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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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本誌は再生紙を使用しています。



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。

豊かな地球社会のために

富士電機は、今、

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

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

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

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
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，
ネットワーク機器，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，クーラントポンプ，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
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表紙写真

20世紀末に始まった情報技術（IT）革命

は，今世紀に入り一層成熟の度合いを増して

いる。

街には携帯電話があふれ，一般の家庭にも

一時代前の大型コンピュータの能力に匹敵す

るパソコンが入り込み，インターネットを通

じて世界に広がる情報を簡単に入手できるよ

うになった。また，オフィスでは業務効率向

上のための IT 革命が IT ソリューションとい

う名のもとに深く浸透しつつある。

富士電機では，個人やオフィス需要のほか

に，産業，特に工業の現場のための IT 化に

注力している。機械，装置，デバイスと呼ば

れるものが独自の知能をもち，インターネッ

トプロトコルにより互いに会話を始め，最適

な運転条件を見つけ出し稼動している光景が

現れ始めている。

表紙写真は，IT 革命と産業のかかわりを

バイナリー信号連鎖などによりイメージ的に

表現している。



新年明けましておめでとうございます。

皆様方には佳き新春をお迎えのこととお慶び申し上

げます。

21世紀最初の年である昨年は激動の一年となりまし

た。年初にはいったん回復の兆しが見えた経済情勢は，

金融債務処理の遅れなどによる消費回復の停滞，情報

技術関連業種の減速，財政政策の転換などの影響でデ

フレ傾向を呈してまいりました。米国における同時多

発テロはこの景気減速を助長し，経済環境は世界的に

厳しさを増してきています。

技術的な動向としては，省エネルギー，省資源，廃

棄物処理など地球環境に対する負荷の軽減はますます

重要な課題となっています。情報技術については，現

在低迷しているとはいえ中長期的には製品の高機能化，

ネットワーク化，サービスの高度化の動きに合わせ確

実に進展していくことは間違いがありません。これら

の技術開発を着実に，しかもスピードを上げて進めて

いくことが21世紀を勝ち抜いていく企業にとって必須

の条件になると考えております。

こうした背景のもとで，富士電機の事業においても，

民間設備投資抑制による物量の低迷，情報技術関連業

種の減速に伴う半導体分野での物量の減少など大変厳

しい状況を強いられておりますが，2000年に中期ビ

ジョンならびに中期計画として打ち出した「S21プラ

ン」を実現すべく，特徴ある専業を目指して着実に改

革を進め，お客様に満足していただける製品，サービ

スを提供し続ける努力を行っております。すなわち，

パワー半導体およびパワーエレクトロニクス製品，低

圧開閉機器，水処理を主体としたシステム事業，自動

販売機などの主力製品群の強化拡大に加え，新たに情

報・環境・サービス・特徴あるコンポーネント分野の

強化を図っております。こうした攻めの施策に基づき

研究開発投資については，富士電機の強い分野，事業

に早期に貢献できる分野に資源を重点的に投入してお

ります。本号では，2001年に成果をあげた主要な技術

開発，製品開発のご紹介をさせていただいております。

情報システム分野では地方自治体・民間企業・公共

団体向けに情報技術を活用したシステムを開発してお

ります。行政情報ソリューションとしては，地方自治

体向けに地域インターネットに対応し，地方情報化に

よる行政サービスの向上を目指したソリューションを

開発しています。文書管理，情報共有を主体としてシ

ステムに各種申請・届出の電子化を合わせた開発を進

めております。民間企業向けには，富士電機の得意と

する業務ノウハウを活用した ERP（企業資源計画）

基幹情報システムの開発とシステム導入のコンサル

ティング，物流管理システム，業務支援システムの開

発・製品化を行いました。

環境分野については，水処理・環境ソリューション

として水処理プラントの情報技術化，監視センサの高

度化，廃棄物処理に取り組みました。水処理では，

ネットワークを利用した中小規模下水処理場向けの

Web 応用監視システムの開発を行いました。環境ソ

リューションでは，生ごみをメタン発酵させ大幅に減

容化し，発生するメタンガスを利用して燃料電池で発

電する生ごみ処理プラントを開発しております。また，

2

新しい年を迎えて



畜産廃棄物で排出する高濃度汚濁排液を浄化処理する

技術の開発を進めております。環境マネジメントソ

リューションとして環境文書管理，化学物質管理など

の環境情報管理システムの開発を進めております。

サービス事業への取組みとしては，予防保全サービ

スとして，システム制御技術，情報技術を駆使して巡

回診断，リモートメンテナンス，オンライン診断など

のメニューをそろえサービスの提供を開始いたしまし

た。コールセンター構築支援などのサービスの提供に

も着手いたしました。

パワーエレクトロニクス製品としては，産業向け自

励式フリッカ補償装置の開発，高圧インバータの容量

系列拡大・機能拡大に取り組んでいます。電気鉄道向

けとして，長野新幹線向け E926 形新幹線電車補助電

源装置の開発などを行いました。

システム機器分野では，市場のグローバル化に対応

したシステム化，オープン化，国際規格対応の製品開

発を進めております。サーボ関連で，小型・高性能

FALDIC-βシリーズの製品化を行いました。器具で

は，配線用遮断器・漏電遮断器α-TWINシリーズの
製品化を，UPSではサーバ用 UPS 管理ソフトウェア

NetpowerView-Fを開発しグローバル展開を開始し

ております。

情報機器関連コンポーネントでは，ハードディスク

装置の高密度化，高速化の進展に対応して，業界に先

駆けて 3.5インチ 40 Gバイト/枚の磁気記録媒体を製

品化いたしました。開発レベルでは，垂直磁気記録技

術などの適用により 100 Gバイト/枚の基本磁気特性

が得られつつあります。

電子デバイスではパワーマネジメント技術とそのイ

ンテリジェント化に着目した開発を進めており，高耐

圧 CMOSアナログ IC 技術を核にした高耐圧，低消

費電力化を目指しております。携帯機器に対応する省

電力 700Vワンチップパワー IC，高調波を低減した

力率制御用電源 ICなどを製品化しております。さら

に，富士電機独自のトレンチ横型構造パワー MOS

FETによる低オン抵抗化・高速動作化の開発を進め

ております。パワーマネジメントに関してはリチウム

二次電池残量管理技術の開発を進めております。パ

ワー半導体では，大幅な低損失化を達成した IGBTモ

ジュール EconoPACK-Plusなどの製品を開発しました。

流通関連分野では，自動販売機について，高機能化，

省エネルギー，低騒音化，ネットワーク化などの開発

を推進し，キャッパー機構搭載カップ自動販売機の開

発を行いました。自動販売機の運用の高度化を図るた

めのネットワーク化については，Java 言語を使用し

たインタフェースボックスを開発しフィールドテスト

を開始しました。通貨・カード関連機器については，

アミューズメント施設向けの非接触カードシステムを

開発し運用を開始しました。

富士電機は独創的な技術に積極的に取り組み，お客

様のご期待に応え，最大の満足をいただけるよう全力

で研鑚に励んでまいります。皆様のご指導・ご鞭撻を

心よりお願い申し上げます。

3

取締役社長
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電子自治体化や市町村合併を背景に，各自

治体では IT 化を前提とした BPR（Business

Process Reengineering）が急務となってお

り，スピーディーに実施でき，具体的な改革

につながる低コストの業務コンサルティング

が求められている。富士電機では，継続的な

自己改革の方法として Plan，Do，Seeのス

パイラルな改善サイクルを提案し，前述の

ニーズを満たし，以下の特長を持つコンサル

ティングを提供している。

簡便なツール（iGrafx）を活用し，業務

フローを効率よく可視化する。

行政評価プログラムの導入により施策の

価値と採算性を測定し，市民満足を重視し

た自治体の「あるべき姿」を方向づける。

IT 化要件を業務レベルでモデル化し，

開発期間の短縮と低コスト化を実現する。

（3）

（2）

（1）

自治体向けBPRコンサルティング

ERPソリューション
〔（株）モリタ向け基幹情報システム〕

富士電機は，現場系の支援から基幹系や物

流系の管理および計画系，さらに戦略系に至

るまでの企業活動全体にわたりソリューショ

ンを提供している。このたび，消防ポンプ車

の国内トップメーカーである（株）モリタから

ERP 基幹情報システムを受注し，2002年４

月のカットオーバー（本番稼動）を目指して

導入中である。

今回の基幹情報システムは，バーン社の最

先端 ERPパッケージ（BaanERP）を中核と

して，基幹業務全体（購買，生産，在庫，原

価，販売，会計，人事の各管理など）につい

て，理想的かつグローバルな基幹業務プロセ

スを内包するビジネステンプレートをベース

に，ビジネスプロセスを再構築し，各基幹業

務機能を同時に稼動させる。
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環境省が実践する地球温暖化対策実施検証

事業の一環として，富士電機が受注した生ご

みバイオガス化燃料電池発電施設が神戸市の

ポートアイランドに完成した。本施設は神戸

市内の複数のホテルから排出される生ごみ

（6 t/日）を受け入れ，高温固定床式メタン発

酵によりバイオガス化し，100 kW燃料電池

発電装置により電気（2,400 kWh/日）と熱に

よるエネルギー回収を行う。このエネルギー

は施設の運用に使われるほか，余剰エネル

ギー利用も可能で，環境省では電気自動車用

充電スタンドなどの導入も検討している。ま

た，本施設により生ごみは質量比で 1/10 以

下に減容化されるため，地球温暖化対策と廃

棄物処理との両方に効果を発揮する方策とし

て注目を集めている。

環境省向け生ごみバイオガス化
燃料電池発電施設

水道原水のエネルギーを回収する
1,490 kVA水力発電設備

東京都水道局東村山浄水場に納入した水力

発電設備（発電機定格出力 1,490 kVA，有効

落差 13.5 m，流量 13m3/s）は，村山・山口

貯水池からの原水導水路に設置し，貯水池か

らの落差を利用して発電を行うものである。

本設備は，以下に示すような特徴を持つ。

万一，水車に異常が発生したときにも安

定した原水を確保するため，水車運転・停

止と連動して流量制御を可能とするバイパ

ス弁を設けたシステムとした。

災害などによる停電が発生したときには，

既設の常用発電機（CGS）との併用運転に

より非常用発電源としての運用を可能とし

ている。

導入効果として，浄水場の年間使用電力

量の約 25 ％にあたる 590 万 kWh/年の発

電と CO2 約 2,000 t/年の削減が期待される。

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.1 2002
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台湾最大の液晶ディスプレイ（TFT-LCD）

工場用大規模クリーンルームLINE-I（40,000

m2）を QDIからフルターンキーで受注し，

このほど完成した。このクリーンルームは，

DCタイプのファンフィルタユニットを気流

調整に採用したことに特長があり，生産装置

駆動部や自動搬送車などで発生するパーティ

クルをプロセスに影響を与えずに排除できる。

また，プロセスのケミカル汚染については，

高性能ケミカルフィルタを設置して防止した。

これらを実現するために，コンピュータによ

る気流解析およびクリーンルーム実験室での

モデル実験を行い，さらに企画から施工，生

産装置導入後の性能試験まで一貫して遂行し

た。高歩留りを可能にする今回の実績をベー

スに，次の LINE-IIについても現在設計を

実施中である。

台湾QDI 向け大規模クリーンルーム

コージェネレーション設備による
ESCO事業

富士電機は，（株）シーエナジー，川崎重工

業（株），岩谷産業（株），伊藤忠商事（株）の 5

社とともに ESCO 合弁会社「（株）エスエナ

ジーサービス」を設立した。最初の事業では，

富士電機・松本工場に天然ガスを使用した高

効率のコージェネレーションシステムを建設

して，CO2 排出量削減による環境負荷を低減

する。また，ESCO形態で電力と蒸気エネル

ギーの供給・サービスを行う。主機には熱電

可変型のガスタ－ビンを採用し，最高クラス

の発電効率と総合効率を実現した。電力系統

と本システムの間には高速限流遮断装置を設

置し，電力系統の瞬時電圧低下・停電時の安

定供給を可能とした。また，学習機能付きの

最適運用システムを採用し高効率運転を可能

とした。今後は，本事業での経験とノウハウ

をもとに事業拡大を図っていく予定である。

コージェネレーションESCOの契約形態�

各地方経済産業局長�

工事計画�

融資銀行など�

電力・蒸気供給事業者（ESCO）��
発電設備を所有，�

運用し発電電力・�

蒸気などをお客様に�

供給する。�

コージェネレーション発電設備�

受電所�

 工場設備�

電力・蒸気など�
の供給�

料金支払い�

料金支払い�燃料購入�

需要家工場構内�

電力会社�

電力購入�
自家発電補給電力購入�

電力料金支払い�

（受理）�

融資� 返済�

気流解析例
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富士電機は，赤外線センサ，磁気センサ，

通信デバイスなどを液体窒素温度まで冷却す

るスターリング式小型パルスチューブ冷凍機

を開発し，サンプル出荷品の受注を開始した。

開発した冷凍機は，環境温度－10 ～＋50 ℃

において 70Kまで冷却することができ，25℃

時の冷却能力は 2W以上を有する。衛星搭

載用の実績を踏まえた構造と要素で構成し，

5 年以上無保守運転を可能とした。

高温超電導材料でつくられた磁気センサや

通信デバイスは，液体窒素温度レベルに冷却

すると，検出感度を向上させたり，信号の損

失を小さくできる利点がある。このため，医

療用，移動体通信用，計測用，探査用など

種々の分野での適用が期待されている。

極低温冷却用小型冷凍機

新しい小型配線用遮断器・漏電遮断器
「α-TWINシリーズ」

ツインブレーカシリーズの電灯分電盤用お

よび一般配線用経済型 100Aフレーム以下を

モデルチェンジし，α-TWINとして発売し
た。主な特長は次のとおりである。

国際商品：標準品で，世界の主要規格

（JIS，IEC，UL）に適合

仕様変更への柔軟対応：付属品のユー

ザー取付け範囲を大幅に拡大

小型化：電灯分電盤用と一般配線用 100

Aフレーム以下を同一外形に統合

安全性への配慮：IEC規格で要求するア

イソレーションに適合。強化絶縁構造

環境への配慮：プラスチック部品にリサ

イクル可能な熱可塑性樹脂を採用。製品の

小型化による大幅な減量化

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.1 2002
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高機能ミニ UPS（NetpowerProtect）用の

管理ソフトウェアを開発した。ネットワーク

構成の多様化に対応でき，電源トラブルに対

するシステムの安定性をより確実なものにす

ることができる。

OSの種類を問わないマルチサーバシャッ

トダウン機能を搭載しており，異種 OS

（Windows，Linuxなど）で構成されたシス

テムにおいてもマスタ機に連動し，複数サー

バの自動シャットダウンを可能とした。

定期的に内蔵バッテリーの特性劣化診断を

実施し，バッテリーの交換時期に至ると管理

者にメッセージ，電子メール送信を行い，管

理の省力化に役立つものとした。

毎日，毎週，指定日とレベルを違えたスケ

ジュール運転の設定ができ，システムの省電

力化が図れる。

UPS管理ソフトウェア
「NetpowerView F 」

40 Gバイト/枚(3.5 インチ)
高記録密度磁気ディスク媒体

記録密度向上要求に伴い，2001年には 40

Gバイト/枚の磁気ディスク媒体の製品化を

実現した。40 Gバイトの磁気ディスク媒体

の電磁変換特性を実現するためには，従来技

術にはない新しい技術の導入が要求された。

それらの技術は，①ヘッドの低浮上安定性と

エラー欠陥を最少にするためのA° オーダー

での基板平滑化技術とテクスチャー技術，②

SN比の改善と熱磁気安定性を両立する磁性

層多層化，③ 5nm保護膜と 2 nm 潤滑剤と

で表面の信頼性と耐久性を確保する技術であ

る。これらを量産プロセスとして高度化し，

エラー欠陥が低く安定に生産する技術を完成

することで，世界に先駆け 40 Gバイトの媒

体を製品化し，顧客の高い評価を得ている。
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大型ディスプレイデバイスとして PDP

（Plasma Display Panel）の需要が業務・民

生用途ともに拡大しており，特に2001年は家

庭用テレビとして本格普及の第一歩を踏み出

した。富士電機では高性能・低コスト PDP

の実現に大きく貢献する pn 接合高耐圧分離

プロセスを用いた第二世代 PDPアドレスド

ライバ ICを開発した。主な特長は第一世代

ICに比較し，多出力化（従来64出力を PDP

業界で初めて 128 出力化），小型チップ化

（従来 ICに比較しビット単位面積 60 ％に縮

小）を達成した。現在，PDPトップメー

カーへ供給中である。主な仕様は次のとおり

である。

絶対最大定格電圧：85 V，推奨駆動電

流： 30mA，入力：4ビット，出力：128

ビット，クロック周波数：40MHz。COM

（Chip On Metal），COF（Chip On Film）な

どのベアチップ実装に最適。

＋－

PDP用第二世代アドレスドライバ IC
(型式：FCS3266A)

超高性能Super シリーズ
「SuperFAP-G/SuperLLD」

省資源・省エネルギーの観点から電子機器

の低消費電力化が強く求められており，搭載

されるスイッチング電源には一層の高効率化

が要求されている。この要求に応えるべく，

パワー MOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

と超低損失ダイオード「SuperLLDシリーズ」

の製品化を行った。SuperFAP-Gシリーズ

は，富士電機独自の新技術を開発することで，

シリコンの理論限界に対し 10 ％以内にまで

迫る画期的な超高性能を達成した。従来品と

比較した場合，約 30 ％の低損失化が実現さ

れている。また，電流連続型の力率改善回路

用に開発した SuperLLDと併用した場合に

は，力率改善回路の損失が約 40 ％も低減さ

れ，電源効率の向上が実現可能となった。

富士時報 Vol.75 No.1 2002
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温泉テーマパーク箱根小涌園「ユネッサ

ン」向けに，非接触 IC 式リストバンドを使

い，従来の鍵の代わりにロッカーの開閉がで

き，さらに館内のフロント機器，飲食，自動

販売機，ゲーム機がキャッシュレスで利用で

きるシステム機器群を開発し納入した。

今回開発したシステムは次の特長を持ち，

今後さまざまな方面への展開が期待される。

①リストバンドは，今後の電子マネーにも対

応可能な 13.56MHz 帯の非接触 ICチップで

ある。またサウナなどの高温下でも使える耐

熱リライトシートを世界で初めて開発・実用

化した。②データ書込みとリライトシートへ

の印字は高速に行われかつ繰返し利用ができ

る。③自動販売機など各種機器は，リストバ

ンドをリーダライタへ軽くタッチするだけで

利用できる。

箱根小涌園向け非接触 IC式
リストバンドシステム

キャッパー機構搭載カップ自動販売機

カップ自動販売機内で自動的にキャップを

かぶせ，持ち運び性だけでなく，香りの保持

や保温にも効果があるカップ自動販売機を世

界ではじめて開発した。これによりロケー

ションの拡大や売上げ増などにつながるもの

として顧客の評判も良く，市場の活性化が期

待できる。約 1.6gという軽量キャップの搬

送と姿勢の安定化が重要技術課題であったが，

次の方法により解決した。

キャップの搬送は 10 °の傾斜面とその

下部に設けたファンのエアによりキャップ

を浮上させ滑らせる。

キャップを確実にカップにかぶせるため，

２分割にしたすり鉢状の二つのガイドを交

互に揺らすことによりキャップの位置決め

および姿勢を微調整する。

（2）

（1）
穴�

ファン�

ガイド�

カップ�

キャップ
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店舗内におけるショーケース，冷凍機の運

転状態管理を保守管理のセンターから行うシ

ステムとして，業界ではじめてWeb 対応方

式を導入したエコマックス-Net（センター

監視システム）を開発した。

主な特長は次のとおりである。

Webサーバ，メール発信機能を持つ

ネットワークアダプタの採用により，汎用

ブラウザによるショーケース・冷凍機のリ

アルタイム運転状態監視を実現した。

エコマックス V（ショーケース・冷凍機

トータル制御システム）などの省エネル

ギーシステムの稼動状態も総合監視可能と

した。

蓄積したデータから機器の状態を評価す

る機能を持つ自動報告書作成機能など，一

層の管理合理化を図れる機能を搭載した。

（3）

（2）

（1）

センター監視システム
「エコマックス-Net」

鉛フリーはんだの
プリント配線板への適用

富士電機は，環境保護対応の一環として，

2001年度新製品から，プリント配線板と電子

部品の接合に，鉛を含まない鉛フリーはんだ

の適用を開始した。

使用する鉛フリーはんだ材料は，富士電機

オリジナルの材料（米国特許取得）であり，

産業機器製品に要求される機械的強度や熱疲

労寿命などの信頼性とぬれ性を重視した Sn

AgCu 系（NiGe 添加）はんだである。製品

適用においては，鉛フリーはんだに対応した

フラックス材料やリフロー温度条件などの技

術開発を完了し，量産技術を確立した。2000

年度は各工場のモデル機種での実装評価を終

了し，2001年度新製品から量産を開始した。

順次適用機種を拡大し，2003年 3 月までに鉛

入りはんだを全廃する。

ショーケース�
システム�
コントローラ�

冷凍機� ショーケース1 ショーケース2

NA ボックス�

（ISDN回線）�

管理センター�
機器設定�

運転状況�

ルータ�

店舗�

プリント配線板�

はんだ接合部断面�

はんだ接合部�

コンデンサ�

プリント配線板�

製品適用事例（漏電遮断器）�
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情報・SI ソリューション

展　望

行政情報ソリューション

企業情報ソリューション

社会システムソリューション

パソコンや半導体分野の減速によって，IT 産業全体が

失速したかのような印象がある。現実には，国・地方自治

体・民間企業とも苦しい経営状況から脱却する手段として，

ITを使った改革に強い期待を抱いていることが感じられ

る。富士電機は，この期待に的確に応え，お客様の改革の

一助となりたいと考え，各分野向けに ITを活用したシス

テムを開発し，市場展開を行っている。

官公庁分野では，2001年 1 月，IT 基本法の施行ととも

に中央省庁を１府12省庁に再編した新体制をスタートした。

この大規模な再編は内閣制度制定，戦後の占領下での改革

に次いで三度目で「第三の改革」と位置づけられる。しか

し，真の意味での「第三の改革」は IT 革命を政府・地方

自治体で具現化した電子政府や電子自治体の実現である。

「電子自治体」実現の第一ステップは，紙での庁内の文

書事務（収受，起案，決裁，施行など）をパソコンとネッ

トワークを利用した形態に移行することが重要である。こ

れにより庁内外の電子文書のシームレスな連携と効率的な

文書事務の実現が可能になる。ひいては，IT 時代の行政

サービス，すなわち住民からの各種申請・届出を場所・時

間の制約なしに受け付け，スピーディーな処理が可能とな

る。富士電機ではこのような世の中の流れを先取りし「電

子自治体」に対応した「e-文書管理システム」を完成さ

せている。

次に産業界においては，世界経済の冷え込み傾向下，IT

投資にて競争を乗り切ろうと企業の全体最適を実現する S

CMの導入が活性化している。富士電機では，経営改革を

立案する BPRコンサルティングのフレームワークを確立

し，実績を積み重ねている。製造ソリューション分野では，

BPR答申を受けての SCM構築，これを基幹業務から実現

するための ERP，さらに現場サイドの運用と実績データ

（製造，稼動，在庫）収集を行う MESとあらゆる導入段

階からの参画を可能とする商品化，システム開発を行って

いる。ロジスティックス分野でも，サプライチェーンロジ

スティックスの考え方から，すべてのプロセスを効率化し，

消費者に対する価値創造を実現している。物流向けベスト

プラクティスの体系化，3PL 物流テンプレートの開発，iG

rafxを用いた業務改革シミュレーション，IE 分析フレー

ムワークの確立などマルチフレキシブルなコンサルティン

グ，システム構築が可能である。また，CRM，SFA，CTI

など新潮流をフロントオフィスソリューションと位置づけ，

体系化している。

次に社会システム分野では，受変電設備，自家発電設備，

UPSなどの電源インフラストラクチャーを学校，病院，

空港，港湾ほかの官公需の多方面に納入している。

民需分野向けでは，インターネットの拡大に伴いデータ

センター向け特別高圧受電設備や非常用発電設備の需要が

続いている。また，大規模施設の維持管理業務を支援する

施設管理システム（SOFIAS）を体系化し，大学や病院な

どの納入実績を蓄積している。特に，従来は死蔵されがち

であった CADデータに注目し，「図面でなければ表せな

い情報」を活用できるようにした。各種のプラント設備を

はじめ各方面の需要が期待されている。

非接触 ICチップを利用したキャッシュレスサービスシ

ステムは利用者の利便性と運営効率の向上に多大な効果が

あり，温浴レジャー施設を中心に今後の普及が予想される。

次に道路関連施設分野においては，高度情報通信社会推

進に向け ITSへの取組みが盛んになっている中，ETCを

日本道路公団沖縄自動車道向けとして納入し2001年 3 月か

ら全国に先駆け運用を開始した。今後 ITSの技術は交通

管理，車両運行支援への実用化に向け研究と導入が図られ

ていく予定であり，富士電機も応用化を進めていく。また，

富士電機は国土交通省と「歩行者 ITS 技術・システムの

開発」を共同研究で取り組んでいる。この技術は2001年に

技術検証され，2002年以降実際の街路にて実証試験を行い

実用化のめどをつける予定である。

また，道路環境の改善として電気集じん機を用いて道路

のばい煙除去をより効率的に行えるよう取り組んでいる。

2001年度は長大トンネル内における自動車運転者の視環境

維持を目的とした，処理風量 85 m3/sの電気集じん機設備

を広島県道路公社向けに納入した。今後の課題として NOx

除去にも取り組み，二酸化チタンによる方式について実用

化のめどをつけ実証データの蓄積を進めている。

12
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富士電機は，電子自治体に対応した，地方公共団体など

公共機関向け「e-自治体文書管理システム」を開発した。

本システムでは，収受ー起案ー決裁ー施行ー保管ー保管

換えー廃棄という，行政文書のすべてのライフサイクルを

システム化した。すべての操作はWeb 画面上で行うこと

ができ，クライアント側では特別なソフトウェアを必要と

しない。また，紙文書と電子文書を統合管理できるため，

行政事務の電子化の途上に発生する，電子文書と紙文書が

混在した状況でも効率的な文書管理を行うことができる。

そのほか，起案文書作成時におけるひな型文書の流用，保

存文書に対する豊富な検索機能，情報公開システムや庶務

事務システムなど，他システムとの連携機能など豊富な機

能を有している。

13

情報・SI ソリューション

行政情報ソリューション

e-自治体文書管理システム

e-自治体財務会計システム

総務省補助事業「地域インターネット導入促進事業」導入事例（三重県海山町）

行政ネット�
受付�
システム�

受付� 文書処理� 電子決裁�
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電子決裁�
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情報公開�

行政�
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電子メール�
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図１　電子自治体における文書管理システム

富士電機は，電子自治体に対応した，地方公共団体向け

「e-自治体財務会計システム」のうち，「予算編成サブシ

ステム」を開発した。

本システムでは，クライアント・サーバシステムをベー

スに，歳出予算要求，歳入予算見積りなど全庁的に使用す

る入力画面をWeb 化することにより，一人 1台のパソコ

ンを前提とした電子自治体において，各自のパソコンから

システムを使用することに対する保守性の向上を図った。

また，e-自治体文書管理システムとシームレスに連携す

ることにより，財務会計システムからの出力帳票を，一般

回議書文書と同一の電子決裁基盤を使用して決裁を行うこ

とを可能とした。これにより，帳票入力ー起案ー決裁とい

う財務文書の一連の処理をWeb 画面上で行うことができ，

業務効率を向上させる。
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図２　電子自治体における財務会計システムの位置づけ

海山町は，熊野灘の海と日本有数の原生林が残る大台山

系の渓谷に囲まれて自然環境に恵まれた地域である。しか

しながら，都市部への若者の流出が著しく，過疎化・高齢

化も進んでいる。現在，政府で推進している ITを活用し，

住民サービスの向上，町の活性化を目的として，地域の情

報化を図ってきている。町内の主要拠点となる出先機関や

すべての小中学校と本庁をネットワーク接続し，住民が公

開端末を利用して，手軽にインターネット体験ができ，さ

らに住民のパソコンからも役場の情報を入手，施設の予約，

役場に対しての相談や意見などを電子メールで双方向にや

り取りができるシステムを実現した。高速伝送可能な

CATV網を介して接続し，学校では生徒・児童が早い段

階からインターネット体験ができる空間を提供している。 桂城�
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図３　海山町地域インターネットシステム構成
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スピード経営とは経済のデフレーションが加速する環境

変化の中でいち早く改革を実現することであり，サプライ

チェーンのリーダー企業には価値連鎖の戦略が必要である。

業務プロセスをスピーディーかつスリムに改革しコアコン

ピタンスに集中した自律的な仕組みを構築することが

BPRであり，経営革新の進め方を以下に記す。

問題や課題を問題構造図に集約し，改革の切り口を決

定する。

業務を簡素化し，自律的仕組みと工程とを ERPに実

現する。

ERPを実際に試行し，現在の姿を変える。

そして，早い段階で運用を開始して勝ち抜く。

このように BPRと ERPのシームレスな開発で経営革新

に加速度をつけ，ハイスピード経営を実現する。

（4）

（3）

（2）

（1）
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情報・SI ソリューション

企業情報ソリューション

ハイスピード経営を実現するBPR&ERPと経営革新

物流会社における基幹情報システム

業務支援ソリューション

販売市場から購買市場を対象に外部環境認識，内部の問題認識をもとに問題を�
構造的にとらえ，情報革新の視点で抜本的なビジネスプロセスリエンジニアリ�
ングを行いあるべき企業モデルを作る。�

価値連鎖戦略�
政策連鎖CVCM�
技術連鎖・商流連鎖�
物流連鎖・金融連鎖�

仕組み概念モデル�環境認識�

問題構造図�
企業モデル�

コスト構造モデル�アンケート，�
　　　ヒアリング�

評価指標（ゴール）�

株主満足�

顧客満足�社員満足�

価値創造企業�

市場での認知�

コアテクノロジー�

コアコンピタンス�
（企業の中核的な力）�

図４　あるべき企業革新の基本フレームワーク

物流会社における顧客サービスの向上，生産性の向上，

扱い荷量の拡大，新規顧客獲得を実現するための強力なシ

ステム基盤となる基幹情報システムを納入した。

本システムは，同業他社との共同配送を可能にする「外

販管理システム」と運賃計算を目的とした「運送管理シス

テム」，企業の経営管理をバックアップする「人事給与・

会計システム」で構成され，主な特長は次のとおりである。

共同配送においての車組みの計画実施により，在庫引

当，積載効率を高めた出荷指示が可能

共同配送に対応した独自の運賃計算機能

予算，見込み，実績管理を日々行い，運送事業におけ

る経営判断に生かせる情報を提供

業務の標準化，効率化をサポート（4）

（3）

（2）

（1）
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倉庫料管理（共同配送）�

図５　物流会社における基幹情報システムの概要

富士電機は，某エンジニアリング会社向けに業務支援ソ

リューションを構築・納入した。本システムは，インター

ネットで受発注を行うWeb-ECシステムと，見積ー受注

ー売上を管理する販売管理システムと，プロジェクトの調

達費・マンパワー・旅費などの計画予算とコスト実績を管

理（予算実績管理）するプロジェクト管理システムとから

なっており，相互に連携したシステムである。

本ソリューションでは，各業務に強みのあるパッケージ

商品を組み合わせたマルチベンダーによる構築を行った。

導入効果として，①受注増大，②販売情報の一元化，③

プロジェクトの損益の把握，④全社資金繰りの把握，⑤業

務効率の向上，があげられる。
プロジェクト�
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↑�
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ネット取引�

図６　業務支援ソリューションのシステム構成
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温浴施設内での現金の持ち歩きを不要とする非接触 IC

チップ内蔵のリストバンドを用いた入退場管理システムを

箱根小涌園「ユネッサン」に納入した。主な特長は次のと

おりである。

高いセキュリティ性を有する非接触リストバンド自身

をロッカーキーとし，利用者の利便性の向上と回収後の

整列保管など煩わしい鍵管理業務からの解放を図った。

自動精算機や退場ゲートなど自動化機器により業務の

効率化を図るとともに，現金取扱いの機会を削減し現金

管理のセキュリティ性を向上させた。

施設内の自動販売機や各店舗ではリストバンドによる

決済ができるため，客単価の向上が見込まれる。

高度に一元化された情報管理機能により既存経理シス

テムとのデータ連携を行い，運営の高効率化を図った。

（4）

（3）

（2）

（1）
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箱根小涌園納入入退場管理システム

山梨県立中央病院納入ファシリティマネジメントシステム

ハウステンボス納入大型噴水設備

図７　箱根小涌園「ユネッサン」

病院設備における管理業務の高効率化を目的として，建

築，設備，維持保全，テナント情報などをデータベース化

するとともに，登録データを基にした運用計画管理や保守

業務管理を行えるシステムを構築した。

具体的には設備台帳，部屋諸元台帳登録，CADや PDF

などによる図面登録，保守点検に関する業者・実績登録，

などが可能である。また，電力・空調監視システムから計

測・警報データを集計することにより，エネルギー使用量

やコージェネレーション発電電力量，買電電力量を統計的

に管理することが可能である。

以上のデータを基に，施設改修支援，保守委託費分析，

コージェネレーション運用効率計算・メリット分析，省エ

ネルギー対策支援などの機能を提供している。

図８　CAD平面図と部屋諸元照会画面例

テーマパーク「ハウステンボス」園内の帆船「デ・リー

フデ号」前の屋外ステージに，噴水，照明，音響が一体と

なった「噴水ショー」を可能とする世界最大級の海上噴水

設備を納入した。設備全体は，①噴水ユニット，②特殊フ

ロート設備，③照明設備，④音響設備，⑤制御設備，⑥給

水設備，⑦電気設備などの各機器で構成されている。

昼間のショーは，120 本のノズルから次々と吹き出す各

種噴水と高さ 30mにもなるジャイアント噴水，そして

1,000ノズルを擁した日本最大規模の体感型フォグシステ

ムと音楽を融合させたものとした。また，夜間のショーは，

さらに30台以上の特殊照明・水中照明を追加して，多種多

様なパターンの噴水と光と音とをシンクロナイズさせた新

しいタイプの噴水とし，ショー効果の高いものとした。

図９　「デ・リーフデ号」と昼間の噴水ショー

ハウステンボス／S
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道路交通分野において，情報通信技術を使った ITS（高

度交通システム）の展開の一環として，ETC（ノンストッ

プ自動料金収受システム）が全国的に運用されつつある。

富士電機は，日本道路公団沖縄自動車道に全国で 2 番目の

ETC設備を納入した。ETCは自動車に搭載した車載器と

路側の間で無線通信し，車載器に挿入した ICクレジット

カードによって通行料金を自動請求するシステムである。

路側システムは，車両登録，カード契約，通行履歴などの

情報を読み取り，その判定に従って車両の通行を制御する

とともに，通行履歴情報を車両側に書き込む。これらの通

信情報およびネットワークには厳重なセキュリティが施さ

れている。80 km/hの車速に対応する通信性能とともに，

車両形状，挙動を検知し車線を管理する機能が核となる。
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沖縄自動車道向けETC設備

日本道路公団北陸支社納入北陸支社ETC監視中央システム

広島高速道路公社納入電気集じん機設備

図１０　沖縄自動車道那覇料金所

本監視中央システムは，ITS（高度交通システム）事業

の一環として全国的に整備中の ETC（ノンストップ自動

料金収受システム）設備の維持管理を目的としており，日

本道路公団北陸支社管内（新潟県・富山県・石川県・福井

県内）の ETC設備用として設置した。

保守管理員は，本システム端末を用いていつどこで何を

保守作業するかなどの作業計画を登録し，保守作業員は，

計画に基づく作業を実施する。本システムは，現場設備の

セキュリティ管理のもと保守作業の整合性監視を行うとと

もに，各種故障統計データの生成を行うなどにて，ETC

設備の維持管理を支援するものである。

中央システムは新潟施設制御局に，各種端末は管内 8管

理事務所におのおの納入した。

図１１　ETC監視卓

広島市内と西風新都を結ぶ広島高速 4号線西風トンネル

が2001年10月 2 日に運用を開始した。富士電機は，トンネ

ル内の視環境維持を目的とした電気集じん機設備を納入し，

トンネルの運用と同時に運転を開始している。

トンネル内は，自動車排気ガスの影響により空気中に浮

遊する粉じん量が増加する。このため，自動車運転者の視

界が低下し，自動車走行に支障をきたし，安全上問題とな

る。電気集じん装置は，この浮遊粉じんを静電気力により

空気中から分離することで，トンネル内の空気を清浄し視

界を改善する。

納入した電気集じん装置の主な仕様は次のとおりである。

方式：2段式，処理風量：85m3/s，処理風速：9m/s，集

じん率： 80 ％。

図１２　電気集じん機据付け状態

電気集じん機
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最近のクリーンルームでは，建設コストの低減，省エネ

ルギーなどから局所クリーン化の要求が高まり，クリーン

ルーム全体の高清浄度化から製造装置一体型のクリーン機

器〔ファンフィルタユニット（FFU），クリーンブース〕

が増加している。富士電機は，各種製造装置，搬送ライン，

ストッカなどプロセスに対応したクリーンシステムおよび

機器を提供している。主な特徴は次のとおりである。

軽量，薄型の FFU

FFUの高さ：115mm，質量：20 kg

DCブラシレスモータ FFUによる吹出し風速可変シ

ステム

フィルタ一体型DCブラシレスモータ FFU

アルミニウム製軽量・薄型クリーンブース（4）

（3）

（2）

（1）
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製造装置対応クリーン機器

DCタイプファンフィルタユニット

ファンフィルタユニット監視・制御システム

図１３　装置搭載型クリーンブースの例

製品の高密度，高精度，歩留り向上から，最近のクリー

ンルームは，高清浄度化はもとより気流コンタミネーショ

ンが重要になり，気流コンタミネーションコントロールと

ともに，省エネルギー化を図るために DCブラシレスモー

タをファンフィルタユニット（FFU）に採用している。富

士電機の DCタイプ FFUの特徴は次のとおりである。

個別の速度可変機能を有している。

通信機能を付加し，中央の監視・制御システムから，

FFU個別あるいはグループごとに速度設定が可能であ

る。これにより最適気流調整が容易にできる。

DCブラシレスモータ特有の高調波ノイズを従来の約

1/3（当社比）に低減し，電源側や他の装置などへの影

響を抑える製品を実現した。

（3）

（2）

（1）

図１４　DCタイプ FFU

最近のクリーンルームシステムは，ファンフィルタユ

ニット（FFU）個別の制御（風速設定，警報監視など）

が求められ，DCタイプの FFUを採用することが多く

なっている。本システムは監視パソコンを中央監視室など

に設置して，最大 25,000 台までの FFUに対して，個別・

グループごとの発停，個別速度設定，個別故障表示を可能

としたものである。FFU風速を個別設定することにより，

クリーンルーム内の気流調整が容易となり生産ラインに応

じた高精度のクリーン化と，きめ細かい省エネルギーが実

現できる。また，PLCリンクを二重化して制御応答性を

向上させるとともに， 1 本のリンク切断時には残りでバッ

クアップさせることで，より信頼性を高めている。さらに，

故障発生時には，最寄りの点検扉位置を表示させる保守支

援機能を持たせている。

FFU
制御PLC

メインPLC

中央監視パソコン�

PLCリンク�

制御PLC

FFU

FFU

FFU

図１５　FFU監視・制御システムの構成
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ソリューション
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展　望

上下水道向けソリューション

環境システム

21世紀は地球規模での環境の世紀といわれている。上下

水道分野においては「水環境」を悪化させる要因をとらえ，

有効な水質保全対策を実施していくことが望まれる。湖沼

などの閉鎖性水域における課題は，富栄養化の進行による

都市用水水源としての水質悪化である。特に最近では藻類

の異常増殖による異臭味，藻類毒などの利水障害が高頻度

で発生している。富士電機は，湖沼内の水理・生態系をモ

デル化し，窒素・リンの栄養塩濃度，日射などの条件から

藻類増殖をシミュレーションする技術を開発している。こ

れにより，中長期的な水質保全計画が可能と考える。

上水道における課題は，突発生水質事故などの水源対策

と浄水過程での消毒副生成物対策（トリハロメタン，臭素

酸など）である。水道原水の水質事故用センサとしては，

油膜センサと急性毒物バイオセンサを保有している。油膜

センサは，観察水面で反射したレーザ光の偏光を解析する

ものであり，目視能力を超える油膜検知を可能とした。急

性毒物バイオセンサは，硝化菌に対する毒物暴露による代

謝阻害を検知するもので，広く普及している魚類の挙動監

視に比べて低濃度の毒物検知を可能とした。上水道分野の

プロセス制御では，凝集沈殿処理の新しい制御方式として，

凝集剤の最適制御に加えフロキュレータのかくはん強度を

最適にすることにより凝集剤の低注入率・高沈殿性の制御

方式を開発した。

下水道における課題は，流入水への化学物質混入対策，

放流水の高度処理対策である。事業所排水が流入する下水

処理場においては，全国的に前者の事故が散発し，活性汚

泥の死滅・減少などの危機的被害が発生している。これら

が実用化すれば，毒物流出の早期発見による被害の局所化，

下水排出元に対するけん制にもなり，リスク管理が強化さ

れることから期待が大きい。下水道のプロセス制御では，

嫌気・無酸素・好気法（A2O法）などの高度処理プロセ

スにおける，生物処理反応をモデル化して各種運転条件に

おける処理水質を予測できるシミュレーションを実施した。

環境システム分野における「水環境」関連としては，上

水のトリハロメタン低減化としてオゾン処理＋活性炭処理

が採用されているが，原水に臭化物イオンを含んでいる場

合，副生成物として発がん性の臭素酸ができる。富士電機

では，トリハロメタンを除去し，かつ臭素酸イオンの生成

を抑制するオゾン処理制御方式を開発した。

さらに廃水処理への取組みとして，最終処分場の浸出水

のダイオキシン対策として，オゾン＋過酸化水素を使用し

た促進酸化技術でダイオキシン分解除去技術を開発した。

浄水汚泥処理の場合，水酸化アルミニウムなどの親水性が

強い微粒子や低水温時などの難 過性汚泥の対策として凍

結融解脱水方式を提案，電力費も従来の 1/2を達成した。

「廃棄物・リサイクル」「エネルギーソリューション」

の分野では，サステナブル社会の実現に向けた地球規模の

取組みや，循環型社会の構築，都市再生などの国の施策に

合わせたソリューションの構築を行ってきた。

サステナブル社会を実現するための地球温暖化防止，

CO2の排出削減に対しては，環境省が地球温暖化対策実

施事業の一環として神戸市で実施している「生ごみバイオ

ガス化燃料電池発電施設」を完成させ，今後３年間の実証

試験を開始している。また，誘導加熱式多目的乾留装置の

実証試験炉を社内（千葉地区）に設置し，廃棄物を高品位

に再資源化するための各種の実証試験を開始した。

循環型社会を実現するために必要な環境マネジメントシ

ステムの構築を支援するサービスとしては，Eco_MEIS

TER（e 環境マネジメントシステム）を完成させ，ITを

活用した効率のよい環境マネジメントシステムの運用を支

援するとともに，フレキシブルな環境モニタリングシステ

ムと省エネルギーコンサルティングにより，実効のある運

用を実現することができる。

都市再生のための取組みの一環としては，廃棄物の適正

な処理を確保するための衛星を利用した廃棄物動態監視シ

ステムを完成させた。廃棄物の運搬を受託するのは比較的

小さな事業者が多いため，ASP（Application Service Pro-

vider）型のサービス提供とすることで普及を図っている。

富士電機は，水環境の保全と循環型社会の形成とに役立

ついろいろな製品とサービスを提供していく考えである。
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水道局では安全で良質な水道水を供給するために，原水

の水質監視に多くの労力を割いている。富士電機では，新

開発の油膜センサを川崎市水道局稲田取水所へ納入した。

このセンサを導入することにより，取水の油汚染事故を24

時間連続で自動監視することが可能となった。

油膜センサの主な特長は次のとおりである。

非接触式の測定であるため，汚れの影響が少なくメン

テナンスが容易である。

原理的に水面の波立ちや異物の影響を受けにくい測定

方式である。

目視を上回る高感度で検出する。

応答時間が 1 分と速く，迅速な事故対応が可能である。（4）

（3）

（2）

（1）
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川崎市水道局稲田取水所向け油膜センサ

ハイブリッド型微粒子カウンタ

バイオアッセイ技術

図１　油膜センサの設置状況

図２　ハイブリッド型微粒子カウンタ浄水場の 過池管理に必要な濁度と微粒子の計測を行う

ハイブリッド型微粒子カウンタを開発した。微小粒子の測

定に適した散乱光検出方式の光学系と大粒子の測定に適し

た光遮断方式の光学系の組合せにより広い可測粒径範囲

（0.35 ～ 500μm）を実現している。病原性原虫のクリプト

スポリジウム（4 ～ 6μm）の漏えい管理と， 過池閉塞

の原因となる藻類（数μm～ 100μm）の管理を 1 台で安

価に行える。特徴は次のとおりである。

微粒子個数と低濁度を 1 台のセンサで測定可能

特殊レンズによりビーム強度分布を均一化し高精度

粒径範囲が自由に変更可能（最大区分は10区分）

全量検出方式のため，正確な個数濃度測定が可能

低濁度の表示分解能 0.1μg/L（維持管理性向上）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　微生物による毒物監視装置（水質安全モニタ）環境省の年次報告書「化学物質と環境」によると，調査

している化学物質のうち，約 41 ％が環境中から検出され

ている。また，消毒副生成物や燃焼副生成物などの非意図

的生成物や環境中での変化体などが環境中に存在している

ことを考慮すると従来の分析化学的方法で汚染を監視し，

対応していく方法には限界がある。

生物材料を用いたバイオアッセイは従来の「物質量」の

情報に対し，化学物質の「毒性」面から汚染情報を与える

ものであり，その重要性が認識され，環境保全の手段の一

つとしてその応用が検討され始めている。

富士電機はこれらの動向に先駆け，上下水道や河川など

水環境分野の水質監視技術の一つとして，生物を用いて生

物学的影響（毒性など）を評価する技術，すなわちバイオ

アッセイ技術の研究開発を積極的に推進している。

油膜センサ
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エコロジー配電盤は，従来の配電盤に環境汚染物質の発

生抑制（Reduce），再利用（Reuse），再資源化（Recycle）

などの環境配慮事項を加味して開発したものである。電線

の被覆にはハロゲンフリーの材料を使用し，ダイオキシン

やハロゲン系ガスを発生させないようにし，また，使用済

み製品の分解が容易なようリベットファスニング構造を採

用するとともに，部品には材料名を表示し，分別容易性を

高めている。

今回適用した現場操作盤では，製品質量換算値で焼却時

のハロゲンガス発生抑制材料の採用は 54 ％，リサイクル

可能な材料の採用は 77 ％を達成した。

製品には「環境ラベルー自己宣言による環境主張（タイ

プⅡ）」を社内認定にて受け，認定のエコラベルを張り付

けている。今後は第三者認定取得を目指す。

20

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

エコロジー配電盤

中小規模下水処理場向けWeb応用監視操作システム

神奈川県内広域水道企業団相模原浄水場向け監視制御システム

ファイア�
ウォール�

コント�
ローラ�

携帯�
電話�

Webブラウザによる監視操作�

汎用�
パソコン�

PDA

Web監視・�
操作用サーバ�

Web�
サーバ�

データ�
サーバ�

Webブラウザに�
よる監視操作�
（Webカメラ，�
　IP電話）�

場内監視：場内LAN�
広域監視：下水道光�
　　　　　ファイバ網�

　現場�
（場内・場外）�

ノート�
パソコン�

インター�
ネット�

インターネット�
サーバ�
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装置�
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ネットワーク�

情報系ネットワーク�

電子メールによる警報通知�
Webブラウザによる監視�
情報の表示�

図５　Webを応用したシステム構成監視制御システムへの ITによる業務の高度情報化・効

率化の一環として，中小規模下水処理場向けにWebブラ

ウザを用いた監視操作システムを新たに開発した。

ITによる処理場内の情報ネットワーク化，および下水

道光ファイバによる広域ネットワークを通じて，場内およ

びポンプ場などの場外で中央監視室と同等の監視・操作機

能をノートパソコンで可能とした。

また，Webカメラ，IP 電話などの最新技術を取り入れ

ることで，情報取得の効率化・迅速化を図るとともに，

ネットワークセキュリティなどの信頼性向上にも配慮した。

さらにインターネットへの接続，PDAや携帯電話など

さまざまな形態への監視情報の配信など，ITの活用によ

る運転管理業務の迅速化・高度化に取り組んでいる。

図６　相模原浄水場中央監視室上水道施設の設備規模，運用形態，管理機能など多様な

ニーズに対応する総合管理システム（FAINS-AX3000シ

リーズ）を適応し，神奈川県内広域水道企業団相模原浄水

場向けに監視制御システムの設備更新を行った。

設備更新後のシステムの特長は次のとおりである。

監視制御系システムは UNIXコンピュータによる優

れた HCIを実現し，主要機器の二重化により高信頼性

を実現した。

情報系設備は企業団全機場と無線設備により接続され，

グループウェアの実現と監視制御系との親和性を持たせ，

プラントデータなどの有効活用を図る。

現場動力設備には多機能型コントロールセンタおよび

インバータを採用し，現場設備の電子化，ネットワーク

化を実現した。

（3）

（2）

（1）

図４　エコロジー配電盤（現場操作盤）とエコマーク

関連論文：富士時報 2001.8 p.480-482
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国土交通省が推進する「建設 CALS/EC」は，公共工事

の設計・発注・施工管理における各種情報を電子化し，交

換・共有することで，公共事業の大幅なコスト削減と生産

性向上効果が期待されており，2003年度には国の全直轄事

業が電子入札・電子納品に移行する予定で進められている。

その一つである「電子納品：ディジタル工事写真」は2000

年度から執行されている。

富士電機では，プラントの設計・製作・施工の納入経験

を生かし，納品基準に対応した写真編集ソフトウェア「工

事写帳」を製品化した。本製品は，編集作業の効率化と工

事アルバム帳の収納場所の省スペース化および電子納品媒

体の作成業務の効率化を支援している。国や自治体の推進

している行政の IT 化に対し，普及・啓蒙に努力していき

たい。
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上下水道向けソリューション

建設CALS/EC対応ディジタル工事写真編集ソフトウェア

エネルギー循環（ゼロエミッション）型湖沼水質保全システム

凝集沈殿プロセス制御技術

写真データを取り込む�

ディスプレイで工程検査�

電子データで納品�

アルバム帳�
工事写帳で編集�
（写真情報の入力）�

工事写帳での電子納品�

図７　業務フロー

上水，工水，農水，レジャーなど多様な利水が図られる

湖沼やダム湖では，生活・産業系からの点源負荷に加えて，

森林，田畑，市街地などからのノンポイント負荷による富

栄養化や利水障害の防止が課題となっている。富士電機は，

上下水道で培った水処理技術と，エコ・エネルギー技術を

融合した，エネルギー循環型湖沼水質保全ソリューション

を提供している。特長は次のとおりである。①太陽電池か

ら水質保全装置に給電する省エネルギー・ CO2 削減シス

テム，②水生植物，藻類，SSなど湖内負荷回収による栄

養塩除去とばっ気による底質改善，③生態系モデルを用い

た水質予測シミュレーションにより保全効果の定量的評価

が可能。淡水資源の不足と汚染が深刻化する中，今後も長

期的視野で水源水質保全に貢献するシステムの開発に積極

的に取り組んでいく。

図８　エネルギー循環型湖沼水質保全システムの例

水処理プロセスの凝集沈殿処理は，国内のほとんどの浄

水場で実施しているが，最適運転に関する実用的な理論体

系がないために，経験則の城を脱していないのが現状であ

る。富士電機では，凝集プロセスの新しい制御技術として，

凝集剤注入率の自動制御に加え，フロック形成池のかくは

ん強度の最適化および基本シミュレーション技術開発を

行っている。人工濁水を用いたパイロットプラント実験の

結果，形成地のかくはん強度が，凝集剤と同様に濁度除去

性を決定づける操作量であることを検証した。また，かく

はん強度の最適化により，凝集剤の注入率を 20 ％以上削

減できることを確認した。これらの成果により，汚泥処分

費用の削減，自動化による業務効率化が期待される。

図９　凝集沈殿プロセス制御実験装置
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環境システム

海水除菌用膜 過装置

省エネルギー浄水汚泥処理システム

最終処分場浸出水処理

図１０　実証実験装置（処理水量8m3/日）

有機濁質が多い原水あるいは濁度が低い原水から発生す

る浄水汚泥は，水酸化アルミニウムや有機質など親水性が

強い微粒子が主成分のため加圧脱水機では低含水脱水が困

難である。これに対し凍結融解システムは凍結により氷結

晶間に汚泥粒子を集め，融解により堅固な粗大粒子を得る

原理であるため難 過性汚泥であっても容易に低含水率に

脱水ができる。脱水汚泥は顆粒状のため埋戻し材など有効

利用が可能である。従来の凍結融解システムは，遠心濃縮

し凍結融解する方式であって動力が多く電力消費において

不利であった。今回提案する凍結融解システムは無動力の

サイホン式 過濃縮装置と，これにより高濃縮された汚泥

を凍結融解処理する装置とで構成しており，電力消費を

1/2に削減した省エネルギー浄水汚泥処理システムとなっ

ている。

P

凍結融解処理装置�
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図１１　省エネルギー浄水汚泥処理システムフロー

廃棄物焼却場の焼却ガスには微量のダイオキシンが発生

するため，焼却場では各種排気対策を行うことにより，排

出基準に適応するように運転している。また焼却灰は最終

処分場で野積みされているが，処分場底部に遮水シートを

設け雨水のように焼却灰の中を浸透した浸出水も管理でき

るようにしている。

しかしこの浸出水中には微量のダイオキシンが溶解して

おり，規制濃度は 10 pg/Lである。この浸出水中のダイオ

キシンの無害化処理に適した方法として，オゾンと紫外線

あるいはオゾンと過酸化水素とを併用する促進酸化処理が

ある。富士電機では最終処分場において実際の浸出水を用

いて現地実験を行い，オゾン＋紫外線およびオゾン + 過

酸化水素のいずれも有効（分解率 80 ％以上）であること

を確認した。

図１２　促進酸化処理装置

一般に海産物の洗浄は海水を用いて行われている。しか

しながら，海水中には食中毒の大きな原因である腸炎ビブ

リオ菌などの細菌が含まれており，その洗浄は安全面にお

いて課題があった。本装置では，孔径 0.1μmの精密 過

膜で海水を 過することにより，細菌の含まれない除菌海

水を生成することが可能であり，産地市場における HA

CCP 対応に貢献することができる。主な特徴は次のとお

りである。

物理的なふるい分けによる除去であるため，細菌類は

100 ％除去可能

殺菌剤などは使用しないため，薬品の混入しない除菌

海水の生成が可能

自動運転が可能であり，原水水質の変動に影響されな

い，安定した除菌性能を発揮

（3）

（2）

（1）
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環境システム

超音波複合分解装置

消毒副生成物低減技術

誘導加熱式多目的乾留装置

紫外線ランプ�

超音波振動子�
（下部）�

反応容器�

制御部�

図１３　ドライクリーニング廃液処理装置の試作機

異臭味やトリハロメタンの低減を目的に，オゾンと活性

炭処理を中心とした高度浄水処理プロセスの導入が進めら

れ，効果を上げている。

オゾン処理は強力な酸化作用により，選択的に有機物質

などを酸化分解するが，原水に臭化物イオンを含む場合，

副生成物として発がん性の疑いのある臭素酸イオンが生成

する。富士電機では実験的検討を通じ，オゾンによるトリ

ハロメタン生成能の低減反応は，臭素酸イオン生成反応よ

りも優先的，かつ速やかに進行することから，溶存オゾン

濃度を監視し，必要最少量のオゾン注入制御を行うことで，

臭素酸イオン生成抑制が十分可能であることを示した。

また，臭素酸イオン生成のリスクを極力低下させるため

の運転支援システムを構築した。

水温�

排オゾン�

排オゾン処理装置へ�

溶存オゾン�
（1）�

滞留槽�接触槽�
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吸着池�
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オゾン�
発生器�

凝集沈殿処理水�

図１４　臭素酸イオン生成抑制オゾン処理フロー

廃棄物は焼却・埋立てが社会問題になっている。石油系

高分子廃棄物を乾留（蒸し焼き）することにより高分子を

熱分解し，乾留したガスを凝縮させ混合油に還元すること

ができる。残査物は炭化物と金属などが酸化されない状態

で排出される。このように乾留装置は，物質分離の機能を

持っており，生成物をリサイクルや再資源化することを容

易にする。温度制御性に優れた誘導加熱方式の多目的乾留

装置（バッチ式：200リットル）を開発した。脱塩素機能

も有しており，各種の高分子，熱可塑性・熱硬化性樹脂，

金属と樹脂との複合物などの乾留もできる。例えば，モー

ルドトランス，モールドスペーサなどの重電機器・部品や，

家電機器，混合廃プラスチックや薄板金属プレート塗料な

どの乾留処理が可能であり，各種の用途に対応できる。

図１５　誘導加熱式多目的乾留装置

関連論文：富士時報 2001.8 p.449-453

近年，有機塩素化合物などの難分解性有害物質の環境へ

の放出・残留が問題となっている。富士電機は揮発性有機

塩素化合物を含有する水に超音波と紫外線を同時照射し，

有機塩素化合物を排水基準まで効率分解できる超音波複合

分解装置の開発を行っている。

本技術の一適用例として，ドライクリーニング廃液 3L

中のテトラクロロエチレンを排水基準の 0.1mg/Lまで分

解可能な装置の開発を完了した。本装置の主な特長は，①

大気放散のない密閉処理方式で処理水は下水放流が可能，

②小型・軽量〔反応容器：W300 × D300 × H1,000（mm）

以下，10 kg 以下〕で省設置スペース，③低いランニング

コスト，である。本装置を用いることで環境に優しい廃液

処理が可能となるうえ，処理コストの低減に効果を発揮す

る。
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環境システム

一般廃棄物動態監視システム（岡山市で実証実験開始）

HACCP対応動態温度監視システム

環境マネジメントソリューション「e環境マネジメントシステム」
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図１６　一般廃棄物動態監視システムの構成

昨今，病原性大腸菌「O-157」問題や PL 法（製造物責

任法）などで荷主の温度管理ニーズは厳しさを増してきて

おり，冷凍車両の導入は増加の傾向をたどっている。この

冷凍車両による運搬過程における消費者の信頼を得るため

には温度管理を厳重に行うことが HACCP 対応として不

可欠である。富士電機では従来，GPS（Global Positioning

System）と衛星通信を利用した車両動態情報サービスを

手がけているが，このインフラストラクチャーシステムを

活用して保冷車両の動態温度管理システムを開発した。車

両においてリアルタイムに温度監視するとともに，衛星通

信または DoPa 通信により温度情報をセンターに送信して

温度監視し荷主や運搬事業者に通報し迅速な対応を図るこ

とで，トラブルによる損害を最小限に抑えることができる。
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図１７　HACCP対応動態温度監視システムの構成

富士電機は環境 ISO 活動に必要な環境マネジメントシ

ステムの構築を支援する e 環境マネジメントシステム

「Eco_MEISTER」を開発，実運用のノウハウを基に環境

マネジメントソリューションを提供する。Eco_MEISTER

は環境モニタリング，環境文書管理，環境データベース，

環境会計，環境情報公開，環境教育，化学物質総合管理

（PRTR）などのサブシステムで構成される。

特に，環境モニタリングシステムは現場に散在する電力

や排水，大気などの環境データを無線で収集し，自動的に

データベースに集積できる。また，PRTRでは一般企業

向け以外に下水道ガイドラインに基づく総合リスク管理シ

ステムを開発した。今後はライフサイクルアセスメントや

環境内部会計，環境センサなどのラインアップを充実させ

ていく所存である。

環境会計�
（EcoACCOUNT）�

環境情報公開�
（EcoINFOBASE）�

環境データベース�
（EcoBASE）�

環境文書管理�
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環境モニタリング�
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廃棄物�
部署別計量管理�
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社�

現
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事
業
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環�
�
 境�
�
  教�
�
   育�

図１８　Eco_MEISTERの体系図
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隣接する自治体地域から一般廃棄物が当該自治体の清掃

工場に持ち込まれる越境問題や，一般廃棄物に産業廃棄物

（産廃）が混入される産廃混入問題が一部の地域で社会問

題になっている。富士電機は（株）ニスコムと共同で，これ

らの問題の発生を未然に防止する「一般廃棄物動態監視シ

ステム」を開発し，2001年４月から岡山市の協力を得て本

格的な実証実験を開始した。収集運搬車両のパッカー起動

により廃棄物の積載を検知し，ダンプ起動により荷下ろし

を検知する。GPS（Global Positioning System）で常時車両

の位置情報をとらえており，それらの作業位置が許可され

ていない地点や産廃混入警戒地点であった場合は所轄の部

署に FAX通報して事前に不正搬入を阻止することができ

る。システムは ASP 型で，所轄の部署にインターネット接

続パソコンがあれば詳細監視可能なシステム構築ができる。
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IT・計測制御
コンポーネント
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展　望

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

レーザ・ビジョンコンポーネント

計測コンポーネント

プロセス情報制御システムは，従来の監視制御システム

から IT（情報技術）を駆使して生まれ変わろうとしてい

る。本業界では計画系と実行系の同時計画により，オフィ

スから生産現場までのシームレスな結合とオートメーショ

ンにより製造の最適化が求められている。これに応えるべ

く，富士電機は中核となる実行系ではオープン統合化分散

制御システム「MICREX-AX」（通称：オープン AX），

I/Oバスに Ethernetを採用したオープン PIO，自立分散

制御を実現する高機能プログラマブルコントローラ，生産

性と品質を向上させるエンジニアリング支援ツールなど，

フィールドから ERP（Enterprise Resource Planning）ま

でのシステムインテグレーションに必要な機器やパッケー

ジを開発しており，2001年11月の国際計測工業展 INTER

MAC2001に出展し，注目を浴びた｡

計画系においては，「Solution_MEISTER」（ソリュー

ションマイスター）を各分野へ提供すると同時に，メニュー

の拡張や充実を行っている。Solution_MEISTERは，顧

客の業務革新・収益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するソ

リューション商品である。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速に進む中，IP（Internet Proto-

col）を中心とした技術・製品が ITコンポーネントの中核

として今後も進むと予想される。

実行系では基幹産業の新規プラント建設は少なく，部分

更新や増設などが大多数を占めている。しかし，全般的に

は製品競争力強化のための更新・合理化を目指した情報化

投資，環境関連投資が増加傾向にある。また，システム全

体のコストダウンの要求がますます増大している。

このような背景から MICREX-AXの機能強化として

IT 化対応や，フィールドバス対応，オープン PIOの OPC

（OLE for Process Control）対応やねじ端子対応，総合エ

ンジニアリングツールの開発を行った。また，遠方監視制

御装置においてはコンパクトな中規模向け SAS-55を開発

した。

実行系を担うコンポーネントは，従来機能を完全に継承

しながらパソコンや Ethernetを素材として，HMIや DB，

基幹 LANとしての FL-net 準拠 LANを提供してきた｡

その中でさらに PA・FA向けシステムへの適用を実現す

るため，MICREX-SXを素材としたプロセスコントロー

ラを開発した。このシステムは，MICREX-SXの持つ

IEC 標準プログラム，FA用ネットワーク接続などの特長

を生かしつつ，従来のプロセス制御機能，制御 LANイン

タフェース機能を継承したシステムとなっている。

また OPCサーバを搭載し，富士電機標準 HMIだけで

なく，適用分野に合った SCADAを使用するシステム構

築が可能になった。

レーザ・ビジョンコンポーネント分野においても，超高

精度・高速なコンポーネント群を開発した。まずレーザ分

野では，半導体・電子部品の微細加工用に，高出力 YAG

第三高調波レーザを用いて，最小 10μm以下の微細加工

精度を実現する紫外線レーザ微細加工機「DW8100」を開

発し，半導体の高速穴あけ・切断，トリミング，マーキン

グなどの用途に納入を開始している。また，ビジョンシス

テム分野においては，樹脂カップや飲料缶の外面印刷検査

用として，インキ飛び・抜け・かすれなどの項目をフルカ

ラーかつ高速処理で実行するラインセンサ型外観検査装置

「FAY-2100」を開発した。

計測コンポーネント分野においても，世界経済の減速に

よって，設備投資の手控えや新規プラントの減少という形

で深刻な影響を受けたが，今後もニーズが期待できる半導

体や環境分野向けを中心に製品の強化を図った。フィール

ド機器では小型・経済的な「超音波流量計」の新シリーズ

と，気体・液体・蒸気流量測定用に「渦流量計」シリーズ

を加えて流量計群の強化を図った。環境機器では新型の

「磁気力式酸素分析計」「ジルコニア式酸素分析装置」を加

え，また，電子機器では国内でも普及が進むと見込まれる

「ビデオチャートレコーダ」や超小型ながら高機能の「ディ

ジタル温度調節計」の新シリーズなどを開発した。

今後も IT ・計測制御コンポーネントのシリーズ化や強

化を図り，最適なシステムの構築に取り組んでいく所存で

ある。
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得意とするプラント制御システムの適用範囲を拡大する

ため，汎用プログラマブルコントローラ（PLC）「MIC

REX-SX」に DCS 技術を適用した分散システムを開発し

た。MICREX-AX互換のプロセスパッケージ搭載と，基

幹 LANに「FL-net 準拠 LAN」を適用し，高信頼な FA

システムを実現した。主な特徴は次のとおりである。

MICREX-AXコントローラとMICREX-SXのフラッ

ト化システム構成による適材適所な使い分け

PLCアプリケーションとプロセス制御アプリケー

ションの融合

FA用フィールドバスや FA用パッケージなどのMIC

REX-SX資産の利用

PLCの二重化システムを実現（4）

（3）

（2）

（1）
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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）

PA・FA融合のフラットな分散システム

標準アクセスソフトウェアOPC

Web方式PIO監視装置

�

ADS-PC2000 AOS-PC2000

FL-net準拠�
LAN

（トークン方式）�

Fast Ethernet

最大64台�

ACS-2000 ACS-250 MICREX-SXMICREX-SX

�

図１　PA・FA融合のフラットな分散システム構成例

統合コントローラ「MICREX-SX」に続いて，オープン

リモート PIO「PROGRESSIO」対応の OPCサーバソフト

ウェアを開発した。

OPC（OLE for Process Control）は，Microsoft 社の

OLE（Object Linking and Embedding）技術を利用した

制御システムと情報システムを接続するオープンな仕様で

ある。これにより Citect5など各社の SCADA（Super-

visory Control And Data Acquisition）ソフトウェアや，

他社の OPC対応製品と組み合わせた，オープンで柔軟な

システムが構築可能になった。PROGRESSIO 対応 OPC

サーバの主な特徴は次のとおりである。

OPCデータアクセス Ver.2 規格に対応

Eexelなどから容易に PROGRESSIOにアクセス可能

二重化システムに対応可能（3）

（2）

（1）

Ethernet，SXバスほか�

Ethernet

Ethernet

オープンPIO

オープンPIO�
用OPCサーバ�

SCADA�
Citect5など�

上位システム�
MESなど�

OPCサーバ�

MICREX-SX

MICREX-SX用�
OPCサーバ�

他社コントローラ�

SCADAなど�

パソコン�

他社OPC�
サーバ�

Windows NT/2000

図２ 標準アクセスソフトウェアOPC

Web方式PIO監視装置は，現場のプロセスデータ（ディ

ジタル入力・アナログ入力・ディジタル出力信号）を，イ

ンターネットやイントラネットを経由して，パソコンの標

準添付Webブラウザ画面で，監視・設定操作ができる。

主な特長は次のとおりである。

インターネットおよびイントラネットに接続できる。

標準で監視画面（PIO 状態表示画面，PIOロギング

データ表示画面，アナログトレンドグラフ表示画面）を

内蔵している。

電子メールによる警報自動通知ができる。

パソコン画面から現場機器への設定操作ができる。

FTP機能で，データファイルの転送ができる。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

Ethernet

ブラウザによる�
監視・設定操作�

ブラウザによる�
監視・設定操作�

インターネット網�

イントラネット�

Web方式PIO監視装置�

イントラネットの�
メールサーバと�
ファイアウォール�

図３ イントラネット環境のシステム構成例
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SAS-55は SAS-50の後継機種として開発した中規模遠

方監視制御装置である。コンパクトで使いやすく拡張性が

あり，今後の主力となる装置である。主な特長は次のとお

りである。

コンパクト化，モジュール化

基本部，伝送部，I/O 部と機能分割し，おのおのをコン

パクトなモジュール構造とした。

使いやすさ

割付け表のみでの構成に加え，アプリケーションプログ

ラムも組み込めるようにした。

スケーラビリティ

各機能部を Ethernetで接続し，スケーラビリティを向

上させた。

（3）

（2）

（1）
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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）

中規模遠方監視制御装置「SAS-55」

オープンAX「MICREX-AX」の IT 化

総合情報システム構築支援パッケージ「InfoTerrace」

図４　中規模遠方監視制御装置「SAS-55」

オープン AX「MICREX-AX」は，従来の分散監視制

御システムと ITとを融合したシステム構築・提供を可能

とした。

オープン AX「MICREX-AX」のデータベースス

テーション（ADS-PC2000）で検出された機器故障情報

を携帯電話・パソコン（メール）・ FAXに通知する機

能を提供（データベースステーションにはWebサーバ

を搭載しており，イントラネットに接続されているクラ

イアントパソコンのブラウザからユーザー情報の設定お

よび通知先などの設定・変更も可能）

オペレータステーション（AOS-PC2000）の画像もク

ライアントパソコンのブラウザから静止画でダウンロー

ドが可能（各ユーザーにはランクが指定されており，ダ

ウンロードできる画面の指定が可能）

（2）

（1）

FAX

公衆回線�

Webサーバ�

モデム�

ADS-PC2000�
二重化�

AOS-PC2000

ACS-2000
FL-net準拠LAN

機器異常情報を通知�

パソコン�

パソコン�

パソコン�
パソコン�

異常発生�

イントラネット�

インターネット�

携帯電話�

ブラウザにてログオンし，�
通知先設定および画像�
データの要求をWebサーバ�
に依頼する。�
�

図５　オープンAX「MICREX-AX」の IT 化

「InfoTerrace」は，監視制御システムや情報処理系シ

ス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（パソコン）で参照・設定できる総合情

報システム構築支援パッケージである。OSなどのプラッ

トホームに依存せず適用業務を限定しないオープンネット

ワークに対応している。その適用フィールドは企業内だけ

でなく，対企業，対お客様，対装置と広がり，あらゆるも

のを結ぶことで，新たな価値・ビジネスを創造する。適用

例として，保守・保全・管理業務の効率化を目的とした設

備保全システムがある。このシステムは，広域に点在する

設備をインターネット経由で常時監視し，①故障があれば

関連部署へ警報を自動通知し，②関連する保守マニュアル

や設備図面をWWW端末に表示させることで迅速な対応

を支援する。

ITVカメラ�

機器監視�

携帯電話�

対装置・現場　B to M

総合情報システム�
＜InfoTerrace＞�

広報，�
お客様サービス�

故障通知，�
設備手配�

システム監視�

in B　企業内�

B to B 対企業� 対お客様　B to C

図６　総合情報システムの適用フィールド
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近年の IT（情報技術）は通信インフラストラクチャー

の発展に後押しされ，さまざまなメディアの発展を促して

いる。監視制御分野においても，これらの多彩なメディア

に柔軟に対応することが重要な課題となっている。中小規

模監視システム「LOGACE-AS」は，すでに提供してい

るWeb 配信などの機能に加え，多彩なメディアを取り入

れるためのコンポーネントを用意し，多様なニーズへの対

応を可能とした。

iモードを使って警報を通知したり，運転状況を確認

することが可能

データを汎用データベースに出力し，業務システムな

どとの連携やEUC（End User Computing）の実現が可能

他システムとの連携を容易にする XMLインタフェー

スをサポート

（3）

（2）

（1）
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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）

中小規模監視システム「LOGACE-AS」

「TCOSTREAM」によるクライアント管理業務の効率化

iモード端末�

情報LAN（Ethernet）�

制御LAN（Ethernet）�

市役所�
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ブラウザ�
監視端末�

監視と簡単な�
制御が可能�

ルータ�

ルータ�

ルータ�

モデム�ディジタル�
専用回線�

カメラ�
サーバ�

カメラ�

MICREX-F
オープンPIO�
（PROGRESSIO）�

モバルイル端末�

NTT

NTT 他システムとの連携�
他システム�

 XML

データベース連携�

設備管理など�
事務系システム�

事務所�
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図７　システム構成例

食品・薬品分野は，生産システムとして，生産設備の効

率化・安定化，安全な食品製造に対する HACCP（危害分

析・重要管理点）対応，品質の向上，さらに情報システム

として，調達・生産・物流・販売の全体最適化を図る

SCM（Supply Chain Management）の構築が要求されて

きている。食品分野向けでは，サントリー（株）白州工場向

けウイスキー蒸留設備，不二製油（株）阪南工場向け油脂設

備，某社向け乳業設備を納入し，順調に稼動中である。薬

品分野向けでは，環境情報システムおよび情報制御システ

ムを佐藤製薬（株）八王子工場に納入した。今後も，製造設

備の計測・制御から，製造部門と管理部門を融合し全体最

適化を図る SCM実現のための総合管理システムの需要拡

大に対応していく。

計測・制御システム

食品・薬品プラントの計測・制御システム

製造管理�
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図９　食品プラントの計測・制御システム

「TCOSTREAM」（ティーシーオーストリーム）はク

ライアントパソコンのハードウェア情報やソフトウェア情

報を，ネットワークを介して収集し管理する資産管理ソフ

トウェアである。システム管理者は CPUやメモリ容量な

ど，収集されたハードウェア情報を使用して，管理してい

るパソコンの更新時期を計画したり，ソフトウェア利用頻

度を測定して導入ソフトウェアのバージョンアップ計画を

立案する。その他ライセンス数管理機能により，不正使用

ソフトウェアの監視やインターネットの不正アクセスの監

視が可能となる。

神奈川県川崎市では TCOSTREAMを導入し，リモー

ト操作機能やソフトウェア配布機能を用いてクライアント

管理業務の合理化を実現している。

ハードウェアインベントリの表示�
　-OS�
　-IPアドレス�
　-CPU�
　-メモリ　その他�
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　削除」の画面に表示されているアプリ�
　ケーションを表示する。�
　さらに全体検索，拡張子検索，ユー�
　ザー選択検索でソフトウェアを検索�
　することができる。�
レポート形式で表示�
　CSV，Excel形式で一覧表へのエクス�
　ポートができる。�

管理サーバ�

収集�
DB

管理者�
パソコン�

リモート�
操作�

クライアントパソコン�
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図８　TCOSTREAM（資産管理機能）



富士時報 Vol.75 No.1 2002

化学分野ではグローバル競争が激化し，企業編成，工場

統合，設備投資抑制の動きが加速している。その一方で，

新品種開発および合理化，IT 化の設備投資は堅調である。

富士電機は某化学工場向けに DCSシステムMICREX-

PⅡを更新し，オープン統合化分散監視制御システムMIC

REX-AXを納入した。

MICREX-AX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 FL-

net 準拠 LANを採用，HCIにパソコンを採用した，優れ

た操作性，信頼性，保守性を備えた DCSである。

さらに ITを駆使して，基幹情報システムと連携するシ

ステムインテグレーションの提案が望まれている。
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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

鉄鋼設備の計測・制御システム

セメントプラントの計測・制御システム
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図１０　化学プラントの計測・制御システムの構成

国内の鉄鋼設備は設備投資抑制の中，制御装置の延命化

を図りながら，新機能を取り入れた更新を行っている。

富士電機では，「進化と継承」をコンセプトに，従来の

納入機器を存続させながら，制御装置を部分的に順次更新

していくシステムを提供している。基本的には HMIは汎

用部品で構築されているため，一番最初に更新が必要とな

りやすい。従来のシステムの HMIだけを更新し，コント

ローラは流用することができる。コントローラをその後順

次更新するにあたっては，ソフトウェアのコンバータ機能

を充実させることで，スムーズな切替を実現している。

富士電機では，2001年度に 3 世代前のMICREX-PⅡシ

ステムの HMIを増設更新したシステムを多数納入してお

り，今後も引き続き PⅡ，PⅢシステムの更新システムを

納入予定である。

OCS-200

DPCS-E�
（1.5 Mbps）�

HDC-�
100

PCS-�
100

オペレータ�
ステーション�

OCS-200

オペレータ�
ステーション�

DPCS-E�
（1.5 Mbps）�

HDC-�
100

PCS-�
100

ゲートウェイ�
ACS-2000

オペレータ�
ステーション�
AOS-PC2000

データベース�
ステーション�
ADS-PC2000

既設� 更新構成�

更新�

FL-net

図１１　MICREX-PⅡシステムの更新構成

セメント業界ではゼロエミッション推進のため，都市ご

み焼却灰や汚泥を主原料にしたセメント製造設備への取組

みが行われている。

富士電機ではごみ焼却灰からセメントを製造する世界初

のプラントであるエコセメントプラントの制御システムを

完成し納入した。このプラントではこれまでの豊富な経験

を生かし，ごみ焼却とセメントの制御技術を融合したフル

オートメーション化を実現した。システム構成は最新の

DCS（MICREX-AX）を中心に PLC（MICREX-F），コ

ンピュータ（GRANPOWER7000），電気機器ドライブ装

置（CMCⅡ）から成る。このシステムはセメント制御シ

ステムの中でも国内最大規模の EIC 統合システムである。

また，2 段積み CRTの採用と高密度のプラント画面を構

築し，省スペース化と操作性向上を実現している。

図１２　セメントプラント計測・制御システムの中央操作室
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計測・制御システム

環境・エネルギー管理システム

火力発電設備の計測・制御システム

原子力放射性廃棄物プラントの計測・制御システム

図１３　環境情報管理システムの操作端末用パソコン

効率的な発電所の運用，合理的な運転管理や供給信頼性

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，事業用火力・自家用発電所向けに，オー

プン統合化分散監視制御システム「MICREX-AX」（オー

プン AX）を納入し，発電所制御システムの高度化に努め

てきた。

図にはオープン AXを採用した発電所統合化システム

の例を示す。本システムでは新中央操作室から 75MWボ

イラ・タービン発電設備 4機の集中監視・運転監視を行い，

発電所の自動化と運転合理化をコストミニマムで実現する

高機能なシステムを提供している。

図１４　発電所統合化システムでのオープンAXの適用

原子力放射性廃棄物プラントでの計測・制御システムに

おいては，DCSを用いた CRTによる最新式のオペレー

ション方式を導入すると同時に，機器や装置の品質管理，

高信頼性，安全性が重視されている。富士電機は，新型転

換炉「ふげん」用に廃棄物処理設備の計測・制御システム

を納入した。この設備においては，基本設計から現地総合

試験に至るまで，関連工場，関連部署の協調および体制の

強化により，品質管理と性能試験の充実を図り，総合試験

を効率的に行った。また，現地における DCS 切替工事と

試験作業においては，仮設盤の設置，ケーブルの切替や操

作端作動テスト時のアイソレーション方法などにおいて，

安全性と作業手順に十分配慮することにより，設備を完全

に停止させることなく短期間で運用を開始させた。

図１５　原子力放射性廃棄物プラントの計測・制御システム

近年，自然環境問題がますます大きな課題となっている。

環境保全・省エネルギーへの取組みは産業界の使命ととら

え，法規制の遵守はもとより，より高いレベルでの環境管

理，継続的な省エネルギー活動を推進するようになってき

ている。

富士電機では，環境管理システムとエネルギーセンター

システムを多数納入し，環境保全と省エネルギーに貢献し

てきた。図は，（株）神戸製鋼所に納入した「環境情報管理

システム」の操作端末用パソコンである。本システムでは，

電力卸供給事業用神鋼神戸発電所（70 万 kW× 2基： 1

号機は2002年 4 月電力供給開始予定， 2 号機は2004年 4 月

電力供給開始予定）の環境データを収集し，環境監視，自

治体への報告，地域住民への環境情報の公開を行う予定で

ある。
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空港給油の分野では，新空港の建設や既存空港の拡充建

設および更新が行われている。富士電機は，新東京国際空

港公団向けに，航空機燃料給油施設払出設備の計測・制御

システムを納入した。既設の計測・制御システム（監視

盤・操作盤とプログラマブルコントローラのコンベンショ

ナルシステム）をMICREX-AXで更新し，既設のコンベ

ンショナルシステムでは実現できなかった高度な監視・制

御技術を提供した。夜間の限られた時間内で新システムの

試験調整および試運転調整を行い，翌早朝には既設システ

ムでの払出操業を行えるよう，スムーズに新旧システムの

切替を行い，払出操業に影響を与えることなく，MIC

REX-AXシステムへの更新を達成し，安定した給油サー

ビスを実現している。
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計測・制御システム

空港給油施設の計測・制御システム

容器外面印刷検査装置「FAY-2100」

図１６　空港給油施設の計測・制御システム

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「DW8100」

図１７　紫外線レーザ微細加工機「DW8100」

カップなど外周上に印刷されている容器について，容器

の自転中に，カラーカメラから外周にそって全周分にわた

りカラー画像を入力し，カラー画像処理して，インキ飛び，

印刷抜け，かすれなどの欠陥を検出する。あらかじめ，良

品についてマスタ画像登録・良品学習しておき，以降，容

器がくると外周全域について欠陥有無の判定を行う。操

作・表示については，パソコンで実施し，マスタの登録，

判定の条件設定は簡単操作となっている。また，不良画像

については，判定中，フリーズ表示するとともに30枚まで

の不良画像を記憶，解析することができる。主な仕様は次

のとおりである。

処理数：約 300 個/分（入力画像：512 × 512）

検出精度：絵柄上で約 2mm角，無地部で約 0.5mm

角〔分解能：0.5 × 0.2（mm）〕

（2）

（1）

図１８　容器外面印刷検査装置「FAY-2100」

半導体・電子部品の小型・高密度化により，これらの製

造工程には超微細性に優れたレーザ加工が一層必要となっ

てきている。DW8100は，ビーム品質・安定性に優れた

高出力 YAG第三高調波レーザ（波長 355 nm）であり，

紫外線レーザであるため，従来加工が困難であった金，銅，

ガラス，ポリイミドなどの樹脂材料などへの熱影響の少な

い加工が，最小 10μm以下にて実現可能である。

DW8100の主な特長は次のとおりである。

高出力で高速加工が可能（シングルモード 5W出力）

レーザダイオード励起方式であるため，消費電力が従

来機の 1/4

ガルバノスキャナ光学系を接続することにより，高速

穴あけ・切断・トリミング・マーキングが可能

（3）

（2）

（1）

関連論文：富士時報 2001.9 p.529-532
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富士電機は超音波流量計に関し，水処理分野を中心に26

年間のフィールド経験と 2 万台以上の納入実績を持つ。こ

のたび，半導体分野など，機械装置組込み用として新シ

リーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

検出器はプラグイン構造，変換器は外面操作可能，信

号ケーブルは着脱容易な防水コネクタ付きで，簡単取付

け，簡単操作である。

最新の LSI 技術とプラスチックハウジングを採用し，

変換器の大きさと質量は従来の汎用タイプの 1/5である。

0.2 秒の高速応答で，短時間バッチ処理に使用できる。

音速測定方式の採用により流体の温度変化に強い。

同期回路（オプション）により近接設置などによる音

響相互干渉を回避できる。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

32

IT・計測制御コンポーネント

計測コンポーネント

超音波流量計「M-Flow」

渦流量計

超小型ディジタル温度調節計（PXR-3）

図１９　超音波流量計「M-Flow」（変換器・検出器）

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正

する法律」の施行（1999年 4 月 1 日）により工場やオフィ

スの省エネルギー管理が義務づけられ，空気や水の原単位

管理が求められている。富士電機はこのニーズに応え，普

及型渦流量計を発表した。主な特長は次のとおりである。

小口径用（4 ～ 25mm，精度 3％ FS，プラスチック

製検出部）と小・中口径用（10 ～ 100mm，精度 1％

FS，ステンレス鋼製検出部）の 2 種類を用意

－20 ～＋80 ℃の気体と液体，200 ℃以下の蒸気と高

温流体の流量測定が可能

電流出力，積算パルス出力，警報出力が可能

流量，積算値の実目盛表示が可能

積算値，設定パラメータは不揮発性メモリに保持

外部直流電源駆動のほか内蔵バッテリー駆動も可能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２０　渦流量計シリーズ

PXR-3は，超小型前面サイズ 24×48（mm）で，1ク

ラス上のサイズ〔48×48（mm）〕と同等の表示器，機能

を搭載しており，盤面の小型化に最適な低価格の温度調節

計である。主な特長・仕様は次のとおりである。

世界最小サイズ：H24 ×W48 × D98（mm）

表示器：クラス最大 LED文字高さ 11mm

端子数 18（クラス最多）による豊富な入出力機能

PIDセルフチューニング機能搭載

16セグメントの簡易プログラム運転機能搭載

RS-485 通信機能には 2 種類のプロトコルを設定

™MODBUS：POD，SCADAソフトウェアとの接続が

容易

™ASCII：PLCなどでのプログラム作成が容易

各種規格（安全：UL，CE／防水：IP66）に対応（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　超小型ディジタル温度調節計（PXR-3）

変換器（FLR）

検出器（FLS）

小・中口径用
（FMR）

小口径用
（FMP）
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記録紙の代わりに液晶画面，メモリカードを用いたペー

パーレス記録計である。液晶表示器は高分解能 5.7 型 TFT

カラー液晶を採用し，広い視野角と鮮明な表示を実現して

いる。メモリカードに保存したデータは，専用のアプリケー

ションソフトウェアまたは標準スプレッドシートを用いて

パソコン上で再生できる。主な仕様は次のとおりである。

外形寸法　：160×144×165（mm）

記録点数　：10 点，20 点

外部記憶メディア：ATAコンパクトフラッシュカー

ド

構　造　　：パネル埋込み型，デスクトップ型

入力信号　：熱電対，測温抵抗体，電圧，電流

電源電圧　：AC100 ～ 240V

オプション：警報，通信，外部制御など（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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計測コンポーネント

ビデオチャートレコーダ（PHR）

磁気力式酸素分析計（ZKG）

ジルコニア式酸素分析装置（ZSB）

図２２　ビデオチャートレコーダ（ペーパーレス記録計）

磁気力式酸素分析計（型式：ZKG）は，磁気風式酸素

分析計（型式：ZAG）の後継機種として開発した。磁気

力式酸素分析計は酸素の磁気的性質を利用して測定ガス中

の酸素濃度をダンベル方式により高精度で測定する。酸素

の磁化率が他のガスに比べずば抜けて大きいため，共存ガ

スの影響，特に可燃性ガスの影響をほとんど受けない特長

がある。工業分野におけるじんかい焼却炉やボイラなどの

燃焼管理，鉄鋼の高炉，転炉，加熱炉などの炉内監視など

に適している。主な仕様は次のとおりである。

測定レンジ：0～ 10，25，50，100の 1レンジまたは

2レンジ

出力信号　：DC0 ～ 1V，4 ～ 20mAの選択（2）

（1）

図２３　磁気力式酸素分析計（ZKG）

新型のジルコニア式酸素分析装置（型式：ZSB）は，酸

素変換器を校正ユニットとともに一つのケースに収納して

いる。壁掛型またはスタンド型として産業用ボイラや各種

工業炉の燃焼排ガス中の酸素濃度を連続測定し，燃焼監

視・制御に利用するのに最適な酸素分析装置である。従来

品に比べ構造のコンパクト化，保守性の向上を実現し，コ

ストパフォーマンスに優れている。主な特長は次のとおり

である。

測定対象に直接挿入する方式のためサンプリング機器

が不要になり，速い応答速度が得られる。

自動校正，自動ブローダウン機能を標準で備えており，

メンテナンスフリーの安定した測定が可能である。

液晶表示による対話方式により，各種の操作・設定が

容易に行える。

（3）

（2）

（1）

図２４　ジルコニア式酸素分析装置（ZSB）スタンド型
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産業・サービス
ソリューション

展　望

予防保全サービス

サービスソリューション

パワーエレクトロニクス・電力変換

電気加熱

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

21世紀の幕開けとともに，世界経済の回復と繁栄が IT

をキーワードに期待されてきたが，IT 不況も一段と厳し

さを増してきた。

一方，国内の民需に代表される産業分野や社会インフラ

ストラクチャー（インフラ）分野を取り巻く環境に目を向

けてみると，民間設備投資はかつての重厚長大機器中心か

ら，IT，環境，そして省エネルギー投資などへと設備投

資の内容がシフトしてきてはいるものの，引き続き投資総

額の約 50%を占める主要な市場であることには変わりは

ない。

富士電機は，この分野におけるソリューションとサービ

ス事業を成長事業の一つと位置づけ，それまで機能分離会

社である各関係会社が行っていたソリューションとサービ

スの事業に対し，お客様の要望に応える体制を構築し事業

に 3 取り組むための整備を行った。

予防保全サービスの分野では，設備のフィールド技術

データの蓄積と診断技術の向上に注力し，これらの技術を

複合させたプラントのオンライン診断システムを提供して

いる。それによりプラント全体の機能低下を捕らえること

ができるようになった。さらに MTTRの短縮と MTBF

の改善およびメンテナンスの合理化をリモートメンテナン

スによる監視，診断により可能にしており，遠隔総合支援

システムとしての展開を図っている。

サービスソリューションの分野では，導入設備のリース

と長期のメンテナンスを一括し，ライフサイクルコストを

平準化できるようなサービスを提供するメンテナンスリー

ス，設備の障害などの問合せに対応したり，フィールド

サービスに関する情報センターでもあるコールセンター構

築サービス，施設の管理情報をインターネットを使いオン

ラインで提供するサービスなどを商品化した。

パワーエレクトロニクス・電力変換の分野では，世界最

大級のアルミ製錬用変圧整流装置（Sフォーマ）など，輸

出の大型物件が続いた。また，平型 IGBTを適用して周辺

回路の大幅な簡素化を行い，部品点数，変換装置体積とも

に 1/2 以下とした自励式フリッカ補償装置など，特徴ある

変換装置も多数の納入実績を作った。また，高圧電動機の

可変速駆動では IGBTインバータの系列・機能の拡充を

図った。

電気加熱の分野では，世界最大級の高周波誘導炉を納入

した。へん平るつぼ形状による操作性向上，耐火物への悪

影響低減と 2 台のインバータを並列運転として高効率，高

力率を実現している。

回転機・可変速駆動システムの分野では，プラント・シ

ステムに適用するものの大多数はリニューアルが対象で，

主回路は直流から交流へ，制御はアナログからディジタル

へと変革している。特に機能の拡充やユニットの小型化な

どが著しく，対象となったものの代表に，溶融亜鉛めっき

設備，ステンレス条鋼圧延設備などがあった。また，米国

向けのクレーン駆動用ではベクトル制御形インバータを採

用し，全交流ドライブ化を実現している。

産業機器システムの分野では，工場設備の電力使用量削

減を目的とし，SS 無線を使用したデータ収集によるリア

ルタイムの電力管理システムを納入した。また，インター

ネットとプラント・システムの世界の融合を図るフィール

ド Webアダプタの機種拡大を実現している。さらに，

データ収集をμs，ms 単位で行い，監視，解析するシステ

ムも用意されている。

発変電システムの分野では，分散電源として注目されて

いるマイクロガスタービン設備用に系統連系装置をシステ

ムとして納入し，普及への一助として期待されている。ま

た，特別高圧の C-GISに VCBを搭載したものをシリーズ

化した。これにより，業界トップクラスの縮小化が実現で

き，従来機種に比べ小型軽量化，ガスの小容量化とともに

大幅な設置面積の低減が可能となった。

富士電機は今後も産業分野，社会インフラ分野において

電機・計測・情報制御技術を駆使し，コンサルティング，

エンジニアリング，製作納入，現地据付け調整試験，アフ

ターサービスまで，設備のライフサイクルにわたって最適

なソリューションとサービスを一貫してお客様にお届けす

る所存である。

34
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各分野で稼動している電機設備（受変電，パワーエレク

トロニクス，回転機，DCSなど）は高度成長期に設置し

た設備が現在も多く使用されている。これらの長期稼動設

備の健康状態を把握する方法として，豊富なフィールド技

術データならびに専門技術員による簡易診断（目視，温度，

音響測定など），設備の劣化状態を定量的に判定する詳細

診断（動作特性，電気特性，材料の劣化特性など）を実施

している。

2001年は環境診断も含め巡回診断を約 150か所実施し，

安定操業の一役を担った。

図は回転機の寿命診断を行う絶縁材・熱分析装置であり，

今までの電気診断法では対応できない直流機や高圧電動機

のロータ低圧部にも適用できる。
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産業・サービスソリューション

予防保全サービス

巡回診断サービス

リモートメンテナンスサービス

プラントオンライン診断サービス

図１　絶縁材・熱分析装置

リモートメンテナンスサービスの目的は，MTTRの短

縮，MTBFの改善およびメンテナンスの合理化である。

また，対象範囲として EIC（電機，計装，コンピュータ）

設備全体の包含を目的にしており，ネットワークおよびソ

フトウェア診断まで対象としているコンピュータリモート

診断システム，Web 技術を利用することにより，汎用ブ

ラウザにてフィールド機器の監視を可能にするWebアダ

プタなど，多種多様な診断サービス内容を展開している。

なお，2001年は富士電機および他社の PLC/CNCを

ネットワーク接続する情報収集ユニットを製品化した。そ

の結果，各種製造機械のリモート診断まで可能となり，リ

モート診断をコアにした機械設備・生産ラインおよびプラ

ント全体の遠隔総合支援システムの展開を図っている。

可変速装置 
リモートメンテナンス 

FORS- 
7000

フィールド 
Webアダプタ 

リモート監視 
センター 
 

リモート監視 
故障診断 
データ管理 

自家発電装置 
リモートメン 
テナンス 

クライアント・ 
サーバシステム 
のリモートメン 
テナンス 

工場管理 
進ちょく 
管理 

部材DB
運用管理 

情報収集 
ユニット 

各社PLC

AMS-2500

分散形制御システム（DCS） 
リモートメンテナンス 

FUJI-Multi  
Power View富士UPS

UPSリモート 
メンテナンス 

機械装置および 
PLCリモートメンテナンス 

TOMFINE-V

図２　富士電機が提供するリモートメンテナンスサービス

生産設備では，「安定操業」と「運用費の低減」が重要

な課題であり，MTBFは 2 倍，MTTRや運用費は従来の

1/2など，具体的な目標を目指す企業が出てきた。こうし

た要求に応えるべく，種々の診断技術を複合させたプラン

トオンライン診断システムを提供している。

電気系の劣化兆候診断

電機設備の状況変化やフィルタの目づまり，高圧ケーブ

ルの絶縁劣化診断により，劣化兆候をとらえる。

回転機械系の劣化兆候診断

回転機械の振動解析により，劣化兆候をとらえる。

プラント・生産ライン系の劣化兆候診断

制御装置から各種情報を収集し，製造機械の故障診断お

よびシーケンスの異常兆候をとらえる。また，温度・流

量・圧力信号などからプラント全体の機能低下をとらえる。

（3）

（2）

（1）

総合診断 

コールセンター 

電気系 
ステーション 

高圧系 
ユニット 

CT CTZCT

VT

高圧 
ケーブル 
ユニット 

振動センサ 

電気系 回転機械系 プラント・生産ライン系 

低圧系 
ユニット 

機械系 
ステーション 

振動 
ローカル 
ステーション 

PLC 
（制御装置） 

製造機械 
圧
力 

流
量 

温
度 

マ
イ
ク 

カ
メ
ラ 

メンテナンス 
端末 

プラント系 
ステーション 

図３　プラントオンライン診断サービスの構成
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富士電機は，ソリューションサービスのメニューとして

メンテナンスリースサービスを開始した。

提供するサービス内容・特長は次のとおりである。

導入設備のリースと長期（リース期間）のメンテナン

スを一括して提供する。

不動産や建物付属設備を除くほとんどの動産に適用可

能である。

メンテナンスもセットにしたサービス契約方式であり，

ライフサイクルコストを平準化できる。

リースによる費用負担平準化で初期投資を軽減できる。

税制上のメリットを受けた設備調達が可能である（リー

ス活用による加速度償却や節税が可能）。

メンテナンスにかかわるお客様の負担を軽減できる。（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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サービスソリューション

メンテナンスリースサービス

コールセンター構築サービス（CRM）

施設管理情報オンライン提供サービス（ASP）

富士電機との 
一括契約 

リモートメンテナンス・ 
オンコール対応で安心を 
提供（オプション） 

お客様 
一括契約で 
責任体制が明確 

富士電機 

リース，調達，設置，メンテナンス 
（遠隔監視，コールセンターを含む）一括提供 

DEED

図４　富士電機のメンテナンスリースサービス

お客様の装置から施設・プラントに関する設備台帳，設

備図面，障害・修繕履歴や保守点検履歴，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，

インターネットを使ってタイムリーに情報を提供するサー

ビスで特別高圧受変電設備を皮切りに納入した。サービス

の特長は次のとおりである。

Webブラウザを使用し，お客様に代わって情報を管

理・提供するため，初期導入コストが不要である。

CTIシステムとの連動により，あらゆる通信手段に

対応できる。

PDA（Personal Digital Assistant）による入力，検索

が可能である。

iモードサービスに対応できる。（4）

（3）

（2）

（1）

資料 

富士電機のコールセンター 

FAX

訪問サービス 

郵送 

お客様 

インターネット 

コール 

CTI

ITサーバ 

部品 

部品 サービス員出動 

電話 

iモード 

PDA
パソコン 

図６　施設管理情報オンライン提供サービスの構成

富士電機のコールセンター構築サービスは，CTIシス

テムを中核として，コールセンターの運用実績を基に，障

害問合せ対応システムを中心として，さまざまなシステム

を構築することができる。特に，フィールドサービス

（FSM：Field Service Management）の場面においては，

顧客情報はもとより，故障情報・部品管理やサービスマン

のスケジュール管理など，各種機能を取りそろえている。

構成を図に示す。また，主な特長を下記する。

顧客からの電話をオペレーターのスキルに合わせ自動

接続

電話番号から顧客情報や地図を自動ポップアップ表示

現場サービスマンはWebアクセスにより情報取得

現場機器故障の自動受信と対応部署への情報配信

GPSを使った位置情報管理とスケジュール管理（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

＜お客様＞ 

設備 
情報 

CTI

ITサーバ 

故障 
情報 
 

緊急 
体制 

履歴 
管理 

一般電話 
携帯電話 

携帯電話 

モバイル 

＜サービスマン＞ 

公衆回線 

図５　コールセンター構築サービスの構成
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大阪製鐵（株）西日本製鋼所向けに自励式フリッカ補償装

置を納入した。この装置は平型 IGBT（2.5 kV，1.8 kA）

を適用した単相インバータ 3 台で三相インバータを構成し，

これを直列多重接続して 12MVA出力としている。

自励式フリッカ補償装置は，従来 GTOを適用すること

が主流であったが，GTOは di/dt，dv/dt耐量が小さくア

ノードリアクトルや素子ごとの個別スナバを必要とし，き

わめて複雑なインバータ構成であった。

今回納入した装置は，富士電機が開発した平型 IGBTを

適用することにより周辺回路の大幅な簡素化を行い，部品

点数，変換装置体積ともに 1/2 以下として，高効率，高性

能な補償装置を実現した。
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パワーエレクトロニクス・電力変換

大阪製鐵（株）向け自励式フリッカ補償装置

（株）タクマ経由富山地区広域圏事務組合向け灰溶融炉電源設備

ボインスメルターズ社向けアルミ製錬用直流電源設備

図７　自励式フリッカ補償装置

富山地区広域圏事務組合向けに機器定格入力三相 6.6 kV，

3,498 kVA，60 Hz，定格出力 3,210 kW，DC300 V，10.4

kAのダイオード整流器＋ IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）降圧チョッパ方式の灰溶融用直流電源装置を

完成した。

直流プラズマアーク方式の灰溶融用直流電源装置は，従

来サイリスタ整流器を使用していたが，今回ダイオード整

流器と IGBTを使用したダイオード・チョッパ方式を採用

した。

本方式は，サイリスタ整流器と比較して，①入力が高力

率，②入力が低高調波，③高速制御，であるという特長を

持つ。また，力率改善設備を含めた設置スペースが小さい

面でも優れている。

図８　灰溶融炉電源装置

オーストラリア・ボインスメルターズ社向けに世界最大

級のアルミ製錬用変圧整流装置（Sフォーマ）を納入した。

各 Sフォーマは入力 132 kV，127.7MVA，出力DC1,450V，

75 kA，108.75MWで，2ポットライン分 8台から成る。

今回の Sフォーマは既設他社製を更新するためのもので

あり，この設備の特徴は次のとおりである。

単器変圧器容量が 127.7MVAと当社最大級でありな

がら，電圧調整用変圧器と整流器用変圧器を 1タンクに

収納しコンパクトな構造とした。このため，既設に対し

容量が 1.7 倍にもかかわらず，既設のスペースに設置で

きる。

整流器の出力電圧は DC1,450 Vであり，製錬用では

世界最高出力電圧である。

（2）

（1）

図９　工場試験中のアルミ製錬用直流電源設備

関連論文：富士時報 2001.5 p.306-310

N99-2544-1
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IGBTを使用したインバータ式整流器「FASREC」につ

いて，300 kWまで容量系列の拡大を行った。本整流器は

内部に高周波インバータを使用しているため，通常のサイ

リスタ整流器に比べ，高入力力率（力率 0.9 以上），低リ

プル出力（従来比 1/10），小型（体積比 45 ％）という特

長を持っている。さらに，今回の大容量器では，高周波変

圧器部のモールド化により，耐環境性を向上させている。

インバータ部は大容量素子の水冷化により，部品点数削減

を図り，信頼性に優れたものとしている。これにより，出

力電圧 100V，電流 10 kA，容量 300 kWまでの系列化を

完成させた。

本整流器は低圧・大電流の用途に最適であり，現在，ア

ルミニウムの陽極酸化処理，各種金属のめっき，銅はく表

面処理，加熱などの用途に使用されている。
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インバータ式整流器「FASREC」の新系列化

高圧インバータの容量系列拡大と機能拡充

図１０　300 kWインバータ式整流器「FASREC」

溶解電力が世界最大級である高周波誘導炉を（株）木村鋳

造所向けに納入した。

この誘導炉は，25 tの鋳鉄材料が約 1時間で溶解でき，

るつぼ径を 50 t 炉と同じへん平るつぼ形状としたことで，

材料投入時の操作性を向上させ，亜鉛スクラップ鋼板溶解

による耐火物への悪影響を低減することができる。イン

バータ電源はコンバータ側に24パルス整流を採用し，イン

バータ側を 6,500 kWの 2 台並列運転式としている。この

構成により，高調波流出電流の抑制，および溶解から保温

までの広い電力範囲に対して，インバータ運転台数を切り

換えることで，高効率，高力率の運転が確保できる。

電気加熱

25 t 13,000 kW大型高周波誘導炉

図１２　25 t 13,000 kW大型高周波誘導炉

省エネルギーを目的としたファン，ポンプ，ブロワなど

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 3.3/6.6kV IGBTインバータをすでに製品

化し販売している。さらにコストダウン，省スペース化，

各種制御機能拡充を図るため，以下の系列・機能を製品化

した。

すでに 3.3 kV 耐圧素子を使用して製品化している 3.3

kV 1,250 kVA以上，6.6 kV 2,500 kVA以上も 1.4 kV 耐

圧素子を使用したインバータセル方式で統一し，さらな

るコストダウン，省スペース化を実現

瞬時停電時運転継続制御，ストール制御，ベクトル制

御対応などの各種制御機能の拡充

（2）

（1）

図１１　3.3 kV高圧インバータ

関連論文：富士時報 2001.5 p.306-310

A8025-20-185
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プラント用 IGBTインバータ「FRENIC4000VM5シ

リーズ」を完成した。本シリーズの特長は次のとおりであ

る。

汎用インバータ「FRENIC5000VG7S」と一部の部品

の共有化を図り，センサレスベクトル制御を標準搭載し，

オートチューニングの高度化を行った。

単機最大容量を 600 kVAに拡大した。

ユニットを小型化し 1 面あたりのユニット収納数を増

加させたことにより，プラント全体の盤面数や設置面積

を減少できた。

インテリジェント機能を搭載可能とした。

外部とのインタフェースは，伝送ボードにより PROFI

BUS，Tリンク，Ｄラインなど各種伝送での接続が可

能である。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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プラント用新型インバータ「FRENIC4000VM5シリーズ」

川崎製鉄（株）千葉製鉄所納入No.3 溶融亜鉛めっき設備駆動装置

ステンレス条鋼圧延設備用電気品

図１３　新型インバータ25 kVAユニット

川崎製鉄（株）千葉製鉄所 No.3 溶融亜鉛めっき設備の直

流電動機駆動装置を更新し納入した。

この更新工事の特長は次のとおりである。

サイリスタ変換装置の主回路部は既設設備を流用した。

制御装置部をアナログ制御装置（トランジダイン D）

から最新のディジタル制御装置（LEONIC-M600）に置

き換えた。ディジタル制御装置の形状をアナログ制御装

置と合わせ，現地改造を容易にした。

主幹制御装置とのインタフェース用 PLC（ACS-2000）

を設置し，主幹制御装置とは既設同様 PIO 接続とし，

ディジタル制御装置とは Dラインによる伝送とした。

（3）

（2）

（1）

図１４　更新後の電動機駆動装置

（株）神戸製鋼所経由モリ工業（株）向けに最新のステンレ

ス条鋼圧延設備用電気品を納入し，順調に稼動中である。

設備の特長は次のとおりである。

圧延主機を含むすべての可変速駆動装置を交流電動機

と直流配電型 IGBTインバータとし，省保守，高効率を

実現した。

インバータの単機容量を 450 kVAから 600 kVAへ拡

大し，本設備の圧延主機電動機をすべて単機インバータ

で駆動した。これにより従来 300 kVA× 2 多重と AC

リアクトル× 2台で駆動していたときと比べ，回路構成

を大幅に簡素化した。

操作表示用機器として LCDと集合型スイッチユニッ

トを多数採用し，設計の簡略化と操作性の向上を両立し

た。

（3）

（2）

（1）

粗圧延運転室 

粗POD1 粗POD2

CD-02 CD-04

CD-05

CD-06

PEリンク 

仕上圧延運転室 冷却床・精整運転室 

冷却床・精整POD

冷却床・精整 
HCI PLC 
MICREX-SX

圧延PLC 

ACS-2000

ユーティリティ・ 

組替PLC 

MICREX-SX

冷却床・ 

精整PLC 

ACS-2000

Tリンク Tリンク 
Tリンク 

仕上 
POD1

仕上 
POD2

圧延 HCI PLC 
MICREX-SX

制御室 

電気室 

直流配電型 
IGBTインバータ 
FRENIC4000

直流配電型 
IGBTインバータ 
FRENIC4000

図１５　システム構成
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富士電機は棒鋼線材圧延をはじめ条鋼圧延設備へ豊富な

納入実績を誇っているが，設備の老朽化対策や増設にも積

極的に取り組んでいる。その概要は次のとおりである。

直流電動機駆動装置の置換えのために高機能全ディジ

タル式サイリスタ制御装置（LEONIC-M600）を開発し

適用

圧延機や圧延補機の省保守化・製品精度向上，歩留り

向上を目的に全ディジタル式ベクトル制御 IGBTイン

バータ（3レベルは FRENIC4400，2レベルは FRE

NIC4000シリーズ）の適用

制御プログラマブルコントローラ（PLC）の更新やミ

ルセットアップ導入のための最新最適システムの提案

すでに多くの実績を有する瞬時速度降下抑制オブ

ザーバ制御をはじめとするアドバンスト制御の提案

（4）

（3）

（2）

（1）
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条鋼圧延設備の更新・増設への取組み

大曳引車電気品の更新

クレーン駆動用電機品

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

上位 
コンピュータ 

 

[主操作室]

設定・監視操作 
圧延データ管理 

PLCおよび駆動装置 
データ監視装置 

Ethernet

PROFIBUS

加熱炉 
PLC

圧延ライン 
PLC

冷却床および 
CB出側設備 
PLC 精整設備 

ユーティ 
リティ 
制御PLC

可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 

MMC

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

操作盤 

リレー 
盤 

電磁弁 
盤 
 

Tリンク/ 
DeviceNet

MMC

Tリンク/ 
DeviceNet

MMC

Tリンク/ 
DeviceNet

MMC

Tリンク/ 
DeviceNet

図１６　条鋼圧延設備のシステム構成例

大曳引（えいいん）車速度制御システム電気品を更新し

た。このシステムは船形の実験設備であり，既設直流電動

機を流用したまま制御装置を更新して全ディジタル制御化

を実現した。主な特徴は次のとおりである。

高精度・高性能を追求した直流可変速駆動装置

（LEONIC-M600）の採用

コンパクトな高速コントローラ（ACS-2000）の採用

上位コンピュータおよびオペレーター設定による実験

指示データに基づく全自動運転

全ディジタル化制御による大曳引車およびプロペラの

速度制御精度の向上

（4）

（3）

（2）

（1）

操作盤 
上位 

コンピュータ 

Tリンク 

PIOコントローラ 
ACS-2000

サイリスタレオナード 
LEONIC-M600

サイリスタレオナード 
LEONIC-M600

大曳引車駆動 
75kW×4 プロペラ駆動 

Dライン 

M

M
M

図１７　大曳引車速度制御システムの構成

住友重機械工業（株）経由米国向けにクレーン駆動用電機

品を納入した。業界最高峰の制御性能を有するベクトル制

御形インバータ FRENIC5000VG7Sシリーズを用い，全交

流ドライブ化を実現している。また，センサあり・なしベ

クトル制御および，V/f制御の切換を行うことで，主巻，

補巻，起伏，旋回および走行を同一機種のインバータで統

一し，保守性の向上と予備品の共通化を図っている。

主幹制御には，富士電機の統合コントローラMICREX-

SXシリーズを使い，操作室，上部電気室および下部電気

室間は，光リンクでデータ伝送され，耐ノイズ性の向上を

図った設計になっている。

FRENIC5000VG7Sは，UL/cUL，EN/CEマークの国際

規格にも準拠したもので，海外向け設備にも対応できる。

図１８　米国納入300 st ジブクレーン
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電力使用量の削減を目的に工場内各設備の電力使用量を

連続収集し，各設備の電力量コスト・原単位をリアルタイ

ムに表示する電力管理システムを納入した。

このシステムの特長は次のとおりである。

「EcoPASSION＋」によるフレキシブル無線ネット

ワーク（SS 無線）を構築。親局 1局，中継局11局，子

局26局。入力点数は電力量 127 点，アナログ量42点

変電所は多回路型電力監視ユニット「F-MPC」を設

置し電力量に加え電圧，電流，力率も測定。分割型電流

センサ取付けにより既設設備に影響を与えず測定を実現

工場内イントラネット上のWebブラウザで閲覧可能

サーバは DBサーバ（Oracle）とデータ収集・Web

サーバの機能分散構成としシステムの安定稼動を実現

（4）

（3）

（2）

（1）
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産業機器システム

電力管理システム

ネットワークWebアダプタの機種拡大

データ収集・監視・解析システム

電力管理用 
DBサーバ 

PRIMERGY 
ES320 
(Oracl DB) 

 

PRIMERGY 
ES320 

(EcoANALYST) 
 

電力管理用 
データ収集・ 
Webサーバ 

工場内イントラネット 

親局×1台 

切換器 

局番00

局番11

子局盤 

局番35

局番36

局番50～60
局番11～36

F-MPC04

【変電所子局×2】 
取合信号 
　電圧（V） 
　電流（A） 
　力率 
　電力（kW） 
　電力量（kWh） 

【ロードセンター子局×24】 
取合信号 
　電力量（kWh） 
　パルス信号 

中継局×11台 
子局×26台 

共用CRT，キーボード 

フレキシブル無線ネットワーク 
EcoPASSION+

図１９　電力管理システムの構成

ネットワークWebアダプタはインバータやサイリスタ

レオナードなどのドライブ装置をユーザーが安全かつ容易

に監視するためのツールである。ユーザーはこのアダプタ

を対象装置のシリアルインタフェース（RS-232C/485）に

取り付け，ユーザーのパソコンと LAN接続するだけで装

置の監視をWebブラウザから行うことができる。また，

モデムなどのネットワーク機器を利用すれば，ユーザーは

携帯端末を用いて遠方からいつでも装置を監視可能である。

現在，対象装置はプラント用 IGBTインバータ「FRENIC

4000VM4/FM4」，サイリスタレオナード「LEONIC-M600」，

高圧インバータ「FRENIC4600FM4」に拡大された。今後，

PLCへの対応も予定されている。

監視対象 

フィールド 
WebアダプタFSITE

フィールド 
WebアダプタFSITE ホーム 

ページ 
メール 
発信 

公衆回線 

ホームページ 
メール発信 

Ethernet

監視対象 
富士電機コールセンター 
（24時間対応） 

モデム 

ルータ 

ホームページ 

機器情報 
の表示 

①パソコン，携帯端末による監視 
　汎用ブラウザを使ったデータ表示 
 （専用ソフトウェアは不要） 
　状態変化，故障を電子メールで受信 

②遠隔監視，リモートメンテナンスへの適用 
　汎用ブラウザを使ったリモート監視 
　データ収集と表示 
　データ管理 

機器の制御 

PPP接続 

図２０　ネットワークWebアダプタを利用した監視の例

「MICREX-SX」などの PLCや「FRENIC-VG7」など

のインバータに対するデータ収集，監視，解析が可能なプ

ラントシステム監視・解析支援パッケージ「 f（s）NIS

DAS」を開発した。このパッケージをインストールした

パソコンを Ethernetなどで PLCに接続するだけでデータ

収集が可能となる。主な特徴は次のとおりである。

最速 1msサンプリングの高速リアルタイムデータ収

集

記録時間は 1か月間以上

FFT，周波数応答，フィルタなどのデータ解析機能

各社 PLCのデータ監視

Ethernet，FL-netなどオープンネットワーク対応

リアルタイム操業監視，システム監視

市販ソフトウェアとのデータ連携（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

(  )NISDAS-xf s HCI/サーバ 

電圧 

電流 

サーボ/インバータ 

電流 ディジタル値 

変換器 
リミット 
スイッチなど ギヤ 電動機 

MICREXシリーズ 
各社PLC

MICREX-SX

オープン 
ネットワーク 

図２１ 「f（s）NISDAS」を用いたシステム構成例

関連論文：富士時報 2001.4 p.214-220
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富士電機は，マイエナジー（株）からマイクロガスタービ

ン（MGT）用単独運転保護機能付きの系統連系保護シス

テムを受注し，スーパーマーケットに納入した。主な特徴

は次のとおりである。

保護システムとして，MGTの高圧配電線連系（逆潮流

あり）対応の単独運転保護機能を付加したもので，原理的

に単純に単独運転検出が可能な方式を採用している。

その単独運転検出方式は，能動・受動から構成される。

能動的方式：無効電力補償装置により，無効電力を常

時一定周期で変動信号を与え単独運転に移行後，受電点

の周波数が大きく変動することを利用して単独運転を検

出する。

受動的方式：周波数変化率から単独運転を検出する。（2）

（1）
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発変電システム

マイクロガスタービン用単独運転保護機能付き系統連系保護システム

VCB搭載72/84 kV C-GIS

VCB搭載24 kV C-GIS

図２２　単独運転保護機能付き系統連系保護システム

富士電機は，これまで培ってきた特別高圧変電設備での

実績と高い信頼性に加え，新設計思想と新技術を結集した

真空遮断器（VCB）搭載 72/84 kVキュービクル形ガス絶

縁開閉装置（C-GIS）をシリーズ化（C-GIS7000）した。

本C-GISの主な特長は次のとおりである。

CB，DS/ES，LAの複合構造でコンパクト化

機器操作，監視はすべてフロントアクセス方式を採用

豊富なユニットメニューで多様な仕様に柔軟に対応

絶縁ガス使用量低減による環境への貢献

また，業界トップクラスの縮小化（第一世代モデル体積

の 15 ％），省スペース化，一体輸送およびケーブルヘッド

部からのガス処理レス AC/DC耐圧を可能とすることで，

現地での工場品質維持を実現した。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　VCB搭載72 kV C-GIS 変電設備

富士電機は，特別高圧ガス絶縁開閉装置（24/36 kV）を

1984年に開発して以来，真空遮断器（VCB）を搭載した

第三世代のキュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS）を

シリーズ化（C-GIS2000）し，某社に納入した。本C-GIS

の開発コンセプトは，信頼性，安全性，保守点検の省力化，

さらにはコンパクト化，地球環境負荷の低減である。その

特長は次のとおりである。

収納機器のコンパクト化により，気密容器は 35 ％

（当社比）に小型化し，大幅な軽量化・ガス容量の低減

など，地球資源の節約と対環境対策への貢献

ガス中密閉化による耐環境性の向上と，保守・点検の

省力化ならびに T形ケーブルの端末採用・固体絶縁母

線の採用などによる現地作業（ガス処理レス）の短縮

ユニット化採用による豊富な仕様とオプション対応（3）

（2）

（1）

図２４　VCB搭載24 kV C-GIS



富士時報 Vol.75 No.1 2002

交通システム

展　望

電気鉄道地上システム

車両システム

21世紀も，環境・エネルギー問題などから，鉄道は高速

大量輸送機関として再評価されて，高速大量に安全・無公

害が加味された陸上交通機関における確固たる地位を築く

ことが求められる。また「高齢者・身体障害者等の公共交

通機関を利用した移動の円滑化促進に関する法律」（交通

バリアフリー法）により高齢者や障害者が安全・快適に外

出できる基本的な移動手段としての鉄道の役割は重要であ

る。

さらに ITの活用による快適性と利便性の確保も重要で

あるので，移動体情報通信ネットワークの高度化による各

種情報の活用できる交通社会の実現に向けて開発が指向さ

れている。

電気鉄道地上システム分野では，首都圏民営鉄道の複々

線化や第三セクター鉄道の新設による輸送力増強工事など

が行われている。一方，運転開始後20～30年を経過してい

る老朽設備の更新工事も多い。このような中で富士電機は，

ガス絶縁技術，パワーエレクトロニクス技術，マイクロエ

レクトロニクス（ME）技術を駆使し，設備の省エネル

ギー，省保守，小型化に貢献してきた。中でも地球環境対

応を新製品開発の主軸に据え，直流変電所の主器であるシ

リコン整流器について脱 PFCを実現した純水沸騰冷却式

を世に先駆けて市場投入し好評を博した。また京王電鉄

（株）に鉄道事業者初の屋根材一体型アモルファス太陽電池

を適用した太陽光発電システムなどを納入し運転を開始し

た。

き電用変電設備としては，東日本旅客鉄道（株），西日本

旅客鉄道（株）ならびに東海旅客鉄道（株）に設備更新用主器

および制御用配電盤を納入した。公営・民営鉄道のき電用

変電設備としては，最新鋭の直流高速度真空遮断器などの

小型・省保守機器や ME型制御配電盤を中心に構成した

最新鋭変電設備を京成電鉄（株）に，高調波障害を抑制する

ために12相シリコン整流器を採用した変電設備を営団地下

鉄，大阪市交通局などに納入した。

電力情報処理分野においては，東武鉄道（株）東上線にク

ライアント・サーバ方式を採用した電力指令システム一式

を納入し順調に運転を開始した。本システムは，電力指令

システムの基本機能である監視制御機能以外にWebによ

る双方向の情報配信機能を搭載し，保守区からの停電作業

申請による自動制御や変電所異常時の保守区での迅速な状

況把握により事故復旧の迅速化や安定運行に寄与している。

車両システム分野では，高性能，高機能，低騒音，小型

軽量，省保守などのニーズに応える製品を開発するととも

に納入した。

新幹線分野では，東海旅客鉄道（株）の 700 系新幹線量産

車用主回路機器（CI，MTr，MM）を納入推進するとと

もに，923 形電気軌道試験総合試験車の主回路機器（CI，

MM）を納入して，運用が開始された。また，東日本旅客

鉄道（株）E926 形電気軌道総合試験車の補助電源装置

（SC213，SC214）を納入して，走行試験中である。特に

SC213形は 50Hzと 60Hzの両区間を走行する IGBT-PWM

コンバータ/インバータ方式の補助電源装置である。

在来線分野では，東日本旅客鉄道（株）E231 系電車用低

騒音の２レベル２段方式の補助電源と省保守のリニアモー

タ式戸閉装置（累計：4,000 台以上）の納入を推進し，現

在順調に営業運転中である。

そのほかの顧客にも２レベル２段方式，２レベル 1 段方

式の補助電源装置を納入した。

また，海外向けとしてシンガポールMRT向けの21編成

用のプロパルジョン用機器と補助電源を納入して，現在順

調に営業運転中である。

鉄道情報分野では，ICカード利用システムの開発に尽

力し，札幌市での ICカード利用実験システムへ参画して，

乗車券定期券として利用する以外に自動販売機などでの利

用を推進している。また，鉄道駅構内で障害者が安全に移

動できることを支援するシステムの開発にも尽力している。

特機分野では，探査用，移動体通信用，計測用，医療用

などの種々の分野での適用が期待されている極低温冷却用

小型冷凍機を開発して，サンプル出荷品の受注を開始した。

開発した冷凍機は環境温度－10 ～＋50 ℃において 70Kま

で冷却することができ，25 ℃時の冷却能力は 2W以上で

ある。

43
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東武鉄道（株）の東上線電気指令所の移転に伴い，電力管

理システム一式を納入し，運転を開始した。クライアン

ト・サーバ方式の分散型コンピュータシステムを導入，各

保守区に支援用端末を配備するとともに，遠方監視制御装

置の全面更新を行った。主な特徴は次のとおりである。

指令所内の装置は，Ethernet LANで接続した全二重

系システムとし，高信頼性を実現した。

指令卓によるミクロ的監視に加え，系統監視盤やビデ

オプロジェクタによるマクロ的状況把握を可能とした。

遠方監視制御装置は，伝送速度の高速化を図るべく，

HDLC（ABM）伝送方式を採用した。

保守区端末との接続には，インターネット技術を活用

した情報共有化システムを導入し，利便性を向上させた。

（4）

（3）

（2）

（1）
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交通システム

電気鉄道地上システム

東武鉄道（株）東上線電力指令システム

東日本旅客鉄道（株）上野変電所整流器設備

大阪市交通局都島変電所受変電設備

上野変電所整流器設備更新の一環として，脱フロン・小

型軽量・高効率などを実現した純水冷媒の新型沸騰冷却シ

リコン整流器 1号器を納入した。2000年度納入のパーフル

オロカーボン（PFC）を冷媒とした従来型整流器と合わせ

て 6,000 kW× 3バンク構成である。設備の主な特長は次

のとおりである。

高調波抑制対策として， 2 台（今回納入品含む）で等

価12パルス構成とし，残り 1 台は単器並列12パルス（相

間リアクトルなし）である。

整流器用変圧器の交流側をスリップオンケーブル接続，

直流側を整流器と直結ダクト接続，整流器出力側をケー

ブルダクト方式とするなど充電部が露出しない設備とし

ている。

（2）

（1）

図２　整流器設備（左：新型，右：従来型）

機器の老朽化に伴い，機器更新工事を実施した。主な設

備は，24 kVキュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS），

シリコン整流器，変圧器，高圧 7.2 kV 閉鎖配電盤，直流

1.5 kV 閉鎖配電盤，主配電盤などである。

本変電所は，地下に位置するため，不燃性の機器を採用

している。また，工事効率を高めるため，機器の小型化に

ついても配慮されている。中でも C-GISは，新型を採用

することにより，次の効果を得ることができた。

収納機器のコンパクト化によるガス容器の小型化とガ

ス量の低減（従来比約 65 ％減）を図っている。

盤の小型化（据付け面積，体積は従来比約 50 ％減）

および固体絶縁母線の採用により，搬入回数および切替

回数の低減，据付け工期の短縮を実現した。

（2）

（1）

図３　新型C-GIS（C-GIS2000）

図１　東上線電力指令システム

関連論文：富士時報 2001.5 p.316-321
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交通システム

電気鉄道地上システム

京成電鉄（株）黒砂変電所受変電設備

京王電鉄（株）太陽光発電システム

札幌市非接触 ICカード実験システム

図４　純水沸騰冷却式シリコン整流器

「クリーンなエネルギーの活用」をコンセプトとして，

新エネルギー・産業技術総合開発機構の「産業等用太陽光

発電フィールドテスト事業」にて計画された高幡不動検車

区検車庫（30 kW），明大前駅（30 kW），若葉台駅（60

kW）の太陽光発電システムを納入した。検車庫には結晶

系太陽電池，駅舎にはアモルファスシリコン太陽電池を適

用した。主な特長は次のとおりである。

屋根材一体型アモルファスシリコン太陽電池の適用は

電鉄会社として国内初である。既設スレート屋根の更新

に対し軽量な太陽電池を適用して屋根材費用の軽減と屋

根支持補強の省略を図った。

高密度実装・高変換効率の 10 kW単位ユニットイン

バータにて構成し省スペース化を図っている。

（2）

（1）

図５　屋根材一体型アモルファスシリコン太陽電池とインバータ

札幌市では地下鉄を中心とした非接触 ICカードを使っ

た決済サービスの実験を行っている。カードは S.M.A.P.

（Sapporo Multi Access Port）カードと呼ばれ，地下鉄の

乗車券，定期券として利用する以外に自動販売機での飲料

購入が可能である。駐車場の料金精算や地下商店街での利

用も今後計画されている。

富士電機では，富士電機冷機（株）と共同でカード対応飲

料自動販売機，カードへの現金入金機システムを納入した。

飲料自動販売機は今までのカード挿入方式から業界初の

タッチ式による支払い方式を導入した。入金機は利用者の

利便性向上から，駅売店などに設置可能なコンパクトな形

状を実現するとともに高度なセキュリティ機能，センター

サーバへの通信機能を具備している。

センターサーバ 
〔札幌総合情報センター（株）内〕 

入金機 
（駅構内） 

PHS 回線 

S.M.A.P.カード 

カード対応飲料 
自動販売機と 
入金機  設置例 

図６　入金機システム構成と設置例

黒砂変電所に受変電設備一式を納入した。主な設備は，

72 kVキュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS），シリ

コン整流器，変圧器，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。

地球環境に優しい純水を冷媒とした沸騰自然冷却式並

列12相シリコン整流器の採用により 3,000 kW，D種，

1.5 kVを 1S1P6A2Gで構成し，小型化を実現している。

直流 1.5 kV 閉鎖配電盤は，直流高速度真空遮断器の

採用により省スペースと飛躍的な省保守を図り，他の交

流機器とメンテナンス周期の同期化を実現している。

主制御用配電盤は，プログラマブルコントローラ

（PLC），ユニット形ディジタルリレーおよび表示器に液

晶カラーディスプレイを採用し，高信頼性，保守省力を

実現している。

（3）

（2）

（1）
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交通システム

車両システム

東日本旅客鉄道（株）E926形新幹線電気・軌道総合試験車補助電源装置

東日本旅客鉄道（株）E231系直流電車用補助電源装置

東海旅客鉄道（株）923形新幹線電気軌道総合試験車用主変換装置

図７　E926形新幹線電気・軌道総合試験車補助電源装置

東日本旅客鉄道（株）は，通勤形と近郊形の統一を図った

新型電車 E231 系を製作し，運用している。富士電機は試

作車である 209 系 950 番代（現 E231 系 900 番代）に引き

続き，この車両に搭載される 210 kVA補助電源装置を設

計・製作し，納入した。本装置の特長は次のとおりである。

低損失・大容量 IGBT（1.7 kV，800A）を適用し，ス

ナバレスとすることで，発生損失の減少，装置の大幅な

小型・軽量化を達成した。

高周波スイッチングの実現により低騒音化を達成した。

インバータ制御性能向上により波形ひずみを改善した。

長寿命オイルコンデンサの適用により，メンテナンス

フリーとした。

列車情報管理装置（TIMS）との通信機能により，運

転台からの状態監視ならびに自己診断を実現した。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　E231系直流電車用補助電源装置

東海旅客鉄道（株）は，世界初となる 270 km/h 走行での

架線および軌道の検測性能を持つ，923 形新幹線電気軌道

総合試験車（新型ドクターイエロー）を 700 系新幹線主回

路システムをベースに開発し，2001年 9 月から運用を開始

した。富士電機は，2.5 kV，1.8 kA 平型 IGBTを適用した

TCI2B 形主変換装置設計を担当し，製作・納入した。TCI

2B 形主変換装置の特長は次のとおりである。

保守性を考慮し，1998年 3 月から営業運用されている

700 系新幹線用主変換装置をベースに 1パンタグラフ走

行に対応した偏磁制御機能を追加した。

主回路機器の低騒音化，高効率化および高調波の低減

を達成するため，大容量平型 IGBTをコンバータ，イン

バータともに 2S1P2A 接続構成とした高周波 3レベル

変調 PWM制御方式を採用した。

（2）

（1）

図９　923形新幹線電気軌道総合試験車用主変換装置

東日本旅客鉄道（株）は，電気・軌道総合試験車である

E926 形新幹線電車（通称：「East-i」）を開発し，2001年

９月に公式試運転を終了し，現在走行試験中である。

富士電機は冷却用送風機や空調装置へ電源を供給する

SC213 形と，電力・信号・軌道計測用機器へ電源を供給

する SC214 形の 2 種類の補助電源装置を設計・製作し，

納入した。本装置は架線からの供給電源が 50Hz/60Hzの

両区間を走行するため，次の特長を有している。

SC213 形は64ビットRISCによる高機能・高性能制御

装置で，大容量 IGBTを適用した低損失スナバレス PWM

コンバータ・インバータを高速制御する構成とした。

SC214 形はバックアップ用バッテリーを搭載し，瞬

時停電となるセクション通過時の無停電化と，車両への

電源供給停止後の測定作業継続を可能とした。

（2）

（1）
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エネルギー

展　望

エネルギーソリューション

火　力

水　力

原子力

電力変電

系統保護制御

配　電

放射線

エネルギー部門では，環境問題の進展から高効率指向が

さらに進み，プラントライフサイクルの観点から運転・保

守の提案や既設設備の延命化などにも工夫が及んだ。

エネルギーソリューション分野では，富士電機の特長あ

る SS 無線を利用し，圧力，流量，温度なども計測伝送で

きるエコモニタリングシステムを，ESCOビジネスに向け

て展開を図った。また，富士電機能力開発センターに新エ

ネルギーハイブリッドシステム（太陽光発電，燃料電池，

マイクロガスタービン）を設置した。今後，新エネルギー

利用による環境への貢献度の実証を行っていく。

火力分野では，磯子火力発電所向け 600MW石炭火力

発電設備が2002年３月の完成に向けて順調に進ちょくして

いる。また，単気筒非再熱蒸気タービンとして世界最大級

である 162.1 MW 機の納入や，国内 IPP 発電設備での

15 ％のシェア獲得など，大容量化・高効率化・高経済性

のニーズに積極的に応えてきた。急激に膨張したコンバイ

ンド発電分野でも，最新鋭工場を活用しこれからも需要に

応えていく。台湾には 440 万 kWに上る発電設備を納入

しており，顧客と一体となった予防保全の取組みを開始し

た。今後も，運転保守までを含めたプラントライフ全体を

通じた技術提供を強化し，顧客ニーズに応えていく。

水力分野では，世界初となる東北電力（株）向け 14MW

立軸バルブ水車・発電機の現地据付け工事が本格的に開始

した。当社記録品となる東京電力（株）向け 2.5MW立軸

チューブラ水車・発電機が運転開始した。ランナベーンの

電動化で，油圧レス化を実現させた。また，21年前に運転

開始した当時国内単機最大容量（揚水を除く）であった，

電源開発（株）向けフランシス水車の溶接ランナの更新工事

を完了させた。モデルランナを製作せず，最適ランナの設

計を行い効率改善ほかの改善を図った。

原子力分野では，日本原子力研究所の高温工学試験研究

炉向けに使用済燃料貯蔵施設の燃料取扱および貯蔵設備を

納入した。また，核燃料サイクル開発機構の「常陽」向け

燃料取扱設備制御系の全自動化に向けた更新・改造を進め

ている。そのほか ICプラズマ廃樹脂高減容処理システム

の商品化を進めるとともに，廃止措置に向けた遠隔解体技

術の開発，実用高温ガス炉技術の開発にも取り組んでいる。

電力変電分野では，国内最大級出力の風力発電所である

（株）トーメンパワー下北・岩屋ウィンドファーム発電所に

154 kV 変電設備を納入した。海外向けとしては，回線幅

1,200mmで世界最小級の 145 kVガス絶縁開閉装置を開発

しシリーズに加えた。また，ドバイ電力庁向けに世界でも

類を見ない約 40 ％に及ぶ高い短絡インピーダンスを特徴

とする高インピーダンス超高圧大容量変圧器を完成させた。

系統制御分野では，オープン分散制御方式の大規模系統

監視制御システムを納入した。また，中央給電指令所向け

にニューラルネットワーク手法を適用した電力需要予測シ

ステムを開発した。さらにWWW方式による系統情報イ

ントラネット配信システムなど，IT 応用開発，多様化す

るニーズに対応する開発に取り組んでいる。

保護制御分野では，既設キュービクル実装のトランジス

タ形保護リレー取替え専用にレトロフィットディジタルリ

レーを開発した。既設設備の延命化ニーズに応える製品開

発例である。このほか保護制御システムのスリム化・最適

化など，顧客ニーズに密着した開発に取り組んでいる。

配電分野では，系統への連系が増加しつつある分散型電

源や系統電圧制御方式検討などを目的とする系統解析用シ

ミュレータモデル，自動検針や各種料金メニューに迅速に

対応できる電力需給用複合計器（通信機能付き）などを開

発した。また，実績あるパワーエレクトロニクス技術や解

析技術，計測技術を通して蓄積したノウハウと最新の IT

や配電自動化技術，メタヒューリスティク手法による最適

化技術などを生かし，多様化する電力の品質維持，お客さ

まサービスに向けたソリューション提案活動を進めている。

放射線分野では，電子化・ディジタル化の開発が進行し

ている。環境放射線モニタリングでは高レンジモニタをア

ルミニウム製電離箱とすることでγ線感度を低エネルギー

側まで平たんにした。環境線量測定には GPS，衛星電

話・携帯電話を利用して位置情報と線量をリアルタイムで

伝送する可搬型モニタリングポストが開発された。個人被

ばく線量測定ではフィルムバッチから電子式線量計の置換

えが進行している。
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エネルギー

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」

富士電機能力開発センター用ハイブリッド発電システム

風力発電所用電力安定化装置

図１　EcoHIESSENCEの外観とデータ表示例

富士電機能力開発センターの研修所に，開発中の 10 kW

アモルファス太陽光発電システム，100 kWりん酸形燃料

電池発電システム，26 kWマイクロガスタービンの発電

設備を環境負荷低減の実証のため，モデル設置した。

燃料電池の高温排熱（約 90 ℃）は，排熱投入型冷温水

機を介し空調に利用し，低温排熱（約 50 ℃）およびマイ

クロガスタービンの排熱は温水ボイラの給湯予熱に利用す

るコージェネレーションシステムを構成している。これら

はエネルギー運用システムで管理されている。さらに IT

として，研修管理機能，宿泊管理機能，研修案内表示シス

テム，非接触カードキーシステムなどの業務支援情報シス

テムも開発し導入した。上記設備により，環境性ならびに

利便性を追求したシステムが実現できた。

図２ 燃料電池発電システムと太陽光発電システム

風力発電設備は，年々導入量が増加しているが，風速の

変動に伴ってその出力が変動することから，系統電圧や周

波数への影響面などによる導入限界量も検討されている。

富士電機は，出力変動分を運動エネルギーに変換しこれ

を貯蔵・放出することにより，風力発電設備の出力を平滑

化し，導入限界量の逓増を実現する「風力発電所用電力安

定化装置（フライホイール発電システム）」を開発した。

主な仕様は次のとおりである。

有効電力 ： 0～ 100 kW（必要容量を並列接続

可能）

貯蔵電力量　： 100 kW 30 秒

無効電力　　： 0～ 100 kvar 連続

回転速度　　： 30,000 ～ 36,000 r/min

本体外形寸法：D600 ×W600 × H1,500（mm）（5）

（4）

＋－（3）

（2）

＋－（1）

上部軸受�
（マグラガー）�

外装�
（スチール）�

発電電動機�
（永久磁石）�

ロータ�
（カーボン＆�
グラス）�下部軸受�

（ビン軸受）�

図３　フライホイール発電電動機の外観と構造

エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」は，圧

力，流量，温度のほか環境因子（pH，COD，油分濃度な

ど）の各種計測データをフレキシブル無線ネットワーク

（SS 無線）を使用してパソコンに収集する監視システムで

ある。改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」による省エネルギー活動だけでなく，ISO14001の環

境改善にも有力なツールとなる。特長は次のとおりである。

無線の使用により，現場の子局と監視室の親局との

ケーブルが不要なため工事の簡略化が可能。また，通信

費も不要なため低価格のシステムの構築が可能

子局・中継局の追加により計測範囲の拡張が容易

データ集計は Excelを使用しており，データの加工に

優れ，トレンドはグラフで表示でき，データ分析が容易

（3）

（2）

（1）

燃料電池発電システム 太陽光発電システム
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電源開発（株）から1997年11月に受注した 25MPa，600/

610 ℃の USC（Ultra Super Critical）石炭火力プラントで

ある磯子火力発電所新 1号機用 600MW電気発生装置に

ついては，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の試運転を実施中である。

2000年からの据付け工事期間を経て，2001年 3 月にプラン

ト水圧試験，４月に受電，10月に初通気・初併入を終え，

その後各種の負荷試験を行い，12月には 100 ％負荷試験を

実施した。

2001年12月のメタル点検の後に各種負荷変化試験・性能

試験を予定しており，富士電機は2002年 4 月の運転開始に

向けて，シーメンスと協力してプロジェクトを鋭意推進中

である。
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エネルギー

火　力

電源開発（株）磯子火力発電所新1号機の試運転

IPP宇部発電設備の現地工事開始

コンバインドサイクル用蒸気タービンの試運転および米国向け蒸気タービンの受注

図４　磯子火力発電所新1号機用タービン発電機（試運転中）

富士電機は，1998年 7 月に（株）ユービーイーパワーセン

ターから 216MWの石炭だき IPP 火力発電設備をフルター

ンキーで受注した。この発電設備に納入されるタービンは，

KNシリーズの記録品（主蒸気・再熱蒸気温度共 566 ℃）

であり，かつ，空冷発電機としては富士電機の最大容量機

（240MVA）である。サイトは同社の親会社である宇部興

産（株）の工場敷地内に設置され，工事は既設発電所および

近隣工場を運転しながら工事を進める必要がある。また，

発電所エリアや資材置き場が狭い中で円滑に据付け工事を

推進するため，機器をジャストイン，ジャストオンできる

よう輸送計画を進めている。2001年10月から土建工事が着

工し，現在は発電所建屋・ボイラ設備の基礎くいを打設中

である。2002年 9 月のボイラ立柱および12月のタービン・

発電機建屋完成に向け，鋭意現地工事を推進している。

図５ 発電所の完成予想図

韓国・現代建設（株）から受注した AES 向けハリプール

およびメグナハットコンバインドサイクル発電所用蒸気ター

ビン発電機設備（131.6MWおよび 189.8MW）は，バン

グラデシュにて前者は2001年11月に営業運転開始，後者は

2002年12月の運転開始に向けて据付け中である。

これらは共に多軸型ユニットとして計画されており，蒸

気タービンは最新鋭の三重圧式再熱復水タービンで主蒸気

/再熱蒸気温度は 565/565 ℃を採用している。

本機と同タイプの蒸気タービン発電機設備は2001年度に

北米地区向けにカルガリー（125.1 MW），デピア（129

MW），ポートアルバーニ（129MW），ミントファーム

（130MW）と受注をすることができ，火力事業の発展に

大きく寄与している。

図６　ハリプール向け蒸気タービン
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富士電機は台湾化学繊維（株）龍徳工場向けに単気筒非再

熱蒸気タービン発電設備としては世界最大級の容量である

162.1MW機（FETシリーズ蒸気タービン）を納入し，

2001年 4 月に営業運転を開始した。台湾では自家用発電設

備から電力会社へ売電する IPP（独立系発電事業者）化し

ている設備が増えており，大容量化・高効率・高信頼性お

よび短納期の市場ニーズが顕著である。

富士電機はこれらの市場ニーズに的確に応えるために

FETシリーズに適用される種々の技術の開発，改良およ

び標準化を行った。高効率リーンラジアル低圧翼，新型プ

ロフィール高効率反動翼およびブロック設計による標準化

などにより，このプラントでは高効率かつ短納期（出荷納

期で 2.5か月，現地での据付け・試運転工程で 2か月の短

縮）を達成した。
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火　力

世界最大級 FETタービンの営業運転開始

Rビジネス：プラント制御装置の置換え完了

図７　据付け工事中の蒸気タービン

2001年 3 月に東京電力（株）川茂発電所が営業運転を開始

した。このたび，74年あまり運転した既設水車・発電機 2

台を撤去し，新設 1台へ更新し，最大流量 25.04m3/s，有

効落差 12mを利用する最大出力 2.5MWの発電所へと生

まれ変わった。水車は立軸チューブラ水車を採用し，既設

土木設備の有効利用と，広い流量・落差範囲で高い効率を

得ることが可能となった。

そのほかの特徴を以下に挙げる。

水車出力 2.6MWは，立軸チューブラ水車として富士

電機の記録品となる。

新技術である同期制御式ランナベーン電動操作機構を

採用し，油圧レスを実現した。

（2）

（1）

水　力

東京電力（株）川茂発電所向け2.5 MW立軸チューブラ水車・発電機の運転開始

図９　ランナつり込みの様子

火力発電設備の制御装置は約15～20年で更新の時期を迎

える。更新はディジタル式制御装置のメリットを生かし，

①冗長化による信頼性の向上，②制御装置間の通信機能に

よる情報の共有化および制御監視機能の高度化，③ CRT

など可視化装置の導入による監視・データ処理機能の強化

を，既設装置の制御機能に追加する計画としている。

図は沖縄電力（株）牧港火力発電所 9号機において更新し

たユニットマスタ盤とタービン補機自動化盤である。この

更新ではそのほかにユニット計算機，タービンマスタ，自

動電圧調整装置，ABCシステム，ボイラ補機自動化盤を

一式更新した。これからの更新計画では制御機能のほかに

予防保全・診断などのメンテナンスにもより重点をおいて

取り組んでいく。

図８　更新した火力発電設備用制御装置
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日本海発電（株）新熊野川発電所向け 5.2MW横軸 2射ペ

ルトン水車・発電機設備，開閉装置および諸機械装置が

2001年12月に無事営業運転に入った。この発電所は神通川

水系熊野川の上流ヨボシ割地内で，最大 2.0m3/sを取水し，

延長 1kmの無圧トンネルによりヘッドタンクに導水し水

圧鉄管を経て基準有効落差 308.0 mを利用し最大出力

5,000 kWの発電を行う流込み式発電所である。特徴は次

のとおりである。

通常，上部水槽へ過剰に進入する水に対し，余水吐を

設ける必要があるが，デフレクタ放流運転機能を搭載す

ることにより余水吐を省略し，土木費用を削減した。

ニードル・デフレクタ用パワーシリンダ底部に荷重測

定器（ロードセル）を設置し，経年劣化の測定を可能に

した。

（2）

（1）
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水　力

日本海発電（株）新熊野川発電所向け5.2 MW横軸2射ペルトン水車・発電機の運転開始

東北電力（株）第二上野尻発電所向け1×14MW立軸バルブ水車発電機の据付け工事

電源開発（株）手取川第一発電所ランナ更新工事

図１０　有水試験前の水車・発電機設備

東北電力（株）第二上野尻発電所向け 1 台× 14MW立軸

バルブ水車発電機の現地据付け工事が開始された。本立軸

バルブ水車は従来の横軸バルブ水車を立軸方向に据え付け

る世界初の機種である。

特徴としては横軸バルブ水車と同等な水車性能を有し，

機器を垂直方向に据え付けることからケーシングが導水路

を兼ねるため掘削面積が狭く土木費が安くなる。また，建

屋面積を小さくできることから，敷地条件の制約にとらわ

れず自由な場所に設置可能なことからプラント全体のコス

トが他機種に比べ安くなる。

今後，無事故・無災害で工事を良好に推進，完工させ，

これからの国内外への本機種採用に向け鋭意取り組んでい

く。

図１１　上部ケーシングの据付け状況

電源開発（株）手取川第一発電所（2 号機）は2001年12月

にランナ更新工事が完了した。

本発電所は1980年の営業運転開始から21年が経過し，土

砂摩耗などによりランナの摩耗が発生していた。今回の工

事において近年の発電所運転状況を基に運転頻度の多い負

荷での効率改善，流路渦発生抑制を目的とし新規にモデル

ランナは製作せず，三次元粘性流れ解析を用いた最適ラン

ナの設計を行った。

また，本発電所のランナ径は，3,560mmと大型なため，

通常の鋳物構造ではなく溶接構造で製作した。

2002年には 1 号機において同様のランナ更新工事が予定

されており，鋭意 1号機ランナの製作を進めている。

図１２　更新ランナ
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高速増殖炉の実用化に向けた照射試験を行う目的で，核

燃料サイクル開発機構において，高速増殖実験炉「常陽」

の炉心性能向上（年間照射総量を 4倍とする）を図るMK-

Ⅲ計画が進められている。その一環として富士電機におい

て，新型燃料交換機の製作，燃料取扱設備の遠隔自動化，

保守性改善に取り組んでおり，燃料交換作業期間を現状の

1/3 程度に短縮し，その他設備の改善と合わせて定期点検

期間を 2/3 程度に短縮することで，炉心稼動率を 40 ％か

ら 60 ％に向上させる予定である。燃料取扱設備は，炉心

燃料を取り扱う格納容器内設備と，新燃料，使用済燃料の

出し入れを行う格納容器外設備から構成され，その全容は

図に示すとおりである。現在，2002年 3 月の完成に向け，

鋭意現地調整を推進中である。
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原子力

高速増殖実験炉「常陽」の燃料取扱設備の遠隔自動化

原子炉解体・廃棄物処理技術

新型炉技術

格納容器�

燃料出入機� 燃料交換機�

回転プラグ�

原子炉�

回転移送機�

燃料洗浄設備�
キャスク�
クレーン�

缶詰装置�

水中台車�

使用済燃料移送機�

使用済燃料�
貯蔵ラック�

トランスファロータ�

地下台車�

装てん燃料�
収納管�

装てん燃料�
移送機�

燃料取扱用�
キャスクカー�

図１３　高速増殖実験炉「常陽」の燃料取扱設備鳥観図

富士電機は，2001年10月に解体届が提出された日本原子

力発電（株）東海発電所の原子炉などを安全に解体・処理す

るための技術開発を本格的に推し進めている。

これまでに 1トン以上の解体物把持能力を持つ装置や，

切断に伴って発生する粉じんを高効率で回収するシステム

を開発してきた。現在は，原子炉内の多様な解体対象をあ

らかじめ計画した切断線に沿って遠隔操作で自動切断する

ための装置，切断時に発生する切断片の効率的なモルタル

充てんおよび大型容器に収納した廃棄体の放射能計測など

の分野について，装置システム開発に取り組んでいる。

その他廃棄物処理の分野でも，ICプラズマ廃棄樹脂高

減容処理システムの商品化や，マイクロ波による廃液のガ

ラス化セメント固化技術の開発を進めている。

図１５　HTTR向け使用済燃料貯蔵施設富士電機は，2001年12月に，日本原子力研究所 HTTR

（高温工学試験研究炉）向けに使用済燃料貯蔵施設の燃料

取扱および貯蔵設備を納入した（写真参照）。

燃料出入機は，高放射線量の使用済燃料を原子炉建家か

ら使用済燃料貯蔵建家へ遠隔移送する高い信頼性を要求さ

れる機器であり，使用済燃料貯蔵設備は乾式冷却方式を採

用，建家換気空調設備と相まって合理的な設備となってい

る。いずれの機器・設備もこれまでに富士電機が手掛けて

きた燃料取扱系の高い技術が反映されたものとなっている。

一方，国際共同開発のガスタービン高温ガス炉 GT-

MHRは，年初の予備設計完了に向け作業が推進されてい

る。

把持機�
切断トーチ�

切断トーチ用�
マニピュレータ�

図１４　遠隔で原子炉構造物を解体する概念
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富士電機は，（株）ユアテック経由にて（株）トーメンパ

ワー下北・岩屋ウィンドファーム発電所に風力用変電設備

を納入した。本発電所は青森県下北半島に建設された国内

最大級出力の風力発電所である。風車発電機（1,300 kW，

25基）で発電した電力を変電所の変圧器にて 154 kVに昇

圧して東北電力（株）に売電される。

主な納入機器は 168 kVガス絶縁開閉装置（GIS），168

kV 線路断路器，40MVA主変圧器，36 kVキュービクル

形ガス絶縁開閉装置（C-GIS），風車サイト変電設備，監

視操作盤，ディジタル搬送保護継電器盤などである。変電

所では 168 kV GISと主変圧器を直結し，また，36 kV C-

GISを採用することなどで省スペース化を図っている。

なお，本発電所は2001年10月31日に運転を開始した。

53

エネルギー

電力変電

岩屋ウィンドファーム発電所向け風力用変電設備

海外向け145 kVガス絶縁開閉装置

ドバイ電力庁向け超高圧大容量変圧器

図１６　風力発電所用変電設備（右上）と風車発電機

富士電機では，定格電圧 72 ～ 300 kVのガス絶縁開閉

装置（GIS）を製品化しているが，海外において最も市場

規模の大きな 72 ～ 145 kVクラスの GISは，市場投入か

らすでに10年以上が経過し，寸法，コスト共に競争力が低

下していた。

このたび富士電機では，海外向けに新縮小形 145kV GIS

（72 kVクラス共用）を開発し，製品シリーズに追加した。

新型 GISは三相一括形であり，主な定格仕様は，電圧：

145 kV，電流：3,150A，短時間耐電流：40 kA（3 秒）で

ある。また回線幅は 1,200mmで，保守スペースを確保し

た GISとしては世界最小級である。

この新型 GISの市場投入により，富士電機の競争力強

化と物量拡大が期待される。

図１７　海外向け新縮小形145 kV GIS（SDH314）

ドバイ電力庁淡水化プラント（1,000MW級発電設備）

向け高インピーダンス超高圧大容量変圧器を完成させた。

この変圧器は 400 kVと 132 kV 系統の連系用に使用され

るもので，短絡事故時の電流を抑制する目的から，世界に

類を見ない約 40 ％に及ぶ高い短絡インピーダンスを特徴

としている。主な仕様は次のとおりである。

定格容量：285/400/570MVA，定格電圧：400/132

kV

絶縁レベル（LIWL）：1,425 kV/650 kV

電圧調整範囲：496kV～ 400 kV～ 292 kV，35タップ

冷却方式：油入自冷/油入風冷/導油風冷

最新の電磁界解析技術により，最適な漏れ磁束対策と絶

縁対策を行い，高インピーダンスで，広範囲に電圧調整が

可能な超高圧大容量変圧器を実現させた。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１８　570MVA高インピーダンス超高圧大容量変圧器
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系統保護制御

東北電力（株）高田技術センター監視制御システム

東北電力（株）中央給電指令所向け需要予測システム

テレコンシミュレータ

図１９　高田技術センター制御室

東北電力（株）にて実稼動中の需要予測システムは，ニュー

ラルネットワークを用い，最大電力需要で絶対値平均誤差

１％台という良好な予測精度を実現している（実績気象に

よる平日予測値）。今回，中央給電指令所システム更新に

同期し，需要予測システムに以下の新機能を追加し，さら

なる予測精度向上と新たな運用ニーズに対応する。

負荷種別ごとの電力実績を用いた各ニューラルネット

ワークから最大電力需要，日負荷曲線を予測する。

週間気象予報データにより，２週間先までの最大電力

需要，日負荷曲線を予測する。

システム構成を二重化とし信頼性を向上させる一方，

Web 配信機能を追加し，運用者による，ブラウザ上か

らの各種予測結果の閲覧，加工，最適予測値の選択およ

び登録を実現する。

（3）

（2）

（1）
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図２０　負荷種別予測機能の予測方式

本装置は電力会社向け電力系統監視制御システムに接続

し，自局試験をサポートする試験装置である。制御指令に

対応した模擬操作応動の自動返送機能および事前設定によ

る表示・計測情報の自動送信機能を備えている。ノート型

パソコン，プログラマブルコントローラ（MICREX-SX），

モデム装置および可搬式収納ケースで構成されており，

9,600ビット/秒（bps）V.29，4,800 bps V.27 bis，2,400

bps V.26，600/1,200 bps V.23の各種伝送仕様に対し，モ

デム装置のみを交換することで対応できる。

今後，お客様の要求に対応し，伝送仕様・試験機能のラ

インアップを拡充する予定である。

図２１　テレコンシミュレータ（HDLC型）

東北電力（株）では，運用の効率化と高度化を目的に，技

術センター制御所システムの統合化を推進している。その

中で二次系統運用を給電指令所から技術センターに移管す

る計画である。そのため，給電指令機能の一部を付加した，

新しい監視制御システムの導入を進めている。その１号機

として，高田技術センターに監視制御システムを納入し，

2002年 1 月末に運転開始予定である。システムの主な特徴

は次のとおりである。

クライアント・サーバ方式の分散型システム

１卓 3画面方式により，自由度の高い状況把握が可能

記録や事故情報をイントラネットで関係箇所へ配信

データベースに，オンラインエリアとオフラインエリ

アを持ち，試験中などでも，二重系運転を継続可能

隣接の制御所と連係し，協調をとった自動操作を実現（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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系統保護制御

系統情報イントラネット配信システム

配電用変電所向けレトロフィットディジタルリレー

中位系No.2

中位系No.1

下位系No.1

下位系No.2

下位系No.3

下位系No.1

下位系No.1 下位系No.3

下位系No.2

下位系No.2

下位系No.3

上位系�

中位系No.4

中位系No.3

監視制御システム�

下位系No.3下位系No.1

下位系No.2
高いコストパフォーマンス�
が要求されるエリア�
（PCサーバ）�

高い信頼性が要求される�
エリア（UNIXサーバ）�

凡例�

PCサーバ�

監視制御�
システム�
からの情報�

UNIXサーバ�

図２２　システム構成

電力自由化の進展に伴い，分散型電源が増加しつつある。

分散型電源が系統へ接続されると，潮流や電圧の制御，あ

るいは事故時の系統保護が従来方式では対応できなくなる

可能性があり，分散型電源の系統連系にあたっては，事前

に十分な検討が必要となる。

富士電機では，分散型電源系統解析用として，関西電力

（株）向けに分散型電源モデルと直並列形電圧補償装置モデ

ルを納入した。分散型電源モデルは，回転機と制御装置か

ら構成され，コージェネレーションシステム，自家発電シ

ステムを模擬できる 3 kW機と，風力発電システム，小水

力発電システムが模擬できる 0.75 kW機がある。直並列形

電圧補償装置モデルは，将来の配電系統電圧制御方式の検

討を目的とするものである。

配　電

関西電力（株）アナログ形分散型電源系統解析用モデル

図２４　分散型電源モデル

近年高まる変電機器延命化の要求に対し，富士電機では

保護リレー組込みキュービクルのオーバホール用に既設ト

ランジスタリレー取替え用のディジタルリレーユニットを

開発し，北海道電力（株）南札幌変電所ほかに納入した。特

徴は次のとおりである。

ユニット構成，ユニット寸法，外部との信号受け渡し

を基本的に既設と同一とし，ユニット入替えでの更新と

することで，現地作業を容易にした。

ディジタルリレー化により常時監視機能を付加し，稼

動信頼度向上を図った。

既設キュービクルのフィーダ増設にも適用可能とした。

多機能形ディジタルリレーユニットのコンポーネント

を採用し，液晶表示でのメンテナンス性の向上を図った。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２３　ディジタルリレー

関連論文：富士時報 2001.12 p.680-683

関連論文：富士時報 2001.6 p.348-352

系統情報イントラネット配信システムは，電力系統監視

制御システムから伝送される系統情報，事故情報などをイ

ントラネット上で公開することを目的としたシステムであ

る。システムの特徴は次のとおりである。

配信先端末を特定し，音声通知にて情報配信を行い，

また，管理者による配信先未読状態のチェックが可能

監視制御システムから定周期または状態変化ごとに系

統状態を収集し，端末側からリアルタイムに閲覧するこ

とが可能

部品単位でのデータ圧縮が可能な独自の描画形式デー

タを採用し，LAN負荷の軽減や，ブラウザ上での自由

な画面拡大縮小を実現

Java，CORBAなどのオープン技術を採用した，UNIX

サーバと Linuxサーバからなる複合的Webシステム

（4）

（3）

（2）

（1）

適用前 適用後

リレーユニット
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配　電

電力需給用複合計器（通信機能付）および使用電力量表示端末

モニタリングカー

図２５　電力需給用複合計器と使用電力量表示端末

原子力発電所ではガラスバッジ，熱蛍光線量計などを評

価線量計，電子式線量計をアラームメータとして使用して

きたが，近年，電子式線量計による線量評価の導入が進ん

でいる。富士電機では，2001年 9 月にγ線，β線，中性子

の測定が可能な電子式線量計（3 線種用）606 台を中部電

力（株）浜岡原子力発電所に納入した。この線量計は国際規

格（IEC）に対応するためβ線方向特性の改善を行い，規

格を満足している（ 30 ％　条件：上下左右 60 °，90Sr－
90Y）。

浜岡原子力発電所では，電子式線量計と熱蛍光線量計と

を並行運用して信頼性評価後，先に納入したγ線用の電子

式線量計（3,390 台）と合わせて，2002年 4 月から電子式

線量計により線量評価を一本化していく予定である。

＋－

放射線

電子式線量計（3線種用）

図２６　電子式線量計（3線種用）

原子力発電所，放射性物質取扱施設などの周辺環境測定

用設備としてモニタリングカーがある。

本設備では，空間γ線線量率，空気中の放射性ダスト・

よう素濃度および風向風速を測定するとともに測定結果に

位置情報を付加し，即座にマップ上での表示，携帯電話に

よるデータ受信装置へのデータ伝送を行えるシステムが構

築されている。

北海道原子力環境センター向けのシステムでは，空間γ

線線量率の測定に際し，従来の高・低レンジ 2 系統が必要

であったものをワイドレンジ式モニタを採用することによ

り，１系統で広範囲を測定できるシステムとし，限られた

車内スペースの有効活用を可能とした。

図２７　モニタリングカー

東京電力（株）と共同で，各種料金メニューに迅速に対応

できる，電力需給用複合計器（通信機能付）と使用電力量

表示端末で構成される計量システムを開発し，いずれも

2001年 7 月に型式承認を取得した。

開発した計量システムでは，日本で初めて 1 枚の液晶表

示装置で各種の計量データを表示する技術を採用したほか，

計器の有効期間分の需給カレンダーを持たせ，さらに祝日

が変更された場合は変更が必要な月だけを修正できるなど，

現場での利便性を追求した機能を持たせている。

仕様は次のとおりである。

™電力需給用複合計器（通信機能付）：三相 3線式，110

V，5A，50Hzまたは 60Hz

™使用電力量表示端末：AC15V，50/60Hz
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システムコンポーネント

展　望

プログラマブルコントローラ

電源装置

器　具

回転機・可変速機器

21世紀の幕開け，2001年は IT 不況による急激な景気減

速が進む中， 9 月に発生した米国での同時多発テロが加わ

り世界的な経済不況に陥り，先行きのよく見えないさまざ

まな不安が残る年であった。

電気機器の分野では，グローバル化と低コスト化に対応

するため生産の海外シフトが広がりを見せている。一方海

外製品，特に IEC 規格品の国内設備への導入も盛んにな

りつつある。こうした状況の中，市場を見ると，21世紀は

人と環境に優しい世紀を標榜（ひょうぼう）した産業，社

会システムの構築が求められており，具体的には設備のラ

イフサイクル対応としてのリモートメンテナンス，環境対

策としての省エネルギー，来るべき高齢化対応としての安

全に対する技術開発の動きが見られる。生産設備建設への

基本姿勢はより高効率かつ低コスト化への追求が厳しく

なっており，システム機能を有機的に備えた電気機器が新

規開発され，多角的・広範囲に適用されつつあり，今後の

さらなる発展が期待できる。

富士電機は激しい変化を伴う世の中の動向に的確に対応

し，将来を担うべくシステムコンポーネントの拡充とシ

リーズ化を強力に進め，以下に述べる多くの成果を上げた。

世界標準を目指すプログラマブルコントローラ「MIC

REX-SXシリーズ」の整備，拡充がほぼ完成し，FA用の

各種のネットワークもそろえつつある中で，今般，ビル管

理，施設管理システムの中核となるネットワーク LON

WORKSモジュールとその支援ツールを開発した。これに

合わせネットワーク端末として，電力監視機器に接続する

LONゲートウェイと LON I/Oターミナルを開発した。

これにより上位の情報処理系とオープンでしかもフレキシ

ビリティの高いユーザーオリエンテッドなビル管理システ

ムの情報制御系が構築できるようになり，今後の多様な発

展に寄与できる。

一方，高速精密 FA用モーションコントローラを MIC

REX-SXシリーズのモジュールとして開発し，系列に加

えた。 8 台のサーボシステムを制御可能で，取出しロボッ

トなどのモーション制御が適用対象である。

オープンネットワーク対応の要求が高いアクチュエータ

としてインバータがあげられる。そこで「FRENIC5000

G11Sシリーズ」および「FVR-E11Sシリーズ」専用のネッ

トワーク対応オプションを開発し，PROFIBUS-DPのほ

か計 5種類のオープンネットワークに対応できるようにし

た。また，工作機械および精密加工用途を対象として高周

波インバータ「FRENIC5000H11Tシリーズ」を開発した。

最高出力 2,500 Hz，150,000 r/minの高速スピンドルに対

応可能である。そのほか，薄型構造，操作性の向上，経済

性を追求した高性能 ACサーボシステム「FALDIC-βシ

リーズ」を開発した。制振制御，新方式オートチューニン

グを備え，試験調整レスを可能にするなどの特長を有する。

電動機分野では，グローバル化対応の一環として米国

EP法に対応するため，適合証明番号を取得した高効率

モータをシリーズ化し発売した。

電源装置では，ミニ UPS 用管理ソフトウェアを開発し

た。この狙いは，ネットワークを活用し，電源トラブルに

対するシステムの安定性と保守性の向上である。また，大

規模データセンター向けとして，500 kVA× 8 並列冗長

方式の大容量 UPSシステムを納入するとともに，ビルや

駅構内のエレベータ用として停電時の緊急避難用 UPSを

開発した。特長はインバータを変圧器なしで直接バックアッ

プできるマシンルームレス対応が可能な薄型構造である。

配電盤・制御盤内器具分野では，グローバル化対応の一

環として，小型配線用遮断器・漏電遮断器「α-TWINシ
リーズ」を開発するとともにミニコンタクタ「SC-Mシ

リーズ」および「SC-Eシリーズ」を開発した。両シリー

ズとも新 JISはもとより IEC，UL，CSA規格認定取得，

CEマーク表示を標準としている。操作表示器では，LED

チップを採用した高輝度コマンドスイッチ，新型強力端子

台なども開発した。このほか，民生用漏電遮断器（プラグ

形）のモデルチェンジを行うとともに，ガスメータの検針

を自動化するための無線機（親機・子機）を開発した。

富士電機では，今後もシステムコンポーネントの総合的

な発展の主役を担うべく，顧客各位との密度の濃いコミュ

ニケーションを保ち，コストパフォーマンスのより高い製

品を先駆的に提供することに情熱を注ぐ所存である。
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MICREX-SXシリーズにおいて，オープンな施設管理

システムを実現するためのフィールドネットワークである

LONWORKSの基本コンポーネントを開発した。

LONWORKSモジュール：ビル管理システムなどのサ

ブシステムの管理と自律した中大規模の LONWORKS

ノードの構築および最大 300の定義が可能である。また，

パソコンベースのエリアコントローラとの連携により，

LONWORKS-Ethernetのゲートウェイ，LONWORKSシ

ステム管理などの機能を有したシステム構築が可能であ

る。

支援ツール（LONDEF）：変数定義用の専用言語の

知識を必要とせず，Access を用いた簡易的な LON

WORKSの変数定義を可能とした。

（2）

（1）
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プログラマブルコントローラ

統合コントローラ「MICREX-SX」における LONWORKSモジュール

統合コントローラ「MICREX-SX」におけるモーションコントロールモジュール

統合コントローラ「MICREX-SX」におけるPCベースコントローラの機種拡充

支援ツール�
LONDEF 現場機器�

LONWORKS�
�

LONWORKS

LONWORKS�
対応機器�

LONWORKS�
対応機器�

LONWORKS�
モジュール�

エリアコントローラ�
（パソコン版）�

情報システム�
（インターネットなど）�

Ethernet-TCP/IP（BACnet）�

中央監視�

PIO

図１　LONWORKSシステムの構成

MICREX-SXシリーズにおいて，モーションコントロー

ルシステムを構築するコンポーネントを開発した。本シス

テムは，シーケンス制御とモーション制御を別々に開発，

管理するので，取出しロボットなどのモーション制御の設

定，変更が多いシステムの開発，保守が容易に行える。

モーションコントロールモジュール： 8台のサーボシ

ステム「FALDIC-α」を 1モジュールで制御でき，最
大 2,500ステップのモーション制御が可能である。

支援ツール：支援ツール内の表を埋めることで，補間

運転や複雑な連続位置決め制御を容易に実現できる。

ティーチングペンダント：ハンディ PODに専用ソフ

トウェアをダウンロードすることで，現在位置のモニタ

や位置決めプログラムの編集，ティーチングができる。

（3）

（2）

（1）

モーションコントロールモジュール�

ティーチングペンダント�
または�

支援ツール�

ティーチング�
ペンダント� 支援ツール�

高性能サーボシステム FALDIC-α�

図２　モーションコントロールモジュールとシステム構成例

PCベースコントロールシステムを担うパソコン内蔵

ボードの機種拡充を図り，パソコンの標準拡張バスである

PCIバスに対応した。ドライバはWindowsNT4.0に加え，

Windows2000にも対応，OSの選択肢の幅を広げた。

PCIバス対応高性能CPUボード

MICREX-SX 高性能 CPU（SPH300）と同等の機能を

実現した。プログラム容量は 32 kステップと 74 kステッ

プの 2 機種を開発した。

PCIバス対応FL-netボード

オープンネットワークである FL-net（OPCN-2）ボー

ドを開発した。パソコンにて相互接続したさまざまな装置

の制御・監視を実現する。

（2）

（1）

図３　FL-net ボード（左）と高性能CPUボード（右）
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国内の大規模データセンター向けに 500 kVA× 8 並列

冗長システム 3,500 kVA大容量 UPSを納入した。データ

センターなどの顧客を中心に近年，大規模 UPSシステム

には今までの高信頼性システムに加えて，次のような要求

がある。

初期コストをミニマムとして需要負荷の増大に見合っ

て UPSシステムの容量を増大できること（N＋1方式）

365 日24時間給電を行いながらの無停止保守が実現可

能なこと

今回これらの要求に応えるべく，給電系統とバイパス切

換回路の 2 系統化，各 UPSを完全独立で共通制御部がな

い構成とし，UPS 自身の判定とシステムの状態から的確

に異常号機を解列できるシステムとした。

（2）

（1）
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電源装置

大規模データセンター向け大容量UPS

UPS用 JEMA-MIB対応ネットワークボード

エレベータ緊急避難用UPS「Pシリーズ」

図４　500 kVA× 8並列冗長UPSシステム

ミニ UPSから中大容量UPSまで適用できるネットワー

クボードを開発した。特長は次のとおりである。

SNMP対応

™JEMA，RFC1628の MIBの採用により，一般的な

SNMPマネジャーによる一元管理が可能

Webによる機能の充実

™ネットワーク上のクライアントからの UPS 状態監視

™コマンドによるマルチサーバシャットダウン

™イベント発生時の電子メールなどによるユーザーへ

の通知

™スケジューリング機能

™データおよびイベントのロギング

リモートメンテナンス

™中大容量UPSのリモートメンテナンスに対応

（3）

（2）

（1）
電源�

電源�

UPS
UPS停止�

電子メール送信�

RCCMD�
スレーブサーバ�

RCCMD�
スレーブサーバ�

SNMPクライアント�
（HP Open View）�

マルチOSシャットダウン�

マルチOSシャットダウン�

WWW�
クライアント�

メールサーバ�

SNMPカード�

TCP/IP

停電�

図５　SNMPカードのシステム構成

ビルや駅構内のエレベータに，停電時の緊急避難用

UPSの需要が高まっている。一方で，モータやインバー

タの省スペース化によるマシンルームレスが進んできてい

る。そのような背景を受けて，エレベータ緊急避難用

UPSとして，マシンルームレス対応の薄型 UPSを製品化

した。

特長は次のとおりである。

薄型で，厚さ 90mmの壁掛型

定格出力容量 3kVA。入出力 200 Vでインバータを

直接バックアップ（昇圧トランス不要）

外付けバッテリー箱（薄型 90 mm）を増設して，

バックアップ時間の延長も可能

外送信号用カードスロットを装備（オプション）（4）

（3）

（2）

（1）

図６　UPS（Pシリーズ）
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「新 SC，NEO SCシリーズ」より小容量のミニコンタ

クタ「SC-Mシリーズ」（AC240V，1.7 kW以下）および

コンタクタ「SC-Eシリーズ」の拡充として小容量 E02 ～

E05 形（AC240V，2.2 ～ 4 kW）を開発した。両商品の主

な特長は次のとおりである。

グローバルスタンダード商品として，新 JIS，IEC 規

格に適合するとともに，UL，CSA規格認定取得，CE

マーク表示を標準対応した。

端子部感電防止などの安全性重視の要求に対し，全機

種に充電部の露出を防止するフィンガプロテクション端

子構造を採用した。

サーマルリレーは，過負荷・拘束および欠相保護機能

を標準装備した。

（3）

（2）

（1）
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ミニコンタクタ「SC-Mシリーズ」，コンタクタ「SC-Eシリーズ」

小型民生用漏電遮断器（プラグ形）

高輝度コマンドスイッチ「ぴかりくん」

図７　SC-MシリーズとSC-Eシリーズ

温水便座，24時間風呂の普及に伴い付属されるプラグ形

漏電遮断器は，低価格化はもちろんのこと，デザイン性が

重要視されてきている。

富士電機では，こうした要求に応えるためプラグ形漏電

遮断器のモデルチェンジを行い，デザインを一新した

EP12G 形を発売した。

主な特長，定格，用途は次のとおりである。

特　長

小型：44× 77 × 35（mm），カラー：ツートーンカラー

定　格

AC100V，定格電流：14A，定格感度電流：15mA

用　途

温水便座，24時間風呂など水まわり機器の漏電保護

（3）

（2）

（1）

図８　プラグ形漏電遮断器（EP12G形）

図９　高輝度コマンドスイッチおよび高輝度 LED球操作表示機器に用いる光源は，白熱電球に比べて長寿命

（約30倍），低消費電力（約 1/3）であることから，LED

球の需要は年々増加している。しかし従来の LED光源で

は，白熱電球と比較し暗いという欠点があり高輝度化が要

求されてきた。この要求に応えるため，4 元素系高輝度

LEDチップや純緑色，青色の高輝度 LEDチップを採用し

光度約 2倍（従来品比）の明るさを実現した。

高輝度化とともに LED球の発光色は，従来の 4 色に純

緑色，青色も加わり計 6色となったため，操作表示機器の

視認性が大幅に向上する。

この LED球は主にコマンドスイッチなどの表示機器の

光源として組み込まれ，「ぴかりくん」の愛称で発売した。

SC-M
シリーズ

SC-M01/G
SC-M01

SC-E02

TK-M0

TK-E02

SC-E
シリーズ
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強力端子台は電源側にねじ端子，負荷側に箱端子を有す

る端子台である。主に配線用遮断器，漏電遮断器の負荷側

に接続して使用され，負荷側の箱端子により線を直接接続

することを可能にする。今回の機能向上は，主な用途であ

る仮設分電盤における要求仕様に応えることと，使用上の

安全性を考慮することを主眼にしており，次の特長を有し

ている。

カバー色を黒から透明にすることで，外部からの配線

状態の確認などを容易にした。

すべてのボルト形状をプラスマイナス溝付き六角ボル

トに変更し，ドライバ，レンチいずれも使用可能とした。

従来から実現している負荷側端子カバーの開け閉めだ

けでなく，電源側端子カバーも開閉可能として，取付け

状態での点検・増締めなどの作業を容易にした。

（3）

（2）

（1）
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新型強力端子台の機能向上

設備ネットワーク LONWORKSインタフェース機器

AS-i ネットワークインタフェース機器拡充

図１０　新型強力端子台

近年，ビルオートメーションや施設管理の分野において

も，オープンネットワークに基づき全体のシステムを構築

することで，システムの開発から保守に至るトータルコス

トの低減を図ることが重要な課題となっている。このよう

なニーズに対し欧米ではすでに LONWORKSが一般的に普

及し，日本でも今後急速な適用拡大が予想される。富士電

機では次のように LONWORKS 対応機器のシリーズ化を

図った。

MICREX-SX：IEC 準拠の標準プログラミング言語で，

ノードの制御内容を記述できる汎用コントローラ

I/Oターミナル：コンパクトな端子台形 I/O

F-MPCデータ蓄積ユニット/LON：F-MPCシリー

ズの電力計測データを LONWORKS上に送信

POD：タッチパネルにより機器の監視・操作（4）

（3）

（2）

（1）

ビル総合管理�

Ethernet

POD
LONWORKS

MICREX-SX

I/Oターミナル�
F-MPC/LON�
ゲートウェイ�

F-MPCシリーズ電力計測ユニット�

ゲートウェイ�

汎用�
パソコン�

設備機器�

他社機器�
データ変換・蓄積�

受配電制御�
空調・照明制御�

設備制御�

現場端末�

RS-485
PIO

入出力�

図１１　LONWORKSシステムの構成

AS-iは，省配線およびトータルコストダウンが可能で

環境に優しいなどの特長から，搬送機械，工作機械，半導

体装置など，広い業種で使用実績がある。今回，適用範囲

を拡大するため，次の製品を開発し，シリーズを強化した。

Tリンク/AS-iゲートウェイ

™既存顧客のアフターフォローを狙いに MICREX-F

と AS-iを接続することで，省配線設備が容易にでき

るようにした。

防じんコネクタ形スレーブ（縦形）

™リモート I/Oの置換えを狙い，スリム構造で入出力

４点単位に分割，取付スペースの最小化を実現した。

™レール，ねじ取付け可能な IP40の保護構造により，

安価で取付け自由度の向上を図った。

（2）

（1）

図１２　ゲートウェイと防じんコネクタ形スレーブ
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省エネルギーの推進は，スローガンの時代から実行の時

代へと移行している。このような背景の中，現場機器 F-

MPCと組み合わせ，より経済的に省エネルギー解析支援

データの収集を行うための商品拡充を行った。

F-MPC用データ蓄積ユニット：計測・監視データを

自動収集し，決められた周期で内部メモリに蓄積するも

のである。これにより上位専用パソコンによる常時接続

は必要とせず，定期的なアップロードでデータ収集・解

析を可能とした。上位インタフェースは，① RS-232C

接続，② PHS 通信，③電話回線モデム通信が可能と

なっている。

電力監視ポータブル：計測・解析に便利な，可搬型電

力監視装置である。データはメモリカードに保存され，

1 台を繰り返し多目的用途に活用できる。

（2）

（1）
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エネルギー管理ネットワーク機器「F-MPCシリーズ」の機種拡充

6 kV系統用高速限流遮断装置

ガス自動検針用無線システム

F-MPC

RS-232C

専用パソコン設定�
ソフトウェア�

データ蓄積ユニット�
（UM10-01）�

システム構成�

データ収集�

データ収計�

フ
ィ
ー
ル
ド
計
測�

R
S-

4
8
5

図１３　データ蓄積ユニットを用いたシステム構成

コージェネレーションシステムなどに代表される商用系

統と連系運転を行っている自家用発電設備において，商用

系統側で発生した短絡事故による瞬時電圧低下時間を短縮

し，さらに自家用発電機からの流出短絡電流を抑制するこ

とによって，自家用発電設備とそれに接続された重要負荷

の保護を目的とした，6 kV 系統高速限流遮断装置を大阪

ガス（株）と共同で開発した。

本装置は，1msで開極する高速遮断器（真空遮断器を

使用），事故電流に高周波電流を重畳して強制的に電流ゼ

ロ点をつくるための転流コンデンサ，回路インダクタンス

に蓄えられた電磁エネルギーを吸収する非線形抵抗，CT

および VTを介して事故を検出する高速検出器などから

構成されている。

図１４　高速限流遮断装置

東京・大阪などの住宅密集地での検針システムとして無

線を使用した大規模自動検針の要求が高まっている。今回

検針センターと無線親機間通信は PHS 無線，無線親機と

無線子機間通信は特定小電力無線を使用した自動検針用無

線親機，子機を開発した。主な特長は次のとおりである。

無線親機は 360 台の子機と通信でき，2 本の内蔵する

アンテナにより通信品質のよいアンテナに切り換える。

無線子機は 2 台の親機と通信できるので，自動的に通

信品質のよい親機に切り換えて通信を行う。また，内蔵

電池（2,200mAh，2 本）にて10年間動作が可能である。

2チャネルからの選択動作機能，データ連送機能，再

送制御機能，誤り訂正機能を採用し，無線親子機間の通

信品質を高めている。

（3）

（2）

（1）

図１５　無線親機（左）と無線子機（右）

関連論文：富士時報 2001.11 p.638-641
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富士電機は，国内規格 JIS C 4212 準拠の高効率モータ

をシリーズ化している。一方，米国では EP 法により2001

年11月以降，エネルギー省の適合認定を受けていない対象

モータに対して販売・輸入の規制を開始した。そこで，こ

の米国 EP法に対応するため，適合証明番号を取得した新

シリーズを発売した。一部の機種を除き，現行の JIS 対応

品と同一仕様とすることで改造による短納期対応を可能に

し，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。

機種：全閉外扇形　2，4，6 極　230/460 V 60 Hz

出力 0.75 ～ 200 kW

特長：標準モータおよび JIS 対応高効率モータと取付

寸法が同一（一部の機種を除く）

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

EP法対応高効率モータ

新型ギヤードモータ「MGXシリーズ」

新型多段クーラントポンプ（揚程120m級）

図１６　EP法対応高効率モータ（2.2 kW，4極）

ギヤードモータMGXシリーズは従来機種MGAシリー

ズの性能を継承しつつ，短納期対応・メニューの充実をコ

ンセプトに開発を行った。特長は次のとおりである。

短納期対応（標準機種：1週間，準標準機種：2週間）

準標準シリーズ（異電圧，屋外仕様など）のメニュー

化

インバータ運転時の性能を向上させ，全機種 1：10定

トルク連続運転が可能

減速比メニューの拡大（高減速の充実）

グリースの漏れにくい構造（ 3 段リップ構造の採用）

ブレーキの信頼性をさらに向上させ，屋外（蒸気，塩

害，氷結などのある場合は除く）にも対応可能

国際規格である IEC60034-1に相当する JIS C 4034-1

を他社に先駆けて採用

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１７　新型ギヤードモータ（MGXシリーズ）

新型多段クーラントポンプ「VKAシリーズ」は，発売

以来，金属工作機械などの高圧分野で好評を得ている。

今回，さらなる高圧への要求に対応するため，揚程120m

級の領域まで拡大し，機種メニューの拡充を図った。主な

特長は次のとおりである。

豊富な機種バリエーションで，あらゆるタンク深さに

適合可能（流量形：20機種，圧力形：39機種）

シャフトカップリングレス構造の採用により，省ス

ペース，軽量を実現

クーラントポンプに最適な材料を使用したメカニカル

シールの採用により，信頼性を向上

ミストなどの使用環境に適応可能

欧州規格に標準品で対応（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１８　新型多段クーラントポンプ（VKAシリーズ）
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近年，欧米地域では各種オープンネットワークが，自動

車・石油・食品産業などの多分野で実用化され，日本でも

実用化が進みつつある。そこで，富士電機では各種産業機

器のオープンネットワーク化に対応するため，汎用イン

バータ FRENIC5000G11Sシリーズと FVR-E11Sシリー

ズ専用のネットワーク対応オプションのシリーズ化を完了

した。主な特長は次のとおりである。

PROFIBUS-DP，DeviceNet，Interbus-S，CANopen，

ModbusP1usの 5 種類のオープンネットワークに対応

オプションを搭載することにより，インバータのパラ

メータ設定，運転状態の監視，運転・停止・速度設定な

どのリモートコントロールが可能

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

ネットワーク対応オプション

高周波インバータ「FRENIC5000H11Tシリーズ」

工作機械用スピンドルドライブシステム「FRENIC5000MS5」の400 Vシリーズ

図１９　オプション外形

高周波インバータは，工作機械および精密加工用途に使

用する高速スピンドルモータの駆動を目的としている。今

回，汎用インバータで培ってきた最新のディジタル技術を

駆使し，高機能・高性能化した FRENIC5000H11Tシリー

ズを開発した。主な特長は次のとおりである。

最高出力周波数 2,500Hz，150,000 r/min（ 2 極モータ

時）の高速スピンドルに対応

複数台モータの切換機能を搭載（最大 5台分のモータ

運転条件を個別に設定可能）

内蔵の出力フィルタを搭載し，出力電圧を正弦波化す

ることによりモータの温度上昇抑制を実現

ディジタル入力端子のシンク方式/ソース方式切換が

可能（上位機器との結線がフレキシブルに行える）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２０　FRENIC5000H11Tシリーズ

工作機械用スピンドルドライブシステムとして FRENIC

5000MS5シリーズを発売し，好評をいただいているが，中

国をはじめとする海外市場からのニーズに応えるため，新

たに 400Vシリーズを系列化した。主な特長は次のとおり

である。

容量系列は，2.2/3.7 kW～ 15/18.5 kW（連続定格出

力/50 ％ ED定格出力）

ドライブユニット部分とコンバータ部分が分離構造

オートチューニング機能により，専用モータ以外の

モータを駆動可能

富士電機独自のトルクベクトル制御，AVR（Auto Vol-

tage Regulator）制御により，低速でも高トルクを発生

でき，汎用インバータと比較して回転むらを大幅に低減

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　FRENIC5000MS5シリーズ

FVR-E11S FRENIC5000G11S

AF97-307C
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高性能 ACサーボシステム FALDIC-αシリーズに引き
続き，βシリーズを開発した。βシリーズは，シンプル＆

スマートをキーコンセプトに，αシリーズに対して薄型構
造の追求による取付け面積 1/2，パラメータのスリム化に

よる操作性大幅向上を実現した。負荷機械の振動を抑制す

る「制振制御」と「ノッチフィルタ」，指令に対する遅れ

をゼロに近づける「指令追従制御」を標準装備し，さらな

る調整レスを目的とした「新方式オートチューニング」に

より，負荷機械に対する高速応答性，操作性を格段に向上

させた。モータは，16ビットシリアルインクリメンタルエ

ンコーダを標準搭載し，システムの高性能，高精度化と優

れた経済性を両立している。
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小型・高性能サーボシステム「FALDIC-βシリーズ」

高性能ACサーボシステム「FALDIC-αシリーズ」用DeviceNet ゲートウェイ

フルクローズド制御機能付きサーボシステム「FALDIC-α」

図２２　FALDIC-βシリーズ

高性能 ACサーボシステム FALDIC-αシリーズにおい
て，DeviceNetゲートウェイと位置決め機能内蔵専用アン

プを開発した。DeviceNetゲートウェイは，オープン化さ

れたフィールドネットワークである DeviceNetから富士

電機の高速プライベートリンクへ信号交換する。Device

Netゲートウェイを用いることによって，DeviceNetで構

成された上位システムに，FALDIC-αを最大 8台まで接
続することが可能となり，高性能位置速度制御システムと

省スペースおよび経済性の両立を実現した。また，I/O 通

信のアドレスマップを自動的に割り付けたり，状態表示

LEDや各種設定スイッチをすべて前面部に集約している

など，シンプルな操作性も追求した。

図２３　FALDIC-αシリーズ用DeviceNet ゲートウェイ

機械システムのさらなる高精度位置決めの要求に対応す

るため，高性能 ACサーボシステム FALDIC-αシリーズ
の 1 機種としてフルクローズド制御機能付きアンプを開発

した。パルス列・速度制御タイプの機種にリニアスケール

または外部エンコーダからの帰還パルスインタフェースを

搭載しており，機械位置の直接フィードバック制御を行う。

従来このような制御においては，機械系のバックラッシが

大きい場合や外部エンコーダの分解能が粗い場合に，動作

が不安定になりやすいという問題があった。このような問

題を解決するために，図に示すようなハイブリッド位置制

御としている。モータのエンコーダからのフィードバック

とリニアスケール（外部エンコーダ）からの帰還パルスの

両方を使用することで，高精度と安定性の両立を実現して

いる。

テーブル� リ
ニ
ア
ス
ケ
ー
ル�

モ
ー
タ�

エンコーダ�

パワー�
アンプ�

アンプ�

速度制御�
ハイブ�
リッド�
位置制御�

位置指令�

図２４　フルクローズド制御ブロック図
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情報機器関連
コンポーネント

展　望

磁気ディスク媒体

感光体

ブロードバンド革命はピア・ツー・ピア接続により個人

間を直接結合しようとしている。従来のサーバによる情報

の集中管理に加え，大容量の情報ファイルが個人の端末に

分散蓄積され，これがネットを通じて個人間を直接飛び交

おうとしている。富士電機ではこれらの進化を実現可能と

すべく，大容量の情報蓄積を可能とする記憶デバイス，

ネットワーク化された画像出力を可能とする画像デバイス

の分野で特徴ある製品群を提供し続けている。

記憶デバイスとしてのハードディスク装置（HDD）は

記録密度の進展の中で高性能化，小型化，低価格化し，従

来のパソコンに加えて各種応用が確実な歩みを見せ始めて

いる。先進国でのパソコン普及の限界が見える一方で，イ

ンターネットの浸透がブロードバンドアクセスによって一

層進み，個人が利用し蓄積するための記憶デバイスへの

ニーズは，今後さらに膨大かつ多様になると予想され，こ

の中で HDDが本命視されている。2001年は HDD技術は

さらに進展し，一層の困難の中にも確実にその足跡を残せ

た一年であった。各社2001年春のリリースを目指して40 G

バイト/枚（3.5インチ）クラスの先陣を競ったが，20 G

バイト/枚（3.5インチ）からの一気の容量アップは，キー

パーツである磁気へッドと磁気ディスク媒体の特性改善が

難しく，開発完了までに多くの時間を費やし，ほとんどの

メーカーが生産移行を夏以降に遅らせる事態に至った。

富士電機は，アルミ基板から媒体完成までの一貫した工

程の改善と主要な要素技術の開発成果の組合せで 40 Gバ

イト/枚（3.5インチ）容量媒体の製品化を完了し，他社に

先駆けて量産・市場投入を達成した。これを可能にした新

規技術開発の一つは磁気ヘッドの 0.5μインチ高さの安定

浮上走行を実現する平滑アルミ基板と 5 nm薄膜 CVDの

耐久性・信頼性を実現する表面保護潤滑技術の開発であり，

一つは一層敏感になったエラー欠陥を極少に制御する基板

の緻密（ちみつ）テクスチャー技術と成膜技術高度化の実

現，すなわち 40 Gバイト/枚（1ビット面積 0.02μm2）の

高密度条件で，相反しがちな媒体ノイズの低減と耐熱安定

性とを両立させた磁性膜技術の開発である。

今後も市場に，40 Gバイト/枚（3.5インチ）クラスの

安定供給責任を果たしながら，2002年はさらにチャレンジ

ングな 80 Gバイト/枚（3.5インチ）を世界に先駆けて製

品化するとともに，先に述べた新規応用分野への積極的な

展開を推進していく所存である。

画像出力デバイス分野においては，個人向けを中心とし

たインクジェット方式とオフィス向けを中心とした電子写

真方式の住み分けが明確となっている。この中で，電子写

真方式は，プリンタ，複写機，ファクシミリ，およびこれ

らの機能を兼ね備えた複合機が，中高速機を中心に年率

10 ％増と堅調な伸びを示している。特にカラー機は現在

画像出力スピード10枚/分以下の低速機が主流であるが，

技術開発，製品化が急ピッチで進められており，今後は20

枚/分以上の中高速機が主流になり，急激な市場拡大が予

測されている。

また一方では，情報のネットワーク化の進展に伴うオン

デマンドプリンタなど，新しい市場も形成が期待されてい

る。この分野では高速応答性とともにオフセット印刷に迫

る高解像度が要求される。このほか，環境対策という観点

から，部材・ユニットの長寿命化・リサイクル化が一段と

加速するとともに，オゾン発生が少なく，省エネルギーを

追求したマシンが望まれている。

富士電機では，このような市場の要請に対応すべく，高

画質・高速・長寿命感光体を提供し続けている。特に，要

求の高いカラー機用有機感光体については，有機材料系の

改善と層構成の改良により，色再現性，解像度に優れた製

品の市場展開を開始した。

また，正帯電型有機感光体は，オゾン発生が少ないとい

うメリットとともに，本質的に高解像度が可能，かつ，応

答性も高いという利点を生かして，オンデマンドプリンタ

への展開を進めるとともに，感度の改良により中速プリン

タ対応機種の製品化を実現した。

さらに，カートリッジを含めた周辺部材の設計および生

産を推進するとともに，小型・高画質を実現する富士電機

独自カートリッジの開発に取り組んでいる。

富士電機は今後も世の中のニーズに対応し，特徴ある製

品群を提供し続けていく所存である。
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磁気記録密度の向上を実現させるためには，１ビットあ

たりの面積の縮小が図られるため，電磁変換特性の改善と

ともに，信号の微小化に伴うヘッドの低浮上化が要求され

る。ヘッドの低浮上安定性を確保するためには，平滑性に

影響を与える基板両表面の NiPめっきの質・膜厚の均一

性，平滑なポリッシュ技術と，均一で粗さが小さく緻密

（ちみつ）なテクスチャー加工技術が要求される。特にテ

クスチャー加工においては，ポリッシュ時のひずみやスク

ラッチ痕（こん）を除去しつつ表面に 1 nm以下の微細な

凹凸を均一に設ける必要がある。富士電機においては，プ

ロセス条件，使用部材（テクスチャー加工テープ，スラ

リーなど）すべてを見直し，従来平均粗さ 0.8 nmの凹凸

に対し，精緻（せいち）な 0.3 ～ 0.5 nmの凹凸にすること

で 40 Gバイト/枚の媒体技術完成に寄与した。
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磁気ディスク媒体

オングストロームを制御するテクスチャー技術

40 Gバイト/枚対応磁性薄膜技術

潤滑剤の超臨界流体による精製技術
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図１　媒体表面のAFM像

40 Gバイト/枚（30 Gビット/in2）に対応する磁性薄膜

技術として，①結晶配向性向上，②結晶粒径制御，③低ノ

イズと熱ゆらぎ（記録信号が熱じょう乱により消滅する現

象）特性の両立，の 3 項目が必要とされた。この課題に対

して，各種薄膜の多層化による機能分離を検討した。下地

層の 2 層化により，自身の結晶配向性を高めるとともにエ

ピタキシアル成長性を改善し，その上層である記録層の結

晶配向性を改善した。また，記録層の 2 層化により，本来

相反する低ノイズ化と熱ゆらぎ対策を両立させた。さらに

下地層の多元合金化により，結晶粒径分布を高めた。これ

らの組合せにより，従来機種（20 Gバイト/枚）よりも

SN 比を約 3dB 改善した。熱ゆらぎ耐性も約 10 ％改善し，

業界に先駆け 40 Gバイト/枚に対応する磁性薄膜の開発を

達成した。

図２　記録層薄膜の平面TEM像

記録密度の上昇に伴うヘッドの低浮上化により，媒体潤

滑剤のヘッド移着防止，しゅう動耐久性（CSS，シーク）

およびヘッド浮上安定性の向上など潤滑剤に対する要求が

厳しくなっている。このようなヘッドー媒体間の信頼性を

向上するには，潤滑剤の分子量および分布を制御すること

が重要となる。超臨界CO2 流体を用いた精製技術は，CO2

が 31 ℃/7.3MPa 以上で超臨界状態となることを利用し，

温度と圧力を調整することで，それぞれの潤滑剤分子量に

対する溶解性を変化させ細かく分画する方式である。従来

の精製（蒸留など）と比較して，①潤滑剤種類を選ばない，

②高分子量領域の分画が可能，③狭い分子量分布の分画が

可能など汎用性，制御性に優れる。現在は，精製条件の最

適化を終了し，60 Gバイト/枚機種での潤滑剤設計を実施

している。
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図３　超臨界CO2 分画装置の構成
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電子写真方式のカラープリンタおよびカラー複写機はオ

フィス用として伸長が著しい。近年特に装置の画像安定化

システムが高度化するとともに，感光体の特性を向上させ，

高速化と画像の高品質化（色再現性，解像度）が図られて

いる。

富士電機では，さまざまな現像方式に対応が可能な感光

体を提供するため，寸法精度・電気特性およびその安定

性・耐刷性の改善に取り組んできた。特に，UCL，CGL，

CTL 各層の材料を新規開発し，繰返しによるコントラス

ト電位の変化率を従来に比べ大幅に低減した。これにより

高品質なカラー画像を安定して得ることが可能となった。

今後も，より一層の高速化と長寿命化を図ることにより

魅力ある製品を創出していく。

68

情報機器関連コンポーネント

感光体

カラー電子写真用有機感光体

高耐久型正帯電有機感光体

電子写真用プロセスユニット
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暗部電位（改良タイプ）�
明部電位（従来タイプ）�
明部電位（改良タイプ）�

改良タイプ�

従来タイプ�

0 5 10 15 20 25 30

0 5 10 15 20 25 30

0

200

400

600

800

300

400

500

600

印字枚数（×1,000枚）�

印字枚数（×1,000枚）�

コントラスト電位＝暗部電位－明部電位�

表
面
電
位
（
－
V
）
�

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
電
位
（
－
V
）
�

図４　繰返し試験における帯電特性の変化

電子写真プリンタの高画質化は，従来までのパーソナル

用やオフィス用出力端末としての用途に加え，印刷機分野

などへの拡大を図るために必要不可欠な重要課題である。

富士電機では，高画質化が期待できる正帯電有機感光体

の開発を手がけ，業界最高レベルの高感度・高速感光体を

製品化してきた。今回さらに，感光体材料の検討により，

マシン内稼動時に想定されるオゾン雰囲気や，現像ローラ

などの周辺部材との接触による機械的ストレス，ならびに

温湿度，屋内照明光暴露などの厳しい使用環境に十分耐え

うる高耐久型に改良した。特にこの高耐久型は，低温低湿

～高温高湿下において，ほとんど特性変化を示さない。

今後は，オフセット印刷および銀塩写真レベルの画像の

実現に向け，トナーなど関連部材を含め開発を推進してい

く。
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図５　高耐久型正帯電有機感光体の特性に及ぼす環境影響

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

とともに感光体を含む画像形成機能部をユニット化するこ

とでメンテナンス性の向上が図られ，需要を伸ばしている。

富士電機では独自に開発した高画質を実現し，特性安定

性に優れた正帯電有機感光体を使用した電子写真プロセス

ユニットの開発を行っている。正帯電有機感光体に適した

プロセス設計をすることで，従来の負帯電プロセスと比較

し優れた濃度階調性を実現している。

今後もさらなる高画質化を目指すとともに，カラー化に

対応する高品質なプロセスユニットおよび電子写真周辺製

品の開発に取り組んでいく。
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電子デバイス・半導体

展　望

IC

パワー半導体

2001年は不況の長期化により，半導体分野の市況は非常

に厳しい推移をした年であった。しかし，その中にあって

も地球環境保護に寄与する省エネルギーデバイスなど新た

なニーズに呼応する製品群は引き続き市場に受け入れられ，

適用分野を拡大している。富士電機ではこれまで培った高

耐圧，パワー技術をもとに社会ニーズに応える製品開発を

推進しており，その成果の概要を以下に紹介する。

IC 部門では，顧客ニーズ・ウォンツをベースにした新

技術・新製品の開発を行い，顧客の機器，システムの高機

能化，省電力化，低コスト化に貢献することをモットーに

電源 ICを中心として事業展開をしている。

富士電機はこれまで培ったパワー IC 技術と高耐圧

CMOSアナログ IC 技術をコアコンピタンスとしてさらに

磨きをかけ，高耐圧，高出力，低消費電流，高機能，高精

度，高信頼性を実現した製品展開を図っている。最近の機

器，システムの省電力化の要求はますます強く，低消費電

力化がキーワードとなっている。

2001年は，AC-DC電源 IC 分野で，VTRカメラなどの

ACアダプタに最適な 700 Vワンチップパワー ICを製品

化した。徹底的に高信頼性を追求した製品であり，低消費

電流で簡単に電源が構成でき，多彩な分野での応用が期待

される。また，高調波規制の面では力率改善用 ICを

CMOS 化し，低消費電流化と高効率，小型化を達成した。

DC-DC 電源 IC 分野では，新 CMOSシリーズとして

FA7700 系列の拡大を図った。その 2チャネル DC-DCコ

ンバータ ICは直接駆動する MOSFETの pチャネル，n

チャネルを選ぶことができ，昇圧，降圧，極性反転，フラ

イバック，フォワードとあらゆる DC-DCコンバータ回路

の構成が可能となっている。また，カスタム ICを含めて

ディジタルカメラ，VTRカメラ，PDA，携帯電話用など

の特定用途向け電源 ICの新製品も数多く市場に展開した。

高耐圧デバイスの応用分野として拡大が期待される

PDP 駆動 ICの分野では，パネルの進歩により駆動電圧の

低電圧化が進行している。富士電機では，従来の 200 V

（スキャン），85V（アドレス）クラスから 140V，70Vク

ラスへの移行を見据えて新デバイス・プロセスを開発し，

駆動 ICの省電力化，低価格化に積極的に対応している。

富士電機独自のカメラ用パッシブ形オートフォーカス

ICでは，市場拡大のため低価格化を推進し，広角モジュー

ルに引き続き，クリアモールドパッケージに代わり低コス

ト化を実現した新構造パッケージを開発した。合焦時間の

短縮などの特徴によりカメラ分野での拡大を期待している。

今後，順次系列化を進めていく。

パワーモジュール分野では顧客ニーズを的確につかみ，

あらゆる面で顧客満足度の高い製品を目指して開発を進め

ている。例えば，ＭＷ級インバータへの適用を目的とし大

容量 IGBTモジュール「EconoPACK-Plus」を開発した。

これは新規に開発した最新鋭 Uシリーズ IGBTチップを

搭載し，従来比 30 ％以上の大幅な低損失化を達成したば

かりでなく，内部配線の最適化，パッケージの小型化など

を実現し装置の大容量化への要求に応えたものである。ま

た，Econoファミリーの一つとして Econoダイオードモ

ジュールを開発した。Econoシリーズの IGBTモジュール

と同一高さとしているため，インバータ装置などでダイ

オードモジュールを用いる際に，組合せ使用での配置が容

易となり装置全体の小型化を可能にするものである。

ディスクリート分野では，超高速，低 Ronのパワー

MOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」を開発し製品化した。

表面形状の微細化最適化設計により，最適低抵抗ウェーハ

の使用を可能とし，シリコンの理論限界に迫る特性を実現

している。SuperFAP-Gシリーズは多様な用途に応じて

使用可能なように，450 ～ 900 Vの高耐圧と 100 ～ 250 V

の中耐圧をシリーズ化しており，各種スイッチング電源な

どでの大幅な損失低減や高効率化が期待できる。スイッチ

ング電源では高周波化，高効率化を図るため，使用するダ

イオードの損失も大きな課題となってきた。本課題を解決

すべく独自技術を用いて逆回復電流を大幅に低減したダイ

オード「SuperLLD」を開発し製品化した。パワー MOS

FET SuperFAP-Gシリーズとの組合せ使用により，さら

に電源としてトータル損失の大幅低減が可能である。

今後も富士電機は特徴ある技術を生かして，さらに多様

化する顧客ニーズに応えていく所存である。
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電子機器での高調波電流発生および力率低下の問題を解

決するために，小型・軽量で高力率を実現できるアクティ

ブフィルタ方式が広く使われている。そのためのアクティ

ブフィルタ制御用 ICとして，ピーク電流モード制御の力

率制御用 ICを開発した。主な特長は次のとおりである。

CMOSプロセス採用による消費電流の低減

スタートアップ時：20μA，動作時：2mA

軽負荷補正回路により，定格負荷から無負荷までの定

電圧制御が可能

FBショート検出回路により，出力電圧検出部が異常

になった場合に回路動作を停止

過電圧保護機能内蔵

DIP-8または SOP-8の 2 種類のパッケージ（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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IC

CMOS力率制御用電源 IC

小電力ACアダプタ用電源 IC

チャージポンプ型昇圧コンバータ IC

図１　CMOS力率制御用電源 IC

携帯電話用充電器などの小電力ACアダプタへの適用を

目的として，PWM制御回路と 700 V 耐圧パワー MOS

FETをワンチップ化したスイッチング電源制御用パワー

IC「FA5702P」を開発した。

この製品の主な特長は次のとおりである。

パワーMOSFETと制御回路をワンチップ化

ピーク電流制御方式電流モード PWM制御

動作時消費電流 200μA

整流回路高圧部から直接給電。変圧器三次巻線による

給電回路が不要

電源電圧 500V，パワーMOSFET耐圧 700Vで，ワー

ルドワイドな商用交流電源に対応可能

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　小電力ACアダプタ用電源 IC

PDA（Personal Digital Assistant）や携帯電話などの携

帯電子機器に使用されるアナログ ICや無線通信部品のた

めに，ノイズの少ない，低消費電力化した小型の昇圧電源

が必要となる。このような要求に対応して，昇圧を行う

チャージポンプ回路と出力リプルを抑えるシリーズレギュ

レータをワンチップに集積したチャージポンプ型昇圧コン

バータ ICを開発した。主な特長は次のとおりである。

低出力リプル電圧：標準 1mVp-p

リチウムイオン電池に対応した入力電圧範囲：2.7 ～

4.4 V

シャットダウンモード可能

過熱，過負荷，低電圧入力に対する保護回路内蔵

超小型MSOP-8ピンパッケージ：3.0 × 4.9（mm）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　チャージポンプ型昇圧コンバータ IC

関連論文：富士時報 2001.10 p.551-553

関連論文：富士時報 2001.10 p.554-556

関連論文：富士時報 2001.10 p.564-566
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携帯電話，携帯情報端末などの表示のカラー化に伴い，

バックライトの光源には白色 LEDが用いられる。このた

めの制御用 ICを開発した。特徴は次のとおりである。

DC-DCコンバータ方式による高効率動作

256ステップの調光可能（8ビット DAC内蔵）

高速スイッチング動作（ fosc ＝ 1MHz）

出力MOSトランジスタ内蔵

定電流制御方式

シリアルインタフェース制御

保護回路内蔵（ソフトスタート，マックスデューティ

制御，過熱保護など）

スタンバイモード（Idd ＝ 1μA）

小型 SON16ピンパッケージ（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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IC

白色 LED制御用 IC

高耐圧ステップダウンコンバータ IC

新構造パッケージ適用オートフォーカスモジュール

図４　白色 LED制御用 IC

低消費電力で外部部品点数の少ないパワー段内蔵 1チャ

ネルステップダウンコンバータ ICを開発した。高入力電

圧（～ 45V）から 5Vまたは 3.3 V 出力を得ることができ，

小型・高効率の DC-DCコンバータが実現できる。本 IC

の主な特徴は次のとおりである。

高耐圧 CMOSプロセスによる低消費電流化（Icc ＝

1.4mA）

広い入力電圧範囲 10 ～ 45V（絶対最大定格 50V）

低オン抵抗 pチャネルパワーMOSFET内蔵

各種保護回路内蔵（ソフトスタート，過電流保護，過

熱保護）

内部固定の発振器内蔵（ f＝ 95 kHz）

SEL 端子による出力電圧 5V/3.3 V 切換機能

パッケージ DIP-8（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　高耐圧ステップダウンコンバータ IC

銀塩カメラは，高性能化・小型化が進められている。特

にオートフォーカス（AF）システムの優劣がキーになっ

ている。また，ディジタルスチルカメラ（DSC）分野で

も優れた AFが求められている。富士電機では，アナログ

データ出力タイプのセンサと，新しい構造の ICパッケー

ジを採用した小型・高性能な AFモジュール FM6266W37

を 3 倍超ズームクラスの銀塩カメラおよび DSC 向けに開

発した。主な特徴は次のとおりである。① ICチップを柔

軟性に富む材料で封止する新構造パッケージを適用。②セ

ンサピッチを縮小したアナログデータ出力タイプのセンサ

を用いることによりモジュールの小型化を実現。③新構造

の採用により，従来必要であったクリアモールド部分の遮

光の簡略化が可能。

図６　AFモジュール FM6266W37

関連論文：富士時報 2001.10 p.567-569

関連論文：富士時報 2001.10 p.578-580



富士時報 Vol.75 No.1 2002

近年，産業用インバータなどにおいて高性能・高信頼

性・大容量化の要求が高まっている。これに対し，富士電

機は第五世代の FS（Field-Stop）トレンチ構造 IGBTを

適用した大容量 IGBTモジュール EconoPACK-Plusの開

発をほぼ完了した。定格は 1,200 V/225A，300A，450A

の 3 型式で，同様の設計コンセプトを適用した 1,700 V 系

も現在開発中である。

この製品は第五世代 IGBT適用により，従来製品に比べ

て大幅な損失改善を達成している。主な特長は次のとおり

である。

高性能（低オン電圧）化：VCE（sat）＝ 2.0V（125 ℃）

大容量化：6 in 1で 450Aまでの大容量化を実現。並

列接続容易なパッケージ（さらに大容量化可能）

高信頼性：サーミスタ内蔵による高精度の温度検出（3）

（2）

（1）
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パワー半導体

第五世代 IGBTモジュール「EconoPACK-Plus」

Econo ダイオードモジュール

インテリジェントパワーモジュール「R-IPM3シリーズ」

図７　EconoPACK-Plus

インバータやサーボアンプの電源整流部分に用いられる

ダイオードモジュールに関して，装置の小型・軽量化，実

装の容易さを可能にする新素子系列を開発した。その特徴

は次のとおりである。

プリント基板実装タイプ

銅ベースレス化による小型・軽量化

富士電機 IGBTモジュール（Econo IPMシリーズお

よび EconoPACK IGBTシリーズ）と同一の素子高さで

設計されており，これらとの組合せ使用が可能

IGBTチップをダイナミックブレーキ用として搭載し，

一つのパッケージで，複数機能を有するダイオードモ

ジュールも同時に開発・製品化

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　Econo ダイオードモジュール（Pシリーズ）

近年，電力変換用パワーデバイスは低損失と低放射ノイ

ズの両立が課題である。これらの市場要求に対して，従来

製品（R-IPM）の後継機種として R-IPM3を開発した。

新製品の特徴は次のとおりである。①新規に開発した新世

代デバイス構造である 600 V NPT-IGBTを採用し，定常

損失，ターンオフ損失を低減させた。その結果，従来品と

比較しトータル損失で 20 ％（当社比）の改善を達成した。

②新構造の MPS（Merged PiN/Schottoky）-FWDの採

用とゲート駆動回路の最適化により，FWDのソフトリカ

バリー化を実現した。これらの新技術により，低損失と低

放射ノイズ化の両立を達成した。

™定格電圧・電流：600V，20 ～ 160A

™VCE（sat）：1.8V（定格電流時，25 ℃での標準値）

™内蔵機能：ドライブ機能，SC，OC，TcOH，TjOH，LV

図９　インテリジェントパワーモジュールR-IPM3シリーズ

関連論文：富士時報 2001.2 p.110-113
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高効率，低損失化が要求される各種スイッチング電源に

適した低損失・超高速パワー MOSFETとして，ドレイ

ン－ソース間耐圧 100 ～ 900Vの SuperFAP-Gシリーズ

を開発した。富士電機独自の新技術の採用により，MOS

FETの性能指数（FOM＝ Ron × Qgd）が従来品に比べ 2

倍に向上している。主な特徴は次のとおりである。

低損失：ターンオフ損失が当社従来比 65 ％低減

低ゲートチャージ（Qg）：当社従来比 60 ％低減

高周波スイッチング対応：スイッチング時間従来比

65 ％低減

小型化：ワンサイズ小さいパッケージが使用可能。薄

型 SMDパッケージもラインアップし，実装面積の大幅

な削減（従来比 40 ％減）が可能

（4）

（3）

（2）

（1）
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電子デバイス・半導体

パワー半導体

超高性能パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

超薄型パワーSMDーーー2端子SD型ダイオード

電流連続モード力率改善回路用600V「SuperLLD」

図１０　SuperFAP-Gシリーズ

携帯用電子機器・情報通信分野では，今後さらなる小

型・軽量化，省電力化が求められている。これら電子機器

のスイッチング電源部には従来から SMD（表面実装デバ

イス）が使用されているが，今回従来品より大幅に薄型化

したパワー SMDーーー 2 端子 SD型ショットキーバリヤダ

イオードを開発した。特長と概略仕様は次のとおりである。

薄型：製品高さ 1.2mm（従来比 60 ％）

大電流：小型・薄型でありながら定格電流 3A

概略仕様（型式：定格電圧/順電圧）

™SD833-03：30V/0.46 V

™SD833-04：40V/0.51 V

™SD883-02：20V/0.39 V

™SD883-04：40V/0.45 V

（3）

（2）

（1）

図１１　2端子SD型ダイオード

電子機器の小型・軽量化に伴い，スイッチング電源では

高周波化・高効率化が進んでいる。特に近年の高調波規制

に対応するため力率改善回路（PFC 回路）を搭載する電

源が増加してきている。従来，この PFC 回路に使用され

るMOSFETおよびダイオードは損失が大きく電源効率向

上の課題となっていた。この改善のため，使用されるダイ

オードの逆回復電流を大幅に低減し，トータル損失の低減

を実現する電流連続モード力率改善回路用 600V/8 ～ 30A

の SuperLLD（Low Loss fast recovery Diode）を開発し

た。主な特徴は次のとおりである。

逆回復電流の低減：当社従来比 40 ％

低損失：PFC回路でのトータル損失を 15 ％低減可能

（MOSFETターンオン損失従来比 40 ％）

ソフトリカバリーによる低ノイズ化（3）

（2）

（1）

図１２　電流連続モード力率改善回路用600 V SuperLLD

関連論文：富士時報 2001.2 p.114-117

関連論文：富士時報 2001.2 p.127-131

関連論文：富士時報 2001.2 p.141-144
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流通機器

展　望

自動販売機

フードサービス用機器

スーパーマーケット用機器

通貨関連機器

流通機器部門は飲料・食品を中心とする流通分野におけ

る機器，システム，サービスを提供することにより，“Most

Valuable Service Provider”のトップを目指した活動を展

開している。

主体を占める飲料自動販売機（自販機）は2000年から続

いている需要の落込みが上昇傾向を見せず，2001年（4 ～

9 月）の業界出荷実績は対前年 89 ％となった。これは飲

料メーカーや自販機オペレーターの再編や統合がさらに加

速化し，各社共同購入機種の制定や継続年度採用への動き

も闊達（かったつ）であり，予断を許さない業界動向と

なっている。

一方，コールドチェーン機器は大手スーパーマーケット

の経営破たんにはさほど大きな影響を受けることなく，上

半期は推移することができた。さらにコンビニエンススト

ア（CVS）機器は業界全体では前年並みであったが，富

士電機は堅調に事業展開でき，シェアの拡大につながった。

このような厳しい市場環境にあって，流通機器としての大

きな課題は，低価格ニーズへの合理化対応と新製品と新分

野機器への積極的な取組みである。以下に代表的な製品に

ついての概要を紹介する。

瓶・缶自販機においては年々多様化する飲料容器，特に

PET容器飲料へ対応できる無調整搬出機構の開発が必須

となり，新搬出装置（ベンドメック）を搭載した缶・PET

自販機を市場に展開した。さらに機種の統廃合を行った

「NewSシリーズ」への取組みを行い，機能部品の共通化

による量的なメリットを生かした合理化を実現させた。特

殊機として，高温保存期間の短縮を可能とした二分割方式

ラック搭載機なども市場へ展開できた。ペーパーパック自

販機は 500mLの PET商品から 50mLのプラスチック容

器まで販売可能な，直積式パック機とガラスフロント型

「View」機の新シリーズ開発が完了できた。さらに，各種

食品，物品を販売可能な「Foodmax」「VARIETY」の汎

用自販機を完成させた。たばこ自販機は価格競争に打ち勝

つため，画期的な販売機構を搭載した新製品の開発を行い，

これのシリーズ化を目指している。

さらに，自販機の販促機能や機器稼動状況管理などのア

プリケーションソフトウェアを容易に搭載できる JRB

（Java Running Box）を開発し，自販機機能の拡張が容易

に対処できる業界初の機能を開発完了した。

カップ自販機では，富士電機が先べんをつけたカップミ

キシング機シリーズの小型機を市場に展開した結果，飲料

のバラエティの増加や衛生面での利点が顧客に浸透し，さ

らなる拡大の兆しとなっている。一方，紙カップにキャッ

プを自動的に装てんできる自動キャッパー付きカップ機は

その衛生面とハンディーさから，画期的な自販機として，

市場評価されている。また，近年若者層にも好評であるエ

スプレッソコーヒー販売を可能としたコーヒー自販機は顧

客層を拡張できる有効な機材となってきている。

清涼飲料ディスペンサは新開発の自動バルブを搭載し，

販売飲料の品質安定を図り，新カーボネータによる高密度

ガス溶解の炭酸飲料を実現したことにより，他社を凌駕

（りょうが）した機材を開発することができた。

通貨機器事業では，2,000 円札対応や偽造硬貨対応は一

段落したが，自販機本体の低価格要請のあおりを受け，大

幅な低価格とさらなる信頼性を要望されていた。そのよう

な状況から，新コンセプトの硬貨選別器（コインメック）

FJVシリーズを開発し，他社機搭載をも積極的に進め，

量的な拡大に努めている。

コールドチェーン用機器は2000年の「ECOMAX」シ

リーズを市場に展開し，これが大店舗規制法案の駆け込み

受注となり，拡大を図ることができ，同様のコンセプトに

よる CVS 向けの新シリーズも市場に出すことができた。

特機・新分野製品では機能水応用機器，カードシステム

機器などの基礎技術をベースに，RO（Reverse Osmosis）

水自販機，非接触素子利用のリストバンド式入退場システ

ム，などを市場に展開できた。さらに，有人時はショー

ケース，無人時は自販機として利用できる「デュアル店舗」

は富士電機の技術を生かし，近年の社会ニーズに対応でき，

新市場を醸成できる画期的な製品となっている。

以上，関連市場状況と新製品の開発状況を中心に紹介し

たが，富士電機では人と環境に優しい製品作りに一層の努

力を傾けていくつもりである。

74
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缶自動販売機を使用する飲料メーカーの購入から廃棄ま

でのライフサイクルコストの低減と，自動販売機の社会性

や環境保全に対応するため，構造を一新し，取扱い性の向

上，品質向上，コストダウンを同時に実現した缶自動販売

機シリーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

IT 時代に適合した Java 対応コントローラの搭載

扉中央に補強金具を配置した防盗強化デザイン

細い商品と太い商品の切替操作を不要にしたラック

断熱性の向上と庫内循環気流の最適化による省エネル

ギー

電照板や冷却ユニットなどのサービス時間の半減化

構成する扉，本体，電装，ラックの標準化

業界共通部品の採用（電照板，取出口扉など）

リサイクル材料（再生 PETなど）の使用（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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流通機器

自動販売機

缶自動販売機「NewSシリーズ」

PETボトル対応ペーパーパック自動販売機

自動販売機オペレーション効率化システム

図１　缶自動販売機「NewSシリーズ」

飲料業界では PETボトル入り飲料が急成長している。

富士電機は業界に先駆け，紙パックと PETボトルに容易

に対応できる直積み式ペーパーパック自動販売機を開発し

た。主な特長は次のとおりである。

可変アジャスタ式ラックの採用により，収容効率が大

幅に向上した。部屋割りが同一ならば業界一の小型であ

る。

隣接コラムの連ラック構造化と同期運転方式の採用に

より，紙パック，缶，ドリンク瓶などの従来対応商品に

加えて，500mLサイズの丸 PET，角 PETボトルまで

自在に販売ができる。

加温時の気流を風向き切換ルーバで庫内下部に集中し

て，商品のおいしさを損なわずに省エネルギー対応を可

能にしている。

（3）

（2）

（1）

図２　PETボトル対応ペーパーパック自動販売機

自動販売機の補充を中心としたオペレーションを効率化

する「自動販売機訪問・管理システム」を開発した。売切

れを防ぎつつ訪問回数を減らしたり売切れ時間の短縮を図

ることができるという効果を，オンライン自動販売機によ

る実証試験で確認した。

本システムは以下の特長を持つ。

売切れ発生予測日や定期訪問期日をもとに訪問の優先

度を算出し，優先度に基づいて訪問計画を立案する。

オンラインとオフラインの自動販売機が混在している

システムに対応できる。

缶のほか，カップ自動販売機にも対応している。

訪問の効率を向上させるような商品の在庫割当変更を

支援する機能がある。

（4）

（3）

（2）

（1）

訪問計画の確定� 訪問効率の改善�定期訪問�
クレーム情報�
作業指示�

販売情報�
売切れ情報�
故障情報�

訪問実績�
補充情報�

訪問�
　優先度�
作業内容�

出庫リスト�

商品補充�
リスト�

無線�
ネットワーク�

図３　自動販売機訪問・管理システム
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流通機器

自動販売機

エスプレッソ・ブリュア搭載カップ自動販売機

RO水自動販売機

デュアル店舗

最近の新しい動きとしてエスプレッソコーヒーをベース

にした「カプチーノ」や「カフェラテ」を好んで飲む若者

が増加している。本格的なレギュラーコーヒーとエスプ

レッソコーヒーが 1 台で味わえるカップ自動販売機を開発

した。主な特徴は次のとおりである。

それぞれ専用の原料を用いて抽出圧力を可変すること

により，レギュラーコーヒーのおいしさを引き出すとと

もに，味の濃い本格的なエスプレッソコーヒーを販売で

きるハイブリッド・ブリュア機構を搭載している。

高速かくはんにより，「カプチーノ」に欠かせない

フォーミングクリームの泡立ちがよりきめ細かくクリー

ミーにできる専用調理機構を搭載している。

外形は，幅 630 ×奥行 710 ×高さ 1,830（mm）とコ

ンパクトである。

（3）

（2）

（1）

図４　エスプレッソ・ブリュア搭載カップ自動販売機

RO（Reverse Osmosis）水は水道水を逆浸透膜に通し，

不純物や有害物質をほぼ完全に除去した高純度の水であり，

国内でも注目されている。RO水を調理などに使うことで，

素材本来の味を生かしうまみを存分に引き出すことができ

る。富士電機では，スーパーマーケットなどで RO水を手

軽に購入できるための自動販売機を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

紫外線ランプによる常時殺菌貯水タンクを搭載し，短

時間で大容量の RO水を販売可能（2 L/15 秒）

高効率の新環流回収機構により高い節水効果を実現

お客様が持参した市販の PETボトルを利用できるよ

うにすることで，資源リサイクルにも寄与

販売・稼動情報などを通信ネットワークにて管理可能

会員カード販売方式を採用し，固定客確保にも考慮（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　RO水自動販売機

オフィス・工場あるいは病院などの売店運営の人件費削

減と閉店後の売上げ増を目的に，販売がピークとなる時間

帯はショーケースとして使い，オフピーク時は自動販売機

に切り替えることができる，ショーケースと自動販売機の

両機能を有したデュアル店舗を開発した。

主な特長は次のとおりである。

ガラス扉を本体側面収納部に可動式に収納できる新機

構を搭載することにより，自動販売機（無人）からショー

ケース（有人販売）に簡便に切り替えることができる。

新 XY移動式キャッチャ機構とコンベヤラック搭載

により，弁当や雑貨など，バラエティに富んだ商品の販

売を可能とした。

操作ユニット 1 台で，販売ユニット 2 台まで増設が可

能である。

（3）

（2）

（1）

図６　デュアル店舗設置イメージ
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自動販売機

自動販売機におけるJRB応用システム

マルチパーパス食品自動販売機「Foodmax」

サーペンラック出口セットフリー販売機構

インターネット上での利用に適したプログラミング言語

である Javaを組み込んだ世界で初めての自動販売機（図

中では，自販機と略す）を開発した。現行の自動販売機主

制御 CPUに Java 実行可能 CPU（JRB：Java Running

Box）を搭載することにより自動販売機における商品販売

促進や自動販売機情報の管理・運営の効率化に柔軟に対応

することが可能となった。現在プロモーションやメンテナ

ンスなど応用システムに対応した Javaアプリケーション

を開発し市場テストにおいて運用中である。主な特長は次

のとおりである。

用途に応じてアプリケーションを追加することで機能

の拡充ができる。

パソコンやインターネットとのやりとりが容易になる。（2）

（1）
販売データ�
在庫データ�
機種データ�
商品データ�

携帯電話�
（故障通知，�
　保全情報）�

PDA（精算処理，自販機機能設定，Javaアプリケーション�
 機能のヒューマンマシンインタフェース）�

インター�
ネット�

自販機情報管理�
アプリケーション認証�
配信管理�

新デバイス�センターパソコン�

自販機�
DB

自販機�
基本�
制御�

自販機�
素データ�

液晶�
デバイス�
（プロモー�
　ション）�

カード�
（キャッシュ�
レス販売�

カメラ�
（防盗）�

LED�
表示機�
（広報）�

プリンタ�
（画像　�
　印刷）�

Java�
アプリ�

ケーション�

JRB 自販機主制御CPU

Java�
プラットホーム�

データ�

メモリ�
カード�

IrDA�
光�

アダプタ�

オフライン�

オン�
ライン�

オープン�
  IF

新センサ�

モ
デ
ム�

図７　JRB応用システム構成例

近年の食堂・売店機能の自動化（無人化）ニーズなどに

対応するため，販売可能商品の汎用性を高め，１台で従来

商品のスナック菓子・パンなどに加え，おにぎり・弁当な

ども販売できるマルチパーパス食品自動販売機を開発した。

主な特長は次のとおりである。

販売商品を前面から直接視認できる透明扉構造

（Viewデザイン）

従来のスパイラルに加え，弁当なども販売できる新コ

ンベヤラックを搭載（現地で簡単に棚構成の変更が可能）

新 XYキャッチャ機構式搬送システムを搭載し，形

の崩れやすい商品でも取出口まで優しい搬送が可能

冷却ユニット・断熱構造の最適化により，対従来比約

30 ％の省エネルギー化

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　マルチパーパス食品自動販売機「Foodmax」

飲料業界では，売上げが急伸している小型 PET商品の

容器形状で他社との差別化を図るとともに，容器のコスト

ダウンが進められている。多種多様な容器の販売対応への

要求に応え，容器サイズごとの調整が不要なサーペンラッ

ク出口セットフリー販売機構を開発した。

主な特長は次のとおりである。

商品サイズにかかわらず商品出口の調整が不要

販売商品が広範囲で選択可能

φ 50 ～ 69 mmの瓶・缶・丸 PET 商品，□ 60 ～ 62

mmの角 PET商品が販売可能である。

簡素で信頼性の高い販売機構

富士電機独自のナピアねじ駆動キャリア上下分割構造を

採用している。また，販売動作を確実にするダンパ機構を

採用している。

（3）

（2）

（1）

図９　サーペンラック出口セットフリー販売機構
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フードサービス用機器

オートレシオコントロールシステム搭載清涼飲料ディスペンサ

ナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶楽」

図１０　ARCシステム搭載清涼飲料ディスペンサ

図１１　ナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶楽」

環境問題への配慮はコンビニエンスストア業界において

も重要な課題であり，これに対する市場からの要求も厳し

くなっている。富士電機はオゾン破壊係数が 0である新冷

媒 R404Aに対応し，所要冷凍能力を低減したショーケー

スを開発した。主な特長は次のとおりである。

オープン多段ショーケースでは，ハニカム内側にス

リット式エアカーテンを設けることにより疑似 3層とし，

所要冷凍能力の低減を図った。

リーチインショーケースでは，ファンデフロスト方式

により除霜時間を短縮し，陳列商品への除霜時の温度上

昇による影響を抑えた。

新シリーズ全機種において新型マイコンを標準搭載し，

センター監視システムに対応した。

（3）

（2）

（1）

スーパーマーケット用機器

コンビニエンスストア向け新シリーズショーケース

図１２　コンビニエンスストア向け新シリーズショーケース

茶葉に添加物を加えず丸ごと粉砕したナチュラル茶に対

応した，業界初のナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶

楽」を開発した。主な特長は次のとおりである。

ナチュラル茶対応

微粉末状の原料を，少量（0.2 g）吐出できる専用キャニ

スタの開発により，ナチュラル茶を使用可能とした。

スピーディーな抽出

ナチュラル茶× 2口，冷温水× 1口の 3 口独立構造で，

飲料混じりなしで，かつ，3 口同時出しを可能とした。

いつも清潔

自動洗浄機能とワンタッチ着脱ミキシングボールでいつ

も清潔に保つ機構とした。また，使う水にもこだわり，タ

イマ設定による回路内残水排水制御を搭載した。

（3）

（2）

（1）

飲料の味を決定づけるシロップと希釈水の混合比率を，

電子制御により自動的に調整する，業界初のオートレシオ

コントロール（ARC）システムを搭載した，清涼飲料

ディスペンサを開発した。主な特長は次のとおりである。

取扱い性の向上

バルブに内蔵した流量計の信号により，あらかじめ設定

されたバルブの開時間を，混合比率に基づき自動的に行う

ことで，わずらわしかったシロップごとの手動での流量調

整作業を大幅に簡略化した。

飲料品質の安定化

シロップと希釈水の量を計量して，コントロールするた

め，外気温，水槽温，シロップ粘度などの外的条件が変動

しても，安定した品質の飲料を提供できるようにした。

（2）

（1）
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流通機器

通貨関連機器

新型現物エスクロコインメック「FJVシリーズ」

高速入出金機「TB2000」

成人識別機能を持った免許証識別装置

図１３　新型現物エスクロコインメック「FJVT451型」

「TB2000」は競艇場などの窓口で扱う入出金機である。

競艇場などの窓口の特殊性から，稼動中のトラブルがなく，

短時間に集中する発券処理を迅速に行い得る高機能と同時

に簡素かつ安価であることが要求されている。今回はその

要求に合う，高度な機能を持つ高速入出金機を開発した。

主な特長は次のとおりである。

紙幣の補充，回収の窓口業務を行いながら無停止で入

出金を行うことができる。

運用中に収納金庫の満杯を検出した場合，回収動作に

移行し，紙幣を自動的に補充するなど操作性が良い。

処理スピードを改善し，入金処理時間は従来機の 1/2

を実現している。さらに 4 金種の紙幣を混合で収納・払

出しができる小型収納庫を備えている。

（3）

（2）

（1）

図１４　高速入出金機「TB2000」

図１５　成人識別機能を持った免許証識別装置酒類自動販売機の成人識別装置として，暗証番号カード

による成人判別方式をすでに開発し，搭載している。成人

識別には運転免許証の生年月日を読み取って判定する方法

もあるが，運転免許証は日本全国の都道府県で個別に発行

されているため様式に違いがあり，それらに対応した判定

が必要となる。富士電機では次のような特徴を持つ免許証

識別装置（MSVシリーズ型）を開発した。なお，この免

許証識別装置には，自動販売機埋込み型と外付け型の 2 種

類がある。

小型免許証のみの識別

高い真免許証の認識率

可変可能な識別率レベル

免許証データ収集機能を内蔵

パラレルインタフェース（従来機との互換性確保）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

最近の自動販売機向けコインメックには外国硬貨を加工

した偽貨の排除機能やオペレーター業務効率向上のための

機能を備えた低価格タイプが求められている。富士電機で

は，新型現物エスクロコインメック「FJVT451 型」を開

発し市場の要求に応えている。特長は次のとおりである。

硬貨識別性能を向上し，偽貨の排除率を約 5％向上

JRB（Java Running Box）搭載自動販売機予防保全

機能に対応

モニタ表示付きパネルスイッチにより各機能設定操作

性を向上

点検時期表示機能搭載

釣銭の残量制御を充実した現物エスクロ機能搭載

組立・分解作業性を向上（ねじ本数は従来の 1/3）

排水シュートの内蔵（省スペース化，コストダウン）（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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展　望

電子デバイス・材料

環境・新エネルギー

パワーエレクトロニクス

機器技術

富士電機では情報化，環境保全，新エネルギー，高度社

会システムの要求に貢献するために，電子デバイス，パ

ワーエレクトロニクス，環境，新エネルギーを中心に研究

開発を進めている。

電子デバイス・材料分野では，重要な情報化ツールであ

る携帯機器で注目されているパワーマネジメントに着目し，

二次電池の残量計測技術，次世代パワー集積 ICのキーデ

バイスとなるトレンチ横型MOSFETを開発した。これら

の開発の基盤技術として，トレンチ構造のプロセスおよび

プロセス解析技術，CVD法によるポリシリコン薄膜形成

プロセス解析技術の開発を進めた。磁気記録媒体では急激

に進む高密度化に対応する基板，垂直磁気記録媒体用とし

て高い熱安定性と優れた磁気特性を兼ね備えた Co/Pt 多

層積層膜材料，媒体表面を保護する高硬度極薄膜材料

（FCA法による ta-C）の開発を進めた。これと並行して

ヘッドと媒体のスペーシングの狭小化によって生ずる新た

な現象の解析技術，放射光（SPring-8）を利用した磁性

層の高精度解析技術などの技術開発を実施して高信頼化を

進めてきた。表示デバイスでは色変換方式（CCM）フル

カラーパッシブマトリックスを特徴とする長寿命の有機

EL技術（直流通電 1,000 cd/m2，輝度半減寿命 10,000 時

間以上）を開発した。パワーデバイスでは 600V 素子とし

てウェーハ厚 100μｍの NPT型 IGBTを開発するととも

に，低損失デバイスを実現するためのトレンチ構造ダイ

オード技術開発，次世代に向けたブレークスルーを目指し

た SiCなどの新半導体材料の基板技術の研究を行った。

環境分野については水処理技術開発とともに新たに環境

装置技術開発に着手した。水処理分野では，オゾン処理併

用の水道用膜処理システムを開発した。このシステムは原

水オゾン処理とオゾン水逆洗浄の 2 方式で，いずれも単

位 過面積あたりの透過水量は従来の 4 倍と大きく，大幅

なコストダウンが可能となる。また，浄水場のオゾン反応

槽の小型・低コスト化を目的にせん断流微細化ノズルを開

発，高濃度オゾンの吸収効率を 97 ％以上とした。環境装

置分野では，高周波プラズマ（ICP）を用いた灰化・減容

の高速処理技術を開発し，廃棄物中の有価物回収への適用

システムの可能性を開いた。畜産廃棄物処理システムは，

各ユニットプロセスの基礎検討を完了し，牧場サイトでの

実証実験（3 t/日）のフェーズに移行した。

新エネルギー分野では，新エネルギー・産業技術開発機

構（NEDO）の委託を受けて開発してきたフィルム基板ア

モルファス太陽電池は同一容量の結晶系に比べて年間発電

量が 1 割高いことを確認，容量 10 kWのフィールド検証

試験を進めている。固体高分子形燃料電池（PEFC）につ

いては，1 kW級の PEFCコージェネレーションシステム

の運転検証試験で定常および出力変化時の安定性を確認，

1,000 時間の連続運転を実施した。

パワーエレクトロニクス分野では，平型 IGBTの３素子

直列接続技術と圧接冷却技術を駆使し，装置外形寸法は従

来比 1/2 以下，効率 98 ％以上の数十 MVA級の大容量

SVC（Static Var Compensator）を製品化した。電源用途

においては，運転時の高い効率（定格効率 92 ％）と待機

電力の大幅削減（0.7W以下）を両立させたスイッチング

電源用パワーデバイス「M-POWER2」の製品化を完了し

た。また，入力AC200V/AC400V 系共用で，１相欠落時

にも単相運転が可能なワールドワイド対応の小型・高効率

の三相AC-DC電源を開発した。電気鉄道関係では，補助

電源装置を LONWORKSに接続する車両内ネットワーク対

応モニタボードを開発した。

このほか，高齢化・高度化の進む社会システムに対応す

るための新システム，新技術の開発を進めている。高齢化

社会対応としては，介護センサを開発している。このセン

サは二次元測距技術を応用したもので，被介護者のプライ

バシーを守りながら，常夜灯程度の明るさでも異常状態を

看視することが可能なものである。食品流通分野では，蛍

光法を用いて 1 時間で行える細菌検査装置（HACCPなど

への対応：従来法では培養に24時間以上必要）技術を開発，

技術的な見通しを得た。上下水道分野では汚泥界面計を開

発した。汚泥界面計は，複数の超音波素子を用いて浮遊汚

泥の影響を低減し，検出精度 10mmを実現した。
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近年，パソコンは，CPUの高クロック化，周辺機器の

増加などにより消費電力が増大しており，その電源である

リチウムイオン電池の残量に応じた省電力制御を行うため，

電池の残量管理機能を搭載している。

富士電機では，高精度な電池残量計測が可能であり，ア

ナログ計測回路とマイコン・ディジタル回路をワンチップ

に搭載した，リチウムイオン電池残量管理技術を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

富士電機独自の残量計測アルゴリズムによる高精度残

量計測（ 1 ％）

スマートバッテリー仕様Ver.1.1 準拠

システムマネジメントバス Ver.1.1インタフェース搭

載（ホストコンピュータとの通信機能）

（3）

（2）

＋－

（1）
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リチウムイオン電池残量管理技術

トレンチ横型パワーMOSFET

600 V NPT型 IGBT

図１　リチウムイオン電池残量管理 ICチップ写真

横型パワーMOSFETは高速動作と低オン抵抗を特長と

し，パワー ICに集積されている。富士電機ではトレンチ

技術を駆使し，トレンチ横型パワー MOSFET（TLPM）

を開発した。TLPMは側壁に MOSFETを形成し，また

自己整合プロセスでゲートおよびソース電極を形成するた

め，マスク合わせマージンを最小限にできる。これらの施

策によりデバイスピッチ縮小とチャネル密度向上を実現し，

耐圧 71Vで面積抵抗率 62mΩ・mm2（従来プレーナ横型

MOSFETの約 50 ％のオン抵抗）を達成した。また，ト

レンチ底面にソース電極を形成し，帰還容量を低減するこ

とで従来プレーナ横型MOSFETを上回る高速スイッチン

グを実現した。今後は 0.6μm CMOSプロセスをベースに

携帯電子機器の電源用 ICに適用する。
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図２　TLPMの構造と試作デバイスの電気的特性

インバータモジュールなどに使用される IGBTはこれま

でエピタキシアルウェーハを用いて作製されてきた。富士

電機では 1,200V IGBTまですでに FZ（Floating Zone）

ウェーハ化を進めてきたが，今回新たに 600V IGBT用と

してウェーハ厚 90 ～ 120μｍの薄ウェーハ化技術を開発し，

600 V 素子においても FZウェーハでの作製が可能となっ

た。FZウェーハにより作製することで，ウェーハコスト

の大幅な低減，総合損失の低減，また NPT（Non Punch

Through）型とすることでライフタイムキラーを用いずに

ばらつきの低減が可能となる。薄ウェーハの製造上の課題

は，ウェーハプロセス途中に薄化工程があることで，ウェー

ハの機械研磨とその後の化学エッチングの最適化のみなら

ず，イオン注入装置や電極形成装置を薄ウェーハ対応させ

ることで，これらの課題を解決することができた。
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図３ 従来の IGBTとNPT型 IGBTの構造の比較

関連論文：富士時報 2001.10 p.588-592
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100 Gビット/in2 を超える垂直磁気記録媒体

磁気記録媒体用次世代カーボン保護膜

CVD薄膜形成現象のミクロ解析

Co/Pt 多層積層膜�

Pt 

（Co/Pt）を20回積層 

20 nm

Co

下地層�

軟磁性層�

図４ Co/Pt 多層積層膜垂直記録媒体の電子顕微鏡観察断面

磁気記録媒体の高記録密度化に伴い，保護膜の薄膜化が

進んでいる。今後，面記録密度が 100 Gビット/in2を超え

るときには保護膜厚は 2 nm以下となることが予想されて

おり，これに対応した次世代の保護膜材料として高密度で

非常に硬い ta-C（tetrahedral amorphous carbon）が期

待されている。

富士電機ではこの ta-C 膜を FCA（Filtered Cathodic

Arc）法を用いて合成し，その特性評価を進めている。こ

れまでに成膜条件の最適化により，硬さが最大で約90

GPa，sp3 結合炭素比は最大約 90 ％となる ta-C 膜を得る

ことができた。これは硬さ，sp3 結合炭素比ともに従来の

スパッタ法で形成した a-C 膜の約 3倍の大きさである。現

在，この ta-C 膜の媒体保護膜への適用を進めている。

120

100

80

60

40

20

0

sp3-C（％）�

a-C

ta-C

10080604020

グラファイト�

ダイヤモンド�

0

硬
さ
（
G
P
a
）
�

図５　カーボン膜の硬さと sp3 結合炭素比の関係

CVD（化学的気相成長）法によるポリシリコン薄膜は

半導体デバイスのゲート電極材料として不可欠の材料であ

るが，その膜厚や膜質の均一性の改善に向けて生成過程の

ミクロスコピックな解析が十分行われてこなかった。

そこで，量産レベル CVD装置のモデル化，系を記述す

る二次微分方程式の導出，およびその解析解と実験データ

との比較から，膜厚の不均一性は原料のシラン（SiH4）ガ

スからサブ ppm程度の極微量に装置内で発生するラジカ

ルに帰せられることを実証した。また，シラン系の素反応

解析からラジカルとしては SiH2や Si2H6などが候補と考

えられることも示し，2001年秋季の応用物理学会に発表し

た。今後は，ラジカル発生率低減による膜厚均一性の改善

など半導体プロセス技術の向上に本成果を適用する。
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図６ 相対膜厚の理論式と実験との比較

固定磁気ディスク装置用の磁気記録媒体の面記録密度は

年率 100%のスピードで増大し，35 Gビット/in2の媒体が

製品化され，研究開発では 100 Gビット/in2の媒体が報告

されている。富士電機ではこれを超える高記録密度に対し

て，垂直磁気記録が有望であることから，Co/Ptの多層積

層膜を用いた垂直磁気記録媒体を開発している。Co/Pt 多

層積層膜は，従来の CoCr 系合金膜に比較して，高い熱安

定性と優れた磁気特性を兼ね備え，100 Gビット/in2 以上

の面記録密度を実現する大きな可能性を示す。保磁力 5.8

kOe（4.6×105 A/m），角型比 1.0，α（磁気ヒステリシス
カーブの傾き）1.8の磁気特性が得られ，熱安定性の指標

である垂直磁気異方性エネルギーも 8×105J/m3と大きく，

結晶粒径は 10 nmと小さい。これらの特性値から，低ノ

イズと高熱安定性が期待される。
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IGBTモジュール，IPM（Intelligent Power Module）

の高速・低損失化，および低ノイズ化に伴い，内蔵する

FWD（Free Wheeling Diode）の高速ソフトリカバリー

化が強く求められている。

富士電機では，高耐圧ショットキー接合技術およびトレ

ンチ微細加工技術を適用し，電磁ノイズを低減するソフト

リカバリー特性および IGBTターンオン損失の低減を可能

にする，トレンチ構造ダイオードを開発した。

高耐圧（1,200V）にもかかわらず，低い漏れ電流を示す

トレンチ・ショットキー構造により，少数キャリヤの注入

を低く抑え，さらにライフタイム制御を改善することで，

高速・ソフトリカバリー特性を実現した。

今後は一層の特性向上を目指し，設計・プロセス技術の

高度化を図る予定である。
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トレンチダイオード技術

超狭小スペーシングHDI 評価技術

放射光を利用した媒体磁性層のX線面内回折

Vce：200 V/div I c：5 A/div T j：125 ℃�時間：200 ns/div

Vce

I c
0 V

アノード電極� p型ポリシリコン�

酸化膜�

p層�

ショットキー接合�

n－型ドリフト層�

n＋型基板層�
カソード電極�

0 A

従来�

Vce

I c

トレンチダイオード�

図７　断面図および IGBT組合せ時の低電流ターンオン特性

磁気ディスクの高記録密度化に対応するにはヘッドの低

浮上化が必要とされる。媒体の面記録密度は２～３年後に

は 200 Gビット/in2に達すると予想され，これに対応する

ヘッド浮上量は 5 nm 程度とされている。この領域では

ヘッドは媒体に間欠的に接触しながら走行するため，従来

に比し，非常に高度な媒体 HDI（Head Disk Interface）

信頼性技術が要求される。

富士電機では減圧 HDI 実験システムにより 5 nm 浮上

状態における媒体の信頼性技術開発を行っている。同シス

テムでは減圧環境設定により，任意浮上量でのヘッド走行

実験を行いながら，圧電センサ，レーザドップラー変位計

によるヘッドー媒体間の接触振動の高精度なモニタおよび

ヘッド走行状態の詳細な解析が可能である。

レーザドップラー�
振動計�

チャンバ�

ヘッド�

媒体�

スピン�
スタンド�

圧力�
コントローラ�

図８　減圧HDI 実験システム

世界一の放射光施設 SPring-8の産業用専用ビームライ

ンを利用して，ハードディスク装置（HDD）用磁気記録

媒体磁性層（5 ～ 20 nm）について，実験室では達成困難

な高感度かつ高精度な結晶構造解析を進めている。ガラス

基板/NiAl/Cr/Co 系磁性膜の層構成を持つ面内磁気記録

媒体ではＸ線面内回折パターンに成膜温度依存性がある。

回折ピーク位置の変化から CoCrPt 系磁性層は室温（RT）

成膜に比べ，300 ℃成膜ではｃ軸方向に伸びており，Co

CrTa 系では a 軸方向に縮んでいることが分かる。300 ℃

成膜では下地 Crとの格子整合を保つために，磁性層の面

内格子の変形が起こり，その変形は磁性層の組成に依存し

ている。

このように磁性層の磁気特性に影響を与える要因を結晶

構造から明らかにし，高記録密度化への指針を示した。
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図９　磁気記録媒体Co合金磁性膜のX線面内回折パターン
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富士電機は色変換方式（CCM）フルカラーパッシブマ

トリックスを特長とする長寿命有機 EL技術を開発した。

本素子の輝度半減寿命は直流通電 1,000 cd/m2で 10,000 時

間を超える信頼性を有し，電流効率も 12 cd/Aに達する

高効率を実現している。さらに，PM駆動 100 cd/m2で

5,000 時間以上の半減時間を示すと予測され，これは寿命

において業界最高レベルである。

長寿命，高性能化はキャリアバランスを最適化するデバ

イス構造開発，高耐熱および大電流時の効率改善のための

新有機材料の適用によって実現された。

大幅な表示品質改善は，プロセス有機欠陥密度を従来の

1/10に低減することと，製膜前処理や水分防止などのプ

ロセス改善により実現された。
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長寿命色変換方式（CCM）フルカラー有機EL技術

オゾン反応槽

図１０ 有機ELディスプレイのフルカラー表示

膜 過法はクリプトスポリジウムなどの病原性原虫を確

実に捕捉できるなどの利点から，全国で 235 件導入（予定

を含む）されている。富士電機では，オゾン水による逆洗

を取り入れた「オゾン洗浄式膜 過システム」を開発する

ことにより，膜 過流束の向上，薬品洗浄頻度の低減を達

成し，差別化を図っている。特長は次のとおりである。

定期的に膜をオゾン水で洗浄することにより，従来の

３倍の膜 過流束を達成でき，コスト低減および省ス

ペース化が可能となる。

膜をオゾン水で洗浄していることから，薬品洗浄頻度

を低減することができ，メンテナンスが容易となる。

オゾンを利用することにより，膜に捕捉された細菌，

原虫類を不活化できる。

（3）

（2）

（1）

環境・新エネルギー

膜処理による水処理プロセス技術

原
水�

水
道
水�

（PAC）�

きょう雑物�
除去装置�

凝集剤�
注入設備�

オゾナイザ�

溶存オゾン�
濃度計�

オゾン水逆洗�

O3ガス�

膜破断�
検知器�

塩素消毒�

膜　過�
装置�

図１１ オゾン洗浄式膜 過システムの給水フロー

水道において高度処理（オゾン＋活性炭処理）の導入は，

大規模浄水場から中小規模の浄水場へ拡大している。

このような背景から，高オゾン吸収率，省設置面積のオ

ゾン反応槽の開発に取り組み，高効率オゾン処理システム

の提供を目標にしている。

高効率化のキーワードは三つあり，微細気泡，高濃度オ

ゾンガス，反応槽構造である。新開発のせん断流微細化式

ノズルは，低コストで通常の 1/10 以下（300μm以下）の

微細気泡を発生させることが可能である。また，120g/Nm3

以上の高濃度なオゾン発生器を用い，かつ高気泡密度を実

現する反応槽構造を最適化設計することにより，オゾン吸

収率 97%以上，反応槽設置面積従来比 30%減の高効率化

を目指した開発を進めている。

図１２　微細気泡ノズルと高濃度オゾン発生器での高効率化

微細化前 微細化後
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家畜排せつ物の適正管理およびたい肥やメタンガスなど

のエネルギー利用が法的に求められるようになった。メタ

ン発酵によるエネルギー回収は有力な処理システムと見ら

れているが，消化液を農地にまけない地域が多いことから，

低コストの消化液浄化処理技術の開発が求められている。

富士電機では，この要求に応えるため，アンモニアスト

リッピングと活性汚泥処理法を組み合わせた浄化システム

の開発を行っている。主な特長は次のとおりである。

プレ脱水が無薬注のため脱水ケーキのたい肥化が可能

アンモニアストリッピング利用により，ランニングコ

ストの低減が可能

窒素，りんの除去，および脱色が可能（処理水の河川

放流可能）

（3）

（2）

（1）
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畜産廃棄物処理システム

小型 ICプラズマ高減容装置

フィルム基板アモルファス太陽電池

プレ�
脱水機�
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受水槽�
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図１３　畜産廃棄物処理システムフロー図

富士電機は原子力発電所向けに開発・商品化を進めてき

た「ICプラズマ（高周波誘導結合プラズマ）廃樹脂減容

装置」を一般産業向けに適用するため，簡素化した小型化

技術を開発した。試作機の反応容器内径は 300mm，処理

性能は 150 L/日である。この装置は処理速度を優先させ

て，小型の ICプラズマトーチ（φ 38mm）により酸素か

ら高活性酸素を作り，反応容器に供給することで，簡素化

が可能になった。減圧した反応容器底のヒータで可燃・難

燃物を熱分解し，活性酸素で完全酸化するため有機性有害

物を水と二酸化炭素などに無害化できる。適用分野は次の

とおりである。

イオン交換樹脂はじめ可燃・難燃物の高減容処理分野

有害物含有の活性炭の無害化処理分野

廃棄物の無害化および金属回収分野（3）

（2）

（1）

富士電機はプラスチックフィルムを基板として，独自の

デバイス構造を採用し，アモルファス太陽電池を形成する

フィルム基板アモルファス太陽電池の開発を進めている。

2000年度までは，新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の委託を受け，ロールツーロール方式で搬送し，

自動運転が可能なプロセス装置の開発を進めてきた。

2001年度は実験ダイナミックレンジの広い小型実験装置

を自社開発し，スループット改善に取り組み，製膜速度 2

倍でも変換効率低下がみられないことを確認した。また，

屋外でのアモルファス太陽電池の性能評価が進み，結晶系

に比べ定格あたりの年間発電量が約 1割高いことが分かっ

てきた。現在，富士電機能力開発センターの屋上に容量

10 kWの大型太陽電池アレイを設置し，フィールド検証

を進めている。

図１５　太陽電池モジュール

図１４　小型 ICプラズマ高減容試作機
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1 kW級固体高分子形燃料電池発電装置

スイッチング電源用パワーデバイス「M-POWER2」

従来の GTOサイリスタ式に比べ，装置の大幅な小型化，

高性能化，高効率化が可能な平型 IGBT（2.5 kV，1.8 kA）

を適用した新世代の大容量自励式 SVC（Static Var Com-

pensator）を開発した。主な特長は次のとおりである。

平型 IGBTの直列接続技術により，数十 MVA級の

大容量 SVC装置の構成が可能

GTO式に比べ体積 1/2 以下の小型化と，スイッチン

グ周波数 1kHz 級において効率 98 ％以上の高効率化の

実現

高速スイッチングと多重接続技術により，1ms 以下

の高速制御応答と低高調波化の実現

新型ディジタル制御装置の適用により，高速・高精度

制御だけでなくトレースバックなどの RAS 機能の充実

（4）

（3）

（2）

（1）

パワーエレクトロニクス

平型 IGBT式大容量SVC

図１７　平型 IGBT直列接続水冷モジュール

高効率，低待機電力が求められるスイッチング電源用途

向けに自励・他励を複合した新しい電流共振型DC-DCコ

ンバータの回路方式を開発し，定格効率 92 ％，無負荷時

消費電力 0.7W以下を実現した。DC-DCコンバータの出

力電圧を制御する方式としてパルス幅制御と周波数制御を

併用することで軽負荷時の効率を高めた。

さらに待機信号を入力することでバースト発振動作を起

こさせ，スイッチング損失や絶縁トランスの損失を低減で

きるようにした。また，独自の制御により，絶縁トランス

からの音鳴りのないバースト発振動作が可能となった。

富士電機ではこの回路方式に適用する制御 ICとパワー

MOSFETを内蔵した新パワーデバイスM-POWER2を開

発し，製品化を完了した。

図１８　M-POWER2

関連論文：富士時報 2001.5 p.289-295

図１６　1 kW級固体高分子形燃料電池発電装置都市ガスを燃料とする小型固体高分子形燃料電池（PE

FC）のコージェネレーション（熱電併給）システムを試

作して，1,000 時間の連続運転を実証した。

このシステムの主な特徴は，改質系機器の一体化により

熱効率を向上させたこと，および水回収用熱交換器の採用

により水自立（外部補給水不要）運転を実現したことであ

る。システムの主な仕様は次のとおりである。

電気出力：1kW級，単相３線式，AC200V

熱出力　：60 ℃温水

発電効率：直流発電端 38%（LHV）

主要寸法：1.1m（W）× 1.1m（H）× 0.4m（D）

今後は，このシステムの評価結果を反映させて，最適な

PEFCシステムを開発する予定である。

（4）

（3）

（2）

（1）



富士時報 Vol.75 No.1 2002

富士電機では，入力電圧 AC200 V/AC400 V 系共用の

ワールドワイド対応三相AC-DC電源をサーバ用電源とし

て製品化する予定である。この電源は力率改善回路と

DC-DCコンバータから構成され，半導体素子の耐圧はす

べて 600V 以下である。力率改善回路を用いることで入力

電流は高力率に制御され，11 kW定格出力時の入力力率

0.99 以上，入力電流ひずみ率 2%以下の良好な性能を得た。

また，DC-DCコンバータは位相シフトを用いたソフトス

イッチングを適用することでハードスイッチング時と比較

して効率は 0.5%向上し，出力電圧のリンギングは約 1/2

に低減した。

装置全体の定格効率は AC400V 入力時 90%であり，高

効率・高性能・低ノイズ化したワールドワイド対応三相

AC-DC電源を実現した。
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ワールドワイド対応三相AC-DC電源

鉄道車両内ネットワーク用モニタボード

高齢化社会を迎え介護保険などの法制化に伴い，在宅介

護が増大している中で，被介護者の日常的な行動・動作を

無意識的に計測し，遠隔看視できるシステムが望まれてい

る。富士電機では，二次元測距技術を応用して，プライバ

シーを保ちつつ人体を検出し，異常状態を報知する介護セ

ンサの開発を行っている。主な特長は次のとおりである。

距離分布の変化から人体の検出，移動距離の計測，状

態認識をするため，プライバシーの侵害など被介護者に

精神的な苦痛を与えない看視が可能である。

常夜灯程度（最低輝度 0.1 cd/m2）で検出が可能である。

画像処理装置が不要なため，小型で低コストである。

システム化により，異常状態を自動的に介護センター，

病院などに通報可能である。

（4）

（3）

（2）

（1）

機器技術

介護センサ

図２１　介護センサ

富士電機は鉄道車両用パワーエレクトロニクス装置と車

両内ネットワークとを接続するモニタボードを開発した。

このネットワークは，ビルオートメーション分野で採用

例の多い分散型制御ネットワーク LONWORKSにより構成

される。今回開発したモニタボードは，補助電源装置の電

流・電圧などの現在値データや，故障解析用の蓄積データ

を車両情報制御システムに伝送することで，運転中の監視

や故障発生時の原因究明を容易にするものである。

同種のネットワークに接続される機器としては，駆動用

主変換装置，乗降用ドアの戸閉め装置，ブレーキ装置，表

示装置などがあり，鉄道車両のインテリジェンス化による

顧客サービス・乗り心地の向上を支えている。

車両内ネットワーク�
対応モニタボード�

通信インタフェース�

補助電源装置�

表示装置�

主変換�
装置�

主変換�
装置�

補助電源�
装置� 空調装置�

放送装置�

車両情報制御システム�

車両内�
ネットワーク�

図２０　車両内ネットワークシステムの構成例とモニタボード

関連記事：富士時報 2001.9 p.542-543

図１９ ワールドワイド対応三相AC-DC電源
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近年，食品や上下水など多くの分野で微生物汚染の問題

が増加している。HACCPなどによる衛生管理の高度化が

進められる一方で，これまでの細菌検査は24時間以上を要

する後追い検査であり，簡便かつ迅速な細菌計測技術が切

望されていた。富士電機では，酵素活性によって蛍光を発

現する試薬カルボキシフルオレセインジアセテート（CF

DA）を用いることで，前処理を含め迅速に生菌を計測す

る生菌センサの開発を行っている。

このセンサの特長は，検査時間１時間以内，きょう雑物

による計測誤差が少ない，操作が簡便で専門家でなくても

扱えるなどの点である。衛生管理高度化のほか，出荷検査

の時間短縮による在庫削減や，微生物を利用する食品製造

や環境浄化分野にも適用が可能である。

88

研究・基盤技術

機器技術

生菌センサ

汚泥界面計

電磁接触器のシミュレーション技術

計数�
結果�

制御用�
パソコン�

生菌センサ�蛍光試薬�
CFDA

生菌は酵素活性で�
蛍光性になる�

生菌�

死菌�

培養大腸菌を蛍光�
標識した状況�

Ac AcO

C－OH

O

図２２　生菌センサの構成

上水・下水処理場などでは沈殿槽の汚泥排出の自動化を

行うために，たい積した汚泥のレベル検出の要求が大きい

が，従来は浮遊汚泥の影響により，レベル検出の精度に限

界があった。富士電機では，これらの影響を受けない超音

波式汚泥界面計の開発を進めている。本界面計の主な特長

は次のとおりである。

多素子センサを用いた複測線方式の採用により，浮遊

汚泥の影響を低減した高精度な界面検出

深さに応じた詳細な感度調整機能により，さまざまな

設置環境下で界面表示画像の視認性の最適化

検出範囲 0～ 10m，検出分解能 10mm

今後，多素子センサの各種パラメータの最適化を行い，

実プラントでの検証を行う予定である。

（3）

（2）

（1）

図２３　汚泥界面表示例

交流電磁接触器の動的挙動を解析するシミュレータを開

発した。交流電磁石は交流電源の周波数や，投入時の電源

位相によってその挙動は大きく異なるため，設計・試験に

際してはさまざまな動作状態を考慮しなければならない。

このような動的挙動特性を事前に把握し，電磁接触器の設

計へ反映させることは，小型・低損失な機器を開発するう

えで重要な課題である。

開発したシミュレータは，電気ー磁気回路，機械運動，

衝突を含む振動動作の総合的な解析ができる。解析に必要

な精度を確保しつつ，従来の有限要素法などを用いた方法

よりも，高速な演算が可能となった（例：1μsの計算時

間刻みにて 20msの動作を４分程度で解析が可能）。

図２４　電磁接触器シミュレーションの画面例

関連論文：富士時報 2001.8 p.464-468
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富士電機グループは「S21プラン・中期経営計画」の重

点施策である「Seven Challenging Program計画」達成に

向け全社展開を推進している。

生産技術研究所においても，事業強化を目的に富士電機

の幅広い生産技術に支えられた確かな「ものづくり」の基

盤をさらに発展させ，品質・コスト・環境の飛躍的改善を

図るため製法・構造・材料の改革による「ものづくり革新」

を研究活動の重点に置いている。

新たな事業ユニットの戦略目標への効果的・即効的技術

支援をするために保有技術を深耕するとともに，整列巻き

による固定子コイル製造，接合界面評価によるボイドと絶

縁耐圧の相関解析，レーザによる樹脂塗膜蒸散，三次元複

雑溶接部への自動軌跡認識適用，電磁気応用による自動組

立，ロータのバランシングレス，冷却パイプの成形と接合

の複合加工など保有技術の拡大が進展した。環境対応では

独自はんだ材料による脱鉛化と切削液の脱塩素化，熱可塑

性樹脂化およびプリント配線板のハロゲンフリー化も推進

した。

各要素技術分野の研究・開発活動の取組みを述べる。

まず，プリント基板実装技術では，独自に開発した鉛フ

リーはんだ（Sn-Ag-Cu 系）に対応したリフロー温度プ

ロファイルの最適化やはんだ凝集に注目したペーストを開

発した。

また，未はんだ，ブリッジ，チップ立ち，接合部の寿命

向上などの抜本的品質改善を図るため，はんだ・フラック

スのぬれ特性や接合部金属組織の変化，フィレット形状の

数値解析などによるはんだ接合メカニズムの究明に取り組

んだ。

材料適用技術では，薄膜物性値評価法の一つであるナ

ノ・インデンテーション法やイオンシャワーによる多層膜

断面のサブミクロンオーダーの平滑表面加工が可能になっ

た。微小領域における材料の構造・組成の変形や破壊の正

確な把握とシミュレーションとの併用によりパワー素子の

高品質化と開発期間短縮を加速した。

プロセスシミュレーション技術では，応力，変形，振動，

熱，流れなどを予測し，構造の最適化や性能向上，限界設

計による大幅なコストダウンを図った。具体的には変圧器，

バルブ水車などの製品開発初期に集中適用した。また，製

造条件の最適化ではパワー素子の接合プロセス，機械構造

物の溶接部，塑性加工部品の深絞り加工，さらに半導体プ

ロセスのエッチング現象などに適用拡大を図っている。

振動現象解析技術では，マルチチャネル周波数分析によ

り，多点同時の振動・騒音データを処理することが可能に

なった。製品の振動・騒音特性の時系列的な解析を正確か

つ迅速に処理し，シミュレーション技術とモーダル解析技

術を併用することにより，製品開発，トラブルシューティ

ング時の製品挙動の詳細な把握ができ，自動販売機，電磁

開閉器，タービン発電機など多くの新製品に適用した。

マイクロ加工技術では，パワー素子のシリコン基板薄板

化に取り組み，ウエットエッチングと研削加工の併用方式

の実用化を図った。さらにナノメートル加工変質層を透過

型電子顕微鏡により観察し，基板反りの発生メカニズムを

明らかにし研削加工のみの仕上げ方式に挑戦している。ま

た，金属のドライエッチングにも着手し，次世代素子用プ

ロセスの先行開発を進めている。

成形加工技術では，リサイクル性に優れた熱可塑性樹脂

の高品位射出成形技術を確立し，漏電遮断器「α-TWIN
シリーズ」に適用した。高耐熱，微細形状，薄肉などには

独自の材料設計と熱的挙動，粘弾性，流動性などの物性測

定を行い，架橋による耐熱性や添加材の表面処理による分

散性を高めた。さらに流動解析により樹脂流れを予測し，

微細形状の転写性を高め，薄肉成形の達成や不良率低減に

貢献し，ハイブリッドとひずみの極小化を進めている。

生産技術

89

展　望

生産技術
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高品質オゾナイザのオゾン発生管の欠陥発生メカニズム

（絶縁耐圧不良）を解明する評価技術を確立し，発生管の

最適クラッド加工条件を明確にして，高品質・長寿命の発

生管作り込み技術を開発した。

この技術の特徴は，①独自のボアスコープで接合界面の

ボイド観察によりコロナ放電消滅電圧とボイド面積の関係，

②クラッド温度とボイド発生および鉛析出の関係，③ボイ

ド形成メカニズム，などを明らかにし，推奨製造管理値の

決定と，製造管理値を満足する分散巻き誘導加熱コイルを

実用化したことである。

この技術の適用によりオゾン発生管高良品率の確保と，

ボイド面積の激減により長寿命化を実現し，製品の飛躍的

な信頼性向上を可能にした。

90

生産技術

生産技術

高品質オゾナイザのクラッド加工技術

低圧電動機固定子巻線の自動化要素技術

YAGレーザによるスクリーン印刷版加工技術
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図１　最適クラッド加工条件（推奨製造管理値）

回転機巻線を固定成形から自由成形へと革新を進めてい

る。2000年度の大型発電機用固定子コイルの自動成形編み

装置の開発に引き続き，2001年度は固定子巻線工程の自動

化要素技術を開発した。

この技術の特徴はコイル細線を整列に巻き，かつ整列状

態を乱すことなく，固定子コアへの挿入作業や結線作業な

どの無人化にある。縦方向の整列巻きコイル，径方向から

のコイル挿入など，従来と異なる巻線方法の要素技術を開

発し，人手作業不要な全自動巻線装置の機能試作機を製作

した。

コイル巻きから結線作業までの自動化は，生産システム

との連動により加工時間の削減やリードタイムの短縮，在

庫の圧縮，絶縁皮膜の損傷レスなど飛躍的な改善を期待で

きる。

図２　全自動巻線装置の機能試作機

型治工具低減，製作（開発）リードタイムの短縮と内製

加工を目指し，従来の UV（紫外線）焼付けによるスク

リーン版製作方法から脱却し，YAGレーザにより直接加

工する版製作技術を開発した。

この技術の特徴は次のとおりである。①印刷版材料とし

て金属材料の採用によりリサイクルを可能にし，塗膜液に

光吸収材を添加しレーザでの蒸散性を高めた。②さらに

CADデータからの直接入力による加工を可能にした。

これにより版製作コストの低減，製作期間の短縮を図っ

た。また，版デザインの CAD化により修正の容易化，ポ

ジフィルムや水洗浄工程を不要とし環境に優しいなどの効

果が期待できる。今後はさらに高解像度化を進め，微細パ

ターンへの適用を図る。
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技術業績の表彰・受賞一覧（2001年）順不同

●（社）電気学会（平成12年優秀論文発表賞）

産業応用部門研究会

「ワールドワイド対応整流回路シミュレーション解析結

果と実験結果」

（株）富士電機総合研究所 三野　和明

産業応用部門大会

「鉄道車両用 1インバータ・複数台誘導機駆動ベクトル

制御方式」

（株）富士電機総合研究所 松本　　康

「負荷中性点を用いた単相高力率コンバータによる永久

磁石同期電動機駆動」

（株）富士電機総合研究所 伊東　淳一

●（社）日本機械学会（関東支部神奈川ブロック技術賞）

「SnAg 系と SnBi 系の 2 種類の鉛フリーはんだの開発と

米国特許の取得」

生産技術研究所 山下　満男

●（社）未踏化学技術協会 超伝導化学技術研究会

（第5回超伝導化学技術賞）

「系統連系できる高温超伝導変圧器の開発」

（株）富士電機総合研究所 能瀬　眞一

●2001 IEEJ International Analog VLSI Work-

shop（Best Paper Award）

「A Low Power, Low Drop-Out Regulator with High

Ripple Rejection Ratio for Portable Electric Appli-

ances」

（株）富士電機総合研究所 三添　公義

（株）富士電機総合研究所 松田　昭憲

松本工場 中橋　保徳

技術企画室 小林　秀典

〔東京理科大学と共同〕

●IEEE-IAS 2000 Conference Industrial Drives

Committee（Best Papers）

「Consideration about Problems and Solutions of Speed

Estimation Method and Parameter Tuning for Speed

Sensorless Vector Control of Induction Motor Drives」

（株）富士電機総合研究所 海田　英俊

システム機器事業部 田島　宏一

●（社）日本電機工業会・電機工業技術功績者表彰

（第50回）

進歩賞

「HFC冷媒対応自動販売機」

三重工場 高田　隆一　

三重工場 井下　尚紀　

発達賞

「ベクトル制御インバータ FRENIC5000VG7の開発」

神戸工場 鉄谷　裕司

神戸工場 金沢　直樹

「大型発電機固定子コイルの自動切断，自動成形編み装

置の開発」

生産技術研究所 小野　眞裕

エネルギー製作所 泉田　　茂

「食品・薬品分野向け総合生産管理システムの完成」

富士電機システムズ（株） 菅沼　利昭

東京システム製作所 吉野　　稔

奨励賞

「アルミ電解用大容量整流設備（フルターンキー）の完

成」

交通システム事業部 古木　進一

変電システム製作所 樋口　雅朗

「新型ハーティ自動販売機」

三重工場 源水　敏彦

三重工場 藤波　正樹

●（社）発明協会・関東地方発明表彰

発明奨励賞

「絶縁ゲート型半導体装置の製造方法」

松本工場 西村　武義

●（社）発明協会・中部地方発明表彰

三重県知事賞

「イージーアクセス機」

三重工場 木村　幸雄

三重工場 岩本　昌三

三重工場 鶴田　和博

三重工場 松島　幸三

発明奨励賞

「自動販売機の省エネルギー制御装置」

三重工場 森　　久直

三重工場 大森　　明

「清涼飲料ディスペンサのクワトロノズル」

三重工場 橋本　正美

三重工場 太田　春夫

三重工場 長崎　　正

「交流電動機の可変速制御装置」

システム機器事業部 田島　宏一

（株）富士電機総合研究所 海田　英俊

神戸工場 鉄谷　裕司
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富士時報　VOL.75 NO.1 2002（技術成果と展望）掲載項目一覧

新しい年を迎えて 2

ハイライト2001 4

情報・SI ソリューション 12

水処理・環境ソリューション 18

自治体向け BPRコンサルティング

ERPソリューション〔（株）モリタ向け基幹情報システム〕

環境省向け生ごみバイオガス化燃料電池発電施設

水道原水のエネルギーを回収する 1,490 kVA水力発電設備

台湾QDI 向け大規模クリーンルーム

コージェネレーション設備による ESCO事業

極低温冷却用小型冷凍機

新しい小型配線用遮断器・漏電遮断器「α-TWINシリーズ」

UPS 管理ソフトウェア 「NetpowerView F」

40 Gバイト/枚（3.5インチ）高記録密度磁気ディスク媒体

PDP用第二世代アドレスドライバ IC（型式：FCS3266A）

超高性能 Superシリーズ「SuperFAP-G/SuperLLD」

箱根小涌園向け非接触 IC式リストバンドシステム

キャッパー機構搭載カップ自動販売機

センター監視システム「エコマックス-Net」

鉛フリーはんだのプリント配線板への適用

展　望 ……………………………………………………………… 12

行政情報ソリューション ………………………………………… 13

e-自治体文書管理システム

e-自治体財務会計システム

総務省補助事業「地域インターネット導入促進事業」

導入事例（三重県海山町）

企業情報ソリューション ………………………………………… 14

ハイスピード経営を実現する BPR&ERPと経営革新

物流会社における基幹情報システム

業務支援ソリューション

社会システムソリューション …………………………………… 15

箱根小涌園納入入退場管理システム

山梨県立中央病院納入ファシリティマネジメントシステム

ハウステンボス納入大型噴水設備

沖縄自動車道向け ETC設備

日本道路公団北陸支社納入北陸支社ETC監視中央

システム

広島高速道路公社納入電気集じん機設備

製造装置対応クリーン機器

DCタイプファンフィルタユニット

ファンフィルタユニット監視・制御システム

IT・計測制御コンポーネント 25

ハイブリッド型微粒子カウンタ

バイオアッセイ技術

エコロジー配電盤

中小規模下水処理場向けWeb 応用監視操作システム

神奈川県内広域水道企業団相模原浄水場向け監視制御

システム

建設CALS/EC 対応ディジタル工事写真編集ソフトウェア

エネルギー循環（ゼロエミッション）型湖沼水質保全

システム

凝集沈殿プロセス制御技術

環境システム………………………………………………………… 22

海水除菌用膜 過装置

省エネルギー浄水汚泥処理システム

最終処分場浸出水処理

超音波複合分解装置

消毒副生成物低減技術

誘導加熱式多目的乾留装置

一般廃棄物動態監視システム（岡山市で実証実験開始）

HACCP対応動態温度監視システム

環境マネジメントソリューション「e 環境マネジメント

システム」

92

展　望 ……………………………………………………………… 18

上下水道向けソリューション……………………………………… 19

川崎市水道局稲田取水所向け油膜センサ

展　望 ……………………………………………………………… 25

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）……………………………………………………… 26

PA・FA融合のフラットな分散システム

標準アクセスソフトウェア OPC

Web 方式 PIO 監視装置

中規模遠方監視制御装置「SAS-55」

オープン AX「MICREX-AX」の IT 化

総合情報システム構築支援パッケージ「InfoTerrace」

中小規模監視システム「LOGACE-AS」

「TCOSTREAM」によるクライアント管理業務の効率化

計測・制御システム ……………………………………………… 28

食品・薬品プラントの計測・制御システム

化学プラントの計測・制御システム

鉄鋼設備の計測・制御システム

セメントプラントの計測・制御システム

環境・エネルギー管理システム

火力発電設備の計測・制御システム

原子力放射性廃棄物プラントの計測・制御システム

空港給油施設の計測・制御システム

レーザ・ビジョンコンポーネント………………………………… 31

紫外線レーザ微細加工機「DW8100」

容器外面印刷検査装置「FAY-2100」

計測コンポーネント ………………………………………………… 32

超音波流量計「M-Flow」
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渦流量計

超小型ディジタル温度調節計（PXR-3）

ビデオチャートレコーダ（PHR）

磁気力式酸素分析計（ZKG）

ジルコニア式酸素分析装置（ZSB）

展　望 ……………………………………………………………… 34

予防保全サービス…………………………………………………… 35

巡回診断サービス

リモートメンテナンスサービス

プラントオンライン診断サービス

サービスソリューション…………………………………………… 36

メンテナンスリースサービス

コールセンター構築サービス（CRM）

施設管理情報オンライン提供サービス（ASP）

パワーエレクトロニクス・電力変換……………………………… 37

大阪製鐵（株）向け自励式フリッカ補償装置

（株）タクマ経由富山地区広域圏事務組合向け灰溶融炉

電源設備

ボインスメルターズ社向けアルミ製錬用直流電源設備

インバータ式整流器「FASREC」の新系列化

高圧インバータの容量系列拡大と機能拡充

電気加熱 …………………………………………………………… 38

25 t 13,000 kW大型高周波誘導炉

回転機・可変速駆動システム……………………………………… 39

プラント用新型インバータ「FRENIC4000VM5

シリーズ」

川崎製鉄（株）千葉製鉄所納入No.3  溶融亜鉛めっき設備

駆動装置

ステンレス条鋼圧延設備用電気品

条鋼圧延設備の更新・増設への取組み

大曳引車電気品の更新

クレーン駆動用電機品

産業機器システム …………………………………………………… 41

電力管理システム

ネットワークWebアダプタの機種拡大

データ収集・監視・解析システム

発変電システム ……………………………………………………… 42

マイクロガスタービン用単独運転保護機能付き系統連系

保護システム

VCB搭載 72/84 kV C-GIS

VCB搭載 24 kV C-GIS

エネルギー 47

展　望 ……………………………………………………………… 47

エネルギーソリューション ……………………………………… 48

エコモニタリングシステム「EcoHIESSENCE」

富士電機能力開発センター用ハイブリッド発電システム

風力発電所用電力安定化装置

火　力 ……………………………………………………………… 49

電源開発（株）磯子火力発電所新 1号機の試運転

IPP 宇部発電設備の現地工事開始

コンバインドサイクル用蒸気タービンの試運転および

米国向け蒸気タービンの受注

世界最大級FETタービンの営業運転開始

Rビジネス：プラント制御装置の置換え完了

水　力 ……………………………………………………………… 50

東京電力（株）川茂発電所向け 2.5 MW立軸チューブラ

水車・発電機の運転開始

日本海発電（株）新熊野川発電所向け 5.2 MW横軸 2射

ペルトン水車・発電機の運転開始

東北電力（株）第二上野尻発電所向け 1 × 1.4 MW立軸

バルブ水車発電機の据付け工事

電源開発（株）手取川第一発電所ランナ更新工事

原子力 ……………………………………………………………… 52

高速増殖実験炉「常陽」の燃料取扱設備の遠隔自動化

原子炉解体・廃棄物処理技術

新型炉技術

電力変電 …………………………………………………………… 53

岩屋ウィンドファーム発電所向け風力用変電設備

海外向け 145 kVガス絶縁開閉装置

ドバイ電力庁向け超高圧大容量変圧器

系統保護制御 ……………………………………………………… 54

東北電力（株）高田技術センター監視制御システム

東北電力（株）中央給電指令所向け需要予測システム

テレコンシミュレータ

系統情報イントラネット配信システム

配電用変電所向けレトロフィットディジタルリレー

東日本旅客鉄道（株）上野変電所整流器設備

大阪市交通局都島変電所受変電設備

京成電鉄（株）黒砂変電所受変電設備

京王電鉄（株）太陽光発電システム

札幌市非接触 ICカード実験システム

車両システム………………………………………………………… 46

東日本旅客鉄道（株）E926 形新幹線電気・軌道総合

試験車補助電源装置

東日本旅客鉄道（株）E231 系直流電車用補助電源装置

東海旅客鉄道（株）923 形新幹線電気軌道総合試験車用

主変換装置

産業・サービスソリューション 34

交通システム 43

展　望 ……………………………………………………………… 43

電気鉄道地上システム ……………………………………………… 44

東武鉄道（株）東上線電力指令システム
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システムコンポーネント 57
感光体 ……………………………………………………………… 68

カラー電子写真用有機感光体

高耐久型正帯電有機感光体

電子写真用プロセスユニット

配　電 ……………………………………………………………… 55

関西電力（株）アナログ形分散型電源系統解析用モデル

電力需給用複合計器（通信機能付）および使用電力量

表示端末

放射線 ……………………………………………………………… 56

電子式線量計（3 線種用）

モニタリングカー

展　望 ……………………………………………………………… 57

プログラマブルコントローラ …………………………………… 58

統合コントローラ「MICREX-SX」における

LONWORKSモジュール

総合コントローラ「MICREX-SX」におけるモーション

コントロールモジュール

総合コントローラ「MICREX-SX」における PCベース

コントローラの機種拡充

電源装置 …………………………………………………………… 59

大規模データセンター向け大容量UPS

UPS 用 JEMA-MIB 対応ネットワークボード

エレベータ緊急避難用UPS「Pシリーズ」

器　具 ……………………………………………………………… 60

ミニコンタクタ「SC-Mシリーズ」，コンタクタ

「SC-Eシリーズ」

小型民生用漏電遮断器（プラグ形）

高輝度コマンドスイッチ「ぴかりくん」

新型強力端子台の機能向上

設備ネットワーク LONWORKSインタフェース機器

AS-iネットワークインタフェース機器拡充

エネルギー管理ネットワーク機器「F-MPCシリーズ」

の機種拡充

6 kV 系統用高速限流遮断装置

ガス自動検針用無線システム

回転機・可変速機器 …………………………………………… 63

EP 法対応高効率モータ

新型ギヤードモータ「MGXシリーズ」

新型多段クーラントポンプ（揚程 120 m 級）

ネットワーク対応オプション

高周波インバータ「FRENIC5000H11Tシリーズ」

工作機械用スピンドルドライブシステム「FRENIC5000

MS5」の 400 Vシリーズ

小型・高性能サーボシステム「FALDIC-βシリーズ」

高性能ACサーボシステム「FALDIC-αシリーズ」用

DeviceNetゲートウェイ

フルクローズド制御機能付きサーボシステム

「FALDIC-α」

電子デバイス・半導体 69

展　望 ……………………………………………………………… 69

IC …………………………………………………………………… 70

CMOS力率制御用電源 IC

小電力ACアダプタ用電源 IC

チャージポンプ型昇圧コンバータ IC

白色 LED制御用 IC

高耐圧ステップダウンコンバータ IC

新構造パッケージ適用オートフォーカスモジュール

パワー半導体 ……………………………………………………… 72

第五世代 IGBTモジュール「EconoPACK-Plus」

Econoダイオードモジュール

インテリジェントパワーモジュール「R-IPM3シリーズ」

超高性能パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

超薄型パワー SMDーーー 2 端子 SD型ダイオード

電流連続モード力率改善回路用 600V「SuperLLD」

流通機器 74

展　望 ……………………………………………………………… 74

自動販売機 ………………………………………………………… 75

缶自動販売機「NewSシリーズ」

PETボトル対応ペーパーパック自動販売機

自動販売機オペレーション効率化システム

エスプレッソ・ブリュア搭載カップ自動販売機

RO水自動販売機

デュアル店舗

自動販売機における JRB 応用システム

マルチパーパス食品自動販売機「Foodmax」

サーペンラック出口セットフリー販売機構

フードサービス用機器 …………………………………………… 78

オートレシオコントロールシステム搭載清涼飲料ディス

ペンサ

ナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶楽」

スーパーマーケット用機器 ……………………………………… 78

コンビニエンスストア向け新シリーズショーケース

情報機器関連コンポーネント 66

展　望 ……………………………………………………………… 66

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 67

オングストロームを制御するテクスチャー技術

40 Gバイト/枚対応磁性薄膜技術

潤滑剤の超臨界流体による精製技術
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生産技術 89

展　望 ……………………………………………………………… 89

生産技術 …………………………………………………………… 90

高品質オゾナイザのクラッド加工技術

低圧電動機固定子巻線の自動化要素技術

YAGレーザによるスクリーン印刷版加工技術

畜産廃棄物処理システム

小型 ICプラズマ高減容装置

フィルム基板アモルファス太陽電池

1 kW級固体高分子形燃料電池発電装置

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 86

平型 IGBT式大容量 SVC

スイッチング電源用パワーデバイス「M-POWER2」

ワールドワイド対応三相AC-DC電源

鉄道車両内ネットワーク用モニタボード

機器技術 …………………………………………………………… 87

介護センサ

生菌センサ

汚泥界面計

電磁接触器のシミュレーション技術

通貨関連機器 ……………………………………………………… 79

新型現物エスクロコインメック「FJVシリーズ」

高速入出金機「TB2000」

成人識別機能を持った免許証識別装置

展　望 ……………………………………………………………… 80

電子デバイス・材料 ……………………………………………… 81

リチウムイオン電池残量管理技術

トレンチ横型パワーMOSFET

600 V  NPT型 IGBT

100 Gビット/in2を超える垂直磁気記録媒体

磁気記録媒体用次世代カーボン保護膜

CVD薄膜形成現象のミクロ解析

トレンチダイオード技術

超狭小スペーシング HDI 評価技術

放射光を利用した媒体磁性層の X線面内回折

長寿命色変換方式（CCM）フルカラー有機EL技術

環境・新エネルギー ……………………………………………… 84

膜処理による水処理プロセス技術

オゾン反応槽

研究・基盤技術 80

Vol. 75  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

Linux ： Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標

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

Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

WindowsNT ：米国Microsoft Corp. の登録商標

Windows 2000：米国Microsoft Corp. の登録商標

Excel ：米国Microsoft Corp. の商品名称

Oracle ：米国Oracle Corp. の登録商標

CORBA ： Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称

LONWORKS ：米国 Echelon Corp. の登録商標

LON ：米国 Echelon Corp. の登録商標

Access ：米国Microsoft Corp. の商品名称

DeviceNet ： Open DeviceNet Vendor Association, Inc. の商標

Interbus ： Phoenix Contact 社の登録商標

その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。
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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，ネットワーク機器，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，クーラントポンプ，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

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

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。

豊かな地球社会のために

富士電機は、今、

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

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

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

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
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，
ネットワーク機器，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，クーラントポンプ，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

流通機器システム
カンパニー

電子
カンパニー

電機システム
カンパニー

機器・制御
カンパニー

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

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

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 さいたま市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0702 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（井門神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命・岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0004 那覇市銘苅二丁目4番51号（ジェイ・ツービル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 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 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（017）777-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

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

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