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産業用インバータなどの電力変換装置に使

用される電力用半導体素子にはさらなる低損

失化，小型化，高信頼性，使いやすさが強く

要求されており，富士電機は第五世代 IGBT

モジュールの開発を行い製品化した。この製

品にはトレンチゲート技術および薄ウェーハ

技術を IGBTに適用し，従来製品と比較して

オン電圧とスイッチング損失の両方を大幅に

低減し，IGBTにおけるトレードオフ特性を

飛躍的に改善した。これによりインバータ実

機損失を従来比で 20 ～ 30 ％低減し，省エネ

ルギーや信頼性の面からも大いに期待されて

いる。また，豊富な電圧電流定格の製品を順

次系列化し，さまざまな用途に適用可能とし

ている。加えてピン端子構造で従来より小型

のパッケージも選択可能でプリント板搭載時

の使いやすさを実現した。

第五世代 IGBTモジュール
「Uシリーズ」

下水汚泥消化ガス利用燃料電池による
コージェネレーションシステム

富士電機は山形浄化センターに下水汚泥の

嫌気性発酵による消化ガスを利用した燃料電

池発電システムを納入した。燃料電池により

発電した電力は所内の負荷に利用し，発電と

同時に発生した熱は嫌気性発酵に必要な消化

槽へ供給して利用している。このコージェネ

レーションシステムは下水浄化設備において

国内初の商用運転となるものである。

システムは 100 kW燃料電池 2台，消化ガ

ス不純物除去設備一式，汚泥熱交換器一式な

どの主要設備から構成され，電力は系統連系

している。エネルギー効率は，電気：38 ％，

熱：49 ％，総合 87 ％を達成し，従来の消化

ガス発電設備と比較して年間 1,770トンの

CO2の発生量削減効果が得られる。
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富士電機は，フルカラー有機 ELの最大の

課題である発光効率とコントラストのトレー

ドオフの関係を改善した新しい色変換方式有

機ELの基礎技術開発に成功した。

色変換方式は発光効率の点で不利とされて

きたが，有機発光層，色変換層の改善と吸収，

発光，透過スペクトルの詳細な検討および材

料，プロセスの改善により円偏光フィルタな

しで高いコントラストと高発光効率を実現し

た。また，素子構造と材料性能の改善により，

輝度半減寿命が 8,000 時間以上（初期 1,600

cd/m2）とトップクラスの寿命を達成した。

本技術は有機 ELのフルカラー化を加速し早

期の市場展開を実現するものと考えている。

色変換方式フルカラー有機EL

生産現場のノウハウを活用する
情報システム「ナレッジフロー」

自動車，食品，家電製品などの分野では，

顧客ニーズの多様化と急速な技術進歩により

製品のライフサイクルが短期化している。一

方でこれらの製造業では組織のスリム化の進

展で，従業員とともに知識とノウハウが社外

へ流出している。このような中で，各企業が

市場変化への適応と知識・ノウハウ流出のリ

スク回避とのニーズから，業務を実行する過

程で意識せずにノウハウを蓄積できる情報シ

ステム「ナレッジフロー」を開発した｡

「ナレッジフロー」は製造業における設

計・製造ノウハウを有効に蓄積・活用できる

情報システムであり，｢デジタルファクト

リーソリューション」の中の一つである。製

品企画から量産までの業務プロセスにおける

実行管理，ナレッジ共有，業務分析機能を提

供する。
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製品XX設計変更検討プロジェクト 実行管理環境 

業務分析環境 ナレッジ共有環境 

実行時間・実行ルール 

イントラネット・インターネット 

検討業務におけるBPR活動の日常化と自然な業務ナレッジの蓄積！ 
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JOB4 JOB8

1DINサイズカーオーディオ用
色変換方式フルカラー有機ELディスプレイ
画素数：240（×RGB）×64ドット
画面サイズ：79.2 × 21.1mm
輝度：125cd/m2

コントラスト：105：1（＠1,000 lx）

2.8 色変換方式
フルカラー有機ELディスプレイ
画素数：160（×RGB）×120ドット
画面サイズ：57.6 × 43.2mm
輝度：125cd/m2

コントラスト：105：1（＠1,000 lx）
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このツールはプラントの動きを記述した制

御仕様書を作成することにより，制御ソフト

ウェアを自動生成し，プラントの運転を可能

にする。しかも，普段使っている OAソフト

ウェア（Excel，Visio）による制御仕様書の

作成と DCSソフトウェア，PLCソフトウェ

アの自動生成が同時に実現できる。面倒なプ

ログラム設計・製作作業や単体デバッグ作業

はなくなり，エンジニアリング業務の革命を

起こすものである。気軽に導入できて，エン

ジニアリング業務，メンテナンス業務の高効

率化と，制御ソフトウェアの高品質化が実現

できる。工程シーケンス仕様書を作成する

「HEART-ESPER/SELECT」とロジック図，

計装フロー図を作成する「HEART-BE

LIEVE」を提供している。

エンジニアリング革命ツール
「HEARTシリーズ」

総合エネルギー管理システム
（EMSソリューション）

富士電機は，お客様のエネルギー運用の最

適化を支援する EMS（ Energy Manage-

ment System）ソリューションを推進してい

る。

本ソリューションでは，施設管理システム

などの納入により蓄積した多くのエネルギー

運用ノウハウをベースに，構造化ニューラル

ネットワークによる負荷予測，高精度なプラ

ントモデル化機能，メタヒューリスティク手

法による最適化など，独自かつ最新の技術を

適用したエネルギー管理システムを提供する。

また，シーメンス社（ドイツ）から規制緩

和市場に対応したエネルギー管理パッケージ

「Spectrum PowerCC」を導入し，上述の最

新技術を融合させて，より効率的で柔軟なシ

ステムを国内向けに発売した。

監視制御 
（SCADA） 

他システム 
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面
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Spectrum PowerCC

Oracle

I/FFA機器 

システム管理 富士電機ソフトウェア 

実績データ 
管理 

遠隔監視制御装置 
（TC） 

実績データ・展開設備データ（標準DB） 
Oracle

自動 
操作 

予測 
処理 

発電 
計画 

発電機 
運転 

画面管理 
帳票管理 

画面 

ユーザ作成ソフトウェア 

業務ソフトウェア連携 

OS : Microsoft Windows

業務データ管理・設備データ管理・データベース連携 

発電機運転計画 
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富士電機では，従来の長手磁気記録に比べ

飛躍的な大容量化が見込める垂直磁気記録媒

体を開発し，世界に先駆けて量産化を目指し

ている。写真は開発中のグラニュラ垂直媒体

の記録層の透過電子顕微鏡像であり，平均粒

径 6.5 nmの微細かつ均一な Co 合金結晶粒が，

酸化物の結晶粒界により明瞭（めいりょう）

に分断されていることが分かる。このような

微細結晶構造を有する垂直媒体は，140 G

ビット/in2の高密度記録が可能であることが

確認されており，400 Gビット/in2の実現も

夢ではないと考える。本技術は，将来の人工

格子系や規則合金系垂直媒体のベースにもな

るものであり，1Tビット/in2を目指しさら

なる開発に努めたい。

垂直磁気記録媒体

熱可塑性高耐熱材料の改質技術と
成形加工技術

耐熱部品に用いられている熱硬化性樹脂を，

環境に優しく，リサイクル可能な熱可塑性樹

脂に代替するための技術開発を進めている。

ナイロン系樹脂材料の組成設計の最適化，放

射線照射による架橋化を図り，耐熱性と強度

を飛躍的に向上させることができた。はんだ

耐熱性試験（350 ℃，10 秒：寸法変化率＜

2％），グローワイヤ試験（850 ℃），トラッ

キング試験（250 V），燃焼性試験（V-2），

ヤング率などの特性を満足した。

さらに粘弾性測定により機械特性や熱特性

などを評価し，シミュレーションを活用する

ことで薄肉射出成形を実現した。

今後はハロゲンフリー化による高難燃性化

（V-0）と，本技術を用いて他の熱可塑性樹

脂への応用を推進する。
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全国展開をしている非接触 ICカードタイ

プの電子マネーカード「Edyカード」で商品

の決済ができる以下の機器を開発した。

自動販売機用として単体タイプ，紙幣識別

機（ビルバリ）と一体となったカード＆ビル

バリタイプがある。両タイプともビルバリと

同じ寸法内に表示器，操作スイッチ，カード

読取り用のアンテナを内蔵したコンパクトサ

イズであり，すべての自動販売機について取

付けが可能となっている。

個店舗用決済端末は客用操作部と係員操作

部の二つから構成され，視認性のよい大型カ

ラー液晶を備えている。また本体部からアン

テナ部を容易に切り離せるので，カード以外

の形状の IC 媒体との通信も可能なバリアフ

リー構造となっている。

Edy ：ビットワレット（株）が運営するプリペイド

型電子マネーサービスの名称

電子マネー対応決済機器シリーズ

プログラマブル操作表示器（POD）
「UG30シリーズ」

近年，生産システムのインテリジェント化

は著しく，生産現場でのよりリアルな情報の

表示，リアルタイムな情報処理および情報の

共有化が求められている。これらのニーズに

対応するため，POD「UG30シリーズ」を開

発した。主な特徴は次のとおりである。

32,768 色フルカラー表示対応により，パ

ソコン並みのリアルな表現力を実現

中型（8 型）から大型（10，12 型）まで

SVGA（800 × 600ドット）TFT液晶品を

ラインアップ

アナログ RGB 入出力，4チャネルビデ

オ入力，音声出力などの AV機能の充実化

リモートメンテナンス，電子メール配信

などのネットワーク機能の強化

異メーカーの PLC 2 台を同時監視・操

作ができ，ゲートウェイの役割を果たす

PLC 2Way 機能

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

単体タイプ 個店舗決済端末 カード＆ビルバリ

タイプ
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富士電機は東日本旅客鉄道（株）の E231 系

近郊形電車用として累計 6,000 台以上のリニ

アドアシステムを納入した。それらは順調に

営業運転中である。E231 系車両は JR 宇都宮

線，高崎線に加えて 2002 年 3 月から常磐快

速線でも運用が開始されて，今後さらにリニ

アドアシステムの納入台数が増大する予定で

ある。

また今回，ニューヨーク市地下鉄（NYCT）

向けリニアドアシステムを川崎重工業（株）

と共同で開発した。NYCT固有の仕様と特

有の使用環境を考慮して開発されたリニアド

アシステムは，１年間の営業運転実績による

認証を受けるために R143 形電車 1編成（64

開口）に搭載され，2002 年 6 月から Lライ

ンで運用を開始した。

富士リニアドアシステム
（側引戸駆動リニアモータシステム）

コンパクト型インバータ
「FRENIC-Mini シリーズ」

横行搬送機やファン，ポンプなどの可変速

駆動ニーズに応えるべく「FRENIC-Miniシ

リーズ（0.1 ～ 3.7 kW）」を開発した。主な

特徴は次のとおりである。

三相 200 V/400 V，単相 100 V/200 V 入

力をシリーズ化，幅広い電源電圧に対応

簡易トルクベクトル制御による 150 ％の

高始動トルク，低回転むらを実現

電流制限機能によりインパクト負荷に対

してもトリップレスを実現

EMCフィルタ内蔵形，制動抵抗内蔵形

を準備

NEMA 1 保護構造にオプションで対応

可能

主回路コンデンサの寿命判断やアラーム

時情報記憶など便利なメンテナンス機能を

搭載

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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モータ制御回路のモータ保護に最適なマ

ニュアルモータスタータ（MMS）を開発し

た。

MMSは，「配線用遮断器」と「サーマル

リレー」の機能をコンパクトサイズに一体化

した高機能・高性能な新型モータブレーカで

ある。主な特徴は次のとおりである。①国際

商品：標準品で世界の主要規格（IEC，UL，

JIS）に適合，②高遮断性能：独特な消弧技

術で高限流・高遮断容量を達成，③安全性：

アイソレーション機能，端子部 IP20 保護構

造を保有。

さらに，MMS は既発売の電磁接触器

「SC-Eシリーズ」と組み合わせ，コンビネー

ションスタータとしても適用され，IEC 基準

の短絡保護協調も万全で，高度なモータ保護

を実現する。また，省スペース化，省配線化

の特徴から制御盤の合理化にも寄与できる。

マニュアルモータスタータ
「BM3シリーズ」

高性能オートフォーカス（AF）
モジュール

銀塩フィルムカメラ，ディジタルカメラ向

けの外光 AF 素子として，高性能 AF モ

ジュールをラインアップした。

特に，光学ズーム付きのコンパクトディジ

タルカメラでは，AFモジュールの採用によ

りレリーズタイムラグ（シャッタボタンを押

してから CCD 上に露光が始まるまでの時

間）を短縮することが可能となり，銀塩フィ

ルムカメラ並みの高速レスポンスの実現に貢

献した。

カメラに必要な測距能力や大きさに合わせ

て，外形やセンサピッチの異なる AF モ

ジュールを 3 機種，また一眼レフカメラ向け

に，TTL 測距用高感度 AF素子を１機種開

発した。

今後も，カメラのニーズに合わせて，新し

い AF素子を開発する予定である。
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缶やペットボトルなどの空容器の回収を促

進し減容化して効率的な輸送を実現すること

でリサイクルに貢献する空容器回収機（RV

M）を開発した。すでに関東地区を起点に展

開を始めている。主な特徴は次のとおりであ

る。

空容器を高速で減容処理が可能（缶，

ペットボトルとも約 25 本/分）

バーコードと材質により受入れ対象容器

を識別。適用外容器は自動返却

缶は 1 L，ペットボトルは 2 Lまでの大

型容器の処理が可能

磁気カードへのポイント加算により，利

用者へのサービスの還元が可能

上位コンピュータとの通信機能により回

収容器データ管理や新規バーコードの設定，

状態監視などリモートメンテナンスも可能

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

空容器回収機
（RVM：Reverse Vending Machine）

600 MW高温・高圧石炭火力発電設備

J-POWER電源開発（株）磯子火力発電所新

１号機は 2002 年 4 月に営業運転を開始した。

新１号機は石炭専焼火力発電所であり，国

内最高レベルの蒸気条件：主蒸気圧力 25.0

MPa（g），主蒸気温度 600 ℃，再熱蒸気温

度 610 ℃が採用されている。

1997 年 11 月に受注契約した富士電機は

600MW電気発生装置を納入した。従来から

緊密な協力関係にあるシーメンス社（ドイ

ツ）と富士電機は，それぞれ蒸気タービンと

発電機を設計・製作した。

蒸気タービンは HMN型３車室タンデムコ

ンパウンドタービンで，低圧タービンには

600MWクラスで国内初の 2 流排気が採用さ

れ，最終段には 45.3インチ（有効長 1,150

mm）鋼製翼が適用されている。
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