の特長を有する。
（1） 36 kA × 2 回路の出力は個別にかつ任意に制御できる。

また，二つの出力を並列に接続することによって，72
kA を一括して一つの電解槽に給電することも可能であ
る。
（2 ） 整流器用変圧器は，この種のサイリスタ整流装置とし

てはきわめて広い DC860 V から DC372 V までのレンジ
を持つ無電圧タップ切換器を備え，種々の電解槽特性に
対応できるようになっている。
（3） 出力電流制御用の電流検出は交流側等価計測方式を採

用し，信頼性の向上を図っている。

台湾プラスチック向けクロールアルカリ用整流設備
富士電機はすでに台湾プラスチック（FPC）向けに設備

図２

FPC 向けクロールアルカリ電解用サイリスタ整流設備

定格 DC430 V，13.5 kA × 8，出力 46,440 kW の S フォー
マを 4 台納入し，現在順調に運転中である。今回さらに容
量の大きな設備（設備定格 DC425 V，16.2 kA × 8，出力
55,080 kW）を 2 台追加納入し，現在営業運転に向けて調
整中である。この設備の特長は次のとおりである。
（1） 単器で 8 回路を収納し，各直流出力を個別に制御でき

る。
（2 ） 局部過熱解析を行い簡素な回路構成とし，省スペース

を実現した。
（3） 高調波流出量を抑制するため 2 台で48相整流とした。
（4 ） 変圧器，整流器ともコンパクトに設計し，同仕様の整

流設備に比べ高効率である。
AM182599

中国・貴州アルミ向けアルミ精錬用整流設備
中国・貴州アルミ工場第三系列向けに機器定格 DC920
V，60 kA，55,200 kW の大容量サイリスタ整流装置（S
フォーマ）を 2 台納入した。本プロジェクトは生産を続け
ながら既設整流装置を順次交換し，プラントの信頼性向上
を図るものである。1998年に納入した同一仕様 S フォー
マ 2 台と合わせ，今回全整流装置の置換えを完了する。
この設備は S フォーマ単器 6 相の 4 台構成（総合24相
整流）で 1 系列のポットラインに接続されている。単器整
流装置ごとに降圧変圧器（220/22 kV）
，力率改善兼高調波
フィルタを具備した構成で，プラントの信頼性向上を図って
いる。
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パワーエレクトロニクス・電力変換
LEONIC-M600 の大容量試験設備への適用
全ディジタル制御サイリスタレオナード装置「LEONIC-

図４

大容量サイリスタレオナード装置

図５

64 ビット DDC 装置とパソコンローダ

M600」を大容量回転機試験設備（4,500 kW＋3,000 kW の
直流電動機 2 台タンデム）へ適用した。主変換器構成は三
相ブリッジ逆並列結線× 4 台で，主な特長は次のとおりで
ある。
（1） 32ビット RISC プロセッサ採用による高速演算
（2 ） M600 制御装置を高速光伝送で結合することにより，

フレキシブルな制御方式および多種の主回路構成に対応。
本設備は 4 台の制御装置により 2×ASR（速度制御）＋
4×ACR（電機子電流制御）＋2×AFR（界磁制御）を
構成し，2 台の電動機のタンデム運転および各電動機を
切り離しての単独運転が可能
（3） 極低速の速度制御を達成（低速限界 16,000：1）

産業用 64 ビット DDC 装置
浮動小数点型の64ビット RISC プロセッサと32ビット
DSP を搭載した産業用パワーエレクトロニクス制御装置
を製品化した。
コア演算部と I/O 部とをシリアル伝送で結合し，同一
シェルフへの格納はもちろん，インテリジェント化された
リモート I/O としての構成も可能な柔軟性の高いシステ
ム構成を特徴とする。ソフトウェアは汎用の制御系設計ツー
ルで生成したプログラムをそのまま実行でき，ソフトウェ
ア作成効率と可視性を高めている。またローダでは，アナ
ログ信号やゲート信号を非常に高い分解能で波形表示可能
で，RAS 機能の高度化を図った。
本制御装置は，大容量同期電動機のサイリスタ始動装置，
自励式無効電力フリッカ補償装置などへの製品適用が進ん
でいる。

A8120-20-272

航空機用 400 Hz 電源の容量拡大
近年，航空機の電源容量が増大し，400 Hz 地上電源も

図６

航空機用 120 kVA 400 Hz 電源

これに対応するため，90 kVA に加え 120 kVA を製品化し
た。
装置の実装設計を最適化し，冷却性能を高めることで，
90 kVA と同一の装置外形で，容量アップを実現すること
ができた。
航空機は，搭載の補助動力装置（APU）から給電を受
けており，APU が騒音や大気汚染の原因の一つとなって
いるため，空港での使用を規制する動きがすでに出始めて
いる。駐機中の航空機へは，本電源装置から給電すること
で，APU を停止することができ，環境問題解決の一翼を
担っているとともに，省エネルギーにも貢献することがで
きる。
N89-6216-3
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回転機・可変速駆動システム
パイプ圧延設備用電気品
製品高品質化，多品種少ロット生産，安定操業，保守省

図７

パイプ圧延設備制御システム

力化を実現するパイプ圧延設備用電気品を納入した。特長
【コンピュータ室】

は次のとおりである。
（1） 主機誘導電動機の機械強度，過負荷耐量は，圧延機用

直流電動機の規格 JEM1157-2 種に準拠
（2 ） 主機用可変速駆動装置にベクトル制御インバータ

【詰め所】
集中監視
FORS-7000
（オプション）

生産管理
コンピュータ
（客先手配）
TCP-UDP/IP
PROFIBUS
【電気室】

切断制御
PLC
（客先手配）

FRENIC4000VM4 を適用，材料かみ込み時の速度瞬時

圧延主幹
制御PLC
ACS-2000

搬送制御
PLC

降下抑制制御付き
（3） 圧延主幹制御をプログラマブルコントローラ（PLC）
可変速
制御装置
（客先手配）

MICREX ACS-2000，補機制御を汎用 PLC に機能分担
（4 ） 材料位置トラッキングによる速度変更制御
（5） 操業状態監視，トラブル時早期原因究明のための監視，

可変速
制御装置
FRENIC
4000VM4

可変速
制御装置

M

M

切断機用電動機
（客先手配）

M

M

搬送機用電動機

M

M

M

M

M

【運転室】

圧延機用電動機

表示機能

標準操作盤

スーパーカレンダ設備
既設スーパーカレンダ設備にドライブ制御システムを納

図８

ドライブ制御システムの構成

入した。既設直流電動機，サイリスタレオナード装置，操
作盤を流用しながら全ディジタル制御を実現した。システ
ム構成と特長は次のとおりである。
（1） アンワインダ，ワインダは既設のアナログサイリスタ

欠陥コン 多重伝送
トロール
G/W
システム
F152
（FCS）
経由

抵抗

部分のみをディジタル化（LEONIC-M500）改造し高精
度な張力制御を実現した。

TR6.3/
0.46 kV
1,000 kVA

CONV.
サイリスタ
（800 kW）

Dライン

レオナード装置の主回路・サイリスタ部を流用し，制御

（2 ） 主幹プログラマブルコントローラ（ICS-2500S）によ

PLC
光Tリンク
ICS-2500S
新製

W/L

W/L

改造
DDC化

改造
DDC化

INV.
F4000VM4

DCL
INV.
F4000VM4
（750 kVA）

新製

り高精度なロール径計測，残紙長・径制御（精度長： 0

ACL

〜 1 m，径：＋
− 1 mm）を実現した。
（3） 欠陥コントロールシステムとは多重伝送を採用し，欠

陥補修制御の全自動化を実現した。

M

M

UWD
62 kW
PG交換

WD
62 kW
PG交換

M

M

CAL
操作盤
550 kW （POD追加）
新製
流用

CAL
550 kW
新製

川鉄鋼板
（株）
CGL 設備のリニューアル
低コストで既存プラントの生産性を向上させる手法とし

図９

更新後のシステム構成

て，電気品（制御装置）のリニューアルがある。現在，富
士電機が1971年に川鉄鋼板
（株）
に納入した CGL（連続溶
融亜鉛めっきライン）設備の更新を進めている。今回の更
新では，①安定操業，②省力化，③省保守化，④更新工期

プラント監視
システム

中央運転室
HCI2

DPCS-E

(FORS-7000)

FMV-FA

FMV-FA

FMV-FA

HDC200

PEリンク

PEリンク

中央主幹
出側主幹
入側主幹
PLC(ACS-2000) PLC(ACS-2000) PLC(ACS-2000)

（1） ドライブ装置を DDC 化（LEONIC-M600）
（2 ） ハードウェア回路を PLC 化（ACS-2000）
MFC(ACS-2000)

（3） HCI 装置には汎用パソコン＋ SCADA を採用
（4 ） プラント集中監視システム（FORS-7000）の導入

40

既存システム

出側運転室
HCI3

期工事完了予定である。主な更新（追加）項目は次のとお
りである。

中央
出側
運転室 運転室

P/C

入側運転室
HCI1

短縮をコンセプトとして，最新技術の採用と既設操作の継
承に配慮しながらエンジニアリングを行い，2001年春にⅠ

入側
運転室
IEEE802.3

DDC(LEONIC-M600)

HDC200

OCS200

PCS100
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回転機・可変速駆動システム
アンローダ駆動電気品
大型アンローダの更新に伴い，制御性，操作性および保

図１０

システム構成

守性の高い最新の駆動制御システムを納入した。主な特長
は次のとおりである。
運転室（操作机）

（1） 高精度，高性能を追求した駆動制御装置の適用

DDC サイリスタレオナード（LEONIC-M600）
IGBT PWM インバータ（FRENIC5000VG7S）
（2 ） 12相整流による高調波抑制

光Tリンク1

主幹盤
リレー盤
PLC
（CPU）

OCT OCT

I/O
ユニ D D A
ット I O I

OCT

I/O D D A
ユニ
ット I O I

コントローラ
レオナード盤

PBS

①

インバータ盤

Tリンク

SL

光Tリンク2

（3） 光伝送による信頼性向上および省配線

トロリ上
リモートI/O盤 トロリ上補機盤

（4 ） 液晶ディスプレイ（POD）による状態表示，インタ

OCT

ロック表示および故障ガイダンス
（5） プログラマブルコントローラによる半自動運転制御，

COS/ PBL
CSA

POD

M

M

M

M

M

M

M

起伏

走行
海脚

M

M

走行
陸脚

コント
ローラ
ABS

LS
PLG

No.1 巻上げ 開閉 No.2 No.1
補巻上げ
補巻上げ 横行

I/O D D
ユニ
ット I O

No.2
横行

振れ止め制御

非常限
LS ABS

LS

現場盤
ファン
PBS

SL

高圧マルチレベルインバータの系列拡大
省エネルギーを目的としたファン，ポンプ，ブロワなど

図１１

高圧マルチレベルインバータ

図１２

永久磁石電動機とインバータ

の可変速運転用として，出力トランスレスで高圧電動機を
直接駆動できる 3.3/6.6 kV IGBT インバータをすでに製品
化し，納入済みである。このたび適用範囲の拡大とコスト
ダウンを目的に，以下の系列，機能を製品化した。
（1） 6.6 kV 2,500 〜 5,000 kVA の製品化
（2 ） 3.3 kV 1,250 kVA インバータのコストダウンタイプと

して 1.4 kV 耐圧 IGBT 素子を適用したタイプを製品化
（3） 商用からインバータ運転，インバータから商用運転へ

の運転中切換をショックレスで行う商用切換機能の追加
ほか

中小容量永久磁石電動機
高効率，省エネルギー，小型・軽量化を実現した中小容
量永久磁石電動機駆動システムを系列化した。主な仕様は
次のとおりである。
（1） 出

力

：11 〜 300 kW

（2 ） 回転速度：1,000，1,500，1,800，3,600（r/min）
（3） 電

圧

：AC400 V 級

（4 ） 駆動方法：PWM インバータ FRENIC5000VG7 駆動
（5） 制御方式：V/f 一定制御，ベクトル制御，速度センサ

レスベクトル制御，界磁弱め制御対応
電磁界解析，構造解析により磁石配置と極数を最適化し，
新磁極判別法を適用した。誘導電動機に比べ損失 38 ％減，
体積 35 ％減，質量 40 ％減（当社比，平均値）となる。ファ
ン，ポンプやクレーン，エレベータほかの用途に適する。
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産業機器システム
エンジニアリングメーカー向け監視制御システム
富士電機はこれまで多くの監視制御システムを国内外に

図１３

監視制御システムの構成

納入してきた。この経験を生かし，プラントエンジニアリ
LAN（TCP/IP）

ングメーカー向けに監視制御システムのハードウェア・ミ

AUIケーブル
ハブ

ドルウェアの提供（ソフトウェアレス提供）およびエンジ

10BASE-T

ドット
マトリクス
プリンタ

ニアリングサポートを行った。主な特長は次のとおりであ
る。

レーザプリンタ

（1） システム構成計画，機器選定などの受注活動を支援
（2 ） 受注後のエンジニアリングを提供

サーバ
（GRANPOWER/
FOCUS）

オペレータ
オペレータ
オペレータ
ステーション
ステーション
ステーション
（FMV/FOCUS）
（FMV/FOCUS）
（FMV/FOCUS）
DSU

ハブ

（3） 富士電機にてハードウェア・ミドルウェアの組合せ試

ISDN
10BASE-T

験を実施し，基本システムの品質を保証

DSU

（4 ） 提供先のアプリケーション設計・試験作業を強力にサ

ポート（サンプルアプリケーションの提供など）
リモート端末

（5） 現地調整作業をサポート（調査員派遣を含む）

ICS-2000（二重化）

ICS-2000（二重化）

（6 ） オプションとして完成後のメンテナンスも実施

プラント用 PLC ソフトウェアコンバータ
最近の国内プラント設備投資の主体は，新規建設から既

関連論文：富士時報 2000.11 p.606-613

図１４

ソフトウェアコンバートの作業フロー

設電気設備の更新に移行しつつある。既設電気設備更新に
ファイル選択
EPOLソースファイル

おける課題は既設システムの安定性を損なうことなく新し
い技術を導入して生産性の向上を図ることであり，既設ソ

メモリマップ定義情報作成

ファイル選択
メモリマップ定義情報
システム変換規約
ユーザー変換規約
出力ファイルディレクトリ

フトウェアを最新ハードウェアで動作させることは，この
課題解決の一つである。富士電機は旧型 PLC（MICREX-E
シリーズ）のソフトウェア（ EPOL 言 語） を最 新 PLC

一時変換
モジュール一覧

（MICREX-AX シリーズ/支援ツール：FPROCES-C）の
一括変換

メモリマップ

ソフトウェア（FCL 言語）に変換するソフトウェアコン
アドレス，コメント入力

バータを開発した。主な特長は次のとおりである。

部分変換
補助情報

（1） メモリマップ定義情報にてメモリマップの一覧を作成
FPROCES-C

（2 ） PG（プログラム）の一覧を作成

PFDメニュー
「変換」
「FCL（テキスト）を取り込む」

「部分」のコンバートを選択可能
（3） 「一括」

ユーティリティ
補助情報入力

（4 ） ユーザー変換規約にて変換規約のカスタマイズが可能

フィールド Web アダプタ
Web 技術を利用して DDC ドライブ装置の監視を行う

関連論文：富士時報 2000.11 p.628-633

図１５

フィールド Web アダプタを利用した監視例

フィールド Web アダプタを開発した。この装置は DDC
ドライブ装置のローダインタフェース（RS-232C）を汎用
LAN（10BASE-T）に変換するとともに DDC ドライブ装
ドライブ装置

置の Web サーバとして機能し，DDC ドライブ装置の監
視を LAN 接続されたパソコンの Web ブラウザから行う
ことができる。主な特長は次のとおりである。
（1） RS-232C,/汎用 LAN のプロトコルを変換

フィールドWeb
アダプタ

（2 ） Web サーバ機能により専用ソフトウェアを用いずに

パソコンの Web ブラウザで DDC ドライブ装置を遠隔
監視
（3） メール発信機能により動作状態 （運転状況・故障状

況）を電子メールで発信
（4 ） 小型・軽量かつコネクタ接続のため取付けが簡単
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発変電システム
大規模変電所設備のリニューアル
日新製鋼
（株）
呉製鉄所の中央変電所設備一式を納入し全

図１６

110 kV 変電所屋外機器

面更新を完了した。今回納入した機器は次のとおりである。
（1） 110 kV キュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS）：

平行 2 回線受電 8 フィーダ
（2 ） 15 〜 40 MVA 変圧器：5 台
（3） 110 kV ディジタルリレー盤：6 面
（4 ） 特別高圧・高圧配電盤：47 面

機器の更新により変電所の占有面積は既設面積の 30 ％
程度に縮小化された。また，各機器間のダクト接続構造に
よる裸充電部の排除，配電盤主母線の絶縁，CPU が二重
化されたマルチディジタルリレーの採用などにより信頼性
と保守性の向上を図っている。総合管理システム（DCS）
との伝送信号取合いにより，高機能化と工事の簡素化が図
られ既設との切換が短時間で完了した。

N99-2527-2

離島用 IPP 発電装置のリモート監視
佐渡島のニチメン佐和田火力発電所向けに，6,223 kVA

図１７

遠方監視画面とコールセンター

図１８

161kV 50 kA GIS

（5,600 kW）
，6.6 kV，60 Hz，10 P，720 r/min のディーゼ
ル発電設備用電機品一式を納入した。本発電装置は，佐渡
島の昼間電力供給用として DSS（Daily Start & Stop）運
転され，東北電力
（株）
の系統に連系して同社への売電を行っ
ている。また，発電出力を＋
− 3 ％に制御することで，電力
品質の安定化に寄与している。
設備を運転監視するパソコンを使用した集中監視制御シ
ステムを，電話回線で富士電機・東京工場地区（東京都日
野市）コールセンター（24時間遠隔監視センター）のコン
ピュータに接続し，専門技術員による運転監視を試験運用
しており，良好な結果を確認している。このシステムによ
り迅速な事故対応や予防保全が可能となる。

輸出用 161 kV 50 kA ガス絶縁開閉装置
台湾プラスチックグループ

寮石油化学プラントの海豊

地区用として，台塑石化公司（FPCC）向けに 161 kV 級
50 kA 定格のガス絶縁開閉装置（GIS）15ユニット，581
MVA 変圧器 2 台などの 161/33 kV 変電設備一式を納入し
た。1997年同社向け

寮地区用として納入した変電設備と

合わせ，161 kV GIS 計58回線，150 MVA 級変圧器計22台，
33 kV GIS 計 149 回線に及ぶ大規模な変電設備を完成し，
寮石油化学プラント用主変電設備として1999年12月から
順調に運転を開始した。
屋内用 GIS と電力ケーブルによる配電方式を採用した
ことにより，変電所敷地の縮小化，周囲環境との調和など，
GIS 式変電所の特長を最大限に発揮できた。
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電気加熱
真空誘導溶解・脱ガスかくはん・注湯の複合システム
富士電機では大同特殊鋼
（株）
に，真空溶解・脱ガス・電

図１９

複合システム真空誘導炉の炉体まわりの構成

磁力による一方向の溶湯かくはんおよび真空下での注湯と
コンデンサバンクより

いう複合システム真空誘導炉を納入した。これは 9 トン

ブスバー

2,750 kW 炉で国内最大，世界的にも最大級の最新鋭炉で

材供装置

ある。炉体は炉枠ベッセル式のため，非常にコンパクトと

クイック
コンタクト

なっており，従来タイプ（チャンバ式）と比較すると，真

上ぶた
No.1炉体

門柱

空容器の容積は十分の一以下であり，その分，真空度も向

鋳込室

上し，不純物の除去が容易である。また炉体は移動台車上

水冷フィーダ

に設置されており，予備炉と相互に移動切換が可能で鋼種
交換が速かに行え，きわめて稼動効率を高くできる。45,000

No.2炉体

A の大電流回路および冷却水回路もワンタッチで切離し，
接続が可能な構造としている。なお，このシステムはドイ

No.2炉体台車

No.1炉体台車
大気中
真空下

ツの ALD 社と共同で計画および設計を実施した。

るつぼ形インダクタを備えた空炉可能な自動注湯設備
某自動車メーカーに鋳鉄溶湯用加圧/ストッパ併用自動

図２０

自動注湯炉の構造

注湯炉を納入した。従来使用されていた注湯設備からの省
力化，生産性向上を狙った設備である。この設備はるつぼ

ストッパ

炉ぶた
受湯口
加圧制御系

形インダクタを採用することで，加圧式の特長に加え次の
ような特長がある。
（1） 溶湯の全出湯が可能で，材質変更が容易である。

溶湯
1,500℃

（2 ） 空炉とできることで，休日の溶湯監視が不要となる。
（3） 高周波電源により，きめ細かな電力，温度調整が可能

注湯口
炉体

となる。
（4 ） 溝形炉で必要とされる非常用発電機が不要である。

また，注湯量フィードバックによるストッパ制御を採用

高周波電源

るつぼ形インダクタ

することにより受湯中の注湯精度の向上など，設備導入の
メリットは大きい。なお，本設備は運転開始後数回の全出
湯を含め，8 か月を経過しているが順調に稼動中である。

新型多結晶シリコン溶解用誘導加熱装置
近年，クリーンエネルギーとして注目され，大きな伸び

図２１

多結晶シリコン鋳造装置の構成

をみせている太陽電池の原料である多結晶シリコンの生産
設備を完成させたので，その概要を紹介する。

真空チャンバ

鋳型予熱および
シリコン溶湯徐冷装置

構成は，シリコン原料供給装置，誘導加熱式溶解炉，鋳
型の予熱装置とシリコン溶湯の徐冷装置および鋳型の移送
装置にて構成されており，これらの装置はすべて真空容器
内に収納されている。半導体であるシリコンの溶解は，石

溶解室
シリコン原料
供給装置

凝固室
真空仕切弁

英るつぼの外面に黒鉛の容器を配置し，その黒鉛容器を誘
導加熱する間接加熱方式を採用している。また，鋳型の予
熱およびシリコン溶湯の徐冷装置には，複合型抵抗加熱方
式を採用している。
この装置は，シリコン原料の供給からシリコン溶湯の一
方向凝固完了までを自動化し，半連続式にインゴットが製
造できる生産効率の高い設備である。
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設備・機器
ケミカルフィルタ
従来のクリーンルームは，浮遊微粒子の制御を主体に運

図２２

ケミカルフィルタ

図２３

台湾某社向けクリーンルーム

図２４

液晶工程用クリーンルーム断面図

用されていたが，半導体・磁気媒体などの製造環境の高精
度化が進むにつれ，ガス状成分の濃度管理が求められるよ
うになってきた。
富士電機ではこのようなガス成分の除去を目的としたケ
ミカルフィルタを開発し，商品化した。
富士電機のケミカルフィルタの特長としては，アンモニ
，亜硫酸ガス（SO2）
，亜硝酸ガス（NO2）
，
アガス（NH3）
塩化水素ガス（HCl）といった多種類の無機ガスへの適応
が可能であること，高い除去率と長寿命，低圧損（0.5 m/s
において 20 Pa）を低価格で実現していることがあげられ
る。

台湾向けターンキークリーンルームシステム
富士電機では，このたび台湾某社向け液晶ディスプレイ
2

（LCD）工場用大規模クリーンルームシステム（50,000 m ）
を企画段階から参画し，施工・装置導入後のクリーンルー
ム性能試験まで含めたターンキーで受注した。このクリー
ンルームは，製造プロセスで発生するパーティクルやケミ
カルガスの高清浄エリア（0.1 μm クラス10）への流入防
止のために，気流制御方式を採用している。
従来のクリーンルームは，制御の容易性から圧力制御方
式を採用しているため，密閉性が必要であり，大型ガラス
基板を自動搬送する LCD 工場では，改善が要求されてい
た。
富士電機は，コンピュータによる気流解析手法やクリー
ンルーム実験室でのモデル実験を行い，大規模クリーンルー
ムの気流制御方式を実現した。

国内某社向け液晶工程用クリーンルーム
液晶工程用クリーンルームは，これまで 0.3 μm のじん
あいを管理してきたが，液晶の高精度化に伴いじんあい管
インバータ盤

ダクト

ローカル盤

善としてクリーンルーム内の作業者を保護する目的で，臭

クリーンベンチ

気対策も要求されてきている。富士電機は，このたび上記

ドライコイル

450

理の口径も 0.1 μm まで進んでいる。また，作業環境の改

の要求をクリアした大規模クリーンルームを納入した。
（1） 高清浄度化：特に清浄度が必要とされる通路部・ロー

ダ部にはシステム天井を採用し FFU（ファンフィルタ
ユニット）には，0.1 μm のじんあいを捕集する ULPA

リターン
装置部
0.1 m
クラス10

装置部
0.1 m
クラス10

装置部
0.1 m
クラス10

装置オペレータ
0.1 m
クラス100

フィルタを搭載した。
（2 ） 臭気対策：天井部から供給されるクリーンエアの風量

と排気量を調整し，かつエアの流路をクリーンベンチで
完全に分離して溶剤の飛散を防止した。

ダクト
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電気鉄道地上システム
電気鉄道変電所用新型沸騰冷却式シリコン整流器
富士電機は，地球環境に優しい小型軽量の純水沸騰冷却

図２５

新型沸騰冷却式シリコン整流器

図２６

電力監視盤・検測装置盤

図２７

整流器設備

式シリコン整流器の開発を完了し，製作を開始した。新型
整流器の主な特長は次のとおりである。
（1） 地球温暖化係数が零である純水を冷媒としており，地

球環境への負担を皆無としている。
（2 ） 国内最大級の高電圧大容量シリコン整流素子を独自に

開発し，大幅な部品点数削減と小型軽量化および損失低
減を実現している。
（3） 高い絶縁性と伝熱性を併せ持つファインセラミックス

を採用し，シリコン整流素子や主回路導体を絶縁するこ
とで装置全体を接地電位として安全性に配慮している。
（4 ） スナバ抵抗器なども含めた沸騰冷却によりスタック収

納部の温度上昇を低減し，省保守型完全閉鎖構造を実現
している。

東日本旅客鉄道
（株）
上野駅新南部配電所受配電設備
上野駅改修工事の一環として新南部配電所向け受配電設
備一式を納入した。設備は，高圧・低圧閉鎖配電盤，電力
監視盤，検測装置からなり，主な特長は次のとおりである。
（1） リモート入出力装置を採用し，配電盤間の外線ケーブ

ル削減と工事の簡略化を図っている。
（2 ） スケルトン，機器状態，故障，計測および動作履歴の

表示を液晶カラーディスプレイで行い，電力監視盤の大
幅な小型化を実現している。
（3） 検測装置は，プログラマブルコントローラ，パソコン，

リレー試験器およびプリンタで構成され，操作連動，保
護連動，停電連動の点検を自動で行う。また，点検結果
をリアルタイムに表示，印字する。本装置の導入によっ
て点検作業の大幅な省力化を実現している。

帝都高速度交通営団東六本木変電所受変電設備
帝都高速度交通営団南北線の延伸に伴い，東六本木変電
所に受変電設備一式を納入した。主な設備は，24 kV キュー
，整流器用ガス絶縁
ビクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS）
変圧器，シリコン整流器，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，主制
御用配電盤などである。主な特長は次のとおりである。
（1） 沸騰冷却式シリコン整流器，ガス絶縁機器の採用によ

り不燃化を実現している。
（2 ） 並列12相整流器（相間リアクトルなし）の採用により，

高調波抑制対策を図っている。
（3） 主配電盤は，プログラマブルコントローラとディジタ

ルリレーで構成した分散方式とし，また，点検作業用と
して，液晶カラーディスプレイを採用し，高信頼性，保
守省力化を実現している。
N99-2530-5
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電気鉄道地上システム
神戸市交通局海岸線き電設備
神戸市交通局の海岸線新設に伴い，御崎車庫き電開閉所

図２８

御崎車庫直流高速度真空遮断器

図２９

GTO サイリスタチョッパ装置

図３０

周波数変換装置

設備，神戸き電開閉所設備（タイポスト）および駅舎など
の電気室設備一式を納入した。き電設備は次世代型直流高
速度真空遮断器を採用した。主な特長は次のとおりである。
（1） アークスペースが不要なため，高速度気中遮断器

（HSCB）盤に比較して約 50 ％の容積に小型化している。
（2 ） 小電流から大電流まで全領域にわたって確実に遮断で

き，負荷投入性能も優れている。
（3） アークレス遮断方式であるためにほとんど損耗がなく，

保守点検周期を大幅に延長できる。
（4 ） 保安上安全な構造とし，また SF6 ガスを使用しない

新しいガスコンデンサの採用により，地球環境を配慮し
た不燃化を実現している。

東京急行電鉄
（株）
大岡山開閉所回生電力吸収装置
東京急行電鉄
（株）
目黒線ではワンマン運転化に伴い，車
両の定位置停止が必要となった。このため車両の回生失効
防止対策として，地上側で容易に対策可能な抵抗式回生電
力吸収装置一式を大岡山開閉所に納入した。
本装置は，GTO サイリスタチョッパ装置，抵抗器およ
び直流遮断器盤で構成されており，主な特長は次のとおり
である。
（1） 主回路交流電源と接続する必要がないため，設置場所

に自由度がある。
（2 ） 主回路機器構成が非常にシンプルである。

今回は，線路脇に隣接するスペースを活用して本装置を
設置したものであり，前述の特長を十分に発揮した。今回
のケースのように既存路線の回生失効対策に非常に有効で
ある。

川崎重工業
（株）
新幹線車両試験用周波数変換装置
川崎重工業
（株）
兵庫工場の新幹線車両試験用周波数変換
装置の老朽化更新および容量増強のため，最新技術を導入
した変換装置一式を納入した。この装置は，主に車両走行
試験の電源として使用するものであり，負荷が発生する高
調波を抑制する制御機能を有する 25 kV，2 MVA の自励
式変換装置である。既設設備と比較して主な特長は次のと
おりである。
（1） 少ない系統電源容量で運転を可能とする入力力率１制

御および回生車両の運転に対応している。
（2 ） 負荷側の高調波に起因する共振現象を 2 kHz 帯まで

抑制する制御機能により，LC フィルタを不要としてい
る。
（3） DDC 制御の採用により，制御性および保守性の向上

を実現している。

N99-2524-4
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鉄道車両システム
E2 系 1000 番代新幹線電車用主変換装置
東日本旅客鉄道
（株）
は，次期主力新幹線電車として，E2

図３１

E2 系 1000 番代新幹線電車用主変換装置

図３２

E231 系直流電車

図３３

試験設備および 700 系主変換装置

系1000番代新幹線電車（量産先行車）を開発し，2001年１
月に落成する。富士電機は，2.5 kV 1.8 kA 平型 IGBT を
適用した CI11C 型主変換装置を設計・製作し，納入した。
この装置の特長は次のとおりである。
（1） 大容量平型 IGBT を適用したコンバータ，インバータ

と も に 2S1P2A 接 続 構 成 に よ る 高 周 波 3 レ ベ ル 変 調
PWM 制御方式を採用し，主回路機器（主変圧器，主電
動機）の低騒音化，高効率化および高調波の低減を達成
した。また，直流電圧を 3,000 V に設定し，ロスを低減
することで部品の小型化を図っている。
（2 ） 機器室内密閉循環冷却方式を採用し，防じん性・防水

性・気密性を向上し，高品質・高信頼性を実現している。

E231 系直流電車側引戸用リニア式戸閉装置
東日本旅客鉄道
（株）
の今後の通勤・近郊形電車の主力量
産車である E231 系直流電車の近郊車に側引戸用戸閉装置
としてリニアモータシステムを納入し，2000年 6 月から営
業運転を開始し，現在も継続納入中である。
このシステムは量産先行車である E231 系 900 番代通勤
形直流電車用の改良形であり，改良点は次のとおりである。
（1） 制御方式を分散制御方式から集中制御方式に変更する

ことにより，プリント基板の集約および配線を削減し，
信頼性を向上した。
（2 ） ドアレールなどの部品改良により，さらなるぎ装方法

の簡略化，軽量化を達成した。
また，量産にあたり，購入品の製造方法，現場の管理ま
で踏み込んだ品質管理の徹底を図っている。

300/700 系新幹線電車主変換装置用試験設備
富士電機は，鉄道工場向けに各種車両搭載電気機器用試
験設備および工場付帯設備を納入している。
東海旅客鉄道
（株）
浜松工場では，2000年春から 700 系新
幹線電車が入場し，車両の全般検査を開始したが，富士電
機は，主変換装置について主に分解整備後の落成検査を行
う試験設備を納入した。特長は次のとおりである。
（1） 同一ラインで 300/700 系両形式の主変換装置の試験を

可能とした。
（2 ） 実機と同じ電動機を使用して，主変換装置の総合的な

動作確認ができる。
（3） 試験設備の一部を移動可能形とし，主変換装置が所定

外の場所にあっても，一部の動作確認ができるなど，臨
機応変な対応を可能にした。
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原子力
電力変電
系統保護制御
配

電

放射線

展

望

エネルギー部門では，環境問題や規制緩和の動向から関
連機器・システムに対し一層の高効率，低価格，信頼性・

ス炉，高速炉）
，ITER などに向けた超伝導技術など，将
来技術に向けた開発にも積極的に取り組んでいる。

保守性向上さらにはシステムの高度化が求められている。

電力変電分野では，発電所昇圧用 500 kV 級スプリット

エネルギーソリューション分野では，省エネルギーの分

型変圧器 2 台を納入した。九州で高温超電導変圧器を使っ

野で，SS 無線技術をベースとしてエネルギーや環境の各

た系統連系運転を行い，電力機器としての実用性能を世界

種要素を測定し，記録・管理できるシステムを数多く納入

に先駆けて実証した。22/6.9 kV，3,000 kVA 三相変圧器単

した。これをベースに ESCO ビジネスを展開している。新

相モデル器は超電導変圧器としては世界最大容量である。

エネルギー分野では大学などにりん酸形燃料電池を納入し

ガス絶縁開閉装置では海外市場を狙った 245 kV 器をシリー

た。太陽光発電システムとともに納入実績が上がっている。

ズ化した。回線幅 1,650 mm で世界最小級の寸法となった。

火力分野では，磯子火力向け 600 MW 石炭火力発電設

系統制御分野では，オープン分散制御方式を適用した系

備が，既設発電所を稼動させたまま建設を行うビルドアン

統運用自動化システムや，出水予測にニューラルネットワー

ドスクラップ方式で据付けに入った。富士電機が現在特に

ク手法を適用したダム自動制御装置を納入した。また

注力する IPP/自家用発電設備の分野では，台湾で単気筒

WWW 方式による運用情報配信サーバシステム，携帯端

非再熱蒸気タービン発電機として世界最大級である 155.2

末を使った点検業務記録管理システムを納入した。

MW 機を納入した。進行中の FP-1 プロジェクトとあわ

保護制御分野では，第二世代仕様ディジタルリレー系列

せ，台湾の電力事情に発する自家用発電設備の大容量化，

（DUG シリーズ）の拡大を図っており，500 kV 変圧器保

高効率化のニーズに積極的にこたえるものである。近年世

護装置や，経済的に変電所監視制御を実現する回線単位制

界でトップシェアを占めている地熱プラントでは，インド

御システムを納入した。今後さらにオープン LAN などの

ネシアの 1 ケーシング世界最大容量機や地熱資源を発電以

ネットワーク技術を強化し操作性や保守性などを高め，ラ

外にも活用する地熱コンプレックス用発電設備を複数納入
した。
水力分野では，インドで 2 台× 139 MW 揚水発電所機
器の製作をインド BHEL 社と共業で進めている。パキス

イフサイクルコストの低減をめざす。系統解析装置
（TNS）では東京大学既納システムに超電導発電機モデル
を追装納入した。また，負荷平準化において成長が期待さ
れる新型電池（NAS 電池）用交直変換装置を納入した。

タンでは 8 台× 23 MW バルブ水車・発電機の初号機が運

配電分野では，イントラネットを利用して全社レベルで

転を開始した。多様多数の現地陣容を総合的に運営し計画

省エネルギー目標・実績管理を容易に実現するエネルギー

工程どおりにプロジェクトを進めている。国内では種々の

管理システムや，低圧系統の接続状態を活線識別する径路

特徴ある水車・発電機が納入された。東北電力
（株）
向けで

探査装置を発売した。また自動検針システム用の電子式電

は冷却水レス，電動送風機レスのメンテナンスフリー横軸

力量計や端末器など，電力自由化や規制緩和などの変化に

バルブ水車・発電機が，東京都向けには 1.1 MW と 160 kW

対応した開発，製品化に積極的に取り組んでいる。

の発電機を両掛けにし，最適な運転を得るフランシス水車
を納入した。

放射線機器分野では，環境放射線モニタリングで線量率
変動要因の特定が容易となるようにγ線エネルギースペク

原子力分野では，核燃料サイクル開発機構向け燃料製造

トル測定機能が装備されたものが開発された。個人被ばく

施設の新保管搬送管理システムの据付け作業を完了した。

線量測定では，γ線・β線・中性子線が測定できる多機能

IC プラズマ廃樹脂高減容処理システムの実用化や，東海

線量計が実用化階段に入り，電子式線量計への置換えが進

発電所の廃止措置に向けた遠隔解体技術，廃棄物の処理技

展した。オープン化が進展し，病院などの中小システムで

術の開発試験に取り組んできた。実用ガス冷却炉（高温ガ

は既存情報インフラストラクチャーへの接続が進んでいる。
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エネルギーソリューション
エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」
「EcoHIESSENCE」は，環境改善や省エネルギーを推

関連論文：富士時報 2000.6 p.337-341

図１

エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」

進するために，エネルギー（電力，流量，圧力，温度など）
フレキシブル
無線ネットワーク
EcoARROW

や環境（水質，大気，土壌管理など）の各種要素を計測し，
その記録・管理用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

EcoHIESSENCE 子局

パソコン
ソフトウェア
EcoSTAR

親局

て，主に瞬時値データを対象としている点が異なる。
（1） 各種入力信号（DC1 〜 5 V，4 〜 20 mA ほか）や低

価格のセンサを用意し，種々の要素の測定が可能である。
（2 ） 無線により現場の子局と中央監視室の親局が接続され

流量・圧力・温度計測・環境データを
無線で伝送・データ収集する専用機

るためケーブル工事が不要で，設置コストの大幅な削減
が可能である。また通信費も不要である。
（3） 子局の追加により，計測範囲の拡張が容易にできる。
流量・圧力センサ

（4 ） データ集計は，Excel を使用しており，データの加工

流量計・圧力発信器

や分析が容易にできる（EcoSTAR）
。

100 kW 燃料電池発電装置（大学設置）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスでは，第一次商品機を

関連論文：富士時報 2000.4 p.207-210

図２ 100 kW 燃料電池発電装置（大学設置）

新研究棟脇に設置し，2000年 4 月に運転を開始した。発電
した電力は大学構内の系統に連系しキャンパス内の一般負
荷に供給しており，24時間連続運転により同キャンパス内
の年間電力の約 8 ％を賄う計画である。発生した熱は排熱
投入型吸収式冷温水機に投入することで新研究棟の空調用
として利用している。
装置の主な仕様は次のとおりである。
（1） 形

式

（2 ） 発電効率

：りん酸形，常圧，水冷式
：40 ％（LHV：Low Heat Value）

，
（3） 寸法，質量：3.8 m（L）×2.2 m（W）×2.5 m（H）
12 t

節電対策事業委託業務（ESCO 事業）
自治体などの省エネルギーをさらに推進するための節電

図３

節電効果の内訳

対策事業委託業務（ESCO 事業）に取り組んでいる。イン
バータを用いたポンプやファンの可変速運転技術，照明な
どの電圧を制御した節電装置などの省エネルギー機器・技

合計＝319 kW

術の適用と負荷容量にあった受変電設備の容量適正化など

その他

の対策を行う。
富士電機の調査能力とそれに基づく対策立案力が評価さ

照明設備

前は 319 kW の電力を，対策後は 280 kW と 39 kW 削減で

動力設備
（空調など）

対策前電力
（1999年度平均）
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39 kW削減
（節電率12％）

その他
照明設備 （11 kW削減）

れ，石川県保健環境センターから委託業務を受けた。対策
きた。目標節電率は 10 ％に対し，実績 12 ％が実現できた。

合計＝280 kW

動力設備
（28 kW削減）
（空調など）

対策後電力
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力
電源開発
（株）
磯子火力発電所新 1 号機（最盛期の据付け工事）

電源開発（株）から 25 MPa，600/610 ℃の USC（Ultra

図４

据付け工事中の磯子火力発電所新 1 号機タービン発電機

Super Critical）プラントである磯子火力発電所新 1 号機
用 600 MW 電気発生装置を1997年11月に受注契約し，現
在ドイツ・シーメンス製蒸気タービン，富士電機製発電機
および各種機器・配管の据付け工事が最盛期に入っている。
現地は既設発電所を運転しながら新設工事を進めるビル
ドアンドスクラップ方式が採用されており，建設現場が狭
いため，据付け工事は機器をジャストイン，ジャストオン
させることで推進している。
2001年夏からは本格的な試運転の開始を予定しており，
富士電機はシーメンスと協力して，2002年 4 月の運転開始
に向けプロジェクトを鋭意推進中である。

FP-1 ＃1，＃2 の完成
富士電機は，1994年 6 月に台湾の台塑石化股 有限公司
から 600 MW

蒸気タービン・発電機設備（FP-1

図５ 600 MW タービン・発電機

プロジェ

クト）を 4 台受注した。この発電設備は，売電を目的とし
た自家用発電設備（IPP）であるが事業用の石炭だき大容
量プラントに相当する規模を有し，かつ超臨界圧高効率ユ
ニットとして計画された。これらの設備は，計画どおり設
計・製作・出荷され，現地において各種試験が実施された。
その後，定格出力（600 MW）における96時間連続運転
（信頼性確認）試験を経て，1 号機は1999年 6 月 1 日，2 号
機は1999年 9 月 9 日，3 号機は2000年 9 月23日に営業運転
を開始した。1，2 号機の性能試験は，営業運転開始後に
実施されたが保証値を満足し顧客に正式に引き渡され，順
調に運転を継続している。なお，4 号機は2000年末に無負
荷試験が実施される予定である。

世界最大級単汽筒非再熱蒸気タービン
富士電機では台湾化学繊維
（株）
新港工場向けに単汽筒非

図６

工場での最終組立中の新港工場向け蒸気タービン

再熱蒸気タービン発電設備としては世界最大級となる
155.2 MW 機を納入した。台湾では最近の電力不足により
自家用発電設備が電力会社へ売電する傾向が増加し，発電
設備の大容量化と高効率化のニーズが顕著である。
富士電機はこのニーズにこたえるために非再熱蒸気ター
ビンに適用される種々の技術開発や改良を行った。とりわ
け増大する排気流量に対応する低圧翼の長大化と高効率化
（リーンラジアル32インチ翼）および改良型高効率反動翼
の採用（N1 プロフィル）により従来の発電設備よりも容
量で約 20 ％，効率で 1 ％以上の性能向上を達成した。
この成果が評価され，同社龍徳工場向け 162.1 MW 発電
設備を受注し現在順調に現地据付け中である。
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力
ハリプールコンバインドサイクル発電所用蒸気タービン

富士電機は1999年 7 月に韓国・現代建設
（株）
経由 AES

図７

ハリプール向け高中圧一体型蒸気タービンの出荷形態

向けハリプールコンバインドサイクル発電所用の蒸気ター
ビン発電機設備（131.6 MW）を受注した。この発電設備
はバングラデシュに建設される IPP（独立系発電事業者）
設備で，ガスタービン，排ガスボイラと組み合わされた多
軸型コンバインドサイクルユニットとして計画されている。
蒸気タービンは，主蒸気・再熱蒸気に加え，低圧蒸気を
混入させる三重圧式再熱復水タービンを採用している。
高中圧一体型蒸気タービンは，工場から組立完成状態で
出荷され，現地据付け工期短縮を可能とするなど IPP 事
業に適したものとなっている。
2000年10月に工場出荷済みで，2001年10月の運転開始に
向けて現地据付け工事中である。
N89-6703-1

地熱コンプレックス用発電設備
地熱資源は発電以外にも暖房，融雪，温室用など，直接

図８

地熱コンプレックス用発電設備

利用に多く利用されている。
富士電機は，従来の発電専用の地熱蒸気タービンに加え，
発電以外の目的を持った地熱発電所向けに次のような地熱
蒸気タービンを納入した。
（1） アイスランド向けには，地域暖房用温水供給設備の加

熱蒸気を供給する，二段の外部制御抽気を有する 30 MW
の地熱タービンを納入した。
（2 ） 米国ソルトンシー向け 5 号タービンは，地熱熱水に含

まれるミネラルを抽出する過程で発生する蒸気を有効に
発電に利用する二段混圧を有する。

N68-446-3

水

力
パキスタン・チャスマ発電所向け 8 × 23 MW バルブ水車・発電機の運転開始

パキスタン水・電力公社チャスマ発電所向け機器は，
1999年 3 月から据付けを始め，このたび，初号機の運転を
開始した。富士電機の納入範囲は，水車，発電機，補機の
ほかに，ゲート，トラッシュラック，けた長 40 m のガン
トリークレーン，天井クレーン，空調設備，エレベータと
多岐にわたっているが，当社派遣員，現地人管理・技術ス
タッフおよび現地工事業者の総合力を発揮して計画工程ど
おりに運転開始の運びとなった。今後，1 か月ピッチで順
次運転を開始していく計画であり，2001年 7 月には 8 台す
べてが運転を開始する予定である。
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図９

水車案内羽根開閉機構（130 t）のつり込み作業
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力
インド・ガトガール発電所向け 2 × 139 MW 揚水発電設備の工場試験

インド・マハラシュトラ州灌漑（かんがい）局ガトガー

図１０

ポンプ水車ランナ

ル発電所向け 2 台× 139 MW 揚水発電設備の設計・製作を
進めている。本発電機器はランナ，固定子コイル，磁極な
ど主要な部品を除きインド重電機器メーカーの BHEL 社
と共作により製作している。富士電機は技術面でのリーダー
として納入機器全体のエンジニアリング，主機の基本設計，
詳細設計を担当している。
すでにポンプ水車部品の当社製作担当部品である， 1 号
ポンプ水車固定部は総合組立検査を実施し出荷された。ま
た 1 号， 2 号ランナも逐次出荷を完了している。引き続き
発電電動機，始動装置，コンピュータシステムも2001年３
月に工場試験を完了させる予定である。BHEL 社担当機
器も，富士電機の製作指導，品質管理のもとに鋭意製作が
進められている。

N89-6696-7

東北電力
（株）
新鷹の巣発電所向け 2 × 8.3 MW 横軸バルブ水車・発電機の運転開始
東北電力
（株）
新鷹の巣発電所向け 2 台× 8.3 MW 横軸バ

図１１

ランナのつり込み状況

ルブ水車・発電機は，機器据付け後の確認試験中で，2000
年11月からは機器への通水を含めた有水試験を行い，2001
年１月の運転開始に向け鋭意取り組んでいる。
本発電所は既設発電所を廃止し，新たに高さ 28 m のダ
ムを築造した，最大水量 150 m3/s，最大出力 15,700 kW の
ダム式発電所である。
機器の特長としては，フィン冷却方式および外被直接冷
却方式の採用による冷却水レス化に加え，回転子の自己ファ
ンによるバルブ内の空気循環方式を採用し，電動送風機の
省略を図った補機レスの完全メンテナンスフリーバルブ水
車・発電機である。

東京都交通局白丸発電所向け 1.1 MW 横軸両掛フランシス水車・発電機の運転開始
東京都交通局白丸発電所向け 1.1 MW 横軸両掛フランシ

図１２

有水試験中の水車・発電機設備

ス水車・発電機設備および開閉装置が2000年11月に営業運
転に入った。この発電所は多摩川水系多摩川の上流にある，
既設白丸調整池ダム（越流式直線重力式）に取水せきを築
造して，最大流量 5.30 m3/s を取水し，60 m の鋼管製水圧
鉄管を経て，最大出力 1,100 kW の発電を行うダム式発電
所である。特長は次のとおりである。
（1） 1 号機 1,114 kW と 2 号機 160 kW の容量が異なる両掛

水車を採用し，流量が多い場合でも少ない場合でも効率
的に水車運転を行うようにした。
（2 ） 主変圧器はモールド型変圧器を採用し，運転開始後の

保守点検を容易にした。
（3） 水車・発電機が単独運転となった場合，自動的に運転

停止が行える単独運転検出装置を採用した。

53

富士時報

Vol.74 No.1 2001

エネルギー

原子力
IC プラズマ廃樹脂高減容システム
原子力発電所の水浄化系から発生する放射性使用済イオ

図１３

IC プラズマ廃樹脂高減容システム

ン交換樹脂の減容処理を目的とし，富士電機のプラズマ技
術を応用した IC（Inductively Coupled）プラズマ廃樹脂
高減容システムを開発した。現在，実証機システムによる
確証試験を実施中である。
本システムは，1/20 という高減容が可能である。また，
化学的に活性の高い酸素プラズマによる低温で穏やかな反
応により，減容処理中に発生する排ガスへの放射性核種の
移行率を 100 万分の 1 と低く抑えることができる。さらに，
排ガスや廃液などの二次廃棄物の発生を低減できる画期的
なシステムである。減容後の処理残査で製作したセメント
固化体は，埋設廃棄体としての性能を十分満足している。

N89-6693-11

六ヶ所再処理施設向け遠隔自動装置の製作
三菱マテリアル
（株）
から日本原燃
（株）
再処理施設向け，

図１４

六ヶ所再処理施設向け遠隔自動装置

ウラン・プルトニウム混合脱硝施設を受注し，設計・製作
を進めてきた。富士電機は，上記施設のうち，脱硝後の
MOX 粉末を取り扱う工程などのグローブボックス内装設
備を合計22基担当している。主要製作機器は，混合機，粉
末移送機器類，ホッパ，プロセスフィルタ，粉末充てん機，
容器搬送機器類などの全 180 台である。これらの機器は，
核物質を閉じこめるグローブボックス内に設置されるため，
遠隔自動化技術が基本になるとともに，高度な信頼性およ
びメンテナンス性の技術が要求される。また，これまで富
士電機が手がけた MOX 燃料製造設備の技術も反映されて
おり，現在，富士電機・川崎工場において順次組立を行い，
信頼性およびメンテナンス性の最終確認を実施している。
N89-6705-1/N89-6705-2

原子炉遠隔解体装置の開発
富士電機は，1998年に停止した日本原子力発電
（株）
東海

図１５

原子炉遠隔解体装置

発電所の原子炉などを安全に解体するための技術開発を本
格的に推し進めている。切断された約 1 トンまでの高質量
解体物を把握・搬送する「重量物ハンドリング技術」
，切

原子炉遠隔解体装置
ガイドレール

断時に発生する粉じんを確実に回収する「二次生成物回収
処理技術」などをはじめ，把持ツールと切断トーチを取り
付けた動作アームが遠隔自動運転にて計画された部位に正

アーム

確に到達し，把持動作と切断動作とを連携して行うことが
できる「原子炉遠隔解体装置」を開発中である。
解体装置は球形の原子炉圧力容器と内部の複雑な構造物
を取り扱うので，相手との微妙な位置ずれや角度ずれを吸

把持機
切断トーチ用
マニピュレータ

収しつつ確実に把持する機能と，あらかじめ計画された区
画に沿った切断作業を実行する高い信頼性が要求される。
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電力変電
高温超電導変圧器の電力系統連系運転
富士電機は九州大学，九州電力
（株）
，九州変圧器
（株）
，

図１６

高温超電導変圧器の電力系統連系運転

大陽東洋酸素
（株）
と共同で，高温超電導変圧器の国内初の
約 200 時間にわたる電力系統連系運転に成功し，電力機器
としての実用性能を世界に先駆けて実証した。系統連系運
転に成功した高温超電導変圧器は電圧 22/6.9 kV，容量
3,000 kVA 三相変圧器の単相モデル器であり，超電導変圧
器としては世界最大容量のものである。
今回使用した超電導変圧器は，2000年 3 月，
（財）
福岡県
産業科学技術振興財団が新エネルギー・産業技術総合開発
機構から受託した1998年度ベンチャー企業育成型地域コン
ソーシアム研究開発事業（総括研究代表者：九州大学・船
木和夫教授）のなかで開発されたものである。

東京電力
（株）
富津火力発電所納入 525 kV 820 MVA 主変圧器
富士電機は，東京電力（株）富津火力発電所向けに 525

図１７

富津火力発電所における主変圧器の据付け状況

kV 820 MVA 主変圧器を 2 台納入した。富士電機ではす
でに電源開発
（株）
に 510 kV 1,100 MVA の昇圧変圧器を納
入しているので発電所用の 500 kV 級変圧器としては 2 例
目となる。
この変圧器は低圧巻線が二組あり，変圧器 1 台に対し，
発電機 2 台を接続するスプリット型変圧器である。高圧側
にはガス絶縁避雷器を取り付けている。また，騒音レベル
を 70 dB 以下とするために，変圧器本体に制振鋼板を取り
付けている。
1 台目の主変圧器はすでに据付け工事が完了しており，
2001年 7 月に営業運転開始の予定である。 2 台目の主変圧
器は現在据付け工事中である。
A601082

海外向け 245 kV ガス絶縁開閉装置
富士電機では，定格電圧 72 〜 300 kV のガス絶縁開閉

図１８

工場試験中の海外向け 245 kV GIS

装置（GIS）を製品化しているが，海外における超高圧系
統で一般的な 245 kV クラスには，300 kV GIS を適用する
必要があった。
このたび富士電機では，海外の 245 kV 市場をターゲッ
トとした 245 kV GIS をシリーズに加え，300 kV クラスま
でのシリーズを充実させた。GIS は相分離形であり，主な
定格仕様は電圧：245 kV，電流：3,150 A，短時間耐電流：
40 kA（3 s）である。また回線幅は 1,650 mm で，世界最
小級の寸法を実現している。
この GIS シリーズの充実により，245 kV クラスを含む
海外 GIS 市場において，富士電機の競争力強化と物量拡
大が期待される。
AM188824
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系統保護制御
北海道電力
（株）
釧路系統運用自動化システム
北海道電力
（株）
に系統運用効率化と，信頼性・応答性・

図１９

釧路系統運用自動化システム

拡張性の高度化を目的とした釧路系統運用自動化システム
を納入した。このシステムは Fast Ethernet，64ビットマ
ルチ CPU を採用したオープン分散システム（コンピュー
タ台数30台）構成となっており，特長は次のとおりである。
（1） 系統・水系模擬機能を有した訓練機能により，水力発

電所の操作を含めた事故復旧訓練が可能となっている。
（2 ） 系統運用情報を WWW 方式によりイントラネットに

配信し，系統・水系情報の共有化を図っている。
（3） 電力系統での故障発生時に速報の作成と関係箇所への

電話・ファクシミリによる自動通報を行っている。
（4 ） 貯水池運用計画の作成や発電計画の作成において，他

メーカー WS と接続しマルチベンダの機能を実現して
いる。

N99-2520-22

電力所保守点検システム
保守点検システムは，設備の保守点検の効率化を目的と

図２０

保守点検端末画面

した装置である。現場でのデータ入力から点検報告書の作
端末データ入力画面

成までの手間を削減し，さらに点検データから傾向管理を
することが可能である。
システムはデータベース用パソコンと保守点検端末から
なる。端末は PDA を使用し，保守員をサポートするため
に点検項目ごとのガイド，点検データのトレンド表示，上
下限管理が組み込まれている。データベース用パソコンは
点検報告書の作成，点検項目の管理（追加，削除，変更）
，
点検データのトレンド表示による傾向管理を行う。
端末の点検データは保守データベース用パソコンで取り
込み・加工を容易にするため，表計算形式のデータで格納
している〔保守点検端末を電源開発
（株）
へ納入〕
。

端末トレンド表示画面

東北電力
（株）
新鷹の巣発電所ダム自動制御装置
東北電力
（株）
には，これまでにダムの完全自動化を目的
としたダム自動制御装置を 2 セット納入してきた。今回新
鷹の巣発電所建設に伴い，予測機能を強化したダム自動制
御装置を納入した。システムの特長は次のとおりである。
（1） 最新 UNIX ワークステーションを採用するとともに，

記録機能，およびゲート制御支援機能を備えたバックアッ
プ装置を設置し，機能分散型高信頼性システムを実現
（2 ） 北新潟技術センター間は，ルータを使用して LAN 延

長（光回線）し，遠隔地からのリモート制御が可能
（3） オンライン業務と並行し，実装置（操作卓など）を使

用した操作訓練シミュレーションが可能
（4 ） 出水予測にニューラルネットワーク手法を用い，長期

予測の高精度な予測が可能
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系統保護制御
中部電力
（株）
大高変電所向け回線単位制御盤システム
富士電機では，下位系変電所用回線単位制御盤システム

図２２

回線単位制御盤（DAC）

図２３

500 kV 変圧器保護継電装置

の 1 号機を中部電力
（株）
大高変電所に納入した。本システ
ムは，中部電力
（株）
との共同研究により開発したもので，
主な特長は次のとおりである。
（1） 回線，主回路機器単位に独立した回線単位制御盤

（DAC）には，CCS，U-PAC，ASY，43P 機能，上位
装置間伝送機能を有し，変電所の監視制御を行う。
（2 ） 複数の DAC からの情報を中継する 1：N 装置は，上

位装置のテレコン盤との光伝送機能，変電所内に設置さ
れる集中監視制御装置（IMCS）との Ethernet による
LAN 結合機能を有する。
（3） IMCS は，変電所の直接運転に必要な情報を DAC か

ら収集し，CRT 画面による制御・表示機能を有する。

東京電力
（株）
向け 500 kV 変圧器保護継電装置
東京電力
（株）
新榛名変電所向けに第二世代ディジタルリ
レーを適用した 500 kV 変圧器保護継電装置を受注した。
特長は次のとおりである。
（1） 事故部位に応じて，より高感度あるいは高速動作の比

率差動リレーを採用し，保護性能の向上を図っている。
（2 ） 従来の構成（主保護，後備保護の 1 系列，700 mm 幅

４面）に対し，主保護のみ 2 系列化した 1.5 系列で 2 面
構成とし，コストダウンを図っている。
（3） 整定表示（HI）は OADG 準拠のパソコンでの携帯形

ツールで運用保守でき，遠隔運用も対応可能である。
（4 ） 装置動作，装置異常時のデータセーブ機能を付加し，

また解析支援機能を使用することにより運用保守性の向
上を図っている。
N99-2528-3

中部電力
（株）
向け 500 kW × 2 NAS 電池用交直変換装置
富士電機では 500 kW × 2 NAS 電池用交直変換装置を

図２４

中部電力
（株）
向け 500 kW×2 NAS 電池用交直変換装置

日本ガイシ
（株）
経由中部電力
（株）
大高変電所に納入した。
6.6 kV 高圧連系の実用機であり，2000年 2 月に運用開始し
た。特長は次のとおりである。
（1） 直流高圧の電池電圧に対応し，かつ高周波動作可能な

1,400 V 300 A の IGBT 素子を適用し，装置の小型化を
図っている。
（2 ） 500 kW 機は単機 250 kW 交直変換装置の変圧器結合に

て構成し，片側のみでの 250 kW 運転を可能としている。
（3） 基本的な定電力充放電機能に加え，負荷追従運転機能

と無効電力制御機能を具備している。
（4 ） 入出力電流はほぼ正弦波波形であり，系統連系技術要

件の高調波抑制対策技術指針を満たしている。
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電
低圧径路探査装置「径探くん」

低圧負荷の電力量を計測したい場合や，低圧系統の増

図２５

「径探くん」の親機と子機

設・改造を行う際など，各コンセントと供給元ブレーカ間
の接続状態を特定する必要があるが，低圧系統が図面と異
なっていたり，不明な場合には停電作業により調査を行う
必要が生じる。しかしながら一般的に停電を伴う作業には
日程や時間の制約があるため，調査が難航する場合が多い。
富士電機は，通電状態のままでコンセントなどの電源供
給元ブレーカを特定する装置「径探くん」を開発した。

親機

子機

特定する原理には配電線搬送技術を用い，子機から共同
地線と大地の間へ高周波信号に変調した識別用データを注
入し，その信号が流れているブレーカを親機で識別するこ
とで，ノイズによる誤判定のない信頼性の高い装置として
いる。

センサ

省エネルギー支援エネルギー管理システム
CO2 の削減やエネルギーコストの削減など，省エネル

図２６

省エネルギー状況画面と日負荷トレンド画面の例

ギーへの取組みが重要になっている。特に低圧系統のエネ
省エネルギー状況画面

ルギー使用量を把握し，的確に対処していくことが省エネ
ルギー活動を推進するうえでのポイントとなる。富士電機
は，省エネルギー活動の支援を行うためのエネルギー管理
システムを開発し，変電システム製作所にて試運用を実施
している。本システムの特長は次のとおりである。
（1） 電力系統の構成や職場の配置にかかわらず，組織体系

に従った目標値と使用実績値の管理
（2 ） ホームページ上に最新の実績値などを自動更新して表

示することにより，社内イントラネットを介して全社員
が自職場や他職場の省エネルギー状況などを参照可能
日負荷トレンド画面

（3） 電子メールによる職場担当者への状況連絡

使用電力量表示端末
東京電力
（株）
と共同で，各種料金メニューに対応した使
用電力量計量への対応，および電力小売り自由化に伴う同
時同量計量への対応を目的として使用電力量表示端末，お
よびこれと組み合わせる電力需給用複合計器
（通信機能付）
を開発し，型式承認を取得した。
開発した使用電力量表示端末は，フラッシュメモリの採
用による電池レス化や，家庭用 2 時間帯計器の筐体（きょ
うたい）を使用するなど，低コスト化，小型化を図った。
〈仕

様〉

™使用電力量表示端末：110 V，50/60 Hz
™電力需給用複合計器（通信機能付）
：三相 3 線式，110 V，
5 A，50 Hz または 60 Hz
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使用電力量表示端末（左）と電力需給用複合計器
（通信機能付精密級）
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放射線
入退域管理装置
原子力発電所の放射線管理区域では，作業者の個人線量

図２８

入退域管理装置の設置状況

図２９

可搬式モニタリングポスト

値を測定・評価し，また計画的な作業管理により，被ばく
低減を図る必要がある。
富士電機では従来の入退域管理システムの操作性，処理
性能の問題を改善した新しいシステムを完成させ，中部電
力
（株）
浜岡原子力発電所に納入した。
本システムは，電子式線量計（約 3,000 台）
，入退域管
理装置（約40台）
，さらに線量計の保管状況を一括管理で
きる充電装置（約40台）をオンライン化し，入退域管理を
はじめ各機器の状態監視もリアルタイムに行うことができ
るようにした。入退域管理装置の特長としては，線量計の
データ交信を無線化し，作業件名入力を簡素化することに
より，入退域処理時間を従来の 1/3 に短縮した。

環境放射線モニタリングポスト
原子力施設では緊急時などのために屋外でγ線を測定す
るための可搬式モニタリングポストが必要とされるが，富
士電機では次の特長を有する小型・軽量の可搬式ポストを
開発した。
（1） パルスモードと電流モードを併用し，1 台の NaI（T1）

シンチレーション検出器で BG 〜 1 × 108 nGy/h までの
広範囲を計測可能
（2 ） 低エネルギーγ線における高線量率領域直線性を改善

するために金属フィルタを用いるとともに，DBM 方式
の補償回路を用いることで良好なエネルギー特性を実現
（3） GPS を用いることで可搬式ポストの位置情報を把握

し携帯・衛星電話により測定値と位置情報の伝送が可能

A8075-20-222

個人線量計
原子力関連など放射線利用施設では作業者個人の放射線

図３０

個人線量計

被ばく用測定器として個人線量計が使用される。
富士電機では，使用数が少ない小規模顧客向けに市販の
一次電池で動作する線量計 3 種類〔γ
（X）線用，γ
（X）/
中性子線用，中性子線用〕とデータ交信する設定器を開発
した。
これら個人線量計の特長は次のとおりである。

γ
（X）線用

（1） 電源スイッチのオン・オフのみの簡単操作
（2 ） ポケットに装着し人体の 1 cm 線量当量を積算表示
（3） 電源として市販の単 4 一次電池を使用し，それぞれ連

続で 500 時間以上〔γ
（X）線用〕
，100 時間以上〔γ
（X）/
中性子線用〕の測定が可能
（4 ） 設定器を介してパソコンとデータ通信ができ，被ばく

管理システムに活用が可能

γ
（X）/中性子線用

中性子線用
A7966-20-28
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具

回転機・可変速機器

展

望

2000年の国内市場は，半導体と IT 化の設備投資にリー

転位置センサの拡充のためアブソリュートエンコーダとの

ドされて回復基調が持続した。また海外市場は全般的に堅

互換性を持った16ビットインクリメンタルエンコーダを開

調であった。

発した。これによりアブソリュートとインクリメンタルの

海外市場の重要性が増すとともにグローバルな視点での
商品開発がより重要になってきている。グローバル市場に
展開するシステムコンポーネントの基本コンセプトは，シ

両方式がそろい，幅広い用途に対し，最適なサーボシステ
ムの構築が可能になった。
電動機分野では，高効率モータの新 JIS 規格（C 4212）

ステム化対応，オープン化対応および国際規格対応である。

に適合した新高効率モータシリーズを市場に投入した。一

このような視点に立ち，富士電機はシステムコンポーネン

方，エレベータ業界の省エネルギー要求にこたえるためエ

トの拡充とシリーズ化を強力に進め多くの成果を上げた。

レベータ用同期電動機を商品化した。既開発の同期電動機

以下にその概要を述べる。

駆動用薄型インバータ FRENIC5000VG5F と組み合わせる

制御システムの核となるプログラマブルコントローラ
（PLC）分野では，統合コントローラ MICREX-SX シリー

ことによりマシンルームレスエレベータの実現に大きく貢
献する。

ズの機種拡充として，パソコンに搭載できる PCI バス対

急激な IT 化の進展とともに PC サーバの需要が伸長し

応の高性能 CPU ボードを開発した。さらに，これと並行

ている。このため，小型で高信頼度の常時商用給電方式

して大容量 CPU モジュールを開発し，大規模システムへ

UPS を新たにシリーズ化した。新シリーズはネットワー

の対応を容易にした。また，従来のタイマ/リレーの代替

ク対応能力を大幅に強化しており，UPS のネットワーク

として超小型コントローラであるタイムリーパワーを系列

管理が容易に行える。

に加えた。

配電盤・制御盤内器具分野では，国際化，環境調和，安

オ ー プ ン ネ ッ ト ワ ー ク 対 応 の 要 望 に は ， OPCN - 1，

全性，コンパクト化を狙った商品開発に注力した。電磁開

DeviceNet などに対応する I/O ターミナルを開発すると

閉器では，海外市場向けとして主回路 3 極形の NEO SC

同時に，ビットレベルネットワークでは，各種 AS- i 用機

E シリーズを系列化した。E シリーズは，主回路端子に箱

器の商品化でこたえた。

形構造を採用し，フィンガープロテクション・欠相検出機

アクチュエータの中核機種であるインバータでは，海外
市 場 向 け と し て 400 V 用 高 性 能 コ ン パ ク ト イ ン バ ー タ
FVR-E11S-4

シリーズを開発した。E11S-4

シリーズは各

種インテリジェント機能を標準搭載するとともにオプショ

能を標準装備している。
配線用遮断器では，国内仕様ブレーカと同一寸法で
UL・CSA 規格および CE マーキングにも適合した新シリー
ズを開発した。

ンカードの装着により，各種オープンネットワークに対応

環境負荷低減は世界の潮流であり，環境調和機器として

できるようにした。各種産業機械で高機能，高性能が求め

エネルギー管理に最適なディジタル形多機能リレー，電力

られる可変速用途向けとして，FRENIC5000VG7S が好評

監視ユニットの機種拡充を図った。

を得ているが，2000年は VG7S 用のオープンネットワー
ク I/F カードを開発するとともに機能拡張のための各種
オプションカードの拡充を行った。

高圧遮断器分野では，24 kV キュービクル形ガス絶縁開
閉装置（C-GIS）用の真空遮断器を開発した。
富士電機では，今後さらに急速に進展するシステム化，

サ ー ボ シ ス テ ム FALDIC - α シ リ ー ズ で は ， 従 来 の

オープン化，グローバル化に対応するため，顧客各位との

3,000 r/min に加えて，1,500 r/min 低ベースタイプをシリー

継続的なコンタクトにより，ニーズに合った高性能，高品

ズ化するとともに，ワーク高速移動停止時の振動を 1/10

質のシステムコンポーネントを開発・提供していく所存で

まで低減した制振機能付きシリーズを開発した。さらに回

ある。
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統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」の大容量 CPU モジュール
MICREX-SX シリーズ SPH300 にメモリ大容量品を開

図１

CPU モジュール SPH300：NP1PS-117R

発し，機種拡充を図った。主な特長は次のとおりである。
（1） プログラムメモリ容量 117 k ステップ，データメモリ

容量 256 k ワードにより大規模プログラムへの対応が可
能
（2 ） ユーザー ROM カードに対応。ユーザー ROM 運転，

プロジェクトのアップロード，ダウンロードが可能
（3） D300win との間で高速伝送を実現する USB ポートを

装備（伝送速度：12 Mbps）
（4 ） 基本命令 20 ns，応用命令 40 ns の超高速処理
（5） 最大 8 台までのマルチ CPU に対応。負荷分散による

高速処理を実現
（6 ） 国際標準言語 IEC61131-3 に完全準拠。世界中のどこ

でも通用するプログラミングが可能

PCI バス対応の「MICREX-SX」高性能 CPU ボード
統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」において

図２

PCI バス対応 MICREX-SX 高性能 CPU ボード

図３

TimeRy Power（NQ2P10R-14C）

CPU 機能と SX バスインタフェース機能を搭載した PCI
（Peripheral Component Interconnect）バスに対応するパ
ソコン内蔵ボードを開発した。
本ボードを使用することによりパソコンを使用した装置
の小型化，高速化および省線化が可能となる。
また，付属の Windows NT ・ Windows 2000 用ドライ
バソフトウェアとメッセージマネジャーシステムソフトウェ
アを用いれば，ユーザーアプリケーションから簡単にデー
タの交換ができる。

超小型コントローラ「タイムリーパワー」
「TimeRy Power」は，従来のタイマ/リレーの代替とし
て幅広い用途に利用できるコントローラである。特長は次
のとおりである。
（1） コンパクトサイズ：10点タイプは 72 × 90 × 57（mm）
，

20点タイプは 126 × 90 × 57（mm）である。
（2 ） 大容量リレー出力：最大 10 A のリレーを装備してお

り，照明・バルブなどを直接運転・制御できる。
（3） 多機能：タイマ15点，カウンタ 8 点を標準装備し，時

計機能・アナログ入力搭載品により日・週単位のスケ
ジュール管理やアナログ値の簡易制御が可能である。
（4 ） 容易な配線プログラム：配線は，前面に設置された操

作キーと LCD により専用ツールなしで入力でき，ラダー
図を用いたソフトウェア配線により既存シーケンス回路
図をそのまま流用できる。
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オープンネットワーク対応機器の拡充
統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」のコント

図４

オープンネットワークの位置づけ

ローラ，POD，インバータなど機器のオープンネットワー
工場管理
WS，PC

ク対応製品の拡充を図った。コントローラレベルネットの
OPCN-2（FL-net）は自動車関連業界にはじまり，その

①コンピュータレベル
Ethernet，Fast Ethernet
生産ライン管理監視制御
WS，PC

他業界にも広く適用が検討されてきている。デバイスレベ
ルネットでは端子台型リモート I/O の発売に伴い主に搬

②コントローラレベル
OPCN-2（＝FL-net）

送機分野，半導体製造装置分野での適用が活発になってき
た。インバータ VG7/G11/P11 シリーズでは欧米でのネッ
トワーク適用が高まってきている。ビットレベルネットで
は AS-i および AS-i とのゲートウェイが好評であり，省
線化のニーズが高まっている。またビルオートメーション
用として発売した MICREX-SX の LON システムは，空調

③デバイスレベル
OPCN-1
（＝JIS B 3511）
DeviceNet，
PROFIBUS-DP
④ビット（センサ）レベル
AS-i

機をはじめとするビル関連機器への適用が進んできている。

電源装置
PC サーバ用 UPS の新シリーズ
PC サーバ用をターゲットとした常時商用給電方式の

図５

PC サーバ用 UPS の新シリーズ

図６

中容量 UPS「660 シリーズ」10 kVA 機

UPS（無停電電源装置）：500 〜 3,000 VA の製品化を行っ
た。特長は次のとおりである。
（1） 19インチラックマウントタイプの超薄型。1,400 VA

（2u），3,000 VA（3u）と，自立タイプの 500 VA，700
VA，1,400 VA を系列化
（2 ） ネットワーク対応能力を強化した UPS 管理ソフトウェ

アを充実。SNMP 対応も可能
（3） 品質重視設計で，故障率を大幅に低減。バッテリーの

寿命を縮める内部温度上昇も抑え，異物混入や部品破損
時も出力の確保が可能
（4 ） RAS 機能を充実し，停電や故障の履歴を記録して，障

害解決のスピードアップを実現

中容量 UPS「660 シリーズ」
UPS（無停電電源装置）
「650 シリーズ」の改良型とし
て新型中容量 UPS「660 シリーズ」10 〜 75 kVA の系列
化を図った。主な特長は次のとおりである。
（1） 新制御方式により高効率化（総合効率 88 ％以上）
，お

よび低騒音ファンの採用により低騒音化を実現
（2 ） JEMA-MIB 準拠の SNMP 方式による UPS モニタ機

能を標準装備。市販の SNMP マネジャーにて UPS をネッ
トワーク管理することが可能
（3） リモートメンテナンス機能を標準装備。オプションの

モデムやダイアルアップルータにより富士電機コールセ
ンターと通信し，遠隔監視や自動故障発報などが可能
（4 ） 待機冗長，簡易並列冗長機能（オプション）を備え，

高信頼度システムを実現
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電磁開閉器「E シリーズ」

「国際性」
「安全性」
「実用性」
「小型化」
「環境性」とい

図７

E シリーズ電磁開閉器群

図８

反相リレー（QE-20T，QE-40T）

う五つのコンセプトを軸にした中大型電磁開閉器「NEO
SC シリーズ」の拡充として「E シリーズ」電磁接触器・
サーマルリレーを開発した。特長は次のとおりである。
（1） 端子部の電線接続方法を海外で主流である裸線の直配

線が確実にできる箱形端子構造とした。
（2 ） 端子部感電防止などの安全性重視の要求に対し，IEC

規格適合のフィンガープロテクション構造とした。
（3） サーマルリレーは欠相検出機能を標準装備している。
（4 ） グローバルな商品として，標準で世界の主要規格 IEC

を TÜV にて認証取得し，UL，CSA についても認証取
得している。

反相リレー
制御装置の高度化に伴い，製品の小型化や配線の簡素化
が求められている。今回，これらの要求に対応してタブ端
子形反相リレーを開発した。反相リレーは三相電源の相順
序を検知して，モータの逆回転を防止するもので，相順序
が正しい三相電圧が印加されたときだけ常時開路接点によっ
て出力される。この出力によってモータ始動用電磁開閉器
などを制御する機器で，主な特長は次のとおりである。
（1） 定格電圧は 200 〜 220 V，400 〜 440 V とワイドレンジ。
（2 ） 許容電圧変動範囲が定格の 85 〜 110 ％と広い。

。
（3） 雷インパルス耐電圧 6 kV（1.2 × 50 μs 波）
，400 〜 440
（4 ） 200 〜 220 V 定格品は 60 × 50 × 51（mm）
V 定格品は 78 × 45 × 51（mm）と小型。
（5） 電圧動作式なので負荷が接続されていなくても検出が

可能。

海外規格対応富士オートブレーカ
海外に輸出される機械装置・半導体産業用装置は，欧州
や北米市場の規格に対応した機器を標準採用する傾向にあ

図９

富士オートブレーカ EA，SA-UL シリーズ
（30 〜 400AF）

る。こうした要求に対応するため，このたび，国内仕様ブ
レーカと同一寸法で，UL・CUL 規格の認定を取得し，か
つ EN 規格に適合（CE マーキング）した富士オートブレー
カを新たにシリーズ化整備したので紹介する。
主な特長は次のとおりである。
（1） UL・CUL489（MCCB）または 508（MMC）
，および

EN（IEC）規格，JIS 規格に準拠している。
（2 ） 端子構造は，圧着端子接続，平型端子付き，ブロック

端子付きと，豊富な接続方式から選択可能である。
（3） 外形寸法，取付け寸法を国内向けブレーカと同一寸法

としたことにより，既存盤での取付け互換性がある。
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具
可逆一体形オン・オフ制御用ソリッドステートコンタクタ

各種機械装置の制御盤の省スペース化や省配線化の要求

図１０

可逆一体形オン・オフ制御用 SSC

図１１

新型 24 kV C-GIS 用 VCB

図１２

新型電動出し入れ形真空遮断器

に対して，三相誘導電動機の可逆運転を 1 台のソリッドス
テートコンタクタ（SSC）でできる可逆一体形 SSC を開
発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 適用モータ容量：AC 3 級 200 〜 240V，0.75 〜 3.7 kW

までの 3 機種をシリーズ化
（2 ） 標準の非可逆形 3 極 SSC と同一寸法のケースに収納

した小型形状
（3） 正転・逆転の同時投入を防止する操作入力のインタロッ

ク回路を内蔵（インタロック時間：100 ms）
（4 ） 正転または逆転信号に同期した補助出力回路を内蔵
（5） 動作表示 LED，冷却フィンを標準装備

24 kV C-GIS 用真空遮断器
近年は，ますます安定した電力の供給が求められている。
一方では設置スペースの有効利用，更新対応としての縮小
化，保守の効率化などの要求が高まっている。富士電機で
はこれにこたえるキュービクル形ガス絶縁開閉装置（CGIS）が発売以来高い評価を得ている。このたび，小型化
した 24 kV の C-GIS 用真空遮断器（VCB）を開発した。
この VCB は主回路部に新規開発した小型の真空バルブを
組み込み，SF6 ガスで密封した C-GIS の容器に収納し，高
信頼性・コンパクト化を図ったものである。また，新規開
発の電動ばね操作形の操作器は大気側に配置し，正面から
動作状態の確認や手動開閉操作ができ，メンテナンスが容
易にできる構造としている。写真は撮影用架台に取り付け
た VCB 単品を示しており，実際には C-GIS に収納された
状態で使用される。

電動出し入れ形真空遮断器
電力会社や大規模プラント設備などの発電所・変電所に
設置される金属閉鎖形スイッチギヤに収納する引出形真空
遮断器（VCB）においては，遠隔集中制御による運転・
保守作業の迅速化，省力化およびヒューマンエラーの防止
などを目的として，出し入れ操作の電動化の要求がある。
これらのこうした要求にこたえるため，新型 7.2 kV，31.5
〜 40 kA，1,200 〜 3,000 A 定格の電動出し入れ形真空遮断
器を開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 小型軽量（従来器に対し質量比：70 ％，容積比：

65 ％）である。
（2 ） 出し入れ用駆動モータは低消費電力仕様（100W-12

秒）である。
（3） JEM1425-MWG 級スイッチギヤに適合する構造・機

能を備えている。
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具
小型民生用漏電遮断器（機器内蔵形）

ガスおよび石油給湯器などの小型軽量化の進展に伴い，

図１３

機器内蔵形漏電遮断器（EK2V）

内蔵される漏電遮断器への小型軽量化が要求されている。
また給湯器業界では耐雷サージ性能の向上も求められてい
る。
富士電機では，こうした要求にこたえるため小型高通電
容量の機器内蔵形漏電遮断器 EK2V 形を発売した。主な
特長，定格，用途は次のとおりである。
（1） 特

長

™小型，軽量：55 × 70 × 20（mm）
，70g
™高雷インパルス耐電圧性能：12 kV（1.2 × 50 μs 波）
（2 ） 定

格

AC100 V，定格電流：14 A，定格感度：6 mA，15 mA
（3） 用

途

給湯機，冷蔵ショーケース，24時間風呂など

AF00-172

火災警報機能付きガス漏れ警報器
近年，住宅火災が高齢者世帯で増加傾向にある。火災の

図１４

火災警報機能付きガス漏れ警報器

図１５

エレベータ用センサ

早期発見には火災警報器の設置が最も有効である。マンショ
ンなど集合住宅では設置が義務づけられているが，戸建住
宅には設置義務がないため，火災警報器の普及が進んでい
ない。こうした背景のもとに，2000年 6 月に従来のガス漏
れ，不完全燃焼ガス検知に火災検知機能を付加した一体型
ガス漏れ警報器を商品化した。
この警報器は，ガス漏れ，不完全燃焼ガスを一つのガス
センサで識別検知を可能にし，火災検知センサを搭載する
ことで， 1 台で 3 種類の危険検知を可能とした。また，省
電力タイプセンサの使用，回路の低消費電力化により，従
来の警報器より約 50 ％の低消費電力化を図った高機能な
ガス漏れ警報器である。

エレベータ用センサ
制約条件の多い場所でも自由な構造設計ができる省スペー
ス形のマシンルームレスエレベータが広く普及し，エレベー
タ用センサもより小型化，高信頼性化が求められている。
この要求にこたえるため，着床位置検知用の溝形光電スイッ
チ，エンド検知用のリミットスイッチ，ドア位置検知用の
磁気近接スイッチのシリーズ拡充を実施した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 溝形光電スイッチ

溝幅を 24 mm とし，小型化と耐外乱光性能の向上を実
現
（2 ） リミットスイッチ

レバー長，角度固定式で調整不要
（3） 磁気近接スイッチ

小型で操作用電源が不要
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具
プラグイン形分電盤ブレーカ用接続端子台

分電盤の組立合理化・省配線化を目的とした電源側プラ

図１６

接続端子台を搭載したプラグイン形分電盤の構成例

グイン方式のコンパクトツインブレーカ用接続端子台を開
発した。主幹ブレーカと母線（ブスバー）の接続が容易に
行えるとともに，左右に配設した分岐用端子により電源の
受渡しや分配が可能で，テナント盤など多種用途に応用で
き，分電盤の標準化に大きく貢献できる。主な仕様は次の
とおりである。
（1） 機種

主幹ブレーカ 50，100，255AF 用 3 機種，形
式：BZ-PJ50，BZ-PJ100，BZ-PJ225
主幹ブレーカ非設置用 1 機種，形式：BZ-PJT

（2 ） 定格

端子ねじサイズ：M8，絶縁電圧：AC300 V，
分岐端子の接続可能圧着端子：CB100-8S（最
大）
AF00-396

省エネルギーに貢献する電力監視システム
環境保護，温暖化防止の世界的潮流のなかで，日本にお

図１７

電力監視システムのシステム構成例

いても省エネ法が改正され，工場・事業所などの大口需要
高圧

家にとってエネルギー監視を行うことが義務づけられた。

管理側

現場側
ZCT
VCT

このような背景のなかで，富士電機は「F-MPC シリー
DS

ズ」などのコンポーネントを使用した電力監視システムを

LA

RS-485

VCB
CT

③送信
ZPC or ZVT

開発した。この電力監視システムの特長は次のとおりであ
る。
（1） 現在状態表示，トレンド機能，デマンド監視，帳票機

VCB
CT
ZCT
TR

能などの電力監視に必要な機能を持つ
（2 ） 汎用通信などの有線インタフェースだけでなく，PHS

や無線など多様なインタフェースに対応
（3） 電気エネルギーだけでなく，温度・流量などの環境エ

ネルギーにも対応するシステム構築が可能

パルス
検出機

VT

MCCB

フィーダ…π

CT
ZCT
F-MPC
60

データの収集・保存
帳票の作成・保存・印字

F-MPC60
低圧

低圧フィーダ
…

CT
MCCB

F-MPC60
②演算
①計測

CT-BOX F-MPC04
低圧
分電盤

CT

F-MPC04P

（4 ） 新設・既設の区別なく，容易に導入可能なシステム

高低圧受配電設備のディジタル形機器「F-MPC シリーズ」の機種拡充
近年，工場，ビルなどにおけるエネルギー管理が必須

図１８

高低圧受配電設備のディジタル形機器

（ひっす）となっている。このような背景のなか，高低圧
受配電設備のディジタル形機器として「F-MPC シリーズ」
の開発を進めてきた。高圧から低圧までの機種整備が完了
したので以下に紹介する。
（1） ディジタル形多機能リレー F-MPC60B：保護継電器，

制御，メータ，電力量，変換器，通信の機能を集約。自
己診断機能も充実，定期点検周期の延長も可
（2 ） 集合形配電監視ユニット F-MPC04：10 回路分のメー

タ，電力量，電流プレアラーム，漏電リレー，通信の機
能を集約。三相 3 線，三相 4 線式とも対応可
（3） 多回路形電力監視ユニット F-MPC04P：8 回路分の

メータ，電力量，通信の機能を集約。計測器・表示器の
分離構造で分電盤に容易に収まる小型化を実現
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回転機・可変速機器
新 JIS 適用高効率モータ
富士電機は，米国 EPAct 対応の高効率モータをシリー

図１９

新 JIS 対応高効率モータ（2.2 kW，4 極）

図２０

エレベータ用同期電動機

図２１

新型多段クーラントポンプ（流量形，圧力形）

ズ化している。このほど国内で新たに制定された高効率モー
タの規格 JIS C 4212 では，米国 EPAct とほぼ同レベルの
効率値が要求されている。そこでこの新規格にも対応が可
能な新シリーズを発売した。全機種の仕様を見直し，さら
に国内規格 JEC-2137 の改定内容も採り込むことで，最新
の規格に適合した高効率で経済性に優れた製品としている。
機種と主な特長は次のとおりである。
（1） 機種：全閉外扇形，防滴保護形 2，4，6 極，

出力 0.2 〜 160 kW
（2 ） 特長：標準モータと取付寸法が同一

200 V 級と 400 V 級の 2 種電圧対応
（国内向け：8 定格，海外向け：2 定格）

エレベータ用同期電動機
専用機械室が不要な「マシンルームレスエレベータ」は，
建築コストの低減やスペースの有効活用の面からギヤード
AC モータを使用したロープ式や油圧式に替わり，エレベー
タシステムの標準になりつつある。
富士電機は，この新システム専用のピット設置型の永久
磁石式同期電動機をフジテック
（株）
と共同で開発した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 減速用ギヤを不要とし，さらにモータ本体も業界トッ

プレベルの小型・軽量を実現した。
（2 ） 低トルクリプルとする専用巻線仕様の採用により，滑

らかな乗り心地を実現した。
（3） 駆動方式を同期とすることにより，油圧式に対し約

70 ％，ロープ式に対し約 10 ％消費電力を削減した。

新型多段クーラントポンプ
近年，金属工作機械におけるクーラントポンプへの要求
は機械の高速化・複合化および高精度化に伴い，低圧から
高圧へと推移しており，比較的安価で圧力の高い渦巻形多
段クーラントポンプの需要が増えている。こうした要求に
こたえるため富士電機は，ポンプ部品をオールステンレス
鋼製とし信頼性を向上させた新型多段クーラントポンプを
発売した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 豊富な機種メニュー：流量形17機種

圧力形18機種
（2 ） ケーシング積上げ方式の採用により，ポンプ長さの調

整が容易で，あらゆるタンク深さに適応可能
（3） 高耐久性メカニカルシールの採用により，信頼性の向

上を実現
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回転機・可変速機器
サーボモータ「FALDIC-αシリーズ」の低ベースモータシリーズ
一般産業用，工作機械送りなどの用途では，高精度，高

図２２

低ベースサーボモータ

図２３

制振制御有無オシログラムの比較

応答，ミドルイナーシャおよび定格回転速度が 1,000 〜
2,000 r/min の低ベースモータシリーズが要求されている。
発売中の「FALDIC-αシリーズ」は，定格回転速度が
3,000 r/min で 50 W から 5 kW までをラインアップし，業
界トップレベルの商品として好評を得ている。
今回の「低ベースモータシリーズ」は現行 FALDIC-α
シリーズの商品コンセプトを踏襲しつつ，定格回転速度を
1,500 r/min とし，0.5，1.5，2.5 kW の容量機を開発した。
今後は，中・大容量機種シリーズとして 55 kW までの
拡大計画を実現させ，幅広く顧客の要求に対応する。

制振制御機能付きサーボ「FALDIC-αシリーズ」
高性能サーボ「FALDIC-αシリーズ」は，さまざまな
用途でご好評をいただいている。そのようななか，高タク
ト化に伴う新たな技術課題を見いだし，これを解決したの
ワーク位置

で紹介する。

ワーク位置

ロボットアームの先端にワークがあるシステムにてアー

2 mm/div

ムの高速移動を行うと，アームのばね性により停止時にワー

1,000 r/min

2 mm/div

1,000 r/min

クが振動するケースがある。サーボアンプ内で，機械系の
モデル演算に基づくワーク振動抑制を実現した。
図は，ワーク位置とモータ速度の波形である。振動抑制
機能なしの場合には，モータ停止時にワーク位置が 4 mm
モータ速度

程度の振動を発生している。振動抑制機能ありでは，タク

モータ速度

トが遅くならずに振幅が 1/10 程度に低減できている。
本機能は取出しロボット，半導体関連各種ハンドリング

振動抑制機能なし

装置で実用化済みである。

16ビットシリアルインクリメンタルエンコーダ
高性能 AC サーボ「FALDIC-αシリーズ」は，発売以
来，高速・高精度位置決め用途に広く使用されている。
FALDIC-αシリーズでは，回転位置センサとして，16ビッ
トシリアルアブソリュートエンコーダを標準搭載している
が，回転位置センサのバリエーション拡大を目的に，同じ
く16ビットシリアルインクリメンタルエンコーダを開発し
た。本エンコーダは，アブソリュートエンコーダと検出性
能，通信，取付けの互換性を保ちつつ，経済性と使いやす
さの向上を実現している。これによって FALDIC-αシリー
ズは，適用システムに合わせてアブソリュートとインクリ
メンタル 2 タイプのエンコーダを選択することが可能とな
り，さまざまな用途に対して最適なサーボシステムを実現
することができる。
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回転機・可変速機器
高性能コンパクト型インバータ「FVR-E11S-4 シリーズ」
（400 V）
高性能コンパクト型インバータシリーズ FVR-E11S の

図２５

FVR-E11S-4 シリーズ（400 V）

機種拡充として，国内，海外の市場をターゲットとした三
相 400 V 電源用 FVR-E11S-4 シリーズを開発した。これ
により，FVR-E11S シリーズがすべてそろうことになる。
主な特長は次のとおりである。
（1） 海外規格（UL/cUL，TÜV）に標準品で対応
（2 ） RS-485 通信を標準装備，さらにオプションカードの

装着で各種オープンバス対応が可能（Interbus，Device
Net，PROFIBUS など）
（3） ダイナミックベクトル制御で始動トルク 200 ％（0.5

Hz）時を実現
（4 ） オートチューニング，フライングスタート，PID 機

能などのインテリジェント機能を満載

上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD シリーズ」
エレベータ用インバータとしては専用シーケンス搭載に

図２６

上下搬送装置専用インバータ FRENIC5000G11UD

よる操作性向上と低価格化が望まれている。今回，主に
中・低速用エレベータ市場をターゲットとした上下搬送装
置専用インバータ「FRENIC5000G11UD シリーズ」を開
発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 富士電機独自のベクトル制御とディジタル AVR の採

用により，低速でも滑らかで安定した運転を実現
（2 ） S 字加減速付き多段運転機能，停電時のバッテリー運

転機能，トルクバイアス機能などのエレベータ運転に便
利な機能を搭載
（3） パスワード機能により管理者以外の設定変更を防止
（4 ） コンプリメンタリ出力，ラインドライバ出力の各エン

コーダ対応のインタフェースカードをそれぞれ用意

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」用オプション
富士電機では各種産業機械における可変速用途での高性

図２７

FRENIC5000VG7S 専用オプションカード

能・多機能化の要求に対応するために，1999年11月，FRE
NIC5000VG7S を発売した。2000年にはさらに VG7S 専用
の各種オプションを発売したので紹介する。
（1） 複数台の VG7S に電流分担させて多巻線電動機を駆

動する場合に用いる高速シリアルカード：図
（a）
（b）
（2 ） 同期電動機駆動用 PG I/F カード：図
（3） 各種オープンネットワーク（PROFIBUS-DP，Device

Net など 5 種類）I/F カード：図
（c）
（4 ） I/O 拡張（DI/DIO/AIO）カード
（5） POD（プログラマブル操作表示器）接続用の RS-485

カード
（6 ） 同期運転やオリエンテーション用の PG I/F カード

（b）
（a）
（c）

（7） アナログ（シンクロ発信器 I/F，F/V 変換）カード
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磁気ディスク媒体
感光体

展

望

情報技術の発展に伴い，大量の情報伝送を可能とするブ

くとともに，さらに記録密度の追求をめざして業界の技術

ロードバンド革命が進展している。これまでの限られた伝

発展と今後に待ち受ける多様な HDD 応用製品への発展に

送容量では取り扱いにくかった大容量の画像ファイル，動

寄与していく所存である。

画ファイルがネットワーク内を飛び交おうとしており，こ

画像出力デバイス分野においては，オフィス向けを中心

れを処理する手段へのニーズは加速している。富士電機で

に電子写真方式のプリンタ，ディジタル複写機，ファクシ

はブロードバンド社会の発展に寄与すべく，動画情報の取

ミリならびにプリンタ機能・複写機能などを兼ね備えた複

扱いを可能にする記憶デバイス，高精細な画像の高速出力

合機が全体で年率 10 ％増と堅調な伸びを示し，より一層

を可能にする画像出力デバイスの分野で特徴ある製品群を

の高速化・高画質化が図られている。特に，カラー機の開

提供し続けている。

発，製品化が急ピッチに進み，現像方式，現像剤および転

記憶デバイスのなかでも，中枢を担うのがハードディス

写方式の改良により，フルカラー画像出力スピードが10〜

ク装置（HDD）である。記録密度の進展は依然衰えを見

20枚/分以上（モノクロ画像出力40〜80枚/分以上）の中高

せず，これに伴い一層のコストパフォーマンスの向上が進

速機が新製品として登場している。

行している。パソコン市場は，生活の広い範囲へ確実に浸

一方，電子写真プリンタの特長である高速性および利便

透しており，モバイルパソコンにおいては，2.5 インチ

性を生かし，1 回あたりの印刷部数 1,000 枚以下の軽印刷

HDD が確実に伸び続け，デスクトップパソコンにおいて

用途を狙ったオンデマンド印刷機への展開が活発化してい

主流の 3.5 インチ HDD はそのニーズの多様化により高速

る。また，環境対策のため，部材・ユニットの長寿命化・

化（7,200 r/min）や低騒音化に対応する装置が注目を集

リサイクル化が一段と加速するとともに，オゾン発生が少

めている。2000年は 2 億台に近い HDD が出荷されたと予

なく，省エネルギーを追求したマシンが開発されている。

想され，そのユニット数の規模において依然伸長が期待さ

富士電機では，このような市場の要請に常に迅速に対応

れるものの，低価格化が進行しており当面厳しいビジネス

し，高画質・高速・長寿命感光体を提供し続けている。特

環境である。一方で，非パソコンユースにおいてブレーク

に，カラー機対応を含め，有機材料系の改善と層構成の改

スルーの萌芽（ほうが）がでている。家電業界では動画情

良により，1,200 dpi を可能にし，かつ従来の 2 倍の高速

報の取扱いに優れた各種の HDD 応用装置が市場に投入さ

処理能力を有する有機感光体を開発した。

れつつあり，今後の高性能化と低価格化の先に大きな
HDD の市場拡大が現実のものになろうとしている。

また，オゾン発生の少ない低価格マシン用として，1999
年から低速機向けに製造を開始した正帯電有機感光体にお

富士電機は，この急速に性能が進展し続ける HDD を支

いては，応答性・耐刷性の改良により，中速機対応機種の

えるキーパーツである磁気ディスク媒体を提供している。

製品化を実現するとともに，高速機への適用を目標とした

2000年半ばにリリースした 3.5 インチ媒体は 20 G バイト/

高感度品の開発に成功し，サンプル展開を開始した。

枚の記録密度を持ち大きな市場ニーズにこたえたきた。こ

さらに，感光体を含めたカートリッジの生産および設計

の記録密度の達成は，技術的には，富士電機独自の基板平

を推進するとともに，小型，高画質化を実現し得る富士電

滑化技術をベースに，より微小な記録ビットを支える磁気

機独自のカートリッジの開発に取り組んでいる。

記録層に最新の多層化技術を採用し，さらに最表面の保護

情報技術はますます発展し，現在の予想を超えるさまざ

膜として高度な CVD 技術を完成させて確立できた。これ

まな応用分野を生み出し，人々の生活を豊かに，実りある

らの技術はさらに進展し，現在 40 G バイト/枚の記録密度

ものに変えていくと考えられる。富士電機は情報技術の一

がすでに見えてきており，2001年前半には製品リリースが

端に携わるものとして，社会のニーズにこたえ，社会の発

計画されている。これに向けて，技術の完成度を上げてい

展に寄与する製品群を今後も提供していく所存である。
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磁気ディスク媒体
20 G バイト/枚磁気ディスク媒体の低 GH 表面技術
磁気ディスク媒体の記録密度の向上に伴い，1 ビット

図１

低 GH 表面磁気ディスク媒体の AFM 像

（最小磁区）から出る漏れ磁束の幅が小さくなり，ヘッド
と媒体との間隔を狭くしなければならない。20 G バイト/
枚媒体の浮上保証量（GH：Glide Height）を満たすため

0
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の最適化をすることにより，従来機種 GH の 11 nm 以下
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富士電機では，この低 GH 表面を実現するために，①基
板の低うねり化，②低表面粗さ加工できるテクスチャーテー

（nm）

には，さらなる低 GH 表面技術開発が必要となってくる。

から 8 nm 以下にまで低減することに成功した。この技術
従来機種の表面形状

を用いて 20 G バイト/枚機種の受注，量産を達成した。

低 GH 達成機種の表面形状

現在は，40 G バイト/枚機種に向けてさらなる低 GH 表
面技術開発を進めている。

CVD 技術
記録密度の上昇とともに保護膜に要求される膜厚も 6

図２

CVD 装置の概念図

nm と薄くなり，信頼性・耐久性を確保するためには，さ
基板

らに緻密（ちみつ）で硬い膜が要求される。この要求を満
たすためにプラズマ CVD（Chemical Vapor Deposition）

e−

イオン

e−

イオン

法によるカーボン保護膜の開発を行ってきたが，成膜時の
反応室の圧力をより低くすることで，膜形成に主要因子で
プラズマ

あるイオンやラジカルが無衝突で基板に到達する確率が増
え，緻密で硬い膜が形成できることが判明した。しかし，

プラズマ
e−

Cx Hy

e−

Cx Hy

圧力を低くするとプラズマが不安定となり，膜質ばらつき
の増大やアーク放電が発生し，パーティクルが増加する危
陽極

険が生ずる。富士電機では，CVD の手法から見直し，安

Ar

磁石

Ar

定なプラズマが得られる CVD 装置を確保するとともに，

電源

6 nm 保護膜で耐久性・信頼性を満たす成膜量産化技術の

ホロー陰極

磁石

陽極
Ar

達成にめどがつき，2000年10月から量産を開始した。

10,000 r/min 媒体技術
ハイエンド向け磁気ディスク媒体では，記録容量増とと

図３

潤滑剤の高速回転後の移動の様子

もに高速アクセスが求められることから，7,200，10,000，

一方，さらに媒体潤滑剤のヘッドへの移着防止や移動・飛
散（マイグレーション）防止も重要課題となる。
従来用いていた潤滑剤では，潤滑剤の膜厚変動が顕著で
あったが，マイグレーション防止に優れるものとして，新
規に末端基の改良を進め，末端修飾タイプのふっ素系潤滑
剤タイプ A，タイプ B の 2 種類を開発した。
これにより，高速回転（15,000 r/min）でも潤滑剤のマ
イグレーションを抑えた媒体の開発が可能となり，

マイグレーションレート（％）

15,000 r/min と高速回転化の傾向にある。高速回転に伴い，
スピンドルの振動，騒音・発熱の増大といった問題がある

109
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：タイプA
：タイプB
：従来潤滑剤
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10,000 r/min 媒体の量産化につながった。
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感光体
高速プリンタ用高感度有機感光体
ネットワーク化されたオフィスの生産性を高めるため，

図４

高速プリンタ用高感度有機感光体の光減衰特性

プリンタの高速化，大量処理化が進んでいる。そのため感
700

光体には，一層の高感度化と長寿命化が要求されている。
富士電機では新規の電荷輸送材を開発し，電荷発生材と

感度ながらも膜摩耗を抑制させ，長寿命化の要求にこたえ
た。さらに，高速機特有のプロセス条件に適合するべく安
定剤を適切に配合して，信頼性の高い高感度感光体として

表面電位（−V）

ともに適切な膜組成を設計して，従来比 50 ％の高感度化
を実現した。また，バインダ樹脂配合の最適化を行い，高

：新規高感度ドラム
：従来高感度ドラム
：中感度ドラム

600
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400
300
200

製品化した。
100

今後は，ディジタル印刷や高速カラー出力分野への適合

0
0

性を高めるため，さらに光応答速度に優れ，長寿命な感光

0.2

体開発に取り組んでいく。

0.4
0.6
露光量（ J/cm2）

0.8

高速プリンタ用正帯電有機感光体
正帯電有機感光体は，高画質でかつオゾン発生量の少な

図５

正帯電有機感光体の光減衰特性

いマシンが実現できることから，オフィス用低速および中
速プリンタ向けを中心に需要の増加が進み，高速プリンタ

700

への適用を求める市場ニーズが高まっている。また，大型

600

注目を集め，開発が急ピッチで行われている。
富士電機では，すでに低・中・中高速タイプの正帯電有
機感光体を製品化してきたが，今回，高い量子効率を持つ
電荷発生材と高移動度電荷輸送材の合成により，図に示し

表面電位（V）

ラインプリンタ，大型プロッタおよび軽印刷機用としても

：低速タイプ
：中速タイプ
：中高速タイプ
：高速タイプ

500
400
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た業界最高レベルの高速タイプ正帯電有機感光体を開発し，

100

市場展開を精力的に進めている。

0
0

今後も，より一層の高速化と長寿命化を図ることにより
幅広い市場ニーズに適合した新製品を創出していく。

0.4

0.8
1.2
露光量（ J/cm2）

電子写真用プロセスユニット
普通紙複写機（PPC）
，レーザプリンタなどの電子写真
応用機器は，その高い画像品質と高速・低騒音という特長
を生かし年々市場を拡大している。また，画像形成機能を
担う感光体周辺プロセス部をユニット化することで，小型，
低価格，メンテナンスフリーを実現し，オフィスユースだ
けでなくパーソナルユースへの需要も伸びている。
富士電機では従来の負帯電有機感光体を使用した電子写
真プロセスユニットの開発，生産に加え，最近注目されて
いるプリンタ用単層型正帯電有機感光体を使用した高性能
な小型電子写真プロセスユニットの設計・開発を行った。
今後は電子写真応用機器のさらなる高性能化，カラー化に
対応するとともに環境問題にも配慮したより高品質なプロ
セスユニットの開発に取り組んでいく。
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電子写真用プロセスユニット
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IC
パワー半導体

展

望

2000年の電子デバイス・半導体分野の市況は国内景気に

アドレスドライバ IC を開発した。

曙光（しょこう）が見え始めたことに支えられ好調に推移

小型液晶コントローラドライバでは，キャラクタ表示用

した。従来ニーズに加え，社会環境の変化に伴う多様なニー

ながらグラフィックスも表示可能な多彩な機能に特長のあ

ズが拡大しており，なかでも，地球環境の保護に向けた省

る製品を開発している。

エネルギー，省資源へのニーズは加速している。富士電機
では長年培ってきた高耐圧，パワー技術をもとに製品単体
の高性能化を進めるとともに，インテリジェント機能を加
えることにより適用製品・システムトータルの省エネルギー，
省資源化を実現する製品群を提供し続けている。

自動車用圧力センサでは，電磁干渉対策内蔵形センサに
続き EPROM トリミングの新圧力センサを完成させた。
パワーモジュール分野ではより顧客ニーズに対応しうる
素子をめざして開発を進めてきた。例えば，整流ダイオー
ドから成るコンバータと IGBT/FWD で構成されるインバー

IC 部門では，上記の背景のもと，省エネルギー，省資

タ部とを同一パッケージに納めた PIM でコンバータとイ

源化に貢献するべく，パワーマネジメント技術に特長ある

ンバータの間の直流ラインにサイリスタを追加し，従来の

電源 IC を中心に製品展開を図っている。すなわち，パワー

外部接続リレーを不要にした高信頼性パワーモジュールを

とインテリジェント機能をアナログ CMOS 技術に集約し，

製品化した。また装置の小型化に対応すべく，新たに

高耐圧・高出力・低消費電流で高機能・高精度・高信頼性

IGBT モジュールパッケージとして EconoPACK-Plus を

を実現した製品を提供している。

開発した。これは MW クラスの大容量インバータへの適

電源分野では，1999年度に続き AC アダプタや

用を目的とした 6 イン 1 モジュールで，従来のモジュール

汎用電源の低価格化へ貢献できる PWM 制御 IC をバイポー

パッケージに対して約半分の厚さにまで小型化している。

ラから CMOS へと系列転換を図った。さらに高信頼性

ここでは内部の電流配線の引き回しなどその形状や構造な

700 V パワー MOS を内蔵したワンチップパワー IC 技術

どの最適化を図っている。

AC-DC

を完成させ，携帯電話用 AC アダプタなどへの適用をめざ
し順次製品化を進めている。

ディスクリート分野では，超高速・低 Ron の MOSFET
として FAP-G シリーズを開発した。これは表面形状の微

DC-DC 電源分野では，新 CMOS シリーズとして FA7700

細化を用いた最適化設計により低比抵抗ウェーハの適用を

系列の DC-DC コンバータ制御 IC を発売した。これは従

可能とした結果によるものである。また低電圧動作，低消

来の76バイポーラ PWM 制御 IC に代わり，8 ピン高機能

費電力を実現させた高機能 MOSFET や，より高周波対応

の特長を受け継ぎ低消費電力化を図ったものである。また，

を可能とした電子レンジ用高圧ダイオードを開発・製品化

ディジタルカメラや VTR カメラ向け 6 チャネル同期整流

した。さらにテレビやモニタ用電源に用いるスマートパワー

対応電源 IC はさらに高機能化を図って系列化した。

デバイスとして，M-POWER1 の製品系列化を進めた。こ

その他の特定用途向け電源 IC としてプリンタ用，液晶
パネル用，携帯電話用などの新製品開発を完了した。

れは独自の回路を内蔵させ，低ノイズ，高効率，高力率，
そして省電力モードまでも対応したものである。ディスク

富士電機独自のカメラ用オートフォーカス IC では，小

リートの新たなパッケージとして超薄型パワー SMD を製

型・低価格化を実現する独創的な広角モジュールを開発し

品化した。これは市場の強い要望にこたえたもので，主と

た。 2 倍ズーム機など低価格帯カメラや今後のディジタル

して携帯用電子機器対応のパッケージであり，内蔵素子と

カメラへの採用拡大を図っていく。

して MOSFET やショットキーバリヤダイオードなどが搭

今後の市場拡大が期待される PDP（プラズマディスプ
レイパネル）駆動 IC では，パネル特性の進展に合わせて
低価格化を図るべく，新規に 85 V DMOS プロセスによる

載されるものである。
今後もさらに多様なニーズに対し，富士電機は特徴ある
技術を生かしてこたえていく所存である。
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IC
汎用 PWM 電源制御 IC
家電・ OA 機器などに使用される AC-DC コンバータ

図１

汎用 PWM 電源制御 IC

図２

2 チャネル DC-DC コンバータ制御 IC

図３

充放電機能内蔵 6 チャネル電源制御 IC

用として，FA551x シリーズを開発した。本シリーズは従
来の FA531x シリーズを高耐圧 CMOS 技術により低消費
電流化した PWM スイッチング電源制御 IC である。
この製品の主な特長は次のとおりである。
（1） 30 V 高耐圧 CMOS プロセス採用による低消費電流化

スタンバイ電流：2 μA，動作時：1.9 mA
（2 ） 電源（Vcc）を監視する過電圧保護機能内蔵
（3） パルスバイパルス過電流制限
（4 ） 最大デューティ

FA5510/14：46%
FA5511/15：70%

（5） その他 FA531x シリーズと同じ保護機能内蔵

2 チャネル DC-DC コンバータ制御 IC
ノートパソコンなどの液晶画面に用いられる電源は近年
大容量化・小型化が進んでいる。これに伴い電源 IC の高
電圧対応や高周波化が求められている。そこでこれらの要
求にこたえ，FA3686 V/3687 V を開発した。主な特長は
次のとおりである。
（1） CMOS アナログ技術による低消費電流（3 mA）
（2 ） 広い入力電源電圧範囲（2.5 〜 18 V）
（3） 高い発振周波数（300 kHz 〜 1.5 MHz）
（4 ） FA3686V は PWM2 チャネルのほかにエラーアンプ

を内蔵し，シリーズレギュレータの駆動が可能
（5） FA3687V は PWM2 チャネルの出力すべてが n チャ

ネルまたは p チャネル駆動の切換が可能
（6 ） TSSOP-16 ピンパッケージ

充放電機能内蔵 6 チャネル電源制御 IC
近年，ビデオカメラの小型化，低消費電力化に伴い，そ
の電源セットにも同様の機能が求められている。これらの
要求に対応して，二次電池充放電制御 IC と DC-DC 制御
IC を一体化した充放電機能内蔵 6 チャネル電源制御 IC を
開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 6 チャネル DC-DC 用出力
（2 ） 高スイッチング周波数（300 kHz 〜 1.5 MHz）
（3） シリアルデータによる各チャネルおよび機能を制御
（4 ） 二次電池用定電流・定電圧充電制御および放電機能
（5） 二次電池充電電流検出回路内蔵
（6 ） シリーズレギュレータ制御用エラーアンプ（2 回路）
（7） スタンバイ機能およびパワーオフ待機機能
（8） LQFP-64 ピンパッケージ
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IC
充電機能内蔵携帯電話用電源 IC
携帯電話の市場は，目覚ましいスピードで軽量化・小型

図４

携帯電話用電源 IC

図５

液晶表示コントローラ・ドライバ IC

図６

EPROM 型圧力センサ

化が進んでいる。これらの要求に対応するため，より集積
化したシステム電源 IC を開発した。リチウムイオン電池
の充電制御を，高精度の電圧制御回路により可能にした。
主な特徴は次のとおりである。
（1） スタンドアロン型充電制御
（2 ） 充電制御電圧の絶対精度：＋
− 0.7 ％
（3） 低消費電流（スタンバイモード 70 μA）
（4 ） 4 種 の LDO（ Low Drop-Out） レ ギ ュ レ ー タ 内 蔵

（PSRR：−60 dB）
（5） スピーカアンプ内蔵
（6 ） LED ドライバ内蔵
（7） バイブレータドライバ内蔵
（8） パッケージ：LQFP48

液晶表示コントローラ・ドライバ IC
情報機器の普及に伴い，表示装置として用いられる液晶
表示パネルのドライバ IC にも，高機能化が要求されてき
ている。この要求に対応して，キャラクタ用ドライバ IC
でありながら，漢字表示・グラフィックス表示・倍角表示
など多彩な機能を可能にした液晶コントローラ・ドライバ
IC を開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 6 × 8（ドット）16けた 4 行キャラクタ表示に加えて，

48個のアイコンを独立制御可能
（2 ） 64文字分の CGRAM を使用して，漢字表示・グラ

フィックス表示可能
（3） 2 倍角表示，白黒反転表示，行シフト，半行シフト，

ラインブリンクなど豊富なインストラクション
（4 ） COG 実装対応可能な金バンプ電極構造

EPROM 型圧力センサ
市場の低価格・高精度化の要求に対応ができる新型圧力
センサとして，ワンチップディジタル調整型圧力センサを
開発したので紹介する。
（1） チップ

CMOS ワンチップタイプで EMC フィルタ内蔵
特性調整は EPROM で行う。
（2 ） 構

造

樹脂パッケージ 8 ピン。20.4 × 13.5 × 6.8（mm）
（3） 電気的特性

™圧力範囲

：20 〜 120 kPa（最大 250 kPa）

™出力電圧範囲：0.5 〜 4.5 V（最大 0.4 〜 4.65 V）
™温度範囲

：−30 〜＋100 ℃

™誤差精度

：25 ℃；＋
− 1 ％ FS，
−30/＋100 ℃；＋
− 1.5 ％ FS
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パワー半導体
低損失・高速パワー MOSFET「FAP-G シリーズ」
スイッチング電源の高効率化，低消費電力化，小型化の

図７

低損失・高速パワー MOSFET「FAP-G シリーズ」

市場ニーズに対応して，スイッチングデバイスのパワー
MOSFET には高速かつ低オン抵抗，小型化が必要とされ
ている。この技術課題に対し，微細加工技術，抵抗低減技
術，ゲート面積低減技術を適用することで低ターンオフ損
失の大幅低減と低ゲートチャージを実現した中高耐圧パワー
50

MOSFET（FAP-G シリーズ）を開発した。FAP-G シリー
E off（ J）

ズの特長は次のとおりである。
（1） オン抵抗−ターンオフ損失のトレードオフを改善しター

ンオフ損失を低減（従来比 1/4）

40

従来
30

（2 ） ゲート駆動損失を低減するためにゲートチャージを低
FAP-G シリーズ

減（従来比 1/3）

20
0.3

（3） 高アバランシェ耐量
（4 ） 低オン抵抗化，パッケージの小型化を実現

IGBT モジュールパッケージ「EconoPACK-Plus」
近年，産業用インバータなどの電力変換装置において，

図８

EconoPACK-Plus

図９

電子レンジ用高圧ダイオード

40kW 〜 1MW クラスの大容量品の需要が高まっており，
これに使用される電力用半導体素子にはさらなる小型化，
高信頼性，使いやすさが求められている。この要求に対し
富士電機は，大電流定格の IGBT インバータブリッジを一
つの絶縁型パッケージに封入したモジュール EconoPACKPlus を製品化する。主な特長は次のとおりである。
（1） 定格： 1,200 V/225 〜 450 A，1,700 V/150 〜 300 A
（2 ） 小型化：従来品使用時の約 2 分の 1 の容積
（3） 使いやすさ：プリント板実装型構造で大電流定格まで

６個組化
（4 ） 高信頼性：サーミスタ内蔵により温度保護精度が向上
（5） 大容量化：オン電圧の温度特性が正のため並列接続が

容易であり，電流定格の拡大が可能

電子レンジ用高圧ダイオード
富士電機では，新たに商用周波電子レンジ用 3 機種，高
周波インバータ電子レンジ用 1 機種の高圧ダイオードを開
発し製品系列の拡充を図った。いずれも電子レンジ用高圧
電源のトレンドである高周波出力の高出力化に対応した大
電流駆動・低損失設計を施しており，さらにマグネトロン
の異常放電時に発生するサージ過電圧への耐量の向上も図っ
ている。開発品の概要は次のとおりである。
（1） 商用周波用：型式，電圧/電流定格

ESJC15-10，10 kV/400 mA
ESJC16-09，9 kV/480 mA
ESJC16-12，12 kV/430 mA
（2 ） インバータ用：型式，電圧/電流定格，逆回復時間

ESJC34-08，8 kV/350 mA，150 ns
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パワー半導体
ハイサイド高機能 MOSFET
自動車電装システムの大規模化に伴う，半導体の小型・

図１０

ハイサイド高機能 MOSFET（F5045P）

薄型化要求に対応するため，自己保護機能を持つハイサイ
ド高機能 MOSFET「F5045P」を開発した。
本製品の特徴を以下に述べる。最低動作電源電圧 3 V を
実現し，低温度条件下でバッテリー電圧が極端に低下した
場合でも，そのオンオフ動作を実現可能とした。さらに，
入力端子を 2 入力構成とし，第一入力側システムの異常発
生時でも，オン状態を保持するための第二入力端子を内蔵
している。定格，電気的特性および上記以外の主な特徴は
次のとおりである。
（1） 定格および電気的特性：50 V，1 A，オン抵抗 0.6 Ω，

スタンバイ電流 100μA
（2 ） パッケージ：SOP-8
（3） 自己保護機能：短絡，過熱，サージ電圧

スイッチング電源用マルチチップパワーデバイス「M-POWER」の系列化
スイッチング電源には低消費電力，高調波電流・ノイズ

図１１

マルチチップパワーデバイス「M-POWER」

図１２

超薄型パワー SMD

を低減など環境への配慮が求められている。この要求を満
足するスイッチング電源を実現し，制御 IC とスイッチン
グデバイスを 1 パッケージにした従来 M-POWER に追加
し新たに次のような系列化を行った。
（1） より大容量な電源へ対応するため，電源最大出力 130

W 品に加え 170 W 品を系列化
（2 ） 電源の各種起動回路に対応するため起動電圧 10.0 V

品に加え，16.5 V 品を系列化
（3） テレビ用途向けにスイッチング時の放射ノイズをさら

に低減した F9208L を製品化

超薄型パワー SMD
携帯用電子機器・通信機器・ OA 機器のより小型・軽
量化が進展するなか，半導体デバイスに対してはさらなる
高密度実装を可能とする小型・薄型パッケージが求められ
ている。富士電機ではこれら要求にこたえるべく，超薄型
パワー SMD（表面実装デバイス）2 系列を開発・製品化
した。その内容と特長は次のとおりである。
（1） 2 端子 SD 型 SMD：SBD（ショットキーバリヤダイ

2 端子 SD 型 SMD

オード）4 型式（3 A）
，製品高さが 1.2 mm と低くかつ
大電流，ノートパソコンなどの薄型化に最適
，LLD（低損失超
（2 ） TFP 型 SMD：SBD 1 型式（30 A）
高 速 ダ イ オ ー ド ） 1 型 式 （ 20 A）， MOSFET ２ 型 式
（150 V/70 mΩ，250 V/105 mΩ）
，製品高さ 2.8 mm と低
く，大電流・低損失，オンボード電源などの薄型化に最

TFP 型 SMD

適
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自動販売機
スーパーマーケット用機器
フードサービス用機器
特機分野
通貨関連機器

展

望

流通機器部門は，食品を中心とする流通分野において機
Most

システム用ネットワークアダプタを開発した。オペレーター

のトップをめざした活動を展

情報や故障通報を巡回中のルートマン持参の携帯電話に直

器，システム，サービスを提供することにより
Valuable Service Provider

に行うためにインターネットを活用した自販機の情報収集

開している。
主体を占める飲料自動販売機（自販機）は，市場の成熟

接，自動的に情報を届けることができ，より迅速な対応を
可能とした。

や前年から需要サイクルの下降局面に入ったことから，自

カップ自販機では，カップミキシング機のシリーズとし

販機業界の2000年（1 〜 8 月）出荷実績は対前年 84 ％と

て1998年に市場展開した「中型カップミキシング機」に続

なった。加えて飲料メーカーや自販機オペレーターの再編

き，今回は小規模ロケーションに対応できる「小型カップ

や統合化が進み，企業間競争の激化による価格レベルダウ

ミキシング機」を開発した。またミキシングボール機では

ンもあり厳しい状況が続いた。コールドチェーン機器は

冷媒の R134a 化や学習省エネの推進など環境調和や社会

2000年 6 月から施行された大規模小売店舗立地法の影響に

ニーズに対応した機種ぞろえを行った。清涼飲料ディスペ

よる新規店やコンビニエンスストアでは改装店が多く，前

ンサや生ビールディスペンサをはじめとする飲料を中心と

年を上回る活況を呈した。しかし，全体的には非常に厳し

したフードサービス機器の商品開発も積極的に行った。世

い年であった。

界初のペーパーフィルタ式全自動コーヒーマシンや冷却・

特に厳しい状況が続く自販機業界にあって，富士電機で
は省エネルギー（省エネ）をはじめインターネット対応型
自販機の開発など，市場の活性化に向けた取組みを行って
きた。以下に代表的な製品について概要を紹介する。

加熱性能を大幅に向上させた自動給茶機「リフレ茶友シリー
ズ」などを開発した。
通貨関連機器では，新たに発行された 2,000 円紙幣と
500 円硬貨への対応が完了した。現行機種はもちろんのこ

瓶・缶自販機においては，年々増加する多種多様なペッ

と従来機種についても万全である。また，軽量化や易分解

トボトル飲料（ペットボトル）に対応した新シリーズ機を

性を追求し環境に配慮した「BVN シリーズ」を市場に送

開発した。この開発では，ペットボトルの販売可能なコラ

り出した。

ム数を増やすことや販売ラックの操作性改善，あるいはペッ

コールドチェーン用機器では，店舗冷却設備機器のショー

トボトルの販売を可能とした「新型ハーティ自販機」を開

ケースを2000年 9 月から新シリーズ「ECOMAX シリーズ」

発し，ペットボトル対応自販機のラインアップを図った。

として発売し，高質な省エネ管理と食品の高鮮度維持を実

また，これまで取り組んできた「製品開発アセスメント」

現した。また，機器および店舗全体のシステムコントロー

を積極的に推進し，省エネ，低騒音化，軽量化などを進め

ラや店舗用氷蓄熱などのシステム的な対応強化を含め，新

るとともに，エコロジーへの取組みとしてオゾン層にやさ

たな付加価値の追求に注力していく。

しい新フロン（R407C）への切換を行った。サービス・メ

特機分野では，カードシステム，機能水応用，冷却・冷

ンテナンス性の向上やますます増加する自販機へのいたず

凍応用，特殊自販機の各分野で製品の拡大を図ってきた。

らや盗難に対し，構造のさらなる強化と偽貨対策を施した

今後は既存分野では焦点を絞った開発で核となる製品の拡

新型コインメカニズムの搭載などの新しい盗難防止方式の

充を図り，併せて新分野への取組みを積極的に推進してい

採用も図った。さらに各種の情報発信が可能な LED 表示

く。

器の搭載や，ポイントカード対応により集客力のアップを

以上，関連市場状況と新製品の開発状況を中心に紹介し

図った新シリーズ自販機，薬事法の改正に即応した「ドリ

たが，富士電機では「人と環境にやさしい商品作り」にな

ンク自販機」などの開発にも積極的に取り組み，新しい需

お一層の努力を傾けていく。

要を喚起させた。このほか，自販機の運営・管理を効率的
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自動販売機
新型ハーティ自動販売機シリーズ
富士電機は他社に先駆けて，バリアフリー型自動販売機

図１

新型ハーティ缶自動販売機

図２

HFC 冷媒対応自動販売機

図３

成人識別装置付きアルコール飲料自動販売機

である「ハーティシリーズ」缶自動販売機を1994年に市場
へ投入し，病院，福利厚生・公共施設などへ展開し好評を
博してきた。2000年春には市場の要望にこたえ，デザイン，
機能，機種構成を一新した新シリーズを開発した。
主な特徴は次のとおりである。
（1） 缶・紙パック・たばこ自動販売機で構成

（2 ） 機器中段部の商品取出口までペットボトル飲料や紙パッ

ク飲料を搬送可能にした新開発の「商品搬送機構」を搭
載し，販売商品の多様化を実現
（3） 日本自動販売機工業会自主基準に準拠したユニバーサ

ルデザイン（硬貨一括投入機構の採用，操作部位置を考
慮など）の採用

HFC 冷媒対応自動販売機シリーズ
オゾン層保護の観点から，自動販売機用冷媒として使用
の HCFC 冷媒 R22 は，2004年からの削減と2020年全廃が
決定している。自動販売機の冷凍機は，使用温度範囲が広
く，冷却対象が多様で機種数も非常に多いという特徴があ
る。これに対応する代替冷媒 HFC を使用した新方式の冷
却システムを開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 缶自動販売機：R407C，カップ自動販売機：R134a，

アイスクリーム自動販売機：R404A，と自動販売機の用
途，特性に合わせた HFC 冷媒を選定
（2 ） 非相溶冷凍機油である，アルキルベンゼン油の採用

このシステムは，エステル油に比べ，コンタミネーショ
ン管理，信頼性，サービス性および経済性に優れていて，
2000年春に切換をすでに完了した。

成人識別装置付きアルコール飲料自動販売機
未成年者への酒類販売を防止する規制に対応し，今後の
伸びが期待できる成人識別装置を搭載した「アルコール飲
料自動販売機」を開発した。主な特長は次のとおりである。
（1）「ID カード＋暗証番号入力」または「運転免許証」に

より成人であることを確認し，アルコール飲料の販売を
可能にする装置を開発した。
（2 ） 紙幣識別機と ID カード R/W を一体にしたビル＆カー

ドに暗証番号入力用テンキーを装備し，小型化を実現し
た。
（3） コンベアラックやスパイラルラック搭載で，多種多様

な酒類商品（ビール，日本酒，ウイスキーなど）を販売
可能とした。
（4 ） ポイント機能やメッセージボードを搭載可能とし，集

客力の向上を図った。
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自動販売機
イントラネット対応自動販売機
インターネットや携帯電話，PHS（Personal Handy-

関連論文：富士時報 2000.6 p.326-329

図４

イントラネット対応自動販売機

図５

自動販売機オペレーション向けソリューション

phone System）などの普及に伴い，これらを応用したシ
ステムの導入が容易になりつつある。今回，イントラネッ
トを利用して自動販売機の管理ができる，インターネット
用プロトコルを内蔵した自動販売機を開発した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 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システム（TCP/IP 編）に対応して
いる。
（2 ） Web サーバ機能を内蔵したことにより，ブラウザに

て各自動販売機の売上げ情報や動作状態の確認，各種設
定情報の確認や変更を行うことができる。
（3） 自動販売機に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通知することができる。

自動販売機オペレーション向けソリューション
自動販売機オペレーション業務の効率向上のため，ソ
リューションのコアとなるツール群を開発した。商品のコ
③

ラム配置や見本缶の配置は補充の効率や商品の売上げに大

①

見本缶の配置

きな影響を与える。自動販売機 1 台ごとにこれらを適正な
状態に設定し管理するためのツール「コラムチェンジ支援
エディタ」を用意した。
また，自動販売機のネットワーク化に対応し，日本自動

④

コラムの設定
見本缶の並べ替え

販売機工業会（JVMA）仕様に準拠したデータ収集センター

見本缶レイアウトの
登録パターンの参照

システムを開発した。オンラインはもちろんオフラインの
自動販売機も含めて商品を補充すべき自動販売機を優先度
順にリストアップすることができる。これらのツールを活
用して，自動販売機のオペレーション業務をデータに基づ

商品の入れ替え

販売商品の確定
推奨商品リストから
②
販売商品を選択

いた一層効率のよいものにするためのソリューションを提
供していく。

自動販売機マーケティング分析支援システム
缶や紙パックの自動販売機について，データマイニング

図６

自動販売機マーケティング分析支援システム

手法を適用して，設置場所や利用者に合わせた商品構成と
見本缶配置の決定を支援するシステムを開発した。各自動

自動販売機のグループ化

自動販売機の商品別
売上げ推移（日単位）

販売機の設置場所の属性や季節ごとの売上実績データから，
設置場所あるいは利用者のグループ化を行う。グループに

自動販売機売上げの
ABC分析

適した商品構成や見本缶の配置になっていない自動販売機
について，商品の入替えや見本缶の配置換えなどを提案す
る。同時に，全社レベルあるいは営業所レベルで売れ筋と
なっている商品を抽出して，推奨商品として提案すること
ができる。売上データなどこれまで蓄積してきた膨大なデー
タを有効に活用したマーケティングを支援することにより，
これまでの勘と経験に加えて，自動販売機 1 台あたりの売
上げ向上に寄与できる。
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自動販売機
小型カップミキシング自動販売機
市場を活性化させるため，1998年に市場展開した大・中

図７

小型カップミキシング自動販売機

図８

牛乳瓶自動販売機

規模ロケーション向け「中型カップミキシング機」のシリー
ズに続き，小規模ロケーション向け「小型カップミキシン
グ機」の新シリーズ機を市場展開した。主な特長は次のと
おりである。
（1） 冷媒の 134a 化や販売データおよび自動販売機内温度

をもとに最適な運転を自動的に行う学習省エネルギー機
能などの社会環境への適応
（2 ） 飲料設定・調整の容易化，各種原料のローディング性

の容易化，今後の新機能追加のためのメモリカード対応
などオペレート効率の向上
（3） 高粘度飲料や新飲料に対応できるカップ内ミキシング

方式による魅力的な飲料の提供

牛乳瓶自動販売機
乳飲料業界では，
「新鮮さ」をアピールした瓶入り牛乳
の拡販が進められている。一方，ごみ問題が取り上げられ
るなかで，再利用可能な瓶容器を用いた商品を販売する自
動販売機が要求されるようになった。このたび，これらの
要求に対応した牛乳瓶自動販売機を開発した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 正面に透明ガラスを配し，商品搬出に昇降装置機構を

組み込み，集客を高めるためアピール効果を向上させた。
（2 ） 品質期限切れの商品回収や売切れ商品の補充は，容易

に棚を引き出して行える構造とした。
（3） 空容器の回収棚を設け，瓶の再利用の向上を図った。

今後，透明ガラスデザイン・昇降装置機構を応用し，ア
ルコール飲料・栄養ドリンク剤業界への進出を図りたい。

スーパーマーケット用機器
冷凍機別置型オープンショーケース「エコマックスシリーズ」
近年，スーパーマーケット業界では，商品ロス低減のた

図９

精肉・鮮魚用オープンショーケース

めの高鮮度管理，展示性，省エネルギー，耐環境性が求め
られている。そこで「人へ，環境へ，もっとやさしく」を
コンセプトに，スーパーマーケット向け冷凍機別置型オー
プンショーケース「エコマックスシリーズ」を開発した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 新型冷却器の開発と大型ファンの採用により，環境変

化対応力を強化し鮮度管理能力を向上した。
（2 ） 冷凍機の消費電力を 49 ％削減，温度ばらつきを 50 ％

低減可能な，トータル制御システム「エコマックス V」
を開発し大幅な省エネルギーと高鮮度管理を達成した。
（3） PVC 材料の廃止，リサイクル素材の使用，製品質量

の 10 ％減量化により耐環境性を向上した。
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フードサービス用機器
ペーパーフィルタ式業務用コーヒーマシン
世界初のペーパーフィルタドリップ機構を搭載した全自

図１０

ペーパーフィルタ式業務用コーヒーマシン

図１１

シュンカー「リフレ茶友シリーズ」

図１２

スパワールドのリストバンド自動精算機

動コーヒーマシンを開発した。新規開発の減圧抽出方式と
ロール式ペーパーフィルタにより，コーヒー本来のこくや
うまみを引き出し，手だての味わいを再現した。主な特長
は次のとおりである。
（1） 新規開発の減圧抽出方式とロール式ペーパーフィルタ

を採用し，コーヒー本来のこくやうまみを最大限に抽出
し，コーヒーの濁りの原因となる微粉も除去
（2 ） 大型ブリュアを搭載し，レギュラーコーヒーを大量

220 杯/h 連続販売
（3） コーヒータンクは湯煎（ゆせん）保温構造とし，常に

風味劣化のないコーヒーを提供
（4 ） 面倒な洗浄作業をなくすため，自動洗浄機能を付加し

機械は常に清潔

シュンカー「リフレ茶友シリーズ」
取扱い性の向上，連続販売能力のアップをポイントに
「リフレ茶友」を開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 大型丸ボタンの採用による分かりやすく使いやすいデ

ザイン
（2 ） 水フィルタ（浄水器）の点検機能付き
（3） 取扱いが容易でシンプルな構造

①

ミキシングボールの洗浄

②

取出口の清掃

③

排水バケツ・原料箱の取り外し

（4 ） 自動排水機能で衛生的

ノズルなどに残った滞留水は毎朝一番で自動排水
（5） 連続販売能力のアップ

コールドで 177 杯，ホットで 430 杯を実現

特機分野
スパワールド向けリストバンド自動精算機
近年，アミューズメント施設などでは，施設運用の効率
化をめざし，ID タグ内蔵のリストバンドを媒体とした，
キャッシュレスシステムを導入するところが増えている。
富士電機は，施設利用後の精算手続きを効率よく行うた
め，リストバンドを取り込み，飲食やレンタル品などの料
金を自動で精算できるリストバンド自動精算機を開発し，
24時間営業の大型温泉施設であるスパワールドに納入した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 新開発のローラ搬送式リストバンド回収ユニットを搭

載し，確実な回収といたずら防止を実現
（2 ） 回収リストバンドの収容数が多く，また扉を開けずに

背面からのリストバンドの回収が可能
（3） 背面扉を有し，背面側からもメンテナンスが可能

82

富士時報

Vol.74 No.1 2001

流通機器

通貨関連機器
新型ビルバリデータ（BVN シリーズ）
自動販売機搭載用シリーズ機として，今回 BVN 型紙幣

関連論文：富士時報 2000.3 p.196-199

図１３

新型ビルバリデータ（BVN シリーズ）

図１４

ATM 用鑑別機（FACT-3）と自動つり銭機（ECSO2）

識別機（ビルバリデータ）を開発した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 従来の BVD 型と同じ外形寸法，センサ数を維持し，

2,000 円紙幣を識別，収納可能とした。
（2 ） 搬送方式をベルトからローラ方式へ変更し，交換性，

メンテナンス性を向上させるとともに，搬送ユニットの
小型化を実現した。
（3） 従来の BVD 型より総部品点数を約 40 ％減らし，ね

じの本数は 80 ％削減，E リングは不要な構造とし，部
品交換などに要する修理時間をおおよそ半減させた。
（4 ） ワンタッチ着脱可能なユニット構成にし，組立，分解

性のよい構造にした。

2,000 円紙幣，新 500 円硬貨対応入出金機
2000年 7 月， 8 月に発行された 2,000 円紙幣，新 500 円
硬貨について，金融・流通機器ではセンサの追加などハー
ドウェアを変更せず，すべてプログラムの変更で対応でき
る入出金機を開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 2,000 円紙幣対応は，従来金種の性能に影響を与えな

いような鑑別論理構成とし，プログラム構造の工夫をし
て処理時間を短縮した。
（2 ） 新 500 円硬貨対応は，自動調整機能組込み型の鑑別論

理にて構成し，入金鑑別部では，旧 500 円硬貨の排除も
FACT-3

可能とした。

ECSO2

対応機種は，金融機器（ATM 用鑑別機，テラー用入出
金機）
，流通機器（両替機，自動つり銭機，公営窓口機）
である。

100 円・ 500 円硬貨の現物エスクロ機能搭載コインメック
近年社会問題となっている，韓国 500 ウォン変造硬貨に
代表される「自動販売機荒らし」への対応として，富士電

図１５

100 円・ 500 円硬貨の現物エスクロ機能搭載
コインメック

機では他社に先駆けて 500 円硬貨を現物エスクロできるコ
インメックを1999年に開発した。このたびさらに現物エス
クロ機能を充実させ，100 円硬貨に対しても同一スペース
内に同じ機能を持たせたコインメックを開発した。
主な特長は次のとおりである。
（1） 100 円硬貨で 3 枚まで，500 円硬貨で 2 枚までエスク

ロが可能である。
（2 ） エスクロ機能なしでの動作を含め，従来機種との互換

性を確保した。
（3） 硬貨選別部（アクセプタ）の外形寸法も従来機種と互

換性を持たせた。
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電子デバイス・材料
パワーエレクトロニクス
電力機器・回転機
環境・メカトロニクス
新エネルギー
基

展

盤

望

富士電機は，時代のニーズである情報化，環境保全，新

環境分野については，水処理を中心に据え開発を推進し

エネルギー，省エネルギー，高機能化に貢献することを目

ており，下水処理において技術的に難度の高い窒素・りん

標に，電子デバイス，パワーエレクトロニクス，環境，新

の高度処理に対応するため国際水協会の活性汚泥モデルを

エネルギーを中心に研究開発を進めている。

採用した活性汚泥シミュレータを開発した。上水処理では，

電子デバイス・材料分野では，情報化における重要なツー

高度浄水処理に伴い導入されてきたオゾン処理で問題になっ

ルである携帯機器の要求に対応する低消費電力・高精度基

てくるトリハロメタン低減と臭素酸生成抑制の両立を可能

準電圧電源 IC を開発した。また，携帯機器に使用される

にする溶存オゾン濃度制御方式の開発を行った。

リチウムイオン電池のインテリジェント充電電圧制御用
IC を開発した。携帯機器の小型・軽量化に対応する

新エネルギー分野では，新エネルギー・産業技術総合開

DC-

発機構（NEDO）の委託で太陽電池の開発を進めている。

DC コンバータ方式の超小型電源の開発を進め IC 上に薄

フィルム基板にアモルファス太陽電池を形成する独自のデ

膜方式のインダクタを形成する技術を開発した。液晶に比

バイス構造を採用したアモルファスシリコンの積層セル構

べて高い視認性により小型携帯機器用途で注目されている

造の開発を進めており，小面積セルで 11 ％の発電効率を

有機発光素子については，色変換フィルタ方式による開発

得ている。燃料電池については，固体高分子形燃料電池ス

を進め 3.2 インチサイズのフルカラーパネルの開発を行っ

タックの開発を進め，都市ガス改質システムとの組合せ試

た。

験を行い良好な結果を得た。都市ガス改質システムについ

パワーマネジメントに重要な役割を果たしているパワー
デバイスについては，車両用，産業用電力変換装置の小型

ては，りん酸形燃料電池発電装置で築いた改質技術に基づ
き小型化・高性能化を行った。

化，高信頼性化に対応するため 4.5 kV 大容量 IGBT の開

基盤技術としては，半導体プロセスで問題になるシリコ

発を行った。次世代のパワーデバイスとして注目されてい

ンオンインシュレータ（SOI）ウェーハ上のゲート酸化膜

るシリコンカーバイド（SiC）デバイスでは電力中央研究

特性の向上，磁気記録媒体では，高記録密度化に対応して

所との共同研究で Si の限界値の 100 分の 1 以下の低抵抗

光学試験と電磁的試験を組み合わせた試験技術の開発，微

が得られた。
パワーエレクトロニクス分野では，200 V，400 V 系統

視解析技術では，集束イオンビーム装置（FIB）とマニピュ
レータを組み合わせた微小部サンプリング技術を確立した。

で共通に対応できるワールドワイド対応三相高力率コンバー

ホログラム素子については，シミュレーション技術の開発

タを開発した。誘導電動機の停止制御を速度センサレスで

により，2 分岐器で回折効率 80 ％を超える設計が可能と

可能にするためインバータの電流・電圧のベクトル軌跡か

なった。計算技術に関しては，構造化ニューラルネットワー

ら速度と一次抵抗を推定し制御する方式を開発した。6.6

クの研究を行い，各種予測・診断機能の高度化を可能とし

kV 出力インバータの製品化については，単相 3 レベルイ

た。エレクトロニクス機器からの高周波電磁界現象を解析

ンバータユニットを直列に 4 段接続する構成により，低レ

するため，モーメント法による高周波電磁界シミュレーショ

ベルの高調波・サージ電圧を達成した。

ンを開発し，三次元任意形状における電流分布や放射電磁

回転機については，永久磁石バーニアモータの開発によ

界強度の予測が可能となった。こうした基盤技術の進展に

り通常の永久磁石モータの約 1.5 倍のトルク/体積比の低

より新製品開発の高度化，スピードアップを図っていく。

速大トルクモータを開発した。永久磁石モータについては

今後，情報化・環境技術の進展を図るため，ハードウェ

コンプレッサあるいは電気自動車駆動用として高速回転に

ア・ソフトウェアのインテグレーションをキーに時代を先

適合した 55 kW，6 極モータを完成させた。

取りする研究開発を推進していく。
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電子デバイス・材料
携帯機器用電源 IC の基準電圧源高精度化技術
近年の携帯機器の急速な普及に伴い，電源の小型化や電

関連論文：富士時報 2000.8 p.449-451

図１

基準電圧源回路の樹脂封止後の出力電圧特性

池での長時間動作などの要求はますます厳しくなっており，
100

電源 IC にも，低消費電力化ならびに精度の高い制御が必
要となっている。富士電機では，この要求にこたえるため，

80

低消費電力でかつ高精度な基準電圧源回路を開発した。本
型の n チャネル MOSFET におけるしきい値電圧の電位差
を取り出す方式であり，出力電圧精度向上のため，6 ビッ

頻度（個）

基準電圧源回路は，エンハンスメント型とデプレッション

σ ＝1mV
1.000±0.003V

トのトリミングを採用している。

60

40

20

リチウムイオン電池充電制御技術
リチウムイオン二次電池は，体積エネルギー密度と質量

1.005
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（2 ） 室温時の電圧精度は図で示すように＋
− 0.3 ％
3
温度ドリフトは平均で
2
mV（−10
℃≦
T ≦＋70 ℃）
（ ）

0.997

0

（1） 消費電流は 2 μA

0.996

特長は次のとおりである。

出力電圧 Vout（V）

関連論文：富士時報 2000.8 p.446-448

図２

リチウムイオン電池充電制御 IC レイアウト

エネルギー密度が高いこと，メモリ効果がないことなどに
より，近年の携帯用電子機器の高性能化，小型化，軽量化
の実現に大きく寄与している。
富士電機では，高精度な充電電圧制御が可能であり，ア
ナログ充電回路とマイコンをワンチップに搭載した，リチ
ウムイオン二次電池充電制御技術を開発した。主な特長は
次のとおりである。
（1） CMOS アナログ技術を用いた，アナログ・ディジタ

ル混載技術により，電源 IC のインテリジェント化（定
電流・定電圧制御＋充電シーケンス）を実現した。
（2 ） 高精度基準電圧源回路を搭載し，高精度な充電電圧制

御を実現した（4.2 V＋
。
−30 mV）

マイクロ電源用薄膜インダクタ
携帯用電子機器において急速に進む小型・軽量化のニー

図３ 4 mm 角薄膜インダクタ（左）と導体部断面（右）

ズに対応するため，富士電機では DC-DC コンバータ方式
の超小型電源（マイクロ電源）の開発を進めている。従来，
外付け部品のなかで大きな体積を占めていたインダクタを
薄膜技術により IC 上に形成することにより，設置面積の
大幅な低減を図った。
薄膜方式のインダクタには直流抵抗低減のため導体厚を
確保することや導体占積率を高めること，インダクタンス
増大のため導体周囲の磁性体の材料選定や構成法などの課
題があった。これらを感光性のポリイミド系材料を使った
高アスペクト比の型加工による 50μm 以上の厚膜導体めっ
き技術や，スパッタ法によるアモルファス磁性薄膜により
解決した。
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電子デバイス・材料
4.5 kV 大容量 IGBT
車両用，産業用電力変換装置への IGBT デバイスの適用

図４ 4.5kV 2,000 A 大容量 IGBT

が広がりを見せている。富士電機では高耐圧・大電流，高
信頼性を兼ね備えた 2.5 kV 平型 IGBT を量産化し車両用
と産業用に広く適用していただいている。今回さらに高耐
圧 化 を 達 成 し た 4.5 kV 平 型 IGBT/EMB2001RM - 45
（2,000 A）
，EMB1201RM-45（1,200 A）を開発した。これ
により，従来品にも増して，変換装置の小型化，高信頼性
化への貢献が期待できる。IGBT の主な特長は次のとおり
である。
（1） 新構造 IGBT チップの採用により，低損失で高破壊耐

量
（2 ） 平型パッケージにより直列接続が容易

高耐圧 SiC ショットキーバリヤダイオード
シリコンカーバイド（SiC）は最大絶縁強度がシリコン

図５

試作した SBD の構造と電流電圧特性

（Si）やガリウムひ素（GaAs）よりも一けた大きいことか
ら，将来の低損失パワー素子への応用が期待される半導体

ショットキー電極

酸化膜

材料である。ショットキーバリヤダイオード（SBD）は

n型エピタキシャル層

SiC デバイスのなかで最も有望なデバイスの一つである。

p層

n型基板

＋

Al イオン注入

厚膜・低濃度のエピタキシャル層を用い，多重ガードリン
10.7 mΩ・cm2 と Si の限界値の 100 分の 1 以下の低抵抗が
（財）
電力中央研究所との共同研究において得られた。今後
は，漏れ電流の低減など，一層のデバイス特性の改善をめ
ざすべく要素技術の高度化を図る予定である。

裏面電極
電流密度（A/cm2）

グ耐圧構造を採用した結果，耐圧が 2.6 kV でオン抵抗が

100
80
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60
40

20

20

0

0

−20
−3,000 −2,000 −1,000

0

0

1

の小型情報機器用途をめざして，有機 EL ディスプレイの
研究開発を推進している。
現在までに，3.2 インチサイズのフルカラーパネルの基
礎技術の検討を終了し，液晶を超える高い色再現性と低コ
ストな方式で高輝度な動画再生を実現している。また，カ
ラーパネルとしての実用性能を評価中である。
今後は，実用レベルの信頼性を確保し，アプリケーショ
ンに応じたディスプレイ設計技術の開発を行い，実用化を
めざす所存である。
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2

順方向電圧（V）

有機 EL ディスプレイ

スプレイへの期待が高まっている。富士電機では，次世代

80

40

逆方向電圧（V）

次世代のフラットパネルディスプレイとして有機 EL ディ

100

R on＝10.7 mΩ・cm2
n ＝1.03

J R =1.2x10−4 A/cm2
（−400V 時）
V B＝2.6 kV

図６ 1.3，3.2 インチ有機 EL ディスプレイ
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パワーエレクトロニクス
ワールドワイド対応三相高力率コンバータ
現在，世界各地にはさまざまな系統電圧が存在する。電

図７

ワールドワイド対応三相高力率コンバータ

力変換装置はそれぞれの電源電圧に対して使用する半導体
素子の耐圧が異なり，個別に設計・製作しなければならな

D1

S1

D7

＋
C1

D2
双方向
スイッチ回路

S2

D8

＋
C2

D3

S3

D9

双方向
D4
スイッチ回路

S4

D10

D5

S5

D11

双方向
スイッチ回路 D6

S6

D12

R

い。そこで，富士電機では 600 V 耐圧の半導体素子を適用
できるワールドワイド対応三相高力率コンバータを提案し

LR

N

た。11 kW 機能試作器にて動作確認した結果，AC200 V
入力時の定格効率 94.7 ％，AC400 V 入力時の定格効率

S

97.4 ％，定格時の力率 0.99 以上，入力電流波形の総合ひ
ずみ率は AC200 V 入力時 0.97 ％，AC400 V 入力時 1.73 ％

LS

P

であり，良好な結果が得られた。また，C1 と C2 にそれ
ぞれ並列に不平衡な負荷を接続しても C1 と C2 の電圧は

T

バランスさせることができ，三相のうち一相が欠相しても
他の 2 線間で単相動作に切り換えることで動作が可能であ

LT

ることを確認した。

誘導電動機の速度センサレス制御
エレベータやクレーンなどを機械ブレーキなしで停止制

図８

ゼロ速度運転時の温度特性

御する場合，低速回転域における制御性の問題から，一般
には速度センサが使用されている。

二次抵抗（同定結果）

低速や停止状態（ゼロ速度）における速度センサレスベ

5％

クトル制御では，電動機の巻線抵抗の値が制御特性に大き

一次抵抗（同定結果）
4％

く影響する。富士電機は運転中の誘導電動機の速度と巻線
T＝28℃

抵抗をインバータの電流，電圧のベクトル軌跡に基づいて
一意的に推定することで，巻線抵抗の過渡的な温度変化に

T＝40℃
速度（チューニングなし）

も対応可能な速度センサレス制御方式を開発した。
速度と抵抗値の推定機構はベクトル制御ともよく調和し

4 r/min
0 r/min
速度（チューニングあり）

ており，長時間の低速運転による巻線温度の上昇に対して
も安定かつ高精度にトルク・速度を制御できることを確認

0

250

した。今後は実用化への展開を図っていく予定である。

500
時間（s）

750

1,000

6.6 kV マルチレベル PWM 技術
単相 3 レベルインバータのユニットを直列に 4 段接続す

図９

出力電圧の発生原理

る構成の 6.6 kV 出力インバータを製品化した。この装置
では，以下の特長を持つ改良型マルチレベル PWM 方式
を新たに開発し，電圧変調方式の最適化を図った。
（1） 電圧のマルチレベル化（線間電圧において最大33レベ

PWM

0

ル）により，比較的低いスイッチング周波数で高調波が
きわめて少ない出力電圧を発生できる。
（2 ） スイッチングを均等化する機能により，各ユニットの

R 相電圧 0

電圧分担や損失を均等化するとともに，電源側の高調波
電流も通商産業省ガイドラインをクリアできる。
（3） 線間電圧に対する変化幅の監視機能により，電圧変化

線間電圧 0

幅を常に最小に抑制（線間での電圧段飛びの解消）し，
負荷に印加されるサージ電圧を最小化できる。
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電力機器・回転機
軽量型送電用避雷装置
富士電機は送電用避雷装置を1988年から 66/77 kV 系統

図１０

軽量型送電用避雷装置（上）と従来型送電用避雷装置（下）

に納入を開始した。以来，送電線への雷撃による停電防止
の点で高度情報化社会の高品質な電力供給に貢献してきた。
今回，従来実績のある耐候性の優れたシリコーン系ゴム
を使用し，モールド一体型と部品点数の半減にて構造の簡
素化・小型化・軽量化を実現した製品を開発した。
これにより，送電線鉄塔上での取付け作業が今まで以上
に簡単になる。
また，優れた絶縁協調性能と，放圧構造の改良により十
分な防爆性能を付与して得た高い信頼性により，従来以上
に安心して使っていただける製品である。

AM189067

低速大トルクモータ
エレベータや搬送機器，風力発電などの低速大トルク用

図１１

試作機の外観およびコア断面図

図１２

高速永久磁石モータ

途への適用をめざし，富士電機では永久磁石バーニアモー
タの開発を行っている。このモータは，通常の永久磁石モー
タの低速大トルクタイプに対し，トルク/体積比を 1.5 〜 2
倍にできるため，モータの小型軽量化が可能となる。また，
スキューなしでもコギングトルクおよび誘起電圧高調波が
原理的に小さくなるという特長も具備している。
今回，100 r/min，5 kW 級の表面磁石バーニアモータの
試作機を製作・評価した。その結果，ほぼ設計どおりの性
能が得られ，従来機に対してトルク/体積比を約 1.5 倍と
し，効率を約 8 ポイント改善した。また，誘起電圧高調波
を全次数にて基本波の 0.3 ％以下に抑制できた。今後は効
率的な製造方法の確立など，製品化に向けた開発を行う予
定である。

高速永久磁石モータ駆動技術
富士電機では，大容量から小容量に至る高効率，小型，
保守不要の永久磁石モータを多数製作してきた。このたび，
コンプレッサ駆動用，あるいは電気自動車駆動用として高
速回転に適合した 55 kW，6 極のモータを完成させ，専用
の駆動用インバータと組み合わせて所定の特性を確認する
ことができた。回転子構造は埋込み磁石型とし，複数に分
割した磁石を極ごとに適正に配置することで，最高回転速
度 12,000 r/min の長時間連続運転に耐え得る堅ろうな機
械強度を与えることができた。この構造は，同時に両軸の
リアクタンスに逆突極性を与え，適切な制御を適用するこ
とでリラクタンストルクを生かし，バッテリーの過放電に
よって低下する電圧下での駆動にも十分な裕度を与えるこ
とができる。
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環境・メカトロニクス
下水処理活性汚泥シミュレーション
下水の高度処理は従来の標準活性汚泥法に比べ，硝化細

図１３

活性汚泥シミュレータ画面例

図１４

溶存オゾン濃度とトリハロメタン，臭素酸の関係

菌，脱りん細菌が関与するため，各微生物の割合や水質変
化を定量的に把握することが必要である。
そこで，IWA（国際水協会）の活性汚泥モデルを採用
し，各微生物量を容易に計算可能な活性汚泥シミュレータ
を開発した。本シミュレータは，標準活性汚泥法，嫌気ー
好気法，循環式硝化脱窒法，嫌気ー無酸素ー好気法の四つ
のモードを持ち，主な機能は，①反応槽の分割数が任意に
設定・変更可能，②任意の変数の経時変化をグラフ表示可
能である。
このシミュレータにより，活性汚泥中の従属栄養細菌，
硝化細菌，脱りん細菌の菌体量を計算することができ，処
理水質を予測することが可能である。

オゾンによる消毒副生成物低減化技術
都市近郊の浄水場では，微量汚染物質（臭気物質やトリ
ハロメタン）低減のため，オゾンおよび生物活性炭による
制御範囲
トリハロメタン
（ g/L）

高度浄水処理の導入が進められているが，原水に臭化物イ
オン（Br）を多く含む場合はオゾン消毒副生成物として
臭素酸イオン（BrO3）の生成が危惧（きぐ）されている。

ゾン注入制御を行うことで，トリハロメタンの低減，およ
び臭素酸生成抑制の両立が十分可能であることを明らかに

50
40
30

臭素酸イオン
（ g/L）

および臭素酸生成のメカニズムを解明し，必要最小量のオ

60

15

溶存オゾン
（mg/L）

富士電機では，オゾンとトリハロメタン前駆物質の反応，

目標値
70

0.2

10
5
0

した。また，必要最小量のオゾン注入制御においても，有
機物の生物分解性の向上が確認され，生物活性炭の併用効
果も高まることが示された。

0.1
0
0

0.5

1.0

1.5

オゾン注入量（mg/L）

移動ロボットの自己位置認識技術
自由に設定された経路に沿って移動する車輪走行型移動

図１５

標識と移動ロボット

ロボットでは，自身の位置を認識する機能が必要である。
富士電機では，地上または天井に設置した 1 個の標識と，
ロボットに搭載した 1 台の CCD カメラを使って，ロボッ
トが自己位置を常時認識できる技術を開発した。
標識表面の模様は，円周を均等に分割し，角度情報とな
る 2 進法を白黒の 2 色で表したものである。位置認識の方
法は，搭載カメラで標識画像を取り込み，標識までの距離
はカメラで斜めから見て上下につぶれた円の縦横比から求
め，標識上の角度はその時カメラ正面に位置する 2 進数か
ら読み取る。この方式は 1 枚の標識画像で簡単に位置認識
ができる特長がある。そこで，走行中の繰返し位置認識に
適用し，滑らかに経路追従する移動ロボットを実現した。
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新エネルギー
フィルム基板型アモルファス太陽電池
富士電機は，新エネルギー・産業技術総合開発機構

図１６

ステッピングロール製膜装置（SR2L）

（NEDO）の委託で太陽電池の開発を進めている。フィル
ム基板にアモルファス太陽電池を形成する独自のデバイス
構造を採用したアモルファスシリコン積層セル構造の開発
を進めている。ロール状に巻かれたプラスチック基板を製
膜装置にセットし，ロールツーロールで搬送し自動運転す
ることにより生産性が高められる特徴がある。
現在，発電効率の向上，製造歩留りの向上，スループッ
トの向上に取り組んでいる。発電効率については，小面積
セルで 11 ％，40×80（cm）の大型セルでは 9 ％を得てい
る。
今後，さらに発電効率の向上を図るとともに，材料のコ
ストダウン，製膜装置の設備価格低減に取り組んでいく。

固体高分子形燃料電池スタック
クリーンで静か，しかも高効率な特徴を生かし，小型定

関連論文：富士時報 2000.4 p.231-233

図１７

改質ガス対応 1 kW 級固体高分子形燃料電池スタック

置用分散電源への適用をめざして，固体高分子形燃料電池
（PEFC：Polymer Electrolyte Fuel Cell）の開発を進めて
いる。
純水素を燃料とするスタックをガスを加湿することなし
に長期間運転することに成功した。また，都市ガスなどを
改質したガスを燃料として運転できる 1 kW 級の PEFC ス
タックを開発した。さらに，小型改質システムと組み合わ
せて発電を行い，実際の改質ガスでも模擬混合ガスと同等
の性能が得られることを確認した。今後，信頼性確保を第
一に，電池性能の向上，コスト低減をめざして開発を進め
る。
今後，電池スタック，改質システム，制御系をパッケー
ジにまとめて発電装置とし，性能評価を開始する。

小型改質システム
都市ガスを原燃料とした小型固体高分子形燃料電池用改
質システムの開発を進めている。
改質方式には，りん酸形燃料電池システムで実績のある
水蒸気改質を採用し，改質器と CO 変成器は一体化し小型
化した。水蒸気改質に必要な水蒸気は，改質システムのな
かで熱の有効利用を図りながら発生させる工夫をしている。
また，CO 変成器を出た改質ガス中の CO 濃度を ppm
オーダーまで低減するための CO 除去器には，選択酸化方
式を採用し，従来 2 層であった反応層を 1 層としてコンパ
クト化を図った。
今後は，この改質システムを 1 kW 級の固体高分子形燃
料電池スタックとともにパッケージにまとめて発電装置と
し，性能を評価する予定である。
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関連論文：富士時報 2000.4 p.219-222

図１８ 1kW 級固体高分子形燃料電池用改質器/CO 変成器の外観
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盤
SOI ウェーハ上のゲート酸化膜特性の向上

SOI（Silicon On Insulator）ウェーハは，ゲッタリング

図１９ SOI ウェーハ上のゲート耐圧の COP 依存性

層を設けないと，汚染や結晶欠陥や COP（Crystal Origi10

nated Particle）に非常に敏感である。この性質を利用し
て，ゲッタリング層のない SOI ウェーハをモニタとし，

10

その結果，① SOI ウェーハ上の COP の数とゲート耐圧
分布に負の相関があり，②窒素雰囲気のドライブイン工程
における微量な汚染がゲート耐圧分布に影響を与え，③前

I g（A）

SOI プロセスの本質的な評価・改善を行った。

10
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処理と酸化を繰り返し行う（工程が進む）と正八面体であっ
10

た COP が丸みを帯びて電界が緩和され，ゲート酸化膜の
B モード不良が減少すること，を見いだした。最終的に

10

ウェーハ仕様に COP 数の上限を定め，プロセス条件を最

−10
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適化し，SOI 上のゲート酸化膜の信頼性を向上させた。

磁気記録媒体試験技術
磁気ディスクの高記録密度化によるトラック数増加に伴

図２０

光学・リードライト組合せ試験方法

い，試験の所要時間が大幅に増加することが問題となって
製造工程
より

いる。これを解決するため，光学試験で全面スキャンを行

出荷工程へ
良品

リードライト
試験機

光学式
表面検査装置

い表面形状の異常による比較的大きな欠陥を検出し，電磁
不良品

的なリードライトによる試験でランダムな微小欠陥を検出
する組合せ試験方法を開発した。リードライト試験では，

誤判定率の推定値と実績値の比較例

試験ピッチを広げて飛ばしトラックでの試験を行った場合

誤判定率

チの最適化を行うことを可能にした。一方，光学試験にお

試験結果
のモニタ

最適試験
ピッチの決定

飛ばしトラックの
試験品質を統計的
手法により推定

の試験品質を定量的に確認するため，統計的手法によるモ
ニタ指標（誤判定率の推定値）を考案し，試験トラックピッ

不良品

抜取りフルトラック
試験によるモニタ
推定値

いては試験機の性能向上および利用技術の向上を図った。
実績値

以上の組合せにより，試験品質を確保しながら試験時間を
試験ピッチ

短縮できる技術を開発した。

TEM 観察のためのマニピュレータによる微小部サンプリング技術
IC，半導体の微細化，高集積化が進み，断面形態の観
察に透過電子顕微鏡（TEM）が多用されるようになった。
TEM で観察するには試料を薄膜化する必要があるため，
集束イオンビーム装置（FIB）とマニピュレータを組み合

図２１

薄膜化プロセスの概略と TEM 観察例

ガラスプローブ
イオンビーム （マニピュレータ）
（FIB）
搬送
摘出

わせた微小部サンプリング技術を確立した。

微鏡下でマニピュレータを用いてガラスプローブで摘出し，

SiON

固定
メッシュ
φ 3 mm

図
は薄膜化プロセスの概略図で，FIB により観察する
（a）
領域の断面を薄膜化し，50 nm 以下の厚さの切片を光学顕

サンプル

（a）薄膜化プロセスの概略図
Cu メッシュ

c-Si

サンプル

TEM 観察用メッシュに搬送固定して観察試料とする。写
（b）
真
は摘出したサンプルの TEM 低倍率像，写真
は観察
（c）

例として，SiON 膜と Si 基板界面の高分解能 TEM 像であ
る。本手法は，材質，構造，大きさの制約がないため，あ
らゆる材料・デバイスの解析に応用展開している。

（b）TEM 像（低倍） 10

m

（c）高分解能 TEM 像

1.0 nm
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研究・基盤技術

盤
計算機ホログラム技術

ホログラム素子は，板状基板にマイクロメートルオーダー

図２２

試作した光 2 分岐器の SEM 写真

の微細な構造を形成した光学素子であり次の特長を持つ。
（1） 複数の光学部品が持つ機能を集積化でき，複合化され

た機能をコンパクトに実現できる。
（2 ） 樹脂成形などによる低コスト化が可能である。

富士電機では光ビームを，高い分岐方向・分配比率自由
度を持ち高効率に分岐できるホログラムの技術開発を行っ
てきた。写真は試作した 2 分岐機能を持つ透過型ホログラ

1.3

m

ムの表面形状である。コンピュータによる設計，シミュレー
ション技術を開発し，従来 20 〜 30 ％と低かった光 2 分岐

50

m

80

の回折効率（光利用効率）を 80 ％以上とする設計技術を
上面 SEM 写真

開発した。

m

80

m

設計形状斜視図

今後は，商品化への展開を行っていく計画である。

構造化ニューラルネットワーク
ニューラルネットワークは複雑な非線形関係の学習能力

図２３

電力需要予測への適用例

に優れているが，内部構造がブラックボックスのため出力
構造化ニューラルネットワーク
予測電力

理由の説明が困難である。このため富士電機では，ネット
ワーク構造を改良することにより，従来のニューラルネッ

入力ごとの結合

トワークでは実現できない以下の特長を有する新しい構造
気温
成分

化ニューラルネットワークを開発し，各種予測・診断機能

湿度 曜日
成分 成分

全入力の
結合

出力層 入力層と中間
層が全結合

相互作用
成分

成分不明
中間層

の高度化を可能とした。
（1） ニューラルネットワークの出力値を，各入力因子に関

連した成分と入力因子間の相互作用成分に分解して提示

従来のニューラルネットワーク
予測電力

入力層
気温

湿度

曜日

気温

予測電力
100MW
気温成分
30MW
湿度成分
5MW
曜日成分
10MW
相互作用成分 5MW
固定分
50MW

（2 ） ネットワークの最適化機能にて，より高精度な非線形

モデルの構築が可能であり，従来のニューラルネットワー
クと同等以上の精度を実現

湿度

予測電力
100MW
気温成分
？MW
湿度成分
？MW
曜日成分
？MW
相互作用成分 ？MW
固定分
？MW

高周波電磁界解析技術
エレクトロニクス機器からの放射電磁ノイズや無線用ア

図２４

プリント板上の高周波電流分布解析例

ンテナなど，高周波電磁界を対象とする現象の解析手法の
構築は，製品の性能の向上や品質の安定化のためには重要
なものとなる。
富士電機では，モーメント法による高周波電磁界シミュ
レーションプログラムを開発し，良好な解析精度が得られ
ている。このプログラムでは，三次元任意形状（線要素お
よび面要素）における電流分布や放射電磁界強度を算出す
ることができ，特定部位に抵抗やコンデンサなどの集中定
数素子がある場合も計算できる。また，プリポストプロセッ
サによる容易なデータ作成と分かりやすい出力表示に特長
がある。
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展

望

富士電機グループは全社挙げて「S21 プラン」達成に向
けた取組みを進めている。生産技術研究所においても，事

に含まれる硫化水素，塩素などの腐食因子に対する地熱ター
ビン用材料の評価技術開発を進めている。

業の強化を目的に富士電機の幅広い生産技術に支えられた

プロセスシミュレーション技術は応力，変形，振動，熱

確かな「ものづくり」の基盤をさらに発展させ，コスト・

などの現象解析を製品開発の初期に集中適用している。製

品質に加え環境に配慮した，製法・構造・材料の改革によ

造プロセスを考慮した材料のデータベース，独自のセンサ

る「ものづくりの革新」を研究活動の重点においている。

技術や境界条件・要素分割技術などを開発し，シミュレー

工場・製作所などの事業部門への効果的・即効的技術支

ションにより極限設計と品質確保を両立させ，適正利潤を

援をするために，シミュレーション，構造解析，金属寿命，

生み出せる生産コストの実現，開発期間短縮などの効果を

振動（騒音）解析，樹脂成形，蓄積実験評価などの保有技

得た。車両用変圧器，水車発電機，高耐圧 IGBT などの幅

術を深耕するとともに，厚膜セラミックス製造，微量酸素

広い分野の新製品に適用した。

接合，微細接合，摩擦を考慮し素材と工具の接触状態を逐

振動現象解析技術は，流れ場の可視化に重点をおき，非

次解析した固定子コイルの自動成形，計測しながら溶接軌

接触・同時多点計測により系に影響を与えない，速度ベク

跡を自動認識するシステムなどの保有技術拡大も進展した。

トルや分布の可視化を実現した。形状の最適化（翼，ファ

また開発した鉛フリーはんだ材料は，はんだメーカーと契

ン）を図り冷却能力，ファン騒音などを改善し，新製品の

約を締結し外販体制を完了した。

高機能化・小型化に適用している。

電子機器技術は，2001年 4 月から富士電機にて開発の鉛

マイクロ加工技術は，圧電セラミックス（PZT）をス

フリーはんだを新製品のプリント板に適用することが決定

ラリー分布の適正化，バインダと溶剤の最適化などにより

している。活性温度域・樹脂耐熱・樹脂のぬれ広がり，ロ

追加研削のいらない厚膜技術（30 μm）を確立した。陽極

ジンの低軟化・低温活性などに優れたフラックスを開発し，

接合は，ウェーハサイズのガラス/シリコン/ガラスの組合

リフロー・フローに適した加熱プロファイルなどの技術開

せによる三層同時接合を実用化し，次世代センサに適用し

発も完了し，工場適用に向け活動を推進している。

た。さらにシリコン基板に多層膜の回路を形成する成膜技

回路実装技術は，微細接合化を進めておりピッチ 80 μm
のフリップチップ接合や BGA 接合などにより，複数のベ

術は高密度実装技術との融合により，高機能モジュール化
を確立した。

アチップを実装する MCM 技術を確立し製品の小型化を

成形加工技術は，熱硬化性樹脂からリサイクル可能な熱

進めた。また高密度実装技術とマイクロ加工技術（成膜技

可塑性樹脂の実用化を進めた。樹脂ペレットとロット・分

術）を融合し，シリコン回路基板上にチップ・デバイスを

子量分布・寸法精度・強度の関係やペレットから成形まで

搭載する高機能モジュール化を実現した。

の全工程にわたる吸着水分を制御する高品位成形技術を確

材料適用技術は，2 種類の独自な鉛フリーはんだ（SnAg

系，Sn-Bi

系）を開発した。特に

Sn-Ag

系は引張強

立し，成形工場稼動に貢献した。スキン層，配向，分子量
分布，充てん材配合比などの成形品データベースを構築し，

度，熱疲労，クリープ抵抗，ぬれ性，酸化抑制度などで評

三次元樹脂流動解析の予測精度を高め，一体成形や高精度

価が高く，パワー半導体の分野で適用を開始した。また，

成形を進めている。さらに樹脂のハロゲンフリー化や薄肉

自然エネルギーを利用した地熱発電において，地熱流体中

成形などの技術確立を加速していきたい。
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半導体加工と微細接合の融合によるモジュール化技術
電子部品の小型化・高機能化のために，シリコン基板に

図１

半導体加工と微細接合の融合によるモジュール

微細薄膜配線を形成し，その基板上に汎用 IC（CPU やメ
接合技術

モリ）を微細な FC 接合や BGA 接合により実装し，高密

ワイヤボンディング接合

度実装された基板とワイヤ配線・樹脂封止により高機能モ

狭ピッチFC接合

ジュールを完成した。

フラッシュ
ROM BGA

SDRAM
ベアチップ

従来のプリント板に比べて面積比 1/4 の小型化と小ロッ

BGA接合

ト対応を実現した。
CPU
ベアチップ

シリコン基板には，独自な成膜技術により多層の配線・

フラッシュ
ROM BGA

絶縁膜，C・R 回路などを形成し，複数のチップは FC 接
，
合と BGA 接合により狭ピッチ電極（120 μm → 80 μm）
微小な電極間隔（30 μm → 10 μm）など MCM 技術を確立

基板技術

し高速信号処理などへの対応を可能にした。

抵抗・コンデンサ内蔵
シリコン基板

多層配線ガラスエポキシ基板

溶接軌跡自動認識システム
溶接軌跡の追従方式として，従来のタッチセンサやビジョ

図２

溶接軌跡自動認識システムと溶接断面

ン方式とはまったく異なる，ティーチング不要で，複雑な
三次元径路に対応した技術を開発した。

溶接軌跡自動認識システム

認識誤差範囲を，開先なしの場合，従来の数 mm か
ら＋
− 150 μm までに高め，部品を溶接前に計測しながら軌
跡を算出する独自なアルゴリズムにより，高精度な溶接軌

5軸ロボット

製品

制御装置

溶接断面：溶接品質は
同等以上

跡自動認識システムを構築した。

軌跡認識誤差範囲：±150

このシステムは，溶接トーチと溶接部位との高さを画像

m

●：認識データ

センサで，距離はレーザ変位計により測定し，ワークを搭
載したテーブルの回転は 5 軸ロボットとの同期制御により
実現し，センサ商品に適用した。

接合基準線

回転
テーブル
レーザ変位計

画像センサ
手溶接

制御型生産設計における CAE 技術の適用
制御型生産設計では，商品化初期から適正利益を確保す

自動溶接品

関連論文：富士時報 2000.9 p.513-516

図３

各種製造分野における CAE 技術の適用事例

るために，コストを性能・特性と同格に位置づけ，コンカ
レントエンジニアリングを推進する。このような活動のな
かで，全関連部門が構想設計から参画し，情報の共有化や

パワーデバイス品
ベース反りの最小化，寿命予測

溶接構造物
変形，残留応力，組織の予測

樹脂成形品
反り，ひけ，ウエルドラインの予測

プレス成形品
金型強度，スプリングバックの予測

アイデアを具現化し，構想段階の商品を一つの形として表
現できる三次元 CAD やアイデアを定量的に評価できる
CAE 技術を駆使して限界設計に取り組んできた。
パワーデバイス組立では各製造工程でのベースの反りを
予測し，溶接に関しては大容量化に対応する部材の厚肉化
や限界設計による薄肉化の両極面に対応できる変形を予測
し，樹脂成形は反りやひけを予測し，プレス加工は金型強
度を予測し，材料，構造や製造条件の決定に寄与した。
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技術業績の表彰・受賞一覧（2000年）順不同

●
（社）
溶接学会（平成11年度マイクロ接合優秀研究賞）

発達賞
「水質安全モニタの開発」

「シリコンとセラミックスの陽極接合技術」
生産技術研究所

後藤

友彰

生産技術研究所

木下

慶人

生産技術研究所

谷口

克己

環境システム事業部
（株）
富士電機総合研究所

弘

田中

良春

石山

修

中山

伸一

「エコマックス V の開発」

●環境システム計測制御学会（論文奨励賞）

三重工場

「河川および取水口監視のための偏光解析型油膜センサ」

佐々木

（株）
富士電機総合研究所
奨励賞

環境システム事業部

多田

弘

富士電機インスツルメンツ
（株）

中村

祐介

富士電機インスツルメンツ
（株）

金井

秀夫

神戸工場

中西

孝司

（株）
富士電機総合研究所

讃岐

育孝

鈴鹿工場

米澤

裕之

（株）
富士電機総合研究所

平岡

睦久

（株）
富士電機総合研究所

大戸時喜雄

細田

博

葛西

彪

●アトムテクノロジー研究体（1999年度

JRCAT 賞）

「Phase control of the perovskite manganite thin films

小西

義則

●
（財）
電気科学技術奨励会（第48回オーム技術賞）

西浦

彰

富士日立パワーセミコンダクタ
（株）

熊谷

直樹

富士日立パワーセミコンダクタ
（株）

征矢野

伸

「増強計画支援システムの開発・実用化」

「スイッチング電源用マルチチップパワーデバイス

松本工場

太田

裕之

西川

幸廣

事業開発室

畠内

孝明

三重工場

杉野

一彦

川口

公二

●
（社）
発明協会・関東地方発明表彰

発明奨励賞
「共通バスデッドロック防止方法」

堀口

浩

事業開発室
●三重県・平成12年度創意工夫功労者表彰

〔関西電力
（株）
，
（株）
ダイヘンと共同〕

「大容量平型 IGBT 適用主変換装置の開発・実用化及び
新幹線電車における IGBT 利用拡大に対する貢献」
電機・交通システム事業部

（株）
富士電機総合研究所

「マルチホップ型無線ネットワークの開発と適用」

「第三世代 IPM R シリーズの開発と製品化」

情報システム事業部

原子力事業部

（株）
富士電機総合研究所

〔東京大学と共同〕

（株）
富士電機総合研究所

「高出力 YAG レーザ切断装置の開発」

（M-Power）の製品化」

mediated by the epitaxial strain」
（株）
富士電機総合研究所

「高性能汎用インバータ FRENIC5000 の開発」

井上

「自動販売機冷凍ユニット組立混流一台流し化の考案」
三重工場

竹尾

道明

亮二

〔東海旅客鉄道
（株）
，
（株）
東芝と共同〕
●
（社）
日本電機工業会・電機工業技術功績者表彰

（第49回）
進歩賞
「節電装置『省エネ名人』の製品化」
電源事業部

石川

吉浩

東京システム製作所

山本

弘
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新しい年を迎えて

高度下水処理運転支援用活性汚泥シミュレータ

2

下水道光ファイバ応用計測技術
ハイライト 2000

下水道への有害物質流入とセンサ技術

4

トリハロメタン生成能計（THMFP 計）による水質汚濁
食品・薬品分野向け総合生産管理システム

監視技術

オープン PIO システム「PROGRESSIO」

湖沼水質保全システム

オペレーターを高次に支援する水処理統合監視システム

オープンネットワーク利用監視制御システム

中小規模プラント向けオゾン高度処理システム

大腸菌計測技術

焼却灰溶融固化再資源化システムの実証試験

環境システム

………………………………………………… 20

世界最大単機容量地熱タービン（110 MW）

バイオガス利用燃料電池発電システム

オープンネットワーク対応リモート I/O 機器

ハイブリッド山小屋発電システム

20 G バイト/枚（3.5 インチ）の高記録密度磁気ディスク媒体

魚あらリサイクルプラント

700 V ワンチップパワー IC

ミニ水力発電システム

コンビニエンスストア向け空調・冷蔵統合蓄熱システム

ホットバインドと熱分解処理技術

自動販売機 Java プラットホーム

紫外線消毒装置

大型発電機固定子コイルの自動成形編み装置

廃棄物動態監視システム

情報・SI ソリューション
展

環境情報管理システム（環境マネジメントシステム）
10

オゾン耐性膜による高効率高度処理システム

望 ……………………………………………………………… 10

行政情報ソリューション ………………………………………… 11

行政向けグループウェア「行政パック」

展

郵政省補助事業「地域インターネット」導入事例

IT コンポーネント（コンピュータ，コントローラ，

（長野県長谷村）

望 ……………………………………………………………… 23

FA パソコンと高信頼性オプション

郵政省補助事業「地域インターネット」導入事例

セキュリティ統合認証システム「ForceSecure」
情報共有システム構築支援パッケージ「InfoTerrace」

郵政省補助事業「地域インターネット」導入事例
（千葉県千倉町）

水処理向け小規模監視システム「LOGACE-AS」

法務省向け職員業務効率改善システム

ロジスティクスコンサルテーション

東京大学向け防災監視システム

オープン統合化分散監視制御システム「オープン AX」

産業情報ソリューション ………………………………………… 13

ACS-2000 ゲートウェイシステム

SCM 統合ソリューション

分散型コントローラ ACS-250 の機能強化

倉庫業界におけるロジスティクスソリューション

大規模遠方監視制御装置 ASA-2000

チェーンストア向け流通ソリューション

計測・制御システム ……………………………………………… 27

火力発電設備の計測・制御システム

電力設備・幹線管理システムの開発
社会情報ソリューション ………………………………………… 14

エネルギーセンタ・高炉送風機の制御システム

山形県立中央病院向けタンデムコージェネレーション

鉄鋼設備の計測・制御システム

システム

化学プラントの計測・制御システム

埼玉県立環境科学国際センター向け風力発電設備

食品・薬品プラントの計測・制御システム

島根大学向け特高受変電設備・中央監視設備

空港給油施設の計測・制御システム

日本道路公団日本坂トンネル向け坑口環境改善用

計測コンポーネント ……………………………………………… 29

電気集じん機設備

新型差圧・圧力発信器「FCX-AⅡシリーズ」

日本道路公団向け施設制御システム

下水用光ファイバ式投込み水位計

水処理・環境ソリューション

交流電力モニタ
16

望 ……………………………………………………………… 16

上下水道向けソリューション ……………………………………… 17

上下水道における省エネルギー運用システムの構築
フレキシブル小規模テレメータ

96

23

ネットワーク）……………………………………………………… 24

（岡山県建部町）

展

IT・計測制御コンポーネント

ディジタル温度調節計（PXR-4）
多成分赤外線ガス分析計
車検場向け自動車排気ガス測定器
レーザ・ビジョンコンポーネント………………………………… 31

新型レーザ加工機「DW2000 シリーズ」
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新型レーザ加工機「DW5000 シリーズ」

設備・機器 ………………………………………………………… 45

グリンレーザ微細加工機「FAL-3000」

ケミカルフィルタ

紫外線レーザ微細加工機「FAL-4000」

台湾向けターンキークリーンルームシステム

フルカラー容器外面印刷検査機「FAY-2100」

国内某社向け液晶工程用クリーンルーム

原末・粉末高速検査機
サービスソリューション
展

電気鉄道地上システム …………………………………………… 46

電気鉄道変電所用新型沸騰冷却式シリコン整流器
33

東日本旅客鉄道
（株）
上野駅新南部配電所受配電設備
帝都高速度交通営団東六本木変電所受変電設備

望 ……………………………………………………………… 33

神戸市交通局海岸線き電設備

予防保全サービス ………………………………………………… 34

東京急行電鉄
（株）
大岡山開閉所回生電力吸収装置

環境診断サービス
DCS リモート巡回点検サービス

川崎重工業
（株）
新幹線車両試験用周波数変換装置

オンライン診断システム

鉄道車両システム…………………………………………………… 48

E2 系 1000 番代新幹線電車用主変換装置

ソリューションサービス ………………………………………… 35

富士総合保全管理システム「COMET」

E231 系直流電車側引戸用リニア式戸閉装置

コールセンター構築サービス

300/700 系新幹線電車主変換装置用試験設備

無人設備オートコールサービス
エネルギー

リモートメンテナンスサービス
レトロフィットサービス

展

施設管理情報提供サービス

エネルギーソリューション ……………………………………… 50

産業・交通システム
展

49

エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」

37

100 kW 燃料電池発電装置（大学設置）
節電対策事業委託業務（ESCO 事業）

望 ……………………………………………………………… 37

パワーエレクトロニクス・電力変換 …………………………… 38

望 ……………………………………………………………… 49

火

力 ……………………………………………………………… 51

ダウケミカル向けクロールアルカリ用整流設備

電源開発
（株）
磯子火力発電所新 1 号機（最盛期の据付け

台湾プラスチック向けクロールアルカリ用整流設備

工事）

中国・貴州アルミ向けアルミ精錬用整流設備

FP-1 ♯1，♯2 の完成

LEONIC-M600 の大容量試験設備への適用

世界最大級単汽筒非再熱蒸気タービン

産業用 64 ビット DDC 装置

ハリプールコンバインドサイクル発電所用蒸気タービン

航空機用 400 Hz 電源の容量拡大

地熱コンプレックス用発電設備

回転機・可変速駆動システム …………………………………… 40

水

力 ……………………………………………………………… 52

パイプ圧延設備用電気品

パキスタン・チャスマ発電所向け 8 × 23 MW バルブ

スーパーカレンダ設備

水車・発電機の運転開始

川鉄鋼板
（株）
CGL 設備のリニューアル

インド・ガトガール発電所向け 2 × 139 MW 揚水発電

アンローダ駆動電気品

設備の工場試験

高圧マルチレベルインバータの系列拡大

東北電力
（株）
新鷹の巣発電所向け 2 × 8.3 MW 横軸

中小容量永久磁石電動機

バルブ水車・発電機の運転開始

産業機器システム ………………………………………………… 42

エンジニアリングメーカー向け監視制御システム
プラント用 PLC ソフトウェアコンバータ
フィールド Web アダプタ
発変電システム …………………………………………………… 43

大規模変電所設備のリニューアル
離島用 IPP 発電装置のリモート監視
輸出用 161 kV 50 kA ガス絶縁開閉装置
電気加熱 …………………………………………………………… 44

東京都交通局白丸発電所向け 1.1 MW 横軸両掛
フランシス水車・発電機の運転開始
原子力 ……………………………………………………………… 54

IC プラズマ廃樹脂高減容システム
六ヶ所再処理施設向け遠隔自動装置の製作
原子炉遠隔解体装置の開発
電力変電 …………………………………………………………… 55

高温超電導変圧器の電力系統連系運転
東京電力
（株）
富津火力発電所納入 525 kV 820MVA

真空誘導溶解・脱ガスかくはん・注湯の複合システム

主変圧器

るつぼ形インダクタを備えた空炉可能な自動注湯設備

海外向け 245 kV ガス絶縁開閉装置

新型多結晶シリコン溶解用誘導加熱装置
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制振制御機能付きサーボ「FALDIC-αシリーズ」

系統保護制御 ……………………………………………………… 56

配

北海道電力
（株）
釧路系統運用自動化システム

16ビットシリアルインクリメンタルエンコーダ

電力所保守点検システム

高性能コンパクト型インバータ「FVR-E11S-4

東北電力
（株）
新鷹の巣発電所ダム自動制御装置

シリーズ」
（400 V）

中部電力
（株）
大高変電所向け回線単位制御盤システム

上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD

東京電力
（株）
向け 500 kV 変圧器保護継電装置

シリーズ」

中部電力
（株）
向け 500 kW × 2 NAS 電池用交直変換装置

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」用

電 ……………………………………………………………… 58

オプション

低圧径路探査装置「径探くん」

情報機器関連コンポーネント

省エネルギー支援エネルギー管理システム
使用電力量表示端末

展

放射線 ……………………………………………………………… 59

70

望 ……………………………………………………………… 70

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 71

入退域管理装置

20 G バイト/枚磁気ディスク媒体の低 GH 表面技術

環境放射線モニタリングポスト

CVD 技術

個人線量計

10,000 r/min 媒体技術
感光体 ……………………………………………………………… 72

システムコンポーネント
展

60

高速プリンタ用高感度有機感光体
高速プリンタ用正帯電有機感光体

望 ……………………………………………………………… 60

電子写真用プロセスユニット

プログラマブルコントローラ …………………………………… 61

統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」の大容量
CPU モジュール

電子デバイス・半導体

PCI バス対応の「MICREX-SX」高性能 CPU ボード

展

超小型コントローラ「タイムリーパワー」

IC …………………………………………………………………… 74

オープンネットワーク対応機器の拡充

2 チャネル DC-DC コンバータ制御 IC

PC サーバ用 UPS の新シリーズ

充放電機能内蔵 6 チャネル電源制御 IC

中容量 UPS「660 シリーズ」

充電機能内蔵携帯電話用電源 IC

具 ……………………………………………………………… 63

液晶表示コントローラ・ドライバ IC

電磁開閉器「E シリーズ」

EPROM 型圧力センサ

反相リレー

パワー半導体 ……………………………………………………… 76

海外規格対応富士オートブレーカ

低損失・高速パワー MOSFET「FAP-G シリーズ」

可逆一体形オン・オフ制御用ソリッドステート

IGBT モジュールパッケージ「EconoPACK-Plus」

コンタクタ

電子レンジ用高圧ダイオード

24 kV C-GIS 用真空遮断器

ハイサイド高機能 MOSFET
スイッチング電源用マルチチップパワーデバイス

電動出し入れ形真空遮断器

「M-POWER」の系列化

小型民生用漏電遮断器（機器内蔵形）

超薄型パワー SMD

火災警報機能付きガス漏れ警報器
エレベータ用センサ
プラグイン形分電盤ブレーカ用接続端子台

流通機器

78

省エネルギーに貢献する電力監視システム

展

高低圧受配電設備のディジタル形機器「F-MPC

自動販売機 ………………………………………………………… 79

シリーズ」の機種拡充
回転機・可変速機器

98

望 ……………………………………………………………… 73

汎用 PWM 電源制御 IC

電源装置 …………………………………………………………… 62

器

73

…………………………………………… 67

望 ……………………………………………………………… 78

新型ハーティ自動販売機シリーズ
HFC 冷媒対応自動販売機シリーズ

新 JIS 適用高効率モータ

成人識別装置付きアルコール飲料自動販売機

エレベータ用同期電動機

イントラネット対応自動販売機

新型多段クーラントポンプ

自動販売機オペレーション向けソリューション

サーボモータ「FALDIC-αシリーズ」の低ベースモータ

自動販売機マーケティング分析支援システム

シリーズ

小型カップミキシング自動販売機
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牛乳瓶自動販売機

電力機器・回転機 ………………………………………………… 88

軽量型送電用避雷装置

スーパーマーケット用機器 ……………………………………… 81

冷凍機別置型オープンショーケース「エコマックス

低速大トルクモータ

シリーズ」

高速永久磁石モータ駆動技術

フードサービス用機器 …………………………………………… 82

環境・メカトロニクス …………………………………………… 89

ペーパーフィルタ式業務用コーヒーマシン

下水処理活性汚泥シミュレーション

シュンカー「リフレ茶友シリーズ」

オゾンによる消毒副生成物低減化技術
移動ロボットの自己位置認識技術

特機分野 …………………………………………………………… 82

スパワールド向けリストバンド自動精算機

新エネルギー ……………………………………………………… 90

フィルム基板型アモルファス太陽電池

通貨関連機器 ……………………………………………………… 83

新型ビルバリデータ（BVN シリーズ）

固体高分子形燃料電池スタック

2,000 円紙幣，新 500 円硬貨対応入出金機

小型改質システム

100 円・ 500 円硬貨の現物エスクロ機能搭載

基

磁気記録媒体試験技術

研究・基盤技術
展

盤 ……………………………………………………………… 91

SOI ウェーハ上のゲート酸化膜特性の向上

コインメック
84

TEM 観察のためのマニピュレータによる微小部
サンプリング技術

望 ……………………………………………………………… 84

計算機ホログラム技術

電子デバイス・材料 ……………………………………………… 85

携帯機器用電源 IC の基準電圧源高精度化技術

構造化ニューラルネットワーク

リチウムイオン電池充電制御技術

高周波電磁界解析技術

マイクロ電源用薄膜インダクタ

生産技術

4.5 kV 大容量 IGBT

93

高耐圧 SiC ショットキーバリヤダイオード

展

有機 EL ディスプレイ

生産技術 …………………………………………………………… 94

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 87

望 ……………………………………………………………… 93

半導体加工と微細接合の融合によるモジュール化技術

ワールドワイド対応三相高力率コンバータ

溶接軌跡自動認識システム

誘導電動機の速度センサレス制御

制御型生産設計における CAE 技術の適用

6.6 kV マルチレベル PWM 技術

Vol. 74 No.1 に掲載の商標など
Java

：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標

Windows

：米国 Microsoft Corp. の登録商標

Ethernet

：米国 Xerox Corp. の登録商標

Pentium

：米国 Intel Corp. の商標

Windows NT ：米国 Microsoft Corp. の登録商標
UNIX

： X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標

Modbus

： Gould Modicon 社の登録商標

Windows 98

：米国 Microsoft Corp. の登録商標

Excel

：米国 Microsoft Corp. の製品名

Windows 2000 ：米国 Microsoft Corp. の登録商標
LON

：米国 Echelon 社の登録商標
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カンパニー別営業品目

電機システムカンパニー
情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，電力システム，放射線管理システム，FA・物流システム，環境シス
テム，電動力応用システム，産業用電源，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，電力量計，
変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，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
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配
電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機器，電力監視機器，交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマブルコント
ローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送機器，インダクションモータ，同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモー
タ，ファン，ポンプ，ブロワ，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，UPS，ミニ UPS，

電子カンパニー
磁気記録媒体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリシック IC，
ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ，感光体およびその周辺装置

流通機器システムカンパニー
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

富 士 時 報

第

７４

巻

第

１

号

平
平

成
成

12 年 12 月 30 日
13 年 1 月 10 日

印
発

刷
行

定価 525 円 （本体 500 円・送料別）
編集兼発行人

谷

発

行

所

富

社
室

〒141 -0032 東 京 都 品 川 区 大 崎 一 丁 目 1 1 番 2 号
（ゲートシティ大崎イーストタワー）

編

集

室

富士電機情報サービス株式会社内
「富士時報」編集室

〒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）
電 話（03）5388 − 7826
FAX（03）5388 − 7369

印

刷

所

富士電機情報サービス株式会社

〒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）

恭
士

電

機
技

株
術

夫

式
企

会
画

電 話（03）5388 − 8241

発

売

元

株 式 会 社

オ

ー

ム

社

〒101 - 8460 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 番地
電 話（03）3233 − 0641
振替口座 東京 6−20018

C
○

2001

100

Fuji Electric Co., Ltd., Printed in Japan （禁無断転載）

豊かな地球社会のために
富士電機は、
今、

電機システム
カンパニー

主な営業品目
情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，
電力システム，放射線管理システム，FA・物流シス
テム，環境システム，電動力応用システム，
産業用電源，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，電力量計，
変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，
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

主な営業品目
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，
ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，
限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド
流通機器システム
変圧器，電力制御機器，電力監視機器，
交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマ
カンパニー
ブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，
多重伝送機器，インダクションモータ，
同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモータ，
ファン，ポンプ，ブロワ，汎用インバータ，
サーボシステム，加熱用インバータ，UPS，
ミニUPS
主な営業品目
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

環境・情報・サービス・コンポーネントを
キーワードとして、
新しい技術の時代を
拓こうとしています。

電子
カンパニー

主な営業品目
磁気記録媒体，パワートランジスタ，
パワーモジュール，スマートパワーデバイス，
整流ダイオード，モノリシックIC，
ハイブリッドIC，半導体センサ，サージアブ
ソーバ，感光体およびその周辺装置
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岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
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旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北見市西富町163番地30
釧路市新栄町8番13号
帯広市東三条南十丁目15番地
函館市海岸町5番18号
青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山形市宮町一丁目10番12号
新庄市五日町1324番地の6
郡山市亀田一丁目2番5号
いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
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倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
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）
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熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大分市寿町5番20号
宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
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）
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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