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技術成果と展望

Jan. 2004



2003年１０月１日，富士電機は 

「純粋持株会社制」へ移行。 

新しい富士電機グループがスタートしました。 

より市場に近いところでお客様のニーズをとらえ，お客様はもちろん 

地球や，社会のためにわたしたちが何ができるかを，これまで以上に考えていくために 

富士電機グループは「純粋持株会社制」に移行しました。 

明確なビジョンで，明快なソリューションを。 

機動的，スピーディな事業運営のもと，一社一社が，そしてひとりひとりが「e-F ron t  r unne r s」として 

業界で最高レベルの製品・サービスで，最大の満足をお客様に提供していきます。 

 

新しい富士電機グループを，今後ともよろしくお願いいたします。 

「富士電機（株）」は全事業を分割し商号を変更した上で，グループの戦略企

画機能に特化する「戦略型本社」として，グループ全体の企業価値を最大化し

ていきます。 

富士電機ホールディングス株式会社 

富士電機システムズ株式会社 

「電機システムカンパニー」の事業を承継。情報システム，環境システム，エ

ネルギー，電機・交通システムなど，社会的インフラを担う分野に，新しいソ

リューションを提案する企業としてあらたにスタートしました。 

「機器制御カンパニー」を母体に，FAコンポーネントと中小システム分野で

幅広く展開する制御機器メーカーとして発足。国際規格対応，安全性，信頼性，

環境性，小型・省スペース化，省エネなどでさまざまなニーズに応えます。 

富士電機機器制御株式会社 

半導体デバイス，ストレージデバイス，画像デバイスの分野をグローバルに展

開する電子デバイスメーカーとして，「電子カンパニー」を母体に発足。精密化，

高密度化，複合化の最先端テクノロジーを実現します。 

富士電機デバイステクノロジー株式会社 

自動販売機，コールドチェーン機器，通貨関連機器などの製造・販売・サー

ビスを一体化させ，2003年４月１日に発足。時代，環境，消費者ニーズに対

応する「快適商空間の創造」を推進します。 

富士電機リテイルシステムズ株式会社 

「（株）富士電機総合研究所」に情報関連システムなどの開発部門および

生産技術研究開発部門を統合し，グループの総合研究部門として発足。基

礎技術および共通コア技術の研究開発，新規事業創出の中心を担います。 

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 

富士ライフ株式会社，富士電機情報サービス株式会社，富士電機フィアス株式会社 など 

富士物流株式会社，富士電機工事株式会社 など 
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表紙写真

2003年 10月 1日，富士電機（株）は富

士電機ホールディングス（株）を持株会社とす

る「純粋持株会社制」に移行した。富士電機

システムズ（株），富士電機機器制御（株），富

士電機デバイステクノロジー（株），富士電機

リテイルシステムズ（株），富士電機アドバン

ストテクノロジー（株）が中心となって「自己

責任経営」のもと，機動的・スピーディな事

業運営を実現し，より市場に近いところでお

客様のニーズを身近にとらえ，業界で最高レ

ベルの製品・サービスをもってお客様に最大

の満足を提供していきたい。

表紙写真は，各事業会社が展開する製品群

を背景に，富士電機グループのシンボルマー

ク（Fe）とステートメント（e-Front run-

ners）を配して，業界最強の専業集団を目

指す，富士電機グループの新たなスタートを

イメージしている。
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57シ ス テ ム コ ン ポ ー ネ ン ト
□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

67情報機器関連コンポーネント
□磁気ディスク媒体　□感光体
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□電子デバイス　□パワーエレクトロニクス　□メカトロニクス・センサ　□情報・通信制御　
□環境・新エネルギー　□材料技術　□解析技術　□生産技術



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。

富士電機グループは 2003 年 10 月 1 日付で，各事業

部門を独立会社にして分社化する純粋持株会社制へ移

行しました。「富士電機ホールディングス株式会社」

が持株会社となり，小さな戦略本社としてグループ全

体の戦略策定を行います。パワーエレクトロニクスシ

ステム，情報・サービスソリューション，環境システ

ム，エネルギー関連分野などは「富士電機システムズ

株式会社」に，電気器具，インバータやサーボ機器な

どシステムコンポーネント分野は「富士電機機器制御

株式会社」，そして半導体，磁気記録媒体や感光ドラ

ムなど電子コンポーネント分野を「富士電機デバイス

テクノロジー株式会社」に分社化しました。これらと，

2003 年 4 月に分社化しました，自動販売機やオープ

ンショーケースなどを扱う「富士電機リテイルシステ

ムズ株式会社」とで中核事業会社を構成します。加え

て，研究開発部門は「富士電機アドバンストテクノロ

ジー株式会社」，人事，財務などのサービス部門はそ

れぞれ共通サービス会社に集約しました。純粋持株会

社化は，富士電機グループにとっては「第二の創業」

とも言える大改革ですが，これをばねにして「業界最

強の専業」集団への歩みを加速していきます。

この新体制の初年度となる 2003 年の経営環境は，

前半はイラク情勢，SARS（重症急性呼吸器症候群）

問題など不透明感が強い中で，全体としては横ばいで

推移しました。後半に入り設備投資と輸出環境の好転

を通じて，底打ちから持ち直しに向けた動きが見られ

ましたが，同時に進行した円高は景気の懸念材料とし

て先行きを不透明なものにしています。

富士電機グループの事業におきましては，国内市場

では，工作機械や半導体製造装置などの機械メーカー

向けの需要に回復の兆しが見られましたが，受配電向

けは停滞が続き，電力や公共投資関連も冷え込みが続

きました。海外市場では，中国を中心とするアジア向

け輸出が，電気器具，インバータ，パワー半導体など

で伸びました。

2003 年は，富士電機グループの第二次中期経営計

画（2003 年度～ 2005 年度）のスタートの年でもあり

ました。基本となる考え方は，技術開発力の強化を

ベースとした新事業・新製品の創出による売上げの拡

大，中国市場への取組み強化による海外事業の拡大，

コスト構造の徹底的な変革などにより，デフレ下でも

企業価値を創出することにあります。水・環境，サー

ビスソリューション，パワーエレクトロニクスシステ

ム，インバータ，パワーデバイス，自動販売機・フー

ド関連など 10の注力事業と，新事業として，有機

EL，太陽電池，燃料電池に重点的に取り組んでいき

ます。これらの事業を中心として「業界最強の専業」

集団からなる，グループとして最適な事業ミックスの

実現を目指していきます。

研究開発においても，重点的に取り組む機種を明確

にし，選択と集中をより強化いたします。そして，グ

ループの技術開発戦略と事業個々の製品戦略を統合し，

コア技術の強化による差別化技術の革新を一層促進し
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ていきます。本号では，2003 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。

富士電機システムズ株式会社では，現場系の制御シ

ステムを核として経営情報までの垂直統合を目指した

製造業向けの製造指示・実行システム，細菌などを確

実に除去できる膜 過による浄水システムの開発に取

り組みました。パワーエレクトロニクス応用システム

としては，並列運転可能な中大容量 UPSのシリーズ

化や，小型化・高速化した高圧インバータの開発を行

いました。

富士電機機器制御株式会社では，中国市場向けに電

磁開閉器，配線用遮断器など主要機器の CCC（中国

強制製品認証制度）認証品をシリーズ化し，インバー

タではファン・ポンプ用途に低価格な「FRENIC-

Eco」を，ミニ UPSでは常時インバータ方式に匹敵

する性能で常時商用方式に近い変換効率を実現した

「GXシリーズ」を製品化しました。

富士電機デバイステクノロジー株式会社では，幅広

い入力電圧範囲，出力電圧可変制御に対応した高効率

マルチチャネル電源 IC や，トレンチゲートと薄

ウェーハ技術によりオン電圧を低減し，駆動回路を最

適化したインテリジェントパワーモジュール「U-

IPMシリーズ」を開発し，従来品に対して 20 ％の損

失低減を実現した IGBTモジュール「Uシリーズ」の

製品化を行いました。磁気ディスク媒体分野では，垂

直磁気記録方式で 162 Gビット/in2の性能実現の見通

しを得ました。

富士電機リテイルシステムズ株式会社では，自動販

売機で，新断熱構造や冷却システムの高効率化により

省エネルギー法で設定された 2000 年度比約 30 ％の電

力消費量削減にめどをつけました。コンビニエンスス

トア向け店舗システムでは，現場工期の短縮やリユー

ス性を大幅に向上する「エコロユニット」を開発しま

した。通貨・カード機器では，アンテナ技術やセキュ

リティ技術に特徴を持つ非接触 ICカード機器の開発

を進めました。

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社では，

電子デバイス分野で，MOSFETの低オン抵抗化や業

界初の逆阻止 IGBTの開発を行いました。パワーエレ

クトロニクス分野では，逆阻止 IGBTを用いたマト

リックスコンバータを試作し，エレベータなどへの適

用を目指して評価を進めています。環境分野では前処

理から廃液処理までを含めたメタン発酵システムの開

発に取り組みました。新規事業分野では，有機 ELは

130 ppi（ピクセル/インチ）の精細度と高コントラス

トを実現しました。また，準量産設備の導入を行い実

用化を目指しています。太陽電池では業界最大級の金

属屋根一体型モジュールを開発しました。固体高分子

形燃料電池では発電効率や電池寿命の向上に取り組み，

着実に成果を上げています。

富士電機グループは，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，最大の満足を提供でき

るよう今後も全力で研鑽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。
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富士電機ホールディングス株式会社
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浄水場用膜 過システムは，富士電機のプ

ラントエンジニアリング技術と欧米で豊富な

実績を有するオランダ NORIT/X-FLOW社

の先進の膜 過技術を融合したシステムであ

る。本システムによりクリプトスポリジウム

をはじめ細菌や濁質を確実に除去し，清澄で

安全な水を提供することができる。主な特徴

は次のとおりである。

膜モジュールを水平設置することで，省

スペースが図れ，膜交換も容易である。

過・逆洗工程はもとより独自の逆洗方

法により，従来のオフライン薬品洗浄が不

要にでき，完全自動化が図れる。

膜 過水中の微粒子および濁度を連続測

定することで，膜の健全性と 過水の安全

性を常時監視できる。

（3）

（2）

（1）

浄水場用膜 過システム

台湾大手液晶工場向け
大規模クリーンルームシステム

液晶市場は近年，国際的（日本，韓国，台

湾）な競争により，設備投資の削減および立

上げのリードタイム短縮が必要となってきて

いる。富士電機はこのような要求を満たした

大規模クリーンルーム（50,000m2）を台湾の

大手液晶工場向けに納入した。主な特徴は次

のとおりである。

①気流シミュレーションにより，自動搬送

設備稼動状態における最適な FFU吹出し風

速や床形状などの仕様を確立した。②容易に

FFUの吹出し風速を可変にできる新型 DC

タイプ FFUを採用し，現地調整時間を短縮

した。③液晶の生産性向上に寄与するケミカ

ルフィルタを納入した。④配管，ダクトなど

の衝突を自動的に検出できる三次元 CADの

採用により，従来の人間によるチェック漏れ

をなくした。

ファンフィルタユニット（FFU）
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2003 年 4 月に DeWind 社と国内代理店契

約を締結し，富士電機製の系統連系設備に加

えて風力発電機の販売および風力発電プラン

ト一式の納入も事業範囲として展開可能に

なった。

2003 年 9 月 27 日，島根県企業局「隠岐大

峯山風力発電所」で運転開始式が行われた。

DeWind 社製 600 kW風車は，地元の小学生

により，1 号機が「風太（ふうた）」，2 号機

が「風花（ふうか）」，3 号機が「風丸（かぜ

まる）」と命名され，隠岐島全体のおよそ

15 ％にあたる約 1,500 世帯相当の電力量を供

給している。また，ランダムな風速変動に伴

う風力発電機の出力変動の影響を抑制するた

め，日本で初めて超高速フライホイール電力

安定化装置を併設し，電圧や周波数変動を規

定値以内で安定に制御している。

島根県企業局風力発電所

最適化エネルギーマネジメントシステム
「FeTOP」

「省エネルギー法」改正後の省エネルギー

目標を達成するためには，高効率のエネル

ギー機器への交換だけでなく，エネルギー設

備全体の最適化が必要である。富士電機はこ

の最適化を実現する FeTOPを開発・製品化

した。FeTOPは，数式化できない設備の運

用ルールなどを考慮できる最適化アルゴリズ

ムを実用化した業界初のエネルギーマネジメ

ントシステムである。これは工場やビルに電

気，熱，蒸気などを供給するエネルギープラ

ントにおいて，各種負荷の予測値をもとに，

目的に合った最適な運転計画を立案し運用す

ることで，エネルギーコストや CO2の削減

を実現する。さらに，エンジニアリング機能

により，エネルギーコストや CO2 排出量を

シミュレーションすることもできる。

富士時報 Vol.77 No.1 2004

機器特性設定 
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FeTOP エンジニアリングツール 

FeTOP 運用システム 

プラントモデル作成 

電力負荷設定 

負荷予測機能 

プラント制御量 プラント計測値 
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統計手法 
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7.2 kV，12.5 kA，600A 定格の真空遮断器

である「マルチ VCBシリーズ」について，

VCB 本体の小型化と補助接点数の増大を図

り，合わせて受配電盤の取付け機器削減と簡

素化を狙いとした新型「AUTO・V」を開発

した。新型 AUTO・Vの主な特徴は次のと

おりである。

小型・高性能なワイドレンジ CTを搭載

™広範囲な適用設備容量：170 ～ 4,400

kVA

™過電流耐量 12.5 kA，過電流定数 n＞ 20

™電流計測が可能（計測用の別置CT不要）

ディジタル形多機能リレー採用で機能充

実。計測機能および保護機能は以下となる。

計測：電流，電圧，電力，力率，周波数

保護：過電流，地絡，過電圧，不足電圧

ネットワークインタフェースを装備

VCBの状態監視や計測量の伝送が可能

（3）

（2）

（1）

新型高圧真空遮断器
「マルチVCBシリーズ」

グローバル対応ミニUPS
「GXシリーズ」

常時インバータ方式の UPSに匹敵する出

力性能で，しかも常時商用方式に近い変換効

率を実現した，新ミニ UPS「GXシリーズ」

を開発・製品化した。

容量系列は 700 VA，1,400 VA，3,000 VA

で自立タイプとラックタイプを用意している。

この新シリーズ UPSは“Dual conversion”

方式という新しい回路方式を採用し，高性能，

高効率を実現した。しかも，小型・軽量で，

700 VA，1,400 VAのラックタイプは高さ 1

U（44mm）と場所をとらない省スペース対

応となっている。2003 年 12 月にヨーロッパ

向け 230 Vシリーズを発売し，2004 年 4 月

から国内向け 100Vシリーズを順次発売する

予定である。
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「FRENIC-Ecoシリーズ」はファン・ポ

ンプ用途に必要な機能に特化して専用設計し

たインバータで，ファン・ポンプに使用され

る場合に，より使いやすく安価に提供できる

商品である。今回の開発では 5.5 ～ 75 kWま

で完了し，0.75 ～ 500 kWまで順次拡大を計

画している。また，準標準品として，直流リ

アクトルや EMCノイズフィルタを一体化し

たシリーズも計画中である。そのほかの主な

特徴は次のとおりである。

①商用運転切替え機能，② PID 制御機能，

③自動省エネルギー運転機能，④制御電源補

助入力端子，⑤長寿命ファン搭載，⑥電力量

モニタ。

また EC 指令，UL 規格対応などグローバ

ル化を図っており，海外市場での展開が大き

く期待できる。

ファン・ポンプ用インバータ
「FRENIC-Eco シリーズ」

車載用ディジタルトリミング型
圧力センサ

CMOSプロセスによる EPROMを用いた

ディジタルトリミング型圧力センサの量産を

開始した。圧力センサのチップ機能として，

①圧力をひずみ（抵抗値変化）に変換する

ゲージ，②高分解能・高信頼性 EPROM調

整回路，③高精度増幅回路，さらに車載用と

して要求レベルの高い，④ EMIフィルタ回

路，⑤サージ保護回路，⑥真空基準室などが

ある。これらすべての機能をワンチップに内

蔵させ，低コスト，高精度の絶対圧測定が可

能な圧力センサを実現している。このチップ

を標準パッケージに搭載した製品として，エ

ンジン吸気圧測定用スタンドアロンタイプと，

大気圧補正などに用いる基板実装型セルタイ

プがある。

富士時報 Vol.77 No.1 2004
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産業用サーボアンプなどの電力変換装置の

制御性向上を目的とした高周波化を背景に，

パワーモジュールのさらなる低損失化の要求

が高まっている。これらの要求に対して富士

電機は，IGBTにトレンチゲートおよび薄

ウェーハ技術の適用によりオン電圧の低減を

実現した。また，駆動回路の最適化と FWD

のソフトリカバリー化によりスイッチング損

失の低減と放射ノイズ抑制の両立を実現し，

既存品である R-IPM3に対してトータル損

失で 18 ％低減した U-IPMシリーズを開発

した。

™機種系列： 20 ～ 200A/600V

™VCE（sat）： 1.6V（代表値，25 ℃）

™パッケージ：既存R-IPM3 互換

（200 A 品は P611パッケージで系列開

発中）

インテリジェントパワーモジュール
「U-IPMシリーズ」

900 V系超高性能パワーMOSFET
「SuperFAP-Gシリーズ」

各種電子機器に搭載されるスイッチング電

源では，省資源・省エネルギーの観点から，

小型，高効率化などのニーズが非常に高く

なっている。この要求に対応するために従来

の 600 V 系に加え，今回 AC200 V 入力のス

イッチング電源用に新たに 700 ～ 900V 耐圧

の低損失・超高速パワー MOSFET「Super

FAP-Gシリーズ」の開発・系列化を行った。

SuperFAP-Gシリーズは，富士電機独自の

新技術の適用によりシリコンの理論限界に対

し 10 ％以内に迫る画期的な低オン抵抗を実

現し，また同時に高速化を図り，性能指数

（FOM＝ Ron × Qgd）も従来品に比べ約 4倍

に向上している。この SuperFAP-Gシリー

ズの適用により，従来比約 30 ％の低損失化

が実現可能となった。
0.1
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エスプレッソやカプチーノなどの飲料を，

フローズン飲料として販売できる自動販売機

を世界で初めて開発した。設置場所の拡大や

売上げ増など，市場の活性化ができる機材と

して高い評価を得ている。おいしい飲料を提

供するために，コーヒー抽出方式やフローズ

ン飲料の氷量安定化，トッピングの微量吐出

が重要な課題となり次のように解決した。

コーヒー抽出圧力を可変にしレギュラー

とエスプレッソ抽出を 1 台で可能とした。

氷定量センサの採用と，シュータに付着

した氷を湯で流すことにより氷量を安定化

させた。

小型新キャニスタの開発によりシナモン

など 0.1 g 程度の微量吐出が可能となった。

見栄えのよいプラスチック（透明）カッ

プやスプーン付きのストローを採用した。

（4）

（3）

（2）

（1）

フローズン飲料対応カップ自動販売機

コンビニエンスストア向け店舗システム
「エコロユニット」

郊外型コンビニエンスストア向けに開発し

た「エコロユニット」は，工場生産によるユ

ニットと，パネルを併用する建築工法を採用

した店舗システムである。新規店舗投資に関

する顧客ニーズを満たす次のような特徴を持

ち，すでに 50 店舗に導入されている。

店舗の工場生産と設備組込みにより，着

工から竣工（しゅんこう）までの工期を在

来工法の 1/3 ～ 1/4に短縮可能である。

効率的な工場生産，構造の最適化による

鋼材使用量の削減と上述の短工期により建

築コストを約 10 ％削減可能である。

現場工事に伴う廃材や騒音を大幅に削減

でき，将来，店舗そのものをリユースでき

るといった他の工法には見られない優れた

環境対応を実現している。

（3）

（2）

（1）
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近年，インバータは小型化，高効率化の要

求が高まっている。富士電機では，電源電圧

から任意の周波数と大きさの交流電圧に直接

変換するマトリックスコンバータを開発した。

この特徴は，①逆阻止 IGBT採用による高い

変換効率（回生コンバータ＋インバータ方式

に比べ損失 2/3 以下），②ダイレクト保護方

式による小型保護回路の実現，③仮想 AC-

DC-AC変換方式による高いモータ制御性能，

である。また，大型フィルタなしに入出力電

流高調波が抑制（入力電流ひずみ率 5％）で

き，高調波ガイドラインを満足するうえ，負

荷電力の回生も容易に行える。今回試作した

装置は盤のサイズを従来のシステムに比べ

1/2 以下にできた。今後はまず，エレベータ，

クレーンなどの垂直搬送用途に適用する計画

である。

マトリックスコンバータ

高精細度有機ELパネル

富士電機は色変換方式（CCM方式）でフ

ルカラー有機 ELディスプレイの開発を行っ

ている。CCM方式は他社採用のフルカラー

化方式と比較して，高精細・大面積の点で有

利であるといわれている。富士電機では，

2003 年，パッシブマトリックス駆動（PM駆

動）パネルの精細度を 75 ppiから 130 ppiま

で向上させ，CCM方式パネルの優位性を示

した。開発した技術は PM駆動有機 ELパネ

ルでは初めての多層配線技術である。精細度

の向上に伴い配線数が増加し，平面内に配置

するのが困難になる問題をこの技術開発によ

り解決した。高精細 PM駆動有機 ELパネル

の実現で，その応用範囲の拡大を目指してい

く。

（ppi：1インチあたりのピクセル数）
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富士電機は，出力 1kWの天然ガス改質方

式の固体高分子形燃料電池（PEFC）システ

ムにて，送電端発電効率 35 ％を達成した。

このシステムは，富士電機にとって二次試

作機となるもので，一次試作機と比較して次

の改良を施した。

™セルスタックの信頼性向上

™改質系機器一体化による高効率化

™システムの簡素化などによるコンパクト

化

™排熱利用温度の向上（60 ℃→ 75 ℃温水）

これらによって，二次試作機は，発電効率，

本体容積ともに商品機としての要求仕様をほ

ぼ満足し，世界最高レベルを達成した。

今後は，実用化に向けて 2004 年度までに

耐久試験を行うとともに，コストダウンに注

力する。

固体高分子形燃料電池発電装置

蒸気タービンロータの異種材料
溶接技術

蒸気タービンの高温・高圧部と低温・低圧

部のロータには，それぞれ使用条件に適した

機械的特性を有する材料が用いられている。

富士電機は，この両者のロータを溶接に

よって一体化する異種材料の深い溝の狭開先

溶接技術を開発した。実機サイズのロータを

試作し，多層溶接部の非破壊試験（超音波，

残留応力ほか），機械的特性試験（引張強度，

衝撃値ほか）など一連の検証試験を行い良好

な結果を得た。

材料には高温・高中圧ロータに 1 ％ Cr 鋼，

低温・低圧ロータに 3.5 ％ Ni 鋼を使用した

が，別材料の組合せも可能である。

今後は製品としての 1ケーシング再熱・非

再熱タービンへの適用を図る。

富士時報 Vol.77 No.1 2004

タービンロータの異種材料の狭開先溶接 
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2003 年 10 月 1 日に新生「富士電機システムズ株式会社」

としてスタートしましたが，これまでに多くの方々から激

励や期待の言葉をいただいています。純粋持株会社化に伴

う事業会社としての取組み，特にプラントやシステム分野

において新しいソリューションやサービスを，いかにしっ

かりした事業の柱として伸ばしていくかが注目されている

もの，と認識しています。

そこで私たちは，「水環境」「エネルギーソリューション」

「パワーエレクトロニクス」および「情報ソリューション」

を四つの柱として事業の中心におくとともに，従来の基盤

事業である発電や産業プラントをサービス化，IT 化して

より強い事業とすることに取り組んでいくこととしました。

これらを成功させるためには，自社の持つ強い技術・商品

力を活用しつつ，大学・研究機関やパートナー企業など外

部との連携も併せて戦略機種の整備とソリューション能力

の向上を図り，グローバルに高いポジションを取っていく

ことが不可欠です。一方，私たちが取り組むソリューショ

ンビジネスは総合力が勝負を決めますが，あくまでも個別

のコア技術や商品が強いことが前提です。すなわち，総合

的なエンジニアリングと，強い特徴ある機種や技術の組合

せでソリューションが成功することになるわけです。しか

しながら，従来の開発はややもすればテーマが広範囲にわ

たる，開発期間が長い，キャッチアップ型に成りがちなど

のきらいがありました。また，社員も「おらが商品」「市

場を席巻する商品」を開発，販売することよりも「どんな

商品でも対応できます」と百貨店的な対応を図ってきたこ

とが否定できず，それにより個々の商品では専業メーカー

に負けつつあったものと考えます。

こうしたことを踏まえ，2003 年度からの中期計画にお

いて全社共通の戦略機種とセグメントごとの特徴ある戦略

機種を設定し，その開発に経営資源を集中してきています。

具体的には，研究開発中期計画の中で最終目標を R ＆ D

の対売上高比率を 5 ％，新製品の対売上高比率を 30 ％と

おいて，先駆的技術と分野をブレイクスルーできる新商品

を事業の柱としていきたいと考えています。もちろん，並

行して開発効率の向上，スピードアップを図ることが必要

であり，そのために外部との共同研究や事業展開に合わせ

た協業も視野に入れていきます。

開発の重要テーマの例をあげますと，「情報ソリュー

ション」の柱であるMES（生産管理システム），計測では

目指すべき商品はMESと PAS（プロセスオートメーショ

ン）およびセンサ（工業計器）を統合したシステムです。

主なコンポーネント技術は，センシング，コントロール，

ネットワークおよび情報管理システムから構成されます。

この分野では，ドイツ・シーメンス社と相互の強い技術を

活用し，さらに共同開発，製造分担を行うことでスピー

ディに成果を出し，グローバルなシェア拡大を図っていき

ます。

環境分野では「水環境ビジネス」に取り組む「水環境

メーカー」となるべく，従来から重点的に行っているオゾ

ン高度処理技術の開発の加速推進を図るとともに，新たに

水道や産業向けの膜処理プラントの開発をスタートさせま

したが，ここでは特に国内外の大学や企業と連携した開発

に力を入れています。将来的には環境ホルモン問題解決の

ためのバイオアッセイ（基礎研究の段階）などのセンシン

グ技術と，膜やオゾンの処理技術，さらには情報処理技術

を加えて，地球上の「水循環」をマネジメントできる企業

を目指します。

パワーエレクトロニクス分野はパワー半導体（コンポー

ネント）を開発してきた DNAに加え，最先端制御技術を

ベースに開発された交通車両向け駆動機器「新幹線のぞみ

用電源」やコンピュータ用安定化電源装置「UPS」，さら

に産業用大型整流設備「Sフォーマ」など，自主技術で特

色ある商品を生み出してきています。この分野では省エネ

ルギーや効率化をさらに追求した商品を生み出していきた

い，と考えています。

ほかにも，エネルギーマネジメントや新エネルギーを含

めた発電分野などで特色ある商品の具現化を図ります。

最後になりましたが，私たちは全社一丸となって「顧客

が望む新しい商品開発」に邁進してまいりますが，多岐に

わたる取組みでもあり，関係各位のご支援・ご協力をお願

いいたします。

全員で新しい商品作り

伊藤　晴夫（いとう　はるお）

富士電機システムズ株式会社
取締役社長
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展　望

行政情報ソリューション

企業情報ソリューション

情報サービス

制御コンポーネント

計測コンポーネント

エネルギーソリューション

放射線機器・システム

行政情報ソリューション分野では，2001 年から始まっ

た電子自治体の構築がシステムの共同利用による電子自治

体の構築へと新しい局面への展開を背景に，豊富な納入実

績を持つ電子自治体向け「e 自治体 文書管理システム」

を共同利用型へ機能拡張，さらに文書管理システムと密接

に連携する電子申請システムにおいても共同利用が可能な

システムを開発し，申請業務から文書管理業務まで一貫し

て業務処理が行えるシステムを実現している。今後は，支

援業務も含め共同利用化による電子自治体の実現に貢献し

ていく。

企業情報ソリューション分野では，競争優位に立つため

の高付加価値商品の短期開発，量産体制の早期構築，市場

変化に柔軟に対応できる生産調整などの新たな企業情報ソ

リューションが求められている。富士電機では，経営との

垂直統合により現場情報の「見える化」を図る製造実行シ

ステム（MES）と食品トレーサビリティ，環境に優しく

コストを低減するためのエネルギー最適運用システム，企

業情報環境を活性化するワークフロー「ExchangeUSE」，

新しい農業情報システムなどを提供している。

ソリューションコンポーネントでは，設計工程リードタ

イムの短縮と原価低減実現のために設計情報の可視化を行

う PLeM（Product Lifecycle e Management）ソリュー

ション，「現場の見える化」を実現する B to M（Business

to Machine）ソリューションを提供している。

情報サービス分野では，セキュリティソリューションと

しては内部漏洩（ろうえい）対策として端末からの情報持

ち出しの制限機能とリスク分析～チューニングサービスを，

サービスビジネス向けにはお客様のシステムを 365 日 24

時間で運営サービスするマネージサービスソリューション，

コールセンターをアウトソーシング運営するコールセン

ターラボソリューションを提供している。

制御コンポーネント分野では，設備投資需要の低迷によ

る安価な製品への要求を背景に，機器コストダウンおよび

エンジニアリングコスト低減のため，実績ある制御ノウハ

ウのパッケージ化に取り組んだ。制御装置としてはコスト

を抑制しつつ，高信頼な PLCベースのハイブリッド制御

システム「Jupiter」，低価格かつオープンな Ethernet 接

続を実現したフィールドコントロールユニット「FCU-40」

などを製品化した。

計測コンポーネント分野では，生産現場が情報ネット

ワーク化しつつある。計測機器にも多様なフィールドバス

への対応とフィールド情報端末としてのインテリジェント

化が求められ，この要求に対応した本質安全防爆仕様の圧

力発信器を開発した。また，設備投資抑制に伴う既存設備

の維持管理のニーズに応えるためフィールドWebアダプ

タを開発し，Web 経由でどこからでも遠隔監視できる環

境を提供している。

エネルギーソリューション分野では，新・省エネルギー

技術と実績のある系統制御技術，配電自動化技術，計量技

術，系統解析技術，パワーエレクトロニクス技術などとの

融合によるトータルエネルギーマネジメントビジネスを積

極的に展開している。新エネルギーの分野では，ドイツ・

Dewind 社との提携による風力発電における EPC（Engi-

neering Procurement Construction）事業の本格的展開，

燃料電池発電や太陽光発電，マイクロ水力発電などの普及

拡大を推進している。また，新エネルギーおよび分散電源

の導入促進を目指す国家プロジェクトへの参画や，省エネ

ルギー対策として期待の大きい ESCO 事業，省エネル

ギー提案などを展開し，お客様に地球環境問題への対応，

エネルギーコストの低減，エネルギークオリティ（電力品

質）の確保というトータルソリューションの提供を推進し

ている。

放射線機器・システム分野では，核燃料再処理施設や大

強度陽子加速施設建設が進行し，これらの施設向け放射線

管理設備として中性子計測や加速器独自のバースト状放射

線計測の機能を持ったエリアプロセスモニタが開発され，

高速データ収集システムが導入されていく。個人線量管理

では，電子式線量計への置換えが進行し，γ線線量計では

なく，多線種測定線量計の導入や無線通信によるデータ収

集の採用が増えていく。医療分野では，医療用 PET施設

の建設が進み，比較的高エネルギーγ線計測に適合した放

射線管理設備の導入が進行していく。
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富士電機では，豊富な納入実績を持つ電子自治体向け文

書管理システム「e 自治体 文書管理システム」を共同利

用型へ機能拡張した。

自治体は，共同利用化により文書管理システムの導入コ

スト削減と文書事務の電子化への素早い対応を実現するこ

とができる。

本システムの特徴は次のとおりである。

多くの導入実績に基づいた業務ノウハウにより，実業

務にマッチした非常に使いやすいシステム

自治体の文書管理の電子化に合わせて，順次機能アッ

プが可能な導入方式

行政文書の全ライフサイクルサポート（3）

（2）

（1）
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e-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 電子申請システム

e自治体 庶務事務システム

… … … 

共同利用型・文書管理システム構成イメージ 

IDC（データセンター） 

共同利用型文書管理システム 

ファイアウォール 

LGWAN-ASP接続装置 

県NOC

LGWAN接続装置 

ファイアウォール 

庁内LAN

【A市】 

LGWAN

LGWAN接続装置 

ファイアウォール 

庁内LAN

【B町】 

LGWAN接続装置 

ファイアウォール 

庁内LAN

【N村】 

NOC：Network Operation Centers

図１　電子自治体における文書管理システム

富士電機では，電子自治体に対応した電子申請システム

「e 自治体 電子申請システム」を開発した。

本システムは，住民・企業からの申請・届出をオンライ

ン化（電子化）するシステムで，自治体における行政サー

ビスの向上を実現する。さらに，「e 自治体 文書管理シス

テム」とのシームレスな連携を実現し，申請・届出の手続

き業務から文書管理業務がスムーズに処理でき，行政事務

の迅速化，効率化も同時に実現できる。

また，本システムは電子自治体における共同利用化に対

応し，県および市町村での共同利用による自治体のシステ

ム導入および運用コストの削減を実現する。

企業・住民 

受付機能 

電子申請システム 

申請書の入手 
申請様式準備機能 

到達機能 

形式チェック 
納付情報処理 
振り分け 
到達通知 

問合せ機能 

公文書取得機能 

申請・届出の 
処理状況の応答 

申請様式の提供 

到達通知受領 

申請書 
作成・提出 

処理状況確認 

公文書受領 

審査機能 

申請様式登録機能 

審査支援機能 

申請書表示 
職権訂正 
補正指示 
署名検証 
結果通知登録 

公文書管理機能 

申請様式の 
登録・管理 

自治体 

文書管理 
システム 審査 

受付 

収受 

申請書様式の 
登録 

公文書作成 
起案 

決裁 

施行 

図２　電子自治体における電子申請システム

富士電機では，電子自治体に対応した庶務事務システム

「e 自治体 庶務事務システム」を開発し，電子自治体を先

導している複数の県に納入し，実績を積み重ねている。

庶務事務システムは，庁内における各種申請書を電子化

し，庁内における勤務時間や出張旅費の管理，集計ミスの

防止，庶務事務の負担軽減，間接業務の効率化を実現する。

また，同時にペーパーレスの推進にも寄与する。

機能としては，勤怠管理システム，旅費管理システム，

庁内申請システムが含まれる。また，全職員がシステムを

どこからでも容易に利用でき，システムの拡張にも柔軟に

対応できるようWeb 技術を基本としたシステムで，電子

自治体の電子決裁基盤などと連携し，文書管理システムな

どと決裁業務の統合化が実現できる。

承認 

時間外勤務命令書 
休暇申請の確認作業の低減 

確実な検収業務 

電子決裁で確実な 
決裁 

時間外勤務申請 

休暇申請 

○○銀行 

給与 
振込み 

給与 
システム 

上司決裁者 管理部門 

勤務集計 

起票者 

勤務管理システム 

図３　電子自治体における庶務事務システム
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製造業の企業において，在庫削減（キャッシュフロー

改善）とリードタイム短縮（顧客満足度向上）は，永遠の

テーマであり，かつ，相反する課題である。この課題を同

時に解決する手段の一つとして，生産管理を中心とした E

RPの導入がある。富士電機は，これまで，センサ類，プ

ログラマブルコントローラ機器および製造管理システム

（MES）において，製造業の生産合理化に貢献している。

これに加え，これらのソリューションを顧客へ提供する中

で培ってきた経験と，自身が製造業であることで修得した

ノウハウを基に，ERPを短期間で，かつ，低価格で提供

している。富士電機は従来の製品群に合わせ，ERPソ

リューションを組み合わせることにより，現場から経営ま

での垂直統合を実現し，在庫削減とリードタイム短縮を同

時に実現できるようにしている。
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e-ソリューション

企業情報ソリューション

短期間・低価格でのERPソリューション

Fe-MESソリューション

IDタグ適用によるトレーサビリティの実現

《富士電機の導入手法》 

BPRとシステム構築の 
トータルサポート 

（シームレスな導入を実現） 

Baani

プロトタイピング型 

《通常の導入手法》 

ERPプロジェクト 
だけのサポート 

（BPRとシステム構築が分離） 

ウォーターフォール型 

ユーザー一貫参加型 
ベンダー主導， 
ユーザー一部参加型 

安価 短期 発展性 

VS

VS

VS

図４　短期間・低価格でのERP構築

最近の製造業を取り巻く環境は厳しさを増し，顧客ニー

ズの多様化，製品ライフサイクルの短命化，安全への意識

の高まりから，フレキシブル・高効率でトレーサビリティ

を確保できる生産システムが求められている。

富士電機では，経営判断を決定する ERPと物を作る機

器・設備との間で管理・制御を行い，リアルタイムなアク

ションと製造情報の一元管理で全体最適・トレーサビリ

ティ確保を実現する MESソリューションを「Fe-MES」

として製品化している。Fe-MESは次の特徴を持つ。

設備・機器，品質検査，操業者などに関する作業指

示・操業実績を一括してリアルタイムに管理し，全体最

適を実現

製造現場で発生する情報をシームレスに統合化し，ト

レーサビリティの確保と実績分析による操業改善を実現

（2）

（1）

垂
直
統
合
 

共
通
基
盤
 

経営管理 基幹システム（SCM/ERP） 

MES

製造 
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機器・設備 
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製造計画 

出荷管理 

製造設備 

在庫管理 

作業指示 

設備制御 

品質管理 

マテハン設備 LONWORKS

実績分析 

実績収集 

物流制御 

PLC DCS

ライン 
監視制御 

ライン 
運転支援 

ライン 
最適制御 

製造ワークフロー 
™製造指図展開 
™作業計画 
™工程管理 
™製造マスター管理 
™エンジニアリング 
　ツール 

経験とノウハウ 
に基づく業種別 
テンプレート 

製造ワーク 
フローによるフ 
レキシブル・高 
効率な製造計画 
の実現 

Webベース情報 
共有基盤による 
製造現場の可視 
化 

図５　Fe-MESの概要

食品製造業において，安全履歴（自社製造工程における

製造記録）は言うまでもなく，生産履歴（仕入品の生産過

程における記録）を正確に把握することが，消費者から信

頼を得るための必要条件となっている。安全履歴は富士電

機が十数年間商品としている「製造管理システム」でデー

タ収集が可能であるが，生産履歴は，一次業者はもとより，

二次・三次といった生産過程においてどのような過程を経

ているかを把握する必要がある。そこで，「かご車」や

「パレット」といった循環物に IDタグを付帯して，情報

と現物を一緒に搬送させて情報連携を実現する技術が必要

となってくる。食品製造業は，消費者に対して商品安全性

をアピールすることが命題となっており，トレーサビリ

ティにおける「IDタグ」の役割は大きい。

　 　 

　 

　 

　 

　 

〈生産 
　段階〉 

™品種 
™生産者情報 
™収穫日時 
™栽培方法 
™出荷時刻 
　など 

生産情報 

〈加工 
　段階〉 

〈流通 
　段階〉 

™温湿度 
™運送時間 
™会社名 
　など 

流通情報 

〈販売 
　段階〉 

〈消費 
　段階〉 

™納入日時 
™販売店名 
™価格 
　など 

販売情報 

履歴情報遡及（そきゅう）可能性（トレーサビリティ） 

家庭などから生産・加工・流通段階の情報を遡及して検索 

食品の流れとIT化などによる情報の蓄積 

出典：農林水産省作成資料 

™納入日時 
™受入責任者 
™品名 
™製造日 
™賞味期限 
™原材料 
　など 

加工情報 

図６　生産段階からのトレーサビリティ概念図

関連論文：富士時報 2003.5 p.266-276
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「ExchangeUSE」は，富士電機が開発したワークフ

ローシステムである。昨今のワークフローニーズの多様化

に伴い，大規模 ERPパッケージを導入しているユーザー

をターゲットとした，USEプロフェッショナルの開発を

行った。USEプロフェッショナルでは，従来の旅費・経

費・勤怠といった業務だけでなく，ERPパッケージのさ

まざまな機能の中にワークフロー機能を付け加えることが

できる。この USEプロフェッショナルを導入することに

より，既存の基幹システムに手を加えることなく，システ

ムの利用者（エンプロイヤー）に対するユーザビリティを

向上させ，散乱した基幹システム内の情報を有機的に結合

させることが可能となる。現在，このパッケージは，社外

向けの販売だけでなく，社内の他業務パッケージと連携さ

せる検討も進めている。
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ExchangeUSEプロフェッショナル for .NET

営農指導支援システム

PLeMソリューション「提案事例をベースとしたソリューション提案」
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サブシステム 
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参照 
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セキュリティ 

ユーザー管理の一元化 基幹システムの統合 
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ユーザー管理 認証システム 
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各種申請 

組織構成 
マスタ 

Active Directory

仮想DB

担当情報 

顧客データベース1
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システム1

サポート受付 
システム2

与信管理 

マーケティング 

販売管理 

セキュリティ 

図７　ExchangeUSEPro の全体図

現在，農業分野において「農産物の品質向上」と「品質

保証」は生き残りのために至上命題といえる。

その二つの命題に対するソリューションへの要請は高く，

その要請を実現する形で本システムは誕生した。現在，そ

の要請は発信元である農業協同組合（JA）へ全国初の仕

組みとして納入している。主要な特徴は次のとおりである。

農産物の栽培段階から集出荷場まで各段階における品

質に関するデータを，生産者の圃場（ほじょう）（畑）

単位で収集し，データベースにて一元管理することによ

る「トレーサビリティ」の実現

収集したデータを生産傾向データなどに加工し，比

較・分析することで，次年度の栽培計画への活用を可能

とした「営農指導の強化」の実現

（2）

（1）

JAから見た 集出荷施設 

出荷 

試験機関 

生産準備 

分析 

入力情報 

出力情報 

等階級データ 
（品質） 

栽培データ 

生産 生産開始 

土壌分析 

分析・指導計画 

作付け指導 

栽培技術指導 

分析 

データ 
ベース 

図８　営農指導支援システムイメージ

本提案は，「設計情報の一元化」をキーワードとした

PLeMソリューションの中の「図面管理ソリューション」

である。関連部門間で各種設計情報が共有できていないた

め，情報の有効活用とタイムリーな情報収集検索ができな

いという問題を抱えている顧客に有効である。

これにより，設計変更や製品終息情報などの各重要設計

情報の確実な伝達，各情報の有効活用の実現および必要情

報の検索時間削減を目指すことができ，関連部門間の情報

共有，社内業務のスピードアップ，ロスコストの撲滅の実

現に寄与する。

本提案にあたっては，企画・開発・運用の各プロセスを

サポートするソリューションサービス「VisionF-PLeM」

を適用している。
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™手配品確認 
™組立工製品チェックなど 

™仕掛情報による 
　生産準備など 

™類似製品の流用設計 
™関連部品情報の検索 
™設計変更通知など 

™カタログ情報の検索 
™製品仕様書入手など 

™設計変更受領 
™EOL情報など 

™メンテナンス 
　マニュアル入手 
™顧客情報通知など 

◇セキュリティ 

◇掲示板 
◇情報発信 

◇データ登録 
◇データ更新 

◇情報参照 
◇情報検索 ◇情報展開 

e-OpenPDM 
データベース 

図９　e-OpenPDMを活用した図面管理ソリューションの適用

関連論文：富士時報 2003.5 p.294-297
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現場環境は，さまざまな機器・設備・機械や IT 機器が

設置されている。しかも広域に点在していることもある。

例えば，データセンターでは，サーバなどの情報機器以外

に空調・電源設備などを常時監視・統合管理したい，障害

発生時に異常を早期発見・迅速対処したい，セキュリティ

管理を強化したいという課題があった。

「B to Mソリューション」はこれらの課題解決を支援

するためのソリューションである。本ソリューションによ

り現場の見える化（オール IP 化）が実現でき，現場シス

テムから基幹業務システムまでマルチベンダーで構成され

たハードウェアに関する情報を国内のみでなく，ワールド

ワイドで統合管理するシステム構築が可能になる。
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e-ソリューション

企業情報ソリューション

B to Mソリューション「『現場の見える化』支援ソリューション」

システムセキュリティ「Barrier シリーズによるセキュリティ強化」

サポートセンター/コンタクトセンター 

技術者 ヘルプデスク 保守員 

情報集約・配信 ナレッジDB ユビキタス化 

InfoTerrace

電源 情報機器 

ネットワーク 

ネットワーク情報 
™稼動情報 
™性能情報 
™資源情報 

設備情報 
™稼動情報 
™計測値 
™画像情報 

現場 

監視システム 設備・機械 

図１０　サポートセンター/コンタクトセンター

情報サービス

サービス＆サポート「富士電機のマネジメントサービス」

お客様 マネジメントサービス 

システム監視サーバ 

障害自動通知 システム監視 

障害 

トラブル復旧支援 
（リモート調査） 

電話による問合せ 

障害サーバ調査 

システム管理者 

™システム復旧対処の代行 
™障害サーバへの修正適用 
™定期訪問・定例会 

CE出動 

監視サービス 
トラブル復旧支援 

オンサイト 
オプション 

統合監視サーバ 

監視要員 

マネジメントSE 
（お客様専任） 

LCMセンター 

サーバ・ネットワーク 
の稼動監視 

全体統制 
トラブルの一次切分け 
リモート調査 
ディスパッチ 

トラブル調査，復旧支援 

連携 

オンサイト 
SE

製品サポート 

別途契約が必要 

専用回線 
INS回線 

インターネット 

図１１　富士電機のマネジメントサービス体系

近年，インターネットの普及に伴い，社外からの不法侵

入・攻撃に対してファイアウォール設置，ウイルス防止ソ

フトウェアの導入などの対策の整備が始まったが，いまだ

に内部からのセキュリティ対策は問題意識が低く，多くの

企業で対策が実施されていないのが現状である。これらを

放置することにより内部者による企業情報漏洩（ろうえい），

資産の私的利用が市場からの信用低下などにつながり，企

業に大きなダメージを与えることになる。富士電機では従

来からこの問題に着目し，「InfoBarrier」を使った端末上

の情報漏洩問題対策に取り組んできており，セキュリティ

の脆弱（ぜいじゃく）性を診断するリスク分析から，運用

中の問題に対するチューニングサービスまでの，「分析か

ら運用保守まで一貫したソリューション」を提供している。

図１２　製品の化粧箱

富士電機のマネジメントサービスは，システムの IT 運

用のエキスパートであるマネジメントサービス SE（主治

医）が，運用負荷の軽減とシステムの稼動率の向上を図る

ソリューションサービスである。

お客様のシステム環境を把握したマネジメント SEが

お客様窓口を一本化し，関連他部門の統制を行う。

24 時間 365 日いつでも万全の体制でサポートする。

インターネットを使ってハードウェア/OS，ミドル

ウェアからアプリケーションまでシステム監視・通報す

る。

障害発生時は，トラブル受付と切り分け，リモート調

査により，早期究明・対処のための復旧支援を行う。

システムのリソース監視でトラブルを未然防止する。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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CRMソリューションの中核となるコンタクトセンター

構築では，お客様の導入決定における障壁として，①構築

ノウハウがなく最適なシステム要件定義が困難である，②

経験者が少なく業務フローが設計できない，③社内では適

正な人材がいない，④ナレッジの蓄積，整備がない，⑤初

期投資を極力抑えたい，といった課題があげられる。コー

ルセンターラボサービスは，企業のコンタクトセンターを

半年から 1 年間預かり，高品質なオペレーションサービス

の運用や業務アプリケーションの最適化を図って，企業の

インハウスコンタクトセンターにハードウェア・ソフト

ウェア・ナレッジを統合した成功モデルを移植するための

コンサルテーションサービスである。
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情報サービス

CRMサービスソリューション「コールセンターラボサービス」

ハイブリッド制御システム「Jupiter」

運用モデル最適化 

™完成された運用システム 
™運用期間の蓄積データ 
™運用マニュアル 

スタートアップ 
コンサルティング 

ノウハウ移植 

インハウス 
コールセンター 

コールセンター 
ラボ 

ナレッジおよび 
QAコンテンツ構築 

要員教育 
QJT実施 

運用と 
コンサルティング 

運用マニュアル 
作成 

運用環境の設定 

運用モデル最適化 

0.5～1年間 

コールセンターラボサービス概要 

図１３　コールセンターラボサービス

富士電機が豊富にノウハウを有する水処理，産業，計測

の分野を対象とし，エンジニアリングおよび設計・製作・

試験・現地調整業務において品質を確保するとともに作業

効率を大幅に改善する。

エンジニアリング革命ツール「HEART」を使用してお

り，OAソフトウェアで仕様書を作成すると制御ソフト

ウェアを自動的に生成する。したがって，コントローラの

機種に依存せずに制御ノウハウを残せる。仕様伺書の記入

（または仕様書の選択）だけで製作が完了し，デバッグは

不要である。複数のパッケージと，さらには個別に作成し

たソフトウェアと組み合わせて使用できるので適応性が高

い。また，パッケージの管理機能によりトレーサビリティ

を確保しているので版数管理や水平展開が容易である。

制御コンポーネント

プロセス制御ノウハウのパッケージ化

ノウハウ 
活用 

ノウハウ 
蓄積 

設計者 

専用サーバ 

パッケージ 
仕様 

利用登録 パッケージ 
ソフトウェア 

仕様 総合テスト 
（アプリケーション） 製作 デバッグ 

（パッケージ） 

プログラマブル 
コントローラ 

コントローラ 制御ソフトウェア 

制御パッケージ 

ちらし 
取扱説明書 
仕様書 

実機用ソフトウェア 
HEART SOURSE

台数制御 
引抜制御 
燃焼制御 
水位制御 
・ 
・ 
・ 熟練者 

図１４　プロセス制御ノウハウのパッケージ化

富士電機の得意とするプラント制御システムの適応範囲

を FA分野での信頼性の要求されるシステムへ拡大し，か

つプロセス分野での低コストニーズへの対応のため，プロ

グラマブルコントローラ「MICREX-SX」ベースの高信頼

性二重化システムを製品化した。主な特徴は次のとおりで

ある。

パソコンベースの監視装置との接続をサポートし，制

御 LANは，FL-Net 準拠 LANによる回線二重化を可

能にした。

二重化対応 CPUによるコントローラ二重化，オープ

ン PIOサポートによる I/O 二重化を実現した。

計器演算処理の搭載など，DCSと同等の制御を可能

にした。

（3）

（2）

（1）

図１５　ハイブリッド制御システム「Jupiter」

関連論文：富士時報 2003.9 p.527-531



富士時報 Vol.77 No.1 2004

LONWORKS 対応パワーサテライトは LONWORKSネッ

トワーク対応の多用途複合計測端末（Power SATE

LITE：パワーサテライト）でオープンな環境でエネル

ギーやセンサ量計測を可能とするものである。主な特徴は

次のとおりである。

1 台で電力計測も可能なフレキシブル I/O（6 点）を

装備しており，端子ごとに入力の割付けが可能

LONWORKSネットワーク（TP/FT-10F）対応。各

入力端子に対応した機能ブロック（FB）を設定し多用

化を実現。LONMARK適合認定取得予定

Echelon 製 LNS（ネットワークサービスソフトウェ

ア）上で動作する設定ツール（プラグイン）を標準提供

ソフトウェアおよびファームウェアのダウンロードを

サポート

（4）

（3）

（2）

（1）

19

e-ソリューション

制御コンポーネント

LONWORKS対応パワーサテライト

フィールドコントロールユニット「FCU-40」

Java 応用監視制御システム「Web-FAINS」

図１６　LONWORKS対応パワーサテライト

フィールドコントロールユニット FCU-40は，低圧コ

ントロールセンタの運転に伴う，シーケンス制御，保護，

監視制御，伝送の機能を持つコントローラである。

主な特徴は次のとおりである。

非可逆，可逆，スターデルタ回路などの標準シーケン

スを搭載し，簡単な設定で回路選択が可能

上位コントローラ，下位リモート I/Oとの通信バス

をオープンな LANである Ethernetとし，リアルタイ

ム通信を可能とするプロトコル EPAPを採用

伝送機能，RASの充実により，プラント監視制御を

含めた大規模システムから，設備単位のコントロールセ

ンタなどの小規模システムまで幅広く適用可能

（3）

（2）

（1）

FCU-40 

PE/Pリンク 

コントロールセンター 

Ethernet（10BASE-2） 

EPAPマスタ 
（リモートI/O接続） 

＋ 
EPAPスレーブ 

（上位コントローラ接続） 

上位コントローラ 
（ACS-2000） 

中位コントローラ 
（ACS-1000） 
EPAPマスタ 
EPAP最大2回線 

（29スレーブ/回線） 

光ファイバケーブル 

EPAPスレーブ 
IPU-Ⅱ（ねじ端子台タイプ） 
ディジタルI/O，アナログI/O

光リピータ 

図１７　フィールドコントロールユニット「FCU-40」

上下水道用監視制御システム「FAINS」を進化させた

「Web-FAINS」を開発・納入した。システムの特徴は次

のとおりである。

オープン技術の採用

監視制御パッケージソフトウェアのプラットホームに

Javaを採用し，ハードウェアや OSに依存しないシステ

ムを実現した。また，HMIにはWeb 技術を採用したこと

により，ネットワークを利用し監視操作場所を自由に選択

でき，遠方監視制御にも容易に対応できる。

フレキシビリティ

自由にハードウェア，OSが選択できるため，設備の規

模，運用形態に応じて柔軟なシステム構成が可能となり，

コストパフォーマンスに優れている。

（2）

（1）

図１８　Web-FAINS納入事例
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μTAS（Micro Total Analysis System）は微細な流路

や反応槽などをチップ（小型基板）上に形成して実現する

分析用装置である。分析時間の飛躍的な短縮を可能とし，

臨床医学，環境分析などでの適用が期待されている。富士

電機では大学などと共同で，μTASの実用化研究に取り

組んでいる。

写真はシリコン基板とガラスで形成した，ダイオキシン

検出用のμTASの試作品である。写真左は試薬供給チッ

プで，微細流路と超小型の圧電ポンプにより試薬の送液機

構を形成している。写真右は試薬と試料を混合・反応させ

てダイオキシンを検出するチップである。これにより，従

来の分析装置と比較して，装置サイズ，検出時間ともに数

分の 1と，画期的な性能向上が可能となる。
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計測コンポーネント

μTAS（マイクロタス）の実用化研究

生菌迅速検査装置

フィールドWebアダプタ

図１９　ダイオキシン検出用のμTASの試作品

食品業界などにおいて，微生物検査は安全性・品質の確

保のために非常に重要である。これまで微生物検査として

一般的に用いられている培養法では結果が判明するまでに

24 時間程度要するため，より迅速な手法が望まれている。

富士電機ではこの要望に応えるため，生菌迅速検査装置

（スマートバクテリアカウンタ）を開発した。この装置で

は培養が不要で，約 15 分での計数を実現する。粘着シー

トと呼ばれる専用のシートで菌を捕集し，生菌が持つ酵素

に反応する試薬を与えて菌を蛍光染色した後，本装置にか

ける。本装置の高性能 CCDが粘着シート面の生菌を光点

としてカウントすることで計数結果を得る。本装置は微生

物によるリスクの管理や，意図的に培養している菌の計

数・制御に貢献するコンポーネントである。

図２０　生菌迅速検査装置

フィールドWebアダプタ「plusFSITE」（プラスエフサ

イト）はドライブ装置（FRENICシリーズなど），コント

ローラなどのフィールド機器を簡単に，安全に，どこから

でも監視することを可能とするコンポーネントである。遠

隔監視によりフィールド機器の維持管理作業・費用の低減

に貢献する。plusFSITEは小型・薄型・計量で取付け場

所を選ばず，新規の設備だけでなく，既存の設備にも容易

に適用可能となっている。

主な機能は次のとおりである。

シリアル通信－ LAN（Ethernet）変換機能

Webサーバ機能・ホームページ搭載機能

メール発信機能

セキュリティ機能（ID，パスワード）（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　フィールドWebアダプタ「plusFSITE」



富士時報 Vol.77 No.1 2004

5 成分同時測定赤外線ガス分析計（ZKJ3）は，富士電

機の赤外線ガス分析計技術により高感度化，高安定性を実

現するとともに現場でのお客様の使いやすさを向上させた。

煙道の公害監視，プラント制御監視用の連続測定のほか，

燃料電池，バイオプラントの発生ガス管理など開発試験用

の分析計として最適である。主な特徴は次のとおりである。

測定対象ガス成分：NO，SO2，CO，CO2，CH4，O2

CO，NO，SO2 測定可能レンジを 100 ppmから 50

ppmに高感度化し低濃度測定に対応

同様に 200 ppm以上の測定レンジにてゼロ点ドリフ

トを 2 ％ FS/週から 1 ％ FS/週に向上させ高い安定

性を確保

測定可能レンジ比（最大 20 倍）の範囲でレンジ変更

が可能

（4）

＋－＋－

（3）

（2）

（1）
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計測コンポーネント

5成分同時測定赤外線ガス分析計

熱伝導ガス分析計

超音波流速計（開水路流量計用）

図２２　ガス分析計（ZKJ）

新型の熱伝導ガス分析計（ZAF3）は，ガスの種類によ

り熱伝導率が異なる性質を利用して，混合ガス中の特定成

分（H2，He，Arなど）を測定する。マイクロプロセッサ

の搭載，大型液晶画面の採用により，操作性の向上，高精

度・多機能化を図っており，工業プロセスの管理，制御を

行うのに最適な分析計となっており，次の特徴を有する。

内部演算により測定値出力信号のリニアライズが可能

外部入力信号により，干渉影響の補正演算が可能で，

干渉影響を除去した精度の高い測定信号を出力

自動校正機能を備えており，メンテナンスフリーの安

定した測定が可能

（3）

（2）

（1）

図２３　熱伝導ガス分析計

超音波流速計は，超音波レベル計，演算器と組み合わせ

ることにより，開きょや暗きょの自由水面を持つ開水路の

流量測定に使用できる開水路用の流速計である。上流側と

下流側から斜めに超音波パルスを伝播（でんぱ）させ，流

れにより生じる伝播時間差により伝播経路上の平均速度を

測定する。

新型変換器は受信信号を丸ごと A-D変換し加算する処

理（アドバンスト ABM）の採用により，従来機種に比べ

10 倍の耐気泡性を持っており，適用範囲が広くなった。1

測線と 2 測線の 2 種類が用意されており，水深および水路

幅方向の流速分布を考慮した平均流速を測定できる。2 測

線の場合は，それぞれの平均流速を同時に測定する方式

（同時 2測線方式）を採用し，時間的に流速分布が変化す

る用途にも安定した計測が可能である。

水位・流速検出部 

変換器 

図２４　変換器（型式： FLH）と検出器（型式： FLX）
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2001 年に発売した 4 ～ 20mAにディジタル信号を重畳

可能な FCX-AⅡシリーズ発信器は， 0.1 ％の高精度や充

実した通信機能などの特徴から，多くのユーザーで使用さ

れている。

この FCX-AⅡシリーズ発信器に，ファンデーション

フィールドバスに対応したディジタル出力信号を有し，

フィールドバスの本質安全防爆である FISCO（Fieldbus

Intrinsic Safety Concept）仕様に対応した（本質安全防爆

申請中）フィールドバス発信器を開発し，新モデルとして

追加した。主な特徴は次のとおりである。

高精度（ 0.1 ％）

インテリジェント機能

耐圧防爆，本質安全防爆（FISCO仕様）（申請中）（3）

（2）

＋－（1）

＋－
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計測コンポーネント

電気フィールドバス仕様「FCX-AⅡシリーズ」発信器

「PXRシリーズ」温度調節計

ペーパーレスレコーダ

図２５　電気フィールドバス仕様「FCX-AⅡシリーズ」発信器

図２６　「PXRシリーズ」温度調節計

図２７　ペーパーレスレコーダ

PXR5（48 × 96mmサイズ），PXR9（96 × 96mmサイ

ズ）を追加するとともに機能改良を行い，新しい PXRシ

リーズを完成した。より大きく，よりコンパクトに，より

多機能に，をコンセプトに多様なアプリケーションに対応

できる。主な特徴・仕様は次のとおりである。

24 × 48mmから 96 × 96mmサイズのラインアップ

セルフチューニング付き PIDを標準装備

NEMA4X（IP66）相当の前面防水構造

MODBUSまたは Z-ASCII 通信が選択可能

DC4 ～ 20mAで PV/SV/MVの転送出力が可能

警報出力は最大 3点。ディレイ，励磁/非励磁切換可

ディジタル入力は最大 2点。SV 選択などが実行可能

DINレール取付け用のアダプタも用意（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

ペーパーレスレコーダ（PHR）の機能改良・追加を行っ

た。PHRはコンパクトで，手軽なペーパーレス記録計と

して好評だがさらに入力点数を増加し，ポータブルタイプ

もラインアップした。主な特徴・仕様は次のとおりである。

入力点数： 9点または 18 点

測定周期　100ms（9/18 点）

記憶デバイス：ATAコンパクトフラッシュカード

最大 512Mバイト

9 点 30 秒サンプリング時　約 3年間分

表示デバイス： 5.7インチ TFTカラー LCD（QVGA）

表示グループ 最大 4画面，トレンド，

バーグラフ，アナログメータ数値表示

演算機能：差演算，F値演算，積算，開平演算

その他：ポータブルタイプも用意（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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神奈川県企業庁利水局に，運営の効率化と高度化を目的

に県営 12 水力発電所を一極集中化する常時監視制御シス

テムを納入した。システムの主な特徴は次のとおりである。

汎用 LANを使用し，各装置を二重化した分散型シス

テムで，各サーバなど装置に適した最新 OS（UNIX，

Windows，Linux）を採用している。

WAN回線構成により発電総合制御所と酒匂川水系ダ

ム管理事務所間は情報連携しており，発電総合制御所か

らの制御不能時においても酒匂川水系ダム管理事務所で

バックアップ運転を行う。

情報検索用サーバを設置し，関係部署（本局，各発電

管理事務所）からシステムの情報検索・提供を行う。

発電所との伝送方式に TCP/IP 方式を採用している。（4）

（3）

（2）

（1）
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神奈川県企業庁水系発電ダム監視制御システム

黒部川電力（株）向け給電情報伝送装置

東京電力（株）275 kVディジタル形母線保護継電装置

図２８　水系発電ダム監視制御システム（発電総合制御所）

図２９　給電情報伝送装置（姫六総合制御所）

東京電力（株）南多摩変電所に 275 kVディジタル形母線

保護継電装置を開発，納入した。特徴は次のとおりである。

電気角 15 °ごとの電流サンプリングの実施および 15 °

ごとの変流器（CT）飽和検出演算の実施により，無変

化期間の短い厳しい CT飽和条件下でも確実に CT飽和

を検出可能（KCT≧ 2，時定数 250ms 以内）

甲母線保護と乙母線保護を同一ユニット内に収納した

甲乙一括形構成とし，1 系列あたり 700mm幅 2面にて

構成，省スペースを実現（従来：700mm幅 6面構成）

遮断器不動作対策として，送電線高速後備保護リレー

「HBR機能」を実装（オプション）

第二世代ディジタルリレーを適用し，遠隔整定にも対

応可能

（4）

（3）

（2）

（1）

図３０　ディジタル形母線保護継電装置

黒部川電力（株）姫六総合制御所の運転業務の省力化を進

めるために，既設情報処理装置に監視機能を強化し，

Webによる自動通告機能を追加したシステム給電情報伝

送ロガーシステムを納入した。

システムは最大 20 回線取り込める回線インタフェー

ス装置，二重化情報ロガーサーバ，Web 端末，プリン

タからなる。子局からのデータを既設システムから回線

分岐し，インタフェース装置に取り込む。各装置は

LANで接続した分散構成で，Web 端末は電気化学工業

（株），北陸電力（株）に設置している。

主な機能は監視機能，トレンド機能，記録帳票機能，

ほかにWeb 伝送による自動通告機能がある。自動通告

はサーバの通告データをWeb 端末に配信することによ

り実施する。

（2）

（1）

N99-2586-1



富士時報 Vol.77 No.1 2004

東京電力（株）に納入した第一世代ディジタルリレー（16

ビット形 CPU）適用の送電線保護装置向けに遠隔運用を

可能とするためのWebパネルを開発した。

本パネルにより，従来，現地に出向が必要であった以下

の対応につき，制御所（有人箇所）からの確認が可能とな

り，運用保守の効率化，省力化が図れることが期待される。

装置異常時は制御所から異常内容詳細の確認が可能で

あり，迅速な復旧対応が可能

制御所からリレー整定値の確認，整定変更が可能

リレー動作時は遠隔から動作内容詳細が確認でき，事

故様相やリレーの健全性の迅速な確認が可能

今後は変圧器保護装置，母線分離保護装置，VQC装置

など，適用機種を拡大していく予定である。

（3）

（2）

（1）
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東京電力（株）ディジタルリレー遠隔運用化Webパネル

IPネットワーク対応監視制御装置

（株）GTF研究所電力小売監視・制御システム

図３１　Webパネル

今回開発した遠方監視制御装置用新型MPUは，従来の

専用線を利用した伝送方式に加えて，IPネットワーク化

への対応を充実させた。具体的には，低消費電力 CPU，8

Mバイトの RAM，4Mバイトのフラッシュ ROM，Ether

netポートを 3ポート実装し，各ポートは独立したネット

ワーク機能を実現している。

また，搭載するアプリケーションソフトウェアにより，

IPテレコンや IP 変換ユニット，Web 対応ユニットを構

成することができることから，多様なニーズに合わせるこ

とが可能である。

主な特徴は次のとおりである。

低電力CPU（SH4）の採用

リアルタイム OS（iTRON）の採用（2）

（1）

図３２　遠方監視制御装置用新型MPUボード

特定規模電気事業者（PPS）である（株）GTF研究所向

けに，電力の需要量と供給量の 30 分同時同量を実現する

「電力小売監視・制御システム」を 2003 年 3 月に納入した。

このシステムはシーメンス社のエネルギー総合管理システ

ム「Spectrum PowerCC」（スペクトラムパワー CC）を

ベースに，富士電機が日本の電力会社向けに培った監視・

制御技術，ロードサーベイ技術を加えて開発した。主な機

能は次のとおりである。

翌日の需要量と供給量の計画を立案する需給計画機能

おのおのの需要者の使用電力量を電力会社の取引用計

器から収集する電力量収集機能

需要量および供給量をリアルタイムに監視し，需要の

変動に見合うよう供給量の制御を行う同時同量達成機能

（3）

（2）

（1）

需給センター 
（クライアント） 

データセンター 
（サーバ：二重化） 

リアルタイム監視 

通信ネットワーク 
送
電
量
収
集 

　
発
電
指
令 

発
電
機 

発電所 
需要者 

発電所用 
電力量計測・指令装置 

取
引
用
計
器 

取
引
用
計
器 

電力 電力 
需
要
者
用
　
　
　 

電
力
量
計
測
装
置 

需用電力量収集 

電力会社の送電 
ネットワーク 

図３３　全体システムのイメージ図
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中国電力（株）と富士電機は，配電系統運用業務のさらな

る効率化，停電時間の短縮など供給信頼度の向上を目的と

し，隠岐営業所向け配電自動化システムの開発を行い，

2003 年 10 月から運用を開始した。システムの特徴は次の

とおりである。

オンラインサーバを二重化したデュプレックス構成に

よる信頼性の向上

WSサーバ 3 台とWSクライアント 2 台の分散構成に

よる処理性能の向上

マウス操作を基本とした操作性の向上，配電系統図の

ズーミング採用によるオペレーター視認性向上の実現

地域性と省スペース化を考慮した 2 卓構成と 1 台のク

ライアントによる 3CRTのコントロールの実現

（4）

（3）

（2）

（1）
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中国電力（株）隠岐営業所配電自動化システム

東北電力（株）配電線監視制御システムのシステム増強

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「新エネルギー等地域集中実証研究」の受託

図３４　画面表示例とハードウェア

東北電力（株）と富士電機は，従来の配電線監視制御シス

テムの導入効果をさらに向上させることを目的に，システ

ムの増強を実施した。増強した内容は次のとおりである。

配電図面・設計書作成システムと連係することにより，

設備データや図面データなどの配電系統情報を共有化し

た配電線監視制御システムのメンテナンスを可能とした。

配電線監視制御システムのオンライン，オフライン

データをオープンなデータベース上に展開することによ

り，異なるメーカー間のシステム連係を可能とした。

拠点営業所のシステムを中心に，支店管内にある他の

営業所のシステムと連係することにより，保守点検によ

る各営業所のシステム停止時などに，拠点営業所のシス

テムから系統操作のバックアップを可能とした。

（3）

（2）

（1）

データセンター 

拠点営業所 

乙営業所 

配電図面 
™設計書作成システム 

配電線監視 
制御システム 

乙営業所 

配電線監視 
制御システム 

配電線監視制御システム 

甲営業所 

配電線監視制御システム 
オープン 
DBによる 
データ連係 

乙営業所 

配電線監視 
制御システム 

甲営業所 

配電線監視制御システム 

バックアップ 
運転 

図３５　システム全体の構成

風力，太陽光といった自然エネルギーは，発電量が不安

定なため，電力系統に影響を与える可能性があるという課

題を抱えており，導入拡大のためにはこの課題の克服が必

要となる。この課題克服のため，NEDOでは変動電源で

ある自然エネルギーを単独で安定化させるのではなく，

種々の新エネルギー設備を適正に組み合わせ，これらを制

御するシステムをつくることにより連系する電力系統への

影響を極力抑制し，かつコスト的にも適正な「新エネル

ギーによる分散型エネルギー供給システム」を開発するこ

とを目的とした実証研究を公募した。富士電機は，研究総

括責任者として共同研究体〔京都府，京都府弥栄町，アミ

タ（株），（株）大林組，日新電機（株），（株）野村総合研究所〕

で応募し委託研究事業を受託した。研究期間は 2007 年度

までの 5 年間である。

丹後あじわいの郷 
（太陽光発電） 

弥栄変電所 

町営和田野団地 

町営堤団地 

和田野処理施設 
（太陽光発電） 

峰山変電所 

風のがっこう 
京都 

＜計測＞ 

弥栄病院 

弥栄町役場 

バイオガス発電所 
ガスエンジン 
燃料電池 
二次電池 

制御センター 
同時同量制御 

森林公園スイス村 
（風力発電） 

日本海 

＜同時同量制御＞ 
＜負荷需要予測＞ 
　負荷需要予測 
＜自然エネルギー発電予測＞ 
　太陽光発電予測 
　風力発電予測 
＜電力品質制御＞ 
　単独系統での周波数制御 
　配電系統電圧制御 
＜最適運用＞ 
　CO2排出量の最小化 
　エネルギーコストの最小化 
＜情報系伝送ライン＞ 
　NTT回線 
　ADSL回線 
　ISDN回線 

太鼓山 

宮津湾 

天橋立 

NTT回線 
ADSL回線 
ISDN回線 

 

図３６　エネルギー需給管理システムの構成
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発電システムの中で温室効果ガス排出量の最も少ない水

力発電の今後は，容量の小さい低落差領域へ発展していく

ものと予想される。そこで富士電機は 2001 年 4 月から 2

年間，東京電力（株）との共同研究「環境対応型マイクロ水

車の方式開発研究」においてマイクロチューブラ水車を開

発してきた。開発の目的は，従来の共同研究とは異なり，

大幅なコストダウンを盛り込んだ新しい製品を完成させる

ことである。その中で最も注目される技術は，小型の軸流

水車にもかかわらず変流量や変落差運転に対応し，大幅な

年間発生電力量の増加が期待できるランナベーンの可動化

である。共同研究は 2003 年 3 月に無事終了し，その成果

として 2004 年 3 月までに国内において 3 台のマイクロ

チューブラ水車・発電機が営業運転される予定である。
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環境に優しいマイクロチューブラ水車

病院設置の100 kW燃料電池運転開始

富士電機大阪ビルのESCO事業

図３７　模型試験中のマイクロチューブラ水車

燃料電池は，水の電気分解の逆反応を利用するクリーン

な発電方式である。

100 kWりん酸形燃料電池を東邦ガス（株）経由で宏潤会

大同病院へ 2003 年 7 月に設置した。同病院では，燃料と

して都市ガス 13Aを使用し，発電した電力を商用系統と

連系して，昼間は 100 kW，夜間は 50 kWにてベース負荷

を担っている。また，燃料電池の高温側排熱は，排熱投入

形冷温水機を介して冷暖房として空調用途に，低温排熱は

予熱貯湯槽の熱源に利用し，エネルギーの利用効率を高め

ている。

電気負荷ならびに給湯などの熱負荷も必要な「病院」は，

燃料電池の適用先として今後も期待される施設である。

本設備は，新エネルギー事業者支援の補助を受け設置さ

れた。

図３８　病院設置の燃料電池

富士電機大阪ビルは，1991 年 5 月の竣工（しゅんこう）

であるが，当初から氷蓄熱，ビルマルチエアコン，外調機

などを設置した省エネルギー性を重視した建物として建築

されている。今回の ESCO事業では，CO2 濃度を基準と

した外気取入量および冷暖房用冷温水循環量を電動機の可

変速制御で適正化した。また，エネルギー使用量のデータ

収集・解析を行い，各エネルギー別，機器別のデータをグ

ラフなどで分かりやすく表示し，省エネルギー活動を啓蒙

するため，BEMS（Building and Energy Management

System）という概念を導入した。過去 3年間の年間平均

消費電力量（ベースライン）の 10 ％以上の削減を目標と

しており，その省エネルギー効果の検証も BEMSで同時

に行っている。2003 年 4 月から稼動し，今後の成果が期

待される。
：省エネルギー改修追加機器 

空冷 
ヒートポンプ 
チラー 

1F

ロビー，ショールーム，事務室など 

事務室　商談室，小会議室 

事務室 

食堂 
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9F

RF ブライン 
ポンプ 

冷温水 
ポンプ 

全熱 
交換器 

氷蓄熱 

外調機 給気 
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インバータ 
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図３９　富士電機大阪ビルの設備概念
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原子力発電所では，放射線管理区域内で作業者が着用し

た衣類の放射線管理のため，洗濯後にランドリモニタで測

定し汚染検査を行っている。富士電機では，東京電力（株）

福島第二原子力発電所向けに従来のランドリモニタの改

善・改良を行い納入した。主な特徴は次のとおりである。

小型化・軽量化

構成機器および鉛遮へい構成の見直しを行い，従来モニ

タに比べて約 20 ％の小型化および軽量化を実現した。

コンベヤ部の長寿命化・低騒音化

従来の金網タイプから樹脂製丸ベルトへコンベヤの変更

を行うことで耐久性が向上し，定期交換周期を 2 年から 3

年以上に伸ばすことができた。また，同時にコンベヤ駆動

時の騒音を大幅に低減している。

（2）

（1）
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e-ソリューション

放射線機器・システム

ランドリモニタ

放射線管理システム

環境ダストモニタ

図４０　ランドリモニタ

北海道電力（株）泊発電所向け放射線管理システムを

2003 年 3 月に納入，既設システムを更新した。このシス

テムは，電力会社の原子力発電所向け大規模放射線管理シ

ステムで初めてブラウザ方式画面を採用し，発電所員や協

力会社が所内の LANに接続された端末を用いて操作でき

るようにした。これをベースに，放射線管理業務に合致し

たきめ細かいワークフロー機能を開発し，煩雑な書類の申

請業務の電子化を可能にした。同時に電力会社から協力会

社への通知も電子化し，通知に関する業務も大幅に削減さ

れた。さらにブラウザ方式の自由検索機能も開発し，協力

会社が自社データを任意様式で抽出，Excel 上に取り出せ

るようにした。システム状態やシステムの管理データの異

常時には，指定箇所に自動通報される。

図４１　放射線管理システム

日本原燃（株）環境管理センター向け環境ダストモニタは，

放射性ダストを 紙に捕集し，α線，β線を個別に測定す
るとともに，放射性よう素の捕集も行える装置で次の特徴

を有する。

紙は，保守・取扱いが簡便なカードタイプの 紙ホ

ルダ（特許第 3307108 号取得済み）に装着して捕集する

ため， 紙の装着や回収作業が容易で， 紙の分析など

に迅速に供することを可能とした。

サンプラ操作部のタッチパネル化やモニタ計測部の集

約化により，装置の小型化を図っている。

吸引流量は，ポンプ周波数のインバータ制御により，

紙の目づまりに影響されず流量を一定に保ち，かつポ

ンプ長寿命化，低騒音化を可能とした。

（3）

（2）

（1）

図４２　環境ダストモニタ
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21 世紀は環境の世紀といわれており，上下水道を含め

た環境分野全体の大きな流れとしては，第一に環境汚染の

防止および安全・安心な生活を確保するためのシステムの

構築，第二に地球温暖化をはじめとする環境対策（環境・

省エネルギーの強化），第三に循環型社会の実現，第四に

自治体の経営・運営形態の見直しによる収益効率化，第五

に上下水道や農地・森林・市街地を含めた流域圏という概

念が考えられており，この一体管理の動きがある。

富士電機では，このような社会の要求に対して，上下水

道の高度処理，省エネルギー，持続可能な循環型社会構築

に向けての技術開発および製品開発に重点的に取り組み，

それぞれ特徴あるソリューションを提供している。

上水道分野では，飲料水の新水質基準が 2004 年 4 月 1

日から施行され，これまで以上に水質への信頼性が求めら

れるようになってくる。

富士電機では，2003 年に大規模の膜 過システムで世

界的に実績のあるオランダ NORIT 社と技術提携をし，独

自のプロセス技術と新規開発した膜の破断検知モニタを組

み合わせた膜 過システムの販売を開始した。膜 過シス

テムは，水道の消毒剤である塩素に対する耐性が強く，こ

のため問題となっている病原性原虫であるクリプトスポリ

ジウム除去性，省スペース，自動化などで利点があり，水

道への適用がますます進むと考えられる。

新水質基準では，水道水の臭いの原因となる臭気物質の

基準値が改正され，粉末活性炭単独処理では基準の満足が

難しいことから，オゾンあるいはオゾンと過酸化水素を組

み合わせた促進酸化処理と生物処理を組み合わせた高性

能・低コストの高度処理システムを中・小規模浄水場向け

に開発している。

また，先の水道法改正を機に，自治体の運転管理業務の

第三者委託が可能になった。富士電機では，水管理サポー

トセンター機能を付加した水道の運転管理システム 2 件を

受託した。

富士電機では，上水道分野で海外事業展開を行っており，

米国の浄水場に酸素（液体酸素）を原料とした高濃度オゾ

ン発生器（70 kg/h，当社記録品）を 4 台納入した。中国

の浄水場には，凝集センサを用いた凝集制御をはじめとす

る全自動化した監視制御システムを納入した。

下水道の分野では，電力ピークカットと非常用自家発電

用に，直流から交流へ変換するシステムである PCS

（Power Condition System）を備えた NAS 電池システム

を納入した。下水処理プラントの省エネルギー化がますま

す求められており，PWMコンバータとインバータを用い，

蓄積データとポンプ井水位から最適な流量をシミュレート

し，汚水ポンプの省エネルギー化を達成する運転制御シス

テムを納入した。また，処理工程の大半のエネルギーを消

費する好気的処理プロセスのばっ気制御に，微生物反応シ

ミュレーションを適用し，既存プロセスの効率診断および

大幅な省エネルギー化を達成する制御システムを開発して

いる。

流域圏に関するアプローチとしては，琵琶湖淀川流域を

モデルとした水環境総合管理システム，モニタリングシス

テムの研究を行っている。

環境システム分野においては，持続可能な循環型社会の

構築を目指してバイオマス利用と廃棄物リサイクルを重点

的に取り組んできている。

神戸ポートアイランドで行っていた環境省の地球温暖化

対策実施事業である生ごみバイオマス化燃料電池発電設備

の実証試験をベースに，市場への導入を図るために，より

小型でコストダウンしたトータルシステムとしての高速メ

タン発酵システムを開発中である。

廃棄物リサイクルの分野では，直流電気抵抗炉を使って，

焼却灰を無害化し魚礁，人工石材などにリサイクルする

50 t/日級のシステムが完成した。これは，溶融飛灰のリ

サイクルも含めた青森エコタウンプランの一部であり，全

国的にも注目をあびている。

また，乾留により空き缶の塗装除去を行うシステムが北

九州エコタウン内に設置され，各種実証試験を実施中であ

る。本装置は，従来から納めてきているリサイクルプラザ

への応用も検討している。

環境システム
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地球環境保護を目的としてエネルギー消費の合理化を加

速するために省エネルギー法が改正され，エネルギー指定

工場としての省エネルギーへの取組みとして，電力自由化

を背景に分散電源の需要が高まっている。NAS 電池をは

じめ RF電池，鉛蓄電池など，新型の二次電池が実用化段

階を経て市場展開が積極的に図られている中，上記の需要

に応えるため新型二次電池に適用する PCS（Power Con-

dition System）の高機能化開発を完了した。

高機能化 PCSは，負荷平準化機能，自立運転機能，非

常用発電機能，UPS 機能（高速スイッチを用いて無瞬断

で電力供給可能なシステム）を有し，電力貯蔵のほか電源

供給の品質と信頼性の向上といった需要家のさまざまな

ニーズに応えることのできる新しい電源システムとしてい

る。
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NAS電池用高機能PCS

DoPa応用水道自動検針システム

図３　NAS電池用高機能PCS

ITやネットワーク技術の発達により無線方式による遠

隔監視が注目されている。2003 年 3 月に横浜市水道局向

けに 63か所の需要家を対象とした DoPa 網を利用した水

道自動検針システムを納入した。DoPa 網は定時刻収集の

場合，通信料金が従量制のため NTT専用回線に比べ約

1/10となる。回線引込み工事が不要になるメリットがあ

る。本システムの新規に開発したデータ記憶装置を各需要

家に設置した。本装置はWebアダプタを利用して上位通

信を行っており，LAN，公衆回線など最適な通信インフ

ラストラクチャーが選べる。また，Webによる遠隔監視

が対応可能なため，広域に分散する小規模上下水道施設の

監視への適応が容易であり，さらなる適応範囲の拡大が期

待できる。

自動検針管理用パソコン 

NTTドコモ 
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図１　DoPa応用水道自動検針システム

先進デザインの監視制御システム

図２　先進デザインの監視制御システム納入例市町村合併などによる上下水道の処理場統合化や監視場

所統合化が進められている。扱う監視情報量が増大傾向に

ある運転員の負荷軽減と業務の効率化を実現する先進デザ

インの監視制御システムを納入した。

このシステムではWeb 技術を採用しており，すべての

監視操作端末は同一機能を有し，運転管理状況に応じて用

途を切り替えて情報を絞り込み効率よく運用できる。各端

末はプラント全体の監視や ITV 監視操作，帳票処理やマ

ニュアルなどの文書管理などが行える。監視室の周辺にこ

れら端末やモニタの情報を効率的に利用するための円形監

視卓，中央にミーティングテーブルを配置した。すなわち，

運転員が多種多様な監視制御情報を水質向上・省エネル

ギー運転，保守点検，改築計画策定などに活用しながら，

会議・業務引継ぎなどを行えるオフィス機能を実現した。
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下水処理場汚水ポンプ用巻線形誘導電動機の可変速制御

装置として PWMセルビウス装置を納入した。電動機出

力は，365 kW，700 kWの 2 種類である。

制御装置は，ダイオード整流器，PWM昇圧チョッパ，

PWM回生インバータで構成され，主回路素子は，IGBT

を採用している。本方式は，従来のサイリスタセルビウス

と比較して，①高力率（ほぼ力率 1），②高調波含有率の

低減，③回生インバータ用の変圧器の容量を 40 ～ 50 ％に

低減，④電源じょう乱の耐性強化（自己消弧素子である

IGBTを採用することにより電源の瞬時停電時に転流失敗

しない），⑤力率改善設備容量の低減，という優れた特徴

を有する。
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汚水ポンプ速度制御用PWMセルビウス装置

新水質計測用バイオアッセイ技術

中国・長春市中日友好浄水場運転管理の高度化

図４　PWMセルビウス装置

わが国の水道では，10 年ぶりの水道水質基準の改正が

行われ，地域，原水の種類・質，浄水方法などにより大き

く変動する水質の実態を考慮したものとなり，よりきめの

細かい施設管理と水質管理が要求されることとなる。また，

環境基準についても生活環境項目で水生生物保全に係る環

境基準および要監視項目が設定され，事業場排水や下水道

の水質管理へも影響すると考えられる。富士電機では，水

道水源の有害化学物質を検出する次世代水質安全モニタや

下水道の生物処理機能を守る下水流入毒物モニタなど生物

の機能を巧みに利用したバイオアッセイ技術による新しい

水質評価手法の開発を進めることで，水質管理の簡易化，

自動化，省力化と同時に，水の安全と安心を長期安定に提

供する方法を提案する。

図５　次世代水質安全モニタ（バイオアッセイ技術応用）

浄水場の全自動化制御を行うため，富士電機では，中

国・長春市自来水公司中日友好浄水場に監視計装設備を納

入した。中央監視に，「FOCUS」3 台を設置し，各現場

（沈殿池， 過池，薬注，送水）に制御用コントローラ

「ACS-250」と現場監視用 FOCUSを設置し，万全な監視

体制を構築している。これらにより，沈殿池の自動排泥制

御， 過池の自動洗浄，送水ポンプの台数，回転数制御を

行うことができる。また，薬注制御では，凝集センサを設

置し，濁度とフロック粒径から凝集剤の注入量を算出する

高度な制御を行い，水質の確保，適量の凝集剤注入（経済

性を考慮）が可能となる。日本国内でも導入の少ない凝集

センサを今回 3台納入し，精度の高い凝集制御を実施し新

しい運転管理を行っている。

中央監視システム 凝集センサ 

図６　中央監視システムと凝集センサ
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2001 年 6 月に水道法が改正されて以来，水道運転維持

管理業務の民間への委託化が拡大しつつある。水道の民間

委託は水道事業の一翼を担うもので，単なる労働力の提供

にとどまらず，事業責任を伴うとの認識のもと，富士電機

は水道の技術者集団として，民間の得意とする保有技術を

最大限活用しながら，効率的でかつ質の高い運用管理を行

うため，以下のようなツール開発，ノウハウ蓄積などを

行っている。

巡回点検支援システム

水質管理支援システム

水運用支援システム

運転維持管理業務管理システム

リモート監視システム（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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水道運転維持管理ソリューション

新誘電体空気高濃度オゾナイザ

米国ボストン市Walnut Hill 浄水場向け70 kg/h × 4台オゾナイザ

図７　受託運転維持管理現場

近年，水処理工程におけるオゾン反応効率の向上を図る

ため，空気オゾナイザの高濃度化，高圧化が求められてい

る。高濃度化，高圧化によりオゾナイザの省スペース化，

反応槽の高水深化が可能となる。反応槽の高水深化は反応

効率の向上，小型化につながる。このほど，新開発のセラ

ミックス発生管を用いた高効率空気オゾナイザ「FSAシ

リーズ」を発売した。オゾナイザの電源は，高調波を低減

した高周波電源を採用し，構造は高圧，短ギャップで高濃

度を発生する高性能オゾン発生装置である。

FSAシリーズの特徴は次のとおりである。

オゾン高濃度化・高圧化（従来の 2 倍），消費電力を

30 ％低減し小型化を達成

高水深反応槽高効率化オゾン処理システムに対応（2）

（1）

図８　富士オゾナイザ「FSAシリーズ」

米国の浄水場において，オゾンを利用した高度処理が広

がっている。欧州に比べ普及が遅れていたが，近年，塩素

系副生成物やクリプトスポリジウム対策に優れた方式とし

て，酸素を原料としたオゾナイザの採用が進んでいる。

初期は中小規模向けから始まったが，大都市の大型浄水

場においても，順次検討，計画，導入が進んでいる。

富士電機が，2001 年に受注し，2003 年に工場試験の後，

現地納入したオゾナイザも，液体酸素を原料とした，オゾ

ン発生量 70 kg/h × 4 式のオゾン設備である。それまでの

20 kg/hクラスの各地への納入，稼動実績を評価され，採

用された。富士電機の記録品であると同時に，国内メー

カーでは最大規模であり，世界的なオゾンメーカー（オゾ

ニア，ウェデコ）と肩を並べる製品である。

図９　オゾナイザ本体



富士時報 Vol.77 No.1 2004

浄水場汚泥は脱水が困難だが凍結融解処理すると汚泥粒

子が高密度の粗大粒子に改質されるため脱水が容易となる。

藤原町鬼怒川浄水場では，この原理の脱水設備が 1977 年

から排水汚泥の脱水に稼動していたが，このたび 過濃縮

装置と組み合わせ省エネルギー型凍結融解脱水設備に更新

した。重力濃縮汚泥を自然方式の 過濃縮装置で，体積を

1/5に削減したあとで連結融解処理し真空脱水する省エネ

ルギーシステムであり，次の特徴がある。

電力消費が従来型より 50 ％削減される。

布など消耗品の交換が少ない。

汚泥性状が変化しても性能が安定している。

運転監視は開始・終了時の巡回程度で済む。（4）

（3）

（2）

（1）
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水処理システム

栃木県藤原町鬼怒川浄水場納入省エネルギー型凍結融解脱水設備

次亜塩素酸ナトリウム生成装置

富士電機は，循環型社会の構築と地球温暖化対策として，

幅広いトータル環境ソリューションを提供している。その

中で，粗大ごみ・資源ごみ処理および再資源化施設を

1975 年以来 116か所に納入にしている。最近では，埼玉

西部環境保全組合（処理能力 45 t/5 h），与論町役場（処

理能力 2.2 t/5 h）富山県福岡町（処理能力 2.36 t/5 h）に納

入している。現在，久米島町リサイクルセンター（処理能

力 3 t/5 h）を受注し設計・製作中である。また，リサイ

クル・中間処理後の残渣（ざんさ）は，最終的に埋立て処

分される。埋立地のごみの層を浸透した雨水などの処理を

する浸出水処理施設を現在までに，18か所納入している。

最近では，青木山一般廃棄物最終処分場，妙高高原町一般

廃棄物最終処分場に納入している。

環境システム

リサイクルセンター・最終処分場

図１２　リサイクルプラザの全景

今日，給水末端における残留塩素濃度の過不足の問題が

挙げられており，注入塩素量，残留塩素濃度の適正管理の

ニーズが高まっている。

このため富士電機は，食塩水の電気分解により次亜塩素

酸ナトリウム（NaClO）を生成し，上水の塩素濃度管理の

最適化を実現する装置「次亜塩素酸ナトリウム生成装置」

を開発中である（2004 年 4 月販売予定）。

本装置の特徴は次のとおりである。①原料が食塩，水，

電気のために取扱いが容易，またランニングコストが安い。

②生成次亜塩素酸ナトリウム液は低濃度，弱アルカリなの

で安定性がよい。③一体型収納キャビネットでコンパクト

設計である。④自動運転，Web 画面による遠方監視に対

応可能である。

図１１　次亜塩素酸ナトリウム生成装置

関連論文：富士時報 2003.2 p.108-115

関連論文：富士時報 2003.2 p.137-141

図１０　凍結融解処理設備
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一般廃棄物，産業廃棄物焼却灰の無害化処理および県内

に放置されたホタテ貝殻の有効利用を行う全国 17 番目の

エコタウンが青森県に設置された。自然環境の負荷を低減

する資源循環型事業である。事業主体は県内企業である大

平洋金属（株）が受け，富士電機は直流電源設備，計装設備

などを担当した。焼却灰に含まれる重金属，ダイオキシン

の無害化処理技術に焼却灰を高温溶融する直流電気抵抗式

溶融が優れており，かつ溶融後に生成されるスラグは，冷

却過程で無害な人工石材として再利用できることを特徴と

する。

富士電機と大平洋金属（株）が環境事業団補助事業を受け，

無害化処理時にホタテ貝殻の利用により，海藻が根付く魚

礁とする自然再生技術に寄与することが評価された。
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環境システム

青森エコタウン 焼却灰・ホタテ貝殻リサイクル施設

北九州エコタウン 缶の高品位リサイクル実証

食品廃棄物メタン発酵発電パイロットプラント

図１３　処理能力50 t/日の直流電気抵抗式溶融炉

資源ごみとして回収される空き缶の高品位リサイクルを

目的として，富士電機は飲料缶の塗料コーティングを誘導

加熱により乾留熱処理するシステムを開発中である。

このシステムは，窒素雰囲気中で熱処理するため，金属

を酸化させることなく高品位でリサイクルができ，ダイオ

キシン類の生成が抑制される。熱源として電気を利用して

いるため，自動制御が可能で安定した操業ができるなどの

特徴を持っている。

富士電機と日青鋼業グループは，北九州エコタウン実証

研究エリアにおいて，乾留熱処理した缶をスチール素材，

アルミ素材のペレットに分離し，従来の缶プレス品よりも

付加価値の高い原料に再生する技術を開発するため，実証

運転を実施中である。

投入ホッパ 加熱容器 

加熱コイル 

搬出バケット 窒
素
 

窒素 
熱分解ガス 
水蒸気 

補助燃料 
LPG

排気 

乾留装置 燃焼塔 

冷却塔 
（水スプレー式） 

バグ 
フィルタ 

排風 
ファン 

使用済み 
飲料缶投入 

イ
ン
バ
ー
タ
盤
 

スプレー用水 

図１４　誘導加熱式空き缶処理用乾留システム実証試験機

食品リサイクル法の施行に伴い，食品廃棄物などの有機

性廃棄物を有効利用することが求められている。メタン発

酵は，生ごみのような水分の多い原料から有効にエネル

ギー回収ができるので，食品廃棄物の利活用の有望な選択

肢の一つである。

富士電機では，東京都日野市クリーンセンター内におい

て食品廃棄物メタン発酵システムのパイロットプラントを

建設し，2004 年度末ごろまで運転検証を進める。本シス

テムは，メタン菌を高濃度に維持することにより，高速発

酵と安定運転を両立させることを特徴としている。

今後，長期間の運転による実証データを取得し，事業化

を図っていく考えである。

生ごみ 
回収 

ホテル 学校 

スーパー 
マーケット 

レストラン 

粉砕 
分別機 

異物 

水 

電気 

受配電設備 

熱 

熱 

温水ボイラ 
エネルギー 
利用設備 

メタン発酵設備 

廃液処理設備 

前処理設備 

液肥利用 
脱水機 脱水汚泥 

浄化 
設備 

調整槽 

ガス 
ホルダ 

発生バイオガス 

脱硫塔 

メタン 
発酵槽 

燃料電池 

排水 

図１５　処理フロー
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展　望

産業パワーエレクトロニクス機器・システム

計測制御システム

施設電機システム

変電システム

中大容量UPS

交通・特機

産業，社会インフラストラクチャー（インフラ）分野を

取り巻く経済環境は依然厳しいが，設備投資は IT，環境

改善・省エネルギー投資など新しい価値観に基づく投資へ

とシフトし，底打ちの兆しもみられる。富士電機は，社会

インフラに新しい価値を提供すべく取り組んでいる。

産業パワーエレクトロニクス機器・システム分野では，

メンテナンス性に優れた大容量アルミ電解用変圧整流装置

（Ｓフォーマ）をターンキー契約で，また最新の技術を結

集した大型鉄鋼プロセスライン用ドライブシステムを海外

向けに納入した。また，環境改善・省エネルギーのさらな

るユーザーニーズに応えるため，高圧インバータの機能拡

充を図るとともに，電気加熱応用のアルミニウムくず溶解

装置を製品化した。産業機器システムとしては，過去培っ

た実績を高度にパッケージ化したコストパフォーマンスの

高い中小規模監視制御システムおよび最適化エネルギーマ

ネジメントシステムの開発・製品化を実施した。

計測制御システム分野では，実行系であるプロセスオー

トメーション技術と，計画・管理系である情報システムの

最適化を図るため，ITを活用した工場全体の統合に取り

組んでいる。オフィスから生産現場までのシームレスな垂

直統合を目指し，計画系と実行系を融合して生産システム

を最適化していくため，生産システムの中核である計測制

御システムは，オープン化，ネットワーク化によるフィー

ルドから基幹情報システムまでの垂直統合およびフィール

ド全体を含む水平統合が求められている。富士電機は「進

化と継承」をコンセプトにしたオープン統合化分散制御シ

ステム「MICREX-AX」「FOCUS-P」およびプログラマ

ブルコントローラをベースにしたハイブリッド制御システ

ム「Jupiter」によりユーザーニーズを実現している。

施設電機システム分野では，道路，空港，港湾，ダム，

官公庁庁舎，病院，公園などさまざまな分野に各種設備を

納入した。空港分野では，東京国際空港向けの給油計装シ

ステムを納入し，さらに中部国際空港向けシステムを対応

中である。今後は環境への配慮，環境と共存を目指した

「エコエアポート」設備対応を推進する。河川・港湾向け

では非常用電源，カメラ監視装置を納入した。さらに，米

国の同時多発テロを機に策定された「SOLAS 条約」対応

のセキュリティシステムの導入を進める。クリーンルーム

分野は，電子分野，特に液晶表示装置向けの需要が増大し，

国内外の多くのユーザーに納入した。今後も液晶表示装置

の需要増大，大型化・高精度化が進み設備の需要増が期待

でき，工場の大規模化対応として，さらに省エネルギー機

器開発とコストダウンへの取組みを強化する。変電システ

ム分野としては，供給電力の品質・信頼性向上を目的とし

て高速限流遮断器を開発・適用した。

中大容量 UPSは，蓄電装置として鉛バッテリーに代わ

り，長寿命かつ環境対策面でも大きな効果が得られるフラ

イホイール採用システムを開発した。また，入出力異電圧

対応，保守バイパス給電機能内蔵の単相出力シリーズ，さ

らに，小型・軽量化した三相出力シリーズを系列化した。

両シリーズとも完全独立並列運転方式に対応している。

電気鉄道分野では，東海道新幹線品川駅の開業，第三セ

クター鉄道の新設工事あるいは地下鉄延伸工事が活発に行

われた。富士電機はパワーエレクトロニクスや環境対応技

術を駆使し，省エネルギー，省保守，小型化，地球温暖化

防止に貢献する各種システムを納入した。地上分野では，

つくばエクスプレスに高精度な定電圧可逆電力変換機能を

持つ PWM変換装置を開発，納入するとともに，各市営

地下鉄，私鉄に最新鋭の環境対応機器を採用したき電変電

所設備および新縮小形配電盤を納入した。車両分野では，

700 系新幹線（のぞみ）用主回路機器すべての納入を完了

した。在来線では，東日本旅客鉄道（株）向け補助電源，側

引戸用リニアドアを引き続き製作納入した。2005 年春の

日本国際博覧会（愛知万博）開催に向けた愛知高速交通

（株）向け浮上制御装置は実験線での性能試験を終了し，量

産編成への製作納入を開始した。

富士電機は，今後も，産業，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，最適なソリューショ

ン＆サービスをお届けする所存である。
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川崎重工業（株）経由トルコ EREGLI IRON AND STE

EL WORKS CO. 向けに最新の連続焼鈍設備（CAL）を納

入した。このシステム構成と特色は次のとおりである。

高精度・高性能・省スペースを追求した交流可変速駆

動用 IGBT PWMコンバータ・インバータ（FRENIC

4000CM5/VM5/VMT5/FM5）の適用

プログラマブルコントローラと交流可変速駆動装置の

間に速度主幹制御を行うミッドフィールドコントローラ

（MFC）を設置

プラントコントローラ（ACS-2000）およびパソコン

HCI（FOCUS-P）による全自動運転およびライン制御

の実現

以上の機器・システムにより，高度な制御，簡易操作，

省保守，電気室の縮小を実現している。

（3）

（2）

（1）
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産業パワーエレクトロニクス機器・システム

川崎重工業（株）経由トルコ向け連続焼鈍設備

環境に優しい高圧インバータの機能拡充

アルキャンインゴット社向けアルミ電解用整流設備

図１　全体監視画面

ファン・ポンプ・ブロワ設備などを駆動する高圧電動機

を可変速運転することは，数ある環境（省エネルギー）へ

の取組みの中でも簡単でかつ効果が大きい。1999 年から

出力トランスレスで高圧電動機を可変速駆動できる高圧

IGBTインバータ（3/6 kV）を製品化し販売しているが，

さらに次の改良を行った。

盤幅を大幅縮小（最大 35 ％縮小）

制御装置の部品点数削減と小型化（従来比 60 ％）

電圧制御周期を 2msに高速化（従来は 5ms）

最高出力周波数を 200 Hz（従来は 120 Hz）とし高速

電動機へ適用を拡大

電動機に優しい制御を充実

入出力点数を増やし単独運転対応を強化（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　高圧インバータ「FRENIC4600FM4」

米国・アルキャンインゴット社向けに，アルミ電解用ダ

イオード変圧整流装置（Sフォーマ）を納入し，順調に稼

動している。

この Sフォーマは，入力 34.5 kV，25.24 MVA，出力

DC600V，35 kA，21MWで，次の特徴がある。

整流器部分は送風風冷式で，冷却構造がシンプルなの

でメンテナンスが軽減される。

富士電機としては海外で初の，基礎・消火設備工事を

含めたターンキー契約である。

直流断路器と直流変流器を整流器に内蔵したオールイ

ンワン構造である。これにより現地工事を軽減し，メン

テナンスをしやすくしている。

MMIシステムにより省力化を図った。（4）

（3）

（2）

（1）

図３　稼動中のSフォーマ
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ダウケミカル社向けに大容量ソーダ電解用サイリスタ変

圧整流装置（Sフォーマ）3 台を納入した。

この Sフォーマは，老朽化した既設の他社製整流装置

を更新するためのもので，富士電機 Sフォーマの高い信

頼性が顧客に評価された。2 台はアメリカへ，もう 1 台は

ブラジルへ納入され，当面は予備器として現場に据付けさ

れる。

この Sフォーマは次の特徴がある。

入力： 77.7MVA，14.2 kV，60Hz

出力：DC860V，72 kA，61.92MW，12パルス

単器最大級の容量でありながらコンパクトである。

36 kA・6パルス× 2回路構成の 12パルスとし，必要

に応じて 36 kAごとの個別制御も可能である。

（3）

（2）

（1）

36
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産業パワーエレクトロニクス機器・システム

ダウケミカル社向けソーダ電解用整流設備

中小規模監視制御システム

アルミニウムくず溶解用ハイブリッド型渦巻スターラ

図４　現場保管中の整流器用変圧器

上位システム 

情報LAN

USB

レポートプリンタ 
兼ハードコピー 

光磁気ディスク 
ドライブ 

パラレル 

イベントプリンタ 

パソコン 

……最大6台まで可能 

……最大8台まで可能 

MICREX-SX

イベントプリンタは、発生時印字 
機能を要する場合に必要 
光磁気ディスクは、HCIソフト 
ウェア、ログのバックアップ用 

Open Network 
Ethernet/FL-net

モニタ 

図５　システムの基本構成例（推奨構成）

アルミニウム缶くずやチップ材を反射炉で効率よく溶解

する，国内最大炉容量のハイブリッド型渦巻スターラ

（SMS-130）を納入した。

特徴は次のとおりである。

電磁力で回転渦をつくり，渦中にチップ材などを巻き

込ませるため，溶解時間が短縮し歩留りが向上する。

溶湯とは完全非接触型であることから破損，消耗部品

がなく信頼性，保全性に優れている。

ガスエネルギーと電気エネルギーの利点をミックスし

たハイブリッド型省エネルギーシステムである。

電磁力により反射炉に強制流ができるために溶湯温度

および溶湯成分の均一化が図れる。

従来の反射炉にも取付け可能である。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　ハイブリッド型渦巻スターラ

富士電機がさまざまな分野で培ってきた実績を高度に

パッケージ化した SIRIUS（開発コード）は，要求仕様へ

の迅速かつ的確な対応を可能とした，中小規模向けの監視

制御システムである。主な特長は次のとおりである。

パソコンと汎用 PLCで，手軽にシステムを構築可能

国際規格 IEC61131に準拠したMICREX-SXを採用

Ethernet，FL-netほか，多彩なネットワークに接続

可能

対象設備の「規模」と「用途」に応じた，適正な機能

と価格のシステム構築が可能

画面と PLCソフトウェアを一体でパッケージ化し，

高品質かつエンジニアリング効率の高いシステムを実現

要求仕様に合わせて手軽にカスタマイズ可能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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近年の食品業界は，食品に対する安全への意識の高まり

や幅広い消費者に受け入れられる商品のスピーディな市場

投入などの対応が急がれている。こうした背景のもと，雪

印乳業（株）幌延工場は，このほど計装システムを一新した。

システム更新にあたり富士電機は，経済的でオープンな

システムである「FOCUS」と PLCをベースにより信頼性

を高め，高度な制御にも対応できる新開発のハイブリッド

制御システム「Jupiter」を提供した。また，専用プログ

ラミング言語を必要とせず，汎用の OAツールで制御ソ

フトウェアの製作ができるエンジニアリング革命ツール

「HEART」によりエンジニアリング効果を高め，短期間

のシステム更新に対応した。
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計測制御システム

食品プラントの計測制御システム

ビール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

図７　食品プラントの計測制御システム

ビール業界では，激化するビール・発泡酒の新商品対応

や発泡酒増税に対する製品コストの低減，さらに生産計

画・操業実績データを駆使し，操業の効率化を図ることの

可能な情報・計測制御システムが要求されている。

このような情況の中で，富士電機は DCSコントローラ

に汎用 PLC（MICREX-SX）を応用して，高機能・高信

頼を実現し，汎用パソコンで操作性に優れた HMIを提供

するハイブリッド制御システムを某社ビール工場のリ

ニューアル DCSシステムとして製作中である。また，リ

ニューアルシステムのソフトウェアはエンジニアリング革

命ツール「HEART」で構築している。

情報システム（操業計画・実績収集） 

Ethernet 
（情報LAN） 無線LAN 情報携帯端末 

データベース 
ステーション 

（ADS-PC2000J） 
（二重化） Ethernet 

（制御LAN） 
（回線二重化） 

パソコン 
FL-net準拠LAN

（MICREX-SX） 

PLC

PEリンク 

PIO

オペレータ 
ステーション 

（AOS-PC2000J） 

パソコン 

（MICREX-SX） 

PLC

PLCSXバス 

PIO

パソコン 

（MICREX-SX） 

DeviceNet 
OPCN-1 
AS-i 
Tリンク 

IO機器群 

高機能 
PLC

図８　ビールプラントの計測制御システム構成例

化学分野ではグローバル競争が激化し，生産コスト圧縮

など厳しい経営環境にある。一方，生産システムの老朽化

対策，新製品・改良のための追加・改造は着実に行われて

いる。富士電機ではシステム更新，ソリューションシステ

ムについてお客様へ提案し，生産活動のサポートをしてい

る。既設システム「MICREX-PⅢシステム」を最新の

「オープンAX」へ更新，「MICREX-MSシステム」を

「FOCUSシステム」へ更新している。また，生産実績を

追求し製品の安全を保証するトレーサビリティシステムの

構築支援を実施した。今後は IT，情報ソリューションを

活用し，オペレーションの革命，熟練作業への運転支援，

およびトレーサビリティシステムを含めたMESを提案す

ることによりお客様の生産活動に寄与していきたい。

図９　化学プラントの計測制御システム
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設備投資の抑制傾向にある鉄鋼業界ではあるが，老朽化

制御設備の更新は継続している。この更新においてはコス

トミニマム，高品質，更新時間の短縮が要求されている。

このたび，JFEスチール（株）東日本製鉄所（京浜地区）

焼結設備において，納入後約 25 年稼動している制御シス

テム「MICREX-PⅡ」から，オープンで保守性・信頼性

の高い分散型制御システムである「オープン AX」システ

ムに更新した。焼結設備は高炉の付帯設備であり，短時間

での更新が要求される。その施策として，既存コントロー

ラのロッカー，外線ケーブルを流用した更新方式をとり，

新コントローラである「ACS-2000」に更新した。この方

式により現地工事，およびループチェックの時間短縮が図

られ，現地コストが従来の半分で実現できた。
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計測制御システム

鉄鋼設備の計測制御システム

エネルギーセンタの計測制御システム

ガスパイプラインの計測制御システム

図１０　焼結工場の中央監視室

エネルギーを多量に消費する，鉄鋼業におけるエネル

ギーセンタは，富士電機の最も得意とする分野の一つであ

る。従来のパネル，デスクによる操業から，DCS 化を目

指して約 15 年が経過し，新機種による増改造が必要と

なってきた。このたび，新日本製鐵（株）八幡製鐵所向けの

酸素製造設備計測制御システムが稼動を開始した。酸素製

造設備は，空気圧縮機，吸着槽，貯蔵槽などから構成され，

転炉など主要設備の生産工程で必要不可欠な，酸素，窒素，

アルゴンなどを製造する設備である。本システムは既存設

備の操業を継続しながら，設備増設に伴い新システムを増

強したものである。新旧システムを混在させ，すべての既

存設備の監視操作画面を新システム側に移植するなどで，

スムーズな移行が実現できた。

図１１　酸素製造設備計測制御装置の中央操作室

クリーンエネルギー利用の一環として天然ガスの需要が

増大している。富士電機では，天然ガスパイプラインの大

規模計測制御システムを JFEエンジニアリング（株）経由

石油資源開発（株）長岡鉱業所へ納入した。このシステムは

プログラマブルコントローラとパソコン SCADAを組み

合わせた新しいシステムであり，広域に分散する約 40 局

の監視対象局との通信は NTTの IP-VPNと衛星通信を利

用して Ethernetで行っている。他方，天然ガス採収設備

の増強も盛んであり，JFEエンジニアリング（株）経由石

油資源開発（株）札幌鉱業所へ「勇払中央基地採収設備増

設」システムを納入した。既設 DCSへの増設であるため，

計器室の省スペースを目的として HMIは 2 段積み型 CRT

を採用した。

図１２　ガスパイプラインの計測制御システム



図１３　四国ガス（株）高松工場の LNG貯槽・空温式気化器

図１５　防災型太陽光発電設備

図１４　新居浜市清掃工場の中央制御室
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環境に優しいクリーンエネルギーである LNG（液化天

然ガス）は，都市ガス製造の主原料として導入が進んでい

る。四国ガス（株）では，四国初の LNG受入基地として高

松工場を建設し高松地区の天然ガス転換を開始した。また，

四国内の各サテライト基地への LNG供給も高松工場から

ローリーで輸送されている。

富士電機では，高松工場の計測制御システムとして最新

DCS（分散型制御システム）「FOCUS」を納入した。FO

CUSでは，都市ガス製造設備，ローリー出荷設備の監視

制御および供給監視を担当し，冗長化構成や DCS 保守時

も設備の部分運転が継続できるようなシステム構成が考慮

してあるなど都市ガスの 24 時間安定供給に応えるシステ

ムとなっている。
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計測制御システム

LNGプラントの計測制御システム

ごみ焼却プラントの計測制御システム

国土交通省北陸地方整備局福岡防災ステーションに 20

kW防災型太陽光発電設備を納入した。設備全体は，①太

陽電池（多結晶），②インバータ（自立運転，系統連系運

転），③発電制御盤，④充電装置，⑤蓄電池（400Ah），⑥

各種計測装置，⑦変電設備などの各機器で構成されている。

通常は太陽電池から蓄電池への充電を行い，蓄電池が満

充電の状態になると商用系統連系運転に移行する。商用停

電時には，重要負荷である河川や雨量などの計測装置に蓄

電池から電力を供給する。また POD＋プログラマブルコ

ントローラを採用し，蓄電池の状態を監視制御することで，

非常電源としての運転持続時間が不足とならないように蓄

電池の充電や放電が行われ，蓄電池電力を利用した応用性

の高い運転が可能なシステム構成としている。

施設電機システム

防災型太陽光発電設備

ごみ焼却施設は，ごみ排出量の増大，環境（ダイオキシ

ンなど）問題などの種々の要請に応えるため，設備の更新

および新設する中で付帯設備を備え，大規模，高機能化か

つ複合プラントとなっている。

写真は，住友重機械工業（株）経由新居浜市清掃工場へ納

入したシステムの中央制御室で，分散型制御システム（M

ICREX-AX）およびコンピュータを導入した EIC 統合シ

ステムである。さらに運転・管理支援システム（予防保全，

設備診断，在庫管理，点検データ処理）を導入し，オペ

レーターや工場管理者の業務効率化を図っている。

教育用としてのごみ焼却施設訓練シミュレータを導入し，

オペレーターの教育訓練ができ，プラントシミュレータの

機能も有していることが特徴である。
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施設電機システム

愛媛県乙女川排水機場電機設備

新東京国際空港公団第2給油センター納入計装設備

十勝エコロジーパーク放送情報設備

排水機場電機設備は，豪雨から国民の生命や財産を守り，

また環境保全を果たしながら，水資源の有効活用を図ると

いった重要な使命を担ってる。そのために，運転時には高

い信頼性が望まれるとともに機器の保守や維持管理を含め

た総合的な性能が重要視される。排水機場電機設備は主ポ

ンプ設備や監視操作制御設備，電源設備などのポンプ設備

と吐出ゲート，自然排水ゲートなどの関連施設から構成さ

れ，一体となってその機能が発揮されることが望まれる。

富士電機は乙女川排水機場において停電時などの外的要因

に左右されずに必要な電力を確実に供給できる電源設備や

自家発電設備を納入するとともに内水位，外水位などを計

測し，自動かつ最適に設備全体を運転する監視制御設備を

納入している。

図１６　乙女川排水機場の全体写真

本システムは，十勝エコロジーパーク園内に布設した光

ケーブルを基盤に，園内を利用される方々にさまざまな情

報サービスを行うシステムである。

園内の生態系を映像にて収集し，ビジターセンターでの

教育活用や，インターネットサーバと連携したさまざまな

教育情報の収集が行える仕組みを構築している。また，園

内利用者の安全管理として，河川などの情報提供や園内利

用者からの緊急通報呼出し応答の管理なども行っている。

主な機能は次のとおりである。

生態系カメラによる映像情報配信機能

河川情報表示板による情報提供機能

身障者トイレ緊急呼出しボタンによる緊急管理機能

園内施設の監視・携帯電話への自動情報転送機能（4）

（3）

（2）

（1）

～ 
～ 

～ 

施設情報 
（故障・呼出信号・計測） 

河川情報板 

制御部 

多重 
伝送 
装置 

光成端部 光成端部 入出力端子 

DV/VTR

ヒータ 
電源部 

AC100V

施設情報 
（故障・呼出信号・計測） 

河川情報板 

制御部 

多重 
伝送 
装置 

入出力端子 

ヒータ 
電源部 

AC100V

光成端部 

コントローラ 

制
御
架 

光
受
信
部 

多重伝送装置 
文字発生装置 

4chスイッチャ 

映像操作 
タッチパネル 

29インチモニタ 

画像変換 
装置 

警報盤 
＋ 
外灯 

スイッチ盤 

館内情報 

画像サーバ 

WEBサーバ 
中央操作室 

データロガー 
河川情報編集装置 

画像編集端末 

事務用OA機器 

カラー 
プリンタ 

スキャナ モデム 

RAS 
ルータ 

リモート 
メンテナンス用 

電話/FAX 
 

ファイア 
ウォール 

インター 
ネット 
アクセス 
ルータ 

インターネット 

施設説明用 
情報端末 

スクリーン 

来館者用情報端末 

図１８　十勝エコロジーパーク放送情報管理システム

空港給油の分野では，新空港の建設・既設空港の拡充建

設および更新が行われてきた。新東京国際空港公団では，

暫定平行滑走路（B-RUN）の供用開始に伴い給油施設の

設備増強として，第 2ハイドラント給油施設に第 2給油セ

ンターの拡充が図られ，富士電機は計測制御システムを納

入した。既設の計測制御システム（MICREX-PⅢ）の第 2

ハイドラント払出系統にMICREX-AXを追加し，第 1給

油センターと第 2給油センターから第 2エプロンの旅客機

へ同時にジェット燃料の払出しを可能にする機能拡充を

図った。夜間の限られた時間内での調整作業を行い，翌早

朝には既設システムでの払出操業が行えるよう，新・旧の

システムをスムーズに切り替えながらシステムの増設を

行った。

図１７　給油センタ室
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新型交流電気集じん装置

宇都宮北道路情報板制御システム

大規模液晶工場基本設計に三次元CG・気流解析を活用したクリーンルームシステム

自動車高速道路トンネル内の空気中に含まれる浮遊粒子

を除去するため，電気集じん装置（ESP）が利用されてい

る。ESPは，集じん性能が高いことはよく知られている。

しかし，装置内に捕集した粒子を再び排出してしまう再飛

散現象があることも知られていた。従来，再飛散を防止す

る開発成功例はなく，解決すべき課題とされてきた。

そこで，再飛散を効果的に抑制する新型交流 ESPを世

界で初めて製品化した。一般的に，ESPは直流高電圧に

よって浮遊粒子を空気中から除去する。これに対し，交流

ESPでは，交流高電圧を利用する。ESP 装置内の捕集し

た粒子の形状を操作することで，再飛散を抑制する。交流

ESPは，装置の洗浄周期が従来の 2 倍以上になり，保守

費用などの削減にも貢献する。

図１９　電気集じん装置と高圧発生盤

液晶市場は近年，海外勢（韓国，台湾）との間で，価格

競争・投資競争に熾烈（しれつ）さが増しており，工場建

設および立上げのリードタイム短縮が顧客から要求されて

いる。富士電機はこのたび，工場建設の検討時間短縮のた

め，三次元 CG・解析を用いてクリーンルーム設備を短納

期で納入した。

気流の流れ解析を活用し，搬送装置稼動速度に合わせ

た FFU吹出し風速の決定や，巻上げを未然に防止する，

床形状，床開口率，クリーンルーム高さ，リターンエリ

アのサイズ位置の決定を行った。

クリーンルームの三次元 CGを活用し，顧客とのイ

メージの相違からくるやり直し施工の低減や，建設現場

における完成イメージの共有化により，事前検討・工程

確認に大きく寄与した。

（2）

（1）

気流シュミレーション例 
コンピュータにより室内の気流分布解析を行って， 
最適パラメータを選定することができる。 

図２１　液晶工場用クリーンルーム三次元CG・気流解析

本システムは，道路本線上の気象観測情報監視設備から

収集する情報収集機能と，同本線上の道路情報板設備へ提

供する情報提供機能とを，論理的には IP（インターネッ

トプロトコル）ネットワークを利用し，物理的には光ケー

ブルとディジタル回線を利用し，有機的に運用を統合する

遠方監視制御システムである。

道路情報板の主な制御機能は次のとおりである。

気象情報に連動した自動情報提供機能

イベント日時や内容の予約スケージュール制御機能

路線管理のための一括区間制御機能

緊急情報提供のための割込み制御機能

任意文章・図形登録制御機能（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
 

中央監視室 

親局 

子局 

NTTディジタルアクセス64

気象観測局 

光
ケ
ー
ブ
ル 

情報板 

気象イベント自動制御 
予約スケジュール制御 
任意文章・図形登録制御 

カメラ 

図２０　道路情報板（HL7型）遠方監視制御システム
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半導体・液晶の製造装置に搭載される FFUは，製品良

品率に直結する装置内の清浄度維持という重要な役割を

担っている。そのため，清浄度の低下に直結する FFUの

故障を迅速に検知することと，設置条件や製造プロセスに

合わせたきめ細かい最適風量制御が求められている。

富士電機では，業界に先駆けて FFUに，汎用性の高い

CAN（Control Area Network）通信システムを導入し迅

速な故障監視・最適風量制御を実現した。さらに，SDS

（Smart Distribute System），CC（Control & Communi-

cation）リンクとの接続も可能とした。今後は，本システ

ムの活用により実回転数を監視し低回転数警報を出力する

など故障予知的な監視も可能となるため，装置の稼動率向

上に大きく寄与すると期待される。
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施設電機システム

ファンフィルタユニット（FFU）の製造装置対応CAN通信システム

受電用154 kV GIS のレトロフィット更新

監視制御用パソコン 

HUB

FFU

LCインタフェース 
ユニット 

LC：Local CAN

図２２　CAN通信システムの構成

送配電線への落雷などによる停電，瞬時電圧低下の影響

を軽減し，自家用発電設備の保護，負荷設備への供給電力

の品質および信頼度向上を目的として，富士電機では，事

故発生から 3ms 以内の遮断も可能な高速限流遮断装置を

開発し，納入している。

この装置の実運用において，高速遮断装置自己診断シス

テムの動作波形記録機能にて，高速限流遮断装置が動作し

たときの電圧波形を得た。測定例は，送電線への落雷によ

る 2 線地絡時の電圧低下を検出し，高速限流遮断装置にて

連系遮断器を解列した記録である。系統電圧の変動に対し，

発電系母線の電圧変動は微小で，負荷設備に悪影響を与え

ていないことが分かる。負荷設備への電力安定供給には高

速限流遮断装置の設置が有効である。

変電システム

限流遮断装置の実運用動作検証

77kV 
60Hz

2線地絡発生 

77,000/ 
110V

U相 
電圧 

V相 
電圧 

W相 
電圧 

零相 
電圧 

3,300/ 
110V

U相 
電圧 

V相 
電圧 

W相 
電圧 

零相 
電圧 

77,000/ 
3,300V 
12.5MVA

負荷 負荷 G

5,863kVA 
Pf＝0.95 4P

GT

高速 
限流 
遮断器 

図２３　高速限流遮断装置動作時の電圧波形

出光興産（株）愛知製油所の 154 kV 受電開閉所の GISを

更新した。設備構成は 2 回線ケーブル受電で ALCキュー

ビクル内に設置されている。低コストおよび停電切換時間

の短縮を図るため，レトロフィット更新により撤去から受

電までを 6 日間で行った。

OFケーブルの端末処理時間と費用を削減するため，

既設ケーブルおよびケーブルヘッドタンクを流用し，新

設GISのタンク部でドッキングした。

キュービクルの屋根を撤去し，大型クレーンで撤去と

搬入を円滑に行えるようにした。また，大型スライド式

テントでキュービクルを覆い，雨天での作業にも配慮し

た。

GISの共通ベースを製作し，複数ユニットを一括搬入

して組立時間を短縮した。

（3）

（2）

（1）

図２４　154 kV GIS（SDF型）
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新型単相出力 UPS6000D-1シリーズ： 20 ～ 75 kVAの

系列化を図った。主な特徴は次のとおりである。

オールインワン：本体単独にて入出力異電圧対応

（100/200V）と保守バイパス給電機能を備えた周辺盤不

要のオールインワンを実現した。

完全独立並列対応：商用同期無瞬断切換方式の UPS

を最大 8台まで並列運転可能とした。切換盤や切換用制

御装置を必要とせず，直送回路も冗長されているため高

信頼度化システムを実現できる。

高効率化：主変換器部に富士電機製新型 IGBTを採用

し，旧型の素子と比較して損失が約 25 ％低減し最高ク

ラスの装置総合効率 90 ％を実現した。

（3）

（2）

（1）
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中大容量UPS

「6000D-1シリーズ」UPS

「6000D-3シリーズ」UPS

フライホイールUPS

図２５　UPS6000D-1（20 kVA機）

新型三相出力 UPS6000D-3シリーズ： 100 ～ 300 kVA

の系列化を図った。主な特徴は次のとおりである。

主変換器部に富士電機製 IGBTを採用し，並列駆動技

術の適用および新型冷却体を採用することにより主変換

器部および装置の小型・軽量化を実現した。

商用同期無瞬断切換方式 UPSを並列運転可能とする

完全独立並列システムを開発適用した。本システムは負

荷設備の増加に応じて給電中の増設を可能とし，また，

個々にバイパス切換回路を有しているため共通回路がな

くなりインバータ給電中のメンテナンスを可能とした。

Web/SNMP（Simple Network Management Proto-

col）カードを標準装備し，複数台の UPSの運転管理を

容易に行えるようにしている。

（3）

（2）

（1）

図２６　UPS6000D-3（300 kVA機）

UPSの蓄電装置として最も一般的な鉛バッテリーに代

わり，長寿命，高エネルギー密度の特性を持つフライホ

イールを採用したシステムを開発した。装置寿命が 15 年

以上とバッテリーに比べ長く，UPSのライフサイクルコ

ストを約 30 ％低減でき，設置面積も 1/2 ～ 1/3に削減す

ることができる。また鉛使用量も大幅に削減でき環境対策

面でも大きな効果がある。

停電時のバックアップ時間は 12 ～ 120 秒であり，半導

体製造工場をはじめとしてあらゆる産業分野の生産ライン

用など，必要な停電バックアップ時間が比較的短い負荷設

備に最適である。また，自家発電機との組合せにより長時

間のバックアップも可能である。蓄電装置部には米国アク

ティブパワー社製を採用している。

図２７　フライホイール蓄電装置

関連論文：富士時報 2003.8 p.484-487

関連論文：富士時報 2003.8 p.480-483

N99-2584-1

N99-2573-3



図２８　PWM電力変換装置

図３０　賀茂変電所
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つくばエクスプレスの建設に伴い，秋葉原変電所に受変

電設備一式を納入した。主な設備は PWM電力変換装置

のほか，24 kVガス絶縁開閉装置，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，

主制御用配電盤などである。

主な特徴は次のとおりである。

IGBTを適用した PWM電力変換装置は，きわめて高

精度な直流 1,500 V 定電圧制御を行うことにより変電所

間の電位差を小さくして対地帰路電流の低減を図るとと

もに，回生インバータ機能も持っている。

主制御用配電盤は 350mm幅の回線単位盤とし省ス

ペース化を図っている。また PLCダウン時の救済措置

として，メンテナンスパソコンによりバックアップ機能

の充実化を図っている。

（2）

（1）
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つくばエクスプレス秋葉原変電所

名古屋市交通局千種台変電所

福岡市交通局賀茂変電所

地下鉄 4号線延伸工事の一環として，千種台変電所に受

変電設備一式を納入した。主な設備は，36 kVガス絶縁開

閉装置，油入自冷式変圧器，純水沸騰冷却式シリコン整流

器，直流キュービクル，主制御用配電盤などである。

主な特徴は次のとおりである。

36 kV 設備は，VCBを適用した C-GISを採用し，省

スペース化と保守性の向上を図っている。

整流器は環境に優しい純水を冷媒とした並列 12パル

スの採用により，高調波抑制対策を図っている。

主制御用配電盤は，故障表示・警報回路に PLCを採

用し，保守性の向上を図っている。なお PLCは二重化

により高い信頼性を有するシステムとしている。

（3）

（2）

（1）

図２９　純水沸騰冷却シリコン整流器

建設中の地下鉄新線（七隈線）の賀茂変電所に受変電設

備一式を納入した。主な設備は，72 kVガス絶縁開閉装置，

ガス絶縁自冷式変圧器，純水沸騰冷却式シリコン整流器，

直流 1,500 V 閉鎖配電盤，抵抗式回生電力吸収装置，

6.6 kV 高圧閉鎖配電盤，主制御用配電盤などである。

主な特徴は次のとおりである。

直流高速度真空遮断器を採用し，縮小化と高信頼性，

保守性の向上を実現している。

負荷時タップ切換式整流器用変圧器，抵抗式回生電力

吸収装置を採用し，柔軟で安定な電力供給を図っている。

主配電盤と各階ごとに配置した現場監視盤を LANで

構成し，シンプルで高機能なシステムを実現している。

（3）

（2）

（1）

N99-2587-13
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線増連続立体工事に伴う受変電設備増強のため機器更新

工事を実施した。主な設備は，24 kV 環境対応形ガス絶縁

開閉装置，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，主制御用配電盤など

である。主な特徴は次のとおりである。

24 kV 環境対応形ガス絶縁開閉装置は，SF6ガスを

まったく使用しないドライエア複合絶縁方式を採用して

おり，地球環境への負担を皆無としている。

主制御用配電盤は，電気鉄道向けとして初の 350mm

幅の回線単位盤であり，省スペース化を実現している。

また，計測・故障表示機能などを集約した液晶ディスプ

レイを採用し，保守性の向上を図っている。

Webを利用した保全支援システムを導入し，予防保

全機能の充実を図っている。

（3）

（2）

（1）
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小田急電鉄（株）経堂変電所

南海電気鉄道（株）羽衣変電所

小田急電鉄（株）電気部情報共有システム

南海本線・高師浜線連続立体交差事業の一環として，新

設された羽衣変電所に受変電設備一式を納入した。主な設

備は，24 kVガス絶縁開閉装置，整流器用変圧器，シリコ

ン整流器，直流 1.5 kV 閉鎖配電盤，主制御用配電盤など

である。主な特徴は次のとおりである。

12パルス純水沸騰冷却式シリコン整流器，低騒音形

整流器用変圧器の採用により環境への配慮と高調波対策

を図っている。

24 kVガス絶縁開閉装置の採用により省スペース化を

図っている。

主制御用配電盤には，ディジタルリレーを採用し高信

頼性，保守省力化を実現している。

（3）

（2）

（1）

図３２　羽衣変電所

鉄道用電気・信号通信設備の図面，写真，その他文書な

どを電子文書として一括管理するサーバを納入した。サー

バに保存された文書は，社内ネットワークに接続されたパ

ソコンから閲覧でき，文書の一元管理と情報の共有化を図

ることができる。主な特徴は次のとおりである。

情報閲覧はWeb 方式を採用しているため，Webブラ

ウザのみで情報を閲覧できる（CAD図面を除く）。

文書の登録・変更・削除に際しては，電子メールと連

携して承認要請，承認通知などを行い，承認者の承認が

得られた後に実行する業務フロー機能も具備している。

ログイン認証機能，利用者をグループ分けして操作で

きる機能を制限するアクセス権設定機能，キーワード検

索機能，写真ビュワーなどのツールも具備している。

（3）

（2）

（1）

図３３　電気部情報共有システム閲覧画面表示例

図３１　回線単位形主制御用配電盤
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東日本旅客鉄道（株）は，東海道本線などで運用する

E231 系（近郊形）直流電車を投入した。本車両に対して，

富士電機は品質・信頼性を重視し，すでに総武緩行線，常

磐快速線で運用されている E231 系（通勤形）直流電車用

に納入した SC62A 形補助電源装置（210 kVA）において

実績のある主回路方式を適用した SC76 形補助電源装置を

製作・納入した。インバータキャリヤ周波数を最適化する

ことで，発生損失の低減を図り，小型・軽量化を実現した。

本装置の仕様は次のとおりである。

［定格］260 kVA（三相交流 440V，60Hz）

［方式］主回路：直列 2多重インバータ 1 変圧器方式

主素子： IGBT（1.7 kV-800A）

冷　却：自然冷却方式（水ヒートパイプ式）
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東日本旅客鉄道（株）東海道本線向けE231系用補助電源装置

交流電車用補助電源装置〔北海道旅客鉄道（株）721系，九州旅客鉄道（株）817系〕

（財）鉄道総合技術研究所向け高速用集電材摩耗試験機

図３４　SC76形（260 kVA）補助電源装置

在来線交流電車用補助電源装置は富士電機が得意とする

分野の一つであり，特に国内の主な交流電化区間である北

海道および九州においては，多くの実績を有している。

2003 年度には北海道旅客鉄道（株）（JR 北海道）向け 721

系 8 次車，九州旅客鉄道（株）（JR 九州）向け 817 系 1000

番代用に IGBTを使用した補助電源装置を納入した。JR

北海道 721 系 8 次車は，新千歳空港ー札幌間の輸送力増強

を目的とした中間増備車として製作され，補助電源装置は，

着氷雪の落下による事故を防止するため床下機器をカバー

で覆うボディマウント方式に対応している。JR 九州 817

系 1000 番代は福北ゆたか線（博多ー黒崎）の電化開業に

合わせて製作され，補助電源装置は，車両へのぎ装作業を

簡易にするため溝形状のレールにボルトで締結するマウン

ティングレール方式に対応している。

車両用集電装置のすり板およびトロリ線の高速域におけ

る摩耗，性能特性などを解析する研究設備を納入した。

試験方法は，銅板製の模擬トロリ線をロータの円周付近

に円形に取り付けて回転させ，基礎架台側にすり板試験片

を固定して押し付ける摩擦方式で特徴は次のとおりである。

ロータは，直径 2mのニッケルクロムモリブデン鋼

の円盤で加工据付け精度が計測精度に影響するため，心

振れ，面振れ量，バランス精度を保持するよう設計配慮

した。

試験片は，模擬トロリ線間で通電しながら，プログラ

ムにより押付け動作，左右動などを制御できる。

計測システムにより摩耗量，摩擦状況，離線発生，温

度などの計測，記録，帳票作成およびカメラによる模擬

トロリ表面の観察，記録を行うことができる。

（3）

（2）

（1）

図３６　防音室内の摩耗試験機本体

JR北海道　721系 
8次車両 

補助電源装置 

JR九州　817系 
1000番代用 
補助電源装置 

図３５　JR北海道721系，JR九州817系向け補助電源装置
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発電プラント
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展　望

火　力

原子力

水　力

2003 年は東京電力（株）のトラブル隠しにより原子力発

電所の停止に追い込まれ電力危機を招いたが，海外でもア

メリカ北東部からカナダにかけた広範囲にわたる大停電や

イタリア全土の停電など電力供給にまつわる重大な問題が

発生し，近代社会がいかに電気の恩恵を受けているかを改

めて実感させられた。同時に些細（ささい）な事故が次第

に拡大し，巨大なシステムがもろくも崩れさる恐ろしさを

見せつけられた。また，新エネルギー分野では 4 月に RP

S 法が施行され，排出権取引やバイオ発電などの開発が活

発になると期待されたが京都議定書の発効が遅れ，大きな

進展は見られず停滞している。

火力分野の国内市場は相変わらず低迷し，電源設備関係

の投資は冷え込んだままである。原子力発電所停止による

東京電力（株）の供給不安は，休止火力の運用復帰などで乗

りきれたことに表されるように，電源設備の過剰状態は続

いている。IPPの募集は停止されたが最後の IPPが建設

段階にあり，富士電機はコンバインドサイクル発電設備を

含む 4プラントを建設中である。

海外では，アジアの通貨危機とそれに続くエンロン社の

破綻（はたん）に端を発した米国市場激減の後遺症が続い

ているが，中国の電力市場の拡大が顕著である。経済成長

により電力不足が表面化し，上海では 2003 年夏に輪番停

電が実施された。ここ数年は需要の増加傾向は継続し，活

発な電源開発が行われると想定される。現在多くの企業が

大陸への進出を進めているが，不安定な電力供給から生産

設備の多くは自家発電設備を併設する例が多い。ここでは

富士電機が得意とする中容量蒸気タービン発電機が信頼性，

経済性，性能の面で評価されている。

地熱市場は，アジアの通貨危機以降開発が停滞していた

が，フィリピンを中心として回復の兆しが見えてきた。温

暖化ガスの排出がわずかである地熱発電は，今後 RPSを

にらんだ低温熱源を利用した小型の地熱開発も増えてくる

と予想される。富士電機では，小型・低温により適したバ

イナリー地熱発電設備の開発を進めている。

原子力分野では，日本原燃（株）六ヶ所再処理工場向け諸

設備の現地据付けがほぼ終了し，現在，ケミカル試験を実

施中である。石川島播磨重工業（株）から受注し，納入した

「固化セルクレーン」は，高放射線雰囲気下のセル内の機

器を遠隔で分解・組立する機器であり，富士電機が有する

遠隔ハンドリング技術を大いに活用している。また，（財）

原子力発電技術機構向けには，今後の発電所の廃止措置時

代に備えて， 5 年間に及んだ原子炉内構造物の解体撤去の

実規模総合解体試験を当初の予定どおり完了し，大型遠隔

ハンドリング技術の実証と，各種廃棄物の処理・処分にか

かわる広範なデータを取得することができた。

電力市場の変化に伴い注目されてきた小型炉の分野では，

2010 年代での市場投入を狙って，電気出力 10 万 kW級の

直接サイクルガスタービン発電高温ガス炉の開発研究に本

格的に着手し，プラント概念の構築を行った。

その他，廃樹脂の ICプラズマを利用した減容技術や，

遠隔での作業を容易とする YAGレーザを用いた解体・減

容処理技術の開発などに積極的に取り組んでいる。

水力分野では，インド・マハラシュトラ州かんがい局向

けガトガール揚水発電設備 147MVA（G）/150MW（M）

2 台が，富士電機の技術リーダーにて，インド有数の重電

機メーカーの BHEL 社と共同製作された機器が現地に出

荷され，いよいよ本格的に 2005 年運転開始に向け現地据

付け工事が開始された。九州電力（株）向け槇之口発電所

10.6MWは，既設主機 2台を今回の更新で 1 台にして，

設備の運用・保守の効率化を図った。本発電所には，長寿

命で保守が容易となった富士電機独自の製品である電気・

油圧複合形ハイブリッド式電動サーボモータシステムが採

用されており，従来の 2.2 kW容量から一気に 7.5 kW容量

に大幅にアップされた最大容量品が納入されて何ら問題な

く運用されている。今後さらなる容量アップを行い，本製

品の適用範囲を拡大させてますます運用されることを期待

している。東北農政局向け安積疎水管理用発電所 2.34

MWは，横軸両掛フランシス水車で運転範囲を広げた幅

広い運用を行っている。本発電設備は，農業用水路の落差

を利用して建設された発電所であり，今後工業・農業用水

路を利用した発電設備がますます計画，適用されることを

期待している。
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1988 年７月に（株）ユービーイーパワーセンターから 216

MW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。富士電機はタービン・発電機をはじめプレボイラ

系の設備・変電設備・各種電気品を，石川島播磨重工業

（株）がボイラおよび環境設備を，JFEエンジニアリング

（株）が主に土木建築設備をおのおの納入する。発電所建設

エリアや資材置き場が狭い中でのプラント建設であるため

円滑に工事が推進できるよう，十分な事前検討を行い

2001 年 10 月に土建工事を着工した。その後，2002 年 9 月

に立柱式，同年 11 月にはタービン・発電機の据付けを開

始し，2003 年 9 月に火入れ，同年 10 月に通気を行い，そ

の後の試運転は，計画工程どおり順調に進み，2004 年 3

月 1 日の営業運転開始に向け，現在最終調整試験に取り組

んでいる。
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（株）ユービーイーパワーセンター向け発電設備の建設

富士電機初のコンバインドサイクル発電設備

大容量空気冷却発電機

図１　建設中の発電所全景（2003年 9月現在）

富士電機では，（株）東京ガス横須賀パワーから，240

MW級ガスタービンコンバインドサイクル発電設備を

2003 年 6 月に受注した。

本発電設備は 2006 年から 15 年間東京電力（株）へ電力を

供給する IPP 発電所である。ガスタービンはシーメンス

社製の V94.2 形を採用し，発電所全体は富士電機が設計・

製作する。発電用冷却水には，近接の下水処理場からの排

水を適切に処理し再利用する。燃料は都市ガスを使用し，

冷却塔には白煙防止機能付きの乾湿併用形冷却塔を採用す

る。

2003 年に環境アセスメントの手続きを終え，現在詳細

設計中である。2004 年 2 月からは土木建築工事が開始さ

れ，機器製作・据付け工事・試運転を経て，2006 年 6 月

の営業運転開始を目指し，現地工事が本格化する。

図２　コンバインドサイクル発電設備の完成予想図

富士電機では，水素冷却発電機に比べて，据付けと運

転・保守が簡便である空気冷却発電機の出力範囲の拡大に

取り組んできた。富士電機の空冷発電機の特徴としては，

全含浸絶縁システムを採用した固定子ならびに DSS 運転

への対応可能な強固で堅ろうな回転子による高い信頼性が

あげられる。これまで 5 台の 200MVAを超える大容量空

気冷却発電機を納入し，1 台を製作中である。海外向けに

おいては，280MVA級の発電機が 2002 年に営業運転を開

始し，高い性能で運転されている。また，国内向けにおい

ても国内最大級の（株）ユービーイーパワーセンター向け

240MVA発電機の現地での性能試験が完了し，2004 年 3

月の営業運転開始に向け，試運転を順調に実施中である。

図３　試運転中の240MVA空気冷却発電機
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島嶼（とうしょ）の発電所は小規模のものが点在してい

るため，電力会社は維持・運営に大きな負担を強いられて

いる。このようなことから運転業務の効率化・省力化のた

めに，1か所で遠方監視制御が可能なシステムの導入が求

められている。富士電機は，九州電力（株）新種子島発電所

（制御側）・種子島第一発電所（被制御側）向けにコン

ピュータによる遠方監視制御システムを受注した。システ

ムは最新の ITを適用したコンピュータ二重化による

CRTオペレーションに加えて，直接操作卓，情報配信

サーバ，および遠方監視制御装置（親局）を制御側に設置

して，運転員の負担を少なくしている。また，被制御側は

遠方監視制御装置（子局）と現場信号入出力装置間の信号

の授受を伝送で行い，既設改造に適応したコンパクトな構

成となっている。
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島嶼発電所向け遠方監視制御システム

単汽筒最大容量タービン

火力発電設備の計測制御システム

アジア地区の電力市場においては，台湾や日本企業を中

心とした積極的な海外展開に伴い，自家発電設備の新規建

設が増加している。こうした中，これまで富士電機が数多

くの発電設備を納入してきた FPCグループ（台湾）から，

中国の寧波地区とベトナムでの新設工場向け自家発電設備

用蒸気タービン 3ユニット受注した。このユニットには，

最新の三次元設計反動翼と 31.4インチ新型長大低圧翼を

採用しており，これまで富士電機が台湾市場にて築きあげ

てきた高い信頼性に，最新の高効率性能をプラスしたもの

で，単汽筒では世界最大容量となる出力 162MWの記録

品である。今回の受注をきっかけに，今後のアジア地区で

の新たな自家発電設備市場展開への布石とすべく，鋭意製

作中である。

火力発電設備の計測制御装置は，自動化範囲の拡大，制

御機能の高度化，運転支援・保全支援を含めた CRT装置

のインテリジェント化など，一層の安全性向上と運転員負

荷軽減が進められている。富士電機は，これらのニーズに

応え，コストパフォーマンスの高いシステムを提供してき

た。石川島播磨重工業（株）経由にて（株）ユービーイーパ

ワーセンターに納入した IPP 宇部発電設備主幹制御装置

は，起動準備以降から定格負荷までの起動および停止操作

の自動化を備え，運転員の負担軽減を実現している。また，

高効率エンジニアリングツールである「HEART」を採用

し，仕様書（計装ロジック図，計装フローシートなど）か

ら直接プログラムを自動生成する機能により，従来に比べ

て効率的に設計を行った。

図６　IPP宇部発電設備主幹制御装置

図４　CRT制御装置と直接操作卓

図５　製作中の最大容量機ロータ
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電力自由化と電力需要鈍化により，小型でより安全性の

高い原子力発電需要が起きつつある。富士電機では 2010

年代の市場投入を目指して，①将来型大型軽水炉と同等の

経済性，②分かりやすくより高い安全性を有する小型ガス

タービン発電高温ガス炉を開発中である。本原子炉では高

温ガス炉の固有の安全特性を積極的かつ最大限に活用しな

がら可能な限り出力増加を図って熱出力 22 万 kWとし，

高効率ヘリウムガスタービンとの組合せで電気出力 10 万

kWを達成している。原子炉は万一の事故時にも自然にと

まる，冷える，放射能を閉じ込めるという高い固有の安全

特性を有し，発電系はガスタービンの高速回転で物量低減，

経済性向上を図っている。また小型原子炉の基数を調整し

て電力需要に柔軟に対応し，投資リスクを低減できる。

50

発電プラント

原子力

実用高温ガス炉技術

廃止措置技術

固化セルクレーン

図７　原子炉系・発電系の縦断面図

役割を終えた原子力発電所などが放射能の減衰のための

一定の冷却期間をおいて解体される時代に入った。富士電

機はこれまで，解体に必要な遠隔解体装置を重点に技術開

発を推し進めてきた。特に，（財）原子力発電技術機構から

受託し勝田工学試験所で 5 年間（解体装置など据付け期間

を含む）にわたり実施してきた原子炉内構造物の解体撤去

を実規模で確証する一連の総合解体試験が，当初の計画ど

おりの成果をあげ終了した。また，金属ドロスや黒鉛など

の高βγ廃棄物を遠隔で取り扱いモルタル充てんする廃棄

物処理技術なども含む広範囲なデータが得られ，数年後に

迫った実機の解体工事に反映すべく成果の集大成を図って

いる。一方で大量に発生するクリアランス廃棄物を判定す

る測定関連技術も引き続き開発中であり，解体に必要な技

術のラインアップが整いつつある。

富士電機は，日本原燃（株）六ヶ所再処理施設のホットセ

ル内機器を石川島播磨重工業（株）から受注して開発を進め

てきた。「固化セルクレーン」は，高レベル廃液ガラス固

化施設の中枢部に設置され，高放射線雰囲気の機器を遠隔

で分解・組立するクレーンである。このクレーンの特徴は，

次のとおりである。①すべて耐放射線性機器で構成してい

る。②つり上げ荷重 22.5 tの巻上装置２台を搭載し，フッ

クを制御して遠隔での共つりを可能にしている。③故障時

に保守エリアまで退避するための後備駆動系を備えている。

④動作範囲拡大のため，給電装置を上部室に設け， 8 連の

動滑車でクレーンの走行にケーブルを追随させる新方式を

採用し，自主技術で開発した。本クレーンは，プラントの

総合試験を経て実運転に移行する予定である。

図８　廃止措置技術

図９　固化セルクレーンの工場組合せ試験
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九州電力（株）槇之口発電所向け 1 台× 10.3MW立軸フ

ランシス水車発電機の現地据付け試験が完了し，2003 年

11 月に営業運転を開始した。

本発電所は既設建屋を流用して，既設機器である 2 台×

5.88MW立軸フランシス水車および発電機を撤去して，1

台の水車発電機に更新した発電所である。

既設建屋を流用するため，機器配置スペースに制約があ

ることから，次のような技術を採用し補機の縮小化，簡素

化を図っている。

ガイドベーンサーボモータにハイブリッドサーボを採

用することによる機器の縮小化

水車および発電機軸受の空気冷却化ならびに無給水ラ

ビリンス封水方式採用による給水装置の省略化

（2）

（1）
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九州電力（株）槇之口発電所向け1×10.3 MW立軸フランシス水車発電機の営業運転開始

東北農政局安積疏水管理用発電所

インド・ガトガール揚水発電所の現地据付け工事

図１０　立軸フランシス水車発電機

東北農政局安積疏水（そすい）管理用発電所向け 1 台×

2.34MW横軸両掛フランシス水車，2.35MVA横軸三相同

期発電機および付帯設備の現地据付け・試験が完了した。

本発電所は猪苗代湖から農業用水路に導水される 5.921

m3/sの水量のうち最大 3.2m3/sを取水し，用水路の落差

を利用して最大出力 2.23MWの発電を行う。発電した電

力は土地改良施設の管理用に供給されるとともに，余剰電

力は電力会社に売電される。

また，用水路に設置されることから，下流への定流量の

放流責務があるため，用水路の水量が 3.2m3/s 以上の場合

には放流弁との並列運転を行うとともに，水車・発電機停

止時には放流弁への振り替え放流を行う流量制御機能を有

している。

図１１　水車・発電機設置状況

インド・マハラシュトラ州かんがい局（GOMID）ガト

ガール揚水発電所向け 2 台× 139MW（T）/149ＭＷ（P）

立軸フランシス形ポンプ水車，2 台× 147MVA（G）/150

ＭＷ（M）立軸三相同期発電電動機および電気設備の現地

据付け工事が開始された。

本発電所はインドのボンベイから東に約 130 kmの地点

に位置している。貯水量 520 万 m3の上池と 35 万 m3の下

池を使用し，日曜日を除く 6 時間を発電，夜間の 7 時間を

揚水のために運転を行う発電所として計画された完全地下

式の発電所である。

現在工事は，水車機器据付け工事中で，2004 年以降に

発電機および電気品の据付け工事を予定しており，2005

年の運転開始に向けて鋭意据付け指導を推進している。

図１２　吸出し管工事
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サービス
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展　望

予防保全サービス

サービスソリューション

日本経済は依然低迷状態が続いており，優良企業でさえ

設備投資を抑えている状況の中，2003 年は生産に影響す

るような大きな事故が各地で発生した。改めて保守保全・

維持管理の重要性が問われる年となった。

設備納入から維持管理，そして更新に至るまでを一気通

貫で考えるライフサイクルサービスは富士電機の基本コン

セプトであり，これを一層充実・発展させるために 2003

年 10 月 1 日，ライフサイクル技術センターを発足させた。

従来の自社製品のアフターサービスにとどまることなく，

お客様設備のライフサイクルにわたる企業価値の提供を目

的として幅広い活動を展開している。

特にコールセンターを軸にした，顧客サービスの充実，

各種保全情報システムの拡大，的確な予知保全を実現する

ためのコンサルティングや各種診断活動，余寿命診断シス

テムの開発・提供を重点テーマと掲げ，鋭意実行した。

2003 年は，これらの活動の中で，今後の富士電機のラ

イフサイクルサービスのコアとなるような，幾つかの成果

が出てきた。例えば PM 優秀製品賞を受賞した Pro-

Health-TAやコールセンタ構築サービス CRM24のよう

に，対外的にも高い評価を得たテーマが創出されてきてお

り，具体的なビジネス展開においても着実な前進がみられ

たものと考える。以下に，この 1 年間の成果を紹介する。

予防保全サービス分野

BDM や機械的な TBM から脱却し，より効果的な

CBM体制を構築するための品ぞろえが急務であり，環境

診断，プリント基板洗浄サービスをはじめとするメニュー

の拡充に努めた。

①「切削加工設備の診断システム ProHealth-TA」は，

シミュレーション解析技術や PLC 応用，ホール素子

電力変換技術を駆使して，刃具の余寿命判断と異常診

断を可能にした。

②「バッテリー劣化診断サービス」はバッテリーをオン

ラインで診断できるが，さらに内部抵抗測定機能を加

え，より短時間で測定診断ができる装置を開発した。

③「高圧回転機余寿命診断サービス」は，Fレジン/F

絶縁の余寿命予測診断に加え，今回一般産業用高圧回

転機の Fレジン/S 絶縁の余寿命予測方法を確立した。

サービスソリューション分野

顧客設備全体を鳥瞰（ちょうかん）した形でのコンサル

ティングに始まり，これにリンクしたサービスモデルや，

システム商品の提供を行ってきた。この中で，CRM24や

POJなど，富士電機として差別化された特徴を有する

サービスメニューが育ってきている。顧客の資産（アセッ

ト）を最大限に生かすビジネスの重要性は高まっており，

PAM，EAMに向けた取組みを加速している。

①「設備管理近代化コンサルティング」は，工場全体の

安定運用と運用費低減を目的としたコンサルティング

サービスで，有力企業十数箇所のプレ調査を行うとと

もに，食品工場向けに基本整備と設備改善を実施した。

②「コールセンター構築パッケージ CRM24」は，富士

電機で稼動中のコールセンター運用のノウハウを生か

したメンテナンスサービス支援システムである。今回

Java 版を加えてWeb 対応のシリーズを広げ，数多く

の納入実績を得た。

③「作業管理システム POJ」は，現場作業の効率化と

品質向上を図るサポートシステムであり，食品会社か

ら上下水道施設まで幅広い分野に納入した。

④「プラント効率化運用支援システム」は，コージェネ

レーション設備やごみ発電プラントに適用しており，

ボイラの運用支援などでメンテナンス費低減に貢献し

ている。

⑤「MRM（マルチリモートメンテナンスサービス）」

は，UPSのリモートメンテナンスをインターネット

を使って実現するとともに，UPS 周辺装置や他社製

UPSへも対象を広げた。

⑥「受変電自動検測システム」は，受変電設備の保護連

動試験や停復電連動試験を自動で行うシステムであり，

従来の 1/4 以下の時間で点検試験ができる。短時間で

の停電試験が必要な鉄道向け配電所に納入した。

富士電機は，サービスソリューションをご提供すべく，

商品メニューの拡充を行い，お客様にきめ細かな，ライフ

サイクルにわたる価値の提供を行っていく所存である。

（2）

（1）



富士時報 Vol.77 No.1 2004

生産設備における安定操業と運用費改善を支援するオン

ライン診断システムを提供しているが，そのシリーズとし

て切削加工設備における工具状態を診断するシステム Pro

Health-TAを開発した。切削加工設備における工具は製

品品質の主役であり，最も寿命の短い機械部品である。そ

のため，信頼性向上，刃具交換周期の延長化などを実現す

るうえで，切削時の刃先変化の診断は重要な位置づけとな

る。ProHealth-TAは，切削負荷と連動する電力変動を監

視して工具状態をリアルタイムに診断する。特徴として，

ホール素子電力センサを使用して，今まで困難であったイ

ンバータ二次側電力の高精度測定を可能にしている。2003

年度は，その成果が認められ，（社）日本プラントメンテナ

ンス協会の「2003PM優秀製品賞（開発賞）」を受賞した。
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サービス

予防保全サービス

切削加工設備の診断システム「ProHealth-TA」

バッテリー劣化診断サービス

高圧回転機余寿命診断サービス

包絡線解析 

積算値解析 
アナログ 
診断端末 
MARSYS

監視端末 

ホール素子 
電力センサ 
WH5TZ

切削 
タイミングなど 

設備管理 工作条件・ 
工具・実績管理 

分析・診断サーバ 
ProHealth-TA

電力監視 

診断結果の 
Web配信 

図１　「ProHealth-TA」の構成

重要負荷を停電時にバックアップするバッテリーは，直

列接続のため 1 個の不良が致命的になる。そこで，個々の

バッテリーをオンラインで劣化診断できる BSC（Battery

Super Checker）を適用してきたが，さらに機能充実させ

た新型を開発した。この新型 BSCを適用して，納入時か

ら寿命期までのバッテリー特性を測定・診断するサービス

を提供している。

バッテリー劣化診断サービスの特徴は次のとおりである。

電気設備運転中に測定・診断が可能である。

IGBT制御で短時間，定電流放電で診断する。

内部抵抗測定を併用した診断も提供できる（新機能）。

放電特性データをパソコン処理し，劣化状況に応じた

対策・措置提案やデータを即日お客様に提供できる。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　BSC5000i とバッテリー

1999 年にタービンおよび水車発電機固定子巻線の Fレ

ジン/F 絶縁（エポキシ単体含浸絶縁）の余寿命予測方法

を確立した。今回，新たに一般産業用回転機固定子巻線の

Fレジン/S 絶縁（エポキシレジンリッチ絶縁）の余寿命

予測方法を確立し，余寿命診断サービスを開始した。

本サービスの特徴は次のとおりである。

実機の絶縁破壊試験データおよび電気的絶縁診断デー

タから高精度に残存絶縁耐力を予測

残存絶縁耐力の経時変化から独自のアルゴリズムによ

り固定子巻線の余寿命を推定

国内 3か所の絶縁診断車により迅速なサービスが可能

本サービスにより適正な巻替え・更新時期を推定でき，

保全経費の計画的な運用を図ることができる。

（3）

（2）

（1）
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気
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独自近似法 
により 
寿命曲線を 
算出 

必要絶縁 
耐力から 
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推定 

余寿命予測法 
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縁
耐
力 

推定余寿命 
運転年数 

局部的劣化 

交流電流試験 

誘電正接試験 

部分放電試験 

全体的劣化 

絶縁診断データから 
算出した残存絶縁耐力 

運転に必要な 
絶縁耐力 

予測 

図３　絶縁診断による余寿命予測法
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富士電機コールセンターに導入した支援システム CRM

24のノウハウを生かし，緊急対応用コールセンターや保

守サービス向けに商品化したものである。従来の Win

dowsベースに加えて UNIXベースの Java 化を行って小

規模から大規模まで対応できるシリーズ化を図った。2003

年には，14の顧客に納入している。主な特徴は次のとお

りである。

低価格・短納期でコールセンターの構築ができる。

Web 機能により，現場のサービスマンや営業マンが

顧客情報，受付情報，障害情報などを収集できる。

保守部品管理やサービスマンのスケジュール管理を行

うことができる。

蓄積した情報を基にナレッジベースの構築ができる。

遠隔監視システムと融合したシステムが構築できる。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

54

サービス

サービスソリューション

コールセンター構築パッケージ「CRM24」

作業管理システム「POJ」

プラント効率化運用支援システム

報告 参照 

CRM24システム 

受 
付 

顧客 
情報 

コール受付機能 

受付 
管理 

顧客 
管理 

作業 
指示 

報 
告 

JOB 
（作業） 
情報 

フィールドサポート機能 

JOB（作業） 
管理 

修理情報 
（報告書） 

スケジュール 
管理 

出張依頼 
管理 

修理管理 
（報告書） 

設備保守サービス機能 

設備管理 

点検結果 
管理 

組織情報 

共通機能 

組織管理 

関連文書 
情報 

社内体制 
管理 

資格管理 

システム 
メンテ 
ナンス 

管理指標 

関連文書 
管理 

受付 
情報 

設備情報 

点検結果 
情報 

品質管理 

部品管理 

品質情報 

部品情報 

図４　コールセンター構築パッケージ「CRM24」の機能構成

生産と連携した 
計画と指示 

作業実施 
P

D

C

A

作業結果 
トレース 

定型点検 故障 

定型作業 補修 

マネジメント 
システム 

故障に応じた 
作業実施 

（自動指示） 
POJ

ライン監視 

生産設備 

要員 

施設・設備 

エネルギー，資源，廃棄物 

生産管理 
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稼動 
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点検 
情報 
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故障 
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生産品目， 
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作業実施 
（自動スケジュール） 

図５　工場生産設備管理における「POJ」適用例

電気・熱・空気を供給するユーティリティ設備における

発電・熱源などの動力設備を中心に，エネルギーコストと

メンテナンスコストを削減し，総合的な最適運用の実現を

目的とした「効率化運用支援システム」を開発した。

独自開発の構造化ニューラルネットワークを利用した予

測技術や，最先端のメタヒューリスティク最適化技法であ

る PSO 法を用いている。オフライン（運転支援）系では，

プラント最適運用のシミュレーションを主体にごみ発電プ

ラントへ適用し，ボイラのオーバホール周期延伸によるメ

ンテナンスコスト低減に成果を出している。オンライン系

では，コージェネレーション設備に複数適用し，エネル

ギーコストの数％削減が得られている。現在，小規模から

大規模までのシリーズ化とパッケージ化を進めている。

予測技術 
　統計手法 
　構造化 
　ニューラル 
　ネット 

各種負荷予測 

センサ診断技術 
　メタヒュー 
　リスティク 
　最適化 

センサ診断と 
補正 

最適化技術 
　数理計画法 
　メタヒュー 
　リスティク 
　最適化 

プラント最適 
運転計画 
および補正計画 

モデル化技術 
　統計手法 
　構造化ニュー 
　ラルネット 
　応答曲面法 

プラント 
シミュレータ 

負
荷 

時間 

時間 

時間 

発
電
機
出
力 

ボ
イ
ラ
起
動
停
止 

図６　プラント効率化運用支援システムを実現する技術

POJ（Point Of Job）はWebサーバとハンディターミナ

ルを活用して，現場作業の情報化を強力に推進する。現場

ノウハウや手順を登録する「作業標準・プラン管理」から，

日常作業の「計画・指示」と結果の「報告・承認・分析」

機能，さらに作業対象の台帳管理まで網羅する総合的な作

業管理システムである。

2003 年度までに，自動車部品工場向け保全管理，食品

飲料工場向け保全管理，同生産計画対応の作業管理，さら

に上水道や下水道向け大規模保全管理などを幅広い業界に

納入する。機能面では，作業プランの属性（周期，しきい

値，外部トリガ連携）管理と作業対象の台帳強化のほか，

ドキュメント管理を新たに追加した。「計画・指示」の自

動化と設備管理業務支援の強化により，幅広い現場の情報

化ニーズに対応できる。
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お客様の工場設備や施設の超安定運用と運用費の低減を

目指した「施設管理近代化コンサルティング」をサービス

ソリューションメニューの一つとして展開しており，メン

テナンス改善，省エネルギー，水処理ソリューションの三

つのテーマに取り組んできた。

メンテナンス改善の実施例：食品工場の製造ラインに

おいて，ちょこ停の撲滅や生産ロス改善のために基本整

備と設備改善を実施した。

省エネルギーの実施例：半導体工場を主体にクリーン

ルームの省エネルギー化，省エネルギー監視・制御シス

テムの導入，コージェネレーション ESCOの導入など。

水処理ソリューションの実施例：冷却水管理による薬

剤使用量の削減，廃水の回収処理による水使用量の削減

など。

（3）

（2）

（1）
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サービスソリューション

設備管理近代化コンサルティング

MRM（マルチリモートメンテナンスサービス）

受変電設備向け自動検測システム

ステップ1 
（2，3日間 
実施） 

ステップ1-2 
（1週間） 

ステップ2 
（6か月） 

ステップ3 
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基本作業徹底 
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現状調査・ 
把握 

計画保全 
システム構築 

改良・改善 

故障リストに基づく現地 
調査 
外観目視点検調査 
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実施 

保全システム構築 
PDCAの回る仕組み作り 
故障原因分析の実施 

ステップ3までの 
改善効果を維持， 
かつさらなる品質 
向上を図る。 

図７　設備管理近代化の導入ステップ例

富士電機の中・大容量 UPS「UPS660，UPS6000Dシ

リーズ」に標準搭載されているWeb/SNMPカード（ネッ

トワーク監視用インタフェース）や，MPV-A/D（UPS

周辺盤や他社製 UPS 用インタフェース）の故障発生時な

どの電子メール送信機能を活用し，お客様のネットワーク

を利用して富士電機コールセンターへ故障や状態データを

送信する。この電子メールにより通信費の低コスト化が図

れた。

また，UPSの状態データを定期的にセンターに送信し，

センター側にてデータを一括管理することで，お客様の設

備管理負担を軽減し，さらにお客様が任意に標準ブラウザ

にてインターネット上からセンターのアドレスにアクセス

することにより，過去の状態データやトレンドデータ，部

品交換周期などの閲覧を可能とした。

富士電機 
コールセンター 

リモートメンテナンス 
Webサーバ 

お客様の 
携帯電話 

閲覧可能 

お客様の 
パソコン 

富士電機製UPS660， 
UPS6000Dシリーズ 

Web/SNMP 
カード 

UPS周辺盤や他社製 
UPS，その他の機器 

MPV-A/D
電子メール 
送信 

メール転送 

http://ups.fujielectric.co.jp

メールサーバ インターネット 

図８　MRMの構成

自動検査測定（検測）システムは，高圧受配電用ディジ

タル形多機能リレーを用いた受配電盤の保護や制御回路の

点検を自動で行うシステムである。停電時間が限られてい

る受変電設備を，従来の約 1/4 以下の時間で試験すること

ができる。主要構成機器であるマルチパワーソース・大電

流アンプから保護継電器へ高精度な試験電気量を与え，次

の試験を簡単な操作で実施できる。

操作連動試験：遮断器の「開」「閉」動作時間測定

保護連動試験：保護要素の特性・遮断器「開」の時間

測定

停復電連動試験：停電を模擬して遮断器の遮断・自動

投入順序の確認と時間測定

切換操作や系統確認も含めて自動化することで，安全か

つ均一な検査が可能である。

（3）

（2）

（1）
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図９　自動検測システム構成
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2004 年の新春を迎え，謹んで新年のお慶びを申し上げ

ます。

富士電機機器制御株式会社は 2003 年 10 月 1 日の純粋持

株会社制への移行により新しい体制で出発しました。

当社は「パワーエレクトロニクス，配電・制御，駆動系

の事業分野で使用されるコンポーネントとその組合せによ

る中小システムを世界最高の品質，性能，サービスで提供

することにより，顧客満足度の向上と顧客側の価値増大に

貢献する」ことを目指しています。そこで当社のミッショ

ンを「FA Component & System Technology For The

Best」とし，それを受けて，四つの経営ビジョンを掲げて

います。

一つ目は「業界最強の専業」になることで，お客様に最

大の満足と価値を提供すること，二つ目は常に危機意識を

持って変革と行動を通じて企業価値を高めること，三つ目

は地球環境保護を積極的に推進し，地域社会に貢献するこ

と，四つ目は多様な一人一人が信念を持ち，お互いにいき

いきと働くことのできる職場を作り出していくことです。

これらを具体的に実現するために，次の六つのことを実

践していきます。

研究開発を強力に推し進めることにより，国内外の市

場で勝ち残っていける新製品を投入します。

グローバル化の加速，特に中国，アジアを中心に注力

し，販路を拡大していきます。さらに，そこで勝ち抜く

コスト競争力をつけるため，事業拠点の国外比重を一段

と高めます。

主要製品である低圧器具，インバータの国内シェア

30 ％，グローバルシェア 10 ％を目指します。

JV，M＆ Aを含めたアライアンスによる事業効率の

向上を図ります。

品質の抜本的な改善をさらに進めます。

総資産の圧縮，とりわけ棚卸資産の圧縮を図ります。

これら六つの具体策を実行していくには，なによりも社

員一人一人の意識改革が必要不可欠で，業界最強の専業

メーカーとして生き抜くためにも，全社員一丸となって取

り組んでまいります。

特に，2003 年の研究開発に関しては「重点機種」への

投資に絞り込み，製品のネットワーク化，システム化への

対応，ならびにグローバル対応化を推進しました。

器具分野では，電磁開閉器，配線用遮断器，MMS，コ

マンドスイッチなどの主要機器について「中国強制製品認

証制度」による CCC 認証を取得し，中国への輸出，販売

が軌道に乗りました。また，ミニ UPSのグローバル対応

を完了し，12 月にはヨーロッパ向け 230 Vシリーズを発

売しました。

システム機器分野ではファン，ポンプ用途に機能を特化

したインバータ「FRENIC-Ecoシリーズ」やリアクトル

結合による大容量インバータの開発，サーボシステムでは，

「FALDIC-α」の 20ビットエンコーダ対応，さらに，中

国市場向けに「FALDIC-W」を開発し，市場に投入しま

した。統合コントローラ「MICREX-SX」の通信モジュー

ルの拡充や，小型ブロックタイプ「SPB」の IEC 準拠プロ

グラミング言語対応を完了するなど，グローバル化を強力

に推し進めました。また，これらコンポーネントを組み合

わせた中小システムの標準化にも積極的に取り組み，お客

様にさらなるソリューションを提供できるよう努めてまい

りたいと思っています。皆様の一層のご指導・ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

最強のシステムコンポーネンツ専業を
目指して

堀　　重明（ほり　しげあき）

富士電機機器制御株式会社
取締役社長
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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

2003 年は，イラク情勢，SARS 問題とこれに続く米国

経済の低迷，冷夏が景気回復に水を差したが，需要の回復

が見られる製造設備・機械メーカーへの新規案件や中国な

ど東アジア向け輸出が伸長した。このような市場環境の中

で，戦略的に取り組んできたグローバル商品開発とネット

ワーク化・システム化開発の成果が実を結びつつある。

器具分野では，アジア向けに主力製品のグローバル化を

推進した。中国市場では強制認証制度 CCCに対応しない

と販売できなくなり，電磁開閉器，配線用遮断器，MMS，

コマンドスイッチなど主要機器の CCC認証品をシリーズ

化した。αツインブレーカは，汎用形 100AF ～ 225AF
で国内向け，海外市場向けにカバー色を分けてラインアッ

プを一新した。米国輸出の多い工作機械，半導体製造装置

などの主電源遮断器用に，北米規格対応の外部操作ハンド

ルをシリーズ化し，機械安全適合に必要となる安全機器と

して，UL/cUL/EN安全規格認定を取得したプッシュロッ

ク形非常停止押しボタンスイッチを拡充した。定格 7.2 kV

の新型マルチ VCBシリーズは，小型化，多機能化により

受配電設備の簡素化が可能な，高圧真空遮断器として商品

化した。器具のネットワーク化としては，AS-iを使用し

たピッキングシステム向けの照光押しボタン付き 7セグメ

ント表示器を開発した。また，ガス関連機器では LPガス

用新型ガス漏れ警報器を開発した。

制御・駆動システム分野では，PLCとサーボ/インバー

タを組み合わせた応用システムのモデル化を進め，ソフト

ウェア機能ブロックの組合せによって効率的にシステムを

構築できるようにした。中容量サーボ FALDIC-αシリー
ズは 20ビットシリアルエンコーダを備え，印刷機械，成

形機械などの高精度位置決め・同期・軌跡制御を，汎用

PLC MICREX-SXとの組合せで柔軟に実現できる。また，

これを利用してソフトウェア方式のセクショナルドライブ

システムを開発し，柔軟な機能追加と軸数の拡張性を実現

した。PLCでは，ブロック型 SPBシリーズへの IEC 準拠

モード追加によるグローバルなソフトウェア設計手法の提

供，MICREX-SXでは PROFIBUS，AS-i V2.1などの通

信機能の拡充，プログラマブル表示器 PODでは 10型TFT

カラー 128 色タイプ，10 型/12 型マトリクスタッチパネル

タイプの系列追加を行った。また，LONWORKSネットワー

クを核として MICREX-SX/POD/PC 要素を組み合わせ

る，ビル・施設管理向け監視システム PF-Eyeを開発した。

可変速機器分野では，工作機械や半導体製造装置など回

復が見られる機械メーカー需要とアジア向け輸出に積極的

な商品投入を行った。出荷数量の多いファン・ポンプ用途

に低価格の追求とグローバル対応を図った FRENIC-Eco

シリーズを商品化し，サーボでは 17ビットエンコーダ，IP

67 耐環境仕様を特長とする中国向け FALDIC-Wシリー

ズを開発した。汎用インバータの拡張システムとして，昇

降機，立体駐車場などの高頻度加減速運転用の電源回生コ

ンバータ RHR-Cシリーズ，リアクトル結合による 400 kW

超・大容量電動機駆動用の複数インバータシステムおよび

伸線機，巻取機，より線機用途にダンサロール，ドロー制

御などの高精度張力制御機能の開発を行った。加熱用イン

バータではコイル一体形鉄板とした業務用鉄板焼き器へ適

用拡大を図った。回転機では，ガスヒートポンプ式エアコ

ンの室外ファン用ブラシレスモータ，エンジン冷却用ブラ

シレスポンプと専用コントローラをシステム商品として開

発した。また，小型・低価格・高信頼のコンテナクレーン

専用ベクトルインバータモータを開発した。

電源装置分野は，IT 投資の抑制により主力のサーバ用

ミニ UPSの売上げが横ばいとなったが，新商品として出

力性能と高効率を両立させるグローバル対応ミニ UPSシ

リーズを開発した。700/1,400/3,000 VAの自立タイプ・

ラックタイプをそろえた。1,400 VAまでは高さ 1 Uの

ラック取付けを実現した。また，インターネットデータセ

ンタなどへの容量可変・高信頼化用に，7 ～ 21 kVAを連

続カバーする並列冗長ミニ UPSを製品化した。

富士電機機器制御（株）は，最高の商品，ソリューション，

サービスの提供を，最高の技術を通して実現することを使

命とする。今後も顧客各位との密接な交流によるニーズの

理解を通してグローバル化・システム化への技術開発を推

進し，最高水準の品質，サービスレベルを実現する FAコ

ンポーネントおよびシステムの提供に努めていく。
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SPBシリーズは小型機械や制御盤などの小規模制御に

適した小型ブロックタイプのプログラマブルコントローラ

（PLC）である。従来の「FLEX-PC NBシリーズ」と上

位互換がある「Nモード」に加え，IEC61131-3に準拠し

た「SXモード」を製品化した。両者は同一ハードウェア

にてユーザーが用途に合わせシステムソフトウェアを入れ

換えることにより，相互にモードの切換が可能となってい

る。SXモードでは IEC 準拠のプログラミングツール「D

300win」により支援を行うことで，既存の「MICREX-

SX」同様の国際的レベルで標準化されたプログラムの実

現，プログラミング効率の向上，プログラムの構造化・保

守性向上が可能となる。また，増設ユニットや通信アダプ

タの接続によりシステムの拡張も容易に実現できる。
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システムコンポーネント

プログラマブルコントローラ

小型プログラマブルコントローラ「SPBシリーズ」の IEC準拠プログラミング言語対応

統合コントローラ「MICREX-SX」における通信モジュールの拡充

プログラマブル操作表示器「UG30シリーズ」の機種拡充

30点基本ユニット 

RS-232Cアダプタ 16点増設ユニット 

図１　30点基本ユニット，16点増設ユニット，RS-232C
アダプタ

多種多様化するネットワーク市場に対応するべく新規に

3 形式を製品化した。各製品の主な特徴は次のとおりであ

る。

PROFIBUS-DPスレーブモジュール

PROFIBUS-DP 通信製品の充実により，さらに柔軟で

多彩な SXシステムの構築が可能となった。

Ethernet AUI 対応モジュール

10BASE-T，100BASE-TXに加え，10BASE5（AUI）

仕様をサポートした。

AS-iマスタ V2.1 対応モジュール

AS-i 通信仕様のバージョンアップ対応により，接続ス

レーブ台数の増大やアナログスレーブの自動接続など，用

途の拡大と使い勝手を向上させた。

（3）

（2）

（1）

図２　新規通信モジュール3形式

図３　POD10型 TFT液晶128色タイプ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のニーズに対応したプログラ

マブル操作表示器（POD）UG30シリーズに，TFT液晶

128 色タイプおよびマトリクスタッチパネルタイプを加え

機種拡充した。主な特長は次のとおりである。

TFT液晶 128 色タイプ

10 型 TFTカラー液晶（640 × 480ドット）を採用し，

32,768 色フルカラーを必要としない用途および STNカ

ラー液晶の見栄えに満足していない用途に適正な価格で適

用が可能

マトリクスタッチパネルタイプ

10 型（640 × 480ドット）および 12 型（800 × 600

ドット）の UG30にマトリクスタッチパネルタイプをライ

ンアップ。タッチパネル上での 2 点同時押しが可能

（2）

（1）



富士時報 Vol.77 No.1 2004

59

システムコンポーネント

プログラマブルコントローラ

LONWORKS対応施設監視システム「PF-Eye」

Webコンセントボックス

図４　PF-Eye パソコン監視システムの監視画面例

電源装置

並列冗長ミニUPS

図５　並列冗長ミニUPS（10.5 kVA）

クライアントパソコン 

電源 電源 

LAN

イベント 

サーバ1

サーバ2

サーバ3

サーバ4

電源系統1

電源系統2

電源系統3

電源系統4

シャットダウン信号 
Web 
コンセントボックス 

無停電電源装置（UPS） 

Web/SNMPカード 

図６　Webコンセントボックスを使用したシステム構成例

ビル・施設管理システムにおいては，制御機器のオープ

ン化・標準化が進行している。PF-Eyeは LONWORKS対

応した，規模や監視形態に応じた最適なシステム構築を実

現する施設監視システムである。

PF-Eyeには，規模に応じて 3 種のシステム形態が用意

されている。統合コントローラ「MICREX-SX」とプログ

ラマブル操作表示器（POD）により，①小規模システム

を構築する PF-Eye FCC（Flexible Cell Control）システ

ム，②中規模システムあるいは大規模システムのサブシス

テム構築に向いている PF-Eyeパソコン監視システム，③

これらの中間に位置し，FCCシステムにWebサーバ機能

を付与した，監視を汎用ブラウザにて実施する PF-Eye

Web 監視システムがある。

複数の UPSを並列冗長動作させることで，UPSシステ

ムの信頼性を向上させた並列冗長 UPSを開発・製品化し

た。同製品の導入により，負荷の増加に応じて容量の増加

も可能になる。主な特長は次のとおりである。

容量は，UPSユニット（3.5 kVA）を並列に接続して

7 ～ 21 kVAの幅広い容量系列を構成

入力は 200 VA（単相 2線），出力は 100 V/200 V（単

相 3線）で入力と出力とは完全絶縁

ASL（Advanced Static Line-interactive）給電方式の

採用で入出力絶縁ながら 92 ％の高効率を実現

拡張性に優れた 19インチラック対応構造

Webコンセント機能を標準搭載

フロントアクセスによる無停電保守を実現（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

省スペースの厚さ 1 U（約 44 mm）と薄型ながら，

Web/SNMPカードを内蔵し，ネットワーク経由で 4 系統，

8 口のコンセントを制御可能なコンセントボックスを製品

化した。主な特長は次のとおりである。

遅延コンセント機能

™各負荷機器への電源を，適切なタイミングでオンオフ

ネットワーク経由で制御可能な多彩な機能を搭載

™遠隔からネットワーク経由でコンセントのオンオフ

™Webコンセントボックスごとにスケジュールを設定

可能

™遠隔にある UPSのイベントを取得

イベントに対する多彩な機能

™イベントに対し接続される①サーバをシャットダウン，

②サーバへの警告表示，③サーバへの電源供給停止

（3）

（2）

（1）
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中国はWTOへの加盟に伴い従来の認証制度を改め，

「中国強制製品認証制度（CCC：China Compulsory Cer-

tification）」を発足させ，この制度のもと第一次強制製品

認証実施の製品目録を公示，19 種 132 品目を指定した。

同時に 2003 年 8 月 1 日以降は，強制製品認証書を取得し

ていない製品の中国への輸出・販売ができなくなった。

この認証制度では GB規格に適合した製品と強制認証施

行規則による工場審査に合格することが求めらる。富士電

機はこれに対応して，電磁開閉器，MMS，配線用遮断器，

コマンドスイッチなど主要機種の認証を取得し，CCC

マークを付与した製品の販売を開始した。また，CCC 認

証品には，中国製品品質法に基づく製品品質検査合格証明

の添付，中国語で明記した製品名称，生産工場名表記など

を行った。
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システムコンポーネント

器　具

中国強制製品認証制度「CCC認証品シリーズ」

αツインブレーカの機種拡大

フランジ形ケーブル式外部操作ハンドル

図７　CCC認証マークとCCC認証品シリーズ

汎用型 100AF～ 225AFの配線用遮断器・漏電遮断器の

内装付属品のカセット化を実現した新型ブレーカを開発し

た。国内外の規格の要求に適合し，型式の構成を三分化す

るとともに，カバーの外観色を黒とグレーの 2 種類準備し，

日本市場ニーズと国際化ニーズに対応してラインアップを

一新した。主な特徴は次のとおりである。

奥行寸法 60mmで内装付属品のカセット化を実現

強化絶縁・断路機能など最新規格の安全性に適合

フレームサイズ： 100AF，225AFの 2フレーム

JIS 対応品（黒色カバー），CEマーキング対応品（グ

レーカバー），UL489 ＋ CEマーキング品（グレーカ

バー）の 3タイプを製作（CEマーキング対応品の一部

タイプは TU
. .
Vによる規格認証を取得）

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　シリーズのラインアップ（配線用遮断器）

低圧電気設備である半導体製造装置，工作機械装置，自

動車製造装置など国内での使用および北米市場に輸出され

る各種装置の主電源ブレーカ用として北米規格に対応した

外部操作ハンドルを 100AF，225AF，400AFまで開発し

シリーズ化した。主な特徴は次のとおりである。

操作器部とブレーカの駆動部をフレキシブルケーブル

で連結することにより，盤面でのブレーカ取付け位置の

自由度が飛躍的に拡大した。

主要規格（UL，cUL，JIS）への対応を図った。

北米市場に合致した施錠〔シザーズロック，南京（な

んきん）錠φ 3× 3個取付け〕方法に対応している。

保護等級 IP54（IEC，JIS），NEMA：タイプ 12に対

応している。

（4）

（3）

（2）

（1）

図９　フランジ形外部操作ハンドル（ケーブル式）

CCC認証マーク
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器　具

非常停止押しボタンスイッチの拡充

ピッキングシステム用の7セグメント付AS-i スレーブ

DeviceNet/AS-i ゲートウェイV2.1 対応品

図１０　非常停止押しボタンスイッチ（AR22VG）

センサ・アクチュエータレベルのオープンネットワーク

である AS-i（Actuator-Sensor-interface）を使用した

ピッキングシステムに最適な照光押しボタン付 7セグメン

ト表示器を開発した。通信用 ICからの 4ビット出力を順

次マイコンに入力し，マイコンでこれを処理して 7セグメ

ント表示器（2けた）および照光押しボタンの照光を制御

するようにしている。取付けは，ねじ取付けとφ30 円柱

棒取付け可能な束線バンド取付けのどちらにも対応できる

ようにした。配線は AS-iケーブルに圧接接続するだけで

接続が可能であるため，取付けが容易で配置換えも簡単に

対応できる。また，押しボタン入力と並列接続可能なコネ

クタも装備している。

図１１　7セグメント表示器

省配線ネットワークの AS-iと，上位の通信ネットワー

クの DeviceNetを相互接続する DeviceNet/AS-iゲート

ウェイの AS-i 通信仕様を V2.0から V2.1にバージョン

アップした。

本品の特長は従来製品との互換性を保ちながらアナログ

スレーブ〔電流（4 ～ 20mA），電圧（0 ～ 10V），Pt100〕

の自動接続およびスレーブ数の倍増（62 個，旧は 31 個）

〈入力点数：最大 248 点，出力点数：最大 186 点〉などの

機能を拡張しており応用の範囲が広がる。

バージョンアップ品では FA分野にとどまらず空調シス

テムのような温度検出や圧力検出の用途に適用できるので

プロセスオートメーション分野とビルオートメーション分

野への使用も可能となる。

図１２　DeviceNet/AS-i ゲートウェイ

機械類の安全性の考え方は規格（ISO，JISなど）整備

や厚生労働省の指針などにより浸透し，安全機器の普及が

進んでいる。そのニーズに応えるため，プッシュロック形

の非常停止押しボタンスイッチの機種を拡充した。主な特

徴は次のとおりである。

操作部と接点部を一体にした構成にして，現場での両

者の連結を不要とし安全機能の保全性を高めた。

照光タイプと非照光タイプがあり，前者はプッシュ

ロックするとランプが点灯する接点を内蔵し，非常停止

状態の識別が容易である。

非常停止用として不可欠な強制開離接点機構やプッ

シュロックと同時に NC接点を開状態として，確実な非

常停止させるトリガーアクション機構を内蔵している。

UL/cUL・TU
. .
Vの認定・認証を取得済みである。（4）

（3）

（2）

（1）

KK03-036



富士時報 Vol.77 No.1 2004

分電盤や機械装置などの電気エネルギー計測に適したコ

ンパクト形状で，しかもデマンドメータ，高調波メータな

どの計測機能も充実した 1 回路用電力監視ユニットを開発

した。主な特徴は次のとおりである。

1サイクルに 64 回，毎サイクル連続した計測により，

溶接機などの間欠電流やインバータ回路など高調波成分

が多く含まれる場合でも高い計測精度を維持できる。ま

た，無効電力，力率は「皮相電力計法」と「無効電力計

法」を選択設定して使用可能である。

RS-485 通信インタフェース，Whパルス出力を標準

装備しており，電力監視システムの構築や拡張が容易で

ある。

電流，漏れ電流警報リレー出力機能を搭載しており，

設備の保守管理が容易である。

（3）

（2）

（1）
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器　具

1回路用電力監視ユニット

ブレーカタイプ電子式電力量計「JFシリーズ」

LPガス用新型ガス漏れ警報器

図１３　1回路用電力監視ユニット

分電盤の小型化を目的とした電力量計への小型化のニー

ズがあり，また省エネルギーの推進，電力監視の要求から

末端の分電盤で電力情報の計測ニーズが増加してきた。こ

のような市場動向を踏まえ，分電盤の省スペース，配線・

組立工数の削減に貢献するブレーカタイプの電子式電力量

計 JFシリーズを製品化した。特徴は次のとおりである。

富士オートブレーカ「α-TWINシリーズ」と端子寸
法を統一

定格電流は 30A，120Aに加え，250A 品をシリーズ化

ドットマトリックス液晶の採用により，見やすい表示

に加え，取付け方向に応じた表示方向変更をスイッチ切

換のワンタッチで実現

オプション通信機能により，電力量に加え，電圧・電

流実効値，電力，力率の計測データの収集も可能

（4）

（3）

（2）

（1）

ガス漏れ警報器はガス漏れ事故に起因する爆発火災事故

を未然に防止する保安機器として広く普及している。LP

ガス用ガス漏れ警報器は低コスト，小型・軽量，取付け利

便性の向上などが求められており，今回，市場要求を満足

すべくデザインを一新した LPガス用新型ガス漏れ警報器

（KP-01H）を開発した。

主な仕様は次のとおりである。

警報濃度：爆発下限界濃度の 1/100 以上 1/4 以下

警報方式：ブザー警報（70 dB/m以上）

外形・質量： 68 × 77 × 29.6（mm）（業界最小サイ

ズ），約 200 g

取付け方向：縦横 2方向

取付け互換性：他社 5社の取付金具へ取付け可能（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１５　LPガス用新型ガス漏れ警報器（KP-01H）

関連論文：富士時報 2003.8 p.502-505

図１４　ブレーカタイプ電子式電力量計

30A，120A 250A
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汎用インバータ G11S/P11S，VG7Sなどと組み合わせて

使用し，制動エネルギーを電源側に回生する機能を備えた

電源回生コンバータを開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

インバータと同容量の 7.5 ～ 55 kW，200/400 V，18

機種を系列化

昇降機，立体駐車場などの高頻度な加減速運転や連続

的な回生機能が必要なアプリケーションに最適

回生機能付き工作機械専用インバータの置換えに最適

PWMコンバータに比べ入力フィルタ回路が不要

富士電機のリンク（Tリンク，SXバス），CCリンク，

RS-485 通信機能により，幅広いシステムに柔軟に対応

インバータと共通タッチパネルを採用し操作性を向上（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

電源回生コンバータ「RHR-Cシリーズ」

大容量インバータ（リアクトル結合）

伸線機・巻取機・より線機用インバータ「FRENIC5000G11S」（DRタイプ）

図１６　電源回生コンバータRHR-Cシリーズ

400 kWを超える電動機を駆動する場合，電動機を多重

巻線とし，巻線ごとにインバータを設けるシステムを提供

してきた。このたび，大容量単巻線電動機を駆動するため

に，リアクトルを用いて複数インバータを結合するシステ

ムと，PWMコンバータも同様にトランスレスで並列結合

するシステムを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

VG7Sと RHC-C 標準品を用いた並列システム

光オプション（OPC-VG7-SI）を用いて，各電流位

相，PWMスイッチングのタイミングを同期化

ディジタルソフトウェア処理による調整の容易化

高速ACRにより循環電流を抑え，リアクトルを小型

化

（4）

（3）

（2）

（1）

標準の付属品 

フィルタ 
回路 
 

昇圧用 
リアク 
トル 

コン 
バータ 

イン 
バータ 

VG7S 
（マス　　 
　　ター） 

SI

RHC-C 
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　　ーブ） 

VG7S 
（スレ　　 
　　ーブ） 
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光通信 光通信 IM
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SISI
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電
動
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（
二
重
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線
電
動
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不
要
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図１７　大容量並列システムの構成

伸線機，巻取機，より線機などへのインバータ適用は古

くから実施されているが，張力制御を実現するためには各

種信号変換器との組合せが必要であり，システム構成が複

雑であるという欠点を有していた。本シリーズでは，これ

ら信号変換器の機能をインバータに内蔵することにより，

システム構成を簡略化するとともに，PGフィードバック

カード（内蔵オプション）との組合せで，より高精度な張

力制御を可能としている。主な機能は次のとおりである。

ダンサロールの位置信号をインバータに直接接続し，

PID 制御にてロール位置を一定とすることで，伸線機・

巻取機の張力制御を行う機能を内蔵

後段の軸速度にドロー（比率）を設定することで，よ

り線機の張力制御を行う機能を内蔵

（2）

（1）

巻取機構 

PGM

PGカード 

エンコーダ 

速度フィードバック 

インバータ 

FRENIC5000G11S 
（DRタイプ） 

位置信号 

ライン速度指令 

ダンサロール 

モータ 

図１８　巻取機への応用例

関連論文：富士時報 2003.8 p.457-460
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世の中の動きとして，加熱インバータは熱効率が高く，

加熱スピードが速い，さらに安全でクリーンな熱源である

ことから，近年，電磁誘導加熱（IH）調理器などの各種

業務用調理機器への応用が活発化している。特に，ギョー

ザ焼きやお好み焼きなど業務用鉄板焼き器の分野では，従

来のガス加熱が抱える加熱スピードや安全性の課題を一気

に解決する方法として見直されてきている。

このような動向に対して富士電機では，業務用鉄板焼き

器の IH 化のために，2003 年に開発を完了した新型業務用

2.5 kW加熱インバータ（HFR2.5K11A-7）を適用し，コ

イル一体形鉄板を製品化することでこの分野への拡販を目

指している。
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回転機・可変速機器

鉄板焼き器用加熱インバータ

高性能ACサーボシステム「FALDIC-Wシリーズ」

20ビットシリアルエンコーダ対応ACサーボシステム「中容量 FALDIC-αシリーズ」

図１９　テーブル組込式 IH鉄板焼き器

図２０　FALDIC-Wシリーズ

印刷機械，成形機械，大型搬送装置をターゲットに系列

化した中容量FALDIC-αシリーズにおいて，20ビットシ
リアルエンコーダ対応のアンプ・モータを系列化した。機

種型式ならびに主な特長は次のとおりである。

機種型式

™アンプ：RYS○○○M3-VSH

™モータ：GYM○○○BC1-HC

特　長

™モータ内蔵エンコーダの分解能を標準の 16ビットか

ら 20ビットへ高めることにより，高精度な位置決め，

同期制御ならびにきめ細かな速度制御が実現できる。

™富士電機の汎用プログラマブルコントローラ「MICR

EX-SX」との接続を可能としたため，柔軟なシステ

ム構築が実現できる。

（2）

（1）

高性能サーボシステム FALDIC-α・βシリーズに続い

て，FALDIC-Wシリーズを開発した。Wシリーズは高機

能・小型アンプとモータ機種拡充を行ったシリーズとして，

次の特徴を持つ。① RS-485インタフェースを 2ポート持

ち，上位からのパラメータ一括管理が可能，② 400Wア

ンプでW45mm× H160mmと小型化を実現，③α・βシ

リーズで実績のある制振制御機能を搭載し，機械先端の振

動を抑制しながら高タクト駆動が可能，④最適なチューニ

ングゲインを自動調整する「イージーチューニング機能」

を搭載，⑤ 17ビットエンコーダで，より滑らかな回転を

実現，⑥定格 3,000 r/min 機種に加えて，定格 2,000/1,500

r/minの中慣性機種を用意，⑦モータは全機種 IP67 対応

にて耐環境性能を向上。

図２１　中容量 FALDIC-αシリーズ（20ビットエンコーダ対応）

関連論文：富士時報 2003.8 p.465-467
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回転機・可変速機器

セクショナルドライブシステム

ガスヒートポンプ式エアコン用DCブラシレスモータ

クレーン専用インバータモータ

MICREX-SX

SXバス 

FALDIC 
-α 

FALDIC 
-α 

FALDIC 
-α 

図２２　セクショナルドライブシステムの構成例

コンテナクレーンの横行および走行用に使用されるベク

トル制御インバータモータで，品質信頼性の向上，小型化，

低コストをコンセプトとして開発を行った。概略仕様，特

長は次のとおりである。

機種 7.5 ～ 55 kW，基底回転速度 1,750 r/min，4 極，

無励磁作動型ブレーキ，エンコーダ搭載

耐塩害塗装や各部品の接合部シールを施し，海岸近辺

の屋外設置に適した製品としている。

ブレーキは，手動開閉装置を装備して，各種調整作業

や機械メンテナンスなどを容易にできるようにした。ま

た，ブレーキの開閉動作を検知するリミットスイッチを

装備し，異常時のブレーキ破損事故を未然防止している。

中空エンコーダと自冷ファン構造により，全長短縮を

図った。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２４　クレーン専用モータ

印刷機械，包装機械，搬送機械などでは，従来，機械式

での同期制御が行われていた。機械式では，ラインシャフ

トあるいはタイミングベルト，チエーンなどの機構部が必

要であり，機械の省スペース化，セットアップ時間の短縮

に大きなデメリットがあった。この改善のため，高速演算

が可能な「MICREX-SX」とサーボシステム「FALDIC-

α」の制御性のよさを活用したソフトウェアによるセク
ショナルドライブシステムを実用化した。主な特長は次の

とおりである。

MICREX-SXの高速バス（SXバス）にサーボアンプ

を直結する構成としたため，軸の拡張性に優れている。

ソフトウェアモーション制御としたことにより，精密

同期制御はもちろん，カム同期，間欠同期などのあらゆ

る同期システムを容易に構築できる。

（2）

（1）

業務用大型ガスヒートポンプ式エアコンの室外ユニット

に使用されるファン駆動用DCブラシレスモータ，エンジ

ン冷却用DCブラシレスポンプおよび専用コントローラを

セットにしたシステム供給をコンセプトに開発を行った。

特　長

™専用コントローラ 1 台で，ファンモータ 2 台または 3

台の多台運転，およびポンプ 1 台の制御を可能にして

いる。

™ファンモータは低騒音を目的に正弦波駆動としている。

™ブラシレスポンプはセンサレス制動方式を採用した。

概略仕様

™コントローラ入力：三相または単相 200V 50/60Hz

™ファンモータ：定格出力 170 ～ 500W

™ポンプ：揚水量　7m-55 L/min

（2）

（1）

図２３　ファンモータ（両端），ポンプ（中央前），コントローラ

（中央後）



66

新年明けましておめでとうございます。皆様方には抱負

も新たに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

2003 年 10 月 1 日から旧電子カンパニーは，富士電機デ

バイステクノロジー株式会社として新たな創業をいたしま

した。富士電機デバイステクノロジー株式会社のミッショ

ンは，半導体デバイス，ストレージデバイス，画像デバイ

スの事業を通して顧客，株主および従業員にとっての企業

価値を最大限にするということです。

純粋持株会社の目標は，各事業会社が「業界最強の専業」

を目指すことであり，富士電機デバイステクノロジー株式

会社は，「技術をコンピタンスとしてグローバルトップを

目指す」ことを基本的な経営方針としました。“

”を合言葉に技術革新に努め，先進的な

技術と高品質の製品を提供することにより顧客満足実現を

目指していきます。

半導体デバイス分野においてですが，まず ICでは従来

から強みとしてきたアナログ CMOS，高耐圧技術に磨き

をかけ，低消費・高精度化の特徴により携帯電話，ディジ

タルカメラなどの携帯機器の電源制御 IC 分野での顧客満

足度を向上させていきます。PDP（プラズマディスプレイ

パネル）ドライバ ICではスキャンドライバは SOIプロセ

ス合理化，データドライバは多ビット化によるコストダウ

ンを図っております。オートフォーカス ICでは小型化を

特徴としたモジュールによりディジタルカメラ市場にシフ

トしております。

パワーデバイスでは IGBTモジュール，パワー MOS

FETにおいて低オン抵抗化技術に向けてデバイス・プロ

セス技術に磨きをかけ，フィールドストップ構造，トレン

チ形成技術，薄ウェーハ技術などのコンピタンスにより産

業用機器の省エネルギー化と小型化に貢献しています。ま

た，自動車電装分野においては吸気負圧制御や大気圧補正

の圧力センサや点火用イグナイタとしてのスマート IGBT，

ハイブリッド IC，燃料噴射MOSFET，過早着火防止の高

耐圧ダイオードなど広範囲に適用されており，今後もさら

に拡大していきます。

ストレージデバイスは，パソコン市場で記録密度が年々

高くなる中，3.5インチのアルミ媒体で 80 Gバイト/枚か

らさらに 120 Gバイト/枚へ高密度化を図っています。磁

性層は従来の長手記録方式から垂直記録方式に移行する時

期が近づいており，当社ではグラニュラ磁性層の最適化を

図っていきます。また，基板のアルミから小径ガラスへの

移行に対応した開発を進めています。

画像デバイスでは，ディジタル複合機に適した高速応答，

高耐刷性，高階調性の有機感光体，また，オゾン発生が少

なく高解像度が期待できる独自技術の正帯電型感光体など

の新規感光体材料開発や，高精度アルミ素管加工技術など

により幅広い市場要求に合わせた新製品を開発しています。

また，感光体開発で得られた電子写真技術，周辺機器技術

を基に現像プロセス，ユニットの開発を行い，当社独自の

カートリッジ開発を行っています。

これらの事業活動を通じて高品質の製品を高品質の技

術・サービスと共にお客様に提供し，お客様と共に喜び共

に成長する富士電機デバイステクノロジー株式会社を目指

していく所存です。

技術をコンピタンスとして
グローバルトップへ

高井　　明（たかい　あきら）

富士電機デバイステクノロジー株式会社
取締役社長
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磁気ディスク媒体

感光体

社会の IT 化の進行に伴い，個人，法人にかかわらず膨

大な情報（文字，画像，音楽，ソフトデータなど）を取り

扱うようになり，それらの情報を大量に記録・再生・保存

するストレージ機器および伝達された情報を具視化するた

めの画像表示・プリント機器に対する要求が強まっている。

2003 年のパソコン市場は，デスクトップからモバイル

への市場シフトが顕在化し，かつ今後大きな需要が見込め

るパーソナルビデオレコーダ，ディジタルビデオカメラ，

カーナビゲーションなどのコンシューマ向け応用製品が本

格的に立ち上がる兆しを見せてきている。

技術的には，年々面記録密度の増加とともに要求特性が

高くなり，Hcが増大し記録ビットが微小化する状況にお

いて SN 比と OW特性の両立，磁気ヘッドの低浮上化に

よる HDI 特性の確保が難しくなっている。2003 年はφ95

mm媒体 1枚あたり 80 Gバイト製品が本格的量産に移行

し，主要製品となった。80 Gバイト製品の立上りは当初

予測から遅れており，2004 年も 80 Gバイト製品が主流を

占めるが，120 Gバイト製品も市場投入が始まるといわれ

ている。

富士電機は，いわゆる AFC構造の適用および製造プロ

セスの改善などによって 80 Gバイト製品の特性改善を図

り市場展開するとともに，今後必要とされる三つの技術課

題に取り組んできた。第一に現状の長手磁気記録方式によ

る 120 Gバイトの製品開発である。これには微細磁性結晶

粒の制御技術とヘッドの低浮上に対応する高信頼性の潤滑

技術が必要である。第二にガラス基板媒体の製品化である。

これまでもガラス基板媒体のプロセス開発を進めており，

モバイル用途に使用可能な温度・減圧・衝撃特性を保証で

きるレベルまで引き上げた。第三に従来から先行的に開発

を行ってきた垂直磁気記録媒体の実証特性確認である。現

時点で 162 Gビット/in2のポテンシャルまで確認済みで，

今後さらに外部機関との共同開発などを通じ，グラニュラ

磁性層の最適化を図っていく。

2004 年は上述の三つの技術課題をクリアし，面記録密

度競争の先陣を走りながらガラス基板媒体および垂直磁気

記録媒体を含めた製品系列の拡大を目指す。

記録する容量が拡大する一方で，情報を具視化する画像

出力装置の伸長も著しく，個人向けにインクジェット方式，

オフィス向けに電子写真方式が成長を続けている。

電子写真方式プリンタでは，モノクロ機の伸びは 10 ％

以下であるが，高解像度化によりカラー機は年率 30 ％の

伸びを示している。複写機分野ではアナログ機からディジ

タル複合機への置換えが急激に進み，オンデマンド印刷機

分野においても電子写真方式は，小量印刷・オンサイト印

刷が可能という特徴を発揮しつつある。今後は画像品質の

向上およびユーザーの利便性・経済性を指標としてインク

ジェット方式，電子写真方式が競い合って本分野が伸長す

ることが期待されている。また，環境対策の観点から，使

用材料の安全性，長寿命化，リサイクル化の取組みが推進

されている。

富士電機では，これらの市場要求に十分対応できる感光

体製品を提供し続けてきた。プリンタ分野では，安全性の

確認された新規有機材料の創出，高精度アルミニウム素管

加工技術の開発により，カラー機対応感光体の市場展開を

進めている。

複写機分野では，中高速ディジタル複合機の伸長に合わ

せ，高速応答性，高耐刷性，高階調性を実現した感光体を

製品化し，市場拡大を図っている。また，帯電プロセスに

おけるオゾン発生が少なく，表面で電荷発生することによ

り高解像度が実現可能と考えられる正帯電有機感光体を製

品化し系列拡大に注力している。特に高感度化による中高

速プリンタ，オンデマンドプリンタの適用開発に注力して

いる。

一方で，正帯電感光体，負帯電感光体開発で得られた電

子写真プロセス技術，感光体周辺技術をベースにして現像

スリーブやユニットの開発から生産まで行っている。さら

に，関連する周辺部材の設計および生産を推進するととも

に，富士電機独自のカートリッジ開発にも取り組んでいる。

富士電機は，市場のニーズに対応するため材料開発，製

品開発・設計，生産プロセス技術の高度化を推進し，今後

も世界の各拠点で高性能かつ信頼性が高く顧客満足の得ら

れる製品を生産，市場提供していく所存である。
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1 枚あたり記録容量 160Gバイトを達成する基板加工技

術として，高記録密度化に伴うヘッドの低浮上化に対応す

るために各周波数領域での高度な表面平滑性が求められて

おり，均一で表面微小うねりが極小となるポリッシュ技術

が要求される。富士電機では，ポリッシュ前の基板アニー

ル温度を高温化することにより，媒体成膜時のスパッタ加

熱による基板のうねり増加を現行に対して 20 ％以上低減

した基板を開発した。また同時に，基本部材であるグライ

ンドサブストレートのうねり低減，無電解 Niめっき工程

の改善による耐熱非磁性の改善および製造プロセス条件の

最適化を図ることで，微小うねりが 30 ％低減されるとと

もに，GHアバランシェ特性の向上とマイクロビットなど

の欠陥を低減した高品質低うねり基板の開発に取り組んで

いる。
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160 Gバイト/3.5 インチ媒体用アルミ基板

120 Gバイト/3.5 インチ磁気記録媒体

垂直磁気記録媒体

従来基板 開発基板 

Zygo ：0.294nmRa Zygo ：0.194nmRa

図１　基板の表面微小形状イメージ（新旧）

磁気ヘッド 
（約1.5×1.0×0.3mm） 

スペーシング（10～12nm） 

カーボン保護膜（3nm） 

磁性層/下地層 

NiP/Al基板 
（表面粗さ＜0.3nm） 10nm

図２　磁気記録媒体の断面TEM像

富士電機では，ハードディスクの記録密度をさらに上げ

ることのできる垂直磁気記録媒体の開発を行っている。記

録層として酸化物を使ったグラニュラ方式の磁性層を開発

し，平均粒径が 6.6 nmと微細で，粒径のそろったノイズ

の少ない媒体が得られている。この磁性層を使い 200 G

ビット/in2を超える記録密度の媒体開発を目指している。

また，量産をふまえ垂直媒体に必要とされる軟磁性層を，

めっきにより形成する垂直媒体用基板の開発も行っている。

この基板を使うことで，従来の水平磁気記録媒体を製造す

る設備をそのまま使い，垂直磁気記録媒体を製造すること

が可能となる。現在，スパッタで成膜された軟磁性層とほ

ぼ同等のノイズ特性を，めっき軟磁性層で実現できること

が確認されている。 平均粒径  6.6nm

30nm

図３　垂直磁気記録媒体の平面TEM像

2004 年は現行の 1.5 倍の記録容量 1枚あたり 120 Gバイ

トが製品化目標である。このときの磁気記録ビットの大き

さは，32 nm× 220 nmときわめて微小である。このよう

に微小な磁気記録ビットを安定して形成するためには，ス

ペーシング（磁気ヘッドと磁気記録層との距離）を 10 ～

12 nmまで近づけ，さらに熱減磁（磁気記録ビットが熱の

影響で消滅する現象）を起こさない磁性層設計が必要とな

る。富士電機では，基板表面粗さを 0.3 nm 以下に制御す

るテクスチャ加工技術と 2.5 ～ 3.0 nmの薄さで磁気記録媒

体を保護するカーボン保護膜形成技術を開発し，スペーシ

ングの低減を実現した。これにいわゆる AFC（反強磁性

結合）磁性層構造を組み合わせることで熱減磁問題を解決

し，1 枚あたり 120 Gバイトの容量実現を目指している。
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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近

年オフィス用としての伸長が著しい。カラー画像では高い

色再現性・解像度が要求され，それ故使用される感光体に

は，モノクロ機用と比較して，さらに高い階調再現性が要

求される。富士電機では，カラー機用として有機感光体の

下引き層，電荷発生層，電荷輸送層の個々の最適化および

最適組合せの検討を行い，モノクロ機用と比較して High-

γな光減衰特性を持ち，高い暗抵抗を保持しうるカラー機

用有機感光体を開発した。

今後は，市場で要求される高速化・長寿命化に対応すべ

く，電荷輸送層の組成検討によりさらなる高速応答化・長

寿命化を図ることで，より高性能な感光体を開発し，魅力

のある製品を提供していく。
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感光体

カラープリンタ用有機感光体

高画質正帯電有機感光体

電子写真プロセスユニット

表
面
電
位
（
－
V
）
 

0.001 0.01 0.1 1 10

露光量（　J/cm2） 

カラー機用 

モノクロ機用 

700 
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400 

300 

200 

100 

0

図４　有機感光体の光減衰特性比較

富士電機では，オフィス用低速および中速プリンタ向け

正帯電有機感光体を製品化しているが，より高画質・高解

像度化されたプリンタやディジタル複合機にも適用可能な

正帯電有機感光体を開発し，市場展開を進めている。これ

らの高品位プリンタおよびディジタル複合機用感光体にお

いては，画像メモリと称される印字濃度差を解消すること

が必要である。従来，画像メモリは出力した印字を官能評

価で行っていたが，今回，メモリ電位として数値化し，目

標値を明確化することにより，新規電荷輸送材の開発と材

料組成の最適化を行い，高画質化・高解像度化を図った中

速ディジタル複合機に適用可能な感光体を開発した。今後

は中高速分野への適用を考慮し，さらなる高感度・長寿命

感光体の開発に取り組んでいく。

メ
モ
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電
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（
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画
像
判
定
（
官
能
評
価
）
 

28 

24 
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耐刷枚数（×1,000枚） 

印
字
濃
度
差
小
 

印
字
濃
度
差
大
 

従来タイプ 

高画質タイプ 

図５　低温・低湿度環境における画像メモリ

普通紙複写機，レーザプリンタなどに代表される電子写

真応用機器においては，信頼性や利便性向上の目的から感

光体を含む画像形成部分がユニット化されているのが一般

的である。

富士電機では，このような電子写真方式のプロセスユ

ニットの開発・生産を中心に，その機能を担う感光体，現

像ローラやトナーの開発も行っている。その中で，高画質，

高信頼性，エコロジー対応などの要求に応えるために，正

帯電有機感光体のプロセスユニット開発に注力しており，

従来の負帯電型ユニットと比較して，優れた階調性を実現

している。今後もさらなる高性能化を目指して，カラー機

への対応を進めるとともに，多様化するニーズに応え，特

徴ある電子写真プロセス関連製品の開発に取り組んでいく。

図６　富士電機にて設計した電子写真プロセスユニット
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IC・パワー半導体

2003 年は 3 月に勃発（ぼっぱつ）したイラク戦争や，

新型肺炎 SARS（重症急性呼吸器症候群）の感染拡大など

により世界経済に影を落としたが，半導体業界においては

2002 年からの市況回復の兆しが引き続き継続した年で

あった。従来からのパソコン，携帯電話，ディジタルスチ

ルカメラに加え，DVDレコーダ，薄型テレビなど新たな

需要を掘り起こす製品が立ち上がってきた。また，中国市

場などに支えられた産業用半導体も堅調に推移した。こう

した背景下で富士電機の半導体は高耐圧，パワー技術を特

徴として，顧客の機器，システムの高機能化，省電力化，

低コスト化などのニーズに応える製品群を提供してきた。

AC-DC 電源 IC 分野では，低消費電力化が進んでいる

電子機器・家電製品に向けて，待機電力 100mW以下の

要求に対応したカレントモード制御電源 ICを開発した。

軽負荷時に発振周波数を自動的に低減し，スイッチング損

失を低減する機能と，高耐圧の起動電流制御回路を内蔵し，

起動後は高圧系からの電流を削減することで待機電力を低

減する。また，コストダウンに対応した SOT23パッケー

ジの制御 ICも開発中である。

DC-DC電源 IC 分野では，ディジタルスチルカメラ，V

TRカメラ，PDAなどに最適な高効率マルチチャネル電

源 ICを開発した。幅広い入力電圧範囲，高精度の基準電

圧，充実した保護回路機能などの特徴のほかに，各アプリ

ケーションの要求に応じて，CPUに供給する電源電圧が

動作モードにより変化することに対応した出力電圧可変制

御，CPUの待機時に消費電流を削減することを目的とし

た PWM/LDO切換制御などを実現している。また，マル

チチャネルの各ソフトスタート機能を内蔵することにより，

外付け部品を大幅に削減した。さらに，携帯電話やディジ

タルスチルカメラなど携帯電子機器のカラー液晶パネル用

バックライト駆動 ICも開発した。

プラズマディスプレイパネル（PDP）テレビの市場拡

大に伴い，PDP 駆動 ICに対しては低価格化と安定物量供

給が要求されているが，富士電機ではこれら要求に応える

ため，高耐圧デバイスの小型化によりアドレスドライバ

ICのチップサイズを当社従来 ICの 70 ％とし低コスト化

を図るとともに，ウェーハプロセスを 8インチ化すること

で安定供給を可能とした。

富士電機独自のカメラ用パッシブオートフォーカスデバ

イスでは，クリアモールドパッケージに代わる特性のよい

クリアゲル-SOPを採用し，センサピッチを大幅に縮小し

た高性能の小型モジュール３機種と，低価格の広角モ

ジュールをラインアップしている。これにより，ディジタ

ルスチルカメラの小型・高性能化に貢献し，拡大を図る。

パワーデバイス分野では，顧客起点とした迅速な対応を

最大限に重視し，顧客満足度を確実に向上させる施策を展

開中である。IGBTモジュールでは，すでにその低損失，

高信頼性そしてその使いやすさから，多くの支持を獲得し

ている第五世代 IGBTモジュール「Uシリーズ」を展開

中である。600V，1,200V，1,700Vでの系列化を実施し，

量産供給が始まっている。また，この優れた U-IGBT

チップを用いて，さらに小電流用途のお客様が使いやすい

ように，小容量 IGBTモジュールを開発製品化した。また，

対称的に大容量の用途のお客様には 2 個組の IGBT大容量

モジュールを開発し，1,700 Vで 1,200 Aまでの大容量モ

ジュール化を図っている。

ディスクリート分野では，パワー MOSFET「Super

FAP-Gシリーズ」が好調である。シリコン限界に近づけ

た特性改善が多くのお客様に認められ実績を重ねている。

これまで系列製品化した 900Vまでの高耐圧系列に加えて，

今回は 300 V 耐圧の PDPのサステイン回路用シリーズを

開発した。また，ディジタルオーディオアンプ用として，

100 ～ 150 V 耐圧シリーズも開発した。いずれも高速ス

イッチング，低損失が厳しく求められる適用分野であり，

SuperFAP-Gのコンセプトを生かして製品化対応してい

る。

また，高効率，低損失が要求されるスイッチング電源の

二次側整流用として最適な製品をシリーズ化（40 ～ 250

V）し，好評を得ている。

今後も引き続き富士電機の半導体製品は特徴ある技術を

生かして，さらに多様化する顧客ニーズに迅速に対応する

所存である。
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ディジタルスチルカメラなどの携帯機器の小型化・薄型

化に対応した 5チャネル PWM出力の電源 IC「FA7716R」

を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

動作電圧範囲：2.5 ～ 10V

5チャネルの電源構成が可能

チャネルごとのオンオフ制御，ソフトスタート機能

ソフトスタート機能の内蔵（外付け部品なし）

ディジタル系出力シーケンスに対応

保護回路機能内蔵（低電圧誤動作防止，短絡保護）

QFN-36パッケージ（鉛フリー対応）ボディサイズ 5

mm× 5mm，ピンピッチ 0.4 mm，厚さ最大 0.95 mm

の小型・薄型パッケージ採用

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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IC ・パワー半導体

小型5チャネルDC-DCコンバータ制御 IC

コストダウン型カレントモード制御 IC

白色 LEDドライバ IC

図２　小型5チャネルDC-DCコンバータ制御 IC

家電・ OA機器などに使用される AC-DCコンバータ

の低価格要求に応え，カレントモード制御方式の PWM

スイッチング電源制御 ICを 5ピンの小型パッケージに搭

載したコストダウン型 IC「FA5520Y」を開発した。

この製品の主な特徴は次のとおりである。

SOT-23，5ピンパッケージ

30 V 高耐圧 CMOSプロセス採用による低消費電流化，

スタンバイ電流：2mA，動作時：1mA

電源（Vcc）を監視する過電圧保護機能内蔵

パルスバイパルス過電流制限

内部固定の発振器内蔵：f＝ 100 kHz

最大デューティ：94 ％（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１　コストダウン型カレントモード制御 IC

携帯機器のカラー液晶パネルのバックライト光源として

白色 LEDが使用されているが，白色 LEDを高効率で駆

動するドライバ IC「FA3722Y」を製品化した。

本 ICは PWM制御 DC-DCコンバータで最大 6個の白

色 LEDを定電流駆動し，90 ％以上の効率と 1 µA以下の

スタンバイ電流により最適なバッテリー動作を提供する。

1.6 ～ 6.0 Vの入力電圧範囲で動作するため，1セルのリ

チウムイオンバッテリーや複数のアルカリまたは NiMH

バッテリーで駆動される携帯機器に最適である。

主な特徴は次のとおりである。

①発振周波数：1.2MHz，②動作時回路電流：150 µA，

③効率：最大 90 ％以上，④出力の過電圧保護回路，⑤小

型パッケージ：SOT23-5ピン。

図３　白色 LEDドライバ IC「FA3722Y」
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PDPテレビ市場が本格的に立ち上がり，大画面化，高

画質化，低価格化が急速に進んでいる。これに伴いドライ

バ ICには，ドライブ能力の大電流化，動作電圧の高耐圧

化，ICのコストダウンが要求されている。これらの要求

に応えるため，PDP 用スキャンドライバ IC「FD3284F」

を開発した。主な特徴は次のとおりである。

165V 高耐圧 IGBT出力 SOI 構造

ドライブ電流：－200 mA/＋1,200 mA（ソース/シン

ク）

ダイオード電流：－1.2A/＋1.2A（ソース/シンク）

ダイオード電圧降下：1.5V（400 mA時）

出力動作電圧：30 ～ 130V

64ビット双方向シフトレジスタ（8 MHz）

外形：Exposed Pad TQFP100ピン（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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IC ・パワー半導体

PDP用スキャンドライバ IC

PDPサステイン回路用パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

ディジタルオーディオアンプ用パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

図４　PDP用スキャンドライバ IC

薄型・大画面で高精細画像を実現するプラズマディスプ

レイパネル（PDP）は今後大幅な成長が見込まれている。

PDPパネルの発光効率を向上させるため，サステイン回

路は高駆動電圧化と高効率が要求される。この回路用に最

適設計した 100 ～ 300 Vの低損失・超高速パワー MOS

FET SuperFAP-Gシリーズを開発した。主な特徴は次の

とおりである。

低オン抵抗：TO-220 系パッケージで 300 V/0.1Ω

（代表値）を実現

低ゲートチャージ：従来比 60 ％低減

高速スイッチング：従来比 65 ％低減

小型・薄型パッケージ：TFPパッケージもライン

アップ

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

ディジタルオーディオアンプは，小型・軽量・高効率に

有利といった特徴からホームシアターに代表される大出

力・多チャネルの音響システムに多く利用され，今後もそ

の用途は拡大が見込まれている。このディジタルアンプ用

パワーMOSFETへは，高速スイッチング・低損失が求め

られており，これに対応したディジタルオーディオアンプ

用 SuperFAP-Gシリーズを開発した。特徴と概略仕様は

次のとおりである。

スイッチング時間：従来比 65 ％低減

ターンオフ損失：従来比 65 ％低減

概略仕様　2SK3769-01MR：150V/23A

2SK3770-01MR：120V/26A

2SK3771-01MR：100V/29A

（3）

（2）

（1）

図６　ディジタルオーディオアンプ用「SuperFAP-Gシリーズ」
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IC ・パワー半導体

高精度オートフォーカスモジュール

600 V IGBTモジュール「Uシリーズ」

小容量 IGBTモジュール「Small-pack」

図７　AFモジュール「FM6271W37」

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，

使いやすさが求められている。これらの要求に応えて富士

電機は，第五世代 600V Uシリーズ IGBTモジュールの

開発を行い，製品化した。本系列は豊富なパッケージ系列

により市場ニーズの多様化に対応するとともに，IGBT・

FWDチップの最適化設計により従来品に対して大幅な損

失低減を実現している。

定格：600V/30 ～ 600A

パッケージ：Econoモジュール，2 個組および 7 個組

の豊富なパッケージ系列

低損失化：スイッチング損失の低減により，従来品比

較で約 20 ％の発生損失低減を実現

（3）

（2）

（1）

図８　Uシリーズ IGBTモジュール

近年，電力変換装置に使用されるパワーモジュールの適

用範囲は家電製品から自動車まで広がり，さらなる低消費

電力化，小型化，軽量化が求められている。この要求に対

し，低出力の負荷に対応する第五世代のトレンチ構造 IG

BTを用いた小容量の IGBTモジュール Small-pack1 ＆ 2

の開発を進めている。現在はインバータ部のみの 6-pack

を優先に開発を進めており，その後ブレーキ部，コンバー

タ部も搭載した PIMへの系列拡大を図る。

主な特徴は次のとおりである。

定格電圧・電流：600V/10～50A，1,200V/10～25A

小型・軽量化：W41×D34×H21（mm）（写真左）/

W57 × D41 × H21（mm）（写真右），放熱用銅ベース

レス構造

環境規制への対応（オール鉛フリーパッケージ）（3）

（2）

（1）

Small-pack 1

Small-pack 2

図９　小容量 IGBTモジュール「Small-pack」

ディジタルスチルカメラ（DSC）の高倍ズーム化に伴

い，高速かつ高精度なオートフォーカス（AF）システム

が一層求められている。富士電機では 4 倍以上の高倍ズー

ム DSCへの適用を目的として，7 µmピッチ CMOSセン

サを採用した高精度AFモジュール「FM6271W37」を開

発した。

この製品の主な特徴は次のとおりである。

高精度（測距分解能： 0.072/m）

単電源駆動（3.0 ～ 5.5 V）

アドレス指定による部分読出し可能

低消費電流（動作時：7mA，スタンバイ時：1 µA以

下）

多点測距（マルチ AF）可能（5）

（4）

（3）

（2）

＋－（1）
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産業用電力変換装置に用いるパワーデバイスにおいては，

高耐圧・大容量・高性能・高信頼性を兼ね備えた製品の要

求が高まってきている。これに対応するため，耐圧 1,700

Vクラスで，最大 1,200 Aまでの 2 個組大容量 IGBTモ

ジュールの開発を進めている。この 2 個組大容量 IGBTモ

ジュールは，第五世代の FS（Field-Stop）トレンチ構造

IGBTを適用し，従来の製品に比べ大幅な損失改善を達成

している。

主な特徴は次のとおりである。

大容量：600A，800A，1,200Aの電流容量

高性能：低オン電圧 VCE（sat）＝ 2.4 V（125 ℃，標準

値）

高信頼性：内部構造の最適化による信頼性の向上（3）

（2）

（1）
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IC ・パワー半導体

2個組大容量 IGBTモジュール

電源二次側整流用ダイオード「高耐圧SBDシリーズ」

電源二次側整流用ダイオード「低 Ir SBDシリーズ」

図１０　2個組大容量 IGBTモジュール

高効率，低損失化が要求されるスイッチング電源におい

て，特に 12 V 以上の高電圧出力電源の二次側整流用に最

適な 120 ～ 250Vの高耐圧ショットキーバリヤダイオード

（SBD）を開発した。従来使用されている 200 ～ 300Vの

超高速低損失ダイオード（LLD）と比較し，低順電圧 VF

とソフトリカバリー性を有し，スイッチング電源の低損失

化と逆回復特性による跳ね上がり電圧の抑制，スイッチン

グノイズの低減を実現する。

概略仕様は次のとおりである。

™定格電圧 ： 120V，150V，250V

™定格電流 ： 5A，10A，20A，30A

™パッケージ：TO-220，TO-220F，TO-274，T-Pack

図１１　電源二次側整流用ダイオード「高耐圧SBDシリーズ」

高効率，低損失が要求されるスイッチング電源の二次側

整流用に最適な 40V，60V，100V 耐圧ショットキーバリ

ヤダイオード（SBD）を開発した。

従来の同耐圧 SBDに比べ，逆漏れ電流（Ir）を約 1け

た低減し，逆方向損失を大幅に低減した。特に高温での損

失低減により，熱暴走開始温度の改善が図られた。ACア

ダプタ内のような高温環境下での使用に最適なデバイスで

ある。

概略仕様は次のとおりである。

™定格電圧 ： 40V，60V，120V

™定格電流 ： 10A，20A，30A

™パッケージ：TO-220，TO-220F

図１２　電源二次側整流用ダイオード「低 Ir SBD」



謹んで新年のお祝いを申し上げます。

富士電機リテイルシステムズ株式会社は，富士電機グ

ループの他の事業会社に先立ち 2003 年 4 月 1 日に吹上富

士自販機株式会社，富士電機株式会社流通機器システムカ

ンパニー，富士電機冷機株式会社を統合して，自動販売機

関連，コールドチェーン関連および通貨処理関連を事業分

野とする製販一体の会社として出発いたしました。

当社は，「快適商空間を創造し，お客様に最大の満足を

提供する企業」をビジョンに，各分野において，お客様へ

の広範囲なサービスを提供してまいります。

自動販売機分野では，物品の販売機として生活者や社会

に対して快適な利便性を提供する事業を進めてきました。

これに加えて変化しつつある社会にふさわしい，個々人の

新しいニーズを満たす機材や，身近にあるという公共性に

着目したサービスを行う機材など，ITも活用した新しい

自動販売機の姿を追求していきます。同時に，省エネル

ギートップランナー基準のクリア，冷媒や断熱材のノンフ

ロン化，鉛など有害物質の大幅削減といった，環境負荷を

低減する技術・製品の開発も継続的に進めていきます。

コールドチェーン関連分野では，ストアトータルプラン

プロデュースというコンセプトのもと，店舗の設備・機器

から企画・構築・保守といったサービスまで提供する事業

へ拡大させていくことを目指しています。これまでにも，

店舗全体の省エネルギーを促進する「エコマックス」シス

テム，「エコロユニット」と名づけたユニット工法による

店舗建築や内装にまでサービス領域を広げてきています。

また通貨処理関連分野では，流通の効率化と生活者の快

適性に貢献し，楽しみや豊かさをサポートする事業として

拡大していきたいと考えています。自動販売機用の通貨処

理機器ばかりでなく，流通小売業向けの精算カウンターを

はじめ，広がりを見せている電子マネーの精算システムや

関連するサービスにまで事業領域を広げつつあります。も

ちろん，日本銀行券の新券発行に関しては，利用者に影響

がないように万全の体制で対応を進めています。

以上のような事業の推進にあたっては，製販一体化を機

に従来のルールを打ち壊し，新しいやり方に挑戦していま

す。初年度として，コストダウンでは製品・部品在庫の圧

縮，機種の統合と整理などを取り上げ，プロジェクト体制

のもと実効をあげつつあります。品質向上についても，製

販共働による市場情報のフィードバックの質と速度の向上

に取り組んでおり，成果があがりつつあるところです。

これからも当社はチャレンジ精神がみなぎるプロの集団

として，お客様に一番近いパートナーとして信頼される会

社を目指していきます。

今後とも，よろしくご支援とご愛顧を賜りますよう切に

お願いをさせていただきます。

快適商空間の創造

増　　晟（よします　あきら）

富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役社長

75



富士時報 Vol.77 No.1 2004

当部門は飲料・食品を中心とした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「快適商空間の

創造」を目指して活動している。

主力の飲料自動販売機では，2003 年度上期（4 ～ 9 月）

の業界出荷実績台数は前年比 109 ％と増加しており，ここ

数年来の飲料メーカーや自動販売機オペレーターの機器需

要の落ち込みは回復してきている。

一方，コールドチェーン機器については，スーパーマー

ケット分野では食品スーパーマーケットを中心とした需要，

コンビニエンスストア分野では激しい競合の中での新規出

店や改装による需要が，堅調に推移している。

このような市況の中で，われわれは商空間にまつわるさ

まざまなニーズをくみ取り，顧客にとってオペレーション

経費が軽減でき，新たな事業展開が図れると思われる製品

の開発を進めている。以下に代表的な技術や製品について

概要を紹介する。

瓶・缶自動販売機は，「エネルギーの使用の合理化に関

する法律」（省エネルギー法）の特定機器に指定され，

2005 年度には 2000 年度に比べて加重平均で約 30 ％の電

力消費量削減を達成するという目標値が設定された。富士

電機はこれまでも自動販売機の省エネルギーに努めてきた

が，新しい断熱構造の開発や冷却システムの高効率化を実

現して，目標値達成のめどをつけた。環境問題では，この

ほかに脱鉛や脱塩化ビニルなど有害となる物質の削減や，

地球温暖化係数が小さい自然冷媒である CO2を冷媒とし

た冷却システムの技術開発を進めている。また，ホット商

品とコールド商品のきめ細かい入換えを可能にする 4 室機

の効率的な冷却システムや，PET容器など年々多様化す

る飲料容器に対してより柔軟性の高い商品収容機構（ラッ

ク）を開発するなど内部装置も進化させている。

一方では，Shell-D 構造をたばこ自動販売機に採用して

防盗効果やデザイン性の向上を実現するとともに，ユニ

バーサルデザインを特徴とする新型の Viewタイプ自動販

売機の開発を行った。

カップ自動販売機では，人気の高いフローズン飲料を調

理・販売できる初めての自動販売機を開発し好評を得てい

る。また，アイスコーヒーマシンを開発し，フードサービ

ス機器の品ぞろえをさらに豊富なものとした。

このほか，顧客要望の強い部品標準化やコストダウンに

も精力的に取り組んでいることはもちろんである。

コールドチェーン分野では，フリースタンディングタイ

プのコンビニエンスストア向けに「エコロユニット」を開

発し，現場工期の短縮やリユース性の大幅な向上を実現し

た。ショーケース機器では新型冷凍多段ショーケースや

ホット＆コールドショーケースを開発し，多様な商品を適

切に温度管理できる機器を充実させた。また，小型システ

ム店舗「アール・キューブ」を開発し，店舗内の新しい空

間創造を提案している。一方で，機器の省エネルギーなど

環境問題への取組みも継続的に進めている。

通貨・カード機器の分野では，日本銀行券の改刷が

2004 年に予定されているため，新セキュリティ技術対応

や市場展開済みの製品の新券対応について，改刷による影

響が出ないよう万全の体制で機器の開発を進めている。

自動販売機用の硬貨や紙幣の鑑別機ではコストダウン，

保守性の向上を進めている。金銭処理機では，各種のセル

フ方式の精算システムに最適な紙幣硬貨一体型の小型リサ

イクル精算機を，レジャー業界向けにはカードと現金の混

在に対応した新型の現金玉貸しサンドを開発した。

非接触 ICカードを利用した電子マネー「Edy」の利用

が広がり始めている。これまでにも自動販売機用や個店舗

用の Edy 決済端末機器を開発して展開してきたが，POS

に連動する決済端末機や，5,000 円，1 万円をカードに

チャージできる高額チャージ機を開発し，電子マネーの使

いやすさ，運用のしやすさをさらに高める品ぞろえを行っ

た。非接触 IC関連システムについては，富士電機の得意

とするアンテナ技術とセキュリティ技術を生かしてさまざ

まな利用シーンでの適用を進めている。

以上，当部門が関係する市場の状況と，これに対する富

士電機の新技術および新製品の開発について紹介した。当

部門としては今後とも市場・社会とともにあって，環境に

優しい商品作り，快適な商空間創（づく）りに努力し続け

たいと考えている。

流通機器システム

76

展　望

自動販売機

フードサービス機器

通貨・カード機器

店舗用設備・機器
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缶飲料自動販売機は，省エネルギー法による特定機器の

指定を受けた。2005 年度の目標基準値を達成するため，

熱エネルギーロスの低減，加熱冷却領域のゾーン化を主な

狙いとした次のようなアイテムの開発を実施し，目標値達

成の見通しがついた。

鋼板製の内箱をなくし，熱伝導の遮断・低減を図った

新断熱構造「エコパネル構造」の開発

最も熱移動の大きい断熱仕切板に効果的に真空断熱材

を採用

庫内の気流を可視化技術やシミュレーション技術で解

析し，加熱・冷却領域をゾーン化，温度ばらつきを低減

冷却系機器を最適化し，冷凍機の効率を向上

販売予測機能と連動したファンコントロール（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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自動販売機

省エネルギー対応自動販売機

自動販売機の環境対応技術

CO2冷媒適用冷却システム

従来構造 エコパネル構造 

内箱 

断熱材 

外箱 

仕切板 

外箱 

エコパネル 

図１　エコパネル構造

自動販売機にかかわる環境要素と因子の対応はさまざま

であり，LCA（ライフサイクルアセスメント）の活用に

よる環境配慮設計〔リサイクル（再生材）の利用，分解容

易性，脱フロン対応など〕が重要である。

富士電機は自動販売機の環境配慮設計を 10 年以上前か

ら行っているが，2003 年に欧州指令として成立したWEE

E & RoHSやわが国のグリーン調達に対応すべく，有害物

質削減のため脱鉛と脱ハロゲン（塩化ビニル）に取り組ん

だ。缶自動販売機の化粧枠やガスケットの押出材の脱鉛と

脱ハロゲン，ハーネス類の被覆などの脱鉛を実施し，次の

成果を得た。

2003 年度機に対して鉛を約 85 ％削減（質量比）

2003 年度機に対して塩化ビニルを約 65 ％削減（質量

比）

（2）

（1）

化粧枠・ガスケット 

ハーネス類 

図２　化粧枠・ガスケットとハーネス類（一例）

近年，自動販売機においては，地球環境保護の観点から

オゾン破壊係数（ODP）をゼロにし，地球温暖化係数（G

WP）を大幅に小さくする脱フロンの技術開発が重要な課

題となっている。このため，炭酸ガス（CO2），炭化水素

（HC）などの自然冷媒がクローズアップされている。富士

電機では HC冷媒の欠点である可燃性がない安全で環境に

優しい CO2 冷媒に着目し，業界初のホットアンドコール

ド缶飲料自動販売機を開発した。

高効率・高信頼性冷凍サイクルの開発

冷却回路は 2 段圧縮インバータコンプレッサ，中間熱交

換器，内部熱交換器，電子膨張弁などの独自の冷凍サイク

ルである。

マルチエバポレータ方式による 3 室ホットアンドコー

ルド機に対応

（2）

（1）

図３　ホットアンドコールド缶飲料自動販売機

関連論文：富士時報 2003.10 p.639-643

関連論文：富士時報 2003.10 p.644-648
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1 基の冷却ユニットで 4 庫室の冷却・加熱が可能な冷却

システムを搭載し，構造の大幅なシンプル化と消費電力量

の低減を図った 4 室缶自動販売機を開発した。この冷却シ

ステムでは次のような工夫を行っている。

自動的に 4 庫室を二つのグループに分けて，交互に冷

却する制御方式を新たに開発し，高負荷時でも冷却ユ

ニットの能力を超えない冷却システムとした。

冷媒を各庫室に分配するディストリビュータの最適化

を図り，安定した冷媒供給を実現し，運転率を抑え，消

費電力量を低減した。

4 庫室個々の任意な冷却・加熱を可能とするため，大

きく変動する冷却負荷に対応する冷媒量制御機構を採用

した，信頼性の高い冷却ユニットである。

（3）

（2）

（1）
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自動販売機

4室缶自動販売機

販売機構における汎用性向上

Shell-D型たばこ自動販売機

図４　4室缶自動販売機の冷却システム

近年，飲料業界は，売上高の増大を狙って容器を差別化

する動きが活発になり，多種多様な容器が市場展開されて

いる。その中で 300mL 前後の小型リシール容器が急激に

増えてきており，それらをより多く，缶自動販売機で販売

できることが望まれている。しかしながら，従来のサーペ

ンタイン式ベンドラックでは，「商品装てん性の悪化」お

よび「通路内での商品立ちによる詰まり」が要因となり，

ほとんどの小型リシール商品は販売コラムの限定が販売条

件となっており，中には販売できない商品もあった。

今回開発した販売機構では，上記不具合要因を「新方式

投入口部機構」「新姿勢制御機構」により抑止している。

™新方式投入口機構：業界初のネックガイド式投入口機構

™新姿勢制御機構：水平フラッパ式商品姿勢制御機構

（b）ネックガイド式投入口部 
機構の正面図 

（c）水平フラッパ式商品姿勢制御機構 （a）販売機構の右側断面図 

ネックガイド式 
投入口部機構 

水平フラッパ式 
商品姿勢制御機構 

従来機構 新機構 

ネックガイド 

図５　販売機構における汎用性向上を狙った新機構

たばこ市場においては，自動販売機の違法設置問題，喫

煙規制の強化，およびたばこ税率引上げなどの問題があり，

たばこ業界にとって，非常に厳しい状況となっている。ま

た，屋外設置の自動販売機においては，いたずら・破壊問

題があとを絶たず，自動販売機運営経費も高まる傾向にあ

る。このような問題に応えるべく，ライフサイクルコスト

低減，防盗性能強化および自動販売機オペレーション性の

向上を目指したシェルドアデザインのたばこ自動販売機を

開発した。主な特徴は次のとおりである。

曲線的なデザインの一体プレス加工ドア（Shell-D）

により防盗性能も向上

主商品ごとのコラム設定を不要にした新シングルメッ

ク商品搬出機構搭載

2008 年からの成人識別機能搭載に備えた構造（3）

（2）

（1）

図６　Shell-D型たばこ自動販売機

関連論文：富士時報 2003.10 p.653-656
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自動販売機

新型View自動販売機

図７　新型View自動販売機

近年，低価格でおいしいコーヒーを提供するコーヒー

チェーン店の増加によりコーヒー市場の拡大が進んでいる。

このような中，富士電機ではおいしいコーヒーを大量に抽

出し，急速に冷却できる高性能で扱いやすいアイスコー

ヒーマシンの開発を行った。主な特徴は次のとおりである。

富士電機独自の急速冷却方式の採用により，約 95 ℃

の湯で抽出したコーヒー 5 Lを約 10 分で急速冷却

抽出流量などの設定もマイコン機能により分かりやす

く簡単

設置時にはワゴン車に搭載して運搬ができる業界初の

二分割可能構造

清潔感あふれるステンレス鋼基調デザイン（4）

（3）

（2）

（1）

フードサービス機器

アイスコーヒーマシン（ICE-2000）

図８　アイスコーヒーマシン全体図

通貨・カード機器

紙幣・硬貨一体型の小型リサイクル精算機

図９　小型リサイクル精算機

1997 年から市場に展開してきた View 自動販売機は，さ

まざまなパッケージの商品を販売できる汎用型飲料販売機

として市場に認知されてきたが，今回，市場ニーズの変化

を受けてさらに高機能化・高信頼性化を図るべく，フルモ

デルチェンジ開発を行った。

主な特徴は次のとおりである。

幅 780mmのスリムなボディ

販売口を上部に設けるなど，完全ユニバーサル対応デ

ザイン

商品に優しい新型コンベヤ式商品搬出システムを搭載

業界一の大収容量（250mL 紙パック換算 676 個）

アタッチメントレス・幅可変式コラム（コラム最大幅

106mm）構造により，販売商品の汎用性を大幅に向上

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

セルフ精算システムは世代，分野を問わず急速に浸透し

ている。幅広い組込みニーズに応えて小型リサイクル精算

機を開発した。高さ 303mm，幅 170mm，奥行 270mm

とコンパクトながら紙幣（1 万円，5,000 円，2,000 円，

1,000 円），硬貨（500 円，100 円，50 円，10 円，5 円，

1 円）が利用可能であり，資金の補充回収が容易なカセッ

ト金庫を採用した。

硬貨を起立したまま振り分けする垂直搬送機構

複数の紙幣スタッカを制御する共有型プッシャ

軽量硬貨も安定して払い出す揺動加振制御方式

などの新機構の開発により，紙幣容量 450 枚，硬貨容量

765 枚を実現した。

（3）

（2）

（1）
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パチンコホールでは，高額紙幣が使える ICカードシス

テムの導入に伴い，従来からの現金システムとの混在が不

可欠となり，玉貸しサンドにはレイアウトの自由度が強く

求められるようになった。また，人気台の一極集中化とと

もに遊技台のデザインに奇抜なものが現れてきた。このよ

うな状況に応えて，新型現金玉貸しサンドを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

現金用と ICカード用サンドを島内に混在できるよう

に，紙幣挿入口に高さ調整機能を持たせた。

意匠性の高い遊技台に適用できるように，玉出し

シュート形状を自在に変えられるようにした。

ホールにおける消費税対応が可能となるように，パチ

ンコ玉の貸出し単位を 5 個刻みから 1 個刻みとした。

（3）

（2）

（1）
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通貨・カード機器

新型現金玉貸しサンド（TSS317）

Edy対応高額紙幣チャージ機

Edyカード対応POS連動決済端末

図１０　新型現金玉貸しサンド（TSS317）

プリペイド型電子マネーサービス「Edy」に対応した，

高額紙幣チャージ機を開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

高額紙幣（1,000 円，5,000 円，1 万円）で，Edyカー

ドにチャージ（入金）することが可能である。

カード形状以外の媒体への対応も考慮し，カードを置

台にセットするだけの簡単チャージを実現した。

3.5インチのカラー LCDを採用し，視認性のよいガ

イダンス機能を実現した。

リサイクル紙幣識別ユニットを搭載し，投入された

1,000 円紙幣をつり札として使用可能である。

小型・省スペース化の実現とともに，本体と架台の分

離構造により，多様な設置形態を実現可能とした。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　Edy 対応高額紙幣チャージ機

非接触 ICカードタイプの電子マネーカード「Edyカー

ド」で商品決済ができる POS 連動決済端末を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

アンテナ部と制御部の 2ユニット構造とし，小型・省

スペース化を実現

カード形状以外の媒体も考慮したアンテナ部構造

制御部は縦置きでも横置きでも設置可能としたユニッ

ト構造

カードの取扱い・動作状態などの確認が可能なモニタ

機能を内蔵

OLE-POS 仕様ドライバの提供により，POSとの接

続が容易

（OLE-POS 仕様：Windowsをベースにした POSと周辺機器間の

業界標準インタフェース仕様）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　POS連動決済端末の制御部（上）とアンテナ部（下）

関連論文：富士時報 2003.10 p.661-665
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飲料市場では，ホット飲料の普及が進んでおり，スー

パーマーケットやコンビニエンスストアにおいてもホット

機能付きショーケースのニーズが高まりつつある。そこで，

簡易設置が可能な冷凍機内蔵型ホット＆コールドショー

ケースを開発した。主な特徴は次のとおりである。

運転モードを，①オールコールド，②オールホット，

③ホット＆コールドの 3モード切替可能としたことで，

四季を通じてさまざまな販売形態に対応することができ

る。

全段潤滑塗装付き傾斜スライド棚の採用により，商品

の前出し作業および補充作業の容易化を図った。

単相 100V 仕様やキャスタ装備のほか，タンクによる

排水作業の必要がないドレイン水強制蒸発機構を装備す

ることにより，取扱い性を向上させた。

（3）

（2）

（1）
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店舗用設備・機器

冷凍機内蔵型ホット＆コールドショーケース

スーパーマーケット向け新型冷凍多段ショーケース

小型システム店舗「アール・キューブ」

図１３　冷凍機内蔵型ホット＆コールドショーケース

スーパーマーケット業界では，コールドチェーン技術の

発達により，冷凍食品はメインの商品カテゴリーとして確

立され，冷凍食品を展示するショーケースにも展示性向上

と，より高精度な温度管理が強く求められている。そこで

これらのニーズに対応するためスーパーマーケット向け新

型冷凍多段ショーケースを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

ケース背面を傾斜構造からストレート構造にすること

により，商品搭載量を 15 ％増やした。また，ひな壇陳

列も可能な構造とした。

吹出口にスリットエアカーテン層を設けてエアカーテ

ンを 4 層化することにより環境変化対応力を強化し，庫

内の温度ばらつきを抑制した。

（2）

（1）

図１４　スーパーマーケット向け新型冷凍多段ショーケース

アール・キューブは，主に 3 坪以下の食にかかわる小型

店舗を対象に開発した仮設型システム店舗である。その構

成は，床ユニット，壁ユニット，天井ユニットからなり，

標準化した各部材の組合せにより数種類のバリエーション

を持つ。あらかじめ工場で生産された各部材を現地で組み

立てるノックダウン工法により，着工（前工事含まず）か

ら開店まで最短一日という短工期出店が可能であると同時

に，万が一の撤退に対しても短工期でスクラップ＆ビルド

（リユース）が可能である。また，標準化した店舗部材の

工場生産と短工期により出店・撤退時のイニシャルコスト

を低減できる。このように短工期，リユース，ローコスト

といった特徴を持った本製品は，環境変化の激しい食にか

かわる小型店舗の出店投資リスクの軽減に有効なシステム

店舗である。

図１５　レジャー施設での導入事例
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新年あ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。

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社は，2003

年 10 月 1 日に富士電機の研究開発部門を統合して発足い

たしました。コンポーネントや基礎研究中心の株式会社富

士電機総合研究所，情報・通信・制御技術の事業開発室，

製造技術の生産技術研究所を富士電機アドバンストテクノ

ロジー株式会社に統合し，富士電機グループの技術全体の

研究開発を行うことになりました。コンポーネント，情

報・通信・制御技術，製造技術の融合を図り，ビジネスに

貢献する研究開発，研究開発のスピードアップ，高い技術

への挑戦が大きな方針です。

今年は，中期計画の 2 年目にあたります。中期計画の柱

となっている中期研究開発計画は重点機種を絞って新製品

の上市計画と研究開発の整合を図ること，競争力のある新

製品を生み出していくために必要なコア技術の強化を図っ

ていくことがポイントになっています。これを達成するに

は，各事業会社との緊密な連携による商品企画と資源の集

中により短期間に開発を完了することが重要になります。

また，競争力のある商品は差別化された技術により生まれ

るものであり，基礎研究を充実してコア技術の深化を図る

とともに技術の裾野の拡大を目指していきます。

研究開発としては，膜 過による高度水処理システム，

バイオ技術を核にした有機性廃棄物メタン発酵発電システ

ム，生産現場の制御・監視などの現場系情報制御技術を核

に上位の経営情報までを垂直統合させた新しい情報ソ

リューション，パワーデバイス技術と大容量電力変換技術

をコア技術とした無停電電源装置（UPS），変圧整流装置，

無効電力補償装置，高圧インバータ，汎用インバータ，電

磁開閉器・低圧遮断器など低圧器具のグローバル化対応，

薄ウェーハ・トレンチをコア技術としたパワーデバイス

（IGBT，MOSFET），電源 IC，磁気記録媒体の垂直磁気

記録技術，省エネルギー対応の自動販売機，非接触 IC

カード機器システムなどを重点的に取り組んでいく考えで

す。

次代を担う燃料電池，太陽電池，有機発光素子などの新

事業についても，開発，事業化の加速を図り早期に売上げ

に貢献することを目指します。

これらの研究開発・製品化の加速のために，微視解析技

術の一層の高度化を進めるとともに，計測評価技術に基づ

いたシミュレーション技術の高度化の取組みを進めていき，

やり直しのない効率的な研究開発を進めます。また，研究

開発時点から製造技術面の取組みを強化してスムーズな製

品化を図ることにより，製品化初期からの高品質，高信頼

性を確保し高収益な製品を目指します。

また，中期計画のもう一つの柱である原価削減計画に関

しても，工場部門を設計技術，製造技術の面で積極的に支

援し実効ある取組みをしていきます。

技術力が富士電機グループの力の源泉であり，富士電機

アドバンストテクノロジー株式会社がその中心になって貢

献していく所存です。

富士電機グループの「技術の核」として，
高い技術に挑戦

原嶋　孝一（はらしま　こういち）

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
取締役社長
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展　望

電子デバイス

パワーエレクトロニクス

メカトロニクス・センサ

情報・通信制御

環境・新エネルギー

材料技術

解析技術

生産技術

研究開発部門は，2003 年 10 月に基礎研究や次世代技術

開発を担ってきた（株）富士電機総合研究所を母体として，

富士電機の情報関連システムなどの開発部門と生産技術研

究開発部門を統合し，富士電機アドバンストテクノロジー

（株）を設立した。富士電機グループが得意とするコア技術

の強化と，差別化された新商品の市場投入を加速させるべ

く，中期的な視野に立った技術開発ロードマップをもとに

研究開発を行っている。

電子デバイス分野では，現在開発中の新デバイスの商品

化開発に注力した。マイクロ電源は，高耐圧MOSトラン

ジスタの内蔵により，昇圧型・反転型の 2 種類のモジュー

ルを開発した。電源 ICでは，新型トレンチ構造により出

力オン抵抗を半分に低減したトレンチ横型パワーMOSを

開発した。また，AC-AC直接変換方式のキーデバイスと

なる 1,200 V 級逆阻止 IGBTを世界に先駆けて開発した。

磁気記録媒体では，絶縁材料である酸化シリコンの添加で

媒体ノイズを低減させることに成功し，超高密度が期待さ

れる Co/Pt 多層膜の実用化に大きく前進した。

パワーエレクトロニクス分野では，高効率・高機能なパ

ワーエレクトロニクス応用製品の開発を進め，逆阻止 IG

BTを用いた直接変換技術，回路の高効率化，ソフトス

イッチング回路技術，低圧 IGBTの直列接続技術を開発し

た。また，システム同定技術を開発し，サーボのオート

チューニングや自己調整の実現に大きく前進した。

メカトロニクス・センサ分野では，シミュレーションを

用いた熱冷却解析技術により，自動販売機の省エネルギー

化，パルスチューブ冷凍機の小型化と長寿命化を図った。

また，菌の高速増殖技術と独自の光学技術，画像処理技術

により，培地の菌数を迅速に測定する飲料用検査技術を開

発した。

情報・通信制御分野では，従来のメンテナンスやアフ

ターサービスだけではない新しいサービスを目指し，メタ

ヒューリスティクス手法を用いたシステム運用の最新最適

化技術，組込み Javaプラットフォーム上で動作する SO

AP 適用技術，ネットワークに接続された UPSの統合監

視システム，無線を利用した情報案内システムを開発した。

環境・新エネルギー分野では，有機性廃棄物資源化，燃

料電池・太陽電池の開発に取り組んだ。有機性廃棄物資源

化では，0.5 t/日の生ごみをメタン発酵処理するパイロッ

トプラントの実証運転を開始した。固体高分子形燃料電池

は，世界最高レベルの発電効率，本体容積の出力 1kWの

二次試作機を開発した。りん酸形燃料電池は，寿命向上に

よりメンテナンスコストの大幅削減を図った。アモルファ

ス太陽電池は，軽量性の特徴を生かして業界最大級の金属

屋根一体型太陽電池モジュールの試作品を完成させた。

材料技術分野では，新機能材料の開発に取り組んだ。有

機 ELディスプレイは，多層配線技術によりパッシブマト

リックス駆動パネルで 130 ppi（ピクセル/インチ）の精細

度を実現し，色変換方式パネルの優位性を示した。また，

磁気部品を小型化するナノフェライト被覆磁性材料，ドー

プした白金の分散性に優れた金属複合酸化物系触媒，有機

材料として世界最高のスイッチング電圧 20Vを達成した

有機双安定素子，コンビナトリアル手法を用いたナノレベ

ル制御による酸化物新材料探索，SiCウェーハの結晶品質

の向上を目的としたエピタキシャル成膜による低欠陥 SiC

結晶技術，燃焼時にダイオキシンを発生しない独自の反応

型ノンハロゲン難燃剤の開発を進めた。

解析技術分野では，デバイスの微視解析として放射光施

設 SPring-8を利用したシリコンの高感度ひずみ計測技術

や媒体の磁性層ナノレベル結晶解析技術，断面加工と撮影

を交互に行い三次元形態情報を得る解析技術，ナノサイズ

で薄膜界面の形態・構造観察，組成分析を短時間で行う走

査透過電子顕微鏡（STEM）解析技術，トレンチ構造の最

適化に関する評価・解析技術を開発した。また，積分要素

法による零相変流器の電磁界解析技術を開発した。

生産技術分野では，新しい溶接・接合技術，組立自動化，

環境経営情報のデータベース化に取り組んだ。使用条件の

異なる蒸気タービンの異種材料溶接技術，複合加工と精密

組立の自動化技術，Webブラウザを利用した環境経営情

報管理システム，インジウム膜を拡散材として用いた銅の

低融点でのフラックスレス直接接合技術を開発した。
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図は金属のみによって構成されていた従来の Co/Pt 多

層膜に絶縁材料である酸化シリコンを添加した CoSiO2/Pt

多層膜の透過電子顕微鏡写真である。金属と電気的な性質

のまったく異なる絶縁材料の添加によって，記録層を構成

する結晶粒子の微細化と粒子間相互の磁気的な分離性とい

う，記録媒体に求められる特性を同時に向上させることが

可能となった（磁性粒子平均粒子径 5.2 nm，平均粒界幅

2.0 nm）。富士電機では，CoSiO2/Pt 多層膜を今後の超高

記録密度のハードディスクドライブ用記録媒体と位置づけ，

原子レベルの構造制御により開発を進めている。材料とし

ての熱安定性は非常に高いが結晶粒子の分離性が低く，媒

体ノイズを低減させることが困難と考えられていた Co/Pt

多層膜の開発を実用化に向けて大きく前進させることがで

きた。
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電子デバイス

CoSiO2/Pt 多層膜垂直磁気記録媒体

昇圧型・反転型・降圧型マイクロ電源

700 Vトレンチドレイン横型MOSデバイス技術

図１　CoSiO2/Pt 多層膜の透過電子顕微鏡写真

携帯機器の小型・薄型化を実現するための超小型スイッ

チング DC-DCコンバータを開発している。薄膜インダク

タと高速スイッチング制御 ICと低オン抵抗の出力 MOS

トランジスタを一体化したマイクロ電源モジュールである。

今回，高耐圧MOSトランジスタを内蔵することにより昇

圧型，反転型の２種類の新しいマイクロ電源モジュールを

開発した。この結果，外付け部品としてインダクタを付加

しなくてもスイッチングレギュレータに求められる三つの

トポロジーを実現することが可能になる。すべて 3.5

mm× 3.5mm× 1.0mmと小型の同一サイズで実現して

おり，システムの小型化に大きく寄与することができる。

™昇圧型：出力電圧 14 ～ 16V，最大出力電流 20mA

™反転型：出力電圧－14 ～－16V，最大出力電流 20mA

昇圧型 反転型 降圧型 

図２　昇圧型・反転型・降圧型マイクロ電源

新しいトレンチ構造により出力オン抵抗を半分以下（当

社比）に低減できる 700Vクラス高耐圧MOS技術を開発

した。従来技術では，シリコン基板表面のごく浅い領域に

高耐圧を維持するための構造（オフセットドレイン領域）

を設けており，デバイスピッチ縮小に限界があった。そこ

で今回，シリコン基板に酸化物を充てんした溝（トレンチ）

を形成し，オフセットドレイン領域をトレンチに沿って設

ける構造とした。これにより基板を立体的に活用すること

で集積度を高め，低オン抵抗化を実現した。この技術を用

いることで，高耐圧MOSと低耐圧制御回路が同一シリコ

ン基板上に形成されたワンチップパワー ICが実現でき，

ACアダプタなど，電子機器の小型軽量化・低価格化が可

能になる。

ソース電極 ゲート電極 

トレンチ 

ドレイン電極 

20　m

図３　700 Vトレンチ横型MOSの断面SEM写真

5.0 nm
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マトリックスコンバータを構成するためには，双方向ス

イッチが必要だが，逆阻止 IGBTを使うことで構成を簡素

化でき，さらにコンパクトで低損失な回路とすることがで

きる。富士電機では，これまで IGBT 用に開発した薄

ウェーハプロセス技術と，深い拡散技術を融合することに

よって，逆耐圧を有する IGBTを開発している。図には

600V 素子の耐圧波形を示しており，双方向に十分な耐圧

を維持している。さらに 1,200 Vの逆阻止 IGBTも同時に

開発しており，国内，海外のユーザーへ向けて，最適なデ

バイスを提供できるように技術開発を進めている。
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マトリックスコンバータ用逆阻止 IGBT

AC-AC直接変換方式 IHインバータ

－1×10－3

－5×10－4

0

5×10－4

1×10－3

－1,000 －500 0 500 1,000

　
（
A
）
 

I C

　（V） V CE

逆阻止IGBT

従来型IGBT

図４　600 Vの逆阻止 IGBTの耐圧波形

サーバコンピュータなど高信頼性が要求される情報通信

機器への給電には，バックアップ電源が必要となり，一般

的には商用交流を出力する方式が使用される。しかしなが

ら情報通信機器の内部電源は直流供給であり，直流出力に

よるバックアップ方式が信頼性，運転効率，コストなどの

点で有利である。富士電機では，力率改善回路，電流共振

コンバータおよび非絶縁DC-DCコンバータをそれぞれ高

効率化し組み合わせることで，電力変換効率が大幅に向上

した 300W出力の直流バックアップ電源を開発した。

今回開発した方式は，定常運転時効率 80 ％，バック

アップ運転時効率 85 ％であり，従来方式（商用出力方

式＋内部電源）に対して，5 ～ 10 ％の高効率化と 65 ％の

小型化を達成した。

パワーエレクトロニクス

高効率直流バックアップ電源

+

力率改善回路 
電流共振 
コンバータ 

非絶縁DC-DC 
コンバータ 

AC100～ 
240V DC380V

DC19V DC3.3V

チャージャ 
非絶縁DC-DC 
コンバータ 

DC5V

非絶縁DC-DC 
コンバータ 

DC12V

図５　高効率直流バックアップ電源のシステム構成

近年，裸火を使わない安全性や高火力出力，衛生管理の

容易さなどを背景に，IH（Induction Heating）調理器が

厨房（ちゅうぼう）で使われるようになってきた。普及が

進むにつれて使用する鍋の種類が増え，IHインバータに

は鍋の材質や形状に依存しない加熱特性と高効率化，低ノ

イズ化が要求されている。この要求に対し富士電機では，

AC-AC直接変換方式 IHインバータを開発した（入力電

圧 200V，入力電力 2.5 kW）。

今回開発した回路は，加熱コイル電圧の調節範囲が広く，

これまで以上にさまざまな材質，形状の鍋を加熱できるこ

とを特徴とする。また，幅広い出力電力範囲においてソフ

トスイッチング動作とすることで，主スイッチ素子の損失

を従来に比べ 25 ％低減し，約 90 ％の熱効率と低ノイズ化

を実現した。

共振 
コンデンサ 

ソフトスイッチング用 
コンデンサ 

主スイッチ 
素子 

鍋 

図６　AC-AC直接変換方式 IHインバータの回路構成
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搬送機器，各種製造装置に適用されるインバータやサー

ボシステムにおいて，位置・速度制御の高速・高精度化が

求められている。この実現には，制御対象の時々刻々変化

する特性に合わせた制御最適化のためのモデリング手法が

重要となっている。

富士電機は，最小二乗法を応用した自律的なシステム同

定技術の研究を進めており，次のような特徴を有したアル

ゴリズムの開発を行った。

制御用センサの信号のみを用いる。

時間・周波数領域併用演算により，低次数で正確なモ

デリングが可能である。

今後は，同定モデルを利用した制御系設計の最適化技術，

他のパワーエレクトロニクス機器への応用を検討する。

（2）

（1）
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パワーエレクトロニクス

代数処理によるシステム同定技術

高圧変換装置コンポーネント
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入力信号 応答信号 制御対象 

制御対象の周波数特性 
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図７　サーボシステム特性同定結果

瓶・缶自動販売機は，庫内に設置された蒸発器やヒータ

で冷却加熱された空気をファンにより循環することで商品

を加熱冷却している。省エネルギー化のためには，自動販

売機内部の流れや熱移動を把握し制御することが重要であ

る。富士電機では，自動販売機内のファン風速特性を三次

元可視化によりデータベース化し，シミュレーションモデ

ルに組み込むことで熱流体挙動解析技術を確立した。これ

を用いて，圧力室による直進性の高い吹出し方式を開発し

た。本方式は，必要な商品のみに風を当てる構造のため，

不要な構造部材への熱ロスを小さくできる。さらに，商品

ごとに風量を変えることができるため，商品温度ばらつき

を小さくすることができ，省エネルギー化が可能となった。

メカトロニクス・センサ

自動販売機の省エネルギー技術

正面 

左 右 

側面 

図９　自動販売機庫内の気流可視化例

富士電機では高圧電力変換回路の小型・高性能化を実現

するために，汎用 IGBTの直列接続技術を開発した。これ

は，各ゲート線にコアを接続してスイッチングタイミング

のばらつきなどによって発生する過渡時の素子電圧アンバ

ランスを抑制し，その他の電圧アンバランスは，電圧バラ

ンス回路によって抑制する方式である。この回路技術を用

いて 1.2 kV 耐圧 IGBTを 4 直列接続した三相インバータ

（直流電圧 2,400V）を構成し性能評価した。その結果，全

パルス領域において素子電圧を良好にバランスさせること

ができた。また素子発生損失の低減が可能であるため，ス

イッチング周波数を 5 kHz 程度まで増加させることがで

き，回路の高性能化が実現できた。さらにコストに関して

も，大幅な低減が期待できる。

ゲート駆動回路 
IGBT

電圧バランス回路 

コア 

図８　IGBT直列接続方式を示した回路構成

関連論文：富士時報 2003.10 p.644-648
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民生用として開発したインライン型パルスチューブ冷凍

機をベースとして，よりユーザビリティを向上させたリ

ターン型パルスチューブ冷凍機を開発した。冷却端部が先

端にあり，被冷却体を取り付けやすいことが特徴である。

冷凍出力は 2.5W（低温端温度 77K 時）で消費電力は

100W，設計寿命は 50,000 時間，全質量は 12 kgである。

圧縮機の寸法は外径 96mm，長さ 190mmであり小型化

も達成している。膨張機は可動部を持たず，圧縮機はリニ

ア可動部の支持機構に板ばねを採用した非接触対向ピスト

ン型で構成しているため，低振動で長寿命という特徴を有

している。このため，民生用では通信分野などの高温超電

導デバイスの冷却や医療用に，宇宙用では赤外線デバイス

の冷却用など幅広い用途への適用が可能である。
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メカトロニクス・センサ

ユーザビリティを向上させたパルスチューブ冷凍機

微生物迅速検査技術

冷却端部 

膨張機 

圧縮機 
位相制御機構 
イナータンスチューブ 
バッファタンク 

図１０　リターン型パルスチューブ冷凍機

近年，数式化困難な現場の運用上の制約や外部シミュ

レーションツールなどを容易に扱え，かつ実用上十分な精

度の解を短時間に求め得る近似解法として，メタヒューリ

スティクス（Meta-Heuristics：MH，発見的知識に基づく

最適化アルゴリズムの一般的枠組み）が注目されている。

富士電機は，遺伝的アルゴリズム，タブサーチなど従来手

法に加え，連続量と離散量を同時に扱うことが可能な最新

MH手法である Particle Swarm Optimizationの実用化技

術を開発するとともに，非線形安定性理論を応用した独自

の最新最適化手法を開発している。これらの最適化手法を

用いて，各種運用費（燃料費，メンテナンスコスト）削減，

省エネルギー，制御系最適調整など，さまざまな顧客ソ

リューションを実現している。

情報・通信制御

最新最適化技術による顧客ソリューション

エネルギーユーティリティプラント最適運用システム 

負荷予測機能 

各負荷 
予測値 

さまざまな 
計画案 

計画案に対する 
機器状態 

最適運転計画機能 

メタヒュー 
リスティクス 
数理計画法 

プラントモデル機能 

統計手法 
構造化 

ニューラルネット 

目的関数：コスト・環境負荷最小化など 
決定変数：機器の起動停止，出力など 
制約条件：需給バランス，運用ルールなど 

プラント制御値 プラント計測値 LAN

気象情報 
サービス 

プロセス制御 
システム 

（既存システム） 

エネルギープラント 計測 

電力購入 コンプレッサ 空気負荷 

蒸気負荷 

電気負荷 

燃料 

燃料 ボイラ 

ガス 
タービン 

排ガス 
ボイラ 

蒸気 
タービン 

吸収式 
冷凍機 

蓄熱槽 

抽気 

熱（空調） 
負荷 

計測器 

自動 
制御 

図１２　エネルギーユーティリティプラント最適運用への適用例

食品や製薬など多くの分野で微生物汚染が問題になって

いる。従来の検査は，結果を得るまでに長時間を要するこ

とから，検査の迅速化が求められている。

富士電機では，特に飲料を対象として，異臭味や外観事

故の際に汚染原因となる微生物の迅速検査技術を開発して

いる。計測原理としては，試料を寒天培地で培養し，時間

経過に伴って増殖する粒子を微生物と認識している。

主な特徴は次のとおりである。

飲料の汚染原因となる耐熱性，耐酸性を有する細菌や

真菌を検査対象としている。

細菌，真菌の高速増殖技術と，微細形状を検出できる

独自の光学技術および画像処理技術によって，培地上に

形成されるコロニーの迅速検査を達成した。

（2）

（1）

微小なコロニー 

培養で増殖 
＝微生物 

画像処理後 
粒子をカウント 

画像処理後 

培養 

画像処理 

増殖前の微生物 

図１１　微生物の計測原理



富士時報 Vol.77 No.1 2004

リモートセンタから組込み機器を監視・制御する用途向

けに，組込み機器用途向け Javaプラットフォーム上で動

作する「組込み SOAPミドルウェア」を開発した。

SOAP（Simple Object Access Protocol）1.1に準拠し

た RPC（Remote Procedure Call：遠隔手続き呼出し）に

対応しており，リモートセンタとの通信ソフトウェア開発

が容易になり，効率化する。

組込み機器用途向け Javaプラットフォームは，DoPa，

PHSなどによる回線接続（写真：左），Ethernet 接続（写

真：右）の 2タイプあり，監視・制御対象となる組込み機

器にアドオンすることで，目的とする SOAPサービスな

どのアプリケーション機能を Java 言語により実現するこ

とができる。
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情報・通信制御

Java によるサービスシステム技術

UPS統合監視システム

無線 IDカードによるネットワーク型情報案内システム

図１３　組込み機器用途向け Java プラットフォーム

サーバ用途の UPSでは，複数の UPSが地理的に分散し

て設置するケースが増大してきている。従来，個別で

UPSを管理してきたが，管理・運用コストを削減するた

めに，複数の UPSを統合的に監視・設定する UPS 統合監

視システムを開発した。特徴は次のとおりである。

ネットワーク経由で，複数の UPSの一括監視と設定

が可能

複数の UPSに対して，監視対象ごとにグルーピング

を行い，グループ単位での一括設定・操作が可能

ユーザーごとに，監視・設定可能なグループへのアク

セス権の設定が可能

ネットワークに接続された UPSを自動検出し，監視

対象として登録することが可能

（4）

（3）

（2）

（1）

＋ 

UPSView

UPSViewデータ収集 

™一括監視・設定 
™グループ設定 
™ユーザーアクセス権 
™UPSの自動検出 

統合管理ソフトウェア 

既存の製品 
UPSエージェント 

イントラネット 

NetpowerView F

Web/SNMPカード 
RS-232C

NetpowerProtect

NetpowerProtect

図１４　UPS統合監視システムの構成

ネットワーク型情報案内システムは，視覚・聴覚に障害

のある方，車いすを使用する方，高齢の方にあらかじめ所

定の無線 IDカードを携帯していただくことにより，駅や

ビルなどで安全な誘導を実現するシステムである。無線

IDカードは，無線を利用して携帯者の制約内容に応じた

IDコードを発信しており，要望に合わせた案内を音声や

表示で提供する。施設内から街へ機器のネットワークを構

築することで，「点から線へ」動線を意識した多様なアプ

リケーションの実現が可能になる（図参照）。

™IDコード識別による，きめの細かい情報提供

™付近の施設の状況や進行方向の的確な提供

™列車の運行状況などのリアルタイムな情報の提供

™エレベータなど移動用装置と連動し，自動呼出しを実現

無線IDカード 

無線IDカード 

車いす利用者が 
南口に来られ 
ました 

入口用 
改札口です 

車いす通路・ 
列車運行状況などを 

表示します こちらは女子 
トイレです 

こちらは改札口へ 
のエレベータです 

図１５　システムイメージ図
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食品廃棄物からメタンガスを取り出し燃料電池などで発

電をするメタン発酵発電システムの開発を進めている。こ

のシステムの中核であるメタン発酵システムについて，前

処理技術，メタン発酵技術，廃液処理技術の一連のシステ

ム開発を進めている。メタン発酵は，菌相解析を基にして

高速化と安定制御技術の開発を進めた。廃液処理は，高効

率で窒素分を除去できる亜硝酸型処理システムを安定して

運転制御する技術開発を進めた。

これらの技術について，食堂から排出される生ごみを 1

日に 20 kg 処理するミニプラントを自社工場内に設置して，

実証を行っている。さらに，学校給食から排出される生ご

みを，1 日に 0.5 t 処理するパイロットプラントを設置して

実証運転を開始した。
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環境・新エネルギー

食品廃棄物メタン発酵発電システム

りん酸形燃料電池の長寿命化

金属屋根一体型太陽電池モジュール

図１６　食品廃棄物メタン発酵ミニプラント

りん酸形燃料電池（PAFC）スタックの長寿命化技術を

開発した。発電部であるスタックの寿命は，電解液のりん

酸が運転に伴い飛散・減少し，一部セルのりん酸量が最低

必要りん酸量に達するまでの時間（りん酸保持時間）で決

定される。現在のスタックのりん酸保持時間は 4 万時間で

あるが，スタックを構成する各セルの構造を最適化するこ

とにより 6 万時間に延長することができた。りん酸形燃料

電池発電装置はスタック交換を含めたオーバホールを行い

装置寿命の 15 年間，運転を継続するよう設計されている。

現在は 5 年ごとにオーバホールを２回実施する設計になっ

ているが，今回の成果により 1 回のオーバホールで済むこ

とになり，メンテナンスコストの大幅な削減が可能となる。

図１７　富士電機能力開発センターで稼動中の燃料電池発電装置

2003 年度の太陽電池の国内生産は，500MWを超え，

一般住宅用の太陽光発電システムを中心に大きく普及が進

んできている。富士電機では，フィルム基板アモルファス

シリコン太陽電池の軽量性を生かした，業界最大級の面積

を有する金属屋根一体型太陽電池モジュールの試作品を完

成させた。試作品の外形寸法は，幅 0.5m ×長さ 4.0m ×

厚さ 2mm（端子部除く）で，0.8 mm厚の鋼板を使用し

た場合の質量は約 16 kgであり，太陽電池部分の質量は 2

kgである。さらに公称最大出力は 96Wである。

試作品の特徴は，①軽量で大面積，②高いモジュール電

圧（DC320V），③フィルム基板のためフレキシブルで曲

面設置が可能などである。今後さらに用途開発・信頼性評

価を進め製品化を図る計画である。

図１８　金属屋根一体型太陽電池モジュール試作品

関連論文：富士時報 2003.2 p.129-132
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近年，電子機器はますますの小型・高性能化が求められ

ている。そのため，電子機器部品の中で大きな体積を占め

ている磁気部品の小型化・高性能化が必須である。

富士電機では，磁気部品用の新しい磁性材料として，ナ

ノフェライト被覆磁性材料を東京工業大学阿部正紀教授と

共同開発している。ナノフェライト被覆磁性材料とは，金

属磁性粒子の周囲にフェライトを数十ナノメートルで被覆

した粒子を用いて成形した複合磁性材料である。金属粒子

間にフェライト被膜があることにより，磁気特性を維持し

つつ損失原因となる渦電流の発生を防ぐことができる。

この材料開発により，高周波での高飽和磁気特性，高透

磁率を両立することができ，磁気部品の小型化（体積 1/2）

を行うことができる。
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材料技術

ナノフェライト被覆磁性材料

金属複合酸化物系触媒

有機双安定素子

図１９　ナノフェライト被覆磁性材料の電子顕微鏡写真

酸化すず（SnO2）は，ルチル結晶構造の金属酸化物で，

センサ材料や透明電極材料として広く用いられている n

型半導体材料である。富士電機は，スパッタ法で酸化すず

に白金（Pt）を高濃度にドープした薄膜を作成することに

より，優れた酸化活性を有する触媒材料を開発した。

この材料の結晶は，SnO2の Snの一部を Ptで置換した

構造であると考えられ，Ptの分散性がよく凝集が起こり

にくいという特徴を有している。図 は，この金属酸化物

系触媒の結晶構造を示す模式図，図 は，Pt 濃度と CH4

酸化活性の関係を表す。このような触媒活性の Pt 濃度依

存性の特異的な挙動と結晶構造の関係を明らかにするため

に，現在，世界一の放射光施設である SPring-8を使った

X線解析実験を進めている。

（b）

（a）

高
い
 

低濃度 高濃度 Pt濃度 

触
媒
 

活
性
 

低
い
 

CH4酸化活性（Pt濃度依存） 

（b） （a） 

図２０　結晶構造模式図ならびにPt 濃度とCH4 酸化活性の関係

特定の化学構造を有する有機材料において，一つの電圧

値に対して二つの安定な抵抗値が存在する双安定特性が観

測される。富士電機では，この特性を応用したデバイス開

発を進めている。このデバイスは，有機材料を原料として

用いるため低温プロセスで大面積素子の製造が可能であり，

ディスプレイパネルのスイッチング素子などへの適用が有

望視されている。この用途には，オフ状態からオン状態へ

のスイッチングの電圧が高く，かつオン状態での電流密度

が高いことが必要とされる。富士電機は，独自に開発した

有機材料を用いることにより，この種のデバイスでは世界

最高となるスイッチング電圧 20Vを達成した。図にはそ

の特性例を示す。同様の材料により高密度メモリの可能性

も見いだしており，実用化を目指して開発を推進中である。
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図２１　有機双安定素子の構造と特性例

10.0 um



富士時報 Vol.77 No.1 2004

近年，材料探索を超高速化・超高効率化する方法として，

1 枚の基板上にマスクを用いて複数の元素を任意の比で混

合し化合物を合成・評価するコンビナトリアル手法が注目

されている。富士電機では，製品の材料面での差別化を目

的に，同手法による材料探索に取り組んでいる。

現在，広く使用されている強誘電体材料の多くは人体に

有害な鉛（Pb）を含む酸化物であることから，環境を考

慮し，非鉛で高誘電率を有する材料を探索した。第一原理

計算による物性予測を行った結果，新材料のチタン酸すず

（SnTiO3）が高性能な強誘電体材料になる可能性を見いだ

した。コンビナトリアル手法で成膜，X線回折による構

造解析を行った結果，ある条件で SnTiO3と思われる X線

ピークが得られ，新材料合成の糸口を得ることができた。
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材料技術

ナノレベル制御による酸化物新材料探索

エピタキシャル成膜による低欠陥SiC結晶

反応型ノンハロゲン難燃剤

基板LAO

SnTiO3

図２２　ランタンアルミ酸化物（LAO）単結晶基板上に形成した

SnTiO3 薄膜のX線解析結果

SiCは Siと比較して，3 倍程度のバンドギャップ，約

10 倍の破壊電界強度という優れた物性を有し，そのデバ

イスは高温動作，オン状態での抵抗低減などの優れた特性

を持つ。また，冷却システムの小型化，スイッチング損失

低減，高周波数動作などシステムにおける特性向上も期待

される。目下の課題は，結晶欠陥による素子特性の劣化で

ある。（財）電力中央研究所と共同研究を行い，SiCウェー

ハ上へのホモエピタキシャル成長を行い，そのエピタキ

シャル膜の結晶品質の向上に取り組んでいる。図は，エピ

タキシャル膜の KOHエッチングにより現れるエッチピッ

ト（結晶欠陥）と試作した pnダイオードの電界発光像

（デバイスリーク点）とを重ねた例である。素子特性に影

響する結晶欠陥をまず識別し，その低減を目指している。

電界発光 

エッチピット 

図２３　エッチピット像と pnダイオードの電界発光像

富士電機の製品の樹脂加工品は，UL94 規格で V-1 以上

の難燃強化仕様が 60 ％以上を占め，主にハロゲン系難燃

剤や赤りん系を使用している。ハロゲン系難燃剤は焼却時

にダイオキシンなどが発生，赤りんは危険ガスが発生し有

害である。EUの WEEE&RoHS 指令により 2006 年 7 月

から特定物質の使用禁止あるいは回収義務づけが決定し，

環境に対する規制がますます進むと考えられ，富士電機と

しても至急対応しなければならない。現在のノンハロゲン

系難燃剤は樹脂中に多量に添加分散しなければならず，本

来の樹脂物性（機械的，熱的，電気的など）の悪化やブ

リードといったトラブルが発生する。そこで，熱あるいは

放射線により樹脂骨格と反応し網目構造を形成する独自の

反応型ノンハロゲン難燃剤を開発し，難燃効果および樹脂

骨格との反応性を確認した。

炭素 
樹脂骨格 

反応型 
難燃剤 

樹脂骨格 

酸素 

窒素 

りん 

図２４　反応型難燃剤と樹脂分子構造モデル

関連論文：富士時報 2003.4 p.241-245
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富士電機は放射光施設 SPring-8の高輝度光源を利用し，

結晶のひずみ測定において，空間分解能 1 µm以下と検出

感度を 10－5まで高めることに世界で初めて成功した。結

晶のひずみの測定には従来から X線回折法が使われてい

た。しかし微小部を測定するために X線ビームの集光度

を高めるとＸ線の平行度が低下するため，空間分解能を 1

µm以下にすると検出感度は 10－4が限界であった。そこ

で富士電機は入射ビームを縮小するのではなく，試料で回

折された X線を，レンズの役割を果たすフレネルゾーン

プレート（FZP）で拡大して高空間分解能化する方法によ

りこの問題を解決した。図はこの方法で幅 0.8 µmのトレ

ンチ部分のひずみを測定した結果である。今後は，トレン

チ構造を有するデバイスの性能向上にこの技術を適用して

いく予定である。
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解析技術

高感度ひずみ計測技術

媒体磁性層のナノレベル結晶解析

有機ELパネルの三次元欠陥解析
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図２５　トレンチひずみ測定結果

世界一強いＸ線ビームを出す放射光施設 SPring-8を利

用し，磁気記録媒体（HD）の解析を進めた。記録密度向

上に必要な記録ビットの熱安定性向上のため，極薄 Ru層

を持つ反強磁性交換結合（AFC）構造の記録媒体開発が

進んでいる。SPring-8 利用Ｘ線面内回折法で極薄層測定

技術を開発し，AFC構造媒体の解析に適用した。その結

果，厚さ 0.8 nmの Ru 層の回折ピークを明りょうに検出

でき，ナノレベルでの結晶性・配向性解析が可能であるこ

とが分かった（図参照）。そして，ボトム磁性層/Ru 層/

トップ磁性層がエピタキシャル的に結晶成長していること

が判明し，これが強い反強磁性結合の起源であることが分

かってきた。そのほか，垂直磁気記録媒体ではノイズの原

因となる fcc 相の検出にも成功した。
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図２６　AFC構造磁気記録媒体の各層のX線面内回折
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エミッション発光像 
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図２７　有機ELパネルの三次元欠陥解析有機 ELパネルの量産化に向けた課題の一つに信頼性の

向上が挙げられ，欠陥解析の重要性が高まっている。この

ため，エミッション顕微鏡と断面加工観察装置（FIB-

SEM）を用いた有機 ELパネルの三次元欠陥解析に取り

組んでいる。本方法は，まずエミッション顕微鏡を用いて，

微小電流を印加した有機 ELパネルについて漏れ電流起因

のエミッション発光位置を特定する。次に，特定した発光

位置について FIB-SEMを用いて集束イオンビームによる

断面加工と走査電子顕微鏡像の撮影を交互に行い，各断面

の走査電子顕微鏡像を合成して三次元形態情報を得る。本

方法の特徴としては，欠陥箇所をサブミクロンオーダーの

空間分解能で特定できること，また欠陥の一断面だけでは

なく欠陥全体の形態をナノオーダーの分解能で把握できる

ことである。
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デバイスの特定微小部を FIB（収束イオンビーム加工装

置）で十数 µmサイズのサンプルを取り出して厚さ 0.1 µm

以下の薄膜にするマイクロサンプリング法と，STEM（走

査透過電子顕微鏡）によるナノサイズでの薄膜界面の形

態・構造観察，組成分析などを短時間で行う基礎技術を確

立した。

従来のサンプリング法および解析法に比べて，トータル

の解析所要時間が約 1/10に短縮され，ナノサイズ（原子

サイズ）での定量的解析，高感度での二次元分析などが可

能となった。

迅速な解析結果のフィードバックにより，デバイスのプ

ロセス開発や品質保証などで大きく貢献している。
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解析技術

STEMによるデバイスの微小部解析

トレンチ側壁の平たん化とその評価・解析技術

零相変流器における電磁界解析

FIBマイクロ 
サンプリング 

STEM像とナノ電子線回折パターン 
（Siトレンチ素子） 

EDXマッピング像 
（パワーSi素子） 

FIB薄膜化 STEM観察像 
（＜0.5nm Si格子像） 

20　m

図２８　FIB サンプリング法とSTEM解析例

シリコン基板にトレンチ（溝）を掘って，その側壁に

ゲートを形成するトレンチゲート素子では，トレンチ構造

が素子特性・信頼性に大きく影響を及ぼすため，その最適

化が重要な課題である。トレンチを形成したシリコン基板

を水素アニール処理することにより，トレンチ側壁の加工

ダメージを除去することができる。さらに，トレンチ側壁

の AFM（原子間力顕微鏡）観察により，側壁に原子ス

テップが形成され，特徴的な挙動を伴ってトレンチの変形

が進んでいることを見いだした。原子ステップの挙動につ

いてメカニズムを明らかにするとともに，水素アニール技

術のデバイスへの適用を検討し，トレンチを利用したデバ

イスの微細化と，デバイス信頼性の向上に貢献していく。
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図２９　トレンチ側壁のAFM像

漏電遮断器は小型化，世界の主要規格への対応，仕様変

更への柔軟な対応などを図ってきている。一方で電磁界解

析も有限要素法や並列計算技術などの各種手法により三次

元解析，大規模解析への対応が図られ，さまざまな製品に

適用されてきている。今回，積分要素法による電磁界解析

を漏電遮断器の零相変流器に適用し，解析技術を確立した。

零相変流器は漏電遮断器の検出部の主要部品であり，一

次側導体に地絡などが発生した場合，二次側コイルに誘導

電流が流れ，地絡を検出する。想定される一次側電流の全

域にわたって，一次側のコアが磁気飽和した場合でも，解

析結果が実験結果とよく一致する結果が得られた。この結

果を基に現在，さまざまな機種に適用されている。

零相変流器 

零相変流器 コア内磁束密度分布図 

一次導体（R相） 

一次導体（S相） 

一次導体（T相） 

R

S

T

図３０　零相変流器の電磁界解析結果
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パルスチューブ冷凍機組立工程において，組立作業の自

動化を目指し，膨張部の極細線メッシュ抜き・挿入の複合

加工装置および圧縮部ピストン組立の精密組立装置を開発

した。

複合加工装置は，精密金型技術と組立技術の統合により，

極細線メッシュの連続打抜き加工とランダム積層組立を同

時に行うことで，作業時間の 1/4 短縮と低コスト化を実現

した。精密組立装置は，ピストンと筐体（きょうたい）の

振動解析技術・高精度位置決め技術・制御技術を統合した

画期的な技術開発により，目視で確認できない微小すきま

を可視化することで，クリアランスが数十 µmの精密組立

を実現した。

新規事業開発の初期段階で，技術のブラックボックス化

を実現し，商品競争力を飛躍的に高めることに貢献した。
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生産技術

高機能複合加工・精密組立装置

環境経営支援システム

低融点金属薄膜によるフラックスレス直接接合

ピストン組立装置 メッシュ抜き・挿入装置 

図３１　メッシュ抜き挿入装置とピストン組立装置

電子デバイス部品の実装には，鉛フリー化，フラックス

レス，および接合温度低減の要求がある。富士電機ではこ

れらの要求を満たす接合プロセスとして，低融点金属膜を

介した拡散・反応による接合界面を持たない高強度で信頼

性のある接合部を形成することを目的とし，新たな接合技

術の開発を進めてきた。Cu 同士の接合において真空蒸着

法による In 膜（融点 430K）を拡散材として，加熱・加

圧接合を行い，せん断強度 30MPaに達する接合体が得ら

れた。また，反応層の組成は質量比で 52Cu48Inであり，

その融点は 873K 以上となる。

今後，電子部品の電極パットに用いられる Alや Niな

どの金属を対象として，さらなる異種材料の低融点金属膜

による直接接合技術を確立する。

Cu

Cu

界面 
 

CuIn 
合金層 

界面 
 

1　m

図３３　Cu/CuIn/Cu の TEM観察像

富士電機グループの経営と環境保全活動を効果的に融合

させながら，持続可能な循環型社会の実現に取り組むため

に，環境経営支援システム「FeSMART」（Fe Sustain-

able Management Support System）を構築し，運用を開

始した。

このシステムは，Webブラウザによりエネルギー使用

量，廃棄物排出量，製品の環境負荷データなどの環境情報

と，工場経営指標，品質管理指標，設備投資などの経営情

報のデータ収集・処理を行い，経営層への情報提供と階層

別にグループ内での情報共有化を可能にしている。

また，化学物質管理システム（EcoCHEMICAL）や環

境会計ツールとの組合せにより環境情報の広範な収集を実

現させた。今後は，LCA設計やグリーン購入システムな

どの構築・連携を図り，機能拡張していく予定である。
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図３２　環境経営支援システムの構成
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技術業績の表彰・受賞一覧（2003年）順不同

●文部科学省・第44回創意工夫功労者表彰

（文部科学大臣賞）

「高圧部品の組合せ圧入作業方法の改善」

機器製作所 荻原　安雄

「セラミック製品釉薬塗布作業の改善」

機器製作所 近藤　和弘

「プレス加工部品の整列検査機の考案」

技術開発・生産センター 田島　孝二

●（社）電気学会（優秀論文発表賞）

「携帯機器用スイッチング電源制御 ICに適用する三角

波発振回路」

（株）富士電機総合研究所 三添　公義

●（社）精密工学会（精密工学会高城賞）

「柔軟媒体搬送技術と学理に関する研究会の研究成果」

（株）富士電機総合研究所 川崎　哲治

●（財）新エネルギー財団・新エネ大賞（新エネルギー財

団会長賞）

「燃料電池による下水汚泥消化ガスのコージェネレー

ションシステム」

富士電機（株）

●（財）電気科学技術奨励会

第51回電気科学技術奨励賞（オーム技術賞）

「高性能無効電力補償装置の開発」

（株）富士電機総合研究所 小西　茂雄

「世界初の立軸バルブ水車・発電機の開発と実機適用」

富士・フォイトハイドロ（株） 大谷　和雄

富士・フォイトハイドロ（株） 早馬　　弘

〔東北電力（株）と共同〕

●（財）国土技術研究センター，（財）沿岸開発技術研究セ

ンター・第5回国土技術開発賞（優秀賞）

「水質監視システム（硝化細菌を用いた毒物検出バイオ

センサの開発と実用化）」

水処理システム事業部 多田　　弘

（株）富士電機総合研究所 田中　良春

〔（独）土木研究所と共同〕

●（社）日本プラントメンテナンス協会

2003年度PM優秀製品賞（開発賞）

「ProHealth-TA（工具寿命診断システム）」

富士電機システムズ（株） 北谷　保治

●リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

（会長賞）

「自動販売機の 3Rへの取組み」

富士電機リテイルシステムズ（株） 三重工場

●（社）日本電機工業会・ IEC活動推進会議（議長賞）

「IEC/TC105 WG4（定置用燃料電池発電システム性能

試験方法）のコンビナーとして」

（株）富士電機総合研究所 山本　　修

●（社）日本電機工業会

第52回電機工業技術功績者表彰

進歩賞

「個人被ばく線量管理システムの開発」

原子力・放射線事業部 青山　　敬

東京システム製作所 小林　裕信

発達賞

「世界初の立軸バルブ水車・発電機の開発と実機適用」

水力事業推進室 小林　秀樹

水力事業推進室 松木　義雄

「パワーMOSFET SuperFAP-Gシリーズの製品化」

松本工場 小林　　孝

電子カンパニー 阿部　　和

「エンジニアリング革命ツール HEARTシリーズの開発」

東京システム製作所 吉野　　稔

東京システム製作所 山口真砂晴

奨励賞

「600V 用 IGBTモジュール Uシリーズの開発」

電子カンパニー 百田　聖自

電子カンパニー 宮下　秀仁

「電車側引戸用リニアモータドライブの開発」

交通・特機事業部 梅澤幸太郎

電機システムカンパニー 稲毛　秋夫

「自動販売機搭載 Javaプラットフォームの開発」

事業開発室 中谷　充良

自販機・特機事業部 高田　正実

●（社）発明協会・関東地方発明表彰

長野県支部長賞

「絶縁ゲート型半導体装置」

富士日立パワーセミコンダクタ（株） 山崎　智幸

発明奨励賞

「電磁石の駆動装置」

技術開発・生産センター 石川　公忠

「電磁接触器」

技術開発・生産センター 中村　　豊

富士電機エフテック（株） 西澤　伸也

「回路遮断器の摺動接触構造」

技術開発・生産センター 大澤　　誠

富士電機ジーイー（株） 小山　　淳

技術企画室 高橋　龍典

技術開発・生産センター 淺川　浩司

技術開発・生産センター 内田　直司

●（社）発明協会・中部地方発明表彰

発明奨励賞

「自動販売機の庫内温度制御装置」

富士電機リテイルシステムズ（株） 前川　智律

「自動販売機の扉施錠装置」

富士電機リテイルシステムズ（株） 阿部　順一

●（社）発明協会・埼玉県支部長賞

（職場における創意工夫）

「プレス金型部品の微調整曲げ機構の考案」

機器製作所 藤原　明義

「セラミック成形体穴あけ機の考案」

機器製作所 田口　幸盛

「ワンタッチ式ワーク段取り治具の考案」

機器製作所 竹内　秀之
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富士時報　Vol.77 No.1 2004（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2003 4

e-ソリューション 13

富士電機システムズ株式会社 12

全員で新しい商品作り

浄水場用膜　過システム

台湾大手液晶工場向け大規模クリーンルームシステム

島根県企業局風力発電所

最適化エネルギーマネジメントシステム「FeTOP」

新型高圧真空遮断器「マルチ VCBシリーズ」

グローバル対応ミニ UPS「GXシリーズ」

ファン・ポンプ用インバータ「FRENIC-Ecoシリーズ」

車載用ディジタルトリミング型圧力センサ

インテリジェントパワーモジュール「U-IPMシリーズ」

900V 系超高性能パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

フローズン飲料対応カップ自動販売機

コンビニエンスストア向け店舗システム「エコロユニット」

マトリックスコンバータ

高精細度有機ELパネル

固体高分子形燃料電池発電装置

蒸気タービンロータの異種材料溶接技術

展　望 ……………………………………………………………… 13

行政情報ソリューション ………………………………………… 14

e 自治体 文書管理システム

e 自治体 電子申請システム

e 自治体 庶務事務システム

企業情報ソリューション ………………………………………… 15

短期間・低価格での ERPソリューション

Fe-MESソリューション

IDタグ適用によるトレーサビリティの実現

ExchangeUSEプロフェッショナル for .NET

営農指導支援システム

PLeMソリューション「提案事例をベースとした

ソリューション提案」

B to Mソリューション「『現場の見える化』

支援ソリューション」

情報サービス ……………………………………………………… 17

サービス＆サポート「富士電機のマネジメントサービス」

システムセキュリティ「Barrierシリーズによる

セキュリティ強化」

CRMサービスソリューション「コールセンターラボ

サービス」

制御コンポーネント ……………………………………………… 18

プロセス制御ノウハウのパッケージ化

環境システム 28

ハイブリッド制御システム「Jupiter」

LONWORKS対応パワーサテライト

フィールドコントロールユニット「FCU-40」

Java 応用監視制御システム「Web-FAINS」

計測コンポーネント ………………………………………………… 20

μTAS（マイクロタス）の実用化研究

生菌迅速検査装置

フィールドWebアダプタ

5 成分同時測定赤外線ガス分析計

熱伝導ガス分析計

超音波流速計（開水路流量計用）

電気フィールドバス仕様「FCX-AⅡシリーズ」発信器

「PXRシリーズ」温度調節計

ペーパーレスレコーダ

エネルギーソリューション………………………………………… 23

神奈川県企業庁水系発電ダム監視制御システム

黒部川電力（株）向け給電情報伝送装置

東京電力（株）275 kVディジタル形母線保護継電装置

東京電力（株）ディジタルリレー遠隔運用化Webパネル

IPネットワーク対応監視制御装置

（株）GTF研究所電力小売監視・制御システム

中国電力（株）隠岐営業所配電自動化システム

東北電力（株）配電線監視制御システムのシステム増強

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

「新エネルギー等地域集中実証研究」の受託

環境に優しいマイクロチューブラ水車

病院設置の 100 kW燃料電池運転開始

富士電機大阪ビルの ESCO事業

放射線機器・システム……………………………………………… 27

ランドリモニタ

放射線管理システム

環境ダストモニタ

展　望 ……………………………………………………………… 28

水処理システム …………………………………………………… 29

DoPa 応用水道自動検針システム

先進デザインの監視制御システム

NAS電池用高機能 PCS

汚水ポンプ速度制御用 PWMセルビウス装置

新水質計測用バイオアッセイ技術

中国・長春市中日友好浄水場運転管理の高度化

水道運転維持管理ソリューション

新誘電体空気高濃度オゾナイザ

米国ボストン市Walnut Hill 浄水場向け 70 kg/h × 4 台

オゾナイザ

栃木県藤原町鬼怒川浄水場納入省エネルギー型凍結融解

脱水設備

次亜塩素酸ナトリウム生成装置

96



富士時報 Vol.77 No.1 2004

富士時報　Vol.77 No.1 2004（技術成果と展望）掲載項目一覧
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リサイクルセンター・最終処分場

青森エコタウン 焼却灰・ホタテ貝殻リサイクル施設

北九州エコタウン 缶の高品位リサイクル実証

食品廃棄物メタン発酵発電パイロットプラント

展　望 ……………………………………………………………… 34

産業パワーエレクトロニクス機器・システム…………………… 35

川崎重工業（株）経由トルコ向け連続焼鈍設備

環境に優しい高圧インバータの機能拡充

アルキャンインゴット社向けアルミ電解用整流設備

ダウケミカル社向けソーダ電解用整流設備

中小規模監視制御システム

アルミニウムくず溶解用ハイブリッド型渦巻スターラ

計測制御システム…………………………………………………… 37

食品プラントの計測制御システム

ビール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

エネルギーセンタの計測制御システム

ガスパイプラインの計測制御システム

LNGプラントの計測制御システム

ごみ焼却プラントの計測制御システム

施設電機システム …………………………………………………… 39

防災型太陽光発電設備

愛媛県乙女川排水機場電機設備

新東京国際空港公団第 2給油センター納入計装設備

十勝エコロジーパーク放送情報設備

新型交流電気集じん装置

宇都宮北道路情報板制御システム

大規模液晶工場基本設計に三次元CG・気流解析を

活用したクリーンルームシステム

ファンフィルタユニット（FFU）の製造装置対応

CAN通信システム

変電システム ………………………………………………………… 42

限流遮断装置の実運用動作検証

受電用 154 kV GISのレトロフィット更新

中大容量UPS ……………………………………………………… 43

「6000D-1シリーズ」UPS

「6000D-3シリーズ」UPS

フライホイール UPS

発電プラント 47

展　望 ……………………………………………………………… 47

火　力 ……………………………………………………………… 48

（株）ユービーイーパワーセンター向け発電設備の建設

富士電機初のコンバインドサイクル発電設備

大容量空気冷却発電機

島嶼発電所向け遠方監視制御システム

単汽筒最大容量タービン

火力発電設備の計測制御システム

原子力 ……………………………………………………………… 50

実用高温ガス炉技術

廃止措置技術

固化セルクレーン

水　力 ……………………………………………………………… 51

九州電力（株）槇之口発電所向け 1 × 10.3MW

立軸フランシス水車発電機の営業運転開始

東北農政局安積疏水管理用発電所

インド・ガトガール揚水発電所の現地据付け工事

交通・特機 …………………………………………………………… 44

つくばエクスプレス秋葉原変電所

名古屋市交通局千種台変電所

福岡市交通局賀茂変電所

小田急電鉄（株）経堂変電所

南海電気鉄道（株）羽衣変電所

小田急電鉄（株）電気部情報共有システム

東日本旅客鉄道（株）東海道本線向け E231 系用

補助電源装置

交流電車用補助電源装置〔北海道旅客鉄道（株）721 系，

九州旅客鉄道（株）817 系〕

（財）鉄道総合技術研究所向け高速用集電材摩耗試験機

産業・交通システム 34

サービス 52

展　望 ……………………………………………………………… 52

予防保全サービス…………………………………………………… 53

切削加工設備の診断システム「ProHealth-TA」

バッテリー劣化診断サービス

高圧回転機余寿命診断サービス

サービスソリューション…………………………………………… 54

コールセンター構築パッケージ「CRM24」

作業管理システム「POJ」

プラント効率化運用支援システム

設備管理近代化コンサルティング

MRM（マルチリモートメンテナンスサービス）

受変電設備向け自動検測システム
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プログラマブルコントローラ……………………………………… 58

小型プログラマブルコントローラ「SPBシリーズ」の

IEC 準拠プログラミング言語対応

統合コントローラ「MICREX-SX」における通信
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電源装置 …………………………………………………………… 59

並列冗長ミニ UPS

Webコンセントボックス

器　具 ……………………………………………………………… 60

中国強制製品認証制度「CCC認証品シリーズ」

αツインブレーカの機種拡大

フランジ形ケーブル式外部操作ハンドル

非常停止押しボタンスイッチの拡充

ピッキングシステム用の 7セグメント付AS-iスレーブ

DeviceNet/AS-iゲートウェイ V2.1 対応品

1回路用電力監視ユニット

ブレーカタイプ電子式電力量計「JFシリーズ」

LPガス用新型ガス漏れ警報器

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 63

電源回生コンバータ「RHR-Cシリーズ」

大容量インバータ（リアクトル結合）

伸線機・巻取機・より線機用インバータ

「FRENIC5000G11S」（DRタイプ）

鉄板焼き器用加熱インバータ

高性能ACサーボシステム「FALDIC-Wシリーズ」

20ビットシリアルエンコーダ対応ACサーボシステム

「中容量FALDIC-αシリーズ」

セクショナルドライブシステム

ガスヒートポンプ式エアコン用DCブラシレスモータ

クレーン専用インバータモータ
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垂直磁気記録媒体

流通機器システム 76

展　望 ……………………………………………………………… 76

自動販売機 ………………………………………………………… 77

省エネルギー対応自動販売機

自動販売機の環境対応技術

CO2 冷媒適用冷却システム

4 室缶自動販売機

販売機構における汎用性向上

Shell-D 型たばこ自動販売機

新型View自動販売機

フードサービス機器 ……………………………………………… 79

アイスコーヒーマシン（ICE-2000）

通貨・カード機器 ……………………………………………… 79

紙幣・硬貨一体型の小型リサイクル精算機

新型現金玉貸しサンド（TSS317）

Edy 対応高額紙幣チャージ機

Edyカード対応 POS連動決済端末

店舗用設備・機器 ……………………………………………… 81

冷凍機内蔵型ホット＆コールドショーケース

スーパーマーケット向け新型冷凍多段ショーケース

小型システム店舗「アール・キューブ」

システムコンポーネント 57

電子デバイス・半導体 70

展　望 ……………………………………………………………… 70

IC ・パワー半導体 ………………………………………………… 71

コストダウン型カレントモード制御 IC

小型 5チャネル DC-DCコンバータ制御 IC

白色 LEDドライバ IC

PDP 用スキャンドライバ IC

PDPサステイン回路用パワーMOSFET「SuperFAP-G

シリーズ」

ディジタルオーディオアンプ用パワーMOSFET

「SuperFAP-Gシリーズ」

高精度オートフォーカスモジュール

600V IGBTモジュール「Uシリーズ」

小容量 IGBTモジュール「Small-pack」

2 個組大容量 IGBTモジュール

電源二次側整流用ダイオード「高耐圧 SBDシリーズ」

電源二次側整流用ダイオード「低 IrSBDシリーズ」
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金属屋根一体型太陽電池モジュール
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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，カードシステム



2003年１０月１日，富士電機は 

「純粋持株会社制」へ移行。 

新しい富士電機グループがスタートしました。 

より市場に近いところでお客様のニーズをとらえ，お客様はもちろん 

地球や，社会のためにわたしたちが何ができるかを，これまで以上に考えていくために 

富士電機グループは「純粋持株会社制」に移行しました。 

明確なビジョンで，明快なソリューションを。 

機動的，スピーディな事業運営のもと，一社一社が，そしてひとりひとりが「e-F ron t  r unne r s」として 

業界で最高レベルの製品・サービスで，最大の満足をお客様に提供していきます。 

 

新しい富士電機グループを，今後ともよろしくお願いいたします。 

「富士電機（株）」は全事業を分割し商号を変更した上で，グループの戦略企

画機能に特化する「戦略型本社」として，グループ全体の企業価値を最大化し

ていきます。 

富士電機ホールディングス株式会社 

富士電機システムズ株式会社 

「電機システムカンパニー」の事業を承継。情報システム，環境システム，エ

ネルギー，電機・交通システムなど，社会的インフラを担う分野に，新しいソ

リューションを提案する企業としてあらたにスタートしました。 

「機器制御カンパニー」を母体に，FAコンポーネントと中小システム分野で

幅広く展開する制御機器メーカーとして発足。国際規格対応，安全性，信頼性，

環境性，小型・省スペース化，省エネなどでさまざまなニーズに応えます。 

富士電機機器制御株式会社 

半導体デバイス，ストレージデバイス，画像デバイスの分野をグローバルに展

開する電子デバイスメーカーとして，「電子カンパニー」を母体に発足。精密化，

高密度化，複合化の最先端テクノロジーを実現します。 

富士電機デバイステクノロジー株式会社 

自動販売機，コールドチェーン機器，通貨関連機器などの製造・販売・サー

ビスを一体化させ，2003年４月１日に発足。時代，環境，消費者ニーズに対

応する「快適商空間の創造」を推進します。 

富士電機リテイルシステムズ株式会社 

「（株）富士電機総合研究所」に情報関連システムなどの開発部門および

生産技術研究開発部門を統合し，グループの総合研究部門として発足。基

礎技術および共通コア技術の研究開発，新規事業創出の中心を担います。 

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 

富士ライフ株式会社，富士電機情報サービス株式会社，富士電機フィアス株式会社 など 

富士物流株式会社，富士電機工事株式会社 など 
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