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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）
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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）
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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。
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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。
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製品適用事例（漏電遮断器）�
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