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新しい年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。

ります。研究開発への取組みにおきましては，重点的

皆様方には佳き新春をお迎えのこととお慶び申し上

に取り組むテーマを明確にし，グループの技術開発戦

げます。

略と事業個々の製品戦略を統合し，コア技術の強化に

富士電機グループにとって，2003 年 10 月の純粋持

よる差別化技術の革新を一層促進していきます。本号

株会社制への移行は「第二の創業」ともいえる大改革

では，2004 年に成果をあげた主要な技術開発，製品

でしたが，それによって組織が活性化し，今まで以上

開発のご紹介をさせていただいております。

の連携が進み，グループ協働の成果が生まれてきてい

富士電機システムズ株式会社では，計測制御システ

ます。その 2 年目にあたる昨年の経営環境は，米国・

ム分野で，小規模から大規模までスケーラブルに適用

中国を中心とした海外経済の拡大に加え，国内におい

可能で最先端の IT 技術を取り込んだ「垂直水平統合

ても民需主導の景気回復が持続し，総じて明るさが見

ソリューション」をコンセプトとする新情報制御シス

られる状況で推移しました。しかし後半に入り，海外

テム「MICREX-NX」を発売しました。環境分野で

経済や為替相場の動向，原油や鋼材などの原材料価格

はメタン菌を高濃度で維持することにより高速発酵と

の上昇など不安定な要因が増えており，堅調に推移し

安定運転を両立させた食品廃棄物メタン発酵技術の開

てきた国内の民間設備投資や輸出に対する影響が懸念

発に取り組み，日野市のパイロットプラントによる実

される状況にあります。

証運転を順調に行っております。電源分野では，中大

富士電機グループの事業におきましては，国内民間

容量 UPS として，常時商用給電方式の高効率と常時

設備投資の回復や中国・アジア向け輸出が好調であっ

インバータ給電方式と同等の入出力性能を実現する

たことにより，民需向け受変電設備やクリーンルーム

「8000 シリーズ」を開発し，ミニ UPS では並列冗長

向け電機品などの大口案件が増え，低圧器具，イン

方式により 3.5 kVA のユニットを最大 6 並列まで拡

バータ，パワー半導体が好調で，新紙幣に対応した通

張可能な「RX シリーズ」を開発しました。新エネル

貨関連機器も伸長しました。

ギー分野では，クリーンエンネルギーとして今後も需

今年は，中期経営計画（2003 〜 2005 年度）の仕上

要増が見込まれるアモルファスシリコン太陽電池の販

げの年にあたります。中期計画の基本となる考え方は，

売を開始しました。フィルム型で極軽量で大面積化が

技術開発力の強化をベースとした新事業・新製品の創

可能な特徴を生かし，新規事業として伸ばしていきま

出による売上げの拡大，中国市場への取組み強化によ

す。

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
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富士電機機器制御株式会社では，器具分野で，欧州，
中国・アジア向けのグローバル商品として IEC 規格

に適合する配線用遮断器の開発を進めております。イ

発を進めています。通貨・カード機器では，日本銀行

ンバータでは誘導電動機でも同期電動機でも駆動が可

券の新紙幣発行への対応を進めるとともに，電子マ

能なエレベータ専用機として「FRENIC-Lift」を，統

ネーとしての応用が広がっている非接触 IC カードに

合コントローラでは現場での操作性を大幅に向上させ

関しては決済機能の充実を中心に端末の開発を行いま

たプログラミングツールとして「SX- Programmer

した。

Standard」を開発しました。

次に，富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

富士電機デバイステクノロジー株式会社では，IGB

の成果をご紹介します。パワーデバイス関連で，電気

T 方式で初めて過熱検出機能を搭載したワンチップイ

配線の低抵抗化と放熱性の向上が期待できるリードフ

グナイタや，市場が伸びているプラズマテレビ用ドラ

レームのチップ表面への面接合技術開発に取り組みま

イバ IC のコストダウンと大画面化対応として，アド

した。生産技術関連では，富士電機が独自に開発した

レスドライバの多出力化（128/192 出力）とスキャ

高機能 5 元系鉛フリーはんだ（Sn-Ag-Cu-Ni-Ge）の

ンドライバの大電流化を行いました。磁気ディスク媒

材料物性基礎データの蓄積を行うとともに，製品適用

体分野では，今後ディジタル家電を中心に市場拡大が

を展開しました。新規事業分野では，有機 EL につい

見込まれる小径ガラス基板媒体市場への参入のため，

て山梨工場の準量産設備を用いて量産化技術の向上に

特徴あるテクスチャ技術などを採用した 2.5 インチガ

取り組むとともに，フルカラーパッシブマトリックス

ラス基板媒体を市場投入しました。

駆動パネルで 7,000 時間の輝度半減時間を達成しまし

富士電機リテイルシステムズ株式会社では，自動販

た。固体高分子形燃料電池では発電効率や電池寿命の

売機で，新断熱構造や冷却システムの高効率化により

向上に取り組んでいます。今年はフィールドでの実証

省エネルギー法で設定された 2000 年度比 30 ％の電力

試験に参加し実績を積むと同時に実用化に向けたコス

消費量削減目標をクリアした「F シリーズ」を商品化

トダウンを進めてまいります。

しました。また，中国市場の要求を反映した大型缶・

富士電機グループは，今後も「業界最強の専業」集

ペットボトル飲料併売機の市場展開を開始しました。

団の実現に向け，圧倒的な差別化技術の開発に積極的

コンビニエンスストアやスーパーマーケットの操業コ

に取り組み，お客様のご期待に応え，最大の満足を提

スト・環境負荷低減にも積極的に取り組んでおり，店

供できるよう全力で研鑽してまいります。皆様のご指

舗をまるごと覆い外部環境を模擬できるようにした総

導・ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

合熱試験施設を建設し，店舗トータルでの効果を再現
性のあるデータで評価しながら省エネルギー技術の開

富士電機ホールディングス株式会社
取締役社長
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缶飲料自動販売機「F シリーズ」

多様化するニーズに対応できる「F シリー
ズ」缶飲料自動販売機を開発した。飲料を購
入する人の使いやすさを追求するとともに，
自然環境への対応や自動販売機を扱う人にも
配慮した新標準機が完成した。主な特徴は次
のとおりである。
（1） 利用者の使いやすさ

①インナーヒンジの採用，②フルオープン
商品取出口，③ガイド付紙幣挿入口，④新大
型押しボタン，⑤大型つり銭返却口
（2 ） 環境への対応

①省エネトップランナー目標値の達成，②
有害物質（塩化ビニル，鉛）の削減
（3） 扱う人への配慮

①商品投入性の向上，②冷却ユニット着脱
性の改善

新情報制御システム
「MICREX-NX」

MICREX-NX は，小規模から大規模まで
広範囲に，しかもスケーラブルに対応可能な
情報制御システムである。長年にわたり培っ
たノウハウと数々の実績を持つ既存の MIC
REX に，高性能・高機能なコンポーネント
と最先端 IT 技術を融合させた DCS として
開発した。豊富な標準ライブラリや，シミュ
レータによる実機なしのデバッグなどを可能
とする多彩なツール群により，エンジニアリ
ングの効率および品質が飛躍的に向上する。
また，データの持ち方やインタフェースを共
通化することで，フィールドから生産管理，
経営レベルまで有機的に結合（垂直統合）し，
生産現場に必要なさまざまなコンポーネント
を統合（水平統合）する「垂直水平統合ソ
リューション」を提供する。
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フィルム型アモルファスシリコン
太陽電池

富士電機は，樹脂フィルムを基板に用いて
「軽くて曲がる」特徴を持ったアモルファス
シリコン（a-Si）太陽電池の販売を開始した。
太陽電池は，無尽蔵の太陽エネルギーを環
境に優しくかつ CO2 を排出しないクリーン
エネルギーに変換するため普及が進み，2003
年太陽電池の世界生産は 700 MW を超えた。
この太陽電池はフィルム基板に a-Si 薄膜
などをロールツーロール製法で連続的に積層
しているため，大量生産時には低価格化が可
能である。さらにモジュール構造は，ガラス
を使用せず耐候性の樹脂フィルムで太陽電池
を封止するため 1 kg/m2 と従来品の約 1/10
の軽量化を実現した。販売機種は用途拡大が
期待されるフィルム型と，金属鋼板屋根材と
太陽電池を一体化した鋼板一体型の 2 機種で
ある。

ガラス基板媒体

富士電機は，これまでアルミ基板媒体を開
発・生産し，HDD メーカーに納入してきた。
HDD の用途は，従来のパソコン（PC）市場
に加え急速にノン PC 市場へ広がりを見せて
いるが，これに搭載される媒体はガラス基板
媒体が主流である。富士電機は，アルミ基板
媒体で培った技術を基に他社にない特徴を
持ったガラス基板媒体の技術開発に取り組み，
市場参入を果たした。技術面の特徴としては，
①高面内配向性を維持する超平滑テクスチャ
技術，②耐久性向上とガスコンタミの吸着低
2.5 インチ

1.89 インチ

1.0 インチ

0.85 インチ

減に最適なカーボン保護膜質の最適化，③業
界初の混合ルブによる表面改質技術などがあ
げられる。これら特徴のある技術を基本に，
今後の高記録密度化と小径化を進め，ノン
PC 市場への事業展開を進めていく。
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エレベータ用インバータ
「FRENIC-Lift シリーズ」

富士電機は，エレベータなどの垂直搬送用
途に数多くインバータを供給している。新規
設置のほかにリニューアルによりインバータ
が必要となるケースもあり，実現が期待され
るニーズは多い。中でも低価格化，高性能化，
操作性向上の要求が強い。これらの要求に応
えるため，エレベータ専用インバータ
「FRENIC-Lift」シリーズを開発した。主な
特徴は次のとおりである。①全容量制動回路
内蔵，② PG フィードバック回路標準搭載，
③過負荷定格 200 ％，10 s，④三相 400 V，
5.5 〜 22 kW をシリーズ化，⑤誘導電動機と
同期電動機の駆動が可能，⑥ RS-485（Mod
bus RTU），CAN バスを標準搭載，⑦非常
時（停電時）のバッテリー運転機能，⑧パス
ワード機能。

東海道新幹線沼津変電所向け
大容量無効電力調整装置

品川駅開業に伴う電源増強工事の一環とし
て適用された，東海道新幹線沼津変電所の大
容量無効電力調整装置（自励式 SVC）は順
調に稼動している。本装置は先進のパワーエ
レクトロニクス技術，マイクロエレクトロニ
クス技術を駆使したもので負荷増加に対し，
受電側およびき電側の電力品質改善に大きく
寄与している。
主な特徴は次のとおりである。
（1） 国内初の大容量 IGBT の直列接続技術を

適用して，省スペース化を達成（当社比
50 ％）
（2 ） 周波数変換された電源系統と協調のとれ

た電圧変動抑制制御で運転
（3） 急しゅんな列車単相負荷に対し，三相個

別制御により不平衡電力の平衡化運転
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国際規格に対応した
放射線測定用個人線量計

富士電機の電子式個人線量計の国内電力向
けのシェアは現状約 70 ％である。今後，海
外でも電子式線量計への移行が進む状況から
コスト競争力および性能で優位な製品の開発
を進め，ほぼ完了した。同時に線量計リーダ
も開発した。特徴は次のとおりである。
（1） 小型・軽量

50 × 75 × 23（mm）
，75 g，従来品より約
40 ％小型化，特殊環境モデル（ラバーケー
ス付き）も用意
（2 ） 信頼性

耐ノイズ性確保，高さ 1.5 m から落下させ
ても正常に動作
（3） 国際規格準拠

国際規格である IEC に準拠

0

（mm）

50

海外市場にデモを実施しており，今後の受
注拡大が期待される。

新型複合型ガス警報器

トレーサビリティ登録サーバ

2004 年 8 月，大阪ガス株式会社と共同開
発した新型複合型ガス警報器を発売した。
本警報器の特長は以下のとおりである。
（1） 当社従来品と比べ，約 20 ％の薄型軽量

搭載部品・作業者・

化および約 80 ％の消費電力削減を実現

設備など諸情報

（2 ） 電子回路を常時監視し，電子回路の異常

予兆現象を検知すると，音とランプでお知

A040728
0043
基板管理番号ラベル

らせする自己診断機能を充実
本警報器は，富士電機独自の新しいトレー
都市ガス用 (家庭用・空気より軽い12A・13Aガス用)
燃焼排ガス中のCO用
AC100V 50Hz/60Hz共用 1.2W

お願い

外部発信型 発信標準遅延時間 0秒
出力信号
(DC)無通電時・故障診断時0V 監視時6V
都市ガス警報時12V CO警報時18V
適合外部警報器 EB-８

製造番号ラベル

GNICWEB

サビリティシステムを構築し，警報器 1 台ご
とに，搭載する全部品のロットや「いつ，ど
の設備で誰が組み立て，検査したのか」など
製造にかかわるすべての履歴を追跡可能とし
た。また，製造効率を追求し，かつフレキシ
ブルな生産に対応するため，製品組立にセル
生産方式を採用した。

7

自動車用ワンチップイグナイタ
「F6008L」

ガソリンエンジン点火用ワンチップイグナ
イタとして「F6008L」を開発した。
イグナイタはエンジン駆動部の主要デバイ
スとして使用されており，故障するとエンジ
ンの停止なども想定される。このため，非常
に高い信頼性が要求されている。今回開発し
た F6008L には，1998 年から量産している
F5025 に対して，IGBT 式ワンチップイグナ
イタとして初めて，過熱検出機能を搭載した。
従来の高サージ耐量・電流制限機能に加え

F6008Lの主な仕様

て過熱検出機能が搭載され，万が一，外部要

項

因などにより連続通電信号が入力された場合

コレクタ-エミッタ間クランプ電圧

目

条

でも，過熱検出機能により自動的に通電を停

電流制限値

止することで，安全で信頼性の高いエンジン

コレクタ-エミッタ間飽和電圧

システムを実現できるデバイスである。

過熱検出温度

件

最

小

最

大

I C=10 mA

370 V

V GE=3.5 V, V CE=5 V

8.5 A

−

V GE=3.5 V, I C=6 A

−

1.7 V

V GE=3.5 V

175 ℃

205 ℃

460 V

3,300 V/1,200 A IGBT モジュール

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，素子耐圧 3,300 V で
定格電流 1,200 A の大容量 IGBT モジュール
を開発している。この IGBT モジュールは，
第五世代の FS（Field-Stop）トレンチゲー
ト構造 IGBT チップを適用し，業界最高水準
の低オン電圧化を達成した。また，パッケー
ジは，AlSiC をベースに，AlN を絶縁基板に
採用し，高い信頼性を確保している。
™耐圧：3,300 V
™定格電流：1,200 A
™VCE（sat）：2.85 V（標準値，125 ℃）
™パッケージ：M144（140 mm × 190 mm）
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日野市メタン発酵発電システム

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
うに水分の多い原料から有効にエネルギーを
回収できるので，食品廃棄物の利活用に有望
な選択肢の一つである。
富士電機では，発酵槽内でメタン菌を高濃
度に維持することにより，高速発酵と安定運
転を両立させた食品廃棄物メタン発酵発電シ
ステムを開発した。本システムは，コンパク
トでありながら有機物の分解率が高く，汚泥
発生量が少ないという特徴を有している。現
在，財団法人廃棄物研究財団の技術開発支援
事業として，東京都日野市クリーンセンター
内で実証運転を行っており，長期間の実証
データを取得し，事業化を図っていく考えで
ある。

スープディスペンサー「FDH-S2」

内部に専用なべをセットして，レードル
（おたま）で具入りのスープをすくって販売
するスープディスペンサーを開発した。
コンパクトな卓上タイプでありながら，5
L のスープ 2 種類の販売ができる。
主な特徴は次のとおりである。
（1） スープ収容部は衛生・品質面に配慮した

密閉構造
（2 ） 具を均一に販売するレードル駆動機構と

スープの飛散がない吐出口ノズルの採用
（3） なべの着脱が容易で，分解・清掃が簡単
（4 ） 効率・安全性に優れた IH（誘導加熱）

でスープを加熱・保温し，スープに応じた
細やかな制御で，焦げ付き・煮詰まりを防
止
（5） 100 V/15 A 電源で据付けが簡単

9

液晶テレビ用大規模クリーンルーム

世界初の大型液晶テレビ一貫製造ラインを
有するシャープ株式会社亀山工場向けに，

シャープ株式会社
亀山工場

1.5 m × 1.8 m という世界最大級のマザーガ
ラスを使用した高精細の液晶テレビ生産用大

高機能 FFU

規模クリーンルーム（CR）を納入・完成さ
せた。大型化した第六世代のマザーガラスを
扱う生産装置に対応する CR（0.1 µm ・クラ
ス 10）の実現は困難を極めたが，三次元 CG
により顧客の設備イメージを早期に決定して
リードタイムを短縮できたこと，また三次元
気流解析を使い FFU の吹出し風速・床開口
率を決定し，かつ実機規模試験ラインでの検
証を繰り返し実施したことで，2004 年 1 月
に世界で最初に第六世代の液晶 CR を稼動さ
せた。富士電機は CR の企画から設計・施
工・装置導入後の清浄度測定までを担当した。

「マイドーム大阪」における
ESCO 事業契約

富士電機は大阪府と，展示施設であるマイ
ドーム大阪（31,250 m2）に対してリース型
ESCO 事業契約を行った。展示会場特有の負
荷パターン（連続負荷である執務空間部分と
間欠負荷である展示会場部分が重畳した負荷
パターン）に対して，エネルギー削減率
30 ％，年間光熱費削減額約 1,700 万円の省エ
ネルギーを実現する。
省エネルギーの施策は次のとおりである。
（1） 氷蓄熱の導入，高 COP 電気チラーへの

更新，ポンプ・ファン類のインバータ化，
空調機の運用改善，照明の高効率化などを
図る。
（2 ） 年間の展示会回数や展示内容の把握およ

び展示会 1 回あたりの原単位を決め，ベー
スラインの見直しを図る。

10
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固体高分子形燃料電池発電装置

富士電機は，出力 1 kW の都市ガス改質方
式の固体高分子形燃料電池（PEFC）発電装
置を開発し，フィールドテストを開始する予
定である。
この装置は富士電機にとって三次試作機と
なるもので，二次試作機から，
™電池本体の高耐久性化
™発電システムの高信頼性化
の改良を実施し，社内試験で確認するととも
に，三重県で実施する燃料電池実証試験に参
加し，実用化に向けたデータを取得する。三
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，今後は，
量産化に向けて 2006 年度までにコストダウ
ンの取組みに注力する。

有機スイッチング素子

試作した有機トランジスタの電気特性

10-6

0
−20
−40
−60

能なことなど，幅広い用途が期待されている。

V G=−2 V
V G=−4 V

0.01

V G=−6 V

−80
−20

10-7

−10

ドレイン電圧(V)

10-8
10-9

低コストで大面積フレキシブル基板に適用可

0

0.005

0

−5

富士電機では各種ディスプレイパネルの駆動
用として，有機双安定素子および有機薄膜ト
ランジスタを研究している。有機薄膜トラン
ジスタとしては，例えばゲート電極としてタ
ンタル，ゲート絶縁膜として陽極酸化により
作製した酸化タンタル，有機半導体としてペ
ンタセン蒸着膜，ソースおよびドレイン電極

W /L =20
V SD=−20 V

10-10
−10

1/

-5

20

（ドレイン電流）2

ドレイン電流（ A）

ドレイン電流（A）

10-4
10

有機電子材料を用いたスイッチング素子は，

0.015

10-3

0

ゲート電圧（V）

5

10

として金を用いた，いわゆるトップコンタク
ト構造の FET において，正孔移動度として
約 1 cm2/
（ V・s）が得られている。この素子
においてはゲート電圧＝−6 V において有機
EL 駆動に十分な 60 µA の飽和ドレイン電流
が得られている。
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商品作りに邁進

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

2005 年度は富士電機（Fe）グループ中期経営計画の総

しては，伝統と蓄積のあるプロセス制御技術やモデル予測

仕上げの年であり，研究開発成果が業績に反映されること

制御・ファジィ制御などの現代制御理論やセンサ素子・

が問われる年でもあります。私たち富士電機システムズ株

MEMS 技術などの将来性ある物作りの基盤技術の開発が

式会社は研究開発強化により，新製品の対売上高比率

あげられます。

30 ％を目指して活動をしてきましたが，今年は改めて全
組織をあげてこの目標を達成すべく努力をしていきます。
ソリューション＆サービスを事業とする当社は，その競
争力を強めるために研究開発と物作りを事業戦略の柱にし

次に事業会社化後の当社研究開発の枠組みについて紹介
します。
（1） 自社独自技術を核にした開発

Fe グループの開発力を結集し，戦略機種とコアコンピ

ています。ソリューション＆サービスは強力なプラット

タンス強化を狙った最も重要な開発分野です。例えば最新

フォーム，すなわち優れた個別製品群により競争力が生ま

のインバータ商品はパワーデバイス開発と回路方式・制御

れます。そこで私たちはプラットフォームとなる機種を戦
．．．． ．．．．．
略機種と位置づけて，研究開発と物作り活動により新しい

社・開発会社が分担して開発する体制を採っています。こ

商品を世に送り出しています。
当社は事業を四つのセグメント（e-ソリューション，環
境システム，産業・交通システム，発電プラント）に区分
し，最強の専業を目指しています。また研究開発について

ソフトウェア開発と応用製品開発を，Fe グループ事業会
れはグループ求心力を最大限に発揮し競争力ある商品とブ
ランド力向上につなげるものです。
（2 ） 国内の大学・企業と連携した開発

北海道大学との包括連携プログラム契約により，多くの

もセグメント別に中期計画を立案し，注力分野・今後伸ば

研究開発テーマが生まれました。水環境ビジネス向けの膜

すべき分野を決めて事業収益源となる商品開発に取り組ん

処理技術開発もその一つであり，また特色ある超音波流量

でいます。
具体的には e- ソリューションセグメントではエネル
ギーマネジメントシステム（EMS）を注力分野と位置づ

計を東京電力株式会社と北海道大学と当社で開発を完了し，
多くのユーザーから高い評価を得ています。
（3） 海外の企業・大学と連携した開発

け，新商品を軸に展開しています。EMS は環境問題をエ

計測制御事業はドイツ・シーメンス社と機種クロスソー

ネルギーの視点でとらえ，最適エネルギー管理，例えば

シングと共同開発により日本市場および中国市場でのシェ

ESCO 事業や省エネルギーシステムなどを提供するビジネ

アを拡大していきます。火力発電事業も同じ枠組みで，新

スです。現在力を入れている開発は太陽光発電，燃料電池

しい蒸気タービンの共同開発により日本およびアジアでの

（りん酸形燃料電池）
，風力発電，ミニ水力発電などの再生

高効率火力発電設備の納入を狙っていきます。

可能エネルギーであり，個別機器開発を 2004 年度中に完

特に重点市場である中国市場に向けては，電力，上下水

成し，2005 年度はユーザー別・用途別の応用開発に資源

道などの社会インフラ向け，および産業設備向けの戦略商

を集中していきます。

品作りを推進しています。電力および IT 分野では，中国

また産業・交通システムセグメントではパワーエレクト

トップレベルの浙江大学と杭州市地区の企業とで商品開発

ロニクスを注力事業と位置づけ，特長ある商品作りに取り

と市場開拓とを行います。環境分野ではグリーン教育に力

組んでいます。目玉商品は電源装置であり，情報機器など

を入れている清華大学と包括契約を結び，石油会社グルー

の内蔵電源からオフィス向けのミニ UPS（無停電電源装

プ企業と工業排水などで中国市場ニーズに合致した商品開

置）や半導体工場向けの大容量 UPS まで，最新のパワー

発と販売を行う計画です。中国市場では地域密着型の研究

半 導 体 IGBT（ Fe グ ル ー プ 会 社 と 共 同 開 発 ） や ネ ッ ト

開発とマーケティングを核に事業の垂直立上げを行います。

ワーク技術を応用した高効率・低価格・高機能商品を開発
し，販売を開始しました。
以上はセグメントごとの取組み事例ですが，他方，全社
共通の技術基盤の整備にも取り組んでいます。その事例と
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最後になりましたが，私たちは全員一丸となって「顧客
が望む商品開発」に邁進してまいりますので，関係各位の
ご支援・ご協力をお願い致します。
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e-ソリューション

行政情報ソリューション
製造情報ソリューション
エネルギーソリューション
放射線機器・システム

展

望

行政情報ソリューション分野では政府の e-Japan 戦略
に基づき，電子自治体の構築が推進されており，業務・シ

ステムインテグレーションサービスを提供する。
エネルギーソリューション分野では，環境意識の高まり

ステムの標準化・共同化ならびに高度な IT 人材育成が重

とともに動きが加速している新エネルギー，省エネルギー

点施策となっている。富士電機では，豊富な納入実績を持

ESCO 分野と実績に裏付けされた系統制御技術，配電自動

つ「文書管理システム」を共同利用型に拡張し，提供する

化技術，計量技術など既存分野の調和によるトータルエネ

とともに，自治体の庁内業務を効率化する「総合庶務事務

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

システム」の標準化・共同利用型への取組みを行った。今

エネルギー分野では「軽い」
「薄い」
「曲がる」という差別

後，国と地方との間を含めたあらゆるシステムの連携を可

化された技術でアモルファスシリコン太陽電池市場に本格

能とするプラットフォームの実現に向けて取り組んでいく。

参入するとともに，発電事業者としての経験に基づく風力

製造情報ソリューション分野では，引き続き好調な自動

発電 EPC，長寿命化によりライフサイクルコストを低減

車関連業界ならびに「トレーサビリティ」など，より一層

した燃料電池，自然への優しさを追求したマイクロ水力な

の製造情報管理を要求されている食品業界を中心に投資が

どそれぞれの特長を生かしたビジネスを推進している。ま

活発化している。富士電機では，上位の計画系ならびに下

た，中国の大学との連携により配電，計量，新エネルギー，

位の現場制御系と垂直統合した製造実行管理システム

省エネルギーなど新旧両分野での中国ビジネスの展開も積

（MES）の開発に取り組んできた。実績データを分析し，

極的に図り，国内外で顧客満足が得られるソリューション

製造計画や製造管理にフィードバックする「実績分析シス
テム」
，関連する各システム間の連携を実現するシステム

提案を追求している。
放射線機器・システムの分野では，高感度・高精度測定

の開発を行った。今後，顧客のさまざまなニーズに応えら

を目指した放射線測定機器の開発を進めている。環境放射

れるように商品メニューをより一層充実していく。また，

線量率の測定ではγ線エネルギー分析による自然放射線と

その他のソリューション分野として産業分野では，組立加

の分離測定など高度化が進み，表面汚染測定においては，

工系生産計画システムおよび Web 型の製造実行支援シス

より低レベルの放射性物質の検出を目指した放射線検出器

テムにより，ERP，MES 間の連携が容易なトータルシス

の開発が進められていく。医療機関においては，ポジトロ

テムを実現している。企業情報ソリューション分野では企

ンエミッション診断装置を導入する病院が増加して，511

業情報環境を活性化するワークフロー「ExchangeUSE」

keV のγ線検出に適した放射線モニタリング装置の需要

に加えて BPM（ビジネスプロセスマネジメント）を実現

が増えていくと思われる。

するソリューションを提供する。施設管理では，IC カー

法令改正によって，従来よりも低レベル放射性同位元素

ド＋カメラ＋情報暗号化によるセキュリティソリューショ

が規制対象となるので，これらの検出に適した高感度かつ

ンを提供する。オブジェクト指向型開発のためのプロジェ

低エネルギーγ線放出核種の検出が可能なサーベイメータ

クト管理体系とアプリケーション開発標準のフレームワー

や個人線量計の開発を進めている。

ク「VisionFrame」により，お客様に短期間・高品質のシ
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行政情報ソリューション
ｅ自治体 文書管理システム
富士電機では従来から総務省の電子自治体構想にのっと

図１

共同利用型文書管理システムの構成イメージ

り，電子自治体ビジネスの中心的アプリケーションである
IDC（データセンター）

「文書管理システム」の構築を進め，近年では複数の地方
公共自治体が電子自治体業務を共同して外部委託する「共

共同利用型文書管理システム

同アウトソーシング」に対応した「共同利用型文書管理シ

ファイアウォール
LGWAN-ASP接続装置

ステム」の開発・提供を進めている。
富士電機の開発した共同利用型文書管理システムは，多

県NOC

くの導入実績に基づいた業務ノウハウにより，実業務に

NOC：Network Operation Center

LGWAN

マッチした非常に使いやすいシステムの構築が可能であり，
行政文書のすべてのライフサイクルをサポートしている。

LGWAN接続装置

LGWAN接続装置

LGWAN接続装置

ファイアウォール

ファイアウォール

ファイアウォール

庁内LAN

庁内LAN

庁内LAN

…

…

…

（A市）

（B町）

（N村）

ｅ自治体 庶務事務システム
富士電機では，従来から自治体の各種庶務業務を電子化

図２

庶務事務システム（勤務管理）

した「ｅ自治体 庶務事務システム」を開発し，複数自治
体に納入し実績を重ねている。
庶務事務システムとは，庁内における各種申請業務，勤

○○銀行

™時間外勤務命令書
休暇申請の確認作業の低減
時間外勤務申請

務時間管理業務，出張旅費管理業務をすべて電子化・ペー

™確実な検収業務

パーレス化し，Web 技術により職員がどこからでも容易

給与
振込み

承認

にデータを入力可能とすることによる業務効率の改善や庶
務業務の負担軽減を目的とするシステムである。
休暇申請

今後は文書管理システムと同様に共同利用化が進み，そ

™電子決裁で確実な
決裁

れに合わせて庶務事務業務のデータセンター化が推進され，
自治体ネットワークを中心とした新しいビジネスが進めら
れる。

起票者

上司決裁者

給与
システム
勤務集計

管理部門

ｅ自治体 外部認証連携システム
電子申請システムなどで利用するため，自治体，個人お

図３

電子申請サービスなどにおける認証基盤との連携機能

よび法人が利用する，公開鍵暗号に基づく電子署名・相互
住民・企業

認証基盤（PKI）との連携機能を開発した。

申請

機能および特長は次のとおりである。

①申請情報入力・送信

（1） 公的個人認証サービス向け機能

住民ディジタル署名付与，住民証明書・ディジタル署名
検証

住基ICカード
または
法人鍵
ファイル

③添付文書の添付
④住民・企業署名生成
⑤申請データ・添付文
書送信

自治体

申請データ
（署名あり）
添付文書
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（2 ） 商業登記に基づく電子認証サービス向け機能

企業ディジタル署名付与，企業証明書・ディジタル署名
検証
（3） 地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）連携機能

職責ディジタル署名付与，職責証明書・ディジタル署名
検証

14

受付

申請情報
申請データ
（署名なし）

②申請データ作成・
返信
⑥住民・企業
証明書・署名検証
⑦申請データ・添付文
書を原本保存

証明書検証
サーバ

申請データなど

原本性保証
サーバ
文書
管理
シス
テム

収受
決裁
施行
通知用文書など

証明書検証
サーバ

結果受信
⑪職責証明書・署名検
証
⑫通知内容を確認

通知データ
（署名あり）

結果通知
⑧通知データ作成
⑨職責署名生成
⑩通知データ送信

LGWAN
ICカード
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Fe-MES 食品向け生産管理システム
Fe-MES 食品生産管理システムは，バッチプラント系

図４

Fe-MES 食品製造管理システム・機能構成

食品製造業向けの生産管理パッケージ群である。
らびに実績をパーフェクトにトレース可能である。また，

計画立案

Plan

下位の設備制御システム，作業支援システムへの実行指示

製造
スケジューリング

や上位の需給計画システム，勘定システムと連携した統合
環境を構築できる。Fe-MES 食品生産管理システムは以

製造管理
製造指図
展開・指示

下の機能で構成され，要件に応じてフレキシブルに導入が
可能である。

経営システム

需給計画システム

原料投入から製造，出荷まで各工程の計画，製造状況な

Do

実績
収集

勘定系システム

実績報告
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

Action
実績分析・トレーサビリティ

実績分析
進捗
監視 製造進度管理・
設備 作業イベント通知
監視

実績
蓄積

実績
データベース

設備監視

実績収集コントローラ

Check

MICREX-NX

保全・点検システム

（1） 製造スケジューリング機能
LONWORKS

（2 ） 製造指図展開・実行指示機能
（3） 製造進度監視・進捗（しんちょく）通知機能

原料
受入

包材
受入

（4 ） 製造実績分析支援・トレーサビリティ機能

原料
計量

調合

充てん

包装

検査

製造工程・設備

用排水
設備

原動
設備

空調
設備

証明
設備

ユーティリティ設備

Fe-MES 実績収集分析システム
Fe-MES 実績収集分析システムは，バッチプラント系

図５

Fe-MES 実績収集・分析システム画面サンプル

図６

PLM ソリューションのカバー領域

食品製造業向けの Web 環境実績管理パッケージである。
（1） 製造実績を多角的に分析可能な分析支援ツール，各種

汎用グラフ，表テンプレートを標準装備している。
（2 ） 分析対象データは工程・管理分類などにて階層管理が

可能であり，画面から直感的に選択することができる。
（3） 選択したデータは，ロット，時間，週，月，半期単位

で自由に集計が行える。また，ロット単位での設備運転
データの重ね合わせ分析や，複数ロット間の挙動・品質
相関分析を行える。
（4 ） 原料投入から各工程での製造，製品出荷までのロッ

ト・バッチトレース機能を標準装備する。製品からの使
用原料特定，原料からの出荷製品特定などが簡単に行え
る。

PLM ソリューション（デジタルファクトリー）
PLM ソリューション（デジタルファクトリー）は，製
品設計から量産開始までの全プロセスで業務支援環境を提
（1） ナレッジフロー

生産準備プロセスの継続的業務改善と業務ノウハウの活

生産準備情報管理
データベース

PDS

CAD

（Product Design
Storage System）

用により，開発生産性の向上と開発期間の短縮を実現する。
（2 ） PDS（Product Design Storage System）

製品，設備情報と連携することで工程設計業務を支援し，

機械加工設備の稼動情報を収集・分析し，設計に活用す
ることで製造上の問題先取りによる生産性・品質の向上を
促し，同時に設備の予防保全を高度化する。

試作
評価

設備
生産準備DB

生準

金型
事前検証

生産準備データの再利用による工数削減を実現する。
（3） Main GATE

PDM

製造
BOM

計画

調達

ナレッジフローシステム

企画

設計BOM

治工具

生準業務プロセス管理
業務ノウハウ蓄積/活用

もの作り
PLM
サイクル

供する。以下の 3 製品で構成され，個別導入も可能である。

ライン生産能力管理
設備稼動情報収集分析

MainGATE

設
計
・
生
準
ノ
ウ
ハ
ウ

生産能力
不具合記録
品質記録

調整
生産

出荷

販売

作業標準
品質標準

SCM
サイクル

生産実行システム（MES）
需要予測
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Web 製造現場システム
Web 製造現場システムは，製造現場情報を収集・蓄積

図７

Web 製造現場システムの構成例

するとともに，Web 画面でリアルタイムに表示するツー
ライン管理情報Web公開

ル・テンプレート群である。生産進捗（しんちょく）管理，

工程管理
ガント進捗画面，流動数画面

ライン別稼動管理，工程管理，品質管理などに活用するこ
とができる。

品質管理
散布図画面，Xバー管理図画面

（1） Web 画面構築機能

と組み合わせた現場信号定義機能
（2 ） PLC（MICREX-SX）

日常管理
作業日報，生産日報

により，製造現場の製造装置，搬送装置からの信号取込み，
生産支援設備（表示盤，バーコードリーダなど）
，既設シ

アラーム通知
™工程異常，製造異常，設備異常

事務所
サーバ

ステムとの接続，メールによる状態変化通知，Web 画面
の作成，変更を行うことができる。監視画面の作成を容易

現場稼動情報リアル表示

実績収集PLC

にするため，画面作成用部品（押しボタン，数値窓，折れ

P
S

C
P
U

現場端末

線，棒グラフ，トレンド表など）をライブラリとして提供

現場情報

している。

貨幣自動検査機
わが国における貨幣・メダルなどの製造における製造技

図８

貨幣自動検査機

図９

GLOVIA MES の概要

術の高度化に伴って，貨幣の検査工程の自動化が急務と
なっている。富士電機では，長年にわたる画像処理技術の
研究成果とファインメカニズム技術を用いて，造幣局と共
同で，世界初の貨幣自動検査機を開発した。この検査機は，
圧印された直後の貨幣表面の良否を，高速（850 枚/分）
で自動判定するものであり，画像処理部として専用の高速
パターンマッチング LSI およびソフトウェアを開発し，搬
送部として高速インデックス搬送・整列・リジェクト機構
を開発した。2004 年度から量産機の製作・納入を開始し，
従来目視で行っていた圧印後の貨幣検査作業の自動化を実
現した。今後，さらに高度な関連技術開発にも力を入れて
いく所存である。

組立加工系現場システム
GLOVIA MES 工程管理・在庫管理は APS エンジン搭
載の GLOVIA/SCP Factory と標準連携した Web 型組立
業向け製造実行支援システムである。
このパッケージは ERP との連携により，ERP に対して
より精度の高い実績を供給することが可能となり，PDCA
サイクルを現場系システムとしても利用できる。主要機能

■システム導入効果
™製造規格値の現場への適切な伝達と検査結果の分析により製品品質の向上が可能
™現場への製造指示の伝達スピードアップとリアルタイムな進捗（しんちょく）管理
により製造リードタイムと中間品在庫の削減が可能
™製品の作業工数や目標コストと実際コストの乖離（かいり）を分析することにより
製造コストの削減につなげることが可能

■システム提供機能

としては，顧客からの問合せ対応に必要な「製造履歴追跡
（トレーサビリティ）機能」などの各種照会機能や，近年
急速に広がりつつあるセル生産方式に対応した「生産モニ

実績入力

セル生産
オプション

16

実績

アプリ
ケーション

ロットトレース
実績メンテナンス
各種照会

いる。入力機能としては Web，無線ハンドヘルドターミ
の要求に柔軟に対応できる。

AP
サーバ

DB
サーバ

セル生産

タオプション」など MES としての主要な機能を搭載して
ナル（HHT）といった入力オプションを備え，製造現場

■標準システム構成例
作業指示

各種帳票
無線HHT
Web・無線HHTによる
実績入力

マスタメンテナンス

クライ
アント
端末

HHT
管理
端末
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組立加工系生産計画システム
「GLOVIA/SCP Factory」は，工場内の調達・製造・

図１０

GLOVIA/SCP Factory の概要

出荷の最適計画立案を支援する高機能スケジューリング
パッケージである。操業カレンダ，設備負荷，資材制約な
ど，さまざまな条件を考慮して生産実行計画を高速立案し，

■導入効果
™資源と負荷を同時に考慮した計画を高速立案できるため，手戻りもなく，生産計画の
作成時間が削減できる。
™在庫の最適化が行われ，平均在庫が削減できる。
™製造リードタイムが短縮され，納期遅れが削減できる。

評価・編集が容易なガントチャートに表示する。APS エ
ンジンでは従来の MRP と異なり，ジャストインタイムな

■システム提供機能

■標準システム構成例
DB
受注管理
APS
サーバ （管理部門） 計画立案

自動オーダ作成

計画を作成するため，購買品，中間品の在庫を圧縮し，製

進捗
（しんちょく）
管理
作業指示
購買指示

スケジューリング

造リードタイムを短縮できる。そのほかスケジューリング
ガントチャート

のみ行うスケジューラエンジンや，ブラウザから納期回答

納期回答

負荷グラフ

他システム連携

できる Web オプション，対話型で自由に計画を作成する

発注オーダ作成

ガントチャートエディタ，英語版，中国語版など豊富な製

マスタメンテナンス
クライアント端末 クライアント端末
（現場部門）
（現場部門）

Webオプション

品ラインアップをそろえている。生産管理・実行系システ

集計・累計表

Webオプション

計画参照
実績登録
進捗確認

英語・中国語対応

ムとの連携も容易でトータルシステムを短期・安価に実現
できる。

トータルセキュリティソリューション
近年，現場環境においても IT 化が進み，よりタイム

図１１

トータルセキュリティソリューションの概念

リーに，より効率的な管理が可能となった。反面，企業情
報の漏洩（ろうえい）
，改ざん，保守員の削減による設備

設備の管理
〈ファシリティマネジメント〉

〈工場〉

保全の質が課題となっている。富士電機では豊富な現場管

〈道路・河川〉

対象システム

理ノウハウをもとにバイオメトリクス，RFID，ネット

施設や身体の安全を取り巻く課題

ワークカメラと情報セキュリティ技術を組み合わせ，人，

道路，
鉄道，
航空，
船舶の運航の安全

施設機器の運転状況把握

〈病院・研究所〉

備品の盗難

施設，情報の安全をトータルに守るセキュリティソリュー

人の管理
〈入退出管理〉

ションを提供する。主なソリューションは次のとおりで，

設備・財産の危険
運行の危険
警備の安全

情報の管理
〈InfoBarrierなど〉

不審者

身体の危険

導入コンサルティングからシステム構築，運用サポートま

不審

エフエフ社

でを支援する。
（1） IC カード（入退室管理とパソコンログイン認証併

施設の危険 不正侵

家族・病人の様子

〈オフィスビル〉

用）＋カメラ＋情報暗号化によるセキュリティ管理

〈ガス〉
™緊急保安

車両の管理
〈個別管理・追跡〉

〈電力〉
〈空港〉
™空港入退出

（2 ） RFID タグ＋温度センサなど＋維持管理ソフトウェア

による設備保全管理

ビジネスプロセスマネジメント「BizUSE」
富士電機は旅費・経費・勤務管理の業務効率化としての

図１２

ビジネスプロセスマネジメント（BizUSE）全体構成

ワークフロー「ExchangeUSE」を発売し，多くのユー
ザーに導入されてきた。昨今はそれに加えビジネスプロセ
ス全体の効率化を実現するために，ビジネスプロセスマネ
ジメント（BPM）機能が注目されている。BPM は仕事の
開始から完了までを流れの単位（プロセス）で可視化し，

業
務
シ
ス
テ
ム

ExchangeUSE製品
（ヒューマンワークフロー）
™旅費精算ワークフロー
™経費精算ワークフロー
™勤務管理ワークフロー
™Web申請ワークフロー
™総務人事申請ワークフロー
™総務購買ワークフロー

システム化することで下記を実現できる。
（1） 業務の流れを可視化し，問題点を顕在化させる。
（2 ） 業務の追加変更を他プロセスに影響なく実施できる。
（1）
，
を繰り返
（2 ）
（3） 業務の変化に追従するため，継続的に

しながらプロセスを最適化する。
富士電機は ExchangeUSE で培ったノウハウもとに，
BPM を実現するソリューションとして新たに「BizUSE」

基
盤
︵
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
︶

ExchangeUSE
ワークフロー

ビジネスプロセスマネジメント
（BizUSE）
統合進捗管理

Coreサービス（Mail/Alarm..）

ナビゲーション
ポータル

ヒューマンワークフロー
サービス

個人認証

ビジネスプロセスフロー適用例
™購買システム
™CRMシステム
™物流システム
™インシデント管理システム
™カード発行管理システム

アラート監視

BAMツール

ビジネスプロセスフローサービス
Portal Services

B2B/EAI

WSS /Share Point

BizTalk Server2004

ユーザー情報管理

組織情報管理

IIS6.0（WebServer）/SQL Server2000（DBServer）
Windows2003server

を投入し，ビジネスプロセス全体の効率化を実現する。
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製造情報ソリューション
オブジェクト指向型ソフトウェア開発の取組み
オブジェクト指向型ソフトウェア開発のために Vision

図１３

Frame 体系として，① VisionFrame/PM と，② Vision

VisionFrame 体系
システム
方式設計

工程

Frame/AP を開発した。①は国際標準の PMBOK 知識体
系を取り入れたプロジェクト管理のためのフレームワーク

ワークとして画面開発基盤，ビジネスロジック基盤，DB
連 携 基 盤 ， Web コ ン ポ ー ネ ン ト を 提 供 す る 。 Vision

実装
担当者

アーキ
テクト

Frame は，お客様に短期間・高品質のシステムインテグ
レーションサービスの提供を目的としたプロジェクト活動

ドキュ
メント

VisionFrame/AP

設計者

T 字形 ER 手法の採用，②実装フェーズの開発フレーム

プログラ
ミング

プログラム
テスト

結合
テスト

■業務フロー
■システム
フロー
■T字形分析
■用語定義
■規約作成

■ユースケース
定義
■画面設計
■帳票設計
■外部I/F設計
■業務ロジック
設計
■テーブル設計
■アプリ処理
方式

■クラス設計
■DB物理設計
■業務ロジック
定義
■ジョブネット
定義
■アプリ処理
方式詳細設計
■共通部品定義

■結合テスト
■テスト仕様
作成

■メソッド
定義
■ユニット
テスト
定義

■受入れ

■プログラ
ミング

■アーキテクチャ
分析

■T字形ER図
■業務要件
定義書
■用語定義書
■業務フロー
■各種規約書

■分析クラス図
■分析シーケン
ス図
■テーブル定義書
■処理方式設計書
■テスト手順書

■ユニット
テスト

■アーキテクチャの洗練

■設計クラス図
■設計シーケン
ス図
■業務ロジック
定義
■ジョブネット
構成図

■実装
クラス図
■実装シーケ
ンス図
■メソッド
定義書
■Junit

■Java
ソース
■JavaDoc

■テスト成績書

■結合テスト
成績書

新型遠方監視制御装置用コンポーネント
図１４

富士新型遠方監視制御装置用コンポーネント

図１５

多端子形フォルトロケータ新型中央装置

有するコンポーネントを開発した。
（1） ロジック部の 1 ユニット化，コンパクト化〔演算部

（MPU）
，入出力（PIO）インタフェース（I/F）
，モデ
ム I/F，ネットワーク I/F などを 1 ユニットに収納〕
（2 ） 演算部（MPU）にリアルタイム OS（iTron）採用

〔TCP ・ UDP/IP，ファイルシステムなどに汎用のミド
ルウェアの採用が可能となり，システムの拡張性を容易
とし，かつ信頼度の向上，RAS 機能の充実を実現〕
（3） ネットワーク対応〔IP ネットワーク，Web 対応装置

やシステムとの結合が容易〕
（4 ） PIO 部の拡張性，柔軟性〔制御出力，表示入力，計

測入力の容量に合わせてフレキシブルに対応可能〕

多端子形フォルトロケータ新型中央装置

フォルトロケータ（MFL）の新型中央装置を開発し，東
北電力株式会社向けに納入した。特長は次のとおりである。
（1） 従来の MFL 中央装置は，FA パソコンおよびプログ

ラマブルコントローラで構成し標定演算機能，伝送機能
を実現していたが，新型中央装置ではディジタルリレー
を適用し，従来の機能を集約して実現するとともに，電
力規格ノイズ対応など耐環境性能の向上，保護リレーと
同等の自動監視機能を付加し信頼性の向上を図った。
，
（2 ） 従来の MFL 中央装置は標定演算部（700 mm 幅 1 面）
伝送部（520 mm 幅 1 面）で構成していたが，伝送部
ハードウェアのモデムをボード化，ハイブリッドトラン
スを小型化し，700 mm 幅１面で構成，省スペースを実
現した。
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■システム
テスト
■他システム
連携テスト
■負荷テスト

■テスト
仕様
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富士電機では既設システムの延命化のため，多端子形

運用
テスト

■運用
テスト

のためのフレームワークである。

富士電機の次世代遠方監視制御装置として，次の特長を

システム
テスト

プロジェクト管理（VisionFrame/PM）

分析者

WBS

しては，①分析・設計フェーズでのモデリング手法として

システム構造 プログラム
設計
構造設計

■業務分析
■要求定義

である。②は SDAS（富士通株式会社総合システム開発体
系）に準拠したアプリケーション開発標準である。特徴と

ユーザー
インタ
フェース設計

プロ
ジェクト
マネージャ

■システム
テスト
成績書

■運用
テスト
成績書
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設備保全管理システム
設備保全管理システムは，現場の保守点検業務の電子化

図１６

設備保全管理システムの概要

や設備情報や図面情報の一元管理，保全作業の計画・実
績・報告管理などの機能に加え，分析指標の高度化を図る

設備保全
サーバ

ことで，保全業務サイクルの最適化を目的としたシステム
である。システムの特徴は次のとおりである。
（1） 通信端末技術，情報システム技術を適用した現場ネッ

トワークによる設備状態情報収集と，点検端末などによ
る保全効率化，現場作業支援

監視制御

（3） 設備診断・カルテ情報や多角的な保全業務分析指標に

基幹システム

™点検記録電子ファイル化
™ルート，手順，委託業者管理
™ドキュメントリアルタイム参照
™設備状態オンライン収集

計測端末 保守支援
サーバ

拠点2

拠点1

C
電気所A B

作業支援システム

（2 ） 設備台帳や図面文書の共有化と，作業計画・手順・報

告のサイクル管理，要員・用品管理などの保全業務管理

設備DB

現場支援システム

設備保全システム
™指標分析
（コスト・品質）
™保全計画最適化
™購買管理，在庫管理
™安全管理，ナレッジ共有

イントラ
ネット

イントラ
ネット

作業端末

設備管理システム
オンライン監視システム
監視センサ

より，保全コスト評価・設備資産管理・保全実績評価を
行い，保全業務サイクル全体の最適化を実施

拠点3

設備管理
サーバ

™設備台帳管理
™作業計画，進捗管理
™点検，修理記録管理
™ドキュメント登録管理
™オンライン監視，自動通知

メーカー
コールセンター

委託業者

カメラ

東北電力株式会社新潟技術センター制御所向け監視制御システム
富士電機では，東北電力株式会社新潟技術センター制御

図１７

新潟技術センター制御所の制御室

図１８

簡易型ダム操作模擬訓練システム

所向けに監視制御システムを納入しており，2005 年 2 月
の運用開始に向け現在鋭意現地調整中である。このシステ
ムは，電力運営の効率化と高度化を目的として設計が進め
られ，二次系統運用業務を従来の給電指令所から技術セン
ターへ移管する対応も含まれている。このため，現行の技
術センターシステムの機能に給電指令所システムの機能を
追加し，大幅な機能強化が図られている。特にこのシステ
ムは，新潟県下越地域の新潟技術センター，五泉技術セン
ター，北新潟技術センターの 3 拠点を統合し，これらの管
内の約 70 電気所を集中監視制御することとなり，技術セ
ンター制御所としては富士電機納入実績における最大級規
模である。

簡易型ダム操作模擬訓練システム
ダム操作規程に応じたダムゲート操作の模擬訓練システ
ムをパソコンベースで実現し，不慣れな操作員に対する即
戦力養成，およびその操作の確実な習得，さらに多様な出
水に応じた放流判断能力育成のための自己訓練システムで
ある。特徴は次のとおりである。
（1） ＷＷＷブラウザ画面でダムゲートを監視制御するソフ

トウェア構造になっており，事務所などの汎用パソコン
からこのシステムに URL アクセスすることで，自己訓
練することが可能
（2 ） 流入量模擬データ（出水データ）は CSV ファイルか

ら任意に修正・登録でき，多様な出水時放流訓練が可能
（3） 訓練速度は等速のほか，2，6，12 倍速と任意に変更

ができ，操作員の能力に応じた時間で訓練習得が可能
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エネルギーソリューション
苫前ウィンビラ発電所向け風力平滑化用交直変換装置
風力発電は分散電源の一つとして系統に連系され電力供

関連論文：富士時報 2004.6 p.463-466

図１９

交直変換装置システムの構成

給を行うが，その出力が風力に依存するため常に不規則な

66 kV 50 Hz

変動を生じるという特性を持つ。系統安定化のために急
しゅんな出力変動は抑制する必要があり，各種の電力貯蔵

66 kV/6.6 kV

技術を応用した出力平滑化対策が検討されている。富士電

6.6 kV 50 Hz

機は苫前ウィンビラ発電所で実証試験の行われるレドック
スフロー電池を用いた出力平滑化制御システムの交直変換

風力発電
設備

装置を住友電気工業株式会社へ納入した。可逆コンバータ

6.6 kV
/220 V

1,500 kVA

6.6 kV
/220 V

1,500 kVA

6.6 kV
/220 V

1,500 kVA

1,500 kVA

〈可逆コン
補機 バータ〉

動抑制を行う。変換装置容量は 6,000 kVA（単機 1,500

電源

kVA × 4 並列運転）であり，同種のシステムとしては国
内最大級である。今後本格的に拡大する風力発電を支える

6.6 kV
/220 V

6.6 kV
/210 V

技術を用いて任意の充放電制御を行い，風力発電出力の変

〈レドックスフロー電池〉

応用技術の一つとして実用化が期待されている。

＃1バンク

＃2バンク

＃3バンク

＃4バンク

多用途複合型計測端末「PowerSATELITEⅡ」
多用途複合型計測端末「PowerSATELITEⅡ」は，エネ

図２０

多用途複合型計測端末「PowerSATELITEⅡ」

図２１

「調理当番」の概要

ルギー計測の各種センサを自由に組み合わせて直接接続で
きる従来型計測端末機能を踏襲し，さらに高機能・高性能
化，通信機能，ストレージ性の向上，低コスト化を実現し
製品シリーズを充実させた。主な特徴は次のとおりである。
（1） 32 ビット RISC マイコンでの演算処理向上
（2 ） 16 ビット A-D 変換での計測誤差 0.4 ％未満
（3） 高速サンプリング技術での過渡現象波形解析が可能
（4 ） 10BASE-T（TCP/IP）などの汎用通信
（5） ブラウザでの遠隔計測監視，ファイル転送機能
（6 ） PC カード実装での大容量データ記録（最大 2 G バイ

ト）
（7） GPS 実装による多地点同時計測（10 µs 誤差）
（8） 従来型機種との同一構造・寸法で低価格を実現

衛生・エネルギー管理システム「調理当番」
東京電力株式会社，東北電力株式会社，関西電力株式会
社，中国電力株式会社と富士電機は，主として業務用電化
厨房（ちゅうぼう）における衛生管理（HACCP 概念によ
る温度と時間の管理）とエネルギー管理をトータルに行う
衛生・エネルギー管理システム「調理当番」を共同開発し

™温度管理に加え，エネルギー消費や水使用量なども一括管理
™オープンネットワークにより各社の機器を接続
™電化厨房に最適なシステム
オープンネットワーク（LONWORKS）

た。このシステムは通信仕様の統一を図るためオープン

調理温度
保管温度
温湿度環境

ネットワークである LONWORKS の採用や通信機能のない
機器からも容易にデータ収集を可能とするレトロフィット
端末の採用など調理，洗浄，保管の各種厨房機器に適用で
きる工夫を図っている。また，調理温度・時間，調理場の

〈温湿度環境〉
〈厨房機器〉
エネルギー
消費

温湿度，ならびに電気，水量などのエネルギーデータのグ
ラフや帳票へのリアルタイム表示，調理温度や機器に異常
が発生した場合の警報など，安全な食の提供を支援してい
る。
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戦略機種マイクロチューブラ水車の運転開始
上水道と既設落差工の遊休落差を利用した 2 か所の水力

図２２

戦略機種マイクロチューブラ水車

発電計画に富士電機のマイクロチューブラ水車を納入し，
営業運転を開始した。マイクロチューブラ水車は，世界で
も定評のある富士電機のバルブ水車技術を踏襲した，効率
の高い発電専用に開発された機器である。一般的に小型水
車は，ランナベーンおよびガイドベーンが固定式であるが，
富士電機のマイクロチューブラ水車は，可動式ランナベー
ンの採用により流量変動への対応を可能とした。国内の未
利用水力エネルギーを有する地点は，数万箇所以上といわ
れており，今後の小型水力の発展に富士電機マイクロ
チューブラ水車の寄与が期待される。

株式会社ウインパワー西目風力発電所の運転開始間近
株式会社ウインパワー（富士電機システムズ株式会社

図２３

道の駅から望む 1,250 kW 風車と 600 kW 風車

図２４

新型電子式高圧複合計器

100 ％出資による風力発電事業会社）は，秋田県西目町
「道の駅」近傍の海岸に西目風力発電所を建設し，2005 年
3 月の営業運転開始に向けて風車の据付け・調整試験を実
施している。この風力発電所は，2002 年度に風況精査を
実施し 2003 年度にシステム設計および許認可手続きを完
了したもので，富士電機システムズ株式会社が国内総代理
店であるドイツの DeWind 社製 1,250 kW および 600 kW
風車各 1 台を採用している。発電した電力はすべて東北電
力株式会社へ売電する。今後は，風力発電所建設適地の選
定・許認可手続き・建設を通じて得たノウハウに加えて，
運用・メンテナンス・サービス対応などを通じて得るノウ
ハウを蓄積し，風力発電ビジネスを検討している顧客へさ
らなる安心と満足を提供する。

新型電子式高圧複合計器
計器 1 台で各種料金メニューに対応した使用電力量の計
量，および電力小売自由化に伴う同時同量へ対応できるこ
とを目的として，電力需給用複合計器（時間帯別・通信機
能付）2 仕様を開発し，2004 年 6 月に量産を開始した。開
発した計器の特徴は次のとおりである。
（1） 1 枚の大型液晶パネルと操作スイッチによる画面切換

機能により，検針効率を向上
（2 ） すべてのデータは不揮発性メモリによりバックアップ
（3） 等級は普通級，精密級，特別精密級，乗率は合成変成

比倍，1/10 合成変成比倍，10 の整数べき倍まで，すべ
てのラインアップを準備
™仕様

FM3ER-R形

FM3ET-R形

110 V，5 A，50 Hz または 60 Hz
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放射線機器・システム
無線通信方式・電子承認機能を採用した入退域管理システム
富士電機は，原子力発電所における放射線管理区域の入

図２５

無線通信式入退域管理ゲートと線量計

退域管理システムを開発し，2004 年 3 月，東京電力株式
会社柏崎刈羽原子力発電所に納入した。
このシステムは，入退域ゲートでの操作を簡素化するた
めに，作業者が所持する線量計と入退域ゲートとの無線通
信化を図り，線量計をポケットに入れたままで入退域処理
を可能とすることで，作業者の操作負荷軽減と入退域処理
の高速化を実現した。また，発電所内での作業の申請登録
と放射線管理区域の区域区分変更の申請登録に関する電子
承認機能を開発した。これにより，従来の紙での申請書類
を電子化し，申請・承認者の個人端末から申請・登録を可
能にすることで，協力会社および顧客の業務効率を大幅に
向上できた。

IC カードリーダ付線量計による新出入管理システムの構築
原子力発電所の放射線管理区域の入退域時間を短縮する

図２６

IC カードリーダ付線量計

図２７

小物物品搬出モニタとよう素モニタ

ために，入域資格情報を格納した IC カードを読み取る IC
カードリーダを内蔵した資格判定機能付の電子式線量計を
開発した。この線量計と退域装置を組み合わせて新しい出
入管理システムを構築し，出入管理ゲートを不要とするこ
とで入退域時の待ち時間を大幅に短縮した。退域装置は，
体表面汚染測定中に IC カードリーダ付線量計から測定線
量を無線で読み取って退域処理を実施できるものである。
富士電機は，北陸電力株式会社志賀原子力発電所に，
IC カードリーダ付線量計 1,000 台（300 台追加予定）を含
む放射線管理システムを納入した。このシステムによって，
入域処理時間，退域処理時間のそれぞれについて 10 秒以
上短縮し，入退域時の混雑緩和に貢献した。

海外向け放射線モニタ
海外の原子力発電所向けとして，中国の秦山，大亜湾原
子力発電所に初めて可搬型小物物品搬出モニタ（2 台）
，
可搬型よう素モニタ（1 台）を納入した。必要機能を絞り
込み，コストダウン化したもので，海外製品と比べて十分
な競争力があると考えている。なお，小物物品搬出モニタ
はさらに 5 台の追加受注が決定した。主な特長は次のとお
りである。
（1） 小型・軽量で移動が容易（従来比 1/2）
（2 ） 単機能化（放射線測定・警報判定の基本機能，機構部

の簡略化，標準品使用）
（3） 検出感度 0.4 Bq/cm2（小物物品搬出モニタ）

3.7 × 10−6 Bq/cm3（よう素モニタ）
（4 ） 保守性向上（ユーザー側で保守可能）

可搬型小物物品搬出モニタ

可搬型よう素モニタ
A8907-23-31/A8999-24-61
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展

望

2004 年 6 月に厚生労働省が今後の施策の指針となる水

ナトリウム生成装置を商品化した。これと監視制御システ

道ビジョンを公表した。水道事業の運営基盤強化（第三者

ムを合わせて，配水残塩ソリューションを展開している。

委託，運営形態の最適化など）が重要施策として認識され

下水道分野では，下水ポンプ場の雨天時における汚水流

ており，この方向性は，上水のみならず下水・排水処理の

入量をニューラルネットワークを用いて予測する運転支援

分野でもますます重要性を持ってくると考えられる。

システムを開発し，横須賀市に納入した。

また，2004 年 9 月にロシア政府が批准法案を閣議決定

上下水道の省エネルギー対策のために，設備導入や試案

したことによって，京都議定書（1997 年 12 月採択）が，

の効果を解析・検討可能なシミュレーションソフトウェア

発効条件を満たすことになった。これに伴い，上下水道の

を開発した。これは省エネルギー機器や高効率機器を導入

各事業体においても省エネルギー対策などの温室ガス排出

した場合の水処理設備ごとの電力系統を簡単にモデル化で

抑制の取組みをより具体化することになる。

き，電力ロス・消費電力などを解析し，比較検討を可能と

富士電機では，このような社会の要求，すなわち，自治
体の経営・運転形態の見直しによる収益率効率化，地球温

するものである。
また，上下水道の監視制御システム「Web-FAINS」は，

暖化をはじめとする環境対策，これに加えて，環境汚染の

Web ベースの柔軟性が評価され，神奈川県川崎市長沢浄

防止および安全・安心な生活を確保するためのシステム，

水場など，大規模から中規模の水処理プラントでの実績が

循環型社会の実現などに対して，運転管理，省エネルギー，

順調に増えている。

上下水道の高度処理，持続可能な循環型社会構築に向けて

環境システム分野においては，持続可能な循環型社会の

の製品開発に重点的に取り組み，それぞれ特徴あるソ

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

リューションを提供している。

的に取り組んできている。

上水道分野では，わが国初の汚泥処理プラントの PFI

バイオマス利用分野においては，日野市と共同で学校給

として神奈川県寒川浄水場汚泥処理設備を月島機械株式会

食生ごみの高速メタン発酵システムの実証試験を行ってき

社，電源開発株式会社と共同で受注した。富士電機のろ過

ている。神戸ポートアイランドでの実績よりも高速化を狙

濃縮装置と月島機械株式会社の加圧プレス脱水機の組合せ

い，最終的には約 3 倍のメタン発酵速度が達成されている。

による効率のよい脱水が評価された。これは，設備を納入

廃棄物リサイクルの分野においては，久米島リサイクル

するだけでなく，その後の 20 年間の運営・維持管理も併

センター，八王子市ペットボトル減容化施設などを運転開

せて請け負う形態を取る。

始し，屋久島および伊達のリサイクル施設の設計・施行を

また，自治体の運転管理業務では，朝霞浄水場の高度処
理施設の運転管理を受注した。
オランダ NORIT 社の膜（X-Flow）を使用した富士膜

行っている。また，青森エコタウンの一部として設置され
た 50 t/日級の灰溶融システムも順調に稼動中である。さ
らに，誘導加熱を応用した飲料用空き缶の乾留式塗装除去

ろ過システムは，日本で膜および膜ろ過装置としての認定

システムの実証試験が完了し，目標性能を達成した。今後

を取得し，大分県にて膜ろ過システムを受注した。また，

商談へ結び付けるとともに，乾留対象物の拡大についても

富士電機が有する微粒子カウンタの技術をベースにして，

検討していく。

膜処理水の安全性を確認するための膜異常検知センサを開
発した。
安全な水を供給するための新しい製品として，次亜塩素

水処理および環境システム分野の今後の展開としては，
製品開発力を重視し，このため，特に水処理分野において
2004 年 7 月に北海道大学と包括連携プログラム，清華大

酸ナトリウム注入装置の分散設置にて配水系の残留塩素を

学（中国）との連携プロジェクトを開始した。グローバル

適正にコントロール可能とする，オンサイト型次亜塩素酸

な研究開発拠点による国際的レベルでの製品開発を目指す。
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配電盤分野における日本初の第三者認証環境ラベル
低圧モータコントロールセンタでタイプⅢ環境ラベルを

図１

コ ン ト ロ ー ル セ ン タ と エ コ リ ー フ ラ ベ ル ， LCA 評 価
データ

取 得 し た 。 タ イ プ Ⅲ 環 境 ラ ベ ル と は LCA（ Life Cycle
Assessment）評価データの正当性を第三者機関が認証す
るもので，配電盤分野では日本で初めての試みである。
認証取得にあたり，基準作成から着手し，認証機関の社

No.BG-04-001
エコリーフラベル
（タイプⅢ環境ラベル）

団法人産業環境管理協会を事務局に富士電機が提案元とし
て他重電 3 社と協議して基準を作成した。LCA データ収
集では電気機器，板金からねじに至るまでの材質別質量を

（kg）
温暖化負荷〔CO2換算〕
3,000

すべて調査し算出した。今後の環境配慮型製品の開発では

2,000

適正な LCA データは必要不可欠であり，この分野で先進

1,000

的な役割を果たした。今回の対象はデータ蓄積のある従来

0

機種としたが新製品の省電力評価にも有効であるため，今

−1,000

後の開発手法として活用していく。

直接影響
リサイクル
効果

素材 製品 物流 使用 廃棄
製造 製造
LCA評価データ

コントロールセンタ

水処理省エネルギーシミュレーションソフトウェア
水処理系省エネルギーシミュレーションは，浄水場や下

図２

水処理省エネルギーシミュレーションの流れ

水処理場の電力系統に省エネルギー機器や高効率機器を導
1日24時間分の
データを設定

入したときの消費電力などを算出することで省エネルギー
施策の効果を定量的に表示するソフトウェアである。この

流量
負荷 電気負荷

流
量

ソフトウェアは，水処理設備の電力系統モデルを GUI に
て簡単に作成でき，進相コンデンサ，高効率トランス，各

ラフ上に表示でき，省エネルギー施策の比較・検討が簡単

省エネルギー施策
によりモデルを編集

電気系統
モデル作成
ケース1

省エネルギー施策

ケース2

進相コンデンサ追加
高効率トランス導入
可変速制御インバータ
太陽光発電導入

…

料金
単価 CO2排出
係数

時間
発
電
量

ケース n

ケース1
シミュレーション

種分散電源の導入などの省エネルギー施策ごとに力率，電
力ロス，消費電力を算出し，それらの結果を同時に同一グ

負荷・コスト設定

①吐出量と機器特性からポンプの消費
電力を算出
②電力負荷や分散電源の発電量，コンデンサ
の電力を勘案して電力系統の潮流を計算
③受電点電力と力率を算出
④変圧器やケーブルの電力ロスを算出

時間
電
気
量
料
金

時間

に行える。またこのソフトウェアは，ポンプの流量，圧力

P P

結果

結果比較表示
ケース1

制御を弁制御，インバータ制御など制御方式ごとにポンプ
特性を入力することにより，ポンプの運転台数，回転数を

受
電
電
力

コ ケース1
ス
ト
ケース n
時間

決定でき，定量的な省エネルギー効果の比較が可能である。

P P
ケース2
高効率
トランス

ケース n
時間

ケース1
の結果 ケース2の
結果
…
ケース n
の結果

B B
進相
コン
デンサ

B B

ケース n

太陽光
発電

可変速
制御
INV

INV

P

P B B

出力電圧サージレス高圧インバータ
従来の高圧インバータに比べて電動機端子のサージ電圧
を約 85 ％低減した出力電圧サージレス高圧インバータを

図３

出力電圧サージレス高圧インバータ駆動電動機端子電圧
波形

製品化した。電圧形ＰＷＭインバータで電動機を駆動する
場合，インバータ出力電圧がインバータ−電動機間のケー

6,000 V

ブルのリアクタンス分とキャパシタンス分で共振現象し，

拡大

直流電圧とほぼ等しいサージ電圧が電動機端子に重畳され

500 s

50 s

る。従来の高圧インバータでも，サージ電圧が最小となる
ようにＰＷＭ制御を行うことによって，電動機端子のサー
ジ電圧を十分抑制しているが，高圧インバータの出力に

（a）出力電圧サージレス高圧インバータ
6,000 V

サージ抑制用のフィルタ回路を付加することにより，さら
に電動機に印加されるサージ電圧を抑制して絶縁耐量の低
い既設電動機への適用を可能とした。
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中小規模向け監視システム「LOGACE-FL」
富士電機は中小規模水処理プラント監視システム LOG

図４

LOGACE-FL シリーズのシステム構成例

ACE シリーズの納入実績が多数ある。近年，市町村合併，
維持管理業務の合理化などの要求が増えている。一方，

LOGACE-FLシリーズ

ソリューションシステム
Webクライアント

IT 技術の進歩に伴う情報関連技術の短命化，改廃が激し

クライアント

くなっている。これらの状況に対応するため，最新の OS

Web
クライアント
情報端末

および標準制御 LAN「FL-net」を採用したオープンな監
視システム「LOGACE-FL シリーズ」を完成した。この
シリーズはオープン素材採用によるハイコストパフォーマ

情報LAN

ンスと柔軟なカスタマイズ機能を実現している。優れた信

シングル
ステーション

頼性と保守性（FA パソコン採用で 10 年）を備えたシス

サーバ
（2台化）
制御LAN（FL-net）

テムであり，ソリューションシステムとの連携により高度
な業務支援を実現する。
コントローラ

大規模水処理設備向け Web 監視制御システム
富士電機では Web 監視制御システム「Web-FAINS」

図５

川崎市水道局長沢浄水場管理室

図６

流入量予測計算画面例

を採用した大規模水処理監視制御システムを川崎市水道局
長沢浄水場に納入した。システムの主な特長は次のとおり
である。
（1） 監視機能に Java 技術を採用し，OS やハードウェア

に依存せず，長期にわたりソフトウェア資産継承が可能。
（2 ） モバイル Web 閲覧機能を備え，情報系システムとの

親和性がよい。
（3） 外部からの不正アクセスを防止するファイアウォール

を備え，管理サーバでのアクセス制限とフィルタリング
を行いシステムのセキュリティを強化。
（4 ） オープン技術で設備台帳や業務支援系システムとの連

携が容易で，プラントデータを活用した設備評価機能を
持つ。

下水流入予測によるポンプ運転支援システム
雨天時における下水処理場のポンプやゲートの操作は，
降雨の影響の予測が困難であり，最適な制御方式が確立さ
れていないのが現状である。富士電機は，管きょデータと
雨量や幹線水位のオンライン計測データを用いた水理解析
によって， 1 時間先までの流入予測を行うポンプ運転支援
システムを開発した。このシステムは，現状のポンプと
ゲートの制御モデルに基づき，幹線からポンプ井までの水
位と流量を計算し，時間的変化を管きょ縦断図上にアニ
メーション表示を行う。この結果を利用し，降雨が及ぼす
影響の事前把握とポンプ制御方式の妥当性の検証を行うこ
とが可能となった。さらに，このシステムのアルゴリズム
をポンプ施設の運転シミュレータに応用し，操作員の支援
システムとしての利用も可能となっている。

25

富士時報

Vol.78 No.1 2005

環境システム

水処理システム
浄水用富士膜ろ過システム

関連論文：富士時報 2004.3 p.212-215

富士膜ろ過システムは，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

図７

膜ろ過装置

図８

朝霞浄水場向けオゾン発生器（19 kg/h）

図９

高濃縮型サイフォン式ろ過濃縮装置

X-Flow

社の先進膜ろ過技術を融合させた膜ろ過システムである。
河川水をはじめ，地下水，伏流水などさまざまな水道原水
での長期運転実績から得たノウハウを生かし，さらに高機
能・高性能化を図った。X-Flow 社の膜を採用し，富士電
機が全体システムを製作する。主な特徴は次のとおりであ
る。
（1） 膜モジュールの水平設置による省スペース化が図れる

（特に，中大規模浄水場）
。
（2 ） 独自の膜洗浄方式により長時間の装置停止を伴う薬品

洗浄を不要にでき，完全自動化が可能である。
（3） 膜破断検知システムにより膜の健全性を確保する。

2004 年度から受注を開始した。

朝霞浄水場向け高度処理システム
東京都水道局では「安全でおいしい水」を供給する目的
で，オゾン処理と生物活性炭吸着処理を組み合わせた高度
浄水処理の導入を進めており，朝霞浄水場（施設能力 170
万 m3/日）は，金町浄水場，三郷浄水場に次いで 3 番目に
導入する浄水場である。朝霞浄水場の高度浄水処理は，既
設浄水場の砂ろ過水を原水とし，オゾン発生装置 4 台を有
するオゾン処理設備，オゾン接触池（18 池）
，生物活性炭
吸着池（40 池）
，その後段に砂ろ過池（後段ろ過池：40 池）
を有する。オゾン発生器は，単機発生量 19 kg/h，オゾン
濃度 25 g/Nm3 の空気源方式オゾナイザを採用し，定格オ
ゾン注入率は 2 ppm である。富士電機はこの浄水場に対
し，高度浄水施設の建設を 2001 年 12 月に開始し，2004
年 10 月に約 3 年の工事を完了した。

高濃縮型サイフォン式ろ過濃縮装置
浄水汚泥は，重力沈降により濃縮したあと機械脱水ある
いは天日乾燥処理されている。ところが，冬期など低濁度
原水から発生する水酸化アルミニウムや藻類が多い汚泥で
は，重力濃縮濃度が高くならず脱水機の処理量不足や脱水
汚泥の含水率が低下しないなどの問題が生じている。富士
電機は，浄水汚泥を重力濃縮の数倍に濃縮する省エネル
ギー性が高いサイフォン式ろ過濃縮装置を納入し，脱水設
備の高効率な運転に貢献してきている。このたび，ろ過エ
レメント構造および運転制御方法の合理化を進め，従来よ
り濃縮濃度が 1.5 倍に上昇できる高濃縮型サイフォン式ろ
過濃縮装置の製品化に成功した。この装置の適用により，
凍結融解処理方式，加圧脱水方式などの各種脱水設備の容
量，電力消費および天日乾燥床の面積，乾燥日数が大幅に
削減される効果が得られる。
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水処理システム
オンサイト塩水電解消毒装置「アクアセーフ」
安心して飲める水を作るために塩素は必要不可欠である。

図１０

オンサイト塩水電解消毒装置「アクアセーフ」

図１１

新型水質安全モニタ

図１２

NALMET 自動注入システム

塩水の電気分解により，次亜塩素酸ナトリウムを必要量だ
け，必要な場所で生成できるオンサイト塩水電解消毒装置
「アクアセーフ」を開発した。この装置を分散配置するこ
とにより，次亜塩素酸ナトリウムを 1 か所で過剰に注入す
ることなく，配水系統の残留塩素濃度の均一化を図る。
用途は処理水量 2,000 m3/日の配水池の追塩，あるいは
処理水量 700 m3/日の簡易水道浄水場の殺菌である。2004
年 12 月，奈良県吉野郡西吉野村の簡易水道施設にアクア
セーフ 2 台を納入した。
この装置の特徴は次のとおりである。①安全性が高い。
②維持管理が容易。③省エネルギー，省コスト。④次亜塩
素酸ナトリウムの最適注入制御や遠隔監視も可能。

新型水質安全モニタ
2004 年度の水質基準改正にて，従来に増して水源水質
に対応したよりきめ細やかな水質管理が求められている。
富士電機ではこのような要求に応えるべく，従来から原
水中の急性毒物をバイオアッセイの技術により検出する水
質安全モニタを開発・販売してきた。今回，下記の特長を
持った新型の水質安全モニタを開発した。
（1） 微生物膜を温度コントロールすることにより毒物感度

を維持し，さまざまな原水水質に対応
（2 ） 微生物膜保守間隔を従来の 1 か月から 2 か月に延長
（3） 感度制御により毒物感度を従来の 2 〜 3 倍にアップ

新型水質安全モニタは e-Water の持込研究として，
2004 年 5 月から枚方市の協力を得てフィールド試験を行
い，2004 年 10 月現在所定の性能が確認されている。

製造業向け水処理ソリューション
民間工場における重金属廃水は，一般的に薬剤添加と
pH 調整により，対象重金属を凝集および凝結させてフ
ロック化し，沈降分離させて除去している。しかし，廃水
原水の水質や水量が変動するため，薬剤の注入方法が定ま
らず，処理の最適化を実現することが困難となる場合があ
る。富士電機では，片山ナルコ株式会社と協同で推進して

NALMET
コントローラ

いる民需向け水処理ソリューションビジネスのメニューの
一つとして，これらの廃水処理の最適化に取り組んでいる。

薬品
タンク

薬注
ポンプ

NALMET は米国・ナルコ社の重金属除去剤で，重金属を
沈殿しにくくするキレート剤が混在した状況でも効果を発
揮する。専用のコントローラを持っており，薬剤注入の

原
水

フィードバック制御を実現できる。この薬剤とシステムを
用い，現在は某半導体工場で薬注最適化の実現に取り組ん

処
理
水

検出部
クラリファイヤ
処理タンク

でいる。
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環境システム
給食生ごみメタン発酵パイロットプラント実証
食品廃棄物のリサイクルを目的として，富士電機は東京

図１３

実証試験の処理フロー

都日野市クリーンセンター内で，学校給食生ごみを用いた
電気・熱

実証試験は 2004 年 1 月から開始し，処理フローは図に

余剰バイオガス
ガス
ホルダ

学校給食厨芥
（ちゅうかい）

示すとおりであるが，よりコンパクトで低コストなシステ
ムを目指し，2004 年 8 月に設備を改造した。主な改造点
は次の 3 点である。①メタン発酵槽の滞留日数を 8 日から

エネルギー利用
設備（利用例）

ガス浄化・
利用ユニット

メタン発酵によるバイオガス化実証試験を行っている。

余剰ガス
燃焼装置

ガスエンジン

ボイラ
脱硫塔

生ごみ
回収

生ごみ

4 日とし，発酵槽を小型化。②廃液処理プロセスを通常の

天然ガス
自動車

燃料電池

希釈水

硝化脱窒＋膜分離方式から亜硝酸型脱窒＋凝集沈殿方式と

液肥利用

し，ランニングコストを低減。③余剰汚泥の一部をメタン

脱水汚泥

粉砕分別機
異物
熱
交換機

発酵槽に返送し，汚泥発生量を低減。

脱水機

今後，長期の運転による実証データを取得し，コンパク

調整槽

生物処理槽

メタン発酵
ユニット

前処理ユニット

トで低コストなシステムとして事業化を図っていく。

メタン発酵槽

廃液処理
ユニット

下水放流

飲料缶処理用誘導加熱式乾留システム
飲料缶の高品位リサイクルを目的として，富士電機は熱

図１４

飲料缶処理用誘導加熱式乾留システム

図１５

青森エコタウン 50 t/日級システムフロー

効率に優れる誘導加熱を用いて缶の塗装除去を乾留処理す
るシステムを開発した。
このシステムは次のような特長を持っている。①金属を
酸化させず高品位でリサイクルができる，②加熱容器内の
雰囲気温度が均一化されており安定操業ができる，③窒素
雰囲気中で熱処理するためダイオキシン類の生成が抑制さ
れる。
富士電機と日青鋼業グループは，北九州エコタウン実証
研究エリアに実証設備を設置し 2003 年 12 月に運転を開始
し，飲料缶と同品質の金属素材の回収および従来の燃焼処
理方式と比べ金属回収率が向上することを確認した。
今後は金属の回収率向上および高品位リサイクルが図れ
る設備として他用途化も検討していく。

青森エコタウン 焼却灰・ホタテ貝殻リサイクル施設
一般廃棄物，産業廃棄物焼却灰の無害化処理および青森
県内に放置されたホタテ貝殻を有効利用するリサイクル施
設が本格稼動に入っている。この施設では，県内を主体に
県内企業の大平洋金属株式会社で，富士電機は直流電源設

大気

磁選

多業者からの焼却灰を受け入れ処理している。事業主体は
受入れホッパ

乾燥機

備，計装設備などを担当した。集められた焼却灰は，燃焼

バグフィルタ（B/F）
＋活性炭吸着塔

程度や含有成分が多様のため，直流電気式溶融炉を安定稼
大型
石材

動させるには大きな課題があった。そのため，成分調整剤
の配合や，電気炉炉内圧制御方法の改良工夫などを行い，
現在安定に稼動し，無害な人工石を順調に製造している。

副原料
ホッパ

電気炉

出滓口・
連鋳機

鋳型，
スラグ台車

この施設は富士電機と大平洋金属株式会社が環境事業団の
助成を受けて実証した，焼却灰とホタテ貝殻を混合溶融し
藻場として活用できる海洋石材などのクリーンな人工石材
化技術が評価された結果である。
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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
クリーンシステム
交通システム
監視制御システム

展

望

産業，社会インフラストラクチャー（インフラ）分野を

エネルギー，CO2 削減に貢献できる製品のシリーズ化を

取り巻く環境は厳しいことに変わりはないが，最近では民

完了した。また，燃料電池を適用した熱電併給システムを

間設備投資にも増加傾向がみられるようになってきた。富

自治体病院向けに納入するなど省エネルギーと環境保全に

士電機は，この分野における最適なソリューションとサー

も取り組んでいる。海外向けでは，台湾化学繊維/中国・

ビスを提供すべく取り組んでいる。

寧波化学プラント向けに 220/110 kV 変電設備を納入した。

産業パワーエレクトロニクス機器・システム分野では，

今後も中国向け変電設備の納入拡大に取り組んでいく。

高機能かつコンパクトな設置スペース，あるいは過去最高

クリーンルームシステム分野では，液晶分野での液晶基

の受電電圧の大容量整流設備（S フォーマ）を国内外に納

板の大型化・自動化対応として，気流制御・ IT 技術を駆

入した。また，可変速制御装置では，高圧インバータの適

使した最先端の大規模・自動化液晶工場を納入した。また，

用範囲のさらなる拡大を図るとともに，直流可変速制御装

機器においては，高機能化・省エネルギー化，IT 化，低

置の更新需要に柔軟に応えるため，ユニット形直流電動機

コ ス ト 化 な ど の 対 応 と し て DC ブ ラ シ レ ス モ ー タ 搭 載

制御装置を製品化した。さらに，大型化する造船所のク

FFU の高機能化と統合監視システム，トレーサビリティ

レーン設備に対し，耐環境性と省エネルギー効果に優れた

システム，手袋装着装置などを開発・商品化し納入した。

全交流の大型クレーンドライブシステムを納入し，また溶

電気鉄道地上分野では，第三セクター鉄道の新設あるい

接効率の向上と整合装置体積の縮小を実現し，操作性に優

は各種更新工事が行われてきた。各種変電設備を納入した

れた電縫管溶接装置を製品化した。産業機器システムでは，

つくばエクスプレスでは試運転が開始され，名古屋市地下

各種パッケージと容易なエンジニアリング手法を備え，汎

鉄 4 号線には最新鋭の機器を採用した変電所設備を，横浜

用機器で構成する中小規模監視制御システムを製品化した。

市交通局，京福電気鉄道株式会社の更新工事には縮小型主

計測制御システム分野では，
「進化と継承」をコンセプ

回路機器ならびに新型配電盤などで構成した変電設備を納

トにしたオープン統合化制御システム「MICREX-AX」
「FOCUS」でユーザーニーズを実現してきたが，さらなる

入した。また，新規分野としてスルッと KANSAI に IC
カード決済端末機を納入した。車両分野では 700 系新幹線

市場要望に対して，汎用 PLC をベースとした「Jupiter」

増備車 6 編成用に主回路電機品一式，東日本旅客鉄道株式

も製品にラインアップした。従来の HMI，ネットワーク

会社東海道線 E231 系と東京都交通局 10-300 形電車に補

のオープン化だけではなく，コントローラにおいてもオー

助電源装置，ならびに東海道線 E231 系と常磐線 E531 系

プン化を実現し，DCS に必須な冗長化構成を可能にした。

には引き続きリニアドアを納入した。愛知高速交通株式会

エンジニアリングにおいてもオープン化を推進し，

社 Linimo 用磁気浮上ユニットは全 9 編成を納入し，2005

Windows で動作する「HEART」を採用し，大規模な食

年 3 月の愛知万博開催に向けて試運転を開始した。また，

品プラントへ納入し，汎用 PLC での本格的な DCS への適

ニューヨーク地下鉄 R160 向けリニアドアの出荷を開始し

用を実現した。情報システムにおいては，Web 化を推進

た。道路空港分野では，首都高速道路埼玉新都心線に世界

し，DCS の遠隔監視が可能な Web 監視システムを提供す

初の交流型電気集じん機，成田国際空港第 2 給油センタお

るとともに，製造管理システム「Fe-MES」を製品化した。

よび中部国際空港給油施設に計装コンピュータ設備，なら

これによりオフィスから現場までのシームレスな垂直統合

びに国土交通省地方整備局に木曽川水閘門
（すいこうもん）

システムを実現することができる。さらに，新情報制御シ

遠方監視制御設備を納入した。

ステム「MICREX-NX」を開発し，受注した。
施設電機システム分野では，トップランナー方式による
基準値をクリアしたモールド変圧器をいち早く開発し，省

今後も，産業，社会インフラ分野における電機・計測・
情報制御技術を核にした，最適なソリューションとサービ
スをお客様にお届けする所存である。
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バーレーン ALBA 向けアルミニウム電解用整流設備
中近東バーレーン ALBA 向けに，先のモザール向けに

図１

ALBA 向けアルミニウム電解用整流設備

図２

稼動中の東ソー株式会社向け S フォーマ

図３

大容量高圧インバータ

引き続き最大級の大容量整流設備（S フォーマ）を納入し
た。2005 年 2 月の運転開始を予定している。この設備は
電圧調整用変圧器，整流器用変圧器，ダイオード整流器か
ら構成される単器 S フォーマを 6 ユニット並列接続し，
220 kV を受電，DC1,585 V，360 kA の出力を給電する能
力を有するものであり，このことによりポットラインあた
りとしては世界最大の 30 万トン/年の生産を可能とした。
この設備には，次の特徴がある。
（1） 過去最高の受電電圧 220 kV を受け，0 V からの連続

調整可能な直流電圧を得るために高電圧・高電流用負荷
時タップ切換器を採用した。
（2 ） 過去最高の周囲温度 55 ℃での連続運転が可能である。

東ソー株式会社向け IM ソーダ電解用整流設備
東ソー株式会社向けに国内最大級の大容量整流設備（S
フォーマ）を納入し好調に稼動している。この設備は次の
特長がある。
（1） 単器 DC645 V，23 〜 27 kA × 3 回路，合計 73kA で，

出力は各回路個別に任意に制御が可能である。これによ
り三つの IM（イオン交換膜）電解槽の電流を個別にゼ
ロからフルまで制御，運転・停止できる。
（2 ） 入力は 66 kV で，22 kV に降圧する 105 MVA 降圧変

圧器と整流器用変圧器を同一タンクに内蔵させることで，
きわめてコンパクトな設置スペースを実現している。
（3） 降圧変圧器の 22 kV 出力を外部に引き出し，高調波

フィルタを設置して高調波低減と力率改善を図っている。
将来さらに，35 MW の S フォーマを高調波フィルタと
ともに増設できるように考慮されている。

高圧インバータの容量系列拡大
省エネルギーを目的としたファン，ポンプ，ブロワなど
の可変速運転用として，出力トランスレスで高圧電動機を
直接駆動できる 3.3/6.6 kV 高圧 IGBT インバータをすでに
製品化し販売している。さらに適用範囲の拡大・機能拡
充・コストダウンを図るため，以下の系列・機能を製品化
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産業パワーエレクトロニクス機器・システム
ユニット形直流電動機制御装置「LEONIC-M Compact」
直流電動機は現在も数多く使用されているが，アナログ

図４

ユニット形直流電動機制御装置「LEONIC-M Compact」

図５

株式会社川崎造船納入門形クレーン 2 基

図６

新型電縫管溶接装置の構成機器

制御サイリスタレオナード装置（DSR シリーズ，LEO
NIC-U シリーズなど）はアナログ部品の入手が困難であ
るため保守対応が難しい状況になっている。
LEONIC-M Compact は高機能かつコンパクトなディジ
タル制御サイリスタレオナード装置であり，単なる老朽化
更新に終わらない，さまざまなメリットを得ることができ
る。
（1） 全回路をユニット内に収納
（2 ） 現在のインタフェース，速度検出器を流用可能
（3） 上位制御装置と伝送接続可能
（4 ） パソコンローダによるメンテナンス，フィールド機器

監視アダプタ「plusFSITE」によるリモート監視に対応

造船所向け大型クレーン用ドライブシステム
近年，船舶の大型化に伴い，その建造工期の短縮と船上
作業の削減などの安全性向上のため，造船所で使われるク
レーンも，つり荷重 300 t クラスのジブクレーン，800t ク
ラスの門形クレーンなど大型化してきた。富士電機は業界
最高峰の制御性能を有するベクトル制御形インバータ
「FRENIC5000VG7S シリーズ」を用いて，住友重機械工
業株式会社向けに，その主要ドライブシステムを納入した。
その特徴は次のとおりである。
（1） 全交流ドライブによる耐環境性の強化
（2 ） 巻上げ，旋回，走行など制御切換にて同一機種のイン

バータで統一し，保守性の向上を実施
（3） マルチ駆動方式による巻上装置の大容量化
（4 ） 巻下げ時の回生エネルギーの活用にて省エネルギー化

を実現

新型電縫管溶接装置
新しい整合方式を採用した，半導体式の電縫管溶接装置
を開発した。現在 5 台の溶接装置が稼動中である。この溶
接装置の特長は次のとおりである。
（1） 真空管式の溶接装置に比べ，溶接効率が 20 〜 50 ％程

度向上している。
（2 ） ライン近傍に設置される整合装置の体積が従来の約
整合部

1/3（当社比）となり，リプレースが容易である。
溶接機電源

（3） 自動マッチング機構（オプション）により，常に最適

溶接の様子

な運転状態を維持する。
（4 ） グラフィックパネルを備え，運転データやトラブル発

生時のガイダンスなどの表示を行うことができる。
グラフィック
パネル
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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
食品分野では生産拠点の統合や生産のさらなる効率化が

図７

食品プラントのトレーサビリティシステムの概念

進んでいる。また，食品の衛生管理のための HACCP（危
害分析・重要管理点），品質管理のためのトレーサビリ
ティシステムおよび生産管理から製造監視制御までをシー
ムレスに連携した総合生産管理システムの構築が要求され

従来モデル
原料
メーカー

関連製造メーカー

本社

問合せ・
回答

問合せ・
回答

お客様

問合せ・
回答

問合せ・回答

る。
このような状況の中で，富士電機は旭電化工業株式会社

生産管理
機関システム

製造部門
（各工場）

需要
販売

営業所

イントラネット・インターネット
の活用による情報公開

鹿島工場西製造所 CM 製造システムの更新に際し，監視

本社

営業所

品質管理

制御システムとしてパソコン DCS（FOCUS）を納入し，

〈トレーサビリティセンター〉
オンライン情報公開

本社からの生産指示を受けて配合管理から製造までをシー

配送センター

ムレスに連携したシステムを構築した。今後は DCS の

関連製造
メーカー

データ加工および上位通信を効率化し，トレーサビリティ

原料
メーカー

システムを強化する予定である。

第一
工場

中間
製品

中間
製品

第二
工場

第三
工場

ビールプラントの計測制御システム
ビール業界では，ビール・発泡酒などの新商品対応や発

図８

ビールプラントの計測制御システムの構成

図９

化学プラントの計測制御システム例

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。
このような状況の中，富士電機は DCS コントローラに
汎用 PLC（MICREX-SX）を応用し，高機能・高信頼性
，コントローラのエンジニアリング
化した「SX-Jupiter」
に エ ン ジ ニ ア リ ン グ 革 命 ツ ー ル 「 HEART」， HMI に
SCADA ソ フ ト ウ ェ ア （ INTOUCH） を ベ ー ス に し た
「FOCUS」を適用し，上記要求にお応えしている。

化学プラントの計測制御システム
化学分野では，2003 年から相次いで発生した産業界で
の工場事故を考慮し，設備維持に必要な機能改善・新品種
対応および更新に対する設備投資が，積極的に実施される
ようになった。

製造処方SVと現在PVを
重ね合わせて監視できる。

製造管理

績分析支援システムと Web システム化を提案し，導入し

実績分析PC

銘柄管理PC

実績分析結果をWeb
経由で事務室にて確
認可能

運転操作統合

実績データ
分析

監視制御

最近のシステム導入に際しては，単なる更新だけではな
く，製品品質向上および製造実績傾向分析を目的とした実

化学分析PC

銘柄管理
システム

情報LAN

オペレータステーション

運転監視
操作

バッチ報

データベース
ステーション

計器室

ていただいている。某ファインケミカルプラント監視制御
システムの更新においても，この実績分析 Web システム

高信頼性コントローラ

制御 EI融合コントローラ
資産の継承

を新機能として搭載し更新中である。そのほか，省エネル
ギー対策のシステム追加やシステムのマイグレーションも
最近の設備投資の傾向でもある。
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リモート
メンテ
ナンス

エンジニアリング
革命ツール
「HEART」により
運転方案を簡単に
ソフトウェア化で
きる。

コントロール
ステーション
ループ操作

製造シーケンス

製造処方が
簡単に設定
できる。

制御LAN
100 Mbps
現場耐圧防爆
タッチモニタ

DCSと同じ監視
操作ができる。

①統合高効率生産システムの構築
オープン統合化分散監視制御システム
②監視操作をさらに使いやすく
③品質マネジメントシステムの構築
④製品実績データ分析，品質改善の効率化
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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
鉄鋼業界では中国の好景気の追い風を受け，生産設備は
フル稼動の状態であり，また国内外ともに高炉・転炉設備
などの新設・改修が相次いで行われている。

図１０

製鋼設備の計測制御システム

プロセス
コンピュータ

富士電機では，2004 年に中国向け製鋼制御システムと

情報LAN：Ethernet（100 Mbps）

して HMI，コントローラ合わせて 26 ステーションの大規

データ
ベース
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模な分散制御システム「MICREX-AX」を納入した。日
ソフト
コピー用
プリンタ

本国内の製鉄所では，新規設備の建設とともに制御システ
ムの老朽化更新も進められている。富士電機では最新機種
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リング
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：
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への部分更新から全面更新まで，豊富な更新メニューを取
りそろえている。ソフトウェア資産においてはコンバータ

Ethernet

を使用し短期間でコストミニマムな更新を可能としている。
2004 年は部分更新した制御システムを多数納入した。

OG
ACS2000

上底吹
ACS2000
転炉設備
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ACS2000
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エネルギーセンタの計測制御システム
鉄鋼業はエネルギー多消費型産業であり，その多種多様

図１１

受変電設備計測制御装置の中央操作室

図１２

沖縄電力株式会社牧港火力発電所の中央操作室

なエネルギーを集中監視・制御し，生産工場への安定供給
を目的とするエネルギーセンタは，富士電機の得意とする
分野の一つである。現在，既存のエネルギーセンタ計装シ
ステムの老朽化更新を促進しており，このたび，新日本製
鐵株式会社君津製鐵所向けに，受変電設備 DCS 監視シス
テムを納入し，運用を開始したので紹介する。従来，テレ
メ・テレコン装置とパネル・デスク計装装置の組合せによ
り操業している受変電設備を，他の動力設備と同様に DC
S 化し，HMI による集中監視・操作を可能とした。HMI
化においては，運転方案を集約し従来の操作手順を自動化
することによる，操作員の負荷軽減および操作ミス低減を
配慮した機能構築を行った。現在，製鐵所内に点在する各
変電所についても，今回と同様な DCS 化を推進中である。

火力発電所設備の計測制御システム
効率的な発電所の運用，合理的な運転管理や電力の安定
供給のため，火力発電設備の計測制御システムは，自動化
範囲の拡大，制御性・保全性・操作性の向上など高度化が
進んできている。このような中，川崎重工業株式会社経由
沖縄電力株式会社牧港火力発電所 7 号機ボイラ計装設備に
おける長寿命化対策として，オープンな環境で信頼性・保
守性に優れた分散制御システム「MICREX-AX」を納入
した。DCS 化により，従来では実現困難であった制御機
能の高度化，起動・停止の自動化による省力化および操作
性の向上を実現した。また，既存の安全計装機能を生かし，
さらに，ボイラ制御用コントローラに「ACS-2000」の二
重化システムを採用し，事業用火力発電所としての信頼性
を確保した。
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計測制御システム
石油・天然ガス生産輸送施設の計測制御システム
石油資源開発株式会社の秋田鉱業所由利原鉱場に新日本

図１３

DCS 監視画面

図１４

専用回線と公衆回線の複合システム

図１５

東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場の中央

製鐵株式会社経由にて，計測制御システムを納入した。9
か所の坑井基地から原油，ガスを収集し，中央基地にて処
理，貯蔵を行う。計測制御システムは坑井基地，中央基地，
ローリー出荷，天然ガスパイプラインの監視制御を行う。
システム構成機器は，中央基地の監視用として FA パソコ
ンに DCS パッケージを搭載した「FOCUS」
（フォーカス）
を，分散する各基地の制御用には「MICREX-SX」を納入
した。各基地と中央基地間は私設専用線を使用し，テレ
メータ・テレコントローラ（TMTC）の MTCA で取合い
を行い，さらに天然ガスのパイプライン監視用の MIC
REX-SX と中央基地は，日本電信電話株式会社のディジ
タル専用回線 IP-VPN にて接続している。

都市ガスプラントの計測制御システム
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，このエネルギーの転換とガス供給ラインの統合化
によりガス供給ラインが拡張している。
富士電機では，このガス供給ラインに点在する末端のガ
バナ設備での送出圧力，遮断弁などを遠隔から監視制御し，
リアルタイム性の向上および緊急時の防災設備としてのガ
バナ監視システムを北海道ガス株式会社小樽支店へ納入し
た。このシステムはパソコン SCADA，プログラマブルコ
ントローラおよびタッチパネルから構成されており，パソ
コンメンテナンス時のバックアップを可能にした高信頼な
システムである。監視対象局は 7 局で，その機能に合わせ
通信回線を公衆回線・専用回線とのマルチ回線で接続され
ており，運用コスト低減を目指したシステムである。

ごみ焼却プラントの計測制御システム
ごみ焼却プラントは，生活で排出されるごみ（一般廃棄
物）を処理するために必要な設備であり，各自治体が運営
している。また，環境問題対応・運営効率化などの社会的
要請から大規模・高機能な複合プラントになっており，焼
却により発生した熱は，発電・熱供給に利用されている。
計測制御システムは，中央制御室でのプラント全体監視，
自動制御，炉の立上げ立下げ自動化，連続運転に耐えられ
る高信頼性などが要求されるシステムである。
富士電機では，要求事項を分散型制御システム（MIC
REX- AX）を核とし，時代に合った最新システムで構
築・納入している。さらに運転・管理支援システムを導入
し，オペレーターや管理者の業務効率向上など，ごみ焼却
プラント操業の一翼を担い社会に貢献している。
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施設電機システム
トップランナー変圧器適合のモールド変圧器「モルトラ」
（FM-KT，FM-CT シリーズ）
地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）の排出量を

図１６

トップランナーモルトラ（三相 300 kVA）

抑えるため，省エネルギー法（
「エネルギーの使用の合理
化に関する法律」
）特定機器として高圧配電用変圧器が指
定された。トップランナー方式による基準値をクリアした
トップランナー変圧器は，目標年度（油入：2006 年，
モールド：2007 年）から全面切替えされる。富士電機は
トップランナー基準値に適合した FM-KT，FM-CT シ
リーズをいち早く開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） エネルギー消費効率を 27 ％削減（対標準品）
（2 ） 電力料金，CO2 削減に大きく貢献
（3） 床面積は従来タイプとほぼ同等
（4 ） 大幅な低騒音化（−5 dB）を実現
（5） 全容量に真空モールド巻線を採用

自治体病院向け燃料電池コージェネレーションシステム
近年，地域医療支援病院制度などによる医療機関の役割

図１７

燃料電池発電装置

図１８

145 kV，40 kA

分担が推進されており，地域医療機関の中核を担う病院で
は高度医療機器の整備や看護施設の拡充が求められている。
このような背景から病院施設の電気，熱などのエネルギー
需要は増加傾向にあり，施設運営上，省エネルギー化が重
要な課題となっている。このたび富士電機では自治体病院
向けに 100 kVA 燃料電池コージェネレーション設備一式
を納入した。この設備では都市ガスを燃料とし，発電され
た電気は商用電源系統と連携して電気設備に供給するとと
もに，排熱は高温水および低温水としてそれぞれ空調設備
および給湯設備に利用されている。電気と熱の安定供給は
もとより，高いエネルギー利用率による省エネルギー化と，
人と環境に優しいクリーンなエネルギーとして病院運営に
貢献している。

中国・寧波化学プラント向け 220/110 kV 変電所
台湾プラスチックグループ中国・寧波化学プラントの主

GIS

電源設備用として，台湾化学繊維（FCFC）向けに 220/
110 kV 変電設備を納入し，2004 年 2 月から順調に運転を
開始した。受電 220 kV 機器は屋外ストラクチャ方式で，
2 回線受電母線連絡遮断器付き系統構成となっている。
110 kV 系統は 145 kV，40 kA 定格の屋外ガス絶縁開閉装
置（GIS）の適用，132 kV 級電力ケーブルによる配電方式
を採用し，定格を 1 ランクアップさせることによりさらな
る信頼性向上を図っている。変電所敷地の縮小化，周囲環
境との調和，据付け工期の短縮など，GIS 式変電所の特長
を最大限に発揮できた。
引き続き，110 kV 系統の二期，三期増設が近々予定さ
れている。
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クリーンルーム用トレーサビリティピックアップセンサ
液晶・半導体，医薬品などのクリーンルームでは，清浄

図１９

トレーサビリティピックアップセンサ

図２０

高機能 DC ブラシレスモータ搭載 FFU ・モータ・基板

図２１

クリーン手袋装着装置「F-Glove」

度，温湿度，風速などの変動が，製品の品質・歩留りに直
結するのできわめて重要な管理項目となっている。しかし，
清浄度を計測するパーティクルカウンタや風速計は高価な
ため，リアルタイムで広範囲に計測することは困難であっ
た。このたび，安価で監視システムとの通信インタフェー
スを搭載したクリーンルーム用パーティクルカウンタと，
風向・風速センサを開発・製品化した。
（1） パーティクル・温湿度・差圧センサ

パーティクル量（粒径：0.3 µm，1.0 µm）
，温度，湿度，
差圧を 1 台で計測する複合センサ
（2 ） 風向・風速センサ

− 2.0 〜＋ 2.0 m/s の風速を，風向の正逆を含めて測定

高機能 DC ブラシレスモータ搭載 FFU の商品化
近年の液晶工場では基板の大型化に伴いクリーンルーム
も大型化している。現状ラインアップされているファン
フィルタユニット（FFU）の能力では顧客から要求され
ているクリーンルーム機能を満足させることが困難になっ
てきている。そこで富士電機では高機能 FFU を商品化し
た。従来品に比べての特徴は次のとおりである。
（1） 総合効率が 46 ％から 50 ％以上へ向上
（2 ） 機外静圧 250 Pa 時，風量を 15 m3/min から 50 m3/

min まで大風量化
（3） モータの冷却方式および巻線充てん効率の改善を行い，

モータの耐久性を向上
（4 ） モータの駆動制御基板にアナログ入力インタフェース

を設け，各種計測センサ信号の取込みが可能

クリーン手袋装着装置「F-Glove」
液晶・半導体のクリーンルームや医薬品，食品分野にお
いて，品質向上，歩留り向上，日持ち向上，食中毒防止，
血液などからの感染防止，衛生管理，安全性確保などのた
めに，クリーンエリアへの入室前の手洗いと手袋装着，退
室時の手袋管理が重要になっている。
このたび，送風機を内蔵してエアブローにより手袋を膨
らませて装着をスムーズに行う半自動手袋装着装置（FPOG300）を開発・製品化した。設置工事不要でコンセン
トに接続するのみで使用可能である。また，発じんがなく
高効率の DC ブラシレスモータを採用している。手袋に手
を触れることなく取り外せる取外し機（F-TOG100）と組
み合わせることで，更衣室の混雑緩和，衛生管理・安全性
向上などが図れる。
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つくばエクスプレスみどりの変電所
つくばエクスプレスの建設に伴い，みどりの変電所と小

図２２

みどりの変電所き電用ガス絶縁単巻変圧器

図２３

純水沸騰冷却自冷式電力回生インバータ

図２４

72kV ガス絶縁開閉装置（C-GIS）

貝川・つくば AT ポストに交流き電設備一式を納入した。
主な設備は 66 kV 受電用・ 22 kV き電用ガス絶縁開閉装
置，き電用ガス絶縁主変圧器，き電用ガス絶縁単巻変圧器，
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。
（1） 全設備にオイルレス機器を採用し，線路高架下建屋で

の火災への安全性を高めている。
（2 ） 受電・き電設備は，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。
（3） 主制御用配電盤は，350 mm 幅の回線単位盤で省ス

ペース化を図るとともに，保護リレーの二重化や PLC
ダウン時のバックアップ回路などにより高信頼化を実現
している。

名古屋市交通局山下通変電所
地下鉄 4 号線延伸工事の一環として，山下通変電所に受
変電設備一式を納入した。主な設備は，受電設備，整流設
備，き電設備，電力回生インバータ設備，高配設備，主制
御用配電盤設備，非常用発電設備で，その特徴は次のとお
りである。
（1） 受電設備には，遮断器を VCB とする 84 kV 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。
（2 ） 電力回生インバータには，冷媒を純水とする沸騰冷却

自冷式のインバータ（直列 12 パルス）を初めて採用し，
回生ブレーキの安定性向上と回生電力の有効利用を図っ
ている。
（3） 主制御用配電盤設備には，故障表示・警報回路に二重

化 PLC を採用し，信頼性の向上を図っている。

横浜市交通局蒔田変電所
蒔田変電所特別高圧受変電設備の老朽化に伴い，機器更
新工事を実施した。主な設備は，72 kV ガス絶縁開閉装置，
22 kV 閉鎖配電盤，直流 750 V 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。
（1） 72 kV C-GIS の採用により大幅な省スペース化を図り

搬入および切換回数の削減による据付け工期の短縮化を
実現している。
（2 ） 主制御用配電盤はユニット形ディジタルリレーを採用

し，系統ごとにすべて二重化構成とすることにより高信
頼性を図っている。
（3） 短納期の条件下，既設装置との効率的切換方法などを

検討し円滑に現地工事を完遂した。
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京福電気鉄道株式会社帷子ノ辻変電所
既存変電設備の老朽化に伴い変電設備を新設したもので，

図２５

整流器設備

図２６

整流器設備

図２７

PiTaPa 専用端末機

建屋を含めた設備一式を納入した。主な設備は遠方監視制
御装置，高圧受配電設備，整流設備，直流き電設備であり，
特徴は次のとおりである。
（1） 低騒音形変圧器を採用し，さらに建屋側の防音設計を

行うことで周辺環境に配慮している。
（2 ） 整流器の冷媒には純水を使用することで地球環境に配

慮している。また，沸騰冷却式を採用することで小型化
を実現している。高調波対策としては等価 12 パルス整
流方式により実現している。
（3） 監視・制御・保護・計測をディジタル化することで機

器実装数，配線数，接続点数を極小化し，シンプルゆえ
に故障率が低く，信頼性の高いシステムを実現している。

地下鉄変電所設備
直流変電設備増強の一環として，整流器設備増設工事を
実施した。主な設備は，24 kV ガス絶縁開閉装置，ガス絶
縁変圧器，沸騰冷却式シリコン整流器，直流 1,500 V 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。
（1） 24 kV C-GIS の採用により，従来の空気絶縁の配電盤

と比較し，約 70 ％の省スペース化を図っている。
（2 ） 整流器は 12 パルス方式とし高調波対策を図っている。
（3） 主制御用配電盤は 350 mm 幅の回線単位盤であり，従

来盤と比較し，約 75 ％の省スペース化を図っている。
また，ディジタル保護リレーを採用し，高信頼性，保守
省力化を実現している。

PiTaPa 専用決済端末機
関西圏の 49 社局の鉄道ならびにバス事業者で構成する
「スルッと KANSAI 協議会」では 2004 年 8 月 1 日から阪
急電鉄株式会社，京阪電気鉄道株式会社，能勢電鉄株式会
社の 3 社において，IC カードによる世界初のポストペイ
（後払い）決済サービス「PiTaPa」の交通サービスを先行
開始しているが，10 月 1 日からこの決済サービスを駅構
内や市街の店舗での物販や飲食，ならびに観光施設などの
入場にも拡大した。富士電機はこの決済サービスを行う専
用端末機を初回約 200 店舗・施設に納入した。鉄道向け
IC カードの全国共通規格に準拠した高度なセキュリティ
と高速処理，コンパクトな形状，容易なオペレーションを
実現している。今後サービスエリアの拡大によるカードホ
ルダの増加に対応し，導入店舗・施設の拡大と機能の拡充
が図られる。
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愛知高速交通株式会社 Linimo（東部丘陵線）向け磁気浮上システム
富士電機は愛知万博開催に合わせて 2005 年 3 月に開業

図２８

Linimo と MDU

する愛知高速交通株式会社 Linimo の常電導吸引式磁気浮
上列車向け浮上システム全 9 編成用を製作・納入した。
通常車両の台車に相当する浮上ユニットは 1 両に 10 台
装備され，各ユニットに設けられた 2 組の磁気浮上マグ
ネットと浮上センサを，1 両あたり 10 台のマグネットド
ライバユニット（MDU）で駆動制御する。MDU の特徴
を以下に記す。
（1） 全ディジタル制御 IGBT チョッパ駆動
（2 ） マイクロプロセッサによる各種保護診断機能の充実
（3） 耐環境，保守性を考慮した引出式密閉箱構造の採用

Linimo（東部丘陵線）は 2005 年 3 月の開業に向けて営
業線での調整・試験運転を実施中であり，愛知万博来場者

※Linimo（またはリニモ）は東部丘陵線の愛称

の主要アクセスの一つとして活躍する予定である。

東日本旅客鉄道株式会社東海道線 E231 系向けリニアドアシステム
東日本旅客鉄道株式会社は 2004 年 10 月のダイヤ改正で

図２９

待機冗長バックアップシステムを搭載した E231 系電車

図３０

10-300 形向け補助電源装置

東海道線に E231 系電車を投入するとともに，東北･高崎
線および湘南新宿ラインに新たにグリーン車を投入した。
富士電機は，万が一の不具合発生に対しても運転の継続が
可能な待機冗長型バックアップ方式のリニアモータ駆動ド
アシステムを製作・納入した。以下に今回の特徴を記す。
（1） リニアモータ駆動用 IGBT および速度・磁極位置検出

用のエンコーダを含めてコントローラを完全二重化した。
（2 ） 冗長化を機器内で完結させ，特別な機器間配線などは

不要とした。
（3） アクチュエータを含めて完全二重化したことで，バッ

クアップ時でも機能・性能は低下しない。
（4 ） 信号インタフェースを完全無接点化した。
（5） 新たにグリーン車用の片引きドアを製品系列に加えた。

東京都交通局新宿線 10-300 形向け補助電源装置
東京都交通局は，地下鉄新宿線に 10-300 形新造電車を
2005 年初夏に投入する。富士電機はこの車両に対し，車
両に搭載されている空調・照明機器や制御機器用に架線電
圧の直流 1,500 V を三相交流 440 V に変換して供給する，
容量 210 kVA の補助電源装置を納入した。この車両の狙
いは，実績あるシステムの適用による信頼性向上，半導体
変換器適用や冷却性能向上による軽量化・省エネルギー
化・省保守化・低騒音化・親環境性の向上である。納入し
た補助電源装置には次の特徴がある。
（1） パワー半導体に IGBT を適用した。
（2 ） IGBT の冷却方式の冷媒に純水を採用した，環境に優

しいヒートパイプ方式を適用した。
（3） ノンハロゲン電線を使用し，地下鉄車両としての難燃

性を向上させた。
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高風速型ジェットファン
自動車高速道路トンネルでは，空気中に含まれる浮遊粒

図３１

高風速型ジェットファン

図３２

樋門樋管監視システム

図３３

給油施設監視制御装置

子や CO を除去するため，ジェットファン（JF）が設置
されている。JF は社会のニーズに応えるべく常に高性能
化が求められている。富士電機では，高風速型 JF を開発
し，新潟県南片辺トンネルへ納入した。
消費エネルギーおよび低騒音を重視した従来型 JF に対
し，新開発の JF は，高風速化を実現した。具体的には，
従来型 JF の吹出し風速が 30 m/s（吐出し風量 25 m3/s）
であったのに対し，高風速型 JF は 35 m/s（吐出し風量
29 m3/s）とした。
高風速型 JF は，吹出し風速を上げることで，従来型と
比べ設置台数の削減が可能で，ランニングコストだけでな
く，イニシャルコストの面からも非常に有益といえる。

河川樋門樋管設備の広域管理システム
富士電機では，河川樋門樋管（ひもんひかん）設備の広
域監視制御システムを納入した。このシステムは，河川上
の樋門樋管の状態をゲート機器，水位データ，カメラ映像，
出退管理機器データなどから収集する情報管理機能と，一
般利用者へ提供する情報提供機能とを有する。また，現場
と監視設備間は光ケーブルを利用した IP（インターネッ
トプロトコル）ネットワークにより，有機的に統合されて
いる。主な特長は次のとおりである。
（1） Web 画面への樋門樋管施設情報コンテンツ提供機能
（2 ） 樋門樋管設備操作人の出動状況の監視・表示機能
（3） 監視カメラ映像の MPEG マルチキャスト配信機能

このシステムは IP ネットワークを利用した河川樋門樋
管設備広域管理システムとしては，国内初の納入である。

大型空港向け空港給油計装システム
国内では，空港の建設・拡充事業が推進される中，2005
年 3 月 1 日には，中部国際空港が開港予定である。
富士電機では，中部国際空港に航空機給油計測制御シス

事務所クライントパソコン
情報/プリンタ用LAN（100BASE-TX）

テムを納入する。この給油システムは 2 本のバース，貯油
タンク 5 基の受入設備とこれらタンクから払出ポンプ 5 台
により航空機にジェット燃料を払い出すハイドラント設備

空港情報LAN

オペレータ
ワーク
ステー
ション1

在庫管理
サーバ

オペレータ
ワーク
ステー
ション2

オペレータ
ワーク
ステー
ション3

から構成される。
計測制御システムはオープン化を考慮した Ethernet 結

制御用LAN（100BASE-TX）

合で，ヒューマンマシンインタフェースは FOCUS を採用，
制御を担うコントロールステーションは ACS-2000 を採
用した。在庫管理装置は UNIX サーバを用い，クライア

コントロール
ステーション
（受入）

コントロール
ステーション
（払出A）

ントサーバシステムで構成される。
中継端子盤・リレー盤
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〈適用機種〉
オペレータワークステーション：FOCUS
コントロールステーション：ACS-2000
在庫管理サーバ：PRIMEPOWER200

コントロール
ステーション
（払出B）

富士時報

Vol.78 No.1 2005

産業・交通システム

監視制御システム
中小規模監視制御システム「EGFMAC-SIRIUS」
EGFMAC-SIRIUS（イージーエフマック-シリウス）は，

関連論文：富士時報 2004.6 p.427-431

図３４

システムのソフトウェア構造

分野ごとの各種パッケージと容易なエンジニアリング手法
ア
ケプ
ーリ
シ
ョ
ン

を備えた，パソコンと汎用 PLC によって構成する中小規
模監視制御システムである。
Excel 形式のエンジニアリングシートに，必要事項を記

ア
ケプ
ーリ
シ
ョ
ン

ア
ケプ
ーリ
シ
ョ
ン

監視
パッケージ

入するだけで，標準機能に関するエンジニアリングを完了
できる監視パッケージのほか，デマンド監視制御機能や自
動力率制御機能などを備えた電力監視制御パッケージ，内

ア
ケプ
ーリ
シ
ョ
ン

ア
ケプ
ーリ
シ
ョ
ン

電力監視制御
パッケージ

計装監視制御
パッケージ

オブジェクト
自動生成機能

SCADA
（FESS I-Pak Plus）

D300Win

I/Oドライバ

ローダコマンド
Ethernet
RS-232C，USB

部計器や電磁弁制御機能などを備え PLC 計装としてパッ
ケージ化した計装監視制御パッケージ，プラント画面を効

ア
ケプ
ーリ
シ
ョ
ン

共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

通信Net
（P，PE，FL-net）

O/S
（Windows XP）

率よくエンジニアリングする仕組みを備えた電機監視制御

Ethernet /FL-net /…

パッケージなどの各種パッケージを用意している。共通プ
MICREX-SX

ラットフォームと各パッケージを組み合わせることで，対
象設備に応じた最適なシステムを簡単に構築できる。

コントロールセンタ「SM3000」
コントロールセンタは 600 V 以下の電動機や変圧器・電

図３５

コントロールセンタ「SM3000」

図３６

トレーサビリティファクトリーの構成

灯負荷などの開閉装置として数多く使用され，電力の安定
供給・運転の高度化，設備のコンパクト化などが要請され
ている。SM3000 は，全体面数を低減しコンパクトにする
ことを目的に，低圧電動機の約 80 ％を占める 400 V 級 15
kW までのスタータを小型・薄型化し 1 面あたりのユニッ
ト実装数を高めた。ユニット実装最大数としては業界トッ
プを実現した。主な特長は次のとおりである。
（1） 小容量回路に V 形（縦形）ユニットを採用し，最小

サイズユニット搭載数量は当社従来形の約 4 倍を実現
（2 ） 電子式コントローラの小型，薄型化（当社従来形の体

積比 1/6）を実現し，標準搭載による通信対応が可能
（3） エコロジー化設計（解体容易な溶接レス，クロムフ

リー化など）を配慮

食品製造業・加工業向けトレーサビリティシステム
これまで食品分野では，HACCP や ISO9000 シリーズ
の導入により，食品の衛生・安全性や品質の管理に取り組
まれてきたが，BSE の発生や偽装表示事件などにより消

受入部門

費者の食品に対する信頼が揺らぎ，生産・製造・流通の履

ラベル
発行

データベース
サーバ

出荷部門
ラベル
発行

データ
ベース

歴が明確にされた食品の供給への消費者の要望が高まって
いる。このような状況の中で，富士電機では，
「食の生立

製品出荷時，
製品ロット
ラベルを貼付

原料受入時，荷姿単
位ごとに原料ラベル
を貼付（ちょうふ）

ちをビジュアル化」をコンセプトに，食品製造業・加工業
向けに原材料入荷時に受入れ情報からバーコードラベルを

作業時，原料ラベルを
読み取ることにより，
製品と原料をひも付け

発行し，データ管理を行うトレーサビリティファクトリー，
既存の伝票などをスキャナで取り込み，OCR 機能を利用
して，ロット No.を認識させ，イメージデータとともに
データ管理を行うトレーサビリティファイリングの二つの

原料受入

原料払出

計量・引当

原料投入

製品保管

製品出荷

システムを開発した。

41

富士時報

Vol.78 No.1 2005

発電プラント

原子力
火

力

水

力

展

望

発電部門における社会状況としては，2003 年の原子力
発電におけるデータ改ざん問題に引き続き，2004 年も美

るなど，顧客の経済性追求に貢献している。
海外では，中国の電源開発の動きが顕著である。経済成

浜での配管破損事故によって人身災害が発生している。こ

長による電力不足が続き，上海地域では 2003 年に続き

のことは，成熟した産業における業務の慣れが経年設備の

2004 年夏も輪番停電が実施された。2003 年には中国一国

管理という新しい問題に直面したときに，メーカーだけで

で世界需要に匹敵する火力設備が発注され，全世界の供給

なくユーザーも対応しきれていないことを象徴する出来事

力に見合うほどの需要に一時的に増大し，バブルの様相を

であった。一方，富士電機でも三重県の RDF 設備におい

呈している。素材が高騰・長納期化するなどの影響が出て

て運転開始直後に人身事故を経験している。このような事

いる。2004 年も多くの企業が中国へ進出したが，安定電

態を深刻に受け止め，富士電機が提供する設備においては，

力確保の観点から自家発を併設する例が多い。ここでは富

設計段階から品質と安全に対する作り込みを行うとともに，

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，

メンテナンスに関する提案と技術の向上に取り組むことと

経済性，性能の面で評価されている。

している。
原子力分野では，日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場向

地熱市場は東南アジアで回復しつつある。バイナリー地
熱発電は RPS に認められているが，富士電機は低温熱源

け諸設備の現地据付けが終了し，現在，各種の試験が行わ

を利用する小型バイナリー地熱発電設備の開発を進め，

れている段階にある。富士電機が納入した施設のうち，石

2005 年に完了させる予定である。

川島播磨重工業株式会社から受注・納入した「床面走行ク

水力分野では，国内新設関係の設備投資は冷え込んだま

レーン」および「トレンチ移送台車」は，ガラス固化体を

まであるが，RPS 法の施行や再生可能エネルギーに対す

遠隔で取り扱う大型の移送機であり，富士電機が開発炉の

る期待から小水力発電の建設が進められている。2004 年

燃料取扱設備で培ってきた放射性物質の遠隔ハンドリン

は東北地方整備局向け摺上川発電所 1.2 MW などが運転を

グ・制御技術が生かされている。

開始し，さらに九州農政局広沢ダム発電所 714 kW などを

高温ガス炉の分野では，国内外で高まってきた高効率発

受注し設計・製作が進められている。また，上下水道設備

電と水素製造が可能な高温ガス炉プラントへの期待に対応

や既設ダムの遊休エネルギーの有効利用を図るために標準

して，富士電機がこれまで培ってきた高温ガス炉技術に基

化されたマイクロハイドロ発電設備の導入が進められてい

づき，万一の事故時にも自然に止まる，冷える，放射能を

る。2004 年は川崎市江ヶ崎発電所，群馬県狩宿発電所な

閉じ込める高い安全特性と高い経済性を有する熱出力 60

どに納入した。

万 kW クラスの次世代型実用高温ガス炉の実現を目指し

一方，海外では中国で急激な経済成長による電力不足が

て開発を進めている。その他，廃樹脂や活性炭などの難燃

続き，水力発電の建設が鋭意進められている。特に高度な

物質の IC プラズマを利用した減容技術の高度化や，遠隔

技術を必要とする大規模揚水発電も電力ピーク対策として

での作業を容易とする YAG レーザを用いた切断装置の高

重要になってる。富士電機の水力部門である富士・フォイ

性能化開発を進めている。

トハイドロ株式会社が受注した山東省泰安（タイアン）揚

火力分野での国内市場は，炭酸ガス排出削減の動きの中

水発電所向け揚水発電設備 255 MW，4 台の設計・製作が

で，コンバインドサイクル発電に多少明るさがさしてきて

進められている。また，2004 年に受注した河北省張河湾

いる。また，電源設備の過剰状態は続いているが，発電コ

（ザンヘーワン）揚水発電所向け発電電動機 300 MVA，4

スト低減を意図したスクラップ＆ビルドの動きも見られる。

台の設計も順調に進んでいる。これらは中国の電力供給に

富士電機では経年二気筒タービンを，基礎を変更せずに単

貢献するとともに，中国市場へのさらなる進出の足掛かり

気筒型に置き換え同時に効率を改善する長寿命化を実施す

になるものと期待される。
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原子力
次世代型高温ガス炉
次世代型原子炉として高効率発電と水素製造が可能な高

図１

米国原子力水素計画のプラント概念

温ガス炉プラントへの期待が高まっている。米国では次世
代型高温ガス炉プラントをアイダホに建設する計画が公表
外部送電系

され，また，日本原子力研究所では日本初の高温ガス炉で
ある高温工学試験研究炉（HTTR）と熱化学法水素製造プ
ラントの接続・実証を目指した開発が進められている。
熱交換器

HTTR は ， 2004 年 4 月 に 世 界 最 高 の 原 子 炉 出 口 温 度

高温蒸気電解

水素

熱化学法

水素

950 ℃を達成した。富士電機はこの HTTR の中核を成す，
原子炉炉内構造物・燃取設備などの設計・製作・据付け経
験を有し，これまで培った高温ガス炉技術に基づき，米国
原子炉

GA 社と協力して米国原子力水素向けの高温ガス炉概念の
構築に向けて準備を進めてきた。今後も次世代型実用高温

ガスタービン発電系

ガス炉の実現を目指して開発を進める。

廃棄物処理設備向け要素技術
原子力関連設備で発生する固体廃棄物の効率的な処分を

図２

トーチ型 IC プラズマ廃樹脂減容安定化処理装置

行うために，独自の技術に基づく減容技術の開発を継続的
に行っている。
一つは，IC プラズマを利用した難燃物の減容安定化処
理装置である。これまで富士電機では，処理用の減圧容器
上面の石英窓を介して容器内に直接プラズマを発生させる

ICプラズマ発生部

タイプの装置の開発を進めてきたが，装置の小型化と高容
量化を狙って，トーチでプラズマ化したガスを導入する次
世代型の装置の開発を進めている。
また，富士電機が開発してきた YAG レーザによる遠隔
切断装置の高度化を進め，ステンレス鋼製の鋼板では厚さ
90 mm まで，鋼棒では回転させながら直径 120 mm まで
切断可能な装置を開発した。

燃料製造施設向け技術
わが国では，ウラン資源の有効利用に向けて商業炉によ

図３

ペレット高速搬送システム

るプルトニウム利用計画が進められており，このための商
用 MOX 燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）製
造施設の建設が計画されている。この一環として，燃料製
造プロセスの技術確証試験が進められており，富士電機は，
その試験計画の中核を成すウラン粉末および MOX 粉末を
使う実規模試験設備を受注し，その設計，製作を実施中で
ある。さらに商用 MOX 燃料製造施設に向けた技術開発と
して，国内で唯一 MOX 燃料を製造している核燃料サイク
ル開発機構に納入してきた設備で培った技術を生かし，設
備信頼性，運転性，保守性の向上を目的とした，燃料ペ
レットの高速搬送システムやオープンネットワークを基本
とした制御システムの開発を進めている。
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IPP 宇部発電設備

富士電機は，1998 年 7 月に株式会社ユービーイーパ

図４

発電所の全景

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，建設を進めてきた。プラント
は，契約どおりの工程で設計，建設，試運転を終了し，
2004 年 3 月 1 日から順調に運転を続けている。
プラントの建設にあたっては，各種の新しい取組みを
行ってきた。その主なものは次のとおりである。
（1） フルターンキー契約の発電設備としてプロジェクトを

遂行した。
（2 ） 富 士 電 機 の KN シ リ ー ズ タ ー ビ ン と し て 初 の 主 蒸

気・再熱温度ともに 566 ℃の条件を採用した（記録品）
。
（3） 国内最大級の空気冷却式発電機 50 Hz，240 MVA を

採用した。

ベトナム石炭公社向けナズオン石炭火力発電所 2 × 50 MW
ベトナム北部における初の石炭だき IPP 設備であるナ

図５

ナズオン火力発電所の全景

ズオン火力は，中国との国境近傍の辺境地である，ナズオ
ン炭鉱地区において建設が順調に進み，2004 年に 1，2 号
機両ユニットとも無事運転を開始した。富士電機はこのプ
ロジェクトにおけるターンキー請負契約者である丸紅グ
ループ全体のテクニカルリーダーとして，タービン発電
機・プレイボイラ設備の供給，現地試験の全体統括責任者
などの役務を担った。電力需給が逼迫（ひっぱく）してい
る北部ベトナムでは，引き続きこの種の建設が続くものと
考えられる。

台湾化学繊維向け中国・浙江省寧波 162 MW 蒸気タービン発電機
納入したタービン発電機設備は，蒸気圧力 126 ata，温
度 538 ℃の蒸気条件を採用した単筒抽気復水式である。単
筒タービンでは 50 Hz 機としては富士電機の最大容量機で
あり，2004 年 7 月にすべての調整試験を終了して顧客に
引き渡した。性能試験の結果は，所定の性能が発揮されて
いることを確認した。市場が拡大している中国での富士電
機としては，初号ユニットである。引き続き同一仕様機を
2 台受注しており，2 号機は工場出荷を終え，3 号機は
2005 年 11 月に工場出荷の予定である。
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アイルランド電力庁ラフリーおよびウェストオファリー火力発電所

富士電機は，2002 年 7 月にフィンランド・フォスター

図７

ウェストオファリー火力発電所の全景

図８

プラント全景と STG 設備（右手前は燃料の廃木材）

ウィーラ社からアイルランド電力庁向けラフリー火力発電
所（出力 100 MW）およびウェストオファリー火力発電所
（出力 150 MW）向けの，2 ケーシング再熱タービン，空
気冷却式発電機，電気・制御装置を受注した。これらの設
備は，2004 年 9 月および 12 月に完成し営業運転に入って
いる。欧州市場への参入にあたっては，欧州の統一安全規
格認証（CE マーク）の取得が必要であり，これを取得す
ることによって，新規参入を果たした。

糸魚川バイオマス発電所
サミット明星パワー株式会社糸魚川バイオマス発電所の
50 MW 蒸気タービン発電機設備を，2002 年 10 月に受注
し，2004 年 10 月に試験調整が終わり営業運転に入った。
バイオマス発電は，従来は産業廃棄物として処分されて
いた廃木材や畜産廃棄物などの生物体（バイオマス）を燃
料に使用し，エネルギー回収する環境負荷の少ないクリー
ン発電として近年注目を集めるとともに，RPS 法の施行
によって利用が義務づけられた新エネルギーの対象でもあ
る。同発電所は，廃木材チップを燃料とする 50 MW の国
内でも最新最大級のバイオマス発電所である。
また，電力小売事業専用（PSS）の発電所でもあり，高
い信頼性と効率が要求される主機設備として，富士電機の
中容量タービンと発電機が採用された。

単車室型再熱タービン採用による経年火力ユニットの再生
沖縄電力株式会社牧港発電所 7 号機の長寿命化対策の一

図９

牧港発電所 7 号機タービン，発電機の全景

環として，既納の 2 車室型タービンの基礎と補機の一部を
流用し，最新鋭の単車室再熱型タービンへの置換えを完了
した。限られた発電所のスペースへの高性能単車室再熱
タービンの設置は，ディジタルガバナと CRT オペレー
ションの採用により，操作性および信頼性を飛躍的に高め，
またメンテナンス性の大幅な向上を実現した。この低コス
トでの発電ユニットの再生実績は，今後の火力市場のニー
ズを見据えた新たな布石となった。
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東北地方整備局摺上川ダム管理用発電設備向け水車・発電機

2004 年 3 月に摺上川ダム管理用発電設備向け水車・発

図１０

据付け・無水試験完了時の水車・発電機

図１１

発電所の鳥観図

電機を納入した。発電所は阿武隈川水系摺上川ダム直下に
建設されたダム式で，有効落差 51.1 m，流量 2.882 m3/s を
利用し，最大 1,140 kW を発電する。
水車は富士電機としてはじめて納入するターゴインパル
ス水車（イギリス Gilkes 社製）で，ランナ径は同機種と
して国内最大の 952 mm（38 インチ）を採用している。こ
の発電所は運転停止時もデフレクタ放流により放流を継続
でき，安定した水の運用が可能である。系統停電時は構内
単独運転を行い，ダムの非常用電源として機能する。
現在，発電所は据付け・無水試験を完了した状態で納入
されており，別途発注工事の有水試験を経て 2005 年 3 月
中に運転開始の予定である。

中国・張河湾揚水発電所の発電電動機
富士・フォイトハイドロ株式会社は，フランスのアルス
トム社と共同で，中国・河北張河湾蓄能発電有限責任公司

上部貯水池

向けに張河湾揚水発電設備（発電所出力 4 基× 250 MW）
を受注し，2004 年 2 月 24 日に北京において契約調印した。
この発電所は，中国における急速な経済成長に伴う電力
需要の伸びによる，ピーク需要に対応するために計画され
地下発電所

た揚水発電所であり，北京オリンピックが開催される
2008 年に初号機の運転開始（2 月）を予定しており，それ
以後は 3 か月ピッチで運転を開始し，2008 年中にはすべ
ての号機が運転開始される。

下部貯水池

富士・フォイトハイドロ株式会社は，発電電動機，発電
機遮断器をはじめとする主回路機器，サイリスタ始動装置，
保護継電器などの電気機器を納入する。

IS 手法による海外既納水力発電所の近代化プロジェクト
IS（Integrate Service）手法による最初の海外既納水力

図１２

IS 手法による発電所近代化プロジェクトプロセス

発電所の近代化プロジェクトをオーストラリア・タスマニ
と契約した。富士電機は，Hydro Tasmania 社に 1965 年
以降，11 発電所 14 台の水車・発電機を納入した実績があ
る。IS 手法による近代化プロジェクトは，4 段階のプロセ
スから構成されている。フェーズ 0 プロセスでは近代化方
針を決定し，フェーズ 1 では機器の現状調査を行い，近代

Develop
IS
Partnering
Philosophy
with
Owner

Phase 0

A

IS
pp To
lic olb
at ox
io
n

ア州の電力会社である Hydro Tasmania 社 Gordon 発電所

Project or
System
Evaluation

Phase 1
Owner
Evaluation and
Phase 1
Release

Planning
and
Consulting

化の基本設計提案をする。フェーズ 2 では機器の設計と製
品の製作，フェーズ 3 は現地工事というステップで顧客と
協調して進める。現在，このプロジェクトはフェーズ 2 段
階である。
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サービスソリューション
予防保全サービス

展

望

日本経済は，業種分野による濃淡はあるものの，全般的

た。設備管理近代化コンサルティングは工場全体の ROA

には回復基調になりつつある。そんな中，2004 年も大き

改善に貢献することを狙いとするもので，設備の稼動率向

な設備事故が発生するとともに，台風上陸による自然災害

上，ユーティリティ設備の省エネルギー・保守・水道など

も多発し生産設備や社会インフラストラクチャー（インフ

の運用費低減と安定運用施策を提案・実施する。医薬品分

ラ）に大きなダメージを与えた。近年の事故対策の一環と

野や大規模スーパーマーケットへの展開を図った。

して，経済産業省の安全通達を受け電機設備業界でも，老

予防保全サービス分野では，これを効率よく正確に実行

朽化や複雑化した設備に対する事故予防策の指針作りが始

するための設備劣化診断技術や装置の開発，安定運用を保

まった。また，高齢化に伴う技術伝承問題解決の一助とし

ちながら延命化を図る装置や技術の整備に取り組んできた。

て，設備診断技術者の認定制度 ISO18436 が発足するなど，

電機設備予知保全技術の確立に向けて，高分子絶縁材料の

設備業界全体として安全・安定運用への取組みが進んだ 1

劣化診断・余寿命予測の研究開発を行い，新しい絶縁診断

年であった。

技術分野を広げた。また，油入変圧器の余寿命診断技術に

富士電機でも，これらの背景を踏まえた設備管理のニー

独自のニューラルネットワーク技術を追加導入することに

ズに応えるべく，ライフサイクルサービスの取組みを強化

より寿命予測精度を数倍向上させた。レトロフィット製品

してきた。24 時間コールセンター，ロジスティクス拠点

は，情報処理周辺装置の代替品を開発し，旧型 DCS の

などインフラの再整備・強化を図り，続発した自然災害の

ハードコピー，プリンタを対象とした品ぞろえを図った。

緊急支援や復旧活動に力を発揮した。同時に，診断技術・

オンライン診断システムは，PM 開発賞を受賞した切削加

装置の開発，IT を活用したサービス支援ツールの改良を

工 ラ イ ン 向 け ProHealth に ， さ ら に 異 常 兆 候 判 定 解 析

行い，サービス品質の向上と ROA 改善に取り組んだ。一

ツールの提供や携帯情報端末との連動など機能アップを

部は「メンテナンス・ソリューション展 2004」に出展し

行った。プリント基板洗浄コーティングサービスは，汚染

好評を博した。
サービスソリューション分野では，富士電機が納入した

した電子制御装置のプリント基板を洗浄，交換修理し安定
運用を図るもので，約 2,000 枚の実績を得た。部品供給が

電機設備をライフサイクルにわたって安定的に運用いただ

できない古い遮断器向けに互換形遮断器を開発し，品ぞろ

くとともに，万一の故障，事故発生時に緊急対応できるイ

えすることで短時間のリニューアルに貢献した。受変電開

ンフラの整備と，新しいサービスモデルの開発・提供に取

閉器用劣化診断装置は，複数測定試験器を一つの装置にま

り組んでいる。リニューアルオープンした 24 時間コール

とめ短時間で正確に診断試験ができる装置であり，シャッ

センターは，セキュリティ，ファシリティの強化を行うと

トダウンメンテナンスの限られた時間で多数診断ができる

ともに，IDC との連携により顧客向けサービス機能を拡

ようになった。単相リレー試験装置は，各種保護継電器試

張した。富士電機納入製品に対する Web による情報提供

験を 1 台で自動試験できる装置で，小型・軽量化を図った。

サービスがその一例である。ロジスティクスサービスは，

今後は，2007 年問題でうたわれる高齢化による技術伝

緊急対応部品の供給拠点を東京，大阪の 2 か所に分散し，

承の問題や国内設備の老朽化問題がますます顕在化すると

対応の迅速化と危険分散を実施した。CRM24 は，コール

同時に，電子機器の技術革新とグローバル化の波は急激に

センターを新たに構築するための情報パッケージソフト

押し寄せてくると思われる。富士電機はこれらを視野に入

ウェアであるが，今回 Java 対応の拡充と部品化により，

れて，
「ライフサイクルにわたったサービスの提供」を基

拡張性とカスタマイズの容易化を図った。POJ は現場作

本コンセプトとし，サービスインフラの強化とサービス商

業員のワークフロー管理を特長とする保全情報システムで，

品や技術開発を継続的に取り組み，高品質なサービス提供

さらなる機能向上により社会インフラ分野への展開を図っ

実現に努める所存である。
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サービスソリューション
コールセンター機能向上と顧客向け情報提供サービス
富士電機の 24 時間対応コールセンターは，サービス向

図１

情報提供サービスのイメージ

上の一環として今回リニューアルオープンさせた。コール
センターの移設，IDC センターの活用などファシリティ
強化を行うとともに，セキュリティの確保に万全を期して
いる。
「顧客向け情報提供サービス」は保守契約を締結された
お客様に，設備の安定稼動・運用費低減に有益な運用支援
お客様

ライフプラン
見積書
提案書

保全提案，打合せ

情報，保全情報のデータ解析および情報提供を行うサービ

公開Web
システム

スである。これを実行するため富士電機はインターネット

CE

網を利用した公開 Web システムを構築し，お客様設備の
主治医として設備の最適な保全を実現するために，保全計

情報登録・分析

スタッフ

画，保全実績，コールセンターへの問合せ状況，さらには
修理品の進捗（しんちょく）情報などについて新たなソ

サービス情報の配信と公開

サポート

リューションサービスを提供できるようになった。

保守用部品ロジスティクスサービス
保守用部品ロジスティクスサービスは，ライフサイクル

図２

保守用部品のロジスティクス

サービス活動の中で，お客様のシステムが必要とする緊急
受入センター
（東京工場内）

保守用部品（補修対応用部品）および予備品などをフルタ
イム体制（24 時間 365 日）で提供するサービスである。

定期便

2004 年は東京単独拠点から，大阪，神奈川を加えた 3 拠
凡例

点を中心としたサービス体制に再構築した。主な特長は次

販売部品
（全国） 相模原部品
センター

のとおりである。
（1） お客様の稼動システムに基づいた在庫管理と適正配備
緊急保守
部品

™独自のロジスティクスシステムによる適正在庫管理
（2 ） オーダー後 30 分以内で出庫できるスピード供給体制

西日本地区へ
供給
新規投入部品
修理完了部品
リフレッシュ
完了部品

芝浦部品
センター

大阪部品
センター

（3） 定期検査と保管環境による部品の品質維持

定
期
便

緊急保守
部品

™お客様システムの保守延長対応用部品の集中管理

東日本地区へ
供給

低稼動部品

このサービスと CE 部門との両輪により，お客様システ
ムの安定稼動を支える役割を担っている。

顧客保守サービス支援システム「CRM24」
顧客保守サービス支援システム「CRM24」は，1999 年

図３

CRM24 機能の概要

10 月にオープンした富士電機コールセンターシステムと
お客様
問合せ・受付

Century の機能を融合したシステムで，2001 年度から販
受付
販売店

作業指示

トフォーム化を目指し，Java 版の開発を完了した。これ
も適用できるとともに，機能の部品化によりカスタマイズ

サービス
会社/
メーカー

受付情報 顧客情報
参照
設備製品管理

（1） 障害・問合せ機能：フロント（C/C）実行支援の管理
（2 ） フィールドサポート機能：保守サービス支援
（3） 設備・製品管理機能：各種情報の管理
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組織管理

設備
設備製品管理

設備製品
情報

点検結果管理
品質情報管理
遠隔監視連携 管理指標

スケジュール
管理

調達
システム

修理報告 出張依頼管理
関連文書 関連会社管理

会計
システム

パックオフィス連携

保

の容易化が可能となった。CRM24 の主な機能は次のとお
りである。

報告

サービス
マン

作業管理

権限管理

受付管理 顧客管理

画

により，Windows システムのみでなく UNIX システムに

フィールド
サポート
管理者

受付

計

売を行ってきた。今回さらなる機能向上と，マルチプラッ

他システム

ナレッジ

守

富 士 電 機 の 保 守 部 隊 の IT ツ ー ル と し て 運 用 し て い る

点検情報
品質情報

計画管理

製品・部品

見積管理 JOB依頼管理 支払 顧客情報
設備情報
保守契約 スケジュール
請求 受付情報
製品情報
契約連携 製品部品連携
機種情報
検収連携 保守部品連携 部品発注
オプション

富士時報

Vol.78 No.1 2005

サービス

サービスソリューション
現場の情報化推進システム「POJ Ver5」
現場の情報化推進システム「POJ（Point Of Job system）

図４

POJ 機能の概要

Ver5」は，
「設備台帳」
「作業管理」機能強化に加えて，
知識，ノウハウ管理

新機能「文書管理」の標準装備で情報化を強力に推進する。
「異変連携」
（オプション）はコールセンターや監視システ

設備評価

ムと連携して，異変発生ごとに現場作業と確実に連動管理

改築計画

対象管理

知識・
ノウハウ

事業所管理

「設備台帳」は柔軟な台帳構造と「事業所管理」
「文書

POJ は時代が要請する現場品質の向上や効率化による

クレーム
故障
警報
コール
センタ
監視
システム

作業管理
保全作業
出動 プラン

情報管理を可能とした。
「作業管理」は作業プラン，作業

POJ サーバ（Web サーバ）と携帯情報端末で行う。

（オプション）

定型作業

管理」との連携で，複数管理対象と複数場所の設計・設備

数拠点の作業者と作業（点検，故障，補修作業）の管理を

要求，
案件管理

異変連携

設備台帳

を行う。

指示，結果収集，報告承認から結果分析まで網羅して，複

文書管理

複数事業所

複数拠点
作業
病院設備
管 上下水道設備 工場設備
理
対
象
例

発電所設備

ビル設備

コストダウンとマネジメントの革新を実現する｡

設備管理近代化コンサルティング
工場ユーティリティ設備の「安定運用・運用費低減」と

図５

コンサルティングにおける分析の一例

生産ラインの「稼動率向上」を目的に，ROA 改善につな
げるコンサルティング業務を展開している。主なテーマは，

1.運用コスト

保全業務全般の合理化，省エネルギー，水の運用費削減お
よび生産設備の稼動率向上である。医薬品分野における設

2.設備
管理
技術

6.
安全

備管理近代化コンサルティング実施例を以下に述べる。

基本作業
その他
基本整備

（1） ユーティリティ設備

改良・改善

CBM を取り入れた長期保全計画立案，点検周期延長，

3.設備の
信頼性
（安定化）

5.
人材

変圧器の省エネルギー運用および水運用の改善を行い，年

4.省エネルギー化

間の運用費 20 ％削減を目指している。

レーダチャートによる
設備管理（強み弱み）の評価

（2 ） 生産ライン

稼動率向上対策実施による
故障停止削減効果の割合

全体稼動率の制約となっている出荷包装装置の基本整備
と部分改良により，大幅な装置稼動率向上を図った。

予防保全サービス
電機設備高精度予知保全技術
プラント電機設備の要求性能を長期間にわたり維持し，

図６

モルトラ用樹脂の音響的劣化診断の適用例

かつライフサイクルコストを最少にするには，機器の劣化
熱的ストレスによる劣化の進展

状態を的確に把握することが重要である。今回，劣化診断
システムの構築の基礎となる次の予知保全技術を開発した。
（1） 高圧機器向け高分子絶縁材料の劣化度評価技術

初期

機械的特性の劣化

電気的特性の劣化

終期

（現状技術で診断可能）
予知保全対象

音響的・光学的な手法により，劣化初期から中期の熱劣
化による物性値の変化を，現地対応で非破壊のままとらえ
る技術
（2 ） 油入変圧器の高精度余寿命予測技術

富士電機独自の構造化ニューロにより，絶縁紙重合度の
劣化を高精度に予測（相関係数：0.95）する技術
上記の技術開発により，最適時期での設備更新が可能と

劣化度の評価量と診断項目
劣化度の評価量
①破壊的機械強度
②高分子構造
③ミクロ分子構造
④その他

診断項目
①音響的特性
②光学的特性

データベース
マスターカーブ
診断結果
劣化度
寿命

なり，ライフサイクルコストの低減に貢献できる。
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予防保全サービス
レトロフィット製品
長期稼動を要求される情報制御システム（コンピュータ，

図７

エミュレータソフトウェア「FE9700 シリーズ」

DCS など）に接続される周辺装置は，製品ライフサイク
保守終息となった周辺装置をパソコンで機能代替

ルが本体装置に比べ短命である。そのため，保守終息と
なった周辺装置を最新製品に置換可能とするインタフェー

保守終息

ス変換装置を提供することにより，情報制御システム全体
の安定稼動を実現している。主な開発製品を以下に紹介す

コンピュータ，DCSなど

＜コンソール装置＞

＜プリンタ装置＞

る。
（1） エミュレータソフトウェア「FE9700 シリーズ」

画面例

既設のプリンタ装置，コンソール装置などの機能代替を
画面出力
印刷出力
データ蓄積
データ検索
電子データ変換
（CSVファイル形式）

パソコンで実現する。従来，用紙に出力していた印字デー
タを CSV 形式ファイルで出力することが可能
（2 ） ハードディスク代替装置「FE9850 シリーズ」

既設ディスク装置のインタフェースを ATA 規格に変換
して，IDE ハードディスク装置による代替を実現

オンライン診断システム「ProHealth シリーズ」
オンライン診断システム「ProHealth シリーズ」は，生

図８

PDA グラフモニタ（WG1DR）

図９

プリント基板洗浄コーティングサービス

産設備における安定操業と運用費改善を支援する。生産設
備におけるキーポイントの温度・振動・電力値などを監視
することにより，劣化部位・消耗部品の状態を診断して適
切な予防保全活動を支援する。主な特長を以下に紹介する。
（1） 稼動負荷により変動する電力値などを収集して，異常

兆候を解析するツール「ProHealth-TA」を提供
（2 ） ホール素子電力センサ（WH5TZ）を使用することに

より，今まで困難であったインバータ二次側電力の高精
度測定が可能
（3） 赤外線通信を使用して，PDA（携帯情報端末）に電

力変動状態などの表示を可能とする PDA グラフモニタ
（WG1DR）を新しく提供開始。本機は，最大 4 チャネル
のアナログデータを最大 25 ms 周期で 24 時間蓄積可能

プリント基板洗浄コーティングサービス
お客様設備で使用される電子機器や制御装置は，周囲の
環境条件（温度，湿度，じんあい，腐食性ガスなど）から，
さまざまなストレスを受けながら稼動し続ける。そのため，
10 年以上経過すると機器や装置の信頼性維持を阻害する
不適合が顕在化し，設備の安定運用が困難になる。
™洗浄：プリント基板上に付着したじんあいや腐食性物質
を除去する処置
™コーティング：じんあいや腐食性ガスから電子部品を保
護し，腐食の進行を防止する処置
このサービスは上記処置を行い，装置の信頼性を回復し，
稼動設備の延命を可能とする。実施時は「環境診断」およ
び「劣化診断」によるプリント基板の劣化度合いの事前把
握を行う。鉄鋼ユーザーなどに約 2,000 枚の実施例がある。
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予防保全サービス
老朽化設備用互換形遮断器の拡充
耐用年数を超過した受変電設備が急増しており，設備の

図１０

老朽化設備用互換形遮断器の拡充

主要構成機器である特別高圧・高圧遮断器は早期更新が望
まれている。一方，老朽化遮断器の更新は設備改修工事を
伴うため短い定期保全時の停電時間内での作業は困難で
あった。このような課題を解決するため，設備改修をせず

互換形
VCB

に短時間で老朽化遮断器の更新ができる互換形遮断器の大
幅拡充を図った。これにより短時間停電でも遮断器の更新
が可能となり，既設設備の延命および信頼性向上が図れる
ようになった。
互換形遮断器の主な特長は次のとおりである。

TCB

（1） TCB 既設盤にマッチした互換形 VCB の豊富な品ぞ

ろえ
（2 ） 盤改造なしに老朽化遮断器（TCB）を VCB に交換
（3） 現地交換時間を大幅に短縮

受変電開閉器用劣化診断装置
特別高圧・高圧遮断器やコントロールセンタの経年劣化

図１１

受変電開閉器用劣化診断装置

図１２

単相リレー試験装置

に起因する事故・障害を防止するため，開閉器類の劣化度
合いを定量的に判定する劣化診断装置 CB-DEC（遮断器
診断装置）および CC-DEC（コントロールセンタ診断装
置）を開発し，診断サービスを開始した。短時間で診断で
きると同時に最適な点検周期および更新時期が高い精度で
決定できるようになり，顧客の設備管理合理化に寄与する。
主な機能は次のとおりである。
（1） 診断項目：開閉・接触抵抗・絶縁などの諸特性
（2 ） 診断対象：特別高圧・高圧遮断器，高圧電磁接触器，

コントロールセンタ用電磁接触器，MCCB，継電器ほか
（3） 各種特性診断の自動化とデータの良否自動判定
（4 ） 蓄積データと解析技術による傾向管理と統合管理

単相リレー試験装置
今回，三相リレー試験装置に加え，単相リレー試験装置
（MPS-40 シリーズ）を開発した。分散している受配電設
備を対象に容易に持ち運べるように軽量・小型化を実現し
た。この装置は，試験回路に応じて単相出力だけでなく，
複数台の接続により三相出力への自由な組合せが可能であ
る。また，電流出力部に 30 A 出力の新型アンプを開発し
て小型化と大容量化を実現すると同時に 6 A，10 A，30 A
の 3 種類の電流出力を選択可能とした。主な特長は次のと
おりである。
（1） 発信部とアンプ部を一体化することによる小型化の実

現および操作性の向上（当社従来比 1/2 の質量：9 kg）
（2 ） 電圧：140 V/0.5 A，精度：＋
−0.3 ％
（3） 電流：30 A/8 V，精度：＋
−0.5 ％（30 A 時）
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制御コンポーネント
計測コンポーネント

展

望

電源機種においては，大きな変化を見せている。UPS

際標準規格への対応などにより，ユーザーの資産やノウハ

（無停電電源装置）分野では，従来主流であった常時イン

ウを継承し進化させることができる。MICREX-NX は，

バータ，または常時商用の方式に加えて，デュアルコン

これらの強化されたプラットフォームに加えて，高度情報

バージョン，もしくはデュアルプロセッシングといった新

制御パッケージとして，設備管理パッケージ PDM（Proc-

回路方式を開発し，従来の方式のそれぞれの優れた特徴を

ess Device Manager）
，国際規格 IEC61512（ISA S88）に

ハイブリッドした高効率で高性能な UPS を製品化した。

適合したバッチプラント向けの制御パッケージ SIMATIC

大容量 UPS の 8000 シリーズと小容量 UPS の GX シリー

BATCH，ルートコントロール（SIMATIC ROUTE CON-

ズに適用されている。さらには小容量では初めて並列冗長

TROL）などを用意している。これらのパッケージは統一

機能を有した，より高信頼で保守性に優れたミニ UPS の

されたエンジニアリング環境の下，プラントをより効率よ

RX シリーズも製品化を行った。内蔵電源の分野でも直流

く運用するためのソリューションを提供している。

の無停電電源，いわゆる DC-UPS が製品化され，さらに

計測コンポーネントの事業分野においても，民間設備投

並列冗長機能も適用することで，電源はより高い信頼性の

資の持直しと中国市場拡大の好影響を受け，遅まきながら

追求と，省エネルギーの要求に応える製品がシリーズに加

好転の兆しが見られる。ただし，市町村合併に揺れる公共

わってきている。自然エネルギー応用の分野では，太陽光

分野の需要はいまだ低迷状態にある。このような状況の中，

発電に続いて脚光を浴びてきた風力発電とレドックスフ

環境省エネルギー対応のほか，特定分野の個別ニーズや来

ロー電池による電力貯蔵とを組み合わせたハイブリッドシ

るべきユビキタス社会のニーズなどに応えるべく，2004

ステム用の電力変換器を製品化してきた。情報化社会の発

年度において次の新製品を投入した。

展を支えながら，省エネルギーによる石油資源の有効利用

フィールド機器では，適用分野拡大を図るべく，従来の

や自然エネルギー利用に，電源装置の果たす役割は今後も

伝搬時間差法に流速分布の直接測定が可能なパルスドップ

ますます大きくなることが予想される。
制御コンポーネント分野では，低い経済成長かつ製造拠

ラー法を組み合わせ，高精度ハイブリッド超音波流量計
（世界初）を製品化した。詳細は，
『富士時報』2004 年第 6

点のグローバル化が進む中で，プラントのライフサイクル

号を参照されたい。さらに，給水タンクの水位測定などに

を通したコストを最小化することが望まれている。富士電

使用される「投込み式水位計」の全面モデルチェンジを

機は，ドイツ・シーメンス社と相互の強い技術を活用し，

行ったほか，低価格の｢一般産業用小型圧力センサ」を新

さらに共同開発，製造分担を行うことでスピーディにユー

規に投入した。

ザ ー ニ ー ズ に 応 え る た め ， PAS（ Process Automation

環境機器では，製造工場や自治体のユーティリティとし

System）事業での協業を進めている。この一環として，

て使用可能な多成分の「ポータブル形ガス分析計」と，特

シーメンス社の DCS（分散型制御システム）である PCS

定用途用として「熱処理炉雰囲気監視用赤外線ガス分析装

7 をベースに次世代の情報制御システムとして MICREX-

置」を製品化した。

NX を共同開発した。MICREX-NX は，経営レベルから

電子機器では，主として半導体分野向けに，高精度な温

フィールドレベルまでの情報の統合と，製造プロセスの上

度制御が可能な「ディジタル指示調節計」を製品化した。

流から下流までの制御，管理を統合する垂直水平統合をコ

また，今後の記録計の主流と目される「ペーパーレスレ

ンセプトとしている。さらに，統合されたエンジニアリン

コーダ」については，表示器の省エネルギー・長寿命化，

グ環境，高信頼性，高い保守性，従来機種との互換性，国

通信機能強化などの改良を行った。
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富士ミニ UPS「GX シリーズ」
富士電機では，高性能かつ高効率な新型ミニ UPS「GX

関連論文：富士時報 2004.6 p.449-452

図１

新型ミニ UPS「GX シリーズ」

シリーズ」を製品化した。この UPS の特長は次のとおり
である。
（1） 高性能：デュアルコンバージョン方式の採用による，

安定した出力特性の確保
（2 ） 高効率：常時インバータ方式に比べ，最大 9 ポイント

（b）1,400 VAラックタイプ（1U）

の効率改善を実現
（3） メンテナンス：バッテリーの前面保守が可能。700

VA 自立タイプは，自冷によりファン交換が不要
（4 ） インタフェース： RS-232C インタフェースカードを

標準とし，Web/SNMP カードにも対応

（a）700 VA自立タイプ

（5） 薄型：ラックタイプは 3,000 VA を 2 U，1,400 VA を

1 U と薄型化を実現

並列冗長方式ミニ UPS「RX シリーズ」
並列冗長方式により信頼性に優れ，デュアルコンバー

（c）3,000 VAラックタイプ（2U）

関連論文：富士時報 2004.6 p.453-457

図２

並列冗長方式ミニ UPS「RX シリーズ」

ジョン方式を採用することにより高効率を実現した新型ミ
ニ UPS「RX シリーズ」を開発した。主な特長を以下に記
す。
（1） 信頼性・拡張性の向上

™マルチマスタ制御の採用による高信頼性の実現
™3.5 kVA の「UPS ユニット」を最大 6 並列まで拡張可能
（2 ） LAN 通信インタフェースを標準装備

™インテリジェントな Web/SNMP カードを標準で装備
（3） 高効率と高性能を両立

™「デュアルコンバージョン方式」を採用
（4 ） 高い保守性

™バッテリーやパワーモジュールを前面から負荷を止め
ずに交換可能（ホットスワップ）

大容量 UPS「UPS8000 シリーズ」
新型中大容量 UPS「UPS8000 シリーズ」は常時商用給

関連論文：富士時報 2004.6 p.458-462

図３

UPS8000D-3/150 150 kVA 機

電方式の高効率と，常時インバータ給電方式と同等の入出
力性能を実現する新方式のデュアルプロッセシング方式
UPS である。主な特長は次のとおりである。
（1） 高効率：総合効率 98 ％（定格負荷時）の高効率を実

現した。
（2 ） 停電時切換無瞬断：高速停電検出方式とサイリスタ高

速遮断方式の適用により，停電発生時の出力電圧無瞬断
を実現した。
（3） 出力電圧補償機能：定常時、直列コンバータによる直

列補償運転により出力電圧の安定化を実現した。
（4 ） 入力高性能：定常時、並列コンバータをアクティブ

フィルタ動作させ入力の高力率，低高調波電流を実現し
た。

N99-2591-1
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UPS 応用電源
UPS の基本要素技術である，高周波 PWM 技術，並列

関連論文：富士時報 2004.6 p.463-466

図４

大容量周波数変換装置

運転制御技術，高信頼度技術を駆使し，電力応用分野へ適
用した。単機 1,500 kVA 周波数変換装置を 3 台並列運転
し，1 台は冗長としてシステム容量 3,000 kVA の大容量周
波数変換装置である。主な特徴は次のとおりである。
（1） 整流器には PWM 整流器により入力力率をほぼ 1 と

し，また高調波電流を 5 ％以下とした。
（2 ） パワーモジュールには第五世代 IGBT を採用し，低損

失，高効率を実現している。
（3） 並列システムにおける各装置間の配線インピーダンス

に左右されない分担電流均等制御を開発し，装置レイア
ウトに制限のないシステム構築を可能とした。

内部電源の無停止化技術
情報通信，FA 機器分野において電源の停止によるシス

関連論文：富士時報 2004.6 p.467-471

図５

420 W 出力 Direct BBU

テムダウンはあってはならない。この要因としては，入力
AC ラインの停電と電源自体の故障停止がある。富士電機
では，バッテリーからの直流−直流変換でシステムをバッ
クアップする電源〔Direct BBU（Battery Back Up）
〕の
系列化を推進している。図に ATX 規格に対応した 420 W
出力電源を示す。バックアップ時効率が 90 ％とバッテ
リーの利用率がよく，さらにニッケル水素電池の適用によ
り，バッテリーユニットが 5 インチベイスロットに納まり，
定格出力時に 5 分のバックアップ時間を実現した。さらに
電源の故障に対しては，Direct BBU 方式と並列冗長技術
を適用した，19 インチラック搭載型の 2,400 W 出力電源
を製品化した。

制御コンポーネント
新情報制御システム「MICREX-NX」の高度情報制御パッケージ
新情報制御システム「MICREX-NX」は垂直水平統合

図６

設備管理パッケージの機能概要

をコンセプトとして，統一されたエンジニアリング環境の
下，高いスケーラビリティを持ち，フィールド機器のイン
テリジェンス化への対応，プロセス系とディスクリート系

SIMATIC
PDM搭載
エンジニア
リングシステム

電子式デバイス記述言語

プロセス値/
状態

の 統 合 ， さ ら に 上 位 MES（ Manufacturing Execution
System）との情報連携を実現している。これらの機能は
共通のエンジニアリング環境の中で MICREX-NX の持つ

SIMATIC
PDM
スタンド
アロン

PROFIBUS-DP

基本機能に加え，設備管理パッケージ（SIMATIC PDM）
，
バ ッ チ シ ス テ ム （ SIMATIC BATCH）， ル ー ト コ ン ト

ET200M
0/4〜20 mA
＋HART

ロール（SIMATIC ROUTE CONTROL）などの各種情報
制御パッケージと分野ごとのさまざまなライブラリを組み
合わせることにより実現し，最適なソリューションを提供
する。
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制御コンポーネント
新情報制御システム「MICREX-NX」のマイグレーション方法
MICREX-NX では，既存 MICREX のハードウェア，

図７

MICREX-NX と既存システムの接続および資産継承

ソフトウェア資産を継承し，段階的なマイグレーションを
MICREX-NX
OS
クライ
アント

実現するためのインタフェースおよびエンジニアリング環
境を提供する。

HMI画面
DB情報移行

ターミ
ナルバス

OSサーバ
（GW）

ES

既存 MICREX の制御ネットワーク DPCS-F，FL-net

プラントバス

を損なうことなく通信プロトコルやデータフォーマットの

AES
AOS

DPCS-F/
FL-net
ソフトウェア
資産継承

変換を実現する。リモート I/O ネットワーク，コント

AS

標準画面
プラント画面
フェース
プレート

ADS
OSサーバ

とは OS サーバ（GW）経由で接続し，従来の機能・性能

ACS

ACS

AS

ローラ間ネットワークとして多数の実績がある T リンク，
リンクデバイス

P/PE リンクとはリンクデバイス経由で接続し，既存 I/O

Tリンク
リンク
デバイス

機器およびコントローラとのデータ交換が可能である。ま

内部計器
EIウェーハ
入力処理
共通機器

ラダー図
FB図
SFC
ループ図
タイム
チャート
その他

P/PEリンク
リンク
デバイス

た，エンジニアリングツールにより既存ソフトウェアを
MICREX-NX 用に変換して利用することが可能である。

既存MICREX
タグ情報
アラーム情報
トレンド情報

PROFIBUS

新情報制御システム「MICREX-NX」のエンジニアリング支援ツール
近年，プロセスオートメーションは，市場が成熟し，競
争が激化している。これに対応し，MICREX-NX

のエン

ジニアリング支援ツール ES は，アプリケーションソフト

図８

ES の機能概観

標準アプリケーション
OSエンジニアリング
のためのCFCテンプレート
ユーザーOS
（例：モータ，バルブ，
フェイスプレート
調節計）

バッチシステムBATCH

ウェアの高付加価値化と，設計の高効率化・高品質化を可
能にする以下の機能を包括的に提供する。
（1） エンジニアリングデータ統合と多様なビュー

NXエンジニアリング

（2 ） Plant Hierarchy による IEC61512（ISA S88）準拠の

階層化エンジニアリング
（3） 豊富な標準ライブラリと強力なライブラリ運用環境
（4 ） CFC（FBD），SFC，SCL（ST）による IEC61131-

3 準拠のコントローラプログラミング環境
フェイルセイフ
ネットワーク・通信・
システム用
ハードウェア用
エンジニアリング
エンジニアリング

（5） WinCC による操作性の高い HMI エンジニアリング
（6 ） パソコン上でのデバッグが可能なコントローラシミュ

自動制御
エンジニアリング

設備管理
ユーザー
PDM
ファンクション
ブロック用
プログラミング

レータ PLCSIM

新情報制御システム「MICREX-NX」のキャビネット実装技術
MICREX-NX のキャビネットは，富士電機が長年にわ

図９

MICREX-NX のキャビネット

たり培った熱設計，安全設計，EMC（Electro Magnetic
Compatibility）電磁両立性設計，環境設計などのあらゆ
る技術を結集した実装設計が行われている。
その結果，従来からの強制空冷方式に加え，自然空冷お
よび密閉型のキャビネットにも対応が可能となっている。
さらに，人体保護，誤操作防止，EMC 性能および高調
波抑制など安全面にも十分な配慮がなされている。
また，上記の制御装置に対する要求仕様を満足するとと
もに，ユーロ端子式 I/O の採用と，これらと外線とを接
続する超小型ユーロ端子−ねじ端子変換ケーブルの開発に
より，シリーズ最高の高密度実装（1,024 点/キャビネット）
を達成し，小型化やコストダウンも実現している。
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投込み式水位計（FQK）
投込み式水位計（形式：FQK）は，検出器を液中に設

図１０

投込み式水位計（FQK）

置し，水圧を検出することによって水位を測定する。世界
中のプラントで活躍する富士電機の FCX-AⅡシリーズ発
信器のセンサとその測定回路を採用することによって，
高精度，高信頼性を実現した。主な特長は次のとおりであ
る。
（1） 水位 1.5 〜 50 m を精度＋
− 0.2 ％で測定
（2 ） 下水用・海水用検出器も準備
（3） 雷対策として強固なアレスタを標準装備

（耐雷性能従来比：検出器 40 倍，中継器 1.3 倍）
（4 ） ハンドヘルドコミュニケータ（FXW）によるリモー

ト調整可能
（5） 中継器と中空ケーブルを分離できる構造を採用し，敷

検出器

中継器

設工事，修理が容易

一般産業用小型圧力センサ（FCK）
小型圧力センサ（形式：FCK）は，各種液体・気体な

図１１

小型圧力センサ（FCK）

どの圧力または絶対圧力を測定し，4 〜 20 mA の電流信
号として出力する発信器である。きわめて小型・簡素化さ
れた構造により，一般産業機械への組込みや設備の自動
化・省力化・効率化などのための計装用圧力センサとして
最適である。主な特長は次のとおりである。
（1） 小型，シンプル構造で取付けが簡単

小型・軽量・シンプルな構造で，取付けは直接ねじ込み
方式のため，取付け作業が容易である。
（2 ） 豊富な品ぞろえ

ゲージ圧センサと絶対圧センサを用意し，測定圧力レン
ジも微圧から高圧までラインアップしているので各種アプ
リケーションへの対応が可能である。

ディジタル指示調節計（PXH）
PXH は，高性能・高機能を普及形温度調節計と同等の
使いやすさにまとめた製品である。
「使いやすい調節計」
を実現するため，
「数式演算機能」
「制御テンプレート」と
いう考え方を導入し，設定や操作の煩雑さを解消した。
（1） 入力サンプリング・制御演算周期：50 ms
（2 ） 入力指示精度：測定レンジの＋
−0.1 ％
（3） 最小指示分解能：0.01 ℃（Pt 入力時）
（4 ） 豊富な入出力

™アナログ入力 3 点，アナログ出力 2 点
™ディジタル入力 9 点，ディジタル出力 9 点
（5） 2 系統の通信インタフェース

™RS-485（MODBUS/RTU）
™RS-232C（パソコンローダインタフェース）
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図１２

ディジタル指示調節計（PXH）
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ペーパーレスレコーダ（PHR）
PHR は従来機種に比べ，記録紙やインク不要なことか

図１３

ペーパーレスレコーダ（PHR）

図１４

ポータブル形ガス分析計（ZSV）

らランニングコストを抑制できる。また，環境への配慮の
点から欧米での関心が高い。2004 年 8 月に機能改良・追
加を行った。主な変更点は次のとおりである。
（1） LCD 自動消灯

未監視時の電力を抑制。LCD の寿命を伸長
（2 ） ヒストリカルジャンプ

指定した日時の履歴データを瞬時に表示
（3） 通信（RS-485：オプション）

Citect などによるシステム構築に対応

ポータブル形ガス分析計 （ZSV）
この分析計は，設置型分析装置に匹敵するサンプリング
部と実績のあるシングルビーム式赤外線分析計を組み合わ
せて，CO，CO2，NOx，SO2，CH4 および O2 の最大 5 成
分を同時測定する。燃焼排ガス，プラントのプロセス管理，
熱処理炉雰囲気ガス測定，各種実験，設置型分析装置の
バックアップなど広い用途に使用可能である。
（1） 5 日間連続測定可能としたコンパクトなサンプリング

部
（2 ） 自動ゼロ校正機能によるゼロドリフトの低減

〈主な仕様〉測定範囲

CO2：0 〜 200 ppm 以上，CO：0

〜 200 ppm 以上，NO：0 〜 500 ppm 以上，SO2：0 〜 500
ppm 以上，CH4：0 〜 2,000 ppm 以上，O2：0 〜 5/25 ％。
外形寸法：W365 × D515 × H574（mm）

熱処理炉雰囲気監視用赤外線ガス分析装置 （ZSC）
この分析装置は，熱処理部品の品質維持向上に不可欠な

図１５

熱処理炉雰囲気監視用赤外線ガス分析装置（ZSC）

炉内雰囲気の CP（カーボンポテンシャル）値と相関のあ
，メタン（CH4）
る二酸化炭素（CO2）や一酸化炭素（CO）
を連続測定する。トレーサビリティのある標準ガスで分析
計の校正ができるため，熱処理部品の品質記録となる。
（1） 実績のあるシンプルな構造で安定性に優れたシングル

ビーム式赤外線分析計
（2 ） コンパクトなロッカーに CO2，CO，CH4，O2 の最大

4 成分を同時測定可能な分析計を収納
（3） 調節計，記録計を付加すれば炉内雰囲気の自動制御，

測定値の記録が可能
〈主な仕様〉測定範囲

CO2：0 〜 5 ％，CO：0 〜 50 ％，

CH4： 0 〜 5 ％ ， O2： 0 〜 25 ％ 。 外 形 寸 法 ： W600 ×
D525 × H1,550（mm）
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「技術立社」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

2005 年の新春を迎え，謹んで新年のお慶びを申し上げ
ます。
いっそうの成長と発展を目指す「最強の専業メーカー」

するとともに，製品カスタマイズからリニューアルまで
設備ライフサイクルにわたる技術サポートネットワーク
を提供する。

として新たに発足した富士電機機器制御株式会社は，お陰

（3） 生産，サービス拠点強化と連携し，グローバル化に対

様で 2004 年 10 月 1 日をもって 1 周年を迎えることができ

応して世界各地域の規格に適合する製品ラインアップを

ました。

強化し，次世代のグローバル新製品の開発を推進する。

当社は，高度化する工場の FA ラインやインテリジェン

（4 ） トータルコストダウンを徹底し，品質クレームを防止

トビルなどの最先端設備の運転や安全な生活環境を支える

するため，QCM（Quality Chain Management）による

受配電機器，開閉制御機器，駆動制御機器，ガス関連機器

製品の品質確保のための継続したプロセス改善活動を徹

などのコンポーネントとこれらを組み合わせた中小システ

底する。

ム製品を提供しています。この事業分野において当社は，

2004 年は，これらの活動を通して，①グローバル市場

高い自動化制御技術と駆動制御技術を通じて，世界最高レ

に対応するワールドワイド製品開発，②ネットワーク対応

ベルの製品，ソリューション，サービスを創り出していこ

などのシステム商品化，③シリーズ拡大による製品強化，

うという意思を込めて，当社の存在理由，すなわちミッ

など多くの成果を市場に送り出すことができました。

ションを「FA Component & System Technology for the

器具分野では，グローバル製品として 250AF 配線用遮

Best」としています。つまり当社の存立理念を「技術立社」

断器，舶用スイッチギヤ規格対応の真空遮断器，マニュア

とすることを明確に示しています。

ルモータスタータの圧着端子対応形をはじめ，角形表示灯，

当社を取り巻く 2004 年の市場環境は，公共投資の減少
などの悪化要因があるものの，民間設備投資の増加，中

電力監視機能付きブレーカ，各種 AS-i 機器，複合形都市
ガス警報器などを開発しました。

国・アジア地域経済活動の活発化および海外電力設備機器

またシステム機器分野では，エレベータ専用インバータ

需要の増加により好調に推移いたしました。この好環境を

をはじめ，グローバル市場対応の EMC フィルタ，DC リ

的確にとらえ，次の四つの取組みを通して，
「技術」を基

アクトル内蔵インバータ，パソコンベースのサーボシステ

礎としたお客様への最大の価値の提供とお客様との信頼の

ム，インバータの大容量化，AS-i 対応インバータ，現場

獲得によって，業績を拡大してまいりました。

指向形の PLC ローダなどを開発しました。

（1） 世界最高レベルの性能，ネットワーク化への対応，環

これらの製品を通して，私たちはこれまで培ってきた技

境への適応，高い信頼性など多様化するニーズに対して

術力をさらにレベルアップし，これまで以上にお客様への

最高の技術レベルの製品を開発する。

ご満足を提供し，社会に貢献していく所存です。今後とも

（2 ） トップレベルの商品を提供し，最適なシステムを提案
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器

具

回転機・可変速機器

展

望

2004 年は，国内の公共投資が低調な反面，民間設備投
資が増加したこと，および世界的な景気回復・拡大を背景

機能リレー F-MPC 60B/30 シリーズに，海外で一般化し
ている Modbus 通信機能を付加した。

として中国をはじめとしたアジア向けを中心に輸出が増加

ガス関連機器では，新型の複合形都市ガス警報器を開発

したことにより，機器・制御事業を取り巻く市況は好調に

した。この警報器の生産ラインには，警報器の製造にかか

推移した。特に器具分野は，機械メーカー向け需要の増加

わるすべての履歴が追跡できる独自のトレーサビリティシ

や輸出の増加により，電磁開閉器やブレーカなど主要製品

ステムを採用している。

の売上げが伸長し，可変速機器分野は，国内の半導体製造

可変速機器分野では，エレベータ専用インバータ FRE

装置，工作機械メーカー向け需要の増加と，海外の景気拡

NIC-Lift シリーズを開発した。全容量で制動回路を内蔵

大により，駆動製品を中心とした売上げが大幅に伸長した。

し，また PG フィードバック回路を標準搭載しており，誘

このような環境の中で，グローバル化に対応したワールド

導電動機はもちろん同期電動機の駆動も可能である。汎用

ワイド製品開発，ネットワーク対応やシリーズ拡大などの

インバータ FRENIC-Eco シリーズでは，欧州などへのグ

製品強化を行ったことが売上げ拡大の一翼を担った。

ローバルシリーズ拡大として，特に HVAC（Heating，

統合コントローラ分野では，ソフトウェア設計・デバッ

Ventilation and Air Conditioning）用途でのノイズ抑制や

グ・保守に対する現場機能性を大幅に向上させた新プログ

電源高調波低減のためのフィルタ一体形ユニットおよびこ

ラミング支援ツール SX-Programmer Standard の開発，

れを保護構造 IP54 に適合させた防水仕様のユニットを開

高信頼なループ形ネットワークの強化，業界最小の I/O

発した。大容量インバータでは，一般産業用 G11S/P11S，

ターミナル NR2 シリーズの追加などを行った。

高性能ベクトル制御形 VG7S，PWM コンバータ RHC の

器具分野では，グローバル商品として欧州，東南アジア，

各シリーズについて，各種用途での容量拡大要求に応える

中国向けに IEC，JIS，UL，GB 規格に適合したコンデン

ため，ユニット形で業界最大クラスの 630 kW 機，また複

サ負荷開閉用電磁接触器，IEC 規格に適合した新型の

数ユニットでの大容量・並列運転向けに，電源側トランス

250AF 配線用遮断器，また新たに制定される IEC 舶用高

レスを実現する PWM コンバータ RHC-CR シリーズなど

圧スイッチギヤ規格に対応した真空遮断器ユニットを開発

を開発した。一方，ネットワーク対応として AS-i スレー

した。一方，コンセプト商品であるマニュアルモータス

ブ内蔵のインバータを系列に加え，加熱用インバータでは

タータ（MMS）に，国内市場向けの丸形圧着端子対応形

業務用 3/5 kW の新機種を開発した。

を追加した。HMI 分野では，クイック端子構造による作

サーボシステム分野では，PC ベースモーション制御用

業性向上，高輝度で 7 色の選択が可能な新型の角形表示灯

PCI ボードを開発し，PC による画像処理位置補正を使っ

DP シリーズの開発，省エネルギー支援用として電力監視

た高速モーション制御を可能とした。また，回転機では，

機能付きブレーカ FePSU シリーズを開発した。また，エ

舞台装置用の超低騒音インバータ駆動電動機，立体駐車場

レベータ業界向けに，ゴムローラ形アクチュエータを採用

の横行・ゲート開閉に専用の低騒音・防水構造の新型ギ

して静音化を図ったリミットスイッチ，IP67 の保護構造

ヤードモータを開発した。

で低価格の誘導形アナログ距離センサなどを開発した。

富士電機は，引き続き拡大が見込まれる市場に適合する

省配線ネットワーク AS-i 対応ではアナログスレーブを

技術の探求とスピーディな製品開発に努め，製造・販売・

開発してビルオートメーション分野への適用拡大を図ると

サービス・技術サポート体制の強化により，最高水準の品

ともに，安全規格 EN954-1 の最高レベルであるカテゴリ

質，サービスレベルの提供に努めていく。その実現には市

4 を実現するセーフティバス機器のシリーズ化を行うなど，

場要求の的確な把握が最も重要であり，今後とも顧客各位

各種応用製品の市場投入に努めた。また，ディジタル形多

との密接な交流とご支援をお願い申し上げる。

59

富士時報

Vol.78 No.1 2005

システムコンポーネント

プログラマブルコントローラ
統合コントローラ「MICREX-SX」における通信モジュールの拡充
多種多様化するネットワーク化要求に対応し，新規に 4

図１

新規通信モジュールとカード（4 形式）

形式の通信モジュールとカードを製品化した。
（1） LE-net ループモジュール

オリジナルネットワークである LE-net ループの特長で
ある二重ループ配線により，MICREX-SX（SX）システ
ムの高信頼化が可能である。
（2 ） LE-net ループ 2 モジュールおよび PCI バス用カード

LE-net ループの機能拡張タイプであり，SX モジュー
ルと PCI バスの対応により多彩な SX システムの構築が
可能である。
（3） 汎用通信 RS-232C：2 チャネルモジュール

LE-netループ2
PCIバス用
カード

LE-net
LE-net
ループ
ループ2
モジュール モジュール

汎用通信RS-232C：
2チャネルモジュール

RS-232C の 2 ポート装備により，接続機器の倍増と SX
システムのトータルコストダウンを可能とした。

I/O ターミナルの拡充
I/O ターミナル NR1 シリーズに，位置決めシステムの

図２

NR1 シリーズのパルス列出力（下）と NR2 シリーズ

構築を可能とするパルス列出力を追加し，また NR1 より
省スペースの NR2 シリーズを追加ラインアップした。
（1） パルス列出力の概要

制御軸数：4 軸，最大指令周波数：250 kHz（オープン
コレクタ出力）
，対応ネットワーク：SX バス
（2 ） NR2 シリーズの概要

外形：177 × 50 × 48（mm）
（業界最小サイズ）
，対応
ネットワーク：OPCN-1，DeviceNet，品ぞろえ：ディジ
タル；入力 32 点，トランジスタ出力 32 点，入力 16 点＋
トランジスタ出力 16 点，リレー出力 16 点，アナログ；電
圧入力 8 チャネル，電圧出力 8 チャネル，電流入力 2 チャ
ネル，電流出力 2 チャネル

統合コントローラ「MICREX-SX」のプログラミング支援ツール「SX-Programmer Standard」
MICREX-SX シリーズの新プログラミング支援ツール
として，設計ーデバッグー保守の作業効率を大幅に向上す
る「SX-Programmer Standard」を開発した。このツー
ルでは以下の特長により，操作の簡素化を図り，現場での
機能性を大幅に強化した。
™プログラムのアップロードや PLC 運転中のプログラム
変更が制限なく可能
™起動時に前回の編集位置やモニタ位置を自動的に表示す
る「レジューム」機能により，起動後すぐに編集，ダウ
ンロードが可能
™プログラミングはすべてアドレス指定で，FB 部品化も
可能
™現場で便利なキーボード操作を完全サポート
™従来機種のプログラム資産を活用可能
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プログラミング支援ツールのプログラミング画面
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具
コンデンサ負荷開閉用電磁接触器

欧州，東南アジア，中国市場向けのワールドワイド商品

図４

コンデンサ負荷開閉用電磁接触器

図５

丸形圧着端子対応形 MMS（BM3RSR，BM3RHR）

図６

250AF 配線用遮断器

としてコンデンサ負荷開閉用電磁接触器を開発した。
この電磁接触器は，低圧回路に設置された力率改善用コ
ンデンサの開閉用途に適しており，主な特徴は次のとおり
である。
（1） コンデンサ回路の突入電流を抑制する直列抵抗を先に

投入する機構を主接点と並列に設けており，標準形の電
磁接触器に比べて，小型機種での適用を可能にした。
（2 ） IEC，JIS，UL，GB 規格に適合し，cULus マーク，

CE マーク，CCC マークを表示したグローバル商品であ
る。
（3） 機種ぞろえは 3 フレーム 5 形式で，三相 400 V で最大

50 kvar までの，コンデンサ負荷に適用できる。

丸形圧着端子対応形 MMS
電動機回路に適用されるマニュアルモータスタータ
（MMS）は，回路保護用ブレーカと電動機保護用サーマル
リレー機能を兼ね備えたグローバル商品であり，その端子
構造は欧米で一般的な電線を直接接続する端子構造である。
一方，国内では，丸形圧着端子を使用する制御盤がまだま
だ多く，日本市場のニーズを踏まえ，丸形圧着端子対応形
MMS を商品化した。その特徴は次のとおりである。
（1） 端子カバー方式の採用により，ブレーカと同様に丸形

圧着端子の取付け作業が簡単
（2 ） 32AF のロッカーハンドル形と回転ハンドル形を用意
（3） 電線を直接接続することも可能
（4 ） 標準品と同様に主要規格（JIS，IEC，UL）に適合
（5） 裸圧着端子への接触を防ぐロング端子カバーも用意

250AF 配線用遮断器
アジア市場向けを目的とした IEC 規格に適合する新型
250AF 配線遮断器を開発した。定格電流 100 A から 250 A
まで適用可能なグローバルフレームサイズであり，主な特
徴は次のとおりである。
（1） 奥行寸法 60 mm でコンパクトである。
（2 ） 内装付属品は着脱が容易なカセット構造である。
（3） 短絡電流遮断時に発生するアークの駆動力を増加する

消弧室構造を採用したことにより，コンパクトな本体で
（Ics ：定格サービス遮断容量，
Ics ＝ 50 ％ Icu を実現した。
Icu ：定格限界遮断容量）
（4 ） 低・中・高遮断容量の 3 タイプをシリーズ化した。
（5） 環境有害物質であるカドミウムを含まない接点を採用

した。
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具
新型角形表示灯「DP シリーズ」

制御盤などに搭載される表示灯には省配線化が求められ

図７

新型角形表示灯 DP シリーズ（DP36 シリーズ）

図８

エレベータ用リミットスイッチ

図９

アンプ内蔵アナログ距離センサ

ている。この要求に応えるため，クイック端子構造を採用
した単体および密集取付けが可能な角形表示灯 DP シリー
ズを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（1） 充電部カバーを一体構造としたクイック端子構造であ

り，端子ねじ脱落防止と配線作業性を向上させた。
（2 ） 高輝度 LED チップ採用により視認性を向上させた。
（3） LED 照光，220 V 以下品をトランスレス構造とし軽

量化した。
（4 ） LED 照光，220 V 以下品に誘導電圧などによる誤点

灯の防止回路を搭載した。
（5） LED 照光のカラーバリエーションに新たに青色，純

白色を追加し 7 色とした。

エレベータ用リミットスイッチ
リミットスイッチは搬送装置の位置検出用などに多用さ
れている。富士電機では，使いやすさと静音性の向上，さ
らに環境負荷の低減を図ったエレベータ用リミットスイッ
チを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（1） ゴムローラ形アクチュエータを採用し，ドック接触時

の衝撃音を抑制した。
（2 ） 動作位置表示により，動作確認の容易化を図った。
（3） 接点構成は，b 接点/a 接点（b 接点は強制開離機構付

き）である。
（4 ） 配線案内傾斜壁による，配線作業性の向上を図った。
（5） 保護構造 IP67 に対応でき，専用シールコネクタ（付

属）の装着により水滴のかかる場所でも使用可能である。
（6 ） 六価クロムフリーめっきを採用した。
（7） 小型金属ローラタイプもラインアップした。

アンプ内蔵アナログ距離センサ
エレベータの荷重検出器として，従来はロードセルや差
動トランスが多用されてきたが，接触式のため寿命が短い，
高価であるなどの課題があった。
市場の低価格・高信頼性の要求に応えるべく，低価格な
誘導形アナログ距離センサを開発した。主な特徴は次のと
おりである。
（1） 非接触で検出を行うため高信頼性である。
（2 ） 従来方式と比べ約 1/2 以下の低価格である。
（3） 電源電圧は DC10.8 〜 26.4 V のフリー電源である。
（4 ） 出力は IEC 規格準拠の DC1 〜 5 V 電圧出力および

DC4 〜 20 mA 電流出力の 2 機種を用意している。
（5） IP67 の保護構造により，水滴のかかる場所でも使用

可能である。
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具
IEC 規格対応スイッチギヤ用 VCB ユニット

大型外航船の電源設備は，荷役設備容量の増大，冷凍貨

図１０

VCB ユニット（7.2 kV，20 kA，630 A）

図１１

FePSU ブレーカ（225AF）

物の増加などによって，LNG 船・コンテナ船ともに船内
需要電力が増大し，高電圧化が急速に進んでいる。新規制
定される船用高圧スイッチギヤ規格：IEC60092-508 に対
応し，その高圧配電盤の製作を容易にする真空遮断器ユ
ニットを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（1） 定格：7.2 kV，20/25 kA，630/1,250 A
（2 ） 配電盤の扉を閉めた状態で，遮断器と接地断路器の操

作が初めて可能となる機械的インタロックを装備
（3） ばね投入式の短絡投入性能を有した接地断路器を装備
（4 ） 主回路断路部に安全性の高い金属シャッタを装備
（5） 自動連結式制御回路プラグによる誤操作の阻止
（6 ） 盤面から機械的緊急引外し操作が可能

電力監視機能付きブレーカ「FePSU ブレーカ」
FePSU ブレーカは受配電設備の保護監視，保全，省エ
ネルギー支援用途に最適で，各種計器類の削減，設備コス
トの低減に寄与する製品である。構成は汎用ブレーカに計
測機能と表示機能を組み合わせ 225AF 〜 800AF をカバー
しており，分岐幹線用途に適している。主な特徴と仕様は
次のとおりである。
（1） ブレーカと計測は独立の構成で高い保護信頼性を確保
（2 ） 計測項目：電流，電圧，電力，電力量，高調波，力率，

漏れ電流（ZCT 付き MCCB との組合せ時）
（3） センサ（CT，VT）内蔵で省施工，省スペース
（4 ） 表示部は回転装着および分離してパネル取付けも可能
（5） トリップ事故原因（過負荷，過電流，短絡，漏電）表

示。トリップ，アラーム履歴を不揮発性メモリに保存
（6 ） 電力パルス出力と RS-485 通信機能を標準装備

ビルの空調監視・自動換気システムの AS-i アナログスレーブ
省配線ネットワークの AS-Interface（AS-i）に対応す

図１２

ビルの空調監視・自動換気システム導入時の構成例

るアナログスレーブを開発した。従来 AS-i はオンオフの
上位系システム

伝送が主用途であったが，この製品の登場により FA 分野
にとどまらず温度検出や圧力検出が可能になり，空調シス
テムなどビルオートメーション分野への適用も可能となり，

測温体

適用分野が拡大した。
AS-i

ビルの自動空調監視システムへ導入した例では，富士電
機の統合コントローラ MICREX-SX とプログラマブル操

制御対象
SX

作表示器 UG30（POD）と AS-i を適用することにより，
操作性・施工性が向上したばかりでなく，高価な専用自動

MICREX-SX

制御盤が不要になりコストパフォーマンスが向上した（従
操作器

来システムに比べ 34 ％のコストダウンを図った）
。今後こ
の分野へ AS-i の積極展開を図る。

POD

AS-iアナログスレーブ
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具
AS-i セーフティバス機器

省配線ネットワークの AS- i に対応した AS- i セーフ

AS-i セーフティシステム構成例

図１３

ティバス機器を発売した。既存の AS-i システムに追加す
標準PLC
標準AS-iマスタ

るだけで EN954-1 規格に定められた最高レベルの安全基
準カテゴリ 4 を達成できる。また，この製品は AS - i の

セーフティ
モニタ

省配線機能をそのまま活用することができ，従来のような

標準
スレーブ

標準
スレーブ

煩雑なハードワイヤリングで接続する必要がない。さらに
安全 PLC のように高価で高度なプログラミング技術を要

AS-i
電源

求される製品と異なり，安価でパソコンによるドラッグ＆
ドロップの簡単プログラミングを実現している。
..
TUV と BIA（ドイツ法令労災保険協会）の認証を取得

セーフティ
スレーブ

標準
スレーブ

標準
スレーブ

セーフティ
スレーブ

済みで，他の安全用ネットワークに比べて高速な 40 ms の
応答で， 1 本の通信線による安全用と制御用の信号伝送が
可能である。

AS-i 応用機器の拡充
省配線ネットワークの AS-i に対応した以下の応用製品
の拡充を行った。AS-i

図１４

AS-i の各種応用機器

の立上げや施工時間の短縮に大き

く貢献するこれらの応用製品により，AS-i 機器のより使
いやすい環境が整った。
（1） AS-i アナライザ（シーメンス株式会社製）

ノートパソコンを使用し，現場での AS-i 通信の不具合
解析を容易にする強力な解析ツール

アナライザ画面例

アナライザ本体

（2 ） エクステンションプラグ（シーメンス株式会社製）

AS-i 通信ラインに接続することで，AS-i の通信総延長
距離 100 m を 200 m まで拡張できるプラグ
（3） Ｔ分岐コネクタ（オートスプライス株式会社製）

ピンの圧接接続により IP65 の防水構造で，AS-i ケー
ブルを簡単に T 分岐可能な小型・低コストなコネクタ

T分岐コネクタ

エクステンションプラグ

Modbus 対応ディジタル形多機能リレー「F-MPC」
わが国で実績の多い高圧受配電設備の保護・計測・監視

図１５

高圧受配電設備の Modbus システム例

を行うディジタル形多機能リレー「F- MPC60B，30 シ
リーズ」に，海外の受配電設備で一般的に使用されている

高圧受配電設備

VCT

た。これにより海外ユーザーのアプリケーションソフト

DS

ウェアで容易に電力量やメータデータおよび保護機能の通

CT

（1） 対応プロトコル：Modbus-RTU を採用
（3） 最大伝送速度：19.2 kbps
（4 ） F-MPC 専用プロトコルとの設定切換が可能

ることが可能
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™データの収集，
保存

ZVT

伝送仕様：RS-485，調歩同期方式，半二重

（5） 通信 RAS 機能の充実により現在の通信状態を表示す

F-MPC60B
Modbus-RTU

VCB

信を可能とした。主な通信仕様は次のとおりである。

（2 ）

ホストコンピュータ
またはPLC
（アプリケーション
ソフトウェア）

ZCT

Modbus プロトコル通信機能を組み込んだシリーズを加え

F-MPC60B/30
CT
ZCT

CT

F-MPC30

富士時報

Vol.78 No.1 2005

システムコンポーネント

回転機・可変速機器
舞台装置用超低騒音インバータ駆動電動機
音楽ホールや劇場で上演中に使用される機器は，非常に

図１６

超低騒音インバータ駆動電動機

高いレベルでの静粛性を要求される。舞台装置用として，
「上演中に駆動音のしない電動機」をコンセプトに超低騒
音ベクトル制御インバータ駆動電動機を開発した。
概略仕様，特長は次のとおりである。
（1） 定格出力 18.5 kW，基底回転速度 1,640 r/min，6 極，

時間定格 30 分
（2 ） 負荷時騒音 45.5 dB（1.5 〜 1,640 r/min）電磁加振力

の低減，制振構造設計による低騒音化
（3） 小型・軽量化とスマートな形状による省スペース化と

取付け作業性の向上
（4 ） ベクトル制御インバータ駆動による速度およびトルク

の高制御性能

新型立体駐車場横行・ゲート開閉専用ギヤードモータ
従来の標準ギヤードモータ「MGX シリーズ」に対して

図１７

新型立体駐車場横行・ゲート開閉専用ギヤードモータ

新型ギヤードモータ「MGS1S 型」は，屋外仕様（IP55）
を基本とし，住環境に対応した低騒音と小型化に加えて設
置現場での取扱いやすさをコンセプトに開発した。主な特
徴は次のとおりである。
（1） すべての組立接合部には O リングを採用し，完全防

水構造とした。
（2 ） 端子箱をモータフレームと一体化し，ケーブル引出し

方式とすることで，取付け方向を選ばない構造とした。
（3） ブレーキ稼動部をモータフレーム内部に収めたことで，

起動停止騒音 5 dB の低減と全長 10 ％の短縮を実現した。
（4 ） コネクタ接続方式を採用したことで設置配線作業が容

易になり，トータルコストダウンに貢献する。

AS-i スレーブ内蔵インバータ（FRN-C1S-AJ シリーズ）
搬送ライン・製造ラインの「信号線の省線化」
「工期短

図１８

AS-i スレーブ内蔵インバータの接続

縮」
「ライン変更の簡便さ」を狙いとして，AS-i スレーブ
内蔵インバータを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（1） AS-i バージョン 2.0 に対応
（2 ） 入力 4 ビット，出力 2 ビットの I/O を用意
（3） I/O 信号の選択を含め，各種パラメータはタッチパネ

ル，パソコンローダから変更が可能
（4 ） AS-i 専用ケーブルにて簡単配線
（5） 容量範囲

単相 100 V 電源：0.1 〜 0.75 kW
単相 200 V 電源：0.1 〜 2.2 kW
三相 200 V 電源：0.1 〜 3.7 kW
三相 400 V 電源：0.4 〜 3.7 kW
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回転機・可変速機器
モーション制御用 PCI インタフェースボード
パソコン（PC）を使用した制御システム向けの高速・

図１９

PC システムにおけるモーションシステムの構成

高機能モーション制御用 PCI インタフェースボードを開
発した。統合コントローラ「MICREX-SX」の CPU を搭
載することで高速処理を実現するとともに，PC-CPU 間
PCIバス

の高速データ交換機能を新規開発した。PCI バスからアク
セスできる共有メモリと CPU 内のデータとを，入出力各

マルチCPU対応

50 W/2 ms 周期で更新できる。マルチ CPU による高速

内部
バス
SXバス

化・大容量化の対応も可能である。このため，PC 制御シ
ステム側から画像処理による位置補正データをモーション
ごとに転送するなど，高速なデータ更新を行いながらの
モーション制御が可能である。サーボとの接続は SX バス

サーボ
I/Oターミナル

で行い，プログラミングや技術ブロックなどこれまでの
MICREX-SX のアプリケーション資産がすべて活用でき
る。

新業務用 IH インバータ 3/5 kW 器
新業務用 IH（誘導加熱）インバータとして，3 kW 器と
5 kW 器を

HFR-C11K

図２０

新業務用 IH インバータ（5 kW 器）

図２１

大容量インバータ FRENIC5000VG7

シリーズとして開発した。このシ

リーズは従来シリーズ（HFR-C9K）と同様に全閉構造
（IP40）を採用し，コイルの電気定数と取付け互換性を
保っているので，既存の IH 調理器への適用が容易である。
加えて，従来機種に対して以下の特徴を有しており，適用
IH 調理器の加熱性能向上，多機能化，長寿命化に貢献で
きる。
し，とろ火調理が可能
（1） 連続運転範囲が拡大（5 〜 100 ％）
（2 ） 使用可能鍋が拡大（直径：120 〜 450 mm）
（3） 加熱コイルの最適設計により鍋底全体の均等加熱が可能
（4 ） 冷却方法の最適化により周囲温度 60 ℃まで運転継続
（5） 長寿命ファンと中継コネクタ採用により交換作業の省力
（6 ） 温度調節制御，通信機能による調理の自動化推進

大容量インバータ
国内外で幅広い用途に使用されている，一般用インバー
タ FRENIC-G11S/P11S シリーズ，高性能ベクトルイン
バータ FRENIC-VG7S シリーズ，PWM コンバータ RHC
シリーズについて，送水ポンプ，コンベヤ，クレーン，押
出し機用途などにおける容量拡大の要求に応え，ユニット
形の単機容量としては業界最大クラスとなる 630 kW イン
バータを開発した。主な特長は次のとおりである。
（1） 機種バリエーションが豊富
（2 ） 業界最小クラスの外形寸法を実現
（3） G11S/P11S シリーズ，VG7S シリーズはダイオード整

流器を内蔵
（4 ） 12 パルス入力対応品の製作が可能
（5） オプション品取付けで，保護構造 IP20 への対応が可

能
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回転機・可変速機器
大容量 PWM コンバータ（トランスレス結合）
ＰＷＭコンバータの単機ユニット容量 400 kW を超える

図２２

トランスレス並列システムの構成

システムで，複数ユニットによる並列運転を行う用途向け
絶縁トランス不要

に，主電源側の絶縁トランスを不要とするトランスレス対
応 PWM コンバータ RHC-CR シリーズを開発した。機種

フィルタ
回路

型式および主な特徴は次のとおりである。

昇圧
リアクトル

（1） 機種型式

™コンバータユニット：RHC ○○○-4CR

RHC-CR
マスター
ユニット

™光通信オプション：OPC-VG7-SIR
（2 ） 特

RHC□□□-□C

RHC-CR
スレーブ
ユニット

RHC□□□-□C

RHC-CR
スレーブ
ユニット

RHC□□□-□C

徴
SIR

™光通信による電流指令値の高速同期・負荷分担制御

SIR

光通信

™PWM スイッチングによるユニット間の往流電流を標

SIR

光通信

準付属の昇圧・フィルタリアクトルにて抑制
™異容量ユニットによる３並列システムに対応

インバータ用電源

フィルタ一体形インバータ「FRENIC-Eco シリーズ」
空気調和機を代表とする HVAC（Heating，Ventilation

図２３

フィルタ一体形 FRENIC-Eco シリーズ

and Air Conditioning）用途に使用されるインバータでは，
発生ノイズや入力電流高調波の低減など周辺環境への負荷
低減対策が重要視される。これらのニーズに応えるため，
新たに HVAC 専用 FRENIC-Eco シリーズでフィルタ一
体形インバータを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（1） 適用容量：0.75 〜 15 kW，200 V/400 V
（2 ） EN 規格に適合（CE マーキング）

EMC 適合レベル：Second Environment（200 V 系）
Group 1 Class A（400 V 系）
（3） 直流リアクトル内蔵で，低入力電流高調波，高入力力

率（86 ％以上，100 ％負荷時）を実現
（4 ） フィルタや直流リアクトルの接続配線が不要

ファン・ポンプ用インバータ「FRENIC-Eco シリーズ」の機種拡大
欧州を中心とした海外の HVAC（Heating, Ventilation

図２４

防水仕様インバータ

and Air Conditioning）市場では，規格に適合したイン
バータユニットを，建屋の壁などに直接設置する防水仕様
（保護構造：IP54）のユニットへのニーズが高い。そこで
グローバル戦略機種である FRENIC-Eco シリーズでは，
周辺機器の直流リアクトルと EMC フィルタも内蔵可能に
した防水仕様のインバータユニットを開発し，標準メ
ニューに加えた。容量，適合規格は次のとおりである。
（1） 適用容量：① 0.75 〜 45 kW 200 V

② 0.75 〜 90 kW 400 V
（2 ） 保護構造：① IP54（IEC529）

② UL TYPE12/4（UL50）
（3） 海外規格適合：① EN 規格 （CE マーキング）

② UL 規格（UL508C）

67

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

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれ

の達成をすることにより実現されます。製品そのものの品

ましては決意も新たに新年をお迎えのことと心よりお慶び

質だけでなく，日常のビジネスプロセスで高い品質を追求

申し上げます。

することがこのカンパニーメッセージ

富士電機デバイステクノロジー株式会社が発足し，1 年
を経過致しました。昨年を振り返りつつ今年の抱負を述べ

の意味するところです。
事業運営方針について述べますと，半導体事業では，パ
ワーマネジメント分野に特化して自動車電装，産業，情

ます。
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，

報・電源用半導体でグローバルトップを目指します。例を

半導体，ストレージ，画像デバイスの事業を通して顧客，

あげれば，自動車向けは独自技術である自己分離技術によ

株主および従業員にとっての企業価値を最大限に高めるこ

る統合 IC，ワンチップイグナイタ，ワンチップ圧力セン

とです。これら三つの事業ユニットに共通することは，市

サの展開，産業向けは低損失化，高信頼性を目指した

場成長率が高いことであり同時に競争が激しいこと，競合

IGBT モジュールの展開，情報電源向けはディジタルカメ

は世界中にいることなどの特徴があります。こうした背景

ラ・ビデオカメラ向け高性能電源 IC，プラズマテレビ向

下，富士電機デバイステクノロジー株式会社は，
「技術を

けドライバ，低損失 MOSFET の展開です。ディスク媒体

コンピタンスとしてグローバルトップを目指す」を経営方

事業ではパソコン用に急速に拡大しつつあるコンシュー

針としました。コンピタンスとする技術は，解析･分析技

マー用を加えてグローバルトップのディスク媒体外販メー

術，材料技術などの共通的な基盤技術，薄膜形成技術，ク

カーを目指します。昨年はガラス基板媒体の量産化を開始

リーン化技術，洗浄技術などのプロセス技術，IGBT，CM

し，今年は垂直媒体の量産化に向け開発を加速します。画

OS，磁性薄膜，有機感光体などのデバイス技術，パワー

像デバイス事業では中国拠点のメリットを生かし，グロー

エレクトロニクス，パワーマネジメントなどのアプリケー

バルトップの感光体外販メーカーを目指します。高速印

ション技術です。これらの要素技術をコンピタンス，すな

刷・高画質化に対応するための材料開発，シミュレーショ

わち強みとしてさらに強化する研究開発に取り組んでいま

ン技術，解析技術開発を行っています。

す。

富士電機デバイステクノロジー株式会社で扱う技術・製

カンパニーメッセージとして「高品質の追求」を表現す

品はディジタルという時代の中で，より豊かな社会を目指

を用いています。その意

した製品，省エネルギーなど環境へ配慮した製品により社

味合いは，富士電機デバイステクノロジー株式会社がお客

会に貢献しております。今後もこれらの事業活動を通じて

様に提供する製品とサービスの品質で高い評価を受けるこ

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

とです。すなわち，もの作りシステムの品質を高めること

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

であり，メーカーとして生産現場の高いスループット，高

クノロジー株式会社を目指していく所存です。

る

い良品率，短いリードタイム，極小の棚卸資産・在庫など
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磁気ディスク媒体
感光体

展

望

現代社会はインターネット，ブロードバンドの普及に

情報機器の一分野として，出力装置であるプリンタや

よって，情報化，グローバル化が急速に進展している。取

ディジタル複写機が挙げられる。ビジネスユースでは，定

り扱う情報量も膨大かつ高い転送速度を必要とされるため，

型帳票類の印刷，商用の高品質・大量印刷，各種プレゼン

情報機器のキーデバイスである磁気記録媒体および有機感

テーション用資料の印刷などにより，一層使用頻度が高く

光体への要求特性は一段と厳しくなっている。

なっている。一方，パーソナルユースでも，パソコンと

2004 年の HDD 市場では，従来のパソコンユースだけ

ディジタルカメラの普及により個人印刷用にインクジェッ

ではなく，情報家電分野ヘの適用が大きく伸長し，かつ

ト方式が先行し主流となったが，装置本体価格とランニン

「ユビキタス」社会の到来に備え，音楽プレーヤへの搭載

グコストの低下により，電子写真方式が徐々に拡大する兆

を機にモバイルを特徴とした小型 HDD の用途開発が一気

しが見られている。またファクシミリをベースとして，パ

に活発化し，PDA や携帯電話など，HDD を搭載した小型

ソコンからのプリント機能やコピー機能を複合させたマル

情報端末製品が目白押しに発表された。これに用いられる

チファンクション機が急速に普及している。

磁気記録媒体は固体メモリ素子との競合にさらされるが，

これらを背景に，電子写真応用機器の販売台数は，プリ

その容量の大きさとビット単価の安さから，6 G バイト以

ンタ分野で 7 ％（平均年成長率，以下同じ）
，複写機・マ

上の容量帯ではその優位性は揺るがないといわれている。

ルチファンクション分野で 2 ％，トータルで 4 ％と堅調な

2004 年に富士電機は 2.5 インチガラス媒体を市場投入した

伸びとなっている。さらにカラープリンタや高速複写機な

が，今後急成長が見込まれる小径ガラス媒体市場に積極的

どの特定分野では 30 ％を超える高成長率となっており，

な参入を図る計画である。近年，磁気記録媒体の高密度化

今後の需要が見込まれている。

は年率 30 ％程度まで低下してきているが，小径大容量・

プリンタ・複写機の主な技術的トレンドは，印刷の高速

低価格を実現するには，従来の製造プロセスと磁気記録方

化と高精度化，オリジナル画像の安定的な再現性向上であ

式では対応が難しくなってきている。現用の長手磁気記録

る。各種画像の具視化を支える有機感光体および周辺部品

方式では 3.5 インチ 1 枚あたり 160 〜 200 G バイトが限界

は，直接的にそれらの性能を左右することから，搭載され

と考えられるが，現在，富士電機が実用化を検証している

る機器の要求仕様に応じた感光体性能が求められている。

グラニュラー型垂直磁気記録媒体を使用すれば，その限界

富士電機は，感光体としての性能向上はもとより，搭載

を超えられると同時に，磁性層の磁気特性を細緻（さいち）

される装置において有機感光体の性能を最大限発揮するた

に制御することで〜 400 G バイト容量までは実現可能と考

めのシミュレーション技術や微小電位現象の解析技術を確

えている。また，ヘッド浮上量の低下とともに磁気ヘッド

立した。また，有機感光体とのマッチングが重要となる現

の安定浮上を保証する媒体表面性状の構造設計が重要とな

像ローラに代表される周辺部品の開発を行い，電子写真応

るが，HDI 特性は超平滑面を有する基板，表面加工技術，

用機器の発展に寄与している。具体的には，今後展開され

薄くて緊密なカーボン保護膜，ヘッドとの間欠接触から媒

る富士電機独自の分子設計技術による UCL 型高耐圧 OPC

体を保護する耐久性に優れた潤滑剤との組合せ技術で対応

やすでに搭載されているタンデム型カラープリンタ用高精

していく。ユビキタス社会の到来で，情報端末製品はあら

度 OPC の高度化，そしてディジタル複写機用低摩擦 OPC

ゆる環境下で使用されることになり，温湿度環境の急激な

の実現を図っていく。

変化に耐える品質が要求される。また，安価で大量の媒体

今後も富士電機は，市場のニーズに対応するため材料開

を品質よく生産するために，新しいコンセプトに基づいた

発，製品開発・設計，生産プロセス技術の高度化を推進し，

生産設備の開発，整備と微小欠陥を精度よく検出する測定

世界の各拠点で高性能かつ信頼性の高い製品を生産，市場

評価技術の高度化が求められる。

提供していく所存である。
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磁気ディスク媒体
160 G バイト/3.5 インチアルミ基板の特性改善
160 G バイト/枚（現行機種 80 G バイト/枚）に対応する

図１

基板の微小表面イメージ（現状品と開発品）

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
（nm）

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
求められている。そのため，均一で表面微小粗さ（Ra）

3.0
1.5

R a＝0.211 nm
R max＝9.317 nm

0

が極小の平滑なポリッシュ技術が要求される。富士電機は，

0

一次ポリッシュに関してはパッド構造，物性の最適化を図

2

（

り，ベースとなる長波長（0.5 〜 5.0 mm）のうねりを低減

10

4

m）

6

8

2

8
6
4
（ m）

（a）現状品

することができた。さらに，二次ポリッシュに関してはコ
（nm）

ロイダルシリカの砥粒サイズおよびエッチャントの最適化
を行うことにより，微小領域での粗さを現行量産品の約

3.0
1.5
0

50 ％にまで減少させた高記録密度対応基板を開発した。

0

2

4
6
m）
8

（

10
8
6
4
2 （ m）

R a＝0.089 nm
R max＝5.178 nm

（b）開発品（2Pスラリー，エッチャント変更）

160 G バイト/3.5 インチ磁気記録媒体
長手磁気記録媒体の記録容量は，年々増加している。富

関連論文：富士時報 2004.4 p.252-259

図２

磁気記録媒体表面形状（AFM）

士電機でも，現在の 2 倍の記録容量である 160 G バイト機
（nm）

種の 2005 年量産に向けた開発を進めている。160 G バイ
ト機種の記録ビット一つの大きさは，30 × 180（nm）程
度ときわめて微小である。このように微小な記録ビットを

20.0
10.0
0
0

安定して形成するため，富士電機では基板表面粗さを 0.25
nm 以下に制御する微細加工技術を開発した。この技術に

10.0
7.5
5.0
2.5（ m）
2.5 5.0
0
7.5 10.0
（ m）

Ra＝0.32 nm

（a）現行80 Gバイト製品

よりスペーシング（磁気ヘッドと磁気記録層との距離）を
（nm）

10 nm 以下に近接させることが可能となり，より微細な記
録ビットの形成が容易になる。さらに新合金組成を用いて
熱安定性と記録・再生特性を改善した AFC（Anti-Ferro-

20.0
10.0
0

magnetic Coupling）構造，および流動性制御により信頼

0

性を向上する潤滑剤により，160 G バイト機種の実現を目

10.0
7.5
5.0
2.5（ m）
2.5 5.0
0
7.5
（ m） 10.0

Ra＝0.21 nm

（b）160 Gバイト開発品

指している。

垂直磁気記録媒体
垂直磁気記録媒体は，今までの研究レベルでの開発から

図３

エラーレート特性

ハードディスク装置に搭載しての実証レベルでの開発に移
行しつつある。富士電機では，従来の低ノイズ媒体を改良
最新の媒体では，さらに SNR の改善を行うことにより，
900 kBPI でもエラーレートは 10−5 をクリアしている。こ
れは，記録密度で 160 Gbits/in2（3.5 インチで 200 G バイ
ト）を超えており，世界でも最高レベルの記録特性を誇っ
ている。
これからは，ドライブメーカーなどとの協力のもと，特
性の改善を行っていくとともに，コストやスループットな
どのプロセス技術の開発も行い，早期に量産化へ移行でき
るよう準備を行っていく計画である。
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感光体
ディジタル複写機用感光体

能を兼ね備えた複合機が主流となり，カラー化も進んでい
る。市場からは高速化・高画質化へのニーズが強く，装置
の画像調整技術の向上とともに，感光体の高性能化を図る
ことにより，画像の安定性を可能にしている。
富士電機は，さまざまなディジタル複写機における現像

図４
表面電位（−V）

ディジタル複写機の分野は，プリンタ，ファクシミリ機

印字試験における表面電位の変動
1,000

新製品
従来製品

950
900
850
800

0

100

プロセスに適合する感光体を提供するために，電気特性の
や耐摩耗樹脂の適用，各層膜厚の最適化により，印字試験
において，表面電位の変動を大幅に抑制し，耐摩耗性を向
上することができた。これにより，従来製品と比較し感光
体の長寿命化を図ることに成功した。今後も性能向上を図
り，競争力のある製品を提供していく。

1 ドット形成メカニズムの解明
電子写真機器において負帯電積層型有機感光体は現在主

500
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500

600

（a）暗部電位
表面電位（−V）

安定性，耐摩耗性の向上に取り組んできた。高移動度材料
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（b）明部電位

関連論文：富士時報 2004.4 p.299-304

図５

微小領域静電潜像測定装置の潜像測定部

図６

カラープリンタ用現像ローラ

流となっている感光体である。近年，機器の高解像度化お
よびプリンタのカラー化に伴い，このタイプの感光体では
孤立 1 ドットの形成能力の向上が重要な課題となっている。
感光体の孤立 1 ドット形成能力は静電潜像の解像性と関係
がある。富士電機では独自に開発した微小領域静電潜像測
定装置により 1 ドットの静電潜像を測定することに成功し
た。この装置を用いて調査を行った結果，1 ドットの静電
潜像の形状は電荷輸送層および電荷発生層の膜厚，電荷輸
送材料および電荷発生材料の分子構造などに強い影響を受
けることが分かった。現在，調査により得られた多くの情
報をもとに，高解像度カラープリンタ用感光体の開発を進
めている。

カラープリンタ用現像ローラ
富士電機では感光体の開発とともにトナーを感光体表面
に付着させる現像ローラを開発し製品化を図り好評を得て
いる。現像ローラは方式により，ゴム材料などを用いたソ
フトローラと金属材料によるハードローラに大別される。
製品の概略仕様と特徴は次のとおりである。
（1） 概略仕様と構成

直径 18 mm の円筒基体に駆動用の軸を備える。粒径が
約 5 µm のトナーを安定供給するために微細な表面加工を
施した。
（2 ） 特

①

徴

非磁性トナー，ジャンピング現像に適合し，良好な

画像品質を寿命時まで維持することが可能である。
②

構成材料に初めて磁性体である鉄材を採用し，薄肉

で剛性のある高精度の現像ローラである。
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展

望

2004 年は半導体業界においては，アテネオリンピック

得ている。今回 PDP サステイン回路の低損失化要求に対

に代表される景気の後押しにより，ディジタル家電を中心

応した，150 〜 300 V の低 Ron 系列を開発した。また，さ

に市況が活発化した年であった。このような市況の下，富

らなる低損失化のために，トレンチゲート型 MOSFET の

士電機の半導体は高耐圧，パワー技術を特徴として，顧客

開発を進めている。一方，スイッチング電源の小型・高効

の機器・システムの高機能化，省電力化，低コスト化など

率化を実現するために，二次側整流用 40 〜 250 V 耐圧

のニーズに応える製品群を提供してきた。

SBD を製品化し，展開中である。今回，比較的低容量電

電源 IC 分野では，待機電力低減の要求に応えるため，

源向けに 2 〜 4 A のアキシャルリードタイプ SBD を開発

高耐圧起動素子を内蔵したカレントモード制御 IC を開発

し系列化した。また，AC アダプタなどでの高温動作を可

した。起動電流の低減と軽負荷時スイッチング周波数低減

能にした低 IR SBD も開発し量産供給を開始した。

機能で待機電力 100 mW 以下に対応できる。

パワーデバイス分野では，低損失化，高信頼性，使いや

さらに携帯機器における小型化，高効率化の要求実現の

すさなどを実現させた第五世代 IGBT モジュールを「U

ため，出力段 MOSFET 内蔵のマルチチャネル同期整流

シリーズ」として展開中である。600 V，1,200 V，1,700 V

DC-DC コンバータ IC を開発した。また，高性能化が著

を機軸として中耐圧，中容量領域での IGBT モジュールで

しいアプリケーションプロセッサに最適な電源を供給する

多くの電流容量，さまざまなパッケージで系列化し顧客の

5 チャネル LDO 電源 IC の開発も行った。

利便性を図っている。すでにスタンダードパッケージと

PDP テレビ市場はアテネオリンピック後に伸び悩んだ

なったエコノパックプラス（EconoPACK-Plus）では，

ものの，価格低下が進めば今後とも飛躍的に拡大するもの

1,200 V，1,700 V で 300 A，450 A を U シリーズ IGBT と

と予想される。また，液晶テレビとはサイズ別すみ分けが

して系列化した。さらに大容量分野での顧客対応として，

進み，PDP テレビに対してはますます大画面化の要求が

1,200 V，1,700 V で 1,200 A から 3,600 A まで，スタンダー

強くなってきている。富士電機ではこれらの動向に対応し

ドパッケージに搭載し U-IGBT 大容量モジュールとして

て，PDP ドライバ IC のコストダウンや大画面対応化を積

系列化している。また，高耐圧分野では 3,300 V，1,200 A

極的に推進している。2004 年はコストダウンのためのア

の U-IGBT モジュールを開発し系列化した。

ドレスドライバ IC の多出力化（128 出力/192 出力）
，大

小容量分野では，600 V，1,200 V で 50 A 以下の小容量

画面対応のためスキャンドライバ IC の大電流化を行い，

モジュールとして Small-Pack，Small-PIM を製品化し系

それぞれ製品化した。

列化している。同じく U-IGBT を搭載し小容量分野での

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

顧客の期待に応えている。

イスでは，特にディジタルカメラ向けに多点測距用のモ

このように富士電機が，従来から多くの支持を得ている

ジュールを開発した。このモジュールは，複数のラインセ

中容量帯の IGBT モジュールを機軸として，高耐圧，大容

ンサを順次走査して縦，横，斜め，どちらの方向も測距す

量分野および小容量分野へも系列化を行い顧客の利便性を

ることができる。これにより，三次元の空間把握が可能と

図っている。

なり，カメラ以外の分野にもさまざまな応用が期待されて
いる。
ディスクリート分野では，パワー MOSFET「Super
FAP-G シリーズ」を中心に幅広い用途に使用され好評を
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自動車用小型高機能 MOSFET
自動車電装システムの大規模化に伴う，半導体の小型・

図１

高機能 MOSFET

薄型化要求に対応するため，従来はシステム側にて付加し
ていた半導体を負荷短絡状態から保護するための保護回路
とパワーデバイスをワンチップ化した高機能 MOSFET
F5045P

「F5045P」
「F5048」
「F5055」を開発した。
各機種の定格および特徴は以下のとおりであり，いずれ
の機種も自己保護機能（短絡・過熱保護，サージ電圧に対
する保護回路：ダイナミッククランプ回路）を内蔵してい
る。
（1） F5045P：50 V，1 A，0.6 Ω，SOP-8 パッケージ，最

F5055

低動作電源電圧 3 V，ハイサイド型
（2 ） F5048：80 V，15 A，0.125 Ω，T-Pack，ローサイド型
（3） F5055：40 V，5.9 A × 2 チャネル，0.14 Ω，SSOP-20

F5048

パッケージ（2 素子入り）
，ローサイド型

自動車用低オン抵抗パワー MOSFET「75V シリーズ」
電動パワーステアリング用電子制御ユニットの MOS

図２

75 V 耐圧トレンチ MOSFET

FET として，60 V 耐圧の系列を進めてきたが，ハイブ
リッド車，ワンボックス車などの 42 V 電源化に対応可能
な 75 V 耐圧の MOSFET を開発した。主な特徴は次のと
おりである。
（1） トレンチ構造による低オン抵抗化（6 mΩ typ.）
（2 ） ゲートしきい値電圧の最適化（3 Vtyp.）
（3） 高ゲート耐圧（＋
−20 V）
4
（ ） 低入力容量
（5） 高信頼性

概略仕様は次のとおりである。
™2SK3804-01S：75 V，70 A
™2SK3730-01MR：75

T-Pack-S

V，70 A

TO-220F

大容量 IGBT モジュール 1,200 V，1,700 V/1,200 〜 3,600 A
電力変換装置に用いるパワーデバイスにおいては，大容

図３

大容量 IGBT モジュール

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，富士電機は耐圧 1,200 V
お よ び 1,700 V ク ラ ス で ， 1,200 A， 1,600 A， 2,400 A，
3,600 A の大容量 IGBT モジュールを系列化した。これら
の 大 容 量 IGBT モ ジ ュ ー ル は ， 第 五 世 代 の FS（ FieldStop）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。
（1） 最大 3,600 A までの電流容量を系列化
（2 ） 低オン電圧 VCE（sat）＝ 2.0 V（125 ℃，標準値，1,200 V

クラス）
（3） パッケージ

130 × 140（mm）：1,200 A，1,600 A
140 × 190（mm）：2,400 A，3,600 A
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IGBT モジュール EconoPACK-Plus 1,200 V，1,700 V/300 A，450 A
近年，産業用インバータなどにおいて 40 kW 〜 1 MW

図４

IGBT モジュール EconoPACK-Plus

クラスの大容量品の需要が高まっており，これに使用され
る電力用半導体素子にはさらなる高性能・高信頼性・大容
量化が要求されている。これに対し，富士電機は第五世代
の FS（Field-Stop）トレンチ型 IGBT を搭載した大電流
定格の IGBT モジュール EconoPACK-Plus を製品化した。
主な特徴は次のとおりである。
（1） 定格：1,200 V/300，450 A，1,700 V/300，450 A
（2 ） 小型化：従来 1 in 1 品使用時の約 2 分の 1 の容積
（3） 使いやすさ：プリント基板実装型構造で大電流定格ま

で 6 in 1 化
（4 ） 高信頼性：サーミスタ内蔵による高精度の温度検出
（5） 大容量化：並列接続で 1,350 A 定格 2 in 1 品が構成可

能

小容量 IGBT モジュール「Small-Pack」
「Small-PIM」
近年，電力変換装置に使用されるパワーモジュールには，

図５

小容量 IGBT モジュール

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 IGBT を 用 い た 小 容 量 の IGBT モ ジ ュ ー ル
Small-Pack と Small-PIM の開発を行い，製品化した。主
な特徴は次のとおりである。
（1） 定格電圧・電流

Small-Pack

600 V/10 〜 50 A，1,200 V/10 〜 35 A

Small-PIM

600 V/10 〜 30 A，1,200 V/10 〜 15 A

Small-Pack

（2 ） 小型・軽量化：W41 × D34 × H21（mm）/W57 ×

D41 × H21（mm）
，放熱用銅ベースレス構造
（3） 環境規制への対応（オール鉛フリーパッケージ）
（4 ） トレーサビリティの向上（二次元バーコードラベル）

Small-PIM

携帯電話用複合電源 IC
携帯電話で使われるディジタル IC の低電圧大電流化，
多電源化へ対応すべく，降圧同期整流型 DC-DC コンバー
タ 1 チャネルと LDO（低飽和レギュレータ）5 チャネル
を組み合わせた複合電源 IC を開発した。主な特徴は次の
とおりである。
（1） パワー MOSFET 内蔵 DC-DC コンバータ
（2 ） スイッチング周波数切換
（3） p チャネル MOSFET スルーモード切換
（4 ） DC-DC コンバータ各種保護（低電圧誤動作防止，出

力短絡保護，ソフトスタート）
（5） LDO 負荷電流に応じた DC-DC コンバータ出力電圧

自動設定
（6 ） 低消費モード付 LDO
（7） 小型パッケージ QFN28
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出力 MOSFET 内蔵同期整流対応 7 チャネル DC-DC コンバータ制御 IC「FA7723R」
ディジタルスチルカメラの小型化に対応した 7 チャネル

図７

7 チャネル DC-DC コンバータ制御 IC

図８

起動素子内蔵低待機電力対応電源 IC

PWM 出力の電源 IC「FA7723R」を開発した。主な特徴
は次のとおりである。
（1） 動作電圧範囲 1.8 〜 5.5 V，低電圧での起動回路が不要
（2 ） 7 チャネルの電源構成が可能
（3） 同期整流対応 MOSFET を内蔵（3 チャネル）
（4 ） 昇圧回路出力遮断用スイッチ内蔵（2 チャネル）
（5） チャネルごとのオンオフコントロールが可能
（6 ） 保護回路機能内蔵（低電圧誤動作防止，短絡保護）
（7） 外付け部品の内蔵（短絡保護，ソフトスタートなど）
（8） QFN-56 パッケージ（鉛フリー対応）

ボディサイズ 7 mm × 7 mm，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

起動素子内蔵低待機電力対応電源 IC
電子機器の待機電力を低減するために，高耐圧の起動素
子を内蔵し軽負荷時に発振周波数を低下させるスイッチン
グ電源制御用 IC を開発した。主な特徴は次のとおりであ
る。
（1） 高耐圧 CMOS プロセスにより低消費電力化を実現
（2 ） ピーク電流制御方式電流モードＰＷＭ制御
（3） 高耐圧起動素子と起動回路の内蔵により電源の低消費

電力化と外付け部品の削減を実現
（4 ） 発振周波数の異なる 3 タイプ

FA5516：130 kHz，FA5517：100 kHz，FA5518：60 kHz
（5） 軽負荷時周波数低下機能内蔵（typ.1.5 kHz まで低下）
（6 ） 過負荷，過電圧，低電圧入力に対する保護機能内蔵
（7） DIP-8 または SOP-8 の 2 種類のパッケージ

大画面対応 PDP 用スキャンドライバ IC「FD3289F」
フラットパネルテレビが普及するにつれて，PDP では

図９

PDP 用スキャンドライバ IC

大画面化・高画質化・低価格化が進んでいる。これに伴い
ドライバ IC には，ドライブ出力の大電流化，低オン抵抗
化や 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，スキャンドライバ IC「FD3289F」を開発
した。主な特徴は次のとおりである。
（1） 165V 高耐圧 IGBT 出力 SOI 構造
（2 ） ドライブ電流−0.2 A/＋1.5 A（ソース/シンク）
（3） ローレベル出力電圧＋3.0 V（400 mA 時）
（4 ） ダイオード電流−1.5 A /＋ 0.4 A（ソース/シンク）
（5） 出力動作電圧 30 〜 130 V
（6 ） 64 ビット双方向シフトレジスタ（15 MHz）
（7） 外形：エクスポーズド PAD TQFP100 ピン
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AF マルチラインセンサモジュール「FM6275W92」
「FM6273W91」
ディジタルカメラの多点オートフォーカス（AF）用の

図１０

AF マルチラインセンサモジュール

センサとして AF モジュール 2 機種を開発した。このモ
ジュールは，複数のラインセンサを順次走査することで，
三次元の空間把握を可能にしている。このマルチラインセ
ンサの特徴は次のとおりである。
（1） FM6273W91 は各ライン 464 画素の CMOS ラインセ

ンサが左右各 13 本，FM6275W92 は 208 画素のライン
センサが左右各 7 本あり，ともに横 37 度，縦 20 度の画
角を測距，監視できる。
（2 ） FM6275W92 はより近距離用で，厚さが 4.6 mm と薄

型で小型になっている。

FM6273W91
FM6275W92

（3） 温度センサの内蔵により，従来は必要であった基線長

の温度補正用外付けセンサが不要になった。

リードタイプ高耐圧 SBD シリーズ
高効率・低損失化が要求されるスイッチング電源では，

図１１

リードタイプ高耐圧 SBD シリーズ

図１２

PDP 用パワー MOSFET の系列拡大

電子機器の小型・軽量化も求められる。特に低容量で 12
V 以上の高電圧出力電源の二次側整流用では従来 200 〜
300 V の TO-220 タイプ，リードタイプの超高速低損失ダ
イオード（LLD）が主に使われている。この低容量電源
に最適な 120 〜 200 V のリードタイプ高耐圧ショットキー
バリヤダイオード（SBD）を開発した。LLD と比較し，
低順電圧 VF とソフトリカバリー性を有し，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し，さらに 1 ランク下のパッケージ
を適用可能にする。概略仕様は次のとおりである。
① 120 V，150 V，200 V/2 A，φ3.0 × 5.0 L（mm），
リ ー ド φ0.8 mm， ② 120 V， 150 V， 200 V/3 A， 4 A，
φ6.4 × 7.5 L（mm）
，リードφ1.2 mm

PDP 用低損失 MOSFET の系列拡大
PDP は高画質化・大画面化・低価格化が進み急速に普
及しており，また，パネルの発光効率を向上させるため，
サステイン回路の高駆動電圧化と高効率が要求される。サ
ステイン回路用に最適設計した 150 〜 300 V 低損失・超高
速パワー MOSFET「SuperFAP-G」シリーズの系列拡大
開発を行った。
（1） 大 型 の TO - 3PF， TO - 247 パ ッ ケ ー ジ か ら 小 型 の

TFP パッケージまでラインアップ
（2 ） 低オン抵抗：TO-247 パッケージで 150 V/12.3 mΩ

（代表値）を実現
（3） SuperFAP-G でゲートチャージは従来比 60 ％低減。

スイッチング時間は従来比 65 ％低減
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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

謹んで新年のお祝いを申し上げます。

昨年はスープサーバの販売を開始しました。本年もレスト

富士電機リテイルシステムズ株式会社は「快適商空間を

ラン，ファストフード店，居酒屋などで使っていただける

創造し，お客様に最大の満足を提供する企業」を目指して

機材を開発したいと思います。

自動販売機関連，フードサービス機器関連，コールド

次はコールドチェーン事業についてです。当社はスー

チェーン関連，通貨処理機器関連の事業を進めています。

パーマーケット，コンビニエンスストアを顧客として長年，

それぞれの事業で市場環境は異なりますが，共通して

事業をしていますが，昨今の活発な M ＆ A や業態変化は

「コスト力，高品質力，高サービス力」が勝ち残りの必須

過去には経験のない速度で進んでいます。これに対応する

条件と信じ社員一同，励んでいるところです。以下，事業

ため当社は，この数年来，STPP（ストア・トータル・プ

ごとに近況と本年の抱負を述べたいと思います。

ラン・プロデューサー）企業を目指し店舗の設計，施工か

まず自動販売機ですが，当社売上げの 55 ％を占める重

ら内装，機材，保守サービスに至るすべてを考慮したうえ

要な事業である一方で，市場は飽和状態にあり，数年来，

でのトータルコストダウンを提案できるよう努めてきまし

前年割れが続いています。そんな中，われわれは顧客に

た。昨年もエコロユニット，R-Cube などはコンセプトが

とっての重要な小売り手段としての役割をより強化し，市

理解され実績を上げることができました。今年は，これら

場の維持拡大を図るべく多くの課題解決に取り組んでいま

を機能面でも進化させるつもりです。もちろん基本となる

す。具体的にはデザインやディスプレイの改良による集客

ショーケース機器も省エネルギー，品温性能や展示性を向

力の向上，新容器への対応，使い勝手の向上や IT 技術の

上させたものを初夏には出荷しラインアップを完成させた

活用による運営経費削減，一層の高信頼化，コストダウン

いと考えます。

などです。また近年の環境問題に関しても省エネルギーは

次に通貨機器関連事業についてです。この分野では，非

もちろん，ノンフロン化，有害物質の削減，製品の軽量化

接触 IC カードや小売店舗向けの自動つり銭機に注力し多

など多面的に技術開発を進め成果を上げているところです。

くの実績を残すことができました。本年も伸長を期待し品

また事業のグローバル化の一つとして，オリンピックや

ぞろえを強化する計画です。また，新紙幣発行に対し昨年

万博を控え大きい市場に発展する可能性を持つ中国に対し

は対応新製品の開発に注力しました。今年は市場機の改修

自動販売機の生産会社や運営会社を設立しました。国内飲

が正念場を迎えますが全力を挙げて対応していきます。

料会社にもご活用いただき，ご一緒に成長させていただけ
ればと期待しています。

以上，事業ごとに近況と抱負を述べさせていただきまし
た。今後とも「コスト力，高品質力，高サービス力」に磨

次はフードサービス機器事業についてです。女性の社会

きをかけ，お客様の期待に応えられる会社を目指します。

進出や労働形態の多様化を反映して外食産業が成長中です

本年も宜しくお願い致します。ありがとうございました。

が，そこで使っていただける機材の充実を急いでいます。
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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

展

望

当部門は「快適商空間の創造」をスローガンに，飲料や
食品の流通に関連する機器，システム，サービスを提供す
る事業を展開している。
主力である飲料自動販売機は，飲料メーカーや自動販売

ほか，顧客要望の強い部品標準化や原材料価格の値上がり
に対応するコストダウンの努力も続けている。
コールドチェーン分野の主要な顧客であるコンビニエン
スストアやスーパーマーケットは操業コストの低減と環境

機オペレーターの機器需要の減少傾向が続いており，2004

負荷低減のため店舗の省エネルギーに積極的に取り組んで

度上期（4 〜 9 月）の業界出荷台数は前年同期比 95 ％に

いる。その取組みに応えるため，冷蔵・冷凍ショーケース

とどまっている。
一方，コールドチェーン機器については，スーパーマー

などの設備機器と空調機器を総合して評価できる総合熱試
験施設を三重工場内に建設した。

ケット分野では業界の再編を視野に入れた需要の活発化，

コンビニエンスストアの店舗全体を建屋で覆い全国の春

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

夏秋冬の昼夜にわたる外気温湿度や日照を模擬できるよう

店や改装による堅調な需要が見られる。

にし，再現性のある省エネルギー評価データによる熱収支

流通，特に小売り分野の市場の動きは速いが，富士電機
は利用者ニーズを含め商空間にかかわるニーズを素早く汲

や店舗内環境のシミュレーションモデルの構築や省エネル
ギー機器，技術の開発に活用している。

み取り，顧客にとってオペレーション経費が軽減でき，新

通貨・カード機器の分野では，日本銀行券の改刷が

たな事業展開が図れるような商品の開発を進めている。以

2004 年 11 月に実施された。自動販売機の紙幣識別機をは

下に代表的な技術や製品について概要を紹介する。

じめとするすべての機種について，改刷による影響が出な

瓶・缶飲料自動販売機は，省エネ法（
「エネルギーの使

いよう，新セキュリティ技術対応や市場展開済みの製品の

用の合理化に関する法律」
）の 2005 年度達成目標をクリア

新券対応について万全の体制で機器の開発を進めてきた。

し，利用者の使いやすさを一層高めた新シリーズである

金銭処理機では，さまざまな使用状態の紙幣に対する公

「F シリーズ」を商品化した。富士電機はすでに一部の機

営窓口向け紙幣入出金機の信頼性向上を実現したほか，レ

種については 2004 年に目標値をクリアしていたが，新し

ジャー業界向けにはカード補充・回収業務が大幅に楽にな

い断熱構造や高効率の冷却システムの開発により，2005

る IC カードメダル貸機やスタッカ付紙幣識別機の開発を

年度に販売するシリーズ全体について，この目標値を達成

行った。

した。環境適合に関しては，このほかに鉛や塩化ビニルな

電子マネー「Edy」をはじめ非接触 IC カードの利用が

ど有害物質の削減を着実に実施するとともに，地球温暖化

広がり始めている。特に Felica 技術は，身近で使える携

係数が 1 の自然冷媒である CO2 を冷媒とした自動販売機

帯電話に採用されたほか，交通系カードとして全国的な展

のフィールド試験を行い実用化のめどをつけた。

開が進んでいる。これまで Felica 技術については，得意

パック飲料自動販売機についても基本的な構造を見直し，

とするアンテナ技術とセキュリティ技術を生かして電子マ

多様な容器飲料を販売できる販売機構と飲料の温度ばらつ

ネー決済を中心に端末の開発を行ってきた。今後，さらに

きを抑えた機種を開発した。

拡大が予想されるサービスに対応した端末およびシステム

また，ドリンクコーナーなどで具入りの熱いスープを提

の開発を進めていく。

供できるスープサーバーや，コーヒーの風味を保ったまま

以上，当部門が関係する市場の状況と，これに対する富

冷却できるアイスコーヒーマシンを開発し，フードサービ

士電機の新技術および新製品の開発について紹介したが，

ス用機器の品ぞろえをさらに充実させた。

当部門としては今後とも顧客，利用者，社会とともにあっ

たばこ自動販売機では，商品補充時の調整が従来より楽
な新しい販売機構を採用した新機種を市場に出した。この
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努力し続けたいと考えている。
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自動販売機
缶飲料自動販売機の中国生産
高品質の日本国内向け自動販売機技術をベースに，中国

図１

自動販売機生産ライン

図２

ホットアンドコールド缶飲料自動販売機

図３

パック飲料自動販売機

国内の市場要求を反映した仕様を盛り込んだ中国国内向け
大型缶・ペットボトル飲料併売機（21，24 セレクション
機）を開発した。2004 年 10 月から市場展開を開始してい
る。主な特徴は次のとおりである。
（1） ペットボトル：6 種（600 mL 対応済み）
，缶：18 種

（350 mL まで可）と多種類の容器に対応
（2 ） 中国国家標準（GB）に対応
（3） 多様な機種構成が可能な 2 in 1 ラックを搭載
（4 ） 硬貨識別機（新旧 1 元硬貨，新旧 5 角硬貨）および紙

幣識別機（新旧 5，10 元紙幣）付き
（5） 製品輸送距離の長大化に対応

CO2 冷媒適用自動販売機
地球温暖化防止の動きが世界的に広がりつつある中，わ
が国でも地球温暖化防止のための一層の努力が求められて
いる。富士電機では，地球温暖化係数が 1 と非常に小さい
自然冷媒である CO2 冷媒を自動販売機へ適用するための
技術開発を行ってきたが，その実用性を確認するため顧客
数社の協力を得て，3 室ホットアンドコールド缶飲料自動
販売機のフィールドでの試験を開始している。
（1） 省エネルギーを達成

冷却システムの最適化により，代替フロンを使用した現
行機に比べ省エネルギーとなった。
（2 ） 冷却性能の確保

夏季でも自動販売機に要求される商品温度や庫内温度の
プルダウン時間など，十分な冷却性能が確認された。

パック飲料自動販売機
扉デザインの一新と大型商品（500 mL ペットボトル）
販売コラム数の増大や防盗性・操作性・メンテナンス性の
向上を盛り込んだ新型パック飲料自動販売機のシリーズ機
を開発した。特に下記のような基本構造の新規開発により，
多様化する容器への対応と環境への対応を強化した。
（1） 500 mL ペットボトル商品から 65 mL 小型商品やホッ

トパック商品などの多種多様な容器飲料が販売できる
ペットボトル直積ラックを開発
（2 ） 庫内の気流循環を背面吹出し方式から手前吹出し方式

に全面的に変更し，品温ばらつきの縮小と冷却・加温時
間の短縮を図った新冷却・加温システムを開発
（3） ノンフロン断熱材を採用
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自動販売機
たばこ自動販売機の新販売機構
たばこ市場においては，自動販売機の展開台数が 60 万

図４

たばこ自動販売機の新販売機構（新シングルメック）

図５

自動販売機情報管理システム用フレームワーク

台以上あり，自動販売機でのたばこ販売ウェイトが非常に
高くなっている。たばこ販売店では，たばこ自動販売機は
不可欠な機材である。そこで，自動販売機運営の効率を高
めるためにも，商品の収容効率およびオペレーション性の
向上が求められる。このようなニーズに対応するため，新
販売機構を開発した。主な特徴は次のとおりである。
（1） 商品ごとのコラム設定を不要にした新販売機構
（2 ） 販売機構の前面に可動ベースを設け，商品搬出の安定

性向上と商品通路の最狭化を実現（業界 1 位の奥行寸法
を実現）
（3） 新販売機構の厚さを従来の 2/3 とし，商品収容効率を

向上

自動販売機情報管理システム
取り扱う飲料の種類や販売形態，出力するデータ作成仕
様など自動販売機情報管理システムに対する顧客の要望が
自動販売機搭載Javaボード

多種多様になってきている。今回，これらの要望に対して

情報管理
フレームワーク
（データベース）

短時間で対応するため，自動販売機に搭載した Java 実行
ボードで動作する情報管理システム用のフレームワークを

アプリケーション

基本
情報

開発した。主な特長は次のとおりである。

商品
管理

（1） 多様な計数仕様に柔軟に対応するため，販売イベント

などを逐一データベースに入力し設定条件によって収集

各種管理
オブ
ジェクト

履歴
管理

する方式とした。

I/Oフレームワーク

情報管理システム
アプリケーション

アプリケーション

Java実行プラットフォーム

も容易に追加可能な構成とした。

自動販売機用 LCD 表示装置

した。
（1） 広視野角 170 度で明るい液晶を採用し，どの方向から

も良好な視認性を確保している。
（2 ） 自動販売機制御バスに直接接続できるようにしている

ので，販売動作と連動してリアルタイムな表示切換が可
能である。
（3） 組込み用途として温度保護機能やファン制御機能を有

し，高い信頼性を確保している。
（4 ） OS に WindowsCE を採用し，動画や音声などはパソ

コンで一般的なファイル形式が利用できる。また，
USB1.1 を採用し，USB メモリなどさまざまなパソコン
周辺機器が接続可能である。
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通信
共通
処理

オフライン
通信

（3） 自動販売機情報管理システム以外のアプリケーション

ため，液晶パネル（LCD）を使った専用表示装置を開発

オン
ライン
回線

プロセス管理
フレームワーク

文は拡張性のある XML 方式とした。

自動販売機のユーザビリティを向上し，集客力を高める

オンライン
通信

アプリケーション

主制御部
インタフェース

（2 ） 外部から自動販売機情報にアクセスするための通信電

通信
フレーム
ワーク

図６

LCD 搭載カップ飲料自動販売機

IrDA
PDA
など
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フードサービス機器
卓上型アイスコーヒーマシン
従来，熱湯を用いて手で行っていたコーヒー抽出作業を

図７

卓上型アイスコーヒーマシン

図８

スタッカ付紙幣識別機

図９

IC カードメダル貸機

自動化することにより，やけどの危険と仕込み作業への長
時間拘束を解消した，業界初の卓上小型ペーパードリップ
アイスコーヒーマシンを開発した。
（1） 抽出したコーヒーを冷却槽で急冷して保存することで，

コーヒーのおいしさを逃さずに保存できる。
（2 ） 安定した高温給湯と，蒸らし時間などのきめ細かな抽

出条件設定により，手で入れるコーヒーを超えたおいし
いコーヒーを抽出できる。
（3） コーヒー貯蔵タンク内での濃度むらを解消する水流か

くはん機構を搭載している。
（4 ） コーヒー貯蔵タンクは上部開放型ステンレス鋼製で，

日常の清掃も簡単に行える。

通貨・カード機器
スタッカ付紙幣識別機（BVP シリーズ）
遊技場向け紙幣識別機（ビルバリ）として，遊技機器
（パチンコ台またはスロットマシン）間の欄間部分に埋込
み可能な紙幣収納（スタッカ）機能付ビルバリを業界で初
めて開発した。このビルバリは内部に札を収納できるので，
紙幣搬送システムの設置面積が確保できないため台間への
紙幣識別機の導入ができずにいた都市部などの狭い遊技場
においても，台間にビルバリを設置することが可能となっ
た。また，埋込型にすることにより表面への余分な飛出し
を抑えるとともに，収納した紙幣の防盗性も確保している。
今回開発した紙幣識別機の概略仕様は次のとおりである。
①使用可能紙幣：4 金種（1,000 円，2,000 円，5,000 円，1
万円），②札収納方式：各金種混合整列積み，③収納枚
数：最大 50 枚。

IC カードメダル貸機
IC カ ー ド が 普 及 し て い る レ ジ ャ ー 産 業 向 け に ，「 IC
カードメダル貸機」を開発した。
斬新かつ高級感あふれるデザインとプレーヤーの視認性
を考慮した操作性の向上など，大きな差別化を実現した製
品となっている。
また，下記のような新機能により，スタッフのカード補
充・回収作業の負荷が大幅に低減されている。
（1） 最大 10 枚までの IC カードストック機能
（2 ） リモコンによる各種イベント（カード回収など）機能
（3） 機器の状態が分かるフルカラー表示のモニタランプ
（4 ） 大型照光ボタン採用による操作性向上
（5） 表示を浮文字にしたことによる視認性向上
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通貨・カード機器
公営窓口向け紙幣入出金機「TB3000」
1996 年から公営窓口に展開してきた紙幣還流ユニット

図１０

公営窓口向け紙幣入出金機 TB3000

図１１

Edy 対応の小型チャージ機

図１２

店舗総合熱試験施設

は，高速大容量収納はもとより，窓口業務を行いながら無
停止での紙幣の補充・回収を可能とし，業務の効率化に貢
献してきた。今回は，折れや破れなど流通しているさまざ
まな紙幣のつまりに対してさらなる高信頼性を図るべく，
現行機と置換え可能なユニットの開発を行った。
（1） 投入時に紙幣つまりの原因となる折れ・まるまり紙幣

を作らない投入口形状
（2 ） 投入部において，束投入された紙幣を安定して 1 枚ず

つ送り込む機構および不良紙幣の速やかな入金口返却機
構
（3） 高速集積部において，収納済み折れ紙幣の上に整列集

積可能な押え板の多関節構造
（4 ） 紙幣つまり・故障原因を迅速に解析可能なログの充実

電子マネー「Edy」対応の小型チャージ機
プリペイド型電子マネー「Edy」に対応した，高額紙幣
対応の小型チャージ機を開発した。すでに稼動中のつり札
払出し機能付きチャージ機に加え，高機能でありながら小
型・低価格の本機の展開により，電子マネーの利便性がさ
らに向上するものと期待している。
特徴は次のとおりである。
（1） 電子マネーへのチャージ操作が簡単
（2 ） 新紙幣の 4 金種に対応し，収納枚数 200 枚と大容量
（3） 盗難防止，盗難時のデータ保護・不正利用の防止など，

万全のセキュリティ対策を実施
（4 ） カード以外に，携帯電話などの異形媒体に対応可能な

アンテナ部構造
（5） 充実したメンテナンス機能を搭載

店舗用設備・機器
店舗総合熱試験施設
コンビニエンスストアやスーパーマーケットでは操業コ
ストの低減と環境負荷低減のため店舗の省エネルギーに積
極的に取り組んでいる。一層の省エネルギーを実現するた
めには，再現性のある環境で冷蔵・冷凍ショーケースなど
の設備機器と空調機器を総合して評価し，改善することが
必要になってきている。そのため三重工場内に総合熱試験
施設を建設し，次のように技術開発と評価に活用している。
①コンビニエンスストア一店舗をすっぽり覆い，全国の
春夏秋冬の昼夜にわたる外気温湿度や日照を模擬できるの
で，再現性のある省エネルギー評価データが得られている。
②店舗内の各所の温湿度，風量・風速などを測定・記録す
ることができるので，十分に検証された熱収支や店舗内環
境のシミュレーションモデルを構築できた。
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富士電機グループへの貢献と
継続的発展のための技術力強化

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

新年あけましておめでとうございます。

MOSFET）
，業界最高水準の低オン抵抗電源 IC，薄型イ

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社は，2003

ンダクタを複合したマイクロ電源，磁気記録媒体の適用拡

年 10 月の純粋持株会社化に伴い研究開発部門を統合して，

大に対応したガラス基板媒体，高密度垂直磁気記録技術に

富士電機グループの研究開発の核を担う会社として発足し

注力します。流通システム機器分野では省エネルギートッ

ました。設立以来，ビジネスに貢献する研究開発，研究開

プランナー対応・ノンフロン自動販売機，通貨関連機器，

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。

最適化予測制御技術によるスーパーマーケット・コンビニ

今年は，中期計画の仕上げの年にあたります。中期計画

エンスストアの省エネルギー技術，非接触 IC カード機器

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

システムなどを重点的に取り組んでいきます。

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

新規事業としては，業界最高レベルの高信頼性固体高分

ある新製品を継続的に生み出していくために必要なコア技

子燃料電池，当社固有のフィルム基板を使用した極軽量ア

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

モルファスシリコン太陽電池，フルカラー色変換方式有機

れを達成するためには，各事業会社との緊密な連携による

発光素子，低振動極低温パルスチューブ冷凍機などについ

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

ても開発・事業化の加速を図ります。

が重要になります。また，競争力のある商品は差別化され

研究開発・製品化の加速のために，機能開発と同時に分

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

析・解析技術の一層の高度化を進めるとともに，計測評価

ア技術の深化を目指していきます。

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

電機システム分野では，膜ろ過による高度水処理システ

行い，効率的な研究開発を進めます。また，研究開発時点

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

から製造技術的取組みを強化しスムーズな製品化を図って

ステム，生産現場の制御・監視などの現場系情報制御技術

いくことにより，製品化初期からの高品質，高信頼性を確

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

保し，製品の垂直立上げを図り高収益な製品を目指します。

リューション，パワーデバイス技術と電力変換技術をコア

また，中期計画のもう一つの柱である原価削減計画に関

技術とした無停電電源装置（UPS）
，産業用可変速高圧イ

しても，工場部門を設計技術，製造技術の面でも積極的に

ンバータに注力します。機器制御分野では汎用インバータ

支援し実効ある取組みをしていきます。

の低ノイズ化・小型化，低圧遮断器・電磁開閉器など低圧

技術力が富士電機グループの力の源泉であり，富士電機

器具のグローバル化対応に取り組みます。電子デバイス分

アドバンストテクノロジー株式会社がその中心になり継続

野では薄ウェーハ・トレンチ，モジュール設計技術をコア

的発展の基盤を築いていく所存です。

技術にした省電力・低ノイズパワーデバイス（IGBT，
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パワーエレクトロニクス
メカトロニクス・センサ
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環境・新エネルギー
材料技術
解析技術
生産技術

展

望

富士電機グループにおける研究開発は，2003 年度に設
立した富士電機アドバンストテクノロジー株式会社を中心

て，非線形システム安定性理論を用いた最適化制御手法の
開発を進めることができた。

として運営されている。富士電機アドバンストテクノロ

環境・新エネルギー分野では，食品の残渣（ざんさ）を用

ジー株式会社では，富士電機グループが得意とする分野に

いたメタン発酵プラントの開発を進め，日野市クリーンセ

おける商品の競争力を高めるためのコア技術の強化と，新

ンターでのパイロットプラントの実証試験を進め，順調に

たな商品の市場投入を加速するべく，中期的な視野に立っ

評価を進めることができた。また，新しい水処理技術とし

た技術ロードマップをもとに研究開発を進めている。

て，従来の方式に代わる膜ろ過方式について，各地での実

電子デバイス分野では，現在，開発中の電子デバイスの

証試験を進め，現場における膜ろ過方式の適用技術を構築

商品化開発を主な業務として進めてきた。トレンチ型

してきた。一方，新しい技術である固体高分子形燃料電池

MOS の開発では，ハイサイド型を用いて，オン抵抗を従

の開発と同時に従来から進めてきたりん酸形燃料電池につ

来の 50 ％に低減することができた。また，水素アニール

いて，商品化をにらんだ信頼性の実証を進め，4 万時間以上

の半導体表面の効果について，UHV-STM を用いた観察

の寿命について実証することができた。アモルファスシリ

技術を確立した。マイクロ電源については，携帯機器向け

コン太陽電池では，軽量・柔軟性を利用した特徴を生かし

にさまざまな電圧に対応した分散電源システムを開発した。

た応用開発を進め，商品化に大きく前進することができた。

一方，パワー半導体分野においては，パワーデバイスの冷

材料技術分野では，特徴のある技術として，高透磁率材

却性能を向上し，組立容易なチップ表面への面接合配線方

料であるパーマロイにナノレベルオーダーのフェライト薄

法を開発し，将来へ向けた技術として SiC を用いた MOS

膜の被覆を施したフェライトナノ皮膜磁性体を開発するこ

FET の開発に取り組んでいる。また，磁気ディスクでの

とができた。急速加熱アニールを適用することにより透磁

磁化記録方式として，従来の水平記録方式に代わる垂直記

率を増大し，印加磁場の周波数 2 MHz において透磁率

録方式に取り組んでいる。表示デバイスとしては，色変換

170 を得ることができ，インダクタ材料としての適用につ

方式を用いた有機 EL の開発を進めた。

いて，大きく前進することができた。

パワーエレクトロニクス分野では，高効率・高機能なパ

解析技術分野では，X 線構造解析による SiC の内部欠

ワーエレクトロニクス分野の開発を進めた。逆素子 IGBT

陥解析について独自の解析技術により，表面部の微小欠陥

においては，パワーエレクトロニクスで特に配慮が必要な，

をとらえ，解析できる技術を確立した。また，解析のため

熱・損失シミュレーション技術を構築した。一方，商品開

に必要な試料サンプルの断面加工技術として，イオンビー

発においては，高効率 DC-DC 変換回路方式を開発し，車

ムを用いた加工技術を開発し，解析技術を高めることがで

両駆動のための多機能駆動装置を開発した。

きた。一方，電機装置の内部欠陥の測定方法として超音波

メカトロニクス・センサ分野では，高効率なパルス
チューブ冷凍機を開発し，半導体装置向けのコールドト
ラップ装置として用いようとしている。パワーエレクトロ

を用いた探傷手法の開発および統計的解析手法を用いた騒
音分析などの手法も構築している。
生産技術分野では，環境を考慮した鉛フリーはんだ技術

ニクス装置の応用においては，CAD と連携した熱冷却シ

を開発し，現在，富士電機グループ内の商品への適用，展

ミュレーション技術を適用し，小型化のための設計技術を

開を進めている。この動きと連携してグリーン調達のため

構築することができた。センサ分野では，バイオアッセイ

の有害物質の微量解析技術の開発を進めてきた。また，従

技術を用いた環境関連のセンサ技術について，基礎的な検

来から進めてきたトータル電子回路設計システムの構築に

討を行い，めどをつけることができた。

おいても，同様に個別部品について，その環境対応性を

情報・通信制御分野では，主に省エネルギーを目的とし
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電子デバイス
ハイサイドトレンチ横型 MOS
シリコン基板表面に設けたトレンチ（溝）構造を利用し

図１

CMOS と一体化したハイサイド TLPM の断面

て出力オン抵抗を従来の 50 ％にできるトレンチ横型パ
ワー MOS（TLPM）のハイサイド化を実現した。高効率
はんだボール

が可能なスイッチング電源には高電位側スイッチング素子

Cu
ポスト

（ハイサイドスイッチ）が必要であるが，今回ハイサイド

Cu

スイッチとして新たに p チャネル TLPM およびハイサイ

第2メタル

NMOS

ド n チャネル TLPM を開発した。トレンチ底面ドレイン

nチャネル
TLPM

PMOS 第1メタル

の不純物濃度などを最適化することで基本的な他の低電圧

pチャネル
TLPM

W

素子構造を変えずに TLPM のハイサイド化を実現した。

n+ソース/ドレイン

これによりローサイド・ハイサイドの両スイッチを低抵抗

p+ソース/ドレイン

n+

pオフセット

pウェル

nドレイン

nオフセット

p+
pドレイン
nボディ

nウェル

な TLPM に置き換えられるため，電源の効率向上と小型
軽量化が可能になる。

p基板

UHV-STM による水素アニール時の Si 表面観察技術
MOS デバイスの微細化・高集積化のため，ゲート酸化

図２

Si（100）表面の UHV-STM 像

図３

低電流での逆回復波形

膜をトレンチ（溝）内ヘ形成したり薄膜化を図る際に，下
地のシリコン（Si）の表面状態や平坦（へいたん）性がデ
バイスの性能に大きく影響を及ぼすようになり，その精密
制御が求められている。そこで，水素アニールにより Si
表面が平坦化できることに注目し，その表面状態を
UHV-STM（超高真空-走査型トンネル顕微鏡）により観
察した。実際のウェーハ処理プロセスと同一状況を再現す
るために，水素アニールは UHV-STM に取り付けられた
高圧ガス反応室で行い，大気中にさらすことなく STM 観
察を行った。その結果，Si 表面が原子レベルで平坦であ
ること，また水素終端されていることを確認した。
今後，この技術を MOS デバイス製造プロセスに適用し，
微細化，高集積化に貢献していく。

ブロードバッファ構造高速ダイオード
パワーモジュール，IPM などの IGBT は，高速・低損
失化が進んでいる。IGBT のターンオン di/dt の増加によ
り，還流用ダイオード（FWD）は，発振が生じ，電磁ノ
イズ源の一つとなる。ダイオードのソフトリカバリー化が
強く求められている。
そこで，n−ドリフト層に濃度を高めたバッファ層を設

室温

I ak

室温

I ak
0A

0A
10 A

10 A

けたブロードバッファ構造高速ダイオードを開発した。こ
のダイオードは，逆回復中の空間電荷領域の拡張を抑制し，

Vsp

Vsp
V ka

500 V

V ka

500 V

余剰キャリヤをドリフトによる掃き出しにより抑えて十分
0V

50 ns

0V

50 ns

多く残すことで，ソフトリカバリー化を達成した。
今後，この技術をパワーモジュール，IPM などに適用

（a）ブロードバッファ構造ダイオード

（b）従来ダイオード

することで，電磁ノイズなどの大幅な低減が期待できる。
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電子デバイス
マイクロ電源を用いた携帯機器向け分散電源システム
現在，多くの携帯機器用電源は，装置の多機能化に伴い

図４

マイクロ電源を用いた携帯機器向け分散電源システムの構成

多電源化しており，これはシステム電源により実現されて
いる。また，LSI の微細化に伴い低電圧化が進みシステム
電源も

DC-DC

分散電源システム

コンバータへ移行し，大きなインダクタが

システム電源の周囲に複数配置され小型化を阻害している。
ホスト

すでに開発しているマイクロ電源は小型でポイントオブ

制御IC

マイクロ電源
（昇圧）

12 V

マイクロ電源
（降圧）

1.5 V

マイクロ電源
（降圧）

1.2 V

マイクロ電源
（反転）

−12 V

ロード電源として使用可能である。これを用いた携帯機器
用分散電源システムを開発した。主な特徴を以下に記す。
（1） 制御 IC により最大 14 チャネルのマイクロ電源の電

圧設定，起動，停止を制御できる。
（2 ） 制御 IC はマイクロ電源の異常を検知し，システム全

体の異常処置を行うことができる。
（3） 3 線式双方向インタフェースを内蔵している。

チップ表面への面接合配線
IGBT に代表されるパワーデバイスは，動作時にチップ

図５

アルミワイヤ配線とリードフレーム配線の温度分布比較

損失（発熱）を伴うため熱設計がパッケージ設計で重要な
位置を占めている。
現在，チップ表面への電気配線はアルミワイヤの超音波
接合が主流であるが，点接合であるため接合部での電流集

アルミワイヤ

中や配線抵抗によるジュール熱の発生などの課題を抱えて

リードフレーム

210 ℃

103 ℃

いる。このような課題を解決するため，配線抵抗が低く電
電

流密度を均一化でき，さらにチップ表面からの熱移動も期
待できるリードフレームによる面接合配線技術の開発を進
めている。図はシミュレーションによる温度分布である。
リードフレーム配線では配線部でジュール熱による温度上

電

流

流

IGBT
T j ＝178 ℃

IGBT
T j ＝155 ℃（最高温度）

ワイヤ配線

リードフレーム配線

昇もなく，Tj（チップ接合部温度）が大幅に低減している
ことが確認できる。

400 Gbits/in2 を目指すグラニュラー垂直磁気記録媒体技術
高記録密度化のため，熱安定性を維持しながら，書き込
みやすい媒体を開発することが重要である。富士電機は，

図６

関連論文：富士時報 2004.4 p.270-274

さまざまなシード層材料を用い記録層の構造を変化させ
た際の Ku1，Ku2 値の変化

東北大学電気通信研究所が媒体・ドライブメーカーと共同

14

で推進している国家プロジェクトへ参画し，異方性エネル
ている。Ku2 を利用した垂直媒体の概念は，外部磁界を印
加した記録媒体において，磁化反転を起こす磁界 Hk は
Ku1 のみに比例するが，熱安定性を決定づける磁気的エネ
ルギーには Ku1 と Ku2 の和が寄与するというものである。
つまり Ku2 の大きさを制御することで，書き込みやすく，
熱安定性の増した媒体が可能となる。富士電機では下地層
の 選 択 に よ り ， CoPtCr - SiO 2 グ ラ ニ ュ ラ ー 媒 体 で 400
Gbits/in2 の達成に必要な Ku2 の導出に成功した。
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（Co90Cr10）
80Pt20

K u1（×106 erg /cm3）

ギーの高次項である Ku2 を利用した垂直媒体の研究を行っ

12
10
SiO2なし

8
6
4
SiO2添加

2
2

400 Gbits/in 要求値
0

0

1

2

3

4

K u2（×106 erg /cm3）
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電子デバイス
エピタキシャル成長を用いた高品質 SiC 結晶
SiC は Si と比較して，3 倍程度のバンドギャップ，約

図７

SiC-UMOSFET の断面図

10 倍の破壊電界強度という優れた物性を有し，高温動作，
低オン抵抗を実現する次世代パワーデバイス材料として有

ソース

望視されている。
富士電機では図に示すような U 溝構造の金属- 酸化膜-

p+

半導体電界効果トランジスタ（UMOSFET）の開発を

p

行っている。製品化に向けての課題の一つとして結晶欠陥

n

n+

ゲ
ー
ト

n+ p+ n+
ゲ
ー
p
ト
n

による素子特性の劣化が挙げられ，結晶品質の改善が求め
n−

られている。
これまでに財団法人電力中央研究所と共同でエピタキ

n+

シャル成長による結晶高品質化に取り組み，結晶品質を表
すキャリヤ寿命の制御要因や，エピタキシャル膜中の大型

ドレイン

欠陥の構造などを明らかにした。

色変換方式フルカラー有機 EL
富士電機は，長寿命・高品質な次世代ディスプレイを目

図８

3.1 インチフルカラー有機 EL ディスプレイの画像

指して色変換方式（CCM）によるフルカラー有機 EL デ
バイスを開発している。三色塗り分け方式に比べて発光層
の形成が容易である CCM 方式の利点を生かし，EL 素子
のキャリヤバランスの最適化，製造工程での水分除去の改
善などにより，フルカラーパッシブマトリックス駆動パネ
ル（全面白色点灯，初期 100 cd/m2）で 7,000 時間以上の
半減時間を達成している。信頼性を高めるため，耐熱性を
向上させた新規 CCM 材料の開発や EL 素子の層構成の改
良による低駆動電圧化を進めた。
さらに，大面積化・高精細化に適したアクティブマト
リックス駆動方式を可能にするトップエミッション構造デ
バイスの開発にも取り組んでいる。

N99-2579-7

パワーエレクトロニクス
高効率 DC-DC 変換方式
低圧・直流の分散形電源（太陽電池，燃料電池など）を

図９

DC-DC 変換回路の構成

200 V 配電系統に連系する装置において，連系インバータ
の前段に用いて，①連系に必要な電圧への昇圧，②入力電
圧変動補償，③入出力間の絶縁を行う，高効率 DC-DC 変

高周波インバータ

整流回路 電圧クランプ回路

95 ％を達成している。高出力電圧の DC-DC 変換回路は，
一般的な数十 V クラスのものに比べ，スイッチング損失
の大きな高耐圧ダイオードが必要となるため高効率化が困

入力64 V

電力 1 kW，スイッチング周波数 60 kHz にて，変換効率
＋

＋

出力360 V，1 kW

換回路を開発した。入力電圧 64 V，出力電圧 360 V，出力

難であった。今回，ダイオードにかかる電圧を抑制する独
自の直列クランプ整流方式を採用することで，比較的耐圧
の低い低損失ダイオードを適用可能とし，高効率を実現し
た。
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パワーエレクトロニクス
逆阻止 IGBT の熱・損失シミュレーション技術
マトリックスコンバータのより最適な主回路設計を行う

関連論文：富士時報 2004.2 p.142-145

図１０

マトリックスコンバータの半導体発生損失

ために，逆阻止 IGBT で発生する損失および熱シミュレー
1,400

ション技術を開発した。

1,200
半導体損失（W）

マトリックスコンバータは動作が複雑なため，これまで，
逆阻止 IGBT で発生する損失や熱をシミュレーションする
ことが非常に困難であった。そこで今回，逆阻止 IGBT の
損失特性を近似式化し，また過渡熱抵抗特性を電気回路で
モデル化することにより，複雑な半導体モデルを用いるこ

1,000
800
600
400
200

となく，汎用の電気回路シミュレータで発生損失や瞬時温

0

度を簡単にシミュレーションすることを可能とした。また

0

20

40

60

80

100

出力電流（A）

本方式を用いることで，マトリックスコンバータのパルス

従来IGBT＋ダイオード
（実測）
逆阻止IGBT
（実測）

パターンによる発生損失の差異や，他の電力変換装置の発
生損失を検討することも容易に可能となる。

従来IGBT＋ダイオード
（シミュレーション）
逆阻止IGBT
（シミュレーション）

車両駆動用多機能制御装置
さまざまな鉄道車両駆動の用途・ニーズに対応可能な車

図１１

車両駆動用多機能制御装置

図１２

高真空排気向けコールドトラップ装置

両駆動用多機能制御装置のハードウェア・制御アルゴリズ
ムを開発した。ハードウェアは，64 ビット CPU をコアと
したマルチプロセッサ構成とし，多岐にわたる制御演算処
理を高速・高精度で実行可能としている。また，データ通
信技術・回路集積化技術を駆使し，多機能化・高信頼性化
を図っている。さらに，運転指令・運転状態のモニタなど
複数系統の車上伝送にも対応可能としている。
駆動機能としては，乗り心地感向上・加速性能確保を可
能とする新開発の複数台モータ用ベクトル制御（トルク誤
差 5 ％以下）・空転再粘着制御を搭載している。また，
モータの電磁音を低減するために，キャリヤ周波数変調機
能を付加した低ひずみ PWM 方式を新たに採用している。

メカトロニクス・センサ
高真空排気向けコールドトラップ装置
半導体製造設備に適用する高真空排気向けに，水分を吸
着するコールドトラップ装置を開発した。主な特徴は，①
コールドパネルを冷却する冷凍機に小型で高効率・長寿命
のリターン型パルスチューブ冷凍機を採用したため，大き
な圧縮機を持つ GM 方式と比較して質量で約 1/3，消費電
力で約 1/5 を達成した。②一体型構成でコンパクトなため，
真空配管に直接取り付けることができる。③低温パネルの
温度を 70 K＋
−1 K から 150 K＋
−1 K までの範囲で制御するこ
とができるため，真空中の水分除去だけでなく，有機ガス
などを選択的に吸着することも可能である。主な仕様は，
① 口 径 ： φ150 mm（ 6 イ ン チ ）， ② 排 気 速 度 （ H 2 O）：
2,500 L/s，③再生時間：10 分以下，④消費電力：150 W，
⑤設計寿命：5 万時間，⑥質量：25 kg である。
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メカトロニクス・センサ
環境計測のためのバイオアッセイ技術
簡便かつ迅速に水の安全・安心を提供するセンシング技

図１３

バイオアッセイ技術による水環境計測システム

術として生物材料の機能を利用するバイオアッセイ技術が
注目されている。富士電機グループは，硝化細菌を利用し
たバイオセンサを用いて，シアンに代表される急性毒物に

水質安全モニタ

よる突発性の水質汚染を高感度かつ連続的に監視可能な新
上水道

型水質安全モニタを製品化した。河川などの水源および水
道取水水質の監視をはじめ，今後下水処理場の生物処理機

変異
原性

廃棄物処分場
都市

能を阻害する物質の監視への適用が可能となる。また，廃
下水道

棄物処分場浸出処理水や環境水のリスク管理手段の一つと
して，簡単な操作で変異原性試験が可能なレポータージー

浸出水
監視

下水流入
毒物監視

上水道

ンを利用した発光 umu バイオセンサも開発した。これら
のセンサ技術を核に，今後も水環境保全に有用な計測技術
としてバイオアッセイ技術の拡充を図っていく。

配電盤の照明シミュレーション技術
配電盤装置において，近年の環境対応の一環として，省

図１４

LED 照明を配置した配電盤内部の照明シミュレーション

エネルギーを目的とした LED 照明器具の適用のため，制
御室などにおける配電盤装置に，最適な照度（JIS 照度基
準）を得るための照明シミュレーション手法を確立した。

■LEDの配光分布測定 ■配光特性データの組込み

■盤内照度検証

LED 部品単体を一つの照明装置と仮定し，配光特性
データを三次元計測して，一般的な配光特性データである
IES（Illuminating Engineering Society of North America）
ファイル形式とする方式を独自に開発した。また，配電盤

■LEDモデルの照度検証

内部の板金などの反射率を光学測定器により測定し，照明
シミュレーションのパラメータを決定した。
この照明シミュレーションにより，配電盤装置の大きさ
や内部実装の状態に応じて，最適な照度が短期間に検証で
きる設計環境を構築した。

設計ツールと連係した熱流体連成解析技術
パワーデバイスの高発熱密度化により，パワーエレクト

図１５

設計ツールと熱流体解析のデータ連係

ロニクス機器の冷却設計の重要度が増加している。設計の
品質向上とスピードアップのために，三次元 CAD と熱流
体解析を連係した熱流体連成解析の確立を進めている。
設計部門で作成した三次元 CAD データと連係して解析
を実施する際には，解析モデルの作成作業において解析に
不要な微細形状や穴やリブといった構造物を解析者の判断
で削除・簡易化する必要がある。これらの修正作業を三次
元 CAD 上で実施し，修正作業の手順の標準化と適正化を
進めることにより，熱流体解析のプリプロセッサによる解
析用モデルの作成およびメッシュ生成の作業にかかる時間
を短縮し，短納期における最適化設計環境の構築を進めて
いる。

三次元CAD

熱流体解析
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メカトロニクス・センサ
三次元形状認識技術
ロボットビジョン（画像処理･認識）による物体認識の

図１６

形状認識アルゴリズムの流れと応用例

一手法として，対象物の姿勢に依存せず，また障害物や埋
シミュレー
ション画面

ターゲットを含むシーンの三次元データ

没などの影響により対象物の一部分だけが検出可能な条件
下において，対象物を登録したパターンと比較・照合して
認識し（パターンマッチ）
，位置・姿勢を特定するアルゴ
リズムを開発した。

対象

対象物は，一般的なレーザスキャナやステレオビジョン

形状認識と
位置の特定

ターゲットの抽出

システム（2 台のカメラ）により，1 視点から三次元点群

ハンドリング
応用例

データとして測定され，認識される。
特徴量算出

本アルゴリズムは，汎用のパソコンにて実行可能であり，
ハンドリングシステムと組み合わせることにより，人間が
入ることのできない区域におけるロボットハンドリング作
業を支援するなどの応用を想定している。

認識アルゴリズム

熱流体シミュレーション技術
汎用インバータの中大容量機では，使用する IGBT 素子

図１７

インバータ熱流体シミュレーション結果

の高集積化により発熱密度が高くなり，熱的な設計が厳し
冷却ファン

くなってきている。また，小型化・低コスト化の要求も強

冷却体
IGBT

い。これに対応するため，富士電機では，冷却ユニットの

ダイオード

設計に，有限体積法の熱流体シミュレーション技術を適用

電界コンデンサ

し，熱設計技術を確立した。シミュレーションでは，発熱
シミュレーションモデル外観

源の半導体チップから素子，冷却体への熱伝導現象と，冷

（℃）
135.0
130.6
126.2
121.9
117.5
113.1
108.8
104.4
100.0
95.62
91.25
86.88
82.50
78.12
73.75
69.38
65.00

却体から冷却風への熱伝達現象を実機運転モードに従い計
算することで，検証実験との IGBT 素子の温度レベルを＋
−
4 度以内に収めることを可能にした。これを用いて行った
容 量 220 kW の イ ン バ ー タ の 冷 却 ユ ニ ッ ト は ， 体 積 を
33 ％小型化することに成功し，同時に大幅なコストダウン

冷却ユニット・シミュレーション結果

を可能とした。今後，小容量機への設計にも適用していく。

情報・通信制御
非線形システム安定性理論を用いた新しい最適化手法
企業活動においては，さまざまな業務において目標を立

図１８

新しい最適化手法の概要（機器の最適運転の例）

て，その目標を達成するような活動が行われる。最適化手

最適求解アルゴリズム

法は，対象とする問題に対して立てた目標にできるだけ近

尾根の低い所を経由し，短時間で
多くの最適パターンの候補を生成

入力項目

づくような手段を求める方法である。これにより，例えば
省エネルギーを実現する機器の最適運転，製品の品質を最

機器の構成，機器の運転状態，
各負荷予測値を入力
電力
購入

＋
コンプレッサ

良に保つ制御方法の決定，機器最適設計値の導出などが実
現できる。富士電機グループは，短時間で多くの最適パ

ガス
タービン

ターンの候補を生成するため，非線形システム安定性理論

燃料

を応用した独自の最適求解アルゴリズムを開発している。
本手法は，従来の最適化手法よりも大規模問題に対し，よ
りよい解を見いだせることを確認しており，今後，機器最
適運転など，省エネルギー分野を中心とした幅広い分野に
適用していく予定である。
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環境・新エネルギー
100 kW りん酸形燃料電池の病院への適用
燃料電池は，水の電気分解の逆反応を利用するクリーン

図１９

100 kW りん酸形燃料電池

図２０

食品廃棄物メタン発酵ミニプラント

な発電方式であり，その環境性の高さから 21 世紀のエネ
ルギー供給の一翼を担うことが期待されている。富士電機
グループでは，1998 年から 100 kW りん酸形燃料電池の
商品機の販売を開始し，納入した装置はいずれも高い稼動
率を誇っている。中には，計画どおりのオーバホールを経
て，2004 年度中に累積発電時間が 5 万時間に達する装置
もあり，その信頼性・耐久性への評価を揺るぎないものと
しつつある。2004 年 7 月には，病院に設置した商品機が
運転を開始した。病院へ設置した商品機は，これで 3 台目
となる。電力需要と熱需要の両方を有する病院は，コー
ジェネレーション機器である燃料電池の適用先として，今
後最も期待される施設の一つである。

食品廃棄物メタン発酵発電システム
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
電するメタン発酵発電システムを開発した。メタン発酵技
術においては，担体を充てんした高速発酵技術を確立し，
槽容積を従来の約 50 ％に小型化した。発酵廃液処理は，
ばっ気槽内の pH 変化をとらえ，ばっ気時間を制御する亜
硝酸型間欠ばっ気処理を実用化することができた。また，
ばっ気槽の汚泥と処理水を発酵槽に循環することにより余
剰汚泥の減量化と発酵槽内のアンモニア濃度低減を両立さ
せる安定発酵技術を確立した。
このシステムはミニプラントによる評価試験を経て，東
京都日野市クリーンセンター内にて 0.5 t/日規模での実証
運転を行っている。

膜ろ過システム
河川水，地下水を対象とした浄水用膜ろ過システムを開

関連論文：富士時報 2004.3 p.212-215

図２１

膜ろ過システム実証実験装置

発した。オランダ NORIT/X-Flow 社から導入した膜技術
（中空糸 MF 膜，公称孔径 0.025 〜 0.030 µm）に，富士電
機のプラントエンジニアリング技術，計測制御技術を融合
させ，富士膜ろ過システムを提供する。
河川水を対象とした実証実験では，処理水量 100 m3/日，
（ m2・日）の条件において 6 か月間の安定運転
流束 1.5 m3/
を達成し，財団法人水道技術研究センターにおいて装置認
定を取得した。処理水質は常に良好で，濁質，細菌を
100 ％除去することができた。さらに，地下水などを対象
とした実証実験を進めている。
本システムは安全な上水を安定して提供することができ
る。
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材料技術
フェライトナノ被覆磁性体
携帯機器などの市場拡大に伴い電子部品の小型化・高性

図２２

能化が求められ，高い飽和磁束密度と優れた高周波磁気特

フェライトナノ被覆磁性体の透磁率−周波数特性
200

性を併せ持つ軟磁性材料が小型電源部品のインダクタとし
て必要である。パーマロイ粒子に膜厚数十 nm のフェライ
150

さい。高透磁率化のためにパーマロイ粉末，フェライト
めっき，プレス成形方法，アニール方法などの開発を行い，

透磁率

能と期待されているが，従来手法では透磁率が約 60 と小

，

トめっきを施し成形した圧粉磁心は，優れた磁気特性が可

高透磁率を得るメカニズムを明らかにした。特に急速加熱

100

50

アニールを適用することにより透磁率を大幅に増大できる
ことを見いだした。印加磁場の周波数 2 MHz において透

0
10

磁率 170 を得ることができ，インダクタ材料として高い特

100
1,000
周波数（kHz）

10,000

性を得ることができた。

解析技術
SEA 法による振動騒音解析技術
構造物の振動騒音解析法として FEM（有限要素法）が

図２３

電源筐体（きょうたい）における振動解析例

一般的に用いられているが，数 kHz 以上の高周波領域の
加振力

解析では詳細なモデル分割が必要となり，計算時間が膨大
となるため実用的でない。これに対応するため，高周波領

振動伝達
ベクトル

域の解析に適した SEA（統計的エネルギー解析）法によ
る振動騒音解析技術を確立した。
解析に必要な構造物要素ごとの内部損失係数および結合
損失係数のデータベースを構築し，このデータを用いた解
析が良好な計算精度であることを確認した。
SEA 法では振動騒音のレベルを予測するほかに，エネ
ルギーの伝達経路と大きさを解析することができ，効果的
な振動対策部位を見いだすことが可能となる。今後，数多
くの製品に適用し，振動騒音の低減に貢献していく。

超音波微小内部欠陥解析技術
構造物に発生する内部欠陥の位置と寸法を，高精度に検

図２４

TOFD 法による欠陥部評価画像例

出する手法に超音波 TOFD（Time of Flight Diffraction）
探傷距離

法がある。TOFD 法は，一般的な超音波探傷法であるパ
ルス反射法のように欠陥反射波の音圧レベルと探触子移動

表面欠陥（開口スリット）
ラテラル波

距離から欠陥位置・寸法を求めるのではなく，欠陥上端お
よび下端回折波の伝搬時間から欠陥位置・寸法を算出する

試験体表面
d ＝3 mm d ＝4 mm d ＝5 mm

手法である。富士電機では検出欠陥深さに応じた TOFD
法の探傷条件の最適化を行うとともに，パルス反射法との

内部欠陥（φ1ドリル穴）

併用により， 1 回の探傷で検査対象範囲全域を網羅する評
価技術の確立に取り組み，表面開口スリットによる評価で

底面波
試験体底面

は，＋
−0.3 mm の精度で欠陥寸法の評価が可能となった。
今後は，構造部材における時系列的なきずの発生，進展の
モニタリング技術として適用化を進める。

92

Dスキャン画像

Aスコープ

富士時報

Vol.78 No.1 2005

技術開発・生産技術

解析技術
媒体磁性層の微細構造解析
磁気記録媒体は，複数の多結晶薄膜（厚さ：数〜 20 nm）

図２５

X 線 面 内 回 析 法 の 測 定 配 置 と CoPtCr - SiO 2 の 回 析
スペクトル

が積層した構造をしている。記録情報の熱安定性や書込み
容易性などの媒体品質が設計どおりにできているか評価す

12

z

るためには，積層した個々の膜を独立に測定する技術が重
て，個々の膜を独立に評価し，さらに個々の膜中に存在す
る結晶構造の異なる結晶粒を分離して測定することに成功
した。図は X 線を薄膜表面に平行に近い浅い角度で入射
させる配置を示しており，図中の二つのスペクトルから記
録層（20 nm）中に存在する六方晶（hcp）と立方晶（fcc）
の独立した構造情報が得られる。これまでは，極薄膜中の

回折X線強度（×103 cps）

要である。富士電機では，放射光施設 SPring-8 を利用し

検出器

磁化容易軸
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立方晶（fcc）相を分離して測定する手段はなかったが，
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この技術開発によって媒体のさらなる記録密度向上が可能
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になった。

イオン研磨を用いた SEM 断面マクロ観察技術
半導体デバイスの開発においては，デバイス全体の断面

図２６

デバイス接合部の断面マクロ写真

構造をより広範囲にかつ精細に観察したいという要求が高
まってきている。従来は，機械研磨を行い，断面構造を観
察する方法が一般的に行われてきた。これに対して，機械
的研磨を用いず，Ar イオンビームを照射し，イオン研磨
する試料作成技術を開発した。この技術の特徴は，従来の
機械研磨方式と比較して，観察する試料の断面の破損がな
いことにある。これにより，デバイス全体の構造が走査電
子顕微鏡（SEM）の分解能で明瞭（めいりょう）にとら

A部拡大
SEM写真

B部拡大
SEM写真

えられるようにすることができた。この技術により，微細

B

な構造とデバイス特性との関係を明確に把握することがで
き，開発の効率向上に寄与している。
接合部低倍率の
SEM写真

A

グリーン調達のための有害物質の微量分析技術
富士電機では，有害物質の不使用や削減を目指したグ

図２７

グリーン調達部品管理検査イメージと分析法の特徴

リーン調達を行い環境配慮型製品を開発し環境負荷を低減
するために，プラスチック中などの Cd，Pb，Cr6＋，Hg，

部品管理検査の流れ
【納入】

およびポリ臭化ビフェニール（PBB）
，ペンタ臭化フェニ
ルエーテル（PBDE）の Br などの有害物質を迅速に分析
できるようにした。RoHS の有害物質規制値は Cd が 100
ppm で，他は 1,000 ppm である。これを分析評価する技
術として，①簡便な評価が可能な蛍光Ｘ線分析法によるス

電
気
・
電
子
部
品
材
料

値測定を確立した。また Cr6＋ はジフェニルカルバジド吸
光光度法により分析している。
これらの技術によって電磁接触器やモータなど製品部品

スクリーニング
蛍光X線分析
【含有】
検査
迅速分析

ICP

【不含】 受
入
れ
高精度検査

不含証明

クリーニング法と，②試料の前処理技術と組み合わせて無
機元素の微量測定が可能なプラズマ発光分析法による絶対

【不含】

分析法の特徴

特
徴
測定方法
前 処 理
検出下限

蛍光X線分析
含有・有無判定
非破壊
不要
100 ppm

ICP発光分析
絶対値測定
破壊
溶液化
10 ppb

材料の特定有害物質の分析評価を行い貢献している。
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解析技術
サーマルリレーの動作解析技術
過電流による温度上昇をバイメタルのたわみに変換し接

図２８

サーマルリレーの動作解析（パソコン画面で入出力）

点を動作させるまでのサーマルリレーの一連の動作を解析
するシミュレータを開発した。開発にあたっては，従来困

各部に作用する
力の表示も可能

試験条件設定

製造ラインでの
調整工程

状態表示
（温度，変位など）

難であった電気−熱−機構系の連成解析を，機器の形状と
動作を適切にモデル化することにより可能とした。
このシミュレータでは，バイメタルのたわみから接点の
動作までの各部の動作をパソコンの画面にて再現できるだ
けでなく，製造ラインでの調整工程や試験条件の設定やそ

サーマルリレー構造の正面図

れらが動作や性能に与える影響も画面上で確認可能となっ
ている。
これにより，設計から製造，試験に至るまでの過程をシ

サーマルリレー構造の底面図

ミュレートでき，より一層の機器の高性能化，開発効率の

アクチュエータの力関係の表示

向上が可能となる。

生産技術
鉛フリーはんだの製品適用展開
富士電機グループでは，2005 年 3 月の RoHS 指令対応

関連論文：富士時報 2004.2 p.107-111

図２９

鉛フリーはんだ適用製品のプリント基板

図３０

含有物質集計画面例

完了を目標に，鉛フリーはんだの製品適用を展開している。
適用する鉛フリーはんだは，富士電機が独自に開発した
Sn3.5Ag0.5CuNiGe（日本，アメリカ，ドイツで特許取得
済み）はんだであり，社団法人電子情報技術産業協会
（JEITA）推奨の Sn3.0Ag0.5Cu はんだに比べ，①高温引
張強度・高温クリープ強度に優れている，②はんだによる
部品リードくわれが少ない，③はんだフィレットの引け巣
が少ない，④はんだのドロス（酸化かす）発生量が少ない，
などの優れた特徴を持っている。現在，汎用インバータ
，自動販売機など，事業所と連
「FRENIC-Eco シリーズ」
携し，鉛フリーはんだの製品適用化を推進するとともに，
材料物性基礎データの取得，蓄積を加速している。

トータル電子回路設計システム
全社統一部品データベースを中核とする電子回路のトー
タル設計システムを構築している。
電子部品データベースは部品基本情報，品質認定情報，
環境情報などを持ち，回路図 CAD とシームレスな連携，
設計ルールチェックの自動化により設計段階での完成度の
向上，品質向上，環境に配慮した設計が進められるシステ
ムとしている。
これに加え，環境への対応に配慮した材料のデータベー
ス，ファンや構造部品などの電子部品以外のコンポーネン
トのデータベースも備えている。
現在は，各事業所との連携を強化し，環境負荷の定量化
などに用いられている。
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技術業績の表彰・受賞一覧（2004年）順不同

●文部科学省・平成

16 年度文部科学大臣表彰

発達賞

研究功績者（文部科学大臣賞）

「新幹線系統用大容量自励式無効電力補償装置」

「自動車用イグナイタのワンチップ化の研究」
富士電機デバイステクノロジー株式会社
古畑
●文部科学省・第

昌一

45 回創意工夫功労者表彰

馬場

謙二

株式会社日本 AE パワーシステムズ

加藤

昌史

「コンパクト形インバータ FRENIC-Mini シリーズの開
発」

（文部科学大臣賞）
「製缶構造物製作方法の改善」
富士電機システムズ株式会社

富士電機システムズ株式会社

柴崎

明

●財団法人電気科学技術奨励会

富士電機機器制御株式会社

近藤

靖

富士電機機器制御株式会社

樋口

新一

奨励賞
「高性能高効率浄水汚泥ろ過濃縮装置の開発」

第 52 回電気科学技術奨励賞（オーム技術賞）

富士電機システムズ株式会社

「高効率ミニ UPS の開発」

山口

幹昌

「組込み機器のリモート制御機構の開発」

富士電機機器制御株式会社

木戸口秀隆

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
大熊

梅崎
康浩

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
武井

菊地
修

●リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

一也

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
寿江

●社団法人発明協会・関東地方発明表彰

発明奨励賞

平成 16 年度リデュース・リユース・リサイクル推進
功労者等表彰事業（会長賞）

「内燃機関用点火装置とそのパワー半導体装置」
富士電機デバイステクノロジー株式会社

「鈴鹿地区の 3 R の取組み」

井出

哲雄

●社団法人発明協会・中部地方発明表彰

富士電機機器制御株式会社
インバータ開発センター
●社団法人日本機械学会関東支部神奈川ブロック

発明奨励賞
「自動販売機の商品収納装置」

技術賞

富士電機リテイルシステムズ株式会社

左高

拓也

「発電機用ロータコイル自動ろう付技術開発」

富士電機リテイルシステムズ株式会社

鈴木

実

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

富士電機システムズ株式会社

今村

清治

南郷

堅

●社団法人日本電機工業会

第 53 回電機工業技術功績者表彰
進歩賞
「エネルギーマネージメントシステム『FeTOP』の開発」
富士電機システムズ株式会社

神

俊裕

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
福山

良和

95

富士時報

Vol.78 No.1 2005

富士時報

Vol.78 No.1 2005（技術成果と展望）掲載項目一覧

新しい年を迎えて

多用途複合型計測端末「PowerSATELITEⅡ」

2

衛生・エネルギー管理システム「調理当番」
ハイライト 2004

戦略機種マイクロチューブラ水車の運転開始

4

株式会社ウインパワー西目風力発電所の運転開始間近
缶飲料自動販売機「F シリーズ」

新型電子式高圧複合計器

新情報制御システム「MICREX-NX」

放射線機器・システム

………………………………………… 22

フィルム型アモルファスシリコン太陽電池

無線通信方式・電子承認機能を採用した入退域管理

ガラス基板媒体

システム

エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift シリーズ」

IC カードリーダ付線量計による新出入管理システムの

東海道新幹線沼津変電所向け大容量無効電力調整装置

構築

国際規格に対応した放射線測定用個人線量計

海外向け放射線モニタ

新型複合型ガス警報器

環境システム

23

自動車用ワンチップイグナイタ「F6008L」
3,300 V/1,200 A IGBT モジュール

展

日野市メタン発酵発電システム

水処理システム …………………………………………………… 24

望 ……………………………………………………………… 23

スープディスペンサー「FDH-S2」

配電盤分野における日本初の第三者認証環境ラベル

液晶テレビ用大規模クリーンルーム

水処理省エネルギーシミュレーションソフトウェア

「マイドーム大阪」における ESCO 事業契約

出力電圧サージレス高圧インバータ

固体高分子形燃料電池発電装置

中小規模向け監視システム「LOGACE-FL」

有機スイッチング素子

大規模水処理設備向け Web 監視制御システム
下水流入予測によるポンプ運転支援システム

富士電機システムズ株式会社

12

浄水用富士膜ろ過システム

商品作りに邁進

朝霞浄水場向け高度処理システム
e-ソリューション

高濃縮型サイフォン式ろ過濃縮装置

13

オンサイト塩水電解消毒装置「アクアセーフ」
展

新型水質安全モニタ

望 ……………………………………………………………… 13

製造業向け水処理ソリューション

行政情報ソリューション ………………………………………… 14

e 自治体 文書管理システム

環境システム ……………………………………………………… 28

e 自治体 庶務事務システム

給食生ごみメタン発酵パイロットプラント実証

e 自治体 外部認証連携システム

飲料缶処理用誘導加熱式乾留システム
青森エコタウン 焼却灰・ホタテ貝殻リサイクル施設

製造情報ソリューション ………………………………………… 15

Fe-MES 食品向け生産管理システム

産業・交通システム

29

Fe-MES 実績収集分析システム
PLM ソリューション（デジタルファクトリー）

展

Web 製造現場システム

産業パワーエレクトロニクス機器・システム ………………… 30

貨幣自動検査機

バーレーン ALBA 向けアルミニウム電解用整流設備

組立加工系現場システム

東ソー株式会社向け IM ソーダ電解用整流設備

組立加工系生産計画システム

高圧インバータの容量系列拡大

トータルセキュリティソリューション

ユニット形直流電動機制御装置「LEONIC-M Compact」

ビジネスプロセスマネジメント「BizUSE」

造船所向け大型クレーン用ドライブシステム

オブジェクト指向型ソフトウェア開発の取組み
エネルギーソリューション………………………………………… 18

新型遠方監視制御装置用コンポーネント

96

望 ……………………………………………………………… 29

新型電縫管溶接装置
計測制御システム ………………………………………………… 32

食品プラントの計測制御システム

多端子形フォルトロケータ新型中央装置

ビールプラントの計測制御システム

設備保全管理システム

化学プラントの計測制御システム

東北電力株式会社新潟技術センター制御所向け監視制御

鉄鋼設備の計測制御システム

システム

エネルギーセンタの計測制御システム

簡易型ダム操作模擬訓練システム

火力発電所設備の計測制御システム

苫前ウィンビラ発電所向け風力平滑化用交直変換装置

石油・天然ガス生産輸送施設の計測制御システム
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都市ガスプラントの計測制御システム

水

ごみ焼却プラントの計測制御システム

東北地方整備局摺上川ダム管理用発電設備向け水車・
発電機

施設電機システム …………………………………………………… 35

トップランナー変圧器適合のモールド変圧器「モルトラ」

中国・張河湾揚水発電所の発電電動機

（FM-KT，FM-CT シリーズ）

IS 手法による海外既納水力発電所の近代化プロジェクト

自治体病院向け燃料電池コージェネレーションシステム
中国・寧波化学プラント向け 220/110 kV 変電所
クリーンシステム …………………………………………………… 36

クリーンルーム用トレーサビリティピックアップセンサ

サービス
展

コールセンター機能向上と顧客向け情報提供サービス

クリーン手袋装着装置「F-Glove」

保守用部品ロジスティクスサービス
顧客保守サービス支援システム「CRM24」

つくばエクスプレスみどりの変電所

現場の情報化推進システム「POJ Ver5」

名古屋市交通局山下通変電所

設備管理近代化コンサルティング
予防保全サービス …………………………………………………… 49

京福電気鉄道株式会社帷子ノ辻変電所

電機設備高精度予知保全技術

地下鉄変電所設備

レトロフィット製品

PiTaPa 専用決済端末機

オンライン診断システム「ProHealth シリーズ」

愛知高速交通株式会社 Linimo（東部丘陵線）向け磁気

プリント基板洗浄コーティングサービス

浮上システム

老朽化設備用互換形遮断器の拡充

東日本旅客鉄道株式会社東海道線 E231 系向けリニア

受変電開閉器用劣化診断装置

ドアシステム

単相リレー試験装置

東京都交通局新宿線 10-300 形向け補助電源装置

機

高風速型ジェットファン

器

河川樋門樋管設備の広域管理システム

展

大型空港向け空港給油計装システム

UPS

監視制御システム …………………………………………………… 41

52

望 ……………………………………………………………… 52
………………………………………………………………… 53

富士ミニ UPS「GX シリーズ」

中小規模監視制御システム「EGFMAC-SIRIUS」

並列冗長方式ミニ UPS「RX シリーズ」

コントロールセンタ「SM3000」

大容量 UPS「UPS8000 シリーズ」

食品製造業・加工業向けトレーサビリティシステム

UPS 応用電源

発電プラント

内部電源の無停止化技術
42

望 ……………………………………………………………… 42

原子力 ………………………………………………………………… 43

火

望 ……………………………………………………………… 47

高機能 DC ブラシレスモータ搭載 FFU の商品化

横浜市交通局蒔田変電所

47

サービスソリューション …………………………………………… 48

交通システム ………………………………………………………… 37

展

力 ………………………………………………………………… 46

制御コンポーネント ………………………………………………… 54

新情報制御システム「MICREX-NX」の高度情報制御
パッケージ

次世代型高温ガス炉

新情報制御システム「MICREX-NX」のマイグレー

廃棄物処理設備向け要素技術

ション方法

燃料製造施設向け技術

新情報制御システム「MICREX-NX」のエンジニア

力 ………………………………………………………………… 44

リング支援ツール

IPP 宇部発電設備

新情報制御システム「MICREX-NX」のキャビネット

ベトナム石炭公社向けナズオン石炭火力発電所

実装技術

2 × 50 MW

計測コンポーネント ………………………………………………… 56

台湾化学繊維向け中国・浙江省寧波 162 MW 蒸気

投込み式水位計（FQK）

タービン発電機

一般産業用小型圧力センサ（FCK）

アイルランド電力庁ラフリーおよびウェストオファリー

ディジタル指示調節計（PXH）

火力発電所

ペーパーレスレコーダ（PHR）

糸魚川バイオマス発電所

ポータブル形ガス分析計 （ZSV）

単車室型再熱タービン採用による経年火力ユニットの

熱処理炉雰囲気監視用赤外線ガス分析装置 （ZSC）

再生

97

富士時報

Vol.78 No.1 2005

富士時報

Vol.78 No.1 2005（技術成果と展望）掲載項目一覧

富士電機機器制御株式会社

58

感光体 ……………………………………………………………… 71

ディジタル複写機用感光体

「技術立社」を目指して

1 ドット形成メカニズムの解明
システムコンポーネント

カラープリンタ用現像ローラ

59

電子デバイス・半導体
展

プログラマブルコントローラ ……………………………………… 60

統合コントローラ「MICREX-SX」における通信

器

72

望 ……………………………………………………………… 59
展

望 ……………………………………………………………… 72

IC ・パワー半導体 ………………………………………………… 73

モジュールの拡充

自動車用小型高機能 MOSFET

I/O ターミナルの拡充

自動車用低オン抵抗パワー MOSFET「75V シリーズ」

統合コントローラ「MICREX-SX」のプログラミング

大容量 IGBT モジュール

支援ツール「SX-Programmer Standard」

1,200 V，1,700 V/1,200 〜 3,600 A
IGBT モジュール EconoPACK-Plus

具 ……………………………………………………………… 61

コンデンサ負荷開閉用電磁接触器

1,200 V，1,700 V/300 A，450 A

丸形圧着端子対応形 MMS

小容量 IGBT モジュール「Small-Pack」
「Small-PIM」

250AF 配線用遮断器

携帯電話用複合電源 IC

新型角形表示灯「DP シリーズ」

出力 MOSFET 内蔵同期整流対応 7 チャネル DC-DC

エレベータ用リミットスイッチ

コンバータ制御 IC「FA7723R」

アンプ内蔵アナログ距離センサ

起動素子内蔵低待機電力対応電源 IC

IEC 規格対応スイッチギヤ用 VCB ユニット

大画面対応 PDP 用スキャンドライバ IC「FD3289F」

電力監視機能付きブレーカ「FePSU ブレーカ」

AF マルチラインセンサモジュール「FM6275W92」

ビルの空調監視・自動換気システムの

AS-i

「FM6273W91」

アナログ

リードタイプ高耐圧 SBD シリーズ

スレーブ
AS-i

PDP 用低損失 MOSFET の系列拡大

セーフティバス機器

AS-i 応用機器の拡充
富士電機リテイルシステムズ株式会社

Modbus 対応ディジタル形多機能リレー「F-MPC」

77

快適商空間の創造

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 65

舞台装置用超低騒音インバータ駆動電動機

流通機器システム

78

新型立体駐車場横行・ゲート開閉専用ギヤードモータ
AS-i スレーブ内蔵インバータ（FRN-C1S-AJ シリーズ）

展

モーション制御用 PCI インタフェースボード

自動販売機 ………………………………………………………… 79

望 ……………………………………………………………… 78

新業務用 IH インバータ 3/5 kW 器

缶飲料自動販売機の中国生産

大容量インバータ

CO2 冷媒適用自動販売機

大容量 PWM コンバータ（トランスレス結合）

パック飲料自動販売機

フィルタ一体形インバータ「FRENIC-Eco

たばこ自動販売機の新販売機構

シリーズ」

ファン・ポンプ用インバータ「FRENIC-Eco シリーズ」
の機種拡大

自動販売機情報管理システム
自動販売機用 LCD 表示装置
フードサービス機器 ……………………………………………… 81

富士電機デバイステクノロジー株式会社

68

技術をコンピタンスとしてグローバルトップへ

卓上型アイスコーヒーマシン
通貨・カード機器

情報機器関連コンポーネント

69

……………………………………………… 81

スタッカ付紙幣識別機（BVP シリーズ）
IC カードメダル貸機

展

望 ……………………………………………………………… 69

磁気ディスク媒体 ………………………………………………… 70

160 G バイト/3.5 インチアルミ基板の特性改善
160 G バイト/3.5 インチ磁気記録媒体
垂直磁気記録媒体

98

公営窓口向け紙幣入出金機「TB3000」
電子マネー「Edy」対応の小型チャージ機
店舗用設備・機器

……………………………………………… 82

店舗総合熱試験施設
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富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

83

情報・通信制御 …………………………………………………… 90

非線形システム安定性理論を用いた新しい最適化手法

富士電機グループへの貢献と継続的発展のための技術力強化

環境・新エネルギー ……………………………………………… 91
技術開発・生産技術

100 kW りん酸形燃料電池の病院への適用

84

食品廃棄物メタン発酵発電システム
展

膜ろ過システム

望 ……………………………………………………………… 84

電子デバイス ……………………………………………………… 85

材料技術 …………………………………………………………… 92

ハイサイドトレンチ横型 MOS

フェライトナノ被覆磁性体

UHV-STM による水素アニール時の Si 表面観察技術

解析技術 …………………………………………………………… 92

ブロードバッファ構造高速ダイオード

SEA 法による振動騒音解析技術

マイクロ電源を用いた携帯機器向け分散電源システム

超音波微小内部欠陥解析技術

チップ表面への面接合配線

媒体磁性層の微細構造解析

2

400 Gbits/in を目指すグラニュラー垂直磁気記録媒体技術

イオン研磨を用いた SEM 断面マクロ観察技術

エピタキシャル成長を用いた高品質 SiC 結晶

グリーン調達のための有害物質の微量分析技術
サーマルリレーの動作解析技術

色変換方式フルカラー有機 EL
パワーエレクトロニクス ………………………………………… 87

生産技術 …………………………………………………………… 94

高効率 DC-DC 変換方式

鉛フリーはんだの製品適用展開

逆阻止 IGBT の熱・損失シミュレーション技術

トータル電子回路設計システム

車両駆動用多機能制御装置
メカトロニクス・センサ ………………………………………… 88

高真空排気向けコールドトラップ装置
環境計測のためのバイオアッセイ技術
配電盤の照明シミュレーション技術
設計ツールと連係した熱流体連成解析技術
三次元形状認識技術
熱流体シミュレーション技術

Vol. 78 No.1 に掲載の商標など
LONWORKS ：米国 Echelon Corp. の登録商標
Windows

：米国 Microsoft Corp. の登録商標

Java

：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標

Ethernet

：米国 Xerox Corp. の登録商標

Excel

：米国 Microsoft Corp. の商品名称

Windows XP ：米国 Microsoft Corp. の登録商標
UNIX

： X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標

Citect

：オーストラリア CI Technologies Pty Ltd. の登録商標

Edy

：ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランド

Felica

：ソニー株式会社の登録商標

Windows CE ：米国 Microsoft Corp. の登録商標
その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。
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主要営業品目

富士電機システムズ株式会社
情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，電力システム，放射線管理システム，FA・物流システム，環境シス
テム，電動力応用システム，産業用電源，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，電力量計，
変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，省エネルギーシステム，新エネルギーシステム，UPS，ミニ UPS

富士電機機器制御株式会社
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配
電機器，電力制御機器，電力監視機器，交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル
操作表示器，ネットワーク機器，インダクションモータ，同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，クーラ
ントポンプ，ブロワ，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ

富士電機デバイステクノロジー株式会社
磁気記録媒体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリシック IC，
ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ，感光体，画像周辺機器

富士電機リテイルシステムズ株式会社
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
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