
昭和 40 年 6 月 3 日　第三種郵便物認可　平成 19 年 1 月 10 日発行（年 6回 1，3，5，7，9，11 月の 10 日発行）富士時報　第 80 巻　第 1号（通巻第 842 号） ISSN 0367-3332

技術成果と展望
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表紙写真

　地球上の生物は太古の昔から太陽光の恵み

を受け繁栄してきた。これからも人類が生物

の一員として実り豊かな自然を享受するため

にはクリーンで枯渇することのない太陽エネ

ルギーの利用が欠かせない。

　富士電機は，軽い・薄い・曲がるという利

点を持ち，環境と調和しいろいろな応用が考

えられるフィルム型アモルファスシリコン太

陽電池を開発し，熊本工場で生産を始めた。

　表紙写真ではフィルム型アモルファスシリ

コン太陽電池をその応用例とともに示す。



　新年
　皆様方 佳 新春 迎 慶 申 上

　2006 年度 新 中期経営計画
2008 年度 売上高 1 兆円以上 営業利益率 7%

以上 D/E 株主資本 対 金融債務 倍
率 1.0 倍以下 達成 目指 挑戦 開始

研究開発投資 設備投資 増 業界
No.1 技術 強化 高成長 高収益製品 拡
大 基本方針 取組 行 昨年
富士電機 取 巻 経営環境 安定 内外需

続 民間設備投資 大幅 伸張 順調 推移
素材高騰 要因

前中期経営計画 経営体質 改善 克服
力 身 1年目

好調 滑 出
　当社 関連事業 公共投資 減少 天候不順

自動販売機 停滞
家電 装置 HDD 向 磁

気記録媒体 需要 拡大 加 旺盛
民間設備投資 裏打 半導体 需要 伸
張 素材産業向 大型

自動車 電機産業向
需要 好調 伸
　研究開発 取組 関 成長 維持 事業
戦略製品 拡大機種 主力事業 競争力

一層高 強化機種 積極的投資 行 差別
化技術 開発 取 組

　本号 2006 年 主要 技術開発 製品開発
成果 紹介
　電機 部門 太陽電池 世界初

方式 成膜装置 量産設備 熊
本工場 熊本県南関町 完成 軽 薄 曲

型 太陽電池
量産 向 操業 開始 発電
実証運転 開始 地熱 発電設備

低沸点媒体 使用 低温 地熱資源 発
電 環境 優

開発 期待 産業 分
野 超高効率 高調波規制 適合 世界最
大級 電解用整流設備 S 144.3MW
× 5台 納入 高 素材需要 対応

完成 機器分野 5成分
NO  SO2  CO  CO2  O2 排 測定 同時 行
機能 持 煙道 排 環境対策

貢献 業界最高性能 小型 赤外
線分析計 開発
　機器 制御部門 低圧電気設備用機器 配
線用遮断器 MCCB 漏電遮断器 ELCB

新 JIS/JEC 国内規格  GB 中国国家規格  
UL 米国規格 1 台 対応 新
MCCB/ELCB G-Twin 開発

動作 起因 電磁的障害
発生防止 急務 EMC 電磁両立

性 規制 電源高調波抑制 対応 機能 内蔵
FRENIC-MEGA 発売 高

新しい年を迎えて



性能 半導体 液晶 製造
装置 一般産業機械向 高分解能
20 高精度 高速位置決 実現

ALPHA5 製品化
　電子 部門 家電向

HDD 高記録密度化 進 新 開発
垂直磁気記録方式 展開 本格化 富士電
機 業界 先駆 採用 磁性層

独自 技術 織 込 垂直磁気記録媒体
技術 完成 量産設備 投資 完了
半導体分野 電力変換機器向 損失低減

図 体積比 40%小型化 鉛 対応
New Dual IGBT 開発
電源 IC 従来比 40% 削減 携帯機器
小型化 寄与 第二世代 電源 開発

　 部門 間 仕切 可
変 商品 販売 冷凍系

業界初 汎用VIEW自動販売機 開発
店舗 短

期 低 建設 店舗
率 高

推進協議会 表彰
　次 研究開発会社 富士電機

株式会社 成果 紹介 電子
分野 ESD Electro Static Discharge 耐量

30 kV 以上 車載用 CMOS IC 開発
次世代 素材 SiC 使 MOSFET

開発 良好 FET特性 得
応用分野 共振型電源 高効率化技術
伝導 高精度 技

術 開発 分野 対向動
作 低振動 冷凍機
開発 液体窒素冷却 不要 半導体製造装置 電

子顕微鏡 実現 可能 有機EL 独自
色変換方式 薄膜色変換層 効率 有機 EL
発光効率 向上 色再現性 高 長寿

命 低消費電力 携帯情報端末向 2.8 QVGA
320 × 240 開発 成功

環境 分野 固体高分子形燃
料電池発電装置 累積運転時
間 業界 11,000 時間 到達
実用化 向 性能 向上 採算性 高 装
置 開発 取 組
　2007 年 2 年目 入 中期経営計画 技術
開発力 強化 図 研究開発投資  3 年
1,000 億円 売上比率 3% 予定 事
業 牽引 半導体 媒体

応用 集中的 投入
新分野 太陽電池 有機 EL 燃料電池 将来
中核事業 注力 所存 社会的
存在価値 高 富士電機 目指 安全
高信頼 独創的 差別化技術 開発 積極的 取 組

客様 最高度 満足 届 業界最強
専業 集団 全力 研鑚 邁進 皆様
指導 鞭撻 心 願 申 上

富士電機ホールディングス株式会社
取締役社長



太陽電池量産工場の操業開始

次世代ものづくり環境を実現する
「工場まるごと」ソリューション

　IT Information Technology
高度 基盤技術 普及 背景 市場

競合環境 変化 客様 多様化
急速 進 製造現場

市場変化 迅速 対応 新
環境 構築 重要

　富士電機 生産 品質
管理 施設 管理 融合
製品 管理 PLM

管理 SCM 客様対応管
理 CRM 統合 総合経営情報

支 強固
工場

提供 本
富士電機 熊本工場 稼動中

　富士電機 環境貢献 柱
型 a-Si 太陽電池
商品名 量産工場 熊本
工場 熊本県玉名郡南関町 建設 稼動
開始
　熊本工場 敷地面積 5 万 m2 建屋面積 1
万m2 操業 開始 第 1
期分 太陽電池
年間 12MW 一貫生産
　 型 太陽
電池 軽 薄 曲

従来 太陽電池 特徴
性 生 大型屋根 建造物

可搬性 要求 独立電源
太陽電池 適用 応用製品

地球環境 貢献 目指

強固なネットワーク・セキュリティ

総合経営情報システム

入退室管理システム
「Gate Controller」

＠ネットワークシステム／免振架台「ISO-BASE」

お客様対応管理（CRM）

製品ライフサイクル管理（PLM）
生産・品質トレーサビリティ管理
製造管理パッケージ「MainGATEシリーズ」

施設・エネルギー管理
施設・エネルギー管理パッケージ
「Spectrum PowerCC」

サプライチェーン管理（SCM）
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地熱バイナリー発電設備実証運転の開始

世界最大級アルミ電解用整流設備

　 社 工場 単器容
量 世界最大級 電解用整流装置 S

5 台納入 S
入力 220 kV 出力 DC1,580V 91.3 kA  
144.3MW× 5 台構成 以下 特徴
経済性 設備全体 利便性 融合

（1） 　 最小限 抑
超高効率 定格時 98.96% 設計

（2） 　厳 高調波規制 60
相整流方式
最適化 電圧調整用変圧器三次側 高調
波 設置

（3） 　107 負荷時 切換器 電圧
調整用 組合 出力電圧
0V 1,580V 無瞬断 連続調整

　地熱発電 中 発電
低温 地熱資源 発電

注目 集 発電
低沸点媒体 熱交換器 気化

蒸気 駆動 発電機 回
発電 低沸点媒体
使用 地熱蒸気 直接
駆動 地熱発電 低温度域
地熱流体 発電 富士電
機 発電 商品化開
発 行 実際 地熱流体 使用
実証設備 建設 2006 年 9 月中旬
連続運転 実施 運転性 信頼性

実証中 2008 年度
発電設備 市場投入 予定

地
熱
流
体

媒
体
蒸
気

蒸気井

蒸発器 タービン

還元井

熱水

発電機

凝縮器

媒体液

循環ポンプ

媒体蒸気
媒体液
地熱流体
熱水



イットリウム系高温超電導モータ

シングルビーム赤外線ガス分析計

　近年 中国 東南 環境規制 強
焼却炉 固定発生源排

浄化対策 監視 求
対応 富士電機 実績 技術
集結 排 監視 適
赤外線 分析計 開発

（1） 　測定成分 NO SO2 CO CO2 O2
5 成分 O2 式 磁気式
式

（2） 　 赤外線方式
　光学調整不要 簡単 水分干渉調整機能
（3） 　 式 性能
　測定範囲 0-100 ppm O2 5%
　繰返 再現性 0.5% 200 ppm以上
　 1%/週 200 ppm以上
（4） 　業界 寸法 質量
　寸法 133 × 483 × 400 mm
　質量 10 kg 19 取付

　 系高温超電導線材 用 製
作 国内 初 超電導 開発
本 財団法人国際超電導産業技

術研究 委託 九州大学 株
式会社

株式会社鈴鹿工場 共同 製作
　 15kW 350V 360min－1 回
転電機子形界磁超電導方式 2006 年 5
月 系高温超電導 世界
最高出力 確認 同年 8月 水中
推進用 組 合 回転動作 確認

　超電導 現在普及 常電導
比 大幅 小型軽量化 可能

近 将来 高温超電導線材 実用化
小型 軽量化 省 化

進展 期待

赤外線光源

試料セル

測定ガス
検出器

反射板

干渉調節用
調光板

チョッパ マスフローセンサ
信号処理演算部

表示
出力

フィルタ

500mm
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新グローバルMCCB/ELCB
「G-Twin シリーズ」

高性能サーボシステム
「ALPHA5シリーズ」

　高性能 ALPHA5
開発 製品化

　汎用 列
電圧 高速 SX 対応
2 用意 順次容量 拡大

　主 特徴 次
（1） 　高速 高精度位置決 実現 周波数応
答 1,500Hz 20 高分解能
搭載

（2） 　 使 勝手 向上 USB
高速通信 機能 向

上 保守 容易
（3） 　省

小型化 顧客装置 小型化 貢献
（4） 　長寿命設計 電解 冷却

設計寿命 10 年 規定 条件下
（5） 　欧州連合 RoHS 指令対応

　低圧電気設備 主要機器 配線用遮断
器 MCCB 漏電遮断器 ELCB
顧客 化 国
IEC規格取 入 流 受 IEC規格
整合 新 JIS 発行
　富士電機 低圧遮断器 取 巻
状況 変化 分析 結果 今後要求

顧客 先取 対応
要素技術開発 先行
G-Twin 125 400AF 開発

　主 特徴 次
（1） 　国内標準寸法 新
JIS/IEC GB 中国 UL 米国 規格
認証 取得

（2） 　ELCB IEC60947-2Ed. 3 取 入
保守用 切換 搭載
業界初

（3） 　米国UL489 AC480V 結線系統
対応可能

G-Twin
3P

MCCB

G-Twin
3P

ELCB

G-Twin
4P

MCCB

G-Twin
4P

ELCB



高性能多機能形インバータ
「FRENIC-MEGAシリーズ」

垂直磁気記録媒体

　垂直磁気記録方式 採用
装置 市場 展開 垂直磁気記録媒体
垂直媒体 高度化 向 開発
活気 帯 富士電機 1999
年 垂直媒体 開発 開始 独自 発想
基 常 業界 引役 垂直媒体
開発 続 現在 垂直媒体 記録

層 主 採用
磁性層 富士電機 業界 先駆 採用

特性重視
量産性 意識 開発 行
富士電機 達成 他社 比較

薄膜化 中間層 軟磁性裏打 層
生産性 向上 低減 寄

与 技術 用
2006 年 6 月 垂直媒体 量産 行

　高性能 多機能形 FRENIC-
MEGA 従来機種 FRENIC-G11/
P11 後継機種 今回 0.4
55 kW 開発 今後 200V 

90 kW 400V 630 kW 順次発売 計
画 FRENIC-MEGA 次

多 特徴 持 製品
用途 使 方 適合

狙 開発
　①業界最高 制御性能 ② EMC

高調波抑制 内蔵機種
含 豊富 機種 ③ RoHS
対応 長寿命 性 環境
配慮 ④USB付遠隔 採用

保護層

中間層

基板

グラニュラー
磁性層

軟磁性
裏打ち層
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New Dual IGBTモジュール

マルチチップパワーデバイス
「M-Power2Aシリーズ」

　富士電機 電源用 効
率 特性 優 独自 複合発振型
電流共振電源技術 開発 制御 IC 二
MOSFET 一 小型 高
10mm 搭載 M-Power2
製品化 好評 得 近年

大画面化 対応 電
源 大容量化 要求 同

従来 低 抵抗 MOSFET
搭載 約 400W 電源 対応可能
M-Power2A 開発 効率
90% 以上 大容量 小型 薄型電源

最適 新製品 次
　  MP2A5038 500V/0.38Ω
　  MP2A5060 500V/0.6Ω
　  MP2A5077 500V/0.77Ω

　汎用 無停電電源装置 代表
電力変換機器 常 高効率化 小型

化 低価格化 低騒音 要求
回路 用 電力変換素

子 高性能化 低価格化 高信頼性 求
近年 環境問題 対応

RoHS 対応 従来 鉛 代替
鉛 実用化 始

　富士電機 市場要求 対応
損失低減 特性改善 行

U4 搭載 従来 2 in 1 対 体積
比 40% 小型化
鉛 適用 実現 New Dual 
IGBT 開発 行 今回製品
化 系列 1,200V/225A 1,200V/300A

1,200V/450A 3 機種



ノンフロン CO2 自動販売機

次世代つり銭機「ECS07」

　 代表 流通
分野 精算時間 短縮 目的 自
動 出金 行 銭機 導入 効果
上
　近年 今 自動化 遅 入
金処理部分 目 向 金額 計数
出金 自動化 正確 現金

管理 金銭処理機 要求 高
今回 要求 対応 自動 銭機

ECS07 開発 行 以下 特徴
記

（1） 　入金鑑別 計数機能 偽物 排除
計数

（2） 　一時保留機構 内蔵 入
金 時 現物 確認 可能

（3） 　硬貨 紙幣 精査機能 装置
内部 現在高 正確 管理

　 層 破壊 地球温暖化係数 微
小 二酸化炭素 CO2 冷却装置 安
全 冷媒 使用 自動販売機 開発

　2005 年 1 月 国内初 駆動
方式 圧縮機 搭載 自動販売機 発売

増 一定速 
CO2 圧縮機 搭載 自動販売機 開発
2006 年 2 月 生産 結果 25

42
展開 低流量電子膨張

弁 最適制御運転 可能
新構造内部熱交換器 採用 信頼性向上 性
能向上 実現 一定
速 CO2 圧縮機 開発 幅広
対応 好評 得 一定速CO2 圧縮機搭載冷却ユニット
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パッシブマトリックス駆動色変換方式
有機ELディスプレイ

固体高分子形燃料電池発電装置

　富士電機 2005 年 4 月 三重県四日
市市 鈴鹿市 1kW級発電装置

開始 2006 年 9 月現
在 最長累積運転時間 業界
11,000 時間 到達 次世代機

量産試作機 2005 年 10 月 社内
設置 連続運転 起動停止運転
耐久性向上 取 組 2006
年 2 月 同型機 九州大学伊都
設置 九州大学 西部 株式会社 実
証研究 開始 一般家庭 電力需要 熱
需要 追従 運転 実施 省

性 環境性 評価 実施中
実用化 向 信頼性 耐久性 向
上 必要 今後 引 続 開発 進

　有機 EL EL
薄 応答 速 視

認性 高 特徴 生 携帯端末
搭載 期待 携帯端末

搭載 消費電力低減 必須 富士
電機 従来 40 分 1 薄

1.7 倍 効率 20 倍 寿命 持 薄膜
型色変換層 開発 高効率低
消費電力型 EL IC 低抵抗配線

技術開発 推進 低消費電力 要求
応 得 有機EL 開発 成

功 本 2.8 QVGA
QuarterVGA 320 × 240

動画再生可能
PDA 搭載 想定

温水タンク 燃料電池発電装置 制御盤



　富士電機 株式会社 FES 社会

産業 分野 設備監視制

御 環境改善 事業 推進 2006 年 4

月 新 事業構造改革 基本 新中期経

営計画 策定 事業展開 基本 伸

張 市場 特徴 持 商品 早 投入 市場指向

提案型 研究開発型 企業 変身

　市場 業種 変化 同業種内 顧客 動 異

動 先端 営業 的確 早

適合 商品 提供 FES

基本 対

応 情報制御 電機品 計測器 広 範囲

商品群 構築

　 客様 満足 商品 提供

第一 対応

化 定量化 見 化 化

商品群 変容 多様 対応

対応 価格対応 広 要望 取 込

部分 基本 統一 考 方

広 適合 技術

商品 品質 作 込 技術 構築 行

要望 加 技術 確 幅広 持 必要

組織体制 技術開発本部 設置 技術

集約 行 早 速 基本業務行

動指針 活動 開発体制

事業 体制 生産体制 集約

2007 年 実行動 年

　本年 主 商品化分野 次

（1）　太陽電池 市場展開

（2） 　 商品 市場

展開

（3）　PM 市場展開 

（4）　計測制御 市場展開

（5）　 商品 導入

　一方 開発力 拡大 2006 年初 発足

中国 浙江大学 R&D 6

活動 始 年 成果抽出 行

具体的 事業展開 直結 東京大学

先端科学技術研究 緩 契約 東大

FES 次世代商品 模索 加 技術

者 能力 引 上 特 個人 力 伸 初期

目標 着手

　闊達 日本市場 事業展開 強化 海外

展開 集中的 推進 日本向 商品 汎用品 展

開事業 海外 市場 顧客要求 合

商品 変革 必要 当地

開発体制 確保 行

機種 協業 引 続 積極

的 活用

　新 省 取組 FES 重要

項目 太陽電池 地熱 燃料電池 系統制御

特 太陽電池 熊本

工場 始動 薄 軽 曲 特徴 展開

他 製造技術 設備 培 商品

特徴 商品 特徴 自社技術 不可欠

基本 今後 重視

　開発 企業 源泉 市場 客様 意図

合 商品 要望時期 提供 認識

日常 感性 養 情熱 持 進

市場指向の開発型企業への変革

矢内 銀次郎 　

富士電機システムズ株式会社
取締役社長
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　e- 分野 新 省 代表
技術 社会 支 IT 基

広 社会 貢献 目指
　行政情報 分野 政府 IT新改革
戦略 方針 基 効率的 電子行政 実現 目指
構築 推進 富士電機 豊富 納入実

績 持 文書管理 庶務事務 職員認証 各
統合化 一層 効率化 合理化 実現 総務

事務 提供 現在 総務省 推進 共同
利用型 導入展開中
　製造情報 分野 重要性
再認識 高 生産性 高 品質 安全 安

心 実現 求 中 富士電機
上位 計画 実行管理 下位 制御系
統合 垂直水平統合 各種

提供 上位系 製造実行管理
MES 加工組立分野向 Main 

GATE-Assembly 分野向 MainGATE- 

Process 商品 体系化
実現 MainGATE/PIM

QT 機能 実現 MainGATE/
SCP 新 加 拡充 図 監視 制御系

国際標準技術 DCS MICREX-NX
設備管理 運転支援

商品化
現場 制御系 RF 無線 用  

FA 機器 商品化 高度
化 多様化 要求 応
　 & 分野 個
人情報保護法 法制化 進 企
業 内部統制 整備 進 業務 最
適化 情報 一元管理 企業 強化 大企業

中堅 中小企業 求
富士電機 多 導入実績 持 ExchangeUSE 事 
務処理   BizUSE   SOA
基盤 Barrier

提供
　 分野 電力自由化 分散
電源 普及 供給 多様化 中 既存
大規模 新

分散型 調和 目指 省
ESCO 含 展開

主 取組 高度 確保 広域分散監視
制御 IP 技術 活用 保護制御 装
置 地域分散型 供給 向

需給一体制御 新 出力安定化
蓄電 軽 柔軟 型太陽電池 燃料
電池 今後 産官学研究 参画 海外 中国
協力 研究開発 進 客様 合

& 提供
　放射線分野 地球温暖化物質 放出 原子力発
電 世界的 見直 日本 各電力会社 原子
力 建設計画 進 高齢化社
会 到来 加速器 持 高度医療施設 整備 進

伴 放射線機器 需要拡大 見
込 富士電機 中 作業者 個
人線量管理 通信 線量管理

市場 投入 個人線量計 新国際規格
整合 開発 加速 汚染検査
非放射性物品持出 関 対応 高感

度 放射線 開発 搭載 放射線応用機器
火力 原子力 配管 減肉度 保温材
取 外 運転中 測定 展開

　計量 分野 電力自由化 進展 多機
能電力量計 導入 進 計量 処理 自動
検針 導入 加速 今後 電気事業者
需要家間 適正 計量 担保 前提 国際
規格 整合 法規制 変化 運用面 要求 変化 対応
電力量計 伝送端末 自動検針 開発
停止 停解装置 開閉器応用機器 加 電

力量計 普及 寄与

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

オフィス＆セキュリティソリューション

エネルギーソリューション

放射線機器・システム

計量システム
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製造情報ソリューション

　e-自治体 共同利用型文書管理システム

… … …

IDC（データセンター）

共同利用型文書管理システム

ファイアウォール

LGWAN-ASP接続装置

県NOC
（Network Operation Center）

LGWAN接続装置

ファイアウォール

庁内LAN

（A市）

LGWAN

LGWAN接続装置

ファイアウォール

庁内LAN

（B町）

LGWAN接続装置

ファイアウォール

庁内LAN

（N村）

図1　共同利用型文書管理システムの構成イメージ

　職員認証・原本性保証パッケージ「ForceSecure」

原本性保証DB共有ストレージ

Web/Apサーバ

DBサーバ

RAC
（Real Application 
Clusters）構成

OracleDB10g

職員
ポータル
システム

文書管理
システム

庶務事務
システム

電子申請
システム

職員認証システム

原本性保証システム

認証DB
文書・庶務・申請DB

OracleDB10g OracleDB10g

職員
ポータル
システム

文書管理
システム

庶務事務
システム

電子申請
システム

職員認証システム

原本性保証システム

図2　職員認証・原本性保証パッケージ ForceSecure

　組立加工向け製造ソリューション「MainGATE-Assembly」

設備情報管理システム
MainGATE/Performance 
Indicator for Machine

加工履歴
稼動履歴

PG変更履歴

加工能力管理

稼動
情報

加工
履歴

加工
PG

－MainGATE-Assembly－

相互
検索

資材・負荷を考慮した
製造管理スケジューラ
MainGATE/SCP

オーダー情報 納期回答

調達計画

設備負荷

製造管理システム
MainGATE/

Production Manager

製造
実績

生産指示 生産実績管理

製造計画

製造実績

製造
指示

収集定義

収集PG

各種ドライバ

品質履歴情報システム
MainGATE/Quality &Trace

トレース情報
品質履歴

品質情報トレース 品質管理グラフ

品質
履歴

トレース
情報

加工機 加工機

プロトコル変換器
MainGATE/FiTSA

図3　MainGATE-Assembly の製品構成

行政情報ソリューション

　職員認証 ForceSecure-eAccess 職員
ID 認証 機能 部署 職員 役職権限
組織構成情報 一元管理機能 役職権限

制御機能 他 業務 機
能 提供
　原本性保証 ForceSecure-Filing 電子文
書 暗号化保存 署名付 生成 改
検出機能 電子保存文書 安全性 強化

　両 Java 動作可能
OS 依存 環境

動作 実現

　自動車 家電 代表 組立加工業 新製品 早
期市場投入 確保 品質不具合増加 課
題 抱
　富士電機 設備側 稼動情報 製品 品質情報
収集 付 製造管理者 品質

管理者 設備管理者 生産技術者 共有
MainGATE/PIM QT 品質
実現 本製品 製品不具合 対 早期発見 対策実
施 設備予防保全 活用 製造指示 進
捗 管理機能 在庫管理機能 MainGATE/
PM 製造 機能 MainGATE/SCP

加 MainGATE-Assembly
製造管理 高度化 支援

　富士電機 従来 総務省 電子自治体構想
電子自治体 中心的

文書管理 納入
　2005 年来 複数 市町村 共同運営 共
同 動 全国的 始
受 富士電機 先陣 切 文書管理

共同利用 実現 共同利用型文書管理 開
発 進
　富士電機 開発 共同利用型文書管理 多

実績 基 業務 実業務 適合
使 構築 可能 行政文書

全般

関連論文：富士時報 2006.3 p.204-208
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　設備能力管理システム「MainGATE/PIM」

加工プログラム管理
加工能力管理
加工履歴管理
刃具管理

情報収集
ステーション

搬送装置

ワーク

PLC NC

加工設備

トレース情報管理
品質履歴管理

収集定義
収集アプリケーション
各種ドライバ

MainGATE/PIM

MainGATE/QT

計測
機器

PLC NC

加工設備
計測
機器

PLC NC

加工設備

PLC

計測
機器

MainGATE/FiTSA

　生産指示システム「MainGATE/PM」

　組立加工向け生産計画システム「MainGATE/SCP」

図4　機械加工ラインにおける適用

図5　MainGATE/PM工程管理画面例

DB
サーバ

APS
（管理部門）

■標準システム構成例

ガントチャート

クライアント
端末

（現場部門）

クライアント
端末

（現場部門）

■システム提供機能（画面例）

在庫推移表 Webオプション

負荷グラフ

計画修正・参照
進捗（しんちょく）確認

受注オーダ入力
計画立案
進捗管理
作業指示

発注オーダ作成

図6　MainGATE/SCPの概要

　 MainGATE/PIM 加工機 搬送装置 製造
設備 稼動履歴 加工履歴 製造能力情報 収集
製造効率 設備品質 設備設計 改善 有効 情報
提供 主 機能 次
（1）　 収集機能 定周期 設備能力情報収集 行
収集項目 収集周期 設定 可能
規模 応 拡張

（2）　設備台帳機能 設備設計 製造 保全改善業務 活用
蓄積 Web 環境 閲覧

構成 上 表示 感覚的 探査 実現

（3）　 出力機能 収集蓄積
CSV 出力 可能 分析
活用

　 MainGATE/PM 製造管理業務 支援
生産指示 実績収集 分析支援 行

工程管理 製品 部品 在庫管理 行 在庫管理
成 工程管理 多品種少量生産 生産

対応 生産計画 MainGATE/ 
SCP 連携機能 現場 即 生産指示 行

可能 実績収集機能 Web 端末
HHT端末機能 高精

度 生産実績収集 実現
　 在庫管理 製品 部品 入出庫指示 実績収集
機能 在庫棚 管理機能 在庫
把握 誤品納入 防止 図 MainGATE/

SCP 連携 高精度 計画立案 可能

　 MainGATE/SCP 工場内 調達 製造 出荷
生産計画 一度 立案

本 搭載
APS 従来 MRP 異 所
要量展開 負荷 両方 同時 考慮
実行 資材 資源 両面 実行可能
計画 立案 納期遅 過剰在庫 削減

立案結果 豊富 機能 持
評価 修正 可能 MainGATE/ 

PM 連携 実績 考慮
再 可能 Main 

GATE/SCP 需要 変動 柔軟 対応
仕組 作 支援

製造情報ソリューション

関連論文：富士時報 2006.3 p.204-208
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　新情報制御システム「MICREX-NX」の国際標準対応ソリューション

　新情報制御システム「MICREX-NX」のオペレーター運転支援

　ユビキタスセンサネットワークソリューション

図7　制御システムと統合した安全計装システムの画面例

図8　運転支援画面イメージ

■
環
境
保
全

■
予
防
保
全

■
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
＆
セ
ー
フ
テ
ィ

《アプリケーション・インタフェース》

リーダ/ライタ
リーダ
/ライタ

パッシブ型
RFタグ

アクティブ型
センサ付タグ

電力機器
保全機器など

現場設備や作業管理システムから
「タイムリー情報」や「変わりつつある情報」
を提供

セ
ン
サ
付
ア
ク
テ
ィ
ブ
タ
グ
の
適
用
効
果

■
効
率
化

生産管理，スケジューラ，品質管理，設備・保全管理
作業実績収集管理，作業時間管理，入出庫管理

基幹・情報システム

経営管理の迅速化，CSRの向上

製造系・物流系アプリケーション〈MES〉

図9　センサネットワークが創造する新規ビジネスモデル

　新情報制御 MICREX-NX 国際標準
業界標準 準拠

提供 緊急遮断
消火設備 適用 安全計装

国際規格 IEC 61508 準拠 第三者認証機関
TÜV 認証 取得 銘柄管理

制御規格 IEC 61512 ISA S88 米
国食品薬品局 FDA 定 電子記録 電子署名 関

規定 FDA 21 CFR Part 11 準拠 食品 化学
分野 制御 構造化 階層化

定義 容易 可
能 統合設備管理 客様
設備 資産 継承

提供

　 運転支援 MICREX-NX
利用 自身 過去 操

作履歴 利用 形式 運転
記述 従来経験 勘 頼 非定常運転時 業務
定型化 半自動化 主 特徴 次

（1）　直感的 容易 運転 作成
　 設定 業務 対応 部品 組 合

特殊 知識 不要
（2）　運転 実行確認
　試運転機能
（3）　操作履歴 連携強化
　操作履歴 運転 取込 実行実
績 操作履歴 出力機能 有

　無線 技術 小型化技術 組 合 RF
近年急速 実用化研究 進 製造現場 社会
安全 安心 作業効率向上
意識 高 重要 IT

富士電機 長年培 小型無線
技術 技術 融合 特徴 付 RF
応用 実用化 推進 環境

安全 安心 効率化 課題 従来 製造現場
社会 水処理 電力 応用分野

保守 保全業務 効率化 輸送品質向上 振動品質
管理 街角見守 回転機保守診断 付
RF 応用開発 進 拡大

社会 一翼 担

製造情報ソリューション

関連論文：富士時報 2006.3 p.266-269
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　センサ付きアクティブ型RFタグとその応用

加速度衝撃センサ付きRFタグ

タグ（送信機）

計測データ

受信機

受信機 送信機

受信機

センサ付きRFタグ

（事務所） 設定機

精密機器 ドライバへの
表示器

（タグ回収）

納品

出荷

【病院】

1

1

4 7 10 13 16

G
値

0

2

輸送品

帳票
出力

【工場】

　持出管理パッケージ「MediaBarrier」

　物流センターシステムパッケージ「物流エクスプレスⅡ」

図10　輸送品質診断への適用

管理部門

情報管理 物品情報入力
タグひも付け

物品情報
マスタ情報

ハンディ
ターミナル

リーダライタ

取付
タグ

管理物品

据置型アンテナ

据置型アンテナ

利用者
タグ

無線LAN

物品情報 物品登録

棚卸し

持出・返却管理

物品保管場所

保管棚

簡単で迅速な
棚卸し利用者権限で

持出可否
チェック

持出監視
ゲート併用

アラーム

図11　物品管理業務への適用イメージ

24 24

上位システム

物流エクスプレスⅡ

入出庫実績 入出庫実績入出庫指示 入出庫指示

販売動向 出荷情報

得意先

販売動向 出荷情報

得意先

図12　物流システムのイメージ

　双方向性 機能 環境性能 優 RF
社会 広 急速 社会 産業分

野 普及 特 安全 安心
工程管理 作業効率化 保守 予防保

全 分野 応用 最新 技術 最新
MEMS技術 融合 機能 磁気 振動 温湿度
照度 赤外線 超音波 位置通知機能 組 込

付 型RF 開発 例
工場搬出 輸送 据付 作業間 受 振動状態

輸送品質 機能 保証 輸送品質
診断用RF 製造現場 施設 既存専用
危険 煩雑 設備保全作業 回避 人 安全 守
目的 設備予防保全用RF 開発 実利

用展開

　企業 重要情報 CD-R 電子媒体
格納 紛失 不正持出

情報漏 対策 物理媒体
確保 重要
　RFID 利用 持出管理 MediaBarrier
物理的 対策 電子媒体 物品管

理業務 適用 RFID 個々 物品 付
連続的 読 取 ①棚卸 ②持出 返却 管理
業務 効率化 物品 ③操作履歴 活用

管理 向上 図
　RFID 機器 周波数帯 装置仕様 異

本
部 標準化 13.56MHz 2.45 GHz UHF
帯 対応 可能

　 物流 Ⅱ 物流 向
WMS 物流 管理  
物流 Ⅱ 導入 倉庫内

物流業務 統一 化 可能 資産 圧
縮 業務負荷 低減 達成 複数物流

在庫管理 可能 開発 ①物流
削減 ②複数物流 管理 ③物流情報 活用
企業間 激 競争 中 物流

役割 重要性 高 物流
Ⅱ 顧客要件 多様化対応 庫内物流

化対応 拡大 戦略的 位置
応

製造情報ソリューション



富士時報 e-ソリューション

　統合セキュリティソリューション

230
MO
MB

230
MO
MB

IC
カー

ド

機密
情報 個人

情報

計算機内にある
電子化情報

印刷物，媒体，
ノートPCなどの
PCの外に出た情報

企業内のすべての形態の情報など

InfoBarrier4

SecretBarrier

PrintBarrier3

MediaBarrier

GateBarrier

　個人情報の検出管理パッケージ「SecretBarrier」

　業務を統合・可視化するソリューション基盤「BizUSE」

図13　統合セキュリティソリューションの製品構成

Excel

Outlook

ユーザー

レポート作成機能

クライアント端末内の個人情報・機密情報を検出 スキャン結果を参照

Drive

Keyword

File
Type

社外秘
機密情報

手動
スキャン

自動
スキャン

ユーザーが
スキャンを開始

ユーザー
操作なし

クライアント側の履歴

*：サーバ側のみの情報

端末やグループごとに集計した
スキャン結果のレポート出力

特徴
個人情報・機密情報を検出
豊富なファイルフォーマットをサポート
多数の検出設定が可能
NE抽出アルゴリズムを使用

フォルダパス・ファイル名・個人情報件数・名前件数・
住所件数・電話番号件数・メール件数・カスタム件数・
ファイル更新日時*・端末名*・検出状態*・開始日付*・
終了日付*・検出ファイル数*

検出（スキャン）機能 履歴参照機能

条件指定 スキャンを実施
（手動/自動）

サーバ側の履歴

図14　SecretBarrier 管理画面
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③○○○○
④○○○○
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②○○○○
③○○○○
④○○○○

①○○○○
②○○○○
③○○○○
④○○○○

①○○○○
②○○○○
③○○○○
④○○○○

既存Aシステム
（他社システム）

サービス単位で
機能改造

サービス群

サービス群

Bシステム改造
（一次開発）

統合管理システム（BizUSE）

既存 手作業

登録

統合進捗管理機能

サービスバス

ビジネスプロセス定義
Aサービス

EAIコネクタ

ExchangeUSE

情報公開

申請～決裁

統合監視

管理DB

既存Cシステム

手作業をシステム化

サービス群

登録 管理DB

既存 手作業

登録 管理DB

サービス群

新Dシステム
（二次開発）

登録 管理DB

人間系フロー定義

データ処理

Bサービス

B to Bコネクタワークフロー
コネクタ

図15　BizUSE 機能構成

　企業 情報 命 企業 情報
媒体 CD

IC 可搬媒体 記録 紙 印刷
形態 保管 管理 富士電機

情報 管理 対 細 最小限 労力
運用 製品 活用 重要
考 製品 個

人情報検索 一元管理 操作制限 暗
号化 行 情報 製品 RFID 用 持
出管理 入退室管理 人事 組織 連携
行 物理的 製品 用意
　常 客様 視点 立 情報 守 考

富士電機 統合

　 個人情報保護法 施行 個人情報保護 関
今 企業 責務

　個人情報保護法 遵守 個人情報保護
構築 適正 運用

求 2006 年 9 月 JIPDEC 日本情報処理
開発協会 実施

公表 中 実施
社内 散在 個人情報 特定
特定 個人情報 適切 管理
本製品 個人情報 特定 担

製品 開発 特定 個人情報 側
一括管理 把握 情報漏 軽減 適切
管理 可能

　 BizUSE 作 壊 依存
SOA 基盤

主要機能 ①業務全体 状態 統合的 監視
統合進捗 管理機能 ②業務手続 制御

定義機能 ③ 間 連
携 実現 EAI ④ ExchangeUSE 自動
連携 人手介在処理 自動化
⑤企業間 取引 利用 B to B
　 機能 化業務 人手業務 混在

業務 変更 追加 統合 他業務 影響
稼動 改造 最小限 抑 構造

変動 柔軟 対応 構築 実現

オフィス&セキュリティソリューション

関連論文：富士時報 2006.3 p.227-230
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エネルギーソリューション

　事務処理ワークフローシステム「ExchangeUSE」

ExchangeUSE
ワークフロー
エンジン

ユーザー
インタ
フェース

基幹
システム

システム管理者画面・Login画面
承認画面・進捗画面・実績画面

決裁
業務

小規模～大規模ユーザー向け
パッケージ

旅
費
精
算

経
費
精
算

勤
務
管
理

総
務
申
請

人
事
申
請

総
務
購
買

W
e
b
申
請

小規模ユーザー向け
簡易パッケージ

起票
業務

管理
業務

ルート
制御

マスタ
管理

合議・条件分岐・代理・委任，
提出・承認・却下

組織情報，決裁者権限，認証情報

キャビネット

部門決裁システム

会計システム

ERP Connector

ExchangeUSE
LITE

For SAP For GLOVIA For OBIC 7

　購買ソリューション

購買ソリューション製品体系

SRMstation

機能連携

購買
WF

SCM
パッケージ群

MES

ExchangeUSE
ファミリー

ExchangeUSE

旅費
WF

在庫
機能

注残
管理
機能

見積
機能

情報
管理
機能

Web
EDI
機能

生産
連携
機能 SCP

FA

勤怠
WF

　遠方監視制御装置用 IP変換装置

オフィス&セキュリティソリューション

　購買 購買全般 業務機能 有
SRMstation ExchangeUSE

機能 購買WF 成
主 機能 以下 有 購買形

態 総務購買 間接材購買 資材購買 工事購買
仕組 提供

（1） 　購買WF 購入依頼 発注 検収 購買WF機能

（2） 　見積機能 見積依頼起票 見積依頼書発行 見積回
答登録 購入依頼機能連携

（3）　在庫機能 入庫/出庫管理 棚卸 /棚修正
（4） 　購買情報収集機能 発注実績 多様 切 口 情報
（5） 　生産管理連携機能 生産管理 連携
（6） 　WebEDI 機能 発注 検収情報 WebEDI 化

　近年 経済性 観点 電力用通信網 IP
本格的 導入 状況下 富士電機

IP 適用 遠方監視制御装置 IP 変換装
置 開発 IP 変換装置 従来型 遠方監視制御装
置 IP 接続 中継装置
　本装置 遠方監視制御装置単位 IP 変換
構成 制御所側 集中変換方式 写真 被制御
所側 分散方式 方式 対応 可能
　IP 適用 遠方監視制御装置 今後本
格的 導入 場合 本 IP 変換装置 稼動中 遠方監
視制御装置 新設 遠方監視制御装置 合 IP 化
可能 客様 期待 応

図16　ExchangeUSEの製品構成

図17　購買ソリューションの製品体系

図18　IP変換装置の内部実装例

　 ExchangeUSE 導入実績 1,200 社 60 万
及 実績 持
従来 機能 加 承認履歴 保存 活用

富士通株式会社 会計
GLOVIA-C 連携機能 製品群 加 GLOVIA
他会計 連携強化 日本版 SOX 内部統制
簡易 実現 会社法 施

行 伴 小規模 内部統制 必要
自身 手軽 申請 承認 構築 内

部統制 ExchangeUSE-LITE 製品
化 大規模 小規模

予算 合 内部統制対応 将来
拡張 全社 一 統合利用
製品
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図19　個別操作の画面例

図20　標準ダム管理システムの構成

図21　広域分散監視制御システム構成例（4拠点連系）

　変電所機器監視制御用ソフトウェア

　国土交通省標準ダム管理システム

　広域分散監視制御システム用ミドルウェア

貯水位計（正）

中継端子盤
入出力装置

遠方手動操作装置

制御系LAN制御系LAN

放流操作装置

放流判断支援・
流出予測装置

点検・応急対策ガイド装置

訓練装置

標準時計装置

貯水位計（副）

ファイル装置

プリンタ装置

情報入力・提供装置

機側盤

機側盤

機側盤

非常用
洪水吐

常用
洪水吐

機側盤

機側盤発電所

選択取水
設備

貯水地維持用
放流・利水放
流貯水位低下
用放流設備

A制御所

HMI

A制御所
データ中継装置

D制御所 データベース
C制御所 データベース
B制御所 データベース
A制御所 データベース

B制御所
データ中継装置

C制御所
データ中継装置

D制御所
データ中継装置

B制御所

HMI

C制御所

HMI

D制御所

HMI

監視制御サーバ層　マルチDF-ROSE

共有データベース層 双方レプリケーション型PFILE

マルチキャストリンク層

D制御所 業務アプリケーション
C制御所 業務アプリケーション
B制御所 業務アプリケーション
A制御所 業務アプリケーション

分
散
型
構
成
制
御　

I
O-

s
e
r
v

Webサーバ

　配電系統 対 監視制御 重要性 高 中 保守
配電自動化 停止時 継続 監視制

御 行 北陸電力株式会社 富士電機 変電所機
器監視制御用 開発 本
先 開発済 配電線機器監視制御用 組
合 1台 変電所機器 配電線機器両方
監視制御 可能 特徴 以下
（1）　汎用 使用 容易 可能
（2）　設備 配電自動化 最新 自
動展開 個別 管理 不要

（3）　2挙動操作 配電自動化 同様 信頼性 確保
　本 北陸電力株式会社管内 配電自動化

設置 全営業所 運用 予定

　 運用 放流設備 安全 容易 操作 目的
国土交通省所轄 設置 管理用制御処

理設備 開発
　本 財団法人 水源地環境整備 発
行 管理用制御処理設備標準設計仕様書 案 同解
説 準拠 機能概略 次
（1）　 入出力 通信 水門量 流域水門量演算機
能

（2）　情報表示 判定 警報通知機能
（3）　記録 蓄積機能
（4）　操作 操作演算 放流判断支援 流出予測機能
（5）　訓練 操作 点検応急対策 機能
　今後 電力 公共分野 含 適用 目指

　電力系統監視制御 遠隔地 広域配置 相
互 災害対策 夜間代行運転 広域連
系運用 効率化 実現 開発
（1）　 DF-ROSE 分散実行管理
　1 内 複数拠点 実装 実現
（2） 　双方向 型 PFILE DB 管理

　複数拠点間 双方向高速等価 実現
（3）　IO-serv 広域構成制御
　装置状態 制御権管理 広域分散環境 実現
（4）　 広域伝送
　UDP 受領確認機能 追加 広域 高速通信 実現
　 核 Web 方式 HMI
配 広域分散監視制御 構築 行

エネルギーソリューション
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　東京ガス株式会社横浜研究所マイクログリッド研究設備

10kW
太陽光発電設備

熱負荷
（ビル内空調）

25kWガスエンジン×2

三相200V
系統

75kVA系統連系
インバータ

（高速需給制御）

蓄電池設備

50kVA UPS

中品質電源

高品質電源
（重要負荷）

高速通信ネットワーク

6.6kV受電盤

9.9kW
ガスエンジン

単相
200V
系統

一般
負荷

小型風車（6kW×2)

熱負荷
（ビル内空調）

需給管理システム
（予測・計画・制御）

　作業者と連動した省エネルギー空調システム

　コンパクトマルチ計測ユニット

図22　マイクログリッド研究設備の構成

空調ダクト

〈凡例〉
VAV：変風量ダンパ
POD：プログラマブル操作表示器
T：温度センサ

POD

風量の削減分を
インバータで
絞り制御

静圧一定制御

空調機

インバータ

VAV 開
（100％）

作業者照明ON

VAV 開
（温度制御）
（100％）

VAV 閉

連動
LONWORKS

個別に細かく
ON-OFF制御

作業者照明が
OFFの場合は
VAV閉，空調
停止

作業者照明ON 作業者照明OFF

最大運転

温度条件
により絞
り運転を
行う

空調STOP

機器状態管理
温度管理
故障管理

図23　作業者と連動した省エネルギー空調システムの構成

　東京 株式会社横浜研究所向 研究
設備 2006 年 9 月 運用 開始 研究設備 新

含 発電設備 蓄電池設備 成
構成 特定区域 管理 行

制御技術 運用技術 研究 使用
特徴 次

（1）　UPS 系統連系 高品質電源 供給
高速需給制御 両立

（2）　IT 計測技術 融合 超高速計測
導入

（3）　汎用 有効活用 運用管理
負荷 発電予測 運用計画 同時同量制御

　工場 大空間 空調方式 経済的 観
点 局所的 行 空調方式 多 導入

必 作業者 動 追随 仕組
省 観点 発生

多 富士電機 作業者 連動 省
空調 開発 納入 作業者 周囲温度

合 VAV 変風量 空調吹出 風量
絞 制御 行 手元照明 点灯状態 連動
VAV 開閉制御 行 変動

内 静圧 一定 保 空調機 制御 行
風量 削減分 3乗 比例 省 効果

得 各機器 状態 設定情報 POD
一括管理 通信 制御

LONWORKS 行

　富士電機 分散化 多用途 対応
計測 開発

　省 計測 単位 設備単位 細分
化 電力量中心 流量 温度 圧力 CO2
熱量 環境計測 多様化 本製品 電力量
計測 熱量 量 1量計測 設
備単独 計測 接続 集中監視
段階的 導入 商品 特徴 次

（1）　 見 化 実現 換算 CO2 換算 表
示

（2）　計測 長期記録 保存 1年間/5 分周期
（3）　 機能 搭載 Ethernet RS-485 選択
（4）　 負荷制御機能 搭載 計測値 連動

エネルギーソリューション

図24　 コンパクトマルチ計測ユニット
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図25　APSA運転支援システム

図26　配管減肉検出装置

図27　出入管理装置

　放射線管理区域出入管理システム

BLOCK

クライアント

サーバ

Ethernet

システム制御装置
制御・監視

系統機器シミュレータ

発電機

自動結線装置 機器結線

負荷

送電線

放射線機器・システム

　関西電力株式会社向け高性能系統解析試験装置（APSA）運転支援システム

　配管減肉検出装置

エネルギーソリューション

　1989 年 納入 APSA 配電系統 大規模系
統 模擬可能 系統解析 現在
顧客 応 富士電機 設備 中核
運転支援 更新 主 特徴 以下 記
（1）　 中心 運転支援 全体

Windows 化 操作性 汎用性 高
（2）　Ethernet 化 通信速度 向上 将来 向

高 拡張性 持 構築
（3）　低 化 秒 時間単位 系統現象模
擬 制御 制御装置 汎用 PLC 採用

（4）　運転支援 持 作業 全体 見直 複
数 並行作業効率化 手作業 削減

全体 運用効率向上 図

　火力 原子力発電所 配管 減肉 保温材 上
運転中 容易 検出 装置 東北電力株式

会社 共同研究 基 開発
　配管 減肉測定 短 定期検査中 多
測定箇所 調査 本装置 検出器 放射線源 設
計認証取得 構成 配管 外径約 500mm以下 肉厚
50mm以下 放射線 透過割合 配管 肉厚 2%
程度 再現性 測定時間数分 検出 保温
材 取外 復旧 不要 装置 取付 容易

配管 減肉 効率的 簡便 把握
　今後 配管 減肉検出測定 展開
減肉 早期発見 通 安全確保 貢献

　原子力発電所 放射線管理区域出入口 複数台設置
出入管理装置 作業者 装備 個人線量計間 確実
通信 無線 開発 原子力発電所 納入

　 無線 複数 周波数 異 電波 用
他 線量計 影響 入域時 混

雑時 混信 入域
退域時 全身表面汚染 汚染測定中 線量計

入 安定 交信 退出処理 可能

　 線量計 γ X 線 中性子 同時測定
2線種測定 中性子被 管理 要否

作業者 使用
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図28　モニタリングポスト

図29　ろ紙再利用機能付きダストサンプラ

図30　通信機能付電子式電力量計

計量システム

　モニタリングポスト

現地監視盤 検出器

　ろ紙再利用機能付きダストモニタシステム

　通信機能付電子式電力量計（JFシリーズ）

単相3線式　100V　30A 単相3線式　100V　250A

放射線機器・システム

　原子力施設 放射線管理区域内 作業環境中 放射
性 捕集 行 設置

一般的 状 長尺 紙 用
捕集 行 紙 実際 捕集

使用 部分 6割程度 高価 紙 未集
部分 残 廃棄処分
　 紙 使用効率 9割以上 高 紙再利用
機能付 紙巻取装置 開
発 中国電力株式会社島根原子力発電所 納入
紙巻取装置 紙巻取 中 発生
欠測回避 天然放射性物質 減衰時間確保 目的

別置 本
削減 貢献

　地球温暖化防止 伴 省 推進
分岐回路 電力量 計測 需要 高
電力自由化 伴 自動

検針 需要 増加 市場動向 踏
富士電機 端子寸法 統一 電子式電力量計
JF RS-485 通信 可能 新 追加

特徴 以下
　①単独計器 30A 120A 250A 変成器付計器
5A ②通信 仕様 富士電機  
F-MPC 準拠 富士電機製
接続 容易 ③ RS-485 通信 介 電力量 kWh
加 電圧 V 電流 A 電力 kW 力率 計測

収集 細 電力管理 活用可能

　 原子力施設 敷地境界 周辺市
町村 環境γ線量率 連続的 測定 監視 設備 最
近 測定値 一般 公開 高 信頼性 要求

　富士電機 信頼性向上
基 自動補正 可能 計測部

開発 北陸電力株式会社志賀原子力発電所 納入
測定値 長期安定性 向上 天然放

射性物質含有量 少 材料 検出器 構成
設備更新時特有 継続性 配慮 設計

検出器 局舎内 取外 可能 昇降装置
採用 降雪時 保守可能

関連論文：富士時報 2004.5 p.364-368
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水処理システム

環境システム

　継続的 経済成長 人口拡大 前提 国 上下水道
投資 膨大 施設 2005 年 減
少局面 迎 人口問題 歳入 歳出 一体削減 目指
公共投資抑制政策 自治体 上下水道事業

大 圧迫 一方 環境事業
公共事業 対 市場 透明性拡大 要求 分野
入札環境 変化 競争激化 加速
　富士電機 市場 変化 対応
培 独自 技術 最新技術 融合 上下水道監
視制御装置 技術 水処理技術 環境 技術 環境

環境関連機器 駆使 有益 低価格
顧客 提供

　 温暖化 地球環境 激変 対応 上下水道
施設 改良 微生物汚染 監視 除去技術 難分解性有
機物汚染対策 水環境 対策 廃棄物

変換 回収 処理場 自立
水 道 資源 道 施設再生

三 循環 道 実現 研究開
発 続
　富士電機 上下水道 取組
効果的 支援 GENESEED

提供
　高効率 可変速制御装置 配電盤

環境保全型機器 提供 上水道 未利用
活用 多数 太陽光発電 小水力発電

納入 浄水薬品 削減 PAC 塩
化 最適注入 実現 凝集

対策 活性炭 塩素注入制御
必須 型 計 活躍

取水河川 水質事故 迅速 検知 硝化菌
油膜

開発中 取水系 水質 管理 強固
下水道 市街地浸水対策 管

内光 水位計 流入量予測 生物処理
化 処理 処理水質 制御
提供

　 活用 自立型処理場
枯渇資源 回収技術開発 積極的 取 組

　監視制御 大規模 中小規模向
小規模 対応 進 上下水道
向 省 高効率運転 各種

充実 図
提供

　環境 分野 事業領域 拡大
幾 施策 行

　浄水場向 設備 海外市場 積極的取組
行 Lakeview 市向 33 kg/h × 2 台
発生器 納入 新 中国 無錫市向 2kg/h ×

1 台 受注 建設 着手 着実 成果 上
　 浄水場汚泥処理設備 効率的運用 図 開
発 式 過濃縮装置 開発改良
加 経済性 向上 結果 神奈川県寒川浄水場向
300m2 機 導入 今後 幅広 分野 採用 期

待
　簡易水道 対策 開発

膜 過装置 石巻市坊 沢浄水場向 600m3/日規
模 建設 行 今後 運用結果 期待
　 設備 建設  
鹿児島県 屋久島 順 

調 稼動実績 大型 DBO Design Build
Operate 商談 積極的 展開 行
　沖縄県与那国町向 浸出水処理設備 完成 今後
離島設備 大 貢献 考
　 新 事業分野開拓 行 廃乳 対
食品 化実証試験事業 順調 推

移 将来 事業化 期待
　富士電機 環境事業 原点 軸足 置

低減化 目指 製品
製品 提供 今後 目指 積

極的 事業領域 拡大 目指 中国 海外 進出
加速
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　「GENESEED」水処理PLC

　環境配慮形高圧配電盤

　新型トリハロメタン計

図１　GENESEED 水処理PLC

図2　環境配慮形高圧配電盤

図3　新型トリハロメタン計

　FA分野 進化 遂 汎用 PLC Programmable 
Logic Controller 水処理分野 適用 進 規模
問 中核機器 実績 広

現行 PLC 経済性重視
耐環境性 長期保守性 課題 残

富士電機 課題 解決 水処理
専用 PLC 開発 主 特徴 次
（1） 　 CPU 部 電源部 基板 JEIDA63

2003 年 規格 準拠 施 水処理
施設 特徴 塩素 硫化 耐性 強化

（2） 　JIS B 3501 3 準拠 採用
方式 二重化構成 実現

　近年 地球温暖化対策 CO2 削減 目的
省 取組 推進 最近 CO2

総合的 環境負荷低減 需要 高
重要 技術 状況 中
上下水道事業体 全般 環
境負荷 低減 製品 求
　環境配慮形高圧配電盤 分解容易性 有害物質使用抑
制 3R Reduce Reuse Recycle 対応 省

省資源 実現 Ⅱ 環境 適用
薄型配電盤 主 特徴 ①奥行寸法 600mm ②
LCA Life Cycle Assessment 評価 実施 ③自然換気
方式 採用
　今後 Ⅲ 環境 認証 取
得 取得機種 拡大 図

　水道水中 消毒副生成物 発
性 疑 測定 義務

富士電機 膜分離－蛍光計測 測定原理 簡単 操
作 自動計測可能 計 開発 水道向
安全 安心 水 安定供給 一 展開

　近年 水道水質 一般消費者 関心 高
浄水場 水質 管理 用途 水

道水 原料 利用 飲料工業 用途 拡大
目指 低価格 使 新型機 開発 新型

計 次 用途 制御 適用
（1） 　消毒用塩素注入率 適正化
（2） 　粉末活性炭 投入量 適正化
（3） 　粒状活性炭 処理性能評価

水処理システム

関連論文：富士時報 2006.6 p.456-460
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　クリプトスポリジウムモニタ

原水

クリプトス
ポリジウム
モニタ

返流

凝集沈殿プロセス

ろ過池

浄水

除去性能把握と管理
3log（1/1,000）確保個数濃度変動把握

検出部

感染リスクの
早期検出

集団感染の
防止

取水停止

要監視

正常

モニタリング

　環境対応形ガス絶縁スイッチギヤの適用

　水処理プラント向け永久磁石電動機

図4　水系感染リスク低減化システム

図5　環境対応形ガス絶縁スイッチギヤ

図6　200kW級永久磁石電動機

　 耐塩素性病原虫 検査
大量 試料 用 煩雑 操作 熟練 必要 結果 得

多大 労力 時間 方法
得 管理 迅速 反映

難 富士電機 浄水
管理 適用可能 自動測定装置 開発 進

　装置 原水 対象 過能力 超
個数濃度 迅速 計測

目的 装置 分離濃縮部 蛍光標識抗体 反応
試料調製部 蛍光粒子
検出 測定部 構成 今後 安全 安心

水 安定供給 一環 開発 進

　 24 kV 環境対応形 絶縁 乾燥空気
絶縁 固体絶縁 複合技術 駆使 設計 漏

地球温暖化効果 CO2 23,900 倍 引 起
SF6 一切使 省 従来体

積比 55% 実現
　本製品 昨今 環境意識 高 背景 環境影響
低減 目指 自治体 一躍脚光 浴 大規模浄
水場 上下水道分野 受変電設備 採用

安定稼動 寄与
　 設計 据付 工期 短縮 図 雑然

特高電気室 簡潔 整然 構成
納入後 処理 耐電圧試験 行 保守
点検 大幅簡略化 可能

　水処理 省 推進方法
変圧器 VVVF 高効率機器 導

入 挙 遠心分離 脱水 機
可変速制御用 形誘導電動機 高効率 高力

率 小型 軽量 永久磁石電動機 適用
省 図 富士電機 今回定 負荷
遠心分離機用 200 kW級 400 kW級 永久磁

石電動機 製品系列化 完了 今回系列化 完了
200 kW級永久磁石電動機 対誘導電動機 効率 2%
向上 94.5% 96.5% 体積比 50% 減 質量比
40% 減 2 50% 減 実現 高力率特

性 合 電動機電流 約 20%低減 変換装置 容
量低減 変換装置 損失低減 可能 比率
当社比

水処理システム
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　中国向け浄水処理用高濃度オゾナイザ

　神奈川県寒川浄水場汚泥処理施設へのろ過濃縮装置の適用

　火力発電所冷却水への下水処理水再利用

図7　オゾナイザ本体

図8　300m2 ろ過濃縮装置

図9　横須賀パワーステーションの高速ろ過設備

　中国 経済成長 産業規模 拡大 生活用水
量的 質的 水問題 直面

近年 用 高度浄水処理 導入 積極的
進

　富士電機 1984 年 北京市田村山浄水場 中国初
浄水用 発生器 納入 現在 稼動中 今回
無錫市充山浄水場 納入 発生設備 酸素原料
高濃度 高効率 省 実現

本事業 江蘇省 高度浄水処理
産官学連携 進

　今後 中国 水処理市場 拡大 見込
市場 適合 品質 提供 努

　浄水汚泥処理 重力沈降 加圧脱水
方式 現在主流 冬期 低濁度原

水 水質悪化 重力沈降 進 脱水不良 運
転時間延長 問題 起 場合
　寒川浄水場 納入 過濃縮装置 問題
解決 加圧脱水 前処理 汚泥濃縮 行

装置 新設計 化 図
過面積 300m2 重力濃縮汚泥 約 1.5 倍濃縮

加圧脱水機 負荷 大幅 軽減 上記問題
解決 加 汚泥処理設備全体 省 化 実現

　 過濃縮装置 高性能 過板 式 過 採用
低 加圧脱水機 他 天日

乾燥 真空乾燥機 組合 適用 進

　火力発電所 冷却水 日本 初 下水処理水
再生利用 横須賀 最大発電出力
240MW 2006 年 6 月営業運転 開始
　下水処理水 水源 発電所 必要 大
量 冷却水 安定的 環境 優 方法 得

　納入 処理能力 4,000m3/日 高速 過
処理 組 合 親水用水

処理水 供給 高速 過設備 特殊 材 採用
過速度 50m/h 省 化 図

処理設備 脱色 脱臭 消毒 目的 酸素
原料高濃度 発生量 4.8 kg/h 濃
度 150 g/Nm3 高効率 設備

環境システム
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　廃乳製品メタン発酵システム（稼動実績）

廃乳製品貯蔵タンク
（既設）

エネルギー変換システム

エネルギー利用システム
ガスホルダ

脱硫塔

希釈水

調整槽
メタン発酵槽

熱交換器

熱交換器

発酵液
（既設廃水
　処理設備へ）

蒸気ボイラ

熱利用
（蒸気）

スラリー

　沖縄県竹富町リサイクルセンター

　沖縄県与那国最終処分場浸出水処理システム

図10　NEDO実証試験事業 廃乳製品メタン発酵システム

図11　プラットホームと受入ホッパ，コンベヤ

図12　浸出水処理施設の全景

　2005 年度 明治乳業株式会社 富士電機
株式会社 廃乳製品 原料 富士電機 開
発 高速 発酵 適用性 独立行政法人新

産業技術総合開発機構 NEDO 実証試験事
業 共同実証 富士電機 高速
発酵 約 55℃ 発酵 高温発酵方式

採用 槽内 担体 充 微生物 高濃度 保持
方式 原料性状 変化 対応 最適 発酵状態
維持 制御 備 2006 年 4 月 定
格運転 開始 1日約 2 牛乳
安定的 処理 発生量 設計値 原
料固形分 1 約 1,000Nm3 確認

蒸気 蒸気 発酵槽 加温
利用 他 余剰蒸気 有効利用 図

　富士電機 沖縄県竹富町向 完
成 竹富町 年間 75 万人 観光客 訪 八重山
諸島 竹富島 西表島 小浜島 黒島 新城島 波照間島

島々 構成
　本施設 西表島 西表島一般廃棄物最終処分場内
一般家庭 観光客 排出 廃棄物 破砕 選別

有価物 回収 回収 有価物 資源
再活用 機能 持 島 環境保全 循環型社

会形成 重要 施設
　施設能力 1.4 t/日 粗大 不燃 破砕機
破砕後 鉄 機械選別 回収 圧縮処
理 資源化物 缶 廃

機械選別 手選別 不純物 除去 圧
縮 梱包 処理

　2006 年 10 月 最新 最終処分場浸出水処理施設 日
本最西端 沖縄県与那国島 完成 処理

回転円板 +凝集沈殿 +砂 過 +活性炭 処理水
量 25m3/日 処 理水質 BOD Biochemical  Oxygen 
Demand COD Chemical  Oxygen  Demand SS
Suspended Solids 各 10mg/L 以下 沖縄県条例 排水
基準以下 処理能力 持 最終処分場 発生 浸
出水 安全 衛生的 無害化 主 特徴 次

（1） 　回転円板式生物処理法 採用
　原水水質 大幅 変動 吸収 安定処理 可能
（2） 　高度処理
　凝集沈殿 砂 過 活性炭 各種 組合
（3） 　運転 管理 簡素化

環境システム



展　望

富士時報

　産業 社会 分野 取 巻 投資環境 民需設備
投資 伸長 増加傾向 富士電
機 分野 最高

提供 取 組
　産業 機器 分野   
民間設備投資拡大 同期 数多 特徴 製品

納入 大容量変換装置 社
工場向 単器容量世界最大級 超高効率

電解用整流装置 S 国内外 多数
納入 可変速駆動

省 分野 需要増 高圧 既設設備
導入 容易 小 対応品 化

高性能 最
先端 機器 監視制御
構成 鉄鋼
国内外 納入 工業電熱分野 誘導
炉用 中周波電源 複数炉 同時溶解 容
易 構成 経済性 優 IGBT素子適用 新型

製品化 化
実現 新型半導体式電縫管溶接装置 開発

　計測制御 分野 革新 継承
新情報制御

MICREX-NX 新設 既設機能 継承
向 多数納入

　MICREX-NX 製造管理 MES 効率
的 連携 化 機器

接続 安全 安定操業 実現 高信頼
性 継承 可能 運転支援 保守支援機能
Web 対応 特徴 次世代
　 医薬品 食品 化学分野 中心 SCADA

汎用 PLC 構築 中小規模監視制御
FOCUS EGFMAC-SIRIUS 多数納入

　施設電機 分野 温暖化 対策 注目
発電所向 発電設備 納入

製糖工場向 PWM周波数変換装置 納入
効率運転 並列冗長化 高信頼性 期待

受変電設備 活発化 設備増強 老朽化設
備更新 要求 環境対応形 C-GIS 配電盤 新

化 EGFMAC-SIRIUS 電力監視制
御用 電力監視用運転支援 開
発 納入
　 CR 分野

家電 IT景気 液晶分野 設備投資 活発
世界最大 第 8 世代液晶 用 CR

2005 年 引 続 納入 順調 生産 開始
LONWORKS 対応 FFU監視

CR 製造環境 監視 環境監 
視 納入 好評 得 製
造装置対応用 機器 注力 薄型汎用
FFU 装置専用 FFU 精密温調

完成
　鉄道分野 新線建設 伴 変電所新設 既設変電
所老朽化 機器更新 活発 行 新線建設
大阪市交通局地下鉄今里筋線 井高野－今里間 清水変
電所 横浜市交通局 日吉－中山間

北変電所電気設備 納入 変電所機器更新 対
JR 公私鉄各社 各種機器 納入 環境性

省 省保守 配慮 純水沸騰冷却整流器 直
流高速度真空遮断器 形 GIS 適用 例
多 情報分野 業務支援 納入 線路転落
検知 評価実験 実施
　道路分野 受配電設備 換気設備 遠方監視
制御設備 料金機械設備 納入
　今後 産業 社会 分野 電機 計
測 情報制御技術 駆使 特徴 製品
最適 客様 届
所存

産業プラント

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・道路システム

監視制御システム
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　共英製鋼株式会社向け炉用電気設備

　タイ・ティンプレート製造株式会社向け電気すずめっき設備

　JFE鋼板株式会社向け連続溶融亜鉛めっき設備

図１　新設炉用変圧器
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図2　システム構成

図3　新駆動装置（FRENIC4000VM5）

　共英製鋼株式会社枚方工場向 電気炉用電気設備 納
入 本工事 目的 既設電気設備 老朽化更新
操作室 移設 当初 目的 満足 効果 上

特徴 次
（1）　炉用変圧器 更新
　老朽化更新 基本 変圧器容量 既設 同一

電圧 将
来 考慮 最適化
（2）　電極昇降電気品 更新
　操業効率 向上 目的 昇降速度
行

（3）　操作室移設
　HMI Human Machine Interface 採用 最新

　 製造株式会社向 最新 電気
設備 納入 構成 特色 次

（1）　高精度 高性能 省 省
実現 交流可変速駆動用 IGBT PWM
FRENIC4000VM5/VMT5/

（2）　 電源用高圧 FRENIC4600RF5/
単相 IGBT 開発

（3）　 収集 解析支援
NISDAS-x 機器接続用 plusFSITE
集中監視

（4）　操業 設定 監視 行
HMI Human Machine Interface SIRIUS

　富士電機 JFE 鋼板株式会社千葉製造所向 連続溶
融亜鉛 設備 全面更新 電動機全交流化 制御全更
新 取 組 鋼板 需給 引 締
状況 継続 長期間連続 更新工事期間 確保
困難 富士電機 駆動 更新 制御

更新 2期 分 既設互換 各装置
導入 更新工事期間 極小化 目指
 第一期 駆動 更新
　既設駆動装置 入出力互換 持 新駆動装置 導入
休止期間 見合 台数 電動機交換 調整 行
 第二期 制御 更新
　既設制御装置 取合 互換 新制御装置 導入
新 配線工事 行 制御装置 更新 行

産業パワーエレクトロニクス機器・システム
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　新系列高圧インバータ

　次世代誘導炉用 IGBT電源装置

　新型半導体式電縫管溶接装置

図4　小型化高圧インバータ（6.6kV　1,540kVA）

図5　電源装置（750kW，500Hz）

図6　新型半導体式電縫管溶接装置

　省 分野 生産設備 拡大 高圧
需要 伸 富士電機 既設電気品

高圧 置 換 場合 小 要求 対応
小型化開発 実施 製品化 行 主 特徴 次

（1）　2乗低減負荷専用 定格電流連続過負荷
（2）　世界最小級 寸法 例 6.6 kV 1,540 kVA W3,300mm
（3）　容量系列拡大 3.3 kV 390 5,250 kVA 6.6 kV 780

10,500 kVA
（4）　簡易 制御付V/F一定制御
　 海外 環境意識向上 伴 省
対応 10 kV 級 1,200 16,000 kVA 開発
高圧多巻線入力変圧器 収納盤構造 制御機能

検証中 2007 年度上期 発売 計画

　誘導炉用 中周波電源 IGBT素子 使用 新
型 製品化 1号機 納入 順調
稼動 新型 従来

対 以下 記 特徴 有
（1）　一 順変換部 複数 逆変換部 接続
複数炉 同時溶解 容易 構成

（2）　溶解初期 定格電力 入力可能 溶解時間
短縮 電力原単位 向上 図

（3）　広 出力電力範囲 20 100% 入力力率
0.98 以上 維持

（4）　順変換部 標準 12 整流 採用
24 整流 選択 入力

部 高調波 低減可能

　 化 実現 新型半導体式電縫管溶
接装置 開発 本装置 富士電機 最大級
従来比 25%増 500 kW溶接装置 納入 現在
良好 稼動中 特徴 次
（1）　従来 整合盤収納機器 盤

盤出力 部 収納 設置面積 従
来 約 3/4 容易

（2）　新型自動 機構 回路構
造 簡素化 信頼性 向上

（3）　 運転状態監視機能
速度追従制御機能 追加

産業パワーエレクトロニクス機器・システム
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　食品プラントの計測制御システム

中央操作室

ターミナルバス（光）

プラントバス（光）

コントローラ
（二重化）

入出力
モジュール

現場操作室コントローラ室

サーバ，HMI用（二重化）

プロフィー
バス

　化学プラントの計測制御システム

　石油・ガスパイプライン施設の計測制御システム

図7　製糖工場の制御システム構成例と操作室状況

図8　化学プラントの計測制御システム　

図9　監視システムの例

　食品分野 近年 情報化 老朽化対策
増強 行 一方 団塊世代 退職 始
技術 伝承 機能的 効率的 人材配置 可能

構築 要求
　 限 人員 多能工化 進

方式 採用 作業抜
防止 標準化 作業判定 可能 情報化

多 採用
　 状況 中 生産管理

有機的 結合 MICREX-NX
製糖 納入 現場保全用 POJ
現場情報端末 納入 好評 得

　化学分野 動向 中国 進出 工場 安定操業
続 中 中国需要 影響 受 日本国内工場稼動率
向上 模様 国内設備維持 必要

機能改善 新品種対応 設備更新投資 積極的
実施 状況 中 富士電機 宇

部興産株式会社千葉石油化学工場合成 分散
制御 部分更新 実施 部分更新
新旧混在可能 部分 最新
機種 MICREX-NX OCS

一部分 MICREX-AX
ACS-2000 更新

　最新機種MICREX-NX 既存 統合
長期的 安定運用 実現

　最近 計測制御 応用
主流 富士電機 Windows

提供 石油
施設 遠隔地 監視 重要 要素 富

士電機 私設専用線 使用
TM/TC 日本電信電話

株式会社 専用回線 IP-VPN 応用
提供 富士電機 石油資源開発株式会社

監視 納入 長岡鉱業所新潟
鉱場 場内 設備 監視制御 行

納入 構成機器 監視用
FA DCS 搭載 FOCUS

制御用 ACS-250
納入

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

　ごみ焼却プラントの計測制御システム

　鉄鋼設備の計測制御システム

図10　システム構成

図11　福岡市環境局西部工場の中央制御室

図12　ブルーム連続鋳造計装制御システム

　都市 事業 全国的 天然 化 伴
新設 増設 進 中 岡山県

広島県 結 建設 瀬戸内
株式会社 遠隔監視制御 納入 熱調

1 所 受入 1 所
上 2 所 監

視制御盤 設置 熱調 内 中央監視室
遠隔監視 各

中央監視室 回線 DA64 接続
常時 現場状況 把握可能 中央監視
室 二重化構成 信頼性 高

広島 株式会社中央監視制御室
設置 回線 100 km離 場

所 遠隔監視 可能

　近年 焼却 設備 機能維持対策 設
備運転 中枢 担 分散型制御 DCS 更新計
画 実施 相次 信頼性 操作性 汎
用性 向上 設備稼動計画 極力影響 与
更新 必要 一括全面更新 部分更新
柔軟 対応 既設資産 十分 活用

要求 1992 年 福岡
市環境局西部工場 納入 DCS MICREX-PⅢ 2
世代後継機種 DCS MICREX-AX 更新 更新
工事 3 年 部分更新 操作性 損

新旧混在 構築 施工
資産 使用 品質 高
提供 全休炉 短期間 切替工事 設

備立上 実現

　国内 鉄鋼業界 高級鋼材 好調 背景 設備 老
朽化更新 設備投資 活発 行 制御

更新 化 進 汎用 高機能
化 求 富士電機 三菱製鋼室蘭特殊鋼株
式会社 連続鋳造設備 計装DCS MICREX-MS
更新 化 高機能化 維持
FOCUS-JUPITER 適用 本 適用

MICREX-SX JUPITER 汎用
大容量 高機能 PLC 計装 搭載

本 OA 作
成 仕様書 自動生
成可能 HEART 適用 仕様書

一元管理 親 操作性 実現

計測制御システム
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　エネルギーセンタの計測制御システム

　銅製錬設備の計測制御システム

　セメントプラントの計測制御システム

図13　エネルギーセンタの中央操作室

図14　銅製錬設備の統合計器室

図15　制御システムの中央操作室

　鉄鋼業 1980 年代後半
1990 年代前半 操業
富士電機製第三世代DCS MICREX-PⅢ
更新 促進 納入 20 年近 経過 老

朽化 伴 故障率 増加 交換部品 不足 能力増
強 新制御 更新計画 近年活発

新日本製鐵株式会社大分製鐵所向
次世代DCS MICREX-NX 採用 新
納入 稼動 開始 本 既存

介 増強 既存
影響 与 新旧混在 実現
今後旧 操業 順次新 側 移行
計画

　情報制御 MICREX-NX 日比共同製錬株
式会社玉野製錬所 納入 同製錬所 原料銅溶融
粗銅還元 精製 副生 回収 設
備 成 運転 各所 設置 盤面

行
　本更新 工場生産設備全体 DCS 化 各
設備単位 分散 広域光
結合 機能化拡張 容易 統合型監
視 制御 構築  
特性 使 OPC 連携 実現

PROFIBUS 規格 適合 他社製入出力装置 RIO
結合 行 Web 機能 利用 所内

上 監視 可能

　国 循環型社会形成推進基本法 業界
循環型社会 目指 焼却灰 下水汚泥 廃棄
物 有効 資源 生 変 動 活発

　富士電機 三菱 株式会社岩手工場向
下水汚泥処理装置 制御 完成 納入

受 入 下水汚泥 直
接投入 画期的 原料化
納入 最新 DCS MICREX-NX 中
心 電気制御 担当 PLC MICREX-F 構成

操作 専用 直感的 扱
考慮 対応

既存 PLC 容易 接続可能 拡
張性 十分備

計測制御システム
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　バイオマス発電設備向け電気設備

　カワサキプラントシステムズ株式会社経由日本甜菜製糖株式会社向け周波数変換装置

　国立大学法人島根大学（出雲キャンパス）特高受変電設備の更新

図16　C-GIS，変圧器および11kV配電盤

6.6kV 1回線受電
（北海道電力株式会社）
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図17　システム構成

図18　変電棟C-GIS ユニット

　民需分野 発電事業 一環 間伐材 廃材
木 化 燃焼 発電 発電設備
建設 富士電機 66 kV C-GIS 56MVA 3 巻
線変圧器 50MW発電機 特高 高圧配電盤 低圧

電動機 直流 交流無停電電源
装置 電気品 加 MICREX-NX 遠方監
視制御装置 受注 据付 配線工事 施工 含 電
気 計装設備 総合的 構築 行 本設備
50MW 発電電力 24 時間連続 電力会社 売電

66kV 400V 形多機能 採
用 信頼性 向上 図 電気設備 遠方監視制
御装置 多重伝送 結合 建設費 圧縮 配慮

　日本甜菜製糖株式会社美幌製糖所 蒸気 発電
機設備 周波数変換装置設備一式 納入 既設
設備 50Hz 地域 60Hz 製造設備用電源 得
60Hz 自家発電設備 運転 今回 50Hz 自
家発電設備 更新 商用 系統連系 静
止形周波数変換装置 新設 製造設備 60Hz 電源 供
給 設備 構築
（1）　整流器部 PWM整流器方式 採用 高調波電
流 抑制 高力率制御 省 化 図

（2）　 部 高周波 PWM 方式 採
用 瞬時値制御 過渡電圧変動 ＋－ 5% 以内
100%整流負荷 電圧 率 5%以下 実現

（3）　高信頼性 図 周波数変換装置 常時 3台並列
運転 1台 冗長系 構成

　国立大学法人島根大学出雲 医学部附属病
院 医学部施設 医療 研究 担 設備停止 許

重要施設 多 抱 富士電機
本 66 kV 特高受変電設備更新工事 受注
C-GIS 設備 8 5MVA油入変圧器 2台 高圧配
電設備 27 面 電力監視設備一式 納入 本工事
更新過程 受変電 自家発 監視設備 新旧混在 状

況 中 施工 進 必要 富士電機 幅広
製品技術 豊富 施工実績 基 力
施設運営 支障 施工 実施 旧設備
停電時自家発給電状態 商用給電 切換 際 停

電 要 本更新工事 無停電 給電切換
運用性 高 改善 電源品質 向上

貢献

施設電機システム
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図19　クリーンルーム環境監視システム

図20　薄型 FFUおよび精密温調ブース

図2１　LONWORKS 対応DC-FFU監視システム

　液晶工場納入クリーンルーム環境監視システム

ユーザー
生産管理
システム

監視
パソコン

監視画面

RS-485

環境センサ

清浄度 温度 湿度

トレンド画面

警報履歴画面

RS-485

環境センサ

　製造装置対応クリーン機器

　最新のDC-FFUおよびDC-FFU監視システム

監視・操作パソコン

Ethernet

ゲートウェイ

LCU1

DC-FFU

LCU：LONWORKS Communication Unit

LONWORKS

DC-FFU
LCU2

LCU20

　液晶 分野 製造環境 管理 重要 常時
監視 高 富士電機
環境監視 製品化 大規模液晶 工場
納入 紹介

（1）　清浄度 温度 湿度 同時 計測 環境
監視 構成
監視 傾向管理

（2）　 生産管理 直結 工場全体
生産情報 一元的 管理

（3）　設備 拡張 伴 拡張 自
由 簡単 行

機能 搭載

　富士電機 半導体 液晶 製造
生産装置 搬送装置向 各種 機

器 納入 機器 環境 温調
技術 顧客 対応 製品

取
（1）　薄型汎用 FFU 薄型 省電力 風量可変機能 持

標準 装置対応用FFU
（2）　装置専用 FFU 要求仕様 合 専用設計 装置
対応用FFU

（3）　精密温調 半導体 液晶製造 必要 高精
度 温湿度制御 精度 ＋－ 0.02 ＋－ 0.5℃

（4）　 分析 評価 対策機器 提供
汚染対策

　近年 液晶 半導体生産工場 大規
模
FFU 多数台適用化 伴 運転信頼性 向
上 監視制御 簡素化
高 某媒体生産工場向
納入 最新 DC FFU

集約型 採用 1台 最
大 4台 FFU 個別制御 可能 特許出願中

結果 動力通信 施
工費用 10 20% 低減 当社従来比 達成
DC-FFU 監視 従来 RS-485 通信
FFU 制御 加 LONWORKS 通信方式 採用

工場設備管理 相互運用性拡大 実現

クリーンシステム
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　横浜市交通局センター北変電所

交通・道路システム

　大阪市交通局今里筋線清水変電所

　世界初の第8世代液晶工場用クリーンルーム

図22　シャープ株式会社亀山第2工場

図23　主制御配電盤

図24　整流器および電力回生インバータ設備

クリーンシステム

　 株式会社 世界最大 第 8世代  
2.16m × 2.46m 採用 亀山第 2工場 当初計画
2 月前倒 2006 年 8 月 稼動 富士電機
亀山第 1工場 第 6世代 引 続 第 2工場

設備 受注 完成 納入 高
速 大型化 搬送装置 発塵 対策

仕様 最適化 重要課題
世界初 生産 実現 向 自社工場 亀山

第 2工場 同仕様 実験棟 建設 搬
送装置 2社 実機検証 行

実施 実験結果 反
映 搬送装置走行時 発塵 効率的 排除 抑制

構築 実現 顧客要求 早期立上 貢献

　大阪市 地下鉄今里筋線設備計画 伴 変電所 新
設 主 設備 特高受電設備 脱 SF6
形 絶縁 各種変圧器 純水沸騰冷却
式整流器 回生 直流高速度真空遮断器
100 kA HSVCB 高圧配電設備 制御盤類 特徴
次

（1）　直流高速度真空遮断器 省
化 省 化 小型軽量化 実現
耐環境性 配慮

（2）　制御 PLC 採用
各 PLC 間 保護継電器 DRY 情

報収集装置 制御 LAN Ethernet 接続
高速 高機能 制御 実現

　横浜市営地下鉄 新設工事 一環
北変電所特高受変電設備一式 納入 主 設

備 72 kV 受電設備 24 kV 送電設備 整流器設備 電
力回生 設備 直流 電設備 主制御用配電盤設
備 高架下 配置

主 特徴 次
（1）　受電設備 送電設備 VCB 適用 C-GIS

採用 省 化 保守性 向上 図
（2）　 整流器 電力回生 冷媒
純水 地球環境 配慮 下箱 完全閉
鎖構造 図

（3）　主制御用配電盤 形保護 採用 全
二重化構成 高信頼性 図
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　京成電鉄株式会社大和田変電所

　小田急電鉄株式会社向け線路閉鎖・信号現示停止業務支援システム

　東京都板橋相生陸橋大気浄化設備

図25　HSVCBを採用した直流キュービクル

図26　サーバラックおよびUPS

排気ガラリ

オゾナイザ

消音器 ファン
レシーバタンク

タンク

タンク

ポンプ類

盤類
盤類

電気集じん機
吸気ダクト

高圧発生盤

加湿槽

脱硝槽

図27　大気浄化システム概要図

　大和田変電所 変電所
閉鎖形装置 受変電設備一式 更新 主

設備 受電設備 整流器設備 電設備 主制御用配電
盤設備 特徴 次
（1）　受電設備 遮断器 VCB 72 kV C-GIS
採用 省 化 保守性 向上 図

（2）　 整流器 純水 冷媒 沸騰冷却自冷式
並列 12 省 化 図

（3）　 電設備 直流高速度真空遮断器 HSVCB 収
納 小型直流 採用 省 化 保
守性 向上 周期 延長 図

（4）　主制御用配電盤設備 二重化 PLC 採用 信
頼性 保守性 向上 図

　鉄道線路内 作業 安全性向上 目的 作業申請
作業終了 一連 業務 管理 作業情報管

理 行 納入 主 特徴 次

（1）　業務処理 社内 接続
行 Web 方式 採用 承認処理

帳票作成 Web 画面 行
（2）　作業当日 現場 指令所 連絡 開始 終了  

音声応答装置 使用 自動化 作業開始許可
遅 場合 状況 指令所 入力

音声 応答 可能
（3）　 二重化構成 FT

採用 音声応答装置 2台構成
信頼性 強化

　相生町交差点 首都高速 5号線池袋線 環状第 8号線  
都市計画道路補助第 201 号線 3層構造 交差
交差点周辺部 環境保全 目的 環状第 8号線 一
部 構造 内 空気 吸引
浄化処理 陸橋下部 設置

NO2 NOx SPM 浮遊粒子状物質 高効率
除去 大気浄化 富士電機 長時間
安定 集 機能 有 交流電界形電気集 機
納 主 仕様 次

 処理風量 40m3/s×2 所
 処理風速 9m/s
 SPM除去値 90%以上 一日平均値

交通・道路システム

関連論文：富士時報 2006.2 p.139-144
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図28　データのモデル化と利用効果

図29　中小規模監視制御システム EGFMAC-SIRIUS

図30　エンジニアリング支援システムの概要

　エンジニアリング支援システム

データのモデル化

各種道路に関する情報

データモデル

トンネル情報

路面情報

補修情報

橋梁（きょうりょう）
情報

橋梁情報

施設情報

モデル化

※UMLによるモデル化
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分析，計画
立案容易
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データの一元管理

利用のためのシステム
○○○
管理

システム

業務ライフサイクル全般にわたり，統一
されたデータ形式により，データの共有
と再利用が容易である。

データモデルの利用効果

△△△
管理

システム

□□□
管理

システム

×××
管理

システム

共通データ
蓄積基盤

監視制御システム

　中小規模監視制御システム「EGFMAC-SIRIUS」

　情報の統合と利活用のための基盤システム

社内

プラントデータ
DBシステム

デジ
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機器
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FSITE
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◎HCI連携
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　　　など

◆設計
　支援機能

◎試験
　計画
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システム
データ
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サーバ
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FSITE
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交通・道路システム

　本 道路 調査 設計 維持 管理 至
業務 全般 活用 共通

形式 定義 蓄積 基盤 利用
構成

　特徴 共通 形式 特定 情報 依
存 形 道路構造物 舗装路面

橋 付帯施設 管理業務 扱 UML
化 一意 定義 実装

XML 用
　 意図 道路 関 一元管
理 可能 分析 計画 立案 容易

最終的 作成関連 含
削減 目指

　 MICREX-SX 使用 中小規模監視
制御 EGFMAC-SIRIUS 電力監視制御用

LOGFINE 拡張 東燃 石油株
式会社 東燃化学株式会社 日本 株式会社川崎
工場向 適用 監視制御対象 3
地区 22 設備 既設 他社製 DCS 構築
LOGFINE 過去最大規模 顧客要求

既設 踏襲 汎用品 採用 信頼性
確保 既設一部流用 顧客新社内規格 対応

EGFMAC-SIRIUS 柔軟性 生 適用
特徴 FL-net 冗長化 光疑似伝送 実

現 簡易DO異常監視機能 冗長化
機能

　見積 仕様確認 設計 試験 範囲
富士電機 支援 全範囲

連続性 確立 次 特徴 持
（1）　機能要件 非機能要件 漏 明確 定義
要件定義手法 備

（2）　 化 機能 再利用 徹底
生産性 品質 向上 図

（3）　仕様記述型 手法 備
（4）　現地試験 現地 社内 共有 試験支援機能

試験完了後 蓄積 教育資産
利用 仕組 備

（5）　運用段階 顧客 共有 顧客 運
転 保全支援 的確 行

関連論文：富士時報 2006.3 p.270-273
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　発電 分野 炭酸 削減 大
富士電機 地熱発電技術 応
最近 動 化石燃料発電 炭酸 大

発生源 燃料価格 高騰 供給不安 原
子力発電見直 機運 世界的 生 日本

幾 中長期的 推進政策 新 決定
核燃料 確立 高速炉 実用化

移行 掲 原子力発電分野 総合的 発展
計画

　2006 年 火力部門 中国 一段落 中
東南 地区 中心 市場 順調
　一般火力 石炭 廃熱回収 中心 米国
向 大容量 発電設備 納入 既存
発電所 長寿命化 効率改善 行 環境負荷低減 経済
性 追求 国内外 案件 取 組
　地熱発電分野 地熱大国

中心 順
調 納入 受注 独立行政法人新

産業技術総合開発機構 援助 受 開発
地熱 発電設備 2006 年 9 月 安全管理審

査 合格 実証運転 入 地熱発電製品
充実 地熱発電設備

今後 高効率 信頼性 高 機器 開発
　 発電分野 一括請負形式
契約 東京 横須賀 株式会社向 240MW発
電設備 契約納期 引 渡 2006 年 6 月 順
調 営業運転 続 長期保守契約 基
2007 年 2 月 第 1回 定期検査 予定
　原子力部門 核燃料 分野 納入
実績 生 MOX燃料製造設備 関 研究開発 進

特 製造設備 構成
施設 安全上重要 位置 独立行政法人原子力
安全基盤機構向 閉込 性能試験装置
製作 確証試験 行 商用MOX燃料施設 建設
向 技術的基盤 固 日本原燃株式会社
六 所再処理工場向 納入 諸設備 現在

試験 順調 行
　開発炉 分野 原子力大綱 基 FBR
技術 国家基幹技術 位置 技術開発
一環 開始 文部科学省公募事業 新型燃料交換
機 開発 燃料取扱技術 開発 実用炉向
燃料製造技術開発 参画 実用化 向 取組
開始
　研究施設分野 独立行政法人日本原子力研究開発機
構向 J-PARC物質 生命科学実験施設 2007 年度完成
目指 台車 反射体等遠隔交換装置
放射化機器保管設備 工場出荷 完了 現在 現地据
付 工事 実施中
　国内 新規水力発電所 中小水力 主流
中国 諸国 南米諸国 電力
需要 増加 対応 大型水力発電所 揚水発電所
建設 進
　2006 年 中国 泰安揚水発電所 225MW× 4 現地
据付 工事 順調 進 1号機 4号機 試
験運転 終了 営業運転 開始 張河湾揚水発
電所向 発電電動機 225MW× 4 1 号機 出荷

欧州 揚水発電所 高
WaldekⅠ揚水発電所 74MW 向 発電電動機 受

注 設計 製作 進
　国内 岩手県鷹生 管理発電所向 水力発電設備
300 kW 据付 工事 無水試験 終了 2007 年 4 月
営業運転 開始 山形県横川発電所向 水力
発電設備 6.5MW 現地据付 工事 進
本発電所 斜流水車 世界 初

駆動方式 採用
信頼性 保守性 向上 環境負荷 小 水力

発電 価値 高 研究開発 進
　発電分野 重要 炭酸 削減 対
富士電機 地熱 原子力 水力発電技術 応
2007 年 引 続 環境負荷 軽減 発電設備 取組

進 最高 技術 製品 社会 貢献

発電プラント

火　力

原子力

水　力
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　240MWコンバインドサイクル発電所

　フィリピン・北ネグロス地熱発電所

　インド・バクレシュワール火力発電設備の出荷

図１　横須賀パワーステーション

図2　発電所の建設風景

図3　現地据付け工事中のUnit4

　株式会社東京 横須賀 向 横須賀
2006 年 5 月 31 日 引渡 完了 同年 6月 1

日 営業運転 予定 開始
　本発電所 富士電機初 発電所

土日 祝日 除 DSS Daily Startup and  
Shutdown 運用 順調 運転中

社製 V94.2 SGT5-2000E 形 使用
発電所全体 富士電機 設計 製作 建設 実施 燃
料 都市 使用 発電用冷却水 近隣 下水
処理場 下水処理水 有効利用 本発電所
15 年間 東京電力株式会社 電力 供給 IPP 発電所

　今後 株式会社東京 横須賀 協調 本
発電所 安定運転 目指

　過去 9 台 建設中 含 12 台 地熱発電設備 納
入 向 2005 年 3 月 太平電業株式会
社 組織 富士電機 主契約者

兼松株式会社 下 石油公社
開発会社 PNOC-EDC 北 地熱発電所

49MW 建設 受注
　発電所 地熱蒸気供給設備 蒸気 熱水 受 取
蒸気 入口 熱水 減圧蒸発 低圧蒸気
生成 途中段 供給 発

電方式 呼
　建設 2007 年 1 月末 営業運転開始 向 着々 進

　富士電機 西 州電力開発公社 1999 年
2001 年 210MW蒸気 設備Unit1

3 納入済 引 続 2004 年 11 月 30 日 Unit 4  
Unit5 増設 受注 納期短縮 用部
品 一部 既設納入 予備品 転用 提案 現地 行

Unit 4 2006 年 2 月 28 日 Unit 5 2006 年 5 月
31 日 川崎工場 予定 順調 出荷 海
上輸送 全船 定期船 採用 現地工
事開始前 到着 現在 順調 建設工
事 進 2007 年末 2008 年初旬 完工 目指 据
付 工事 進捗 中 工事 完工

西 州 電力事情 非常 安定 状態
西 州電力開発公社 期待

火　力
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　アイスランド・抽気式地熱タービン

　汎用PLCを採用したデジタル式タービン保護装置

　株式会社クレハ新4号発電設備の設置工事

図4　スバルトセンギ地熱発電所の遠景

図5　デジタル式タービン保護装置盤

図6　NP-4新 4号タービン・発電機（43MW）

　富士電機 地域暖房公社
地熱発電所向 既設 3号機 5号機 続 6号機
出力 30MW 発電機設備 受注 2007 年 3
月 出荷 向 工場製作中
　6号機 地熱 初 抽気圧力制御方式 採用
6号機 抽気 5号機 入口蒸気 3号機 排気 6号機
低圧入口蒸気 使用 地熱資源 有効利
用 図
　同発電所 6号機 新設 発電効率 向
上 一層地球環境 優 設備
　発電所 隣接 地熱水 利用
温泉設備 同国 代表的 観光地 一

　 大 中容量発電設備 蒸気 用保護
装置 信頼性向上 高機能化 大容量 PLC
Programmable Logic Controller 使用 三重化
保護装置 採用 小容量発電設備 蒸気 用

保護装置 電磁式 採用
　 最近 小容量発電設備 保護装
置 採用 一方 小容量発電設備

電気 計装設備 占 比率 高
経済性 向上 図

　 過速度 保護 専用装置 分離
他 保護装置 汎用 PLC 三重化 構

成 式保護装置 開発
　初号機 2005 年 11 月 出荷 2007 年 4 月 運転予
定

　富士電機 老朽化自家発用火力発電設備 延命 再生
応 最小建設 最短

工期 高品質 最新鋭高効率化蒸気 置換工事
実施 本設備 限 既存発電所 発
電機 周辺機器 有効利用 最新技術

工事 完遂

　蒸気 既設 2車室型蒸気 最新鋭
1車室型蒸気 化 制御装置
機械式 式 制御装置 電気式
保安装置 採用 制御監視装置 更新 併 操作
性 信頼性 高 設備 性

大幅 向上 実現

火　力
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　核燃料サイクル分野

　開発炉分野

　研究施設分野

図7　グローブボックス閉込め性能試験装置

炉心
上部機構

炉心上部機構

炉心
炉心

原子炉容器

実用ナトリウム冷却高速炉
プラントシステム

新型燃料交換機 冷却系配管

図8　新型燃料交換機の概念

図9　反射体等遠隔交換装置および放射化機器保管設備

　 国 資源 有効利用 向 商業軽水炉
計画 進 青森県 六

所村 再処理施設 建設 順調 進展
商用MOX燃料 混合酸化物燃料
製造施設 低 廃棄物処理施設 建設 計画

一方 富士電機 MOX燃料製造 係 原子力
関連機関 納入実績 生 MOX燃料製造
設備 関 研究開発 進 特 MOX燃料製造
設備 構成 施設 安全上重要
位置 富士電機 独立行政法人原子力安全基
盤機構 閉込 性能試験装置 製作

確証試験 請負業務 遂行 商用MOX燃料施設
建設 向 技術的基盤 固

　開発炉分野 FBR 技術 中核施設
FBR原型炉 再立上 2008 年度初

臨界予定 向 担当設備 燃料取扱設備 設備
改善工事 進 一方 2005 年 策定 原子
力大綱 基 FBR 技術 国家基幹技術
一 位置 実用化研究 対 今後大規模
投資 行 予定 技術開発 一環

文部科学省 公募研究 原子力 研究開発事業
2006 年度下期 開始 富士電機 開発
中 新型燃料交換機 開発 燃料取扱技術

開発 実用炉向 燃料製造技術開発 参画
開発 通 FBR 技術 蓄積 図

FBR実用炉 FBR 実現 向 貢献

　富士電機 高温工学試験研究炉 HTTR 大強度陽子
加速器計画 J-PARC 国 研究施設 遠隔

機器 電気設備 供給 行 現在
J-PARC 物質 生命科学実験施設 2007 年度完成 向

台車 反射体等遠隔交換装置 放射化
機器保管設備 現地据付 工事 実施中
台車 総質量 300 上 大型機器 搭載
各社 機器 工場 集合 総合組合 試験 行

据付 後 性能発揮 万全 期 反射体等遠隔交換装
置 放射化機器保管設備 同一 内 据 付
減速材配管 交換 使用済機器 切断
各機器 実際 配置 設定 動作確認 行 期待
遠隔操作性能 発揮 確認

原子力
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　中国・泰安揚水発電所の営業運転開始

　中国・張河湾揚水発電所向け発電設備

　山形県横川発電所向け発電設備の据付け工事

図10　発電所内の様子（手前：2号機，奥：1号機）

図11　製作中の回転子センタ

図12　据付けを完了した水車ケーシング

　中国 山東泰山揚水発電所有限責任公司 STPC 泰安
揚水発電所向 揚水発電設備 発電所出力 250MW× 4
台 順調 営業運転 開始
　本発電所 山東省泰安市 建設 純揚水式発
電所 富士 株式会社 4台×
278MVA G /274MW M 立軸三相同期発電電動機

電気設備 製作 納入 担当
　2006 年 1 4 号機 据付 工事 現地試験 順次並
行 行 1号機 6 月 実施 30 日間 信頼
性確認運転試験 無事 終了 7月 営業運転 入

2号機 3 号機 10 月 12 月 営業
運転 入
　現在 2007 年 3 月 発電所完成 向 4号機 現地
試験 進

　中国 河北張河湾揚水発電所有限責任公司 ZHW 張
河湾揚水発電所向 揚水発電設備 発電所出力 250MW
× 4 台 富士 株式会社 2004 年 2
月 受注 機器設計 製作 経 2006 年 8 月 出
荷 開始
　本発電所 中国 河北省石家荘市 南西 70 km
位置 既存 改修 下 上 新

設 720 万 m3 水 使用 純揚水式発電所
　 Alstom 社

案件 当社 4台× 278MVA 発電
/268MW 揚水 立軸三相同期発電電動機 主回路
設備 始動装置 電気設備 設計 製作 納入 担当

2008 年 2 月 初号機運転開始 向 今後据付
工事 調整試験 進 予定

　山形県企業局横川発電所向 1台× 6,500 kW立軸斜流
水車 6,650 kVA立軸三相同期発電機 据付 工事
開始
　本発電所 荒川水系横川 上流 設 横川
水圧鉄管 経 最大 13m3/s 取水 水車発電機 1台
最大 6,300 kW 発電 行 式発電所

発電電力 66 kV 昇圧 送電
　現地 2006 年 6 月 水車 組立 開始 吸
出 管 入口弁 静止部 据付 完了

今後 2008 年 4 月 営業運転開始 向 水
車本体 発電機 据付 鋭意進 予定
　本発電所 羽根 操作 方
式 採用 圧油装置 省略 図

水　力



展　望

富士時報

　 省 対応 新方式UPS 無停電電源装置
徐々 社会 浸透 顧客 密
着 電源 社会 支 大 役割 担
　UPS 分野 省 製
品化 進 新回路方式UPS 対 機種 容量系
列 充実 図
　小容量UPS 方式 GX

200V 容量拡大 自立
兼用 5kVA機 製品化 行 高効率 小

型 軽量 特徴 最近急増
消費電力 大 機 展開

半導体製造装置 内蔵UPS 活用 製品

　中大容量UPS 方式 高効
率 省 特徴 7000D 製品化

入出力 400V 系専用 待機冗長 並列冗
長 高信頼性 構築 UPS

向 中心 展開予定
　装置内蔵 電源 CPU 高速化 伴
低電圧 大電流 仕様 電源 求 中 AC
入力電源 CPU直近 専用電源 幅 広 製品系
列 充実 図
　計測機器 事業分野 民間設備投資増 中国 海
外市場拡大 好影響 受 好況 続 富士電機
主力 機器 電子機器 環境機器 好調
推移 状況 中 競争

力 商品 国内成長市場 新規市場
事業拡大 海外特 中国市場 事業

拡大 図 中国 事業 計測機器 生
産拠点 富士電機 無錫 儀表有限公司 江蘇省無錫
市 設立 2007 年 1 月 生産 開始 2006 年
次 新製品 投入

　 機器 石油価格 高騰 北米
設備増強 期待 油井 井用発信器 半導体設備
用 超音波流量計 注力 流量測定

駆動 有利 低消費電力 差圧 圧力複合発信器
井向 開発 油井 井 需要 期待
RS-485 通信機能付 圧力発信器 開発

　電子機器 展開 記録計
式 式記録計 需要 切 替
中 明 見 12.1 型 大型

記録計 製品化 最大 36 点入力 Ethernet
上 測定値表示 特徴 持 温度調

節計 形式 PXR 48 × 48 mm
発売 化 完了

　環境機器 分析計 最大 5成分 測定
100 ppm 低濃度 測定 赤外線分析
計 開発 世界 性能 機能 持

展開 図 自動車向
好調 熱処理炉 雰囲気 狙 持
運 容易 赤外線分析計 自動車

整備工場 使用 2成分 CO/HC自動車排
開発

　車両 分野 2007 年夏 予定
次期東海道 山陽新幹線車両 N700 系 運用開始

向 高性能 64 RISC 適用
制御 IGBT式主変換装置 主変

圧器 主電動機 量産 開始 補助電源装置 仙
台空港 用車両 東日本旅客鉄道株式会社
E721 系交流電車向 待機冗長 採用 高信
頼度 補助電源装置 納入 東京

国内公私鉄車両 東南 中心 海
外向 車両 補助電源装置 多数納入
地下鉄 R160 車両向 車両全体 最終
的 品質評価 30 日 終了 引 続 量産
出荷中
　特機 分野 移動体通信局設備向
超伝導 高分解能 冷却用途

冷凍機 高 国立天文台 島
望遠鏡 向 冷凍機 制御電源 納入

システム機器

電　源

計測コンポーネント

車両・特機コンポーネント
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　自立・ラック兼用ミニUPS「GX200シリーズ」

図2　GX200シリーズ（5kVA）　富士電機 常時 主力機種 J
次世代機種 高性能 高効率 新型 UPS
GX200 5 kVA 製品化 UPS
特徴 以下 述
（1）　高性能 高機能常時

方式 採用 安定 入出力特性 確保
（2）　高効率 常時 方式 比 最大 8

効率改善 実現
（3）　 前面保守 可能
（4）　 RS-232C
標準 Web/SNMP 対応

（5）　設置 柔軟性 自立 兼用筐体
構造 19 搭載 3U 可能

電　源

　高効率・オール IGBT式大容量UPS「7000Dシリーズ」

図1　UPS7000Dシリーズ（500kVA）　新型大容量 UPS 7000D IGBT
式 常時 給電 UPS 95% 超 高効率 省

化 実現 UPS 主 特徴 以下

（1）　高効率 最新 PWM制御技術 適用 総合効
率 95%以上 定格負荷時 高効率 実現

（2）　省 絶縁変圧器 用 非絶縁回路
入出力電圧 400V 系専用設計 従

来品 対 30% 省 化 実現
（3）　高信頼性 対応

向 代表 高信頼性電源 待機
冗長 母線一括方式 並列冗長 完全
独立並列 多様 負荷 最
適方式 提案 可能

　情報・通信装置の分散電源システム

AC100V/
200V

情報・通信装置

AC-DC
整流電源

DC48V

マザーボード

バスコンバータ
（絶縁型）

POL（非絶縁型）

FPGA

VRM（非絶縁型）

VRM（絶縁型）

FPGA

CPU

CPU

メモリ

図3　分散電源システム構成例　情報 通信装置 使用 CPU 高速化 1V
以下 動作電圧 対応 電源 要求 従来

入口 CPU 含 各種 LSI 用 複
数 電源 接続 方法

電圧 安定 LSI 周辺 多数
付 必要 問題 解決

LSI 直近 専用 電源 設 傾向
　富士電機 商用入力 LSI 用 電源

充実 分散電源 客様 要
求 応 AC-DC整流電源 業界
製品 系列化 DC-DC

CPU 装置 指導
開発 進
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　ガス井用MODBUS圧力発信器

図5　RS-485 MODBUS圧力発信器　 井 計装 圧
力 RS-485 MODBUS 出力 対応

駆動可能 低電圧 圧力発信器 特定
顧客向 開発
　主 仕様 以下
（1）　測定圧力 130 kPa 500 kPa 3MPa 10MPa
（2）　精度定格 ＋－ 0.1%
（3）　出力信号 RS-485 MODBUS
（4）　電源 DC8 30V
（5）　消費電力 30mW/DC12V
（6）　防爆 CSA本質安全防爆
　　　　　Class1 Dev1 Group C D T3

計測コンポーネント

　ガス井用ローパワー差圧・圧力複合センサ

図6　差圧・圧力複合センサ　特定顧客用途発信器 井 流量測定
差圧 絶対圧 一体化 複合 開発

駆動 無線式発信器 有利 低消費電力
駆動 最大 特徴 世界 測
定精度 軽量化 実現 主 仕様 次
（1）　差圧測定 32 kPa 130 kPa
（2）　絶対圧測定 18MPa abs
（3）　測定精度 ＋－ 0.07%
（4）　長期安定性 ＋－ 0.1%URL/5 年
（5）　消費電力 1.8mW 3.3V×0.54mA
（6）　質量 2.2 kg
（7）　防爆 本質安全防爆仕様
　　　　　※爆発性雰囲気 使用可能

　ガス井リモートモニタリング用ネットワークセンサV2X

図4　ガス井リモートモニタリング用ネットワークセンサ　 井 用 井流
量 計測 無線式 機器

社 井 専用端末
動作 今回 社 共同開

発 V2X Version2.0X 従来機種 機能
継承 防爆構造 変更 耐圧防爆 本質安全防爆

変更 軽量化 低価格化 図
　V2X 流量計測 富士電機
FCX-AⅡ 差圧 圧力 使用

必要 高精度 高信頼性 低消
費電力化 達成 拡張機能 数種

RS-485 圧力計 接続 同時 計測値 出
力 可能

関連論文：富士時報 2006.3 p.279-281
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　大型ペーパーレスレコーダ（PHW）

図7　大型ペーパーレスレコーダ（PHW）　大型 PHW 明 見
12.1 型 TFT 液晶 採用 記録計

特徴 以下
（1）　記録紙並 手軽 測定
画面表示 記録

（2）　一般的 表示 表示
表示 表示 多彩 表示

（3）　入力点数 最大 36 点 入力種類 熱電対 12 種類
入力対応

（4）　記録 表計算
取 込 処理 可能

（5）　Ethernet 上 測定値表示 警報
状態 閲覧 発生時 自動送信 可能

　マイクロコントローラXシリーズ温度調節計（PXR）

図8　PXR4ソケット温度調節計　 X 温度調節計 PXR
PXR4

新 品 端子構造 採用 本機
保守 時 本体 差 替
交換 再配線作業 不要 省力化
特徴 持 本機 PXR

共通 NEMA4X前面防水 大型表示
PID/ / 制御機能
機能 警報機能 装備 本体 保守性 考

慮 従来 Z 温度調節計 同 48 ×
48 × 94 mm 他 市販 他
社 温度調節計 端子互換 製品 品

保守 需要 特化 製品

計測コンポーネント

　コンパクトタイプガス分析計（ZSVS）

図9　コンパクトタイプ分析計（ZSVS）　主 熱処理炉 雰囲気測定 最適
分析計 開発  以下 特徴 述

（1）　 吸引 流
量計 内蔵 前処理不要 測定 開始 可
搬型分析計

（2）　CO2 CO CH4 O2 最大 4成分 同時測定
（3）　実績 高感度 搭載

式赤外線検出器 長期安定性 保守性 優
酸素計 安定性 式 採用

（4）　炉内温度設定 CO測定値 浸炭炉 変成炉 重要
指針 CP 値 演算機

能
（5）　大 液晶画面 分 説明 簡単
操作可能
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　ニューヨーク地下鉄向けリニアドアシステム

車両・特機コンポーネント

　2成分自動車排ガス測定器（ZKE6000）

　東日本旅客鉄道株式会社E721系交流電車向け補助電源装置

図10　2成分自動車排ガス測定器（ZKE6000）

図11　E721系交流電車向け補助電源装置

図12　ニューヨーク地下鉄R160車両（準備中）

　自動車車検場向 機能 絞 込 2成分専用分析計
開発 加 以下 特徴 述

（1）　自動車車検時 測定義務 CO 一酸化炭素
0 10% HC 0 10,000 ppm  
2 成分測定 特化 構成

（2）　長年 実績 式赤外線方式 検出
器 採用

（3）　軽量 約 5kg
（4）　AC100 240V 使用可能 電源
（5）　大 液晶画面 分 説明 大 押

手袋 装着 良好
操作性

（6）　二輪用測定 対応

　東日本旅客鉄道株式会社 2007 年開業予定 仙台空
港 線直通運転 701 系交流電車 老朽化
伴 置換 車両 新形式 E721 系電車 投入

富士電機 701 系交流電車 実績 生 装置
信頼性 向上 待機冗長系 適用

補助電源装置 製作 納入 以下 特徴 記
（1）　交流出力 100V 50Hz 4.5 kVA× 2系　

各 2群
　　直流出力 100V 12 kW
（2）　主回路部 制御装置部 完全二重化 常用
側 故障 場合 待機側 自動的 切 替
運転 継続

（3）　 化対応 車両床面高 低減
装置 高 従来 70mm低減

　富士電機 川崎重工業株式会社 協同
市交通局 NYCT 新車両 R160 用 駆

動 開発 2005 年 順次出荷
2006 年 1 年間 各種試験 総仕上
第 1編成 10 両 用 信頼性実証試験 営業運

転 30 日間連続無故障 最短 30 日 完遂 顧客
高 評価 得 並行 生産 量産車 260 両分
2,080 開口 納品 順調 中心 路
線 営業運転 順次投入 主
特徴 次
（1）　開口 自律的障害物検知 車両

他 装置 協調
（2）　故障時 迅速 原因究明 復旧 支援 自己診断機
能 可搬型試験

計測コンポーネント
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　東京地下鉄株式会社東西線向け車両用電源装置

図13　東京メトロ東西線向け車両用電源装置　東京地下鉄株式会社 東京 旧帝都高速度交通営
団 地下鉄東西線利用者 向上 冷房
装置 能力増強 行 富士電機 電源容量増加
対応 240 kVA 車両用電源装置 納入 装
置 特徴 以下
（1）　主素子 高耐圧大容量 3.3 kV 800A IGBT 適用

最小部品点数 架線電圧 分圧 2
構成 部品点数 削減

小型軽量化 信頼性 向上 低価格化 実現
（2）　制御装置 化 接触導通部 大幅削減

信頼性向上 小型軽量化 低価格化 実現
（3）　高速 CPU適用 三相個別瞬時値制御 実現 出
力電圧 安定性 高 電源品質 向上

　マニラ都市鉄道公社向け車両用電源装置

図14　マニラ都市鉄道公社向け車両用電源装置　富士電機 逼迫 市 都市輸送
改善 図 都市鉄道公社 策定 第二次
輸送力増強計画 増備車両用 電源装置 APSE
48 台 納入 APSE 車両 搭載 各種制御装
置 空調 空気圧縮機 出力 88 kVA 電力 供給

今回納入 APSE 以下 特徴 有
（1）　電力素子 IGBT 用 高効率 実現
（2）　強制風冷方式 採用 低床型 主流 都市軽量鉄道
車両 搭載 適 小型軽量化 実現

（3）　制御電源 供給 車載 枯渇 一
般 APSE 含 機器 起動

本APSE 高圧架線 直接制御電源 作
機能 有 専用 外部電源 自立的 起動
可能

車両・特機コンポーネント

　国立天文台「すばる望遠鏡」用パルスチューブ冷凍機

図15　パルスチューブ冷凍機　国立天文台 島 望遠鏡 用
冷凍機 制御電源 納入
　 望遠鏡 山頂 標高 4,200m
設置 直径 8.2m 主鏡 持 世界最大級 反射型

望遠鏡 望遠鏡 360 度旋回 性能 変
特徴 有 天体望遠鏡用 CCD 環境温

度 抑 冷凍機 －100℃以下 冷
却 必要
　富士電機 冷凍機 5万時間 長寿
命 衛星搭載用 実績 高信頼性技術 評価
冷凍機 採用 冷凍機

原理 小型極低温冷凍機 仕様  
－110℃ 16W出力 消費電力 140W
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　電機製品 組 合
装置 装置 組 合 品

品 三 分 製品力 基礎
FQCD Function Quality

Cost Delivery 高 製品力 強 基本
複数 材料 部品

材料 革新
新 製品 生 高速演算 可能 新

生 技術革新 素
早 捕 上 適用 仕組 作

製品 創出 大 課題
富士電機 代表例

回転機 情報制御 予防保全
挙 以下 取組 展望 記載

　 分野 製品 多様化 進
製品 情報機器 内蔵 50W 電源
精錬用 150MW 大容量整流器 多岐 及 今
用途 個別 設計 製品群

技術 次 3要素
（1）　 技術 半導体 制御

組 合 回路技術
（2）　制御技術 古典制御 現代制御 理論
制御技術 化技術

（3）　電力機器技術 変圧器 回転機
技術

構成 考 3要素 必要 共通
技術 用意 組 合 機器

構成 方法 合理的 QCD 優 製品 生 出
今 思想 下 必要 基礎技術 基本

拡充 今後 適用 競争力 製
品 創出
　回転機 分野 環境配慮 省 化 老朽化
更新需要 民間設備投資 海外 案件
好調 推移 数年可変速駆動用 中心 順調 生産
高 伸 可変速駆動 誘導機 小
型 軽量化 省 化 図 永久磁石 使用

PM 特定用途向 開発 製品化 永
久磁石利用 応用製品 車両用 海外
輸出 試運転 経 運転 組 込 本格的
営業運転 開始 永久磁石 利用
製品 拡大 傾向 電動機関連 規格 国

際化 相互認証 拡大 対応 2006 年
度 防爆電動機 Ex n Ex e Ex d ATEX/IEC 包括 
認証 取得
　情報制御 分野 企業 団体 合併 化 

背景 統合 連携 図  
多様化 大規模化 複雑化 一

方 社会 実現 向 分散化 進  
支 情報 処理 蓄積 通信 能力

飛躍的 発展 富士電機 動向 踏
情報 技術 高信頼 高性能Web

構築技術 基盤技術
社会 技術 無線技術 機器組込

技術 重点的 取 組 技術 基
監視制御 MICREX-NX 製造管理
MainGATE 職員認証 原本性保証 Force 
Secure 商品 拡充 行 今後 顧客

製品化 結 付 実現
向 取 組
　予防保全 分野 視点

共通 充実 整備 注力 基幹
戦略的 中国市場

化 推進
監視環境 共通 化 充実 図
利用者 保全 支援 機能拡充 図
油入変圧器高精度余寿命診断 対象機種 拡大

図 診断実績 増加 利用者 保全計画 効果
的 活用 進 従来
利用者課題 提供 続
命題 鋭意努力

基盤 展開 今後 利用者
充実 貢献

共通技術プラットフォーム

パワーエレクトロニクス

回転機

情報制御

予防保全サービス
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　UPS 代表
製品 主回路設計

群 整備 高精度 解析 実現
技術 構築

（1）　 発生損失 解析技術
　 並列接続 特性

電気配線構造 考慮 発生損失
温度 計算 実現

（2）　主回路電気配線構造 解析技術
　電磁界解析技術 適用 主回路配線部
抵抗分 解析 実施 電解

最適容量設計 配線構
造設計 実現

パワーエレクトロニクス

回転機

　パワーエレクトロニクス装置を対象とした主回路設計技術

電磁界解析

最適配線構造

UPS
インバータ

主回路
配線構造

専用測定装置

測定

発生損失，
　計算T j

主回路スタック
および
製品設計

デバイス
発生損失および
ジャンクション
温度解析

スイッチング損失
自動測定環境

デバイス特性
（ばらつき特性）

熱冷却
モデル

モジュール並列スタック
の電流分担計算

主回路配線の
L値，R値解析

スイッチング
損失データ

変換器
モデル

，T jP loss

図１　パワエレ製品の主回路設計をサポートするツール群

　中大容量変換装置の冷却設計技術

UPS盤内気流分布 ヒートシンク温度分布

半導体モジュール

高

低

高

低

速
度

温
度

送風
ヒートシンク

図2　盤内気流解析およびヒートシンク温度分布解析例

　防爆電動機のATEX/IEC認証取得

図3　Ex d 電動機

　UPS 中大容量変換装置 小型
化 高信頼性化 図 高精度 冷却設計 必要

盤内気流分布 温度分布
解析 冷却設計手法 構築

（1）　盤内気流解析
　吸気口 電気部品 配線 送風

構成部材 適切 化 三次元気流分布解
析 基 送風構造 最適化 図
（2）　 温度分布解析
　 形状 半導体素子内部構造 配置
詳細 化 半導体 発熱条件
基 三次元温度分布 把握

温度 許容値 対応 限界設計 可能

　富士電機 防爆電動機規格 国際化 相互認証
拡大 動 対応 防爆形誘導電動機 ATEX/IEC 

包括認証 取得 認証取得範囲 次
（1）　Ex n 防爆 Ex e 安全増防
爆 枠番 225 S 710　出力範囲 55 5,000 kW 4 極
機相当

（2）　Ex d 耐圧防爆 枠番 280M 400M　出力範囲
55 450 kW 4 極機相当 取得 低圧機 枠番
225M 400M 申請中 2007 年 3 月 取得予定

　 包括認証取得 Ex n Ex d 個
別認証取得 免除 Ex p 内圧防爆 現
在製作中 ATEX/IEC 対応 海外向 防爆電動機
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情報制御

　コールセンターのグローバル化

アプリケーション性能測定・分析ツール
収集対象システム
クライアントパソコン

Web/アプリケーション
サーバ

データベース
サーバ

性能データ集計プログラム
で集計

解析用
パソコン

■アプリケーション性能データ，
　OSの資源情報をグラフ表示

■各メソッドの処理時間を集計
■各メソッドの最速・平均・
　最遅処理時間を出力

性能データ収集プログラム

解析用パソコン

関数単位の処理開始/終了時間を
収集して出力

性能データ
集計プログラム

予防保全サービス

構造化ニューロ＋アンサンブル手法

絶縁紙
平均
重合度

余寿命
予測

重合度

新品の変圧器

推定
余寿命

推定
時点

推定値に
基づく寿命
＝推定寿命

フルフラール

CO＋CO2

水分量

稼動年数

450

0

1,000

重合度推定

寿命レベル
（JEM1463）

　大規模Webシステムの性能評価技術

　油入変圧器高精度余寿命予測技術

中国フリーダイヤル

ユニバーサル
フリーダイヤル

顧客プラント設備

現場機器・機械

インターネット
VPN通信

富士電機コールセンター

フィールド支援
システム

リモート
統合サーバ

国
際
回
線

CRM24
顧客DB

支援
DB

リモート監視
共通プラットフォーム

盤
変圧器

ポンプ モータ 開閉器

図4　アプリケーション性能測定・分析ツール

図5　余寿命推定アルゴリズム

図6　グローバルコールセンター

　近年Web Java 汎用 OS 汎
用 利用 急増 中
従来 適用 性能設
計基準 技術 利用 要
求性能 実現 対 新 課題 増
　 開発時 各
実行時間 実行時 OS 消
費量 収集 解析 性能測定 分析 開発

　開発者 設計 製作時 各 処
理実行 消費関係 確認 可能

具体的 抽出 特定 性能問題
未然防止 可能

　富士電機独自 構造化 手法 組
合 高精度 余寿命予測 可能 平均余

寿命推定幅 従来 法 15 年
3 年 大幅 向上 技術 内外 高
評価 受 2005 年度 日本 協会
PM優秀製品賞開発賞 日本電機工業会 技術功
績者表彰発達賞 受賞
（1）　対象機種 拡大
 　2MVA以下 小容量変圧器 拡充 高精度
化 図 小容量 大容量 対象機種 拡大
（2）　診断実績
 　2006 年 8 月 1 年間 130 台 15% 他社
品 変圧器 診断

　富士電機
三

機能 保有 24 時間 365 日
提供 2006 年度 化 目指 順

次 機能 強化 一層 向上 図
（1）　中国 運用
 　中国全土 対象 国際 設置 専門

配置 中国国内 受付 開始

（2）　 監視共通 構築
 　通信電文 通信 規定 従来 安価
立上 速 監視 提供 開始

（3）　 支援 機能充実
 　保守業務 効率化 図 機能向上 推進



　2007 年 新春 迎 謹 新年 慶 申 上

陰様 富士電機機器制御株式会社

発足 4 年目 迎 FA Component & System 

Technology for the Best 使命達成 向 着実

歩

　当社 受配電機器 開閉制御機器 駆動制御機器

工場 FA 最先端設

備 運転 安全 生活環境 支

製品 提供 通 客様 事業活動 多様

解決 客様 新 事業価値創造 応

製品 提供 支援

体制 構築 取 組 事業活動

私 Agile 俊敏 Aggressive 果敢

挑戦 続 行動理念 基本目標 日本

含 企業 目指 実現

加速 考

　 目標 達成 向 当社 以下 実行方針 掲

事業 変革 進

（1）　 化 市場 対応加速

　IEC 規格適合 CCC認証取得 各国 市場 適合

製品 充実 海外販売地域 製造拠点

同期化 連携 体制 確立

（2）　中小 製品 付加価値 拡大

　単品 充実 組

合 商品 開発 客様 付

加価値 高

（3）　新製品投入 加速 強化

　投入 新製品 市場 常 活性化

新製品開発 加速 富士電機 価値 高

（4）　顧客満足 支 品質向上 推進

　顧客満足 本質 品質

必 原因 本質 立 返 原因 究明

品質向上 持 活動

　2006 年 活動 通 ①海外規格 対応

製品 ② 使用合理化 向 省

関連機器 ③高性能 新

投入 製品系列強化 進 多 技術成果 製

品 市場 送 出

　器具分野 新 JIS/IEC GB UL 各規格認証 1

台 取得 MCCB/ELCB G-Twin

従来品 互換性 IEC 規格 1 相欠相

時引外 可能 ELCB 電気工事用 単相三線式中性線

欠相保護機能付 ELCB 開発

　 機器分野 多軸機械 必要 高速同期

制御 可能 PLC CPU

製品 必須 EMC 高調波抑制

内蔵 高性能 多機能 FRENIC-

MEGA 20 高分解能 備

1,500Hz 高速応答 高精度位置決 可能

対応 ALPHA5

開発

　制御機器 国内市場 堅調 回復 中

国 地域 海外市場 拡大 的確

客様 価値創造 貢献 製品 提供

俊敏 応 支 技術力 新製

品 投入 果敢 挑戦 続 以

上 満足 提供 社会 貢献 資 所存

今後 支援 鞭撻 賜 願 申 上

“Agile”俊敏で“Aggressive”果敢に
　挑戦を続ける企業を目指す

白倉　三德 　

富士電機機器制御株式会社
取締役社長



展　望

富士時報

　2006 年 機器 制御事業 取 巻 市況 国内
自動車関連 工作機械 好況業種 中心 設備投資需
要 旺盛 海外 2005 年 引 続 好調 推移

一方 素材価格 高騰 懸念材料 生
環境 中 市場要求 的確 新製品

海外規格 対応 製品 開発 省
関連機器 機種拡充 積極的 推進

　 分野 多軸機械
要求 大規模入出力容量 情報 高速 同期制
御 能力 備 統合 SPH300EX

高信頼化要求 応 冗長化機能 付加
SPH2000 手軽 現場 変更 調整
保守 行 開発 統合

拡充 図
　器具分野 顧客 海外進出 国内 IEC 規格
採 入 伴 IEC 整合新 JIS 発行
化 進展 対応 新 JIS/IEC

GB UL 各規格 認証 1 台 取得
MCCB/ELCB G-Twin 開発 漏電遮
断器 IEC60947-2 Edition 3 対応 電材
店向 単相三線式中性線欠相 過電圧 1秒
以内 保護 漏電遮断器 系列 加 操作表示機
器 多種多様 用途 応
AR30 既存 形 長 形 加

形 追加 火災発生時 一定
時間給電 行 耐熱形機器 直流制御機器 電
力 供給 新型 1種耐熱形整流器 開発
　省 法 改正 施行 受 使用
合理化気運 高 対応 電力監視機

器 F-MPC 一層 拡充 図 主
計測機能 変圧器一次側 二次側 保護機能 備

1台 計測 監視 保護 実現 多機能
電源用保護 系列化

情報系 Ethernet 接続 可能
F-MPC Web 開発 省

活動支援
対象 店舗 管理支援

開発 AS-i 機器 盤内省
配線 最適 端子台形 4i/4o 開発
　汎用 分野 製品 EMC

高調波抑制 内蔵 豊富
持 用途 使 方 対応 高性能

多機能形 FRENIC-MEGA 開発
FRENIC-Multi

製品化 用途 温度 圧力 流
量 制御 可能 空調熱源 向 FRENIC-

Eco 発売 用 FRENIC-Lift
容量拡大 機能拡張 行 省

要求 低層用 向 PLC 一体形
新 伝送線路原理 基 新構造
抑制 開発 他 駆動 回

生 双方 直接電力変換 可能
高調波 満足 高性能 制御
電動機駆動用 FRENIC-Mx 機種系列 拡大

汎用電動機 駆動 可能 V/F 制御
FRENIC-MxF 開発

　 20 高分解能
搭載 1,500Hz 高速応答 高精度位置決 実現

化対応高性能 ALPHA5
開発 製品化

　回転機分野 大幅 軸受寿命 改善 軽量化 実現
新型 非接触 方式 採用

締切運転 可能 総揚程 250m 級新型
開発

　富士電機 常 市場 要求 見定 技術 探求
製品開発 努 製造 販売

技術 体制 強化 最強 制御機
器専業 目指 業界最高水準 品質 提供 努

所存 今後 顧客各位 密接 交流
支援 願 次第

システムコンポーネント

プログラマブルコントローラ

器　具

回転機・可変速機器
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　大規模・高速制御用拡張形CPUモジュール「SPH300EX」

　統合コントローラ「MICREX-SX」の冗長化対応

　PLC支援ツールの拡充

図１　拡張形高性能CPUモジュール SPH300EX

図2　SPH2000による冗長化システム

SX-Programmer

セキュリティ強化

ハンディモニタ

Expert（D300win）

Standard

現場
メンテナンス

カスタマイズ画面

パスワード入力画面

パスワード入力画面

PASSWORD?
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

図3　セキュリティ強化イメージ，ハンディモニタ

　統合 MICREX-SX 多軸
機械 要求 大規模 入出力容量 確

保 高速 同期制御 処理性能 備 拡張
形高性能 CPU SPH300EX 追加

業界最高速 処理性能 持 SPH300
2 系統装備 通常 制御 高速同期制御
基本 CPU 拡張 CPU 自由 処理分散 可能

以下 特徴 有
（1） 　高速 SX 入出力 8,192 点× 2 系統 大規模

（2） 　 74 k +128 k × 2 系統 大容量

（3） 　基本 CPU 拡張 CPU 間 高速 大容量共有
結合

　 高信頼化要求 対応 統合
MICREX-SX CPU

SPH2000 冗長化機能 付加 機種 系列 加
機種 異常 発生 場合

一方 CPU 継続運転
主 特徴 次

（1） 　CPU 電源 冗長化 可能
（2） 　等値化性能 320 k /250ms 等値化

意識 容易 可能
（3） 　電源 入出力 標準品 使用

低減
（4） 　 支援 SX-Programmer Expert 

D300win 設計資産 再利用 可能

　 変更 調整 現場
PLC 保守 容易 SX 用
開発 含 現場

複数保守員 作業分担時 軽減
支援 新 機能 追加
特徴 次
（1）　

 簡単 操作 PLC内 設定
 異常発生時 PLC 接続 瞬時 異常要因
表示

（2） 　支援 作業 低減機能 強化

 3 段階 保護 PLC操作 制限
 用途 応 PLC 保護内容 可能
 英数字 最大 32 文字 組合 強固

プログラマブルコントローラ
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　IEC 規格対応漏電遮断器シリーズ

図4　IEC規格対応新100A，225Aフレーム漏電遮断器　IEC60947-2 Ed.3 三相漏電遮断器 1相
欠相時 漏電引外 要求

IEC 規格 適合 漏電遮断器 30 400A
開発 化 主 特徴 次

（1） 　漏電引外 電源 従来 単相 三相 1相欠
相 確実 漏電引外

（2） 　CE 品 UL489 適合/CE
品 2 従来品 取付 寸法 付属装置
互換性 有

（3） 　TÜV Rheinland 第三者認証 取得
（4） 　100A 以下 小型漏電引外 機構 新規開発

従来品 同一外形 実現

　レバー形セレクタスイッチ

図6　レバー形セレクタスイッチ（AR30HR）　主 工作機械 産業機械 使用 操作
用途 多種多様 機種 必要

要求 応 切換 既存
形 長 形 加 形 開発 AR30

追加 主 特徴 次
（1） 　 式 指 操作
（2） 　金属製 高強度
（3） 　2 手動復帰 3 手動復帰 自動復帰 3

手動復帰 操作方法
接点仕様 各種用意

（4） 　UL 規格 CSA 規格 EN 規格 適合 UL CSA
認証 取得 TÜV EN規格 認証
取得 CE 対応

器　具

　電材店向け単三中性線欠相保護機能付漏電遮断器

50Aフレーム 100Aフレーム

図5　 電材店向け単三中性線欠相保護機能付漏電遮断器　単相三線式回路 中性線 何 原因 欠
相 負荷 100V 機器 過電圧 印加

機器 過電圧 加 電気器具 絶縁劣化 故
障 要因 防止 過電圧 検出
電路 確実 遮断 電材店向 電気工事用 単三中性
線欠相保護機能付漏電遮断器 50 100A 開
発 電材店向 漏電遮断器 拡充 図
　主 特徴 次
（1） 　単相三線式中性線 欠相 過電圧 135V 超

1 秒以内 回路 遮断
（2） 　過負荷 短絡保護 漏電保護 機能 有
（3） 　 α-Twin 小型経済形 30 100A

同一外形
（4） 　標準 端子保護 備



富士時報 システムコンポーネント

　デジタル形多機能リレー「F-MPC50シリーズ」の機種拡充

　LAN用電力監視システム「F-MPC Webユニット」

図7　F-MPC50変圧器盤用ユニット

図8　F-MPC Webユニット

　 形多機能 F-MPC50 好評
得 1台 計測 監視 変圧器一次側 二

次側 保護 要望 多 今回
要望 応 変圧器用 開発
拡充 図 主 特徴 次

（1） 　計測 表示 変圧器一次側 電圧 電流 力率 電力
電力量 変圧器二次側 常時漏 電流 計測範囲 30
2,000mA 可能

（2） 　保護機能 変圧器一次側 電圧保護 過電圧 不
足電圧 過電流保護 反限時 定限時 瞬時動作
単独 組合 可 変圧器二次側 地絡過電流
保護 定限時動作 有

（3） 　変圧器二次側地絡保護用 専用分割型変流器 穴
径φ22mm 用意

　監視系 多数 実績 持 F-MPC 電
力監視 情報系 LAN 容易
適合 F-MPC Web 開発

主 特徴 次
（1） 　実績 富士電機 電力監視 F- 

MPC-Net 組合 可能 Ethernet RS-485
機能 装備

（2） 　各種機能 設定 汎用Web 行
Web 機能 装備

（3） 　電力監視 内部 蓄 上位
転送 蓄積機能 装備

（4） 　標準分電盤 収納可能 W100 ×
H70 × D56 mm DIN 取付 可能

器　具

　店舗エネルギー管理支援システム

図9　店舗エネルギー管理支援システム表示画面例　本
店舗 省 活動

支援 電気 水道 各使用量
一括 表示 計測 蓄積
（1） 　店舗内表示器 部門単位 青果 精肉 鮮魚 惣
菜 現在 使用量 表示

部門管理責任者 管理 分析 改善活動 支援
（2） 　各 使用目標値 達成支援機能

目標値 事前 警告 使用金額 表示
店舗従業員 改善意識向上 貢献

（3） 　 帳票作成 使用量目標値設定機能
（4） 　店舗総合省 制御
NetⅡ 組合 空調設備 制御
可能
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　AS-i 端子台形4i/4o スレーブ

図10　端子台形4i/4o スレーブのイメージ図　
AS-i 装備 盤内省配線 最適 端子

台形 4i/4o 開発 主 特徴 次

（1） 　AS-i Ver.2.0 対応 1系統 31 台接続可能
（2） 　入出力用電源 外部補助電源 DC24V 供給
（3） 　配線 端子台採用 締 不要
（4） 　PNP 品 入力 出力 NPN 品

入力 出力 2機種 用意
（5） 　DIN 取付 可能
（6） 　複数台並 使用 場合 電源 渡

配線 電源 接続 1台 端子台配線
施

　新型1種耐熱形整流器

図12　新型1種耐熱形整流器〔SZ-N2V（H）〕　耐熱形機器 火災発生時 一定時間支障 動作
耐熱性能 有 火災発生時 非常電源

給電継続 可能 製品 重要 役割 担
直流制御機器 電力供給 用 1種

耐熱形整流器 新型 開発
　新型 化 内部 二重構
造化 空気層 断熱材 併用 熱伝達率 低下

耐熱効果 向上 小型化 達成
寸法精度 高 断熱材 組込
抑制 断熱効果 安定 図

　新型 1種耐熱形整流器 SZ-N2V H 形 耐熱定格 次  

 最高電圧 250V 連続定格 1A 短時間定格 15A 0.5 秒

器　具

　クレーン電源用保護ユニット

図11　F-MPC30クレーン電源用保護ユニット　 電源系統 保護 必要 機能 1台
集約 保護 開発 形多機能
F-MPC30 系列拡充 図 主 特徴
次
（1） 　 電源 発電機 保護 必要 電圧保護 過
電圧 不足電圧 地絡過電流保護 反限時 瞬時動作

反限時＋瞬時動作 周波数保護 過周波数 不
足周波数 機能 装備

（2） 　地絡電流 計測 表示 可能 常時漏 電流 0
2A 地絡保護機能 設定 最大 8A 事故電
流 表示

（3） 　海外 受配電設備 普及 MODBUS-RTU
RS-485 標準装備

（4） 　三相 3線式 三相 4線式 配電系 適用可能
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　新型三相標準型リングブロー

　総揚程250m級新型多段高圧クーラントポンプ

図13　新型三相標準型リングブロー（VFZシリーズ）

図14　新型多段高圧クーラントポンプ（VKBシリーズ）

　近年 印刷機械 搬送機械 吸着固
定 吸着搬送 吸込全閉運転 需要 高

低騒音化 軽量化 環境配慮 取 扱
向上 高 状況 対応 今
回 0.09 2.3 kW 新型 6機種 開発

化 完了 主 特徴 次
（1） 　軸受冷却構造 最適化 軸受温度上昇 低減

軸受寿命 大幅 改善 吸込全閉運転 可能
（2） 　 部品 従来 鋳物 変更

大幅 軽量化 実現
（3） 　 通風孔形状 最適化 低騒音
実現

（4） 　RoHS 指令 EC指令 CE 標準仕様
適合

　主 金属工作機械 使用 多段高圧
総揚程 120m級 VKA 発売以来

好評 得 今回 高圧領域用 総揚
程 250m 級 VKB 開発
流量形 圧力形 豊富 機種

用途 対応 調
流量形 176 機種 圧力形 264 機種
　VKB 主 特徴 軸貫通部

構造 非接触 方式 採用 従来
切削粉 強

締切 無潤滑 運転 可能 高発停頻
度 耐 空気 込 防止 吸込

目詰 採用 高
信頼性 実現

回転機・可変速機器

　高機能・コンパクト型インバータ「FRENIC-Multi」の機能拡張（オプション）

図15　FRENIC-Multi インタフェースオプション　多様 化 対応 高機能
型 FRENIC-Multi

製品化 特徴 次
（1） 　
　12 点 入力 周波数指令 8点
出力 状態 可能
（2） 　DeviceNet
　 供給 DeviceNet
接続 構築

（3） 　CC-Link
　CC-Link Ver.1.10 加 版
Ver.2.00 対応 CC-Link 付
柔軟 高度 構築
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　PLC一体形インバータ

パソコンローダ

PLC一体形インバータ

ブレーキ

2F

1F

3レベル
パスワード

機能

ユーザープログラム

PLC
ファーム
ウェア

電源部

インバータ
制御部

IEC61131-3準拠 単相200V電源

ユーザープログラム読出し
運転情報読出し

ユーザープログラム書込み
インバータ部機能設定

運行情報

エレベータ
制御

PLC部

インバータ部

ユ
ー
ザ
ー
I/
O

M

PG

図18　PLC一体形インバータ　省 要求 低層用
PLC Programmable Logic Controller 一

体形 開発 特徴 次
（1） 　単相 200V 入力 三相 200V 3.0 kW出力

PLC機能 内蔵 奥行寸法 80mm 超薄型 実
現

（2） 　IEC61131-3 準拠 高性能 環境
効率的 開発 可能

（3） 　3 機能 操作者 取扱
別 内部 制限
強化 可能

（4） 　 用 FRENIC-Lift
同期 運転用 組 合
同期 運転 対応

回転機・可変速機器

　エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift」の容量拡大と機能拡張

図17　エレベータ用インバータ FRENIC-Lift シリーズ　 用 FRENIC-Lift
発売以来 広 使用
　今回 容量拡大 機能拡張 行 主 特徴 次

（1） 　積載質量 大 高速 対応
45 kW 容量 拡大

（2） 　 釈放時 低減
荷重補償機能 高性能化

（3） 　停電時 運転時 制動運転 方向
指示 運転時推奨運転方向出力 付加

（4） 　停電 起因 特定 発生時 安全
機能 付加

　HSAC機能搭載インバータ「FRENIC-EcoPlus」

図16　FRENIC-EcoPlus のタッチパネル　 用 一 温
度 圧力 流量 制御対象 空調熱源
対 最適 機能 HSAC Heat Source system for Air 
Conditioner 機能 定義 HSAC機能 搭載

FRENIC-EcoPlus 発売 本製品
HSAC機能 四 制御 有
 1 温度 圧力 差圧 流量一定制御
 2 推定末端圧制御 機能搭載
 3 比例運転制御 補正制御
 4 温度差一定制御 圧力差一定制御
　 FRENIC-EcoPlus 採用
空調熱源 大幅 省
HSAC 機能 計装 大幅 簡素化 実現
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　サージ抑制ユニット

図19　サージ抑制ユニット（SSUシリーズ）　 間 配線 長 場合 一般
呼 周波数 高 電圧

端子 印加 絶縁 破壊 事例 増
電圧 抑制 目的 新 伝送線

路原理 基 新構造 抑制 開発
主 特徴 次
（1） 　 端子 抑制 接続

電圧 大幅 低減
（2） 　追加工事 不要 既設設備 設置 容易
（3） 　容量 関係 適用可能 75kW 超
適用 個別対応

（4） 　50m用 100m用 2種類
（5） 　電源不要
（6） 　RoHS 欧州連合特定有害物質使用制限 指令対応

回転機・可変速機器

　マトリックスコンバータ「FRENIC-Mx」の機種系列拡大

400V  30kW

図20　マトリックスコンバータ FRENIC-Mx　小型化 高効率化 要求 応 環境 優 究極 交
流電力変換装置 注目 富士

FRENIC-Mx 三相 400V 45 kW 駆
動 回生 双方向 運転 可能 高調波

率 7%以下 高性能 制御
技術 取 入 高 制御性能 豊富 機能 備
電源回生機能 必要 昇降機用途 高 評価

一方 従来 PWM 使用
制動抵抗 対応 小容量 昇

降機用途 適用 求 応
三相 400V 30 kW 15 kW 機 200V

30 kW 15 kW機 開発 FRENIC-Mx 系列
拡大 図

　V/F 制御マトリックスコンバータ「FRENIC-MxF」

性能高

主に回生を目的に使用

各種試験機

天井クレーン

プレス機，工作機械

スッタカクレーン，
エスカレータ 大型コンベヤ

コージェネレーション，小規模発電設備

ファン，ポンプ

立体駐車場

港湾用クレーン

主に高調波対策目的で使用

回生，高調波対策双方を目的に使用

エレベータ（低速） エレベータ（高速，貨物用）

1kW
容量

ベ
ク
ト
ル
制
御

V
／
F
制
御

45kW 400kW

図21　マトリックスコンバータの適用分野　先 発売 制御方式 取 入
FRENIC-Mx 交流 交流 直接

変換 実現 回生運転 可能
電源高調波 小 特徴 持 図

分野 適用 期待 今回
汎用 駆動 目的 V/F 制御 組 込

FRENIC-MxF 開発 適用範
囲 拡大 図 主 特徴 次
（1） 　最大出力電圧 電源電圧 95% 改善
（2） 　高速 電流制限機能 実装 負荷急
変時 出力過電流 回避

（3） 　 用途 適 機能 搭載



　新年明 謹 新年

祝 申 上

　富士電機 株式会社 発足 3年

経過 当社 半導体

画像 事業 通 客

様 株主 従業員 企業価値 最大化

　当社 富士電機 全体 策定 2008 年度

新中期経営計画 基 高成長体質 構築 実現

研究開発比率 高 強 事業 一層 強化

成長事業 積極的拡大 進 2006 年度

Step Forward  Raise Value

掲 今 考

方 行動 革新的 一歩前 進 課題

取 組 企業価値 顧客価値 社員価値 上 !

決意 持

事業展開 製品

提供 続 客様 喜

目指

　 産業 市場環境 家

電分野 薄型 普及 機器 高機能化

高性能化 進 当社 PDP

用 IC PDP 大画面化

実現 高耐圧化 大容量化 貢献 高機

能電源 IC 併

貢献 一体化

電源 40% 小型化 当社従来比較 成功

機器 小型化 高性能化 貢献

　自動車分野 燃費向上 安全性向上 要求 対応

半導体 使用率 高 当社 半導体

独自技術 大出力 低損失 小型 高信頼性 実現

車載電装機器 高性能化 高信頼性化 貢献

2006 年 当社 車用 IGBT-IPM

LEXUS 採用

小型二輪車 電子制御式燃料噴射

用 世界初 小型圧力 開発

環境性能 向上 貢献

　産業分野 環境対応 制御

装置 低消費電力化 進

当社 U IGBT 低損失化

小型化 低 化 性能向上

普及 貢献 昨年

全新製品 RoHS 指令 対応 鉛 化 図

既存製品 2006 年度内 対応完了 予定

　 分野 HDD

家電 需要 増加

当社 従来 用途 併 需要 対応

記録密度 向上 搭載機

器 性能向上 高機能化 貢献 昨年 垂直

磁気記録媒体 製品化 今後 高密度化

要求 応 次世代 記録媒体技術 開発 進

　画像 分野 化 通信技術 高度化

高精細 高速性 求 特 情報 増

加 複写機 急増

当社 適切 機能材料 独自 開発 付加価値

高 感光体 製品化 機 性能向上 低

化 貢献

　富士電機 株式会社 技

術 製品 客様 社会 貢献 客様 共 喜 共

成長 会社 目指 所存

お客様に喜ばれる
トップサプライヤーを目指して

高井　　明 　

富士電機デバイステクノロジー株式会社
取締役社長
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磁気記録媒体
　情報記録機器 装置 HDD 小
型 大容量 達成 従来 記録装置

用途 加 音楽 HDD DVD Digital 
Versatile Disk 情報家電機器

新 市場 拡大 HDD DVD
160 GB 500GB 容量 3.5

HDD 搭載  一方 音楽
2.5 以下

HDD 搭載 2.5 1.89 1.3 1 0.89
小型 大容量 特徴 生 各

種 機器 携帯電話 搭載 新 用途 生

　HDD 磁気記録媒体 磁気
部品 構成

高記録密度化 特性 媒体特性 位置決
精度 向上 達成 記録方式 磁化 面
内 平行 長手磁気記録方式 長 採用
中 媒体 磁性材料開発 高保持力化 進
小 可能 記録密度 伸

理論的限界 近
熱揺 影響 受 不安定 以上

高密度化 困難 領域 入 対
技術 垂直磁気記録 垂直方向 磁

化 記録密度 高 磁気的 安定
高 記録密度 達成 可能
　富士電機 2006 年 2.5 機種 1 枚
80GB 用 垂直磁気記録媒体 開発 量産 開始 搭
載 HDD 2006 年度 急速 市場拡大 予測

市場 3.5 機種 2.5 続
今後急速 垂直記録方式 切 換 動

顕著 富士電機 両機種 垂直磁
気記録媒体 開発 一層 強化 図 量産体制
整 HDD市場 拡大 対応 所存

感光体
　 社会 電子写真 普及
目覚 必要不可欠
機器 一 原動力 高速性 加
画質 向上 多機能化 手頃感 持 価

格 実現
　 機 1本 感光体 用 順 4色 印刷
4 方式 4本 感光体 直列 配置

感光体 1色 連続的 印刷 方式
適用 低速機用 4 方
式 中高速機用 方式 採用 顕著
特 方式 画像処理技術 改良 高画

質画像 実現 機構部品 小型化 装置
化 機 主流

　富士電機 素管加工 感光体材料 感光層設計 成膜
技術 求 機能 品質 満

感光体新製品 市場 展開
　 機用 温度 湿度変化 伴 特性変動 少
独自感光体材料 創出 高精度素管加工技術 開発
過酷 使用環境 対 常 安定 高画質画像

得 感光体 製品化 感光体
性 検討 感光

体表面 動機構 解析 通 連続印字 伴
膜摩耗 画質劣化 抑 長寿命感

光体 開発 用 用 製品系列 拡
大 現在 分子設計技術 活用 電気的欠陥
少 材料 開発 進 付着性 解

析 通 解像度 階調性 向上 取 組
　感光体 性能向上 富士電機 生産拠点
中国地区 集約 素管加工 感光材料製造 感光層塗
布 組立 検査 一貫生産 構築 製
造条件 改善 運用 生産効率

図 全世界 顧客 製品 提供
今後 材料 生産 至 感光体 要素技術

高 顧客 求 要求機能 品質 満足 魅力
製品 生 出 所存

情報機器コンポーネント

磁気記録媒体

感光体
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　アルミめっき・アルミポリッシュ基板

（a）アルミポリッシュ基板の表面粗さ（AFM）

（b）アルミポリッシュ基板の表面欠陥量

現行
80GB用基板 ＝0.250nmRa ＝0.127nmRa(　m）

2
4

6
8

160GB用基板 (　m）

2
4

6
8

現行80GB用基板 160GB用基板

　アルミ長手磁気記録媒体技術

　垂直磁気記録媒体の信頼性技術

図１　アルミポリッシュ基板の表面粗さと表面欠陥量

（a）媒体表面のAFM像

（
nm

）

保護層

（b）媒体の断面TEM像

(　m）
(　
m
）

20.0

10.0

0
0

0

0.25

0.50

0.75

1.00

0.25
0.75 1.00

0.50

磁性層

下層

基板
10nm

図2　媒体表面のAFM像と媒体の断面TEM像

（　　）m

2

4

6

8

図3　垂直磁気記録媒体用基板表面プロファイル

　 基板 観点 高記録密度
化 対応 技術的課題 磁気 10 nm 以下
超低浮上走行下 記録再生 0.1 nm

基板微小 表面粗 制御 数 nm
表面欠陥低減 図 富士電機

技術 技術 両 高度
新材料 開発 適性 製造 組 合

表面粗 表面欠陥 大幅低減 達成 次世
代 基板 開発目標 今後 量産適用

課題 注力 一層 表面精度 高度
化 求 垂直磁気記録媒体方式 基板特
性 満足 基板技術 技術 技
術 洗浄技術 一層 高度化 努 予定

　富士電機 垂直磁気記録媒体 立上 後 長手磁気 
記録媒体 記録密度 特性 向上 図
長手磁気記録媒体 3.5 160 GB / 
枚 装置 HDD 基板表面
細密 加工技術 物理欠陥低減 磁気

配向 向上 記録層 構造 組成 最適化
特性 改善 記録 熱安定性 改善

媒体表面 保護膜 潤滑膜 材料
膜厚 最適設計 行 磁気 記録
記録層 距離 低減 記録 安定浮上
多様化 HDD 用途 求 使用環境 温度
湿度 高度 下 信頼性 確保

　垂直磁気記録媒体 量産 開始 富士電機
信頼性 高 垂直磁気記録媒体 提供
基板 表面加工 垂直 基板用洗浄 層構

成 保護膜 開発 垂直磁気記録媒体用 開発
実施 実際 垂直磁気記録媒体 適応

高記録密度 長手磁気記録媒体
同等以上 信頼性 確保 垂直磁気記録媒体 場合
長手磁気記録媒体 比 膜厚

厚 耐久性 確保 高記録密度 達成
部分的 改善 不十分 基板

洗浄 層 保護層 含 総合的 改善 必要
垂直磁気記録媒体 量産 開始
今後 改善 図 予定

磁気記録媒体

関連論文：富士時報 2006.4 p.297-299

関連論文：富士時報 2006.4 p.300-304

関連論文：富士時報 2006.4 p.313-316
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　カラープリンタ用有機感光体

帯
電
低
下
量
（
V
）

転写電圧（kV）

1.21.0 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

－80

－100

－60

－40

－20

0

カラー機用有機感光体

モノクロ機用有機感光体

　低トナー消費量型有機感光体

　特性安定型正帯電有機感光体

図4　帯電位の転写影響比較
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図5　耐刷特性
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図6　正帯電有機感光体の環境特性　

　 用有機感光体 多種多様 紙 印刷
対応 高速化 伴 周辺 負荷 大

負帯電用感光体 転写 帯
電 逆極性 正電圧 印加 機
比較 履歴 画像上 現

機 正極性 影響 少 感光体 要求
富士電機 機用 下引 層 電荷

発生層 電荷輸送層 各膜中 存在 電荷
低減 各層 電荷注入性 改善 膜内 存在
正電荷 制御 正極性 影響 受 難 負

帯電用有機感光体 開発 今後 長寿命化 対応
電荷輸送層 組成検討 行 高性能 感光体

開発 取 組

　 多機能化 低価格化 対応 富士電
機 環境配慮 低下 直結
低 消費量型有機感光体 開発 市場展開 進

消費量 低減 印刷用紙
搬送量 抑 有効 印刷内容
対 搬送量 抑制 1

再現性 損 新規材料 開発 材
料組成 最適化 行 低露光領域 高露光領
域 最良 露光後電位 実現 占有面
積 大 印刷部位 過剰 搬送 抑制
逆 微小領域 搬送量 確保 成
功 低 消費量 1
再現性 黒濃度確保 相反 項目 両立 果

　電子写真 高品質 画像 安定 出力
求 多 構成部材 中 画像品質 寄

与 大 感光体特性 安定化 要求 対 大
貢献 正帯電有機感光体 高解像度 得
特徴 持 環境変動 繰返 印刷 中 高品質

画像 維持 最重要課題
　富士電機 高量子効率電荷発生材 高移動度電荷輸
送材 開発 使用環境 大 変化 安定
特性 示 正帯電有機感光体 開発 図

　今後 電子写真 高速化 小型化 省
電力化 進 感光体 使用環境 厳
状況 中 高 安定性 持 正帯電有機感光体 開

発 挑戦

感光体

関連論文：富士時報 2006.4 p.335-339
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　設備投資 堅調 伸 薄型 本格的 普及
機器 家電 成長 牽引

2006 年 半導体業界 順調 推移 市況
下 富士電機 半導体 高耐圧 技術 特徴
顧客 機器 高機能化 省電力化 小型化

低 化 応 製品群 提供
　産業用 無停
電電源 電力変換装置 期待 性能向上 小型化
実現 RoHS 指令 対応 新製品 開発 2

個組 損失 放射 低減
体積 従来比 40% 低減 New Dual IGBT

1,200V/225A 300A 450A 開発 集
積 PIM 同 損失 放射
低減 高放熱絶縁基板 採用 従来 1,200V 系
75A 電流範囲 同 外形 2倍 150A
拡大
IPM 装置 薄型化要求 対応 製品
高 従来 22mm 12.4mm 大幅 薄

1,200V/15A 25A 製品 開発 顧客要求
対応 既存製品 RoHS 対応化設計変更 進

　 放送 本格稼動 急激 価
格低下 伴 需要 急増 2006 年 出荷台数 全世
界 約 1,200 万台 達 価格 下

価格低下 同 割合
IC 価格 下 求 要求 応

富士電機 IC 多出力
化 64 出力 80 出力 96 出力

IC 多出力化 192 出力 256 出力 行
IC 必要数 削減 貢

献 液晶 電源用 好評 得
IC M-Power2 新系列A

開発 液晶 場合 50 大画
面化対応 可能
　電源用半導体 年々厳 低待機電力 要求
応 高耐圧起動素子 内蔵 軽負荷時 動

作機能 有 擬似共振制御 IC 電源
小型化 低 化 貢献 高機能 PWM制御 IC

電源制御 IC 一
組 込 電源 電源効率 維持
小型化 実現 第二世代 電源 高耐

圧 汎用品 1 DC-DC
IC 多 新製品 開発

　電源用 製品 抵抗 従来
比約 16%改善 低損失 低 使 両立

500V 600V 新型MOSFET 開発 二次側出
力整流用 性 有 電源 低
化 可能 低損失高速 LLD 300V

400V 系 系列拡充 新 250V 系列 開発 PFC
回路 二次側出力整流回路 高効率化 低 F 超
高速 新型 600V LLD 開発 行
　車載用半導体 原油価格高騰 押 市場
拡大 車 今後 期待 燃料電

池車 走行用 適用 製品
拡充 進 昇降圧 用 1,200V/600A

2 個組 IGBT-IPM 量産化 600V/400A
6 個組 IGBT 開発 産業用
特徴 生 内部構造 最適化 接合部応力
最小化 要求 高品質 達成 電

動 使用 MOSFET
構造 独自 擬平面接合技術

融合 単位面積 抵抗 20%低減 新製
品 開発 市場要求 出力向上 燃費改善 貢献

代替 接点 寿命 信頼性 向上 小型
大電流 環境保護

二輪分野 適用 拡大 電子制御式燃料噴射
向 小型 EMC基準 満足 圧力

開発
　今後 富士電機 半導体製品 特徴 技術 生

顧客起点 考 方 環境対応 含 多様化
迅速 対応 所存

半導体

半導体
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　新コンセプト IGBT-PIM

　薄型パッケージ IPM

　鉛フリー化 IGBTモジュール

図１　新 IGBT-PIM

図2　P625パッケージ　

図3　鉛フリー化 IGBTモジュール

　汎用 無停電電源装置 代表 電力
変換装置 常 高効率化 小型化 低価格化 高信頼性
要求 回路 用 電力変換用半

導体素子 同様 求 近年 小型化 低価
格化 低 化 要求 非常 強 低損
失化 特性
高放熱化 実現 課題 今回低 化
小型化 高集積化 両立 新
集積 PIM 系列 開発
　主 特徴 次
（1）　低 低発生損失 両立
（2）　高放熱 構造採用 小型化 実現
（3）　従来 1,200V/150A PIM 実現

　 用 装置
外形 型 限 複数 装置
並 多数 制御 場合
装置 薄型 強 要求 放熱器 装置 側面 配置

薄型 必要 今回 既
存 IPM Intelligent Power Module
P610 対 9.6mm 薄 12.4mm 厚 実現 体
積比 58.6% 小型化 実現 P625 開発
行 主 特徴 次

（1） 　 縦 70mm 横 100.5mm 厚 12.4mm
（2） 　30 50A/600V 15 25A/1,200V 6 in 1/7 in 1
系列化可能

（3） 　過電流 短絡 温度 温度 不足電圧保
護 内蔵 上下 出力

　環境 関心 高 現在 欧州連合
2006 年 7 月 RoHS 指令 発令 鉛 水銀

有害規制物質 電気機器 含有 禁止
指令 富士電機 RoHS 指令 対応

完全鉛 用 IGBT 開発 製
品化 行 主 特徴 次
（1） 　地球環境 配慮 RoHS 規制対象物質 未使用 IGBT

開発実施 完全鉛 化 六価
化

（2） 　従来製品 同等 信頼性 確保
（3） 　 2 個組 2種 Econo-PIM 6 個組
（4） 　定格電圧 電圧 600V/10 400A 1,200V/10
150A 1,700V/10 150A

半導体
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　256ビットPDPアドレスドライバ IC

　多出力PDPスキャンドライバ IC

　フルHD用PDPスキャンドライバ IC

図4　PDPアドレスドライバ IC（FCE3273K）

従来品
TQFP 100ピン

FD3298F
TQFP 128ピン

図5　FD3298Fと従来品のパッケージ比較

図6　200V高耐圧PDPスキャンドライバ IC

　薄型 市場 拡大 PDP Plasma 
Display Panel 液晶 競争 激

PDP 対 一層 低価
格化 高品質化 要求 中 PDP

IC 低価格化 部品数削減 多出力化
求 背景 富士電機 第
四世代 PDP IC 技術 用 256 出力
備 FCE3273K 製品化 製品 出力

配置 採用
IC 従来比 15% 小型化 TCP Tape Carrier 
Package 削減 実現

低減技術 適用 出力数増加
伴 誤動作 抑制

　PDP Plasma Display Panel 低価格化 進
IC 低価格化 要求

要求 応 多出力 着目 HD High 
Definition 使用個数 従来 18 個 12 個
削減可能 96 IC 開発
主 特徴 次

（1） 　96 双方向 機能付
（2） 　絶対最大定格 180V 高耐圧部 7V 部
（3） 　出力動作電圧 30 150V
（4） 　 電圧 5V
（5） 　 電流 －0.4A/＋1.4A /
（6） 　 電流 －1.4A/＋1.2A /
（7） 　外形 TQFP128 －

　近年 PDP Plasma Display Panel 大画面
化 HD High Definition 化 加速

IC 対 一層 大電流化 高耐圧化
要求 要求 応 HD

用 64 IC FD3402F 開
発 主 特徴 次
（1） 　絶対最大定格 200V 高耐圧 IGBT 出力 SOI 誘電体分
離構造

（2） 　 電流 －0.4A/＋1.5A /
（3） 　 電流 －2.0A/＋2.0A /
（4） 　出力動作電圧 40 170V
（5） 　64 双方向 15MHz
（6） 　外形 TQFP100

半導体

関連論文：富士時報 2006.5 p.390-393
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　高耐圧出力MOSFET内蔵1チャネルDC-DC電源 IC（FA7738）

FA7738P

FA7738N

　擬似共振型低待機電力電源制御 IC（FA5541，FA5542）

　起動素子内蔵PWM低待機電力電源 IC（FA5526系列）

図7　高耐圧出力MOSFET内蔵1チャネルDC-DC電源 IC

FA5541 FA5542

図8　擬似共振型低待機電力電源制御 IC

図9　起動素子内蔵PWM低待機電力電源 IC

　低消費電力 外部部品点数 少 MOSFET 内蔵 1
用 IC 開発 高

入力電圧 45V 任意 出力 得
小型 高効率 >85% DC-DC 実現

IC 主 特徴 次
（1） 　高耐圧 CDMOS 低消費電流
（2） 　広 入力電圧範囲 10 45V 絶対最大定格 50V
（3） 　低 抵抗 p MOSFET 内蔵 o ＝
1.5A

（4） 　各種保護回路内蔵 低電圧誤動作防止
過電流保護 式短絡保護 過熱保護

（5） 　待機機能 ENB端子＝H 待機電流<100 A
（6） 　発振周波数可変 ＝ 30 400 kHz
（7） 　小型 E-pad SOP-8 PDIP-8

　 電源 高効率化 軽負荷時 間欠制
御 損失 減 待機電力 削減 実現
擬似共振型 電源制御 IC FA5541 FA5542
開発 高耐圧厚膜 CMOS 採用
IC 低消費電流化 高耐圧起動素子 起動回路

内蔵 電源 部品点数 削減 可能
他 特徴 次

（1） 　 電流制御方式電流 部分共振制御
（2） 　最大周波数制限機能内蔵 typ 120 kHz 制限
（3） 　過負荷時遮断機能内蔵 FA5541
FA5542

（4） 　 過電圧遮断回路内蔵
（5） 　DIP-8 SOP-8 2 種類

　電子機器 待機電力 低減 高耐圧 起動素
子 内蔵 軽負荷時 発振周波数 低減
電源制御用 IC 主 特徴 次

（1） 　 方式 電源制御 IC
（2） 　起動後 遮断 500V 耐圧起動回路 内蔵
（3） 　高耐圧 CMOS 低消費電力化 実現
（4） 　3 種類 発振周波数
　 FA5526/36 130 kHz FA5527/37 100 kHz FA5528/ 
38 60 kHz

（5） 　過負荷 二次側過電流 遮断機能 内蔵
　 FA5526/27/28
　 FA5536/37/38
（6） 　低電圧誤動作防止回路 内蔵
（7） 　DIP-8 SOP-8 2 種類

半導体

関連論文：富士時報 2006.5 p.398-401
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　マイクロ電源

　次世代MOSFET

　自動車用 IGBTモジュール

図10　第二世代マイクロ電源（FB6831J）

図11　次世代MOSFETのサンプル

図12　自動車用 IGBTモジュール

　携帯電話 携帯型音楽
携帯機器 小型化 薄型化 要求 合 第二世

代 電源 FB6831J 開発
　 電源 従来 用途 応 側 選
定 制御 IC 一体化
小型化 部品点数削減 行 同時 LDO Low 

Drop Out 容易 扱 DC-DC
提供

　FB6831J 1 用途 同
期整流降圧 第一世代品 比較 電力
変換効率 90% 入力 3.6V 出力 1.8V out 200mA
高効率 維持 40%製品 削減 外形寸法
2.95mm× 2.40mm 厚 1mm 実現

　 家電製品 搭載
電源 薄型 高効率 低 非常

高 対応 高性能 使 両立
次世代MOSFET 開発 新開発

技術 擬平面接合 最適化 高
耐量 維持 抵抗性能 約 17%改善
型 MOSFET 世界最高 性能

実現 実機 放射
損失 改善 低 低損
失 電源 容易 構成 可能

貢献 商品 概
略仕様 次

 500V/20A/0.31Ω/TO-220 系
 600V/16A/0.47Ω/TO-220 系

　 自動車 燃料電池自動車 走行用
用 IGBT 産業用途

厳 信頼性 要求 専用 開発
開発期間 長期化 高 化 問題 富

士電機 定評 産業用 特徴 生
自動車 使用可能 信頼性性能 持 IGBT
開発 比較的短期間 製品化 手法 確

立 今回開発 製品 主 特徴 次
（1） 　定格 600V/400A
（2） 　小型 6個組 EconoPACK＋ 互換形状
（3） 　高信頼性 自動車搭載用
（4） 　 内蔵

半導体

関連論文：富士時報 2006.5 p.405-407
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　自動車用低オン抵抗パワーMOSFET 40Vシリーズ（2SK4068-32）

　自動車用小型大電流 IPS（F5052H）

　車載用小型圧力センサ IC

図13　自動車用低オン抵抗パワーMOSFET（2SK4068-32）

図14　自動車用小型大電流 IPS（F5052H）

　自動車用MOSFET MOSFET 系列化
進 近年 顧客要求 大電流化 低 抵抗

化 対応 構造 擬似平面
接合技術 改善 低 on gd 化 低 on 化 図

従来 高信頼性 高 耐圧 維持
40V MOSFET 系列拡充
　主 特徴 次
（1） 　 － 耐圧 40V
（2） 　 抵抗 5mΩtyp.
（3） 　 － 耐圧 ＋30V
（4） 　高信頼性

　富士電機 IPS 新規市場 制御用途
代替用途 大電流 使用可能

F5052H 開発 本製品 構造 用 低
抵抗 8mΩmax 出力段 MOSFET 制御

部 IC 構造 搭載面積
小型化 低 抵抗化 両立 主 特徴 次

（1） 　定格 35V/50A/8mΩ
（2） 　高放熱処理可能 小型 PSOP-12 採用
（3） 　各種保護機能 過熱保護 負荷短絡保護 出力段

MOSFET側 含 逆接保護
（4） 　高誘導性負荷 耐量 >800mJ

時破壊防止 並列接続時 分担可能

　環境意識 高 背景 四輪分野 採用
電子制御式燃料噴射 二輪分野 普及

見 始 伴 低価格化 進
一 圧力

同様 状況 今回 低価格化 要求 応
小型 EPROM 型圧力 IC

開発 主 特徴 次
（1） 　 面積 従来量産品比 70%化
（2） 　圧力 /出力電圧範囲 60 400 kPa/0.5 4.5 V
（3） 　出力誤差精度 1%FS 以下 25℃時点
（4） 　EMI 耐性 100V/m 1 1,000MHz
（5） 　EMC 耐性 JASOD00-87 ISO11452-2 ISO7637 準
拠

（6） 　 機能 過電圧保護機能 逆接保護機能内蔵

半導体

図15　 小型圧力センサ IC（左）と従来量産品（右）



　新年明
　富士電機 株式会社 客様 最大
満足 提供 企業 目指 快適商空間 創造

自動販売機関連 機器関連
関連 通貨機器関連 製品 提供

　 事業分野 一貫 品質
省 環境保護 持続可能 社会 実現
客様 通 社会貢献 技術 製品 開発 力
注

　業界 持 当社売上 半 以上 占
自動販売機 国内市場 成熟 量的拡大
質 向上 転換 必要 当社 自動販売機 客様
商品 進化 小売 手段 機能 品質 価格

最高 評価
多 課題解決 取 組

　誰 使
採用 多様化 商品 販売対応

機器 使 決済 集客
力 向上 目指 製品開発 進 一方 京
都議定書 目標期間 間近 控 CO2 使用 安全

冷却技術 省 一段 進
技術 開発 順次製品化 進

災害 停電 時 飲料 提供 利用者 募
金 協力 AED 自動体外式除細動器 装備

社会 貢献 自動販売機
客様 設置先 中身商品 購入 最終
高 評価

　 自動販売機 成人識別機能 技術開
発 終 本格稼動 準備 行 容器飲料

飲料 食品/物品 自動販売機 飲食
店 茶 清涼飲料 提供

機器 幅広 品 高 技術力

生 新 時代 求 自動化機器 機能 利便
性 追求 考
　 分野 客様

業界再編 業態多様化
動 激 当社 動 対応

STPP
店舗 設計 内装 設備 施工

保守 提案
商品 核 店舗全

体 省 図
空調 先進的 技術 開発
今後 積極的 継続 店舗設置

経済性 資源 有効利用 R
理解

施設内小規模店舗 採用 広
　通貨機器関連分野 非接触 IC 携帯電話
使 電子 小額 決済 一気
拡大 勢 見 現状 各 互

換性 当社 培
技術 決済 技術 通信技術

活用 共用 決済端末機器 付随 開
発 製品展開 加速 小型 高機能
高速処理 自動 銭機 開発 終 流通業界
現金管理 合理化 応 市場展開 期待
一方 遊技場向 完成 個別機
器 幅 広 機器事業 展開
行
　以上 事業分野 近況 本年 抱負 述

今後 面 客様 期待 応
本業 通 社会貢献 会社 目指

　本年 願

社会貢献と快適商空間の創造

宮崎　建男 　

富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役社長
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　当部門 快適商空間 創造 飲料
食品 流通 関連 機器 提供
事業 展開
　主力 飲料自動販売機 冷夏 飲料
自動販売機 需要 停滞 2006 年度上

期 4 9 月 業界出荷台数 前年同期比 92%
食品自動販売機 交通系

市場拡大 兆
　一方 機器

分野 小売 市場 縮小 影響 出
今後 店舗 需要増 期待

　富士電機 商空間 市場 特 小売 分野 動
利用者 生活者 応

顧客 経費 削減 新 事業展開
可能 商品 技術 開発 進 中 代表
的 概要 紹介
　缶 飲料自動販売機 地球温暖化係数

近 自然冷媒 CO2 冷媒
対応自動販売機 国 初 製品化 環境
適合 自動販売機 開発 進

化 進 本格的 普及 始
　一方 社会的役割 高 自動販売機 開発 進
停電時 飲料提供 行 内蔵式電源 災害救援型

自動販売機 募金活動 支援 可能 自動販売機
AED 自動体外式助細動器 搭載 自動販売機
開発 行 IT 適用 視界 妨

機 対応 高付加価値
特殊機 好評 博
　食品自動販売機 幅広 商品形状 対応
求 機種構成 性能 大幅 向上 新型汎用食
品自動販売機 FOOD-X 開発

冷凍商品 見 汎用VIEW自動販売機 業界
先駆 開発
　 自動販売機 飲料対応 大型液晶

採用 高付加価値機能 実現

　 自動販売機 成人識別機能 2008 年 本
格稼動 非接触 IC R/W 搭載
機能 実現
　 分野 主要 顧客

食 安心 安全 鮮度
追求 操業 低減 環境負荷低減 店
舗 省 積極的 取 組 取組
応 空調 店内給排気

開発
　 消費電力 10%削減
効果 可能 電子膨張弁応用 開発
　 商業施設内店舗 建築工事 工期
短縮 率 向上 低 化

推進協議会 表彰 受 今後
環境 意識 店舗建築 期待

　通貨 機器 分野 紙幣 硬貨 識別性能
向上 技術開発 継続的 進 近年

入金 金額計数 出金 自動化 銭機
開発 流通分野 導入 加速
　一方 電子 交通系 Felica 技術
非接触 IC 携帯電話機 利用 急速 広
富士電機 得意 技術

技術 生 電子 決済端末
機 市場 送 出
　今後 電子 連携

各種 拡大 予想 後払 方式
QUICPay 対応決済端末 決済対応
新 対応 端末 開

発 進
　以上 当部門 市場 開発 概要 述 今後
顧客 利用者 社会 環境 人 優 商
品作 快適 商空間創 努 所存

流通機器システム

自動販売機

フードサービス機器

通貨・カード機器

店舗設備機器
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　災害救援型自動販売機

　成人識別機能付きたばこ自動販売機

　新型汎用食品自動販売機「FOOD-X」

図１　災害救援型自動販売機用電源

New
Tobacco
Style!

図2　成人識別対応たばこ自動販売機

図3　新型汎用食品自動販売機 FOOD-X

　富士電機 2005 年 災害 停電時 自動
販売機 飲料供給 可能 災害救援型自動販売機
製品化 2006 年 自動販売機専用 新電源装置
開発 電源 搭載 災害救援型自動販売機 製

品化 特徴 次
（1） 　電源装置 －水素電池 採用

小型化 自動販売機本体 内蔵 設置
先 条件 屋内設置 屋外使用 可能

電池 交換寿命 点 鉛電池 1.5 倍 長寿
命化 実現

（2） 　 －水素電池 鉛 有害物質 使用
自動販売機 有害物質削減方針 合

環境 優 設計

　 自動販売機 TIOJ 日本 協会 全協
全国 販売共同組合連合会 JVMA 日本自動販売
機工業会 3団体 成人識別機能 導入 決定
規格化 開発 進
　成人 判別 IC 採用

読 込 非接触式 IC R/W 搭
載 利便性 上 方式 電子

機能 通信機能 有 電子 機
能 搭載
高 機能 要求 具現化 他社
先 開発 完了 富士電機 2008 年
一斉稼動 向 2006 年 8 月 成人識別機能 搭
載 新規 自動販売機 量産 開始

　汎用食品自動販売機 形状 異
幅広 商品群 対象 高 搬出信頼性 求

設置場所 拡大 図 小型機 需要
広 市場要求 応 新型汎用食品自
動販売機 FOOD-X 開発
　主 特徴 以下
（1） 　設置 本体幅 824mm 小型機

効率 上 本体幅 999mm 大型機 2機種構成
（2） 　新規開発 商品搬出機構 商品搬送機構 組合

汎用性 信頼性 向上
（3） 　販売時間 従来機 20 秒 9 秒 短縮
（4） 　 機構 商品 優 取出口 搬送
（5） 　12 対 商品 搬出完了 確実 検知

自動販売機
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　冷凍汎用VIEW自動販売機

　新型ローハイト自動販売機

　高付加価値カップ自動販売機

図4　冷凍汎用VIEW自動販売機

図5　新型ローハイト自動販売機

図6　高付加価値カップ自動販売機

　従来 冷凍系自動販売機 販売 商品 自動販売
機専用 販売 合 専用化

近年 販売商品 多様化 伴 市販 商
品 販売可能 冷凍系 業界初 汎用VIEW
自動販売機 開発 主 特徴 次
（1） 　販売商品 多様化 対応 横置

採用 交換 容易化
数可変 間仕切 設定構造

（2） 　 不要 VIEW型
採用

（3） 　 感 横一列型操作部 視認性
新型 押 採用

（4） 　商品 優 搬送 冷凍庫内搬送機構

　大型店舗 中心部 駅構内 視界
妨 設置可能 短身型自動販売機 構造 一

新 人目 引 操作性 向上 図 新型
自動販売機 開発 特徴 次

（1） 　 部 R形
状化 見 目 優  

（2） 　全周 覆 構造化
（3） 　 投入 返却 紙幣 挿入 操作

有 対応
（4） 　商品搬出時 取出口扉 自動開閉
（5） 　 庫内 最適運転化 省
（6） 　新五重 搭載
（7） 　 内部 奥行設定可変 下 POP装
備

　2005 年 一般
機能 飲口付 自動装着 販売時間短縮
一新 新 機 市場展開 2006 年
高付加価値機能 追加 合 多様 機
種 展開 図
　主 特徴 次
（1） 　 飲料 氷 微細化 機能 搭載 食感
味覚 向上

（2） 　 自動装着機能 搭載 飲料 高級感
高売価飲料 実現

（3） 　大型液晶 商品選択 消費者
集客力 向上

自動販売機
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フードサービス機器

　自動販売機搭載用硬貨識別装置

通貨・カード機器

POS・クレジット端末接続用端末 自動販売機用端末

　新型自動給茶機「Eco茶友」

　QUICPay 対応決済端末機器

図7　新型自動給茶機 Eco茶友

図8　POS・クレジット端末接続用端末と自動販売機用端末

図9　自動販売機搭載用硬貨識別装置（FMVT451）

　給茶機 食堂 中心 展開
現在 小規模 待合室 設置

今回 環境 斬新
追求 自動給茶機 Eco

茶友 開発 主 特徴 次
（1） 　 扉 飲料

一目 分 大型 採用
（2） 　丸型 高輝度 LED 採用 飲料

赤 飲料 青 選択 分
（3） 　 部 運転制御 効率化 省 運
転制御 従来比 約30% 省 達成

（4） 　排水 忘 防止機構
化 採用 取扱 性 向上

　 後払 方式 非接触 IC 決済
QUICPay 対応 POS 端末接続用

端末 自動販売機用端末 開発 主 特徴 以下 紹
介
（1） 　制御部 接客部 分離構造 小型 省 実現
（2） 　接客部 多色発光 LED 音 蛍光表示管

採用 分 実現
（3） 　不正利用防止 保護 高度

機能 実装
（4） 　複数 非接触 IC 決済 搭載可能

/ 実現
（5） 　独自 RF技術 高性能 搭載

　最近 自動販売機 代表 販売
価格 多様 以前 比 入
出金硬貨 飛躍的 多 自動販売機 増加
自動販売機 人材確保面 誰 容易
扱 望 要望

応 次 特徴 有 製品 新規開発 行
（1） 　市場返却品 解析 構造 部品 徹底
的 仕様 見直 品質 信頼性 向上

（2） 　 開閉機構 見直
文字 視認性 取扱 性 向上

（3） 　機能設定 簡易操作 装備
（4） 　自動販売機制御部 連携 発生時
日時 動作 記憶 故障解析 容易
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通貨・カード機器

　デシカント空調システム

店舗事務所 景品カウンター

コンソール

音声ユニット

サーバ
プリンタ

運用端末

島 島
台コントローラ 台コントローラ

ホール

島コントローラ

店舗設備機器

電子膨張弁応用システム

ショーケース制御情報

ショーケースシステム
コントローラ

電子膨張弁制御
スレーブ

電子膨張弁

ショーケースコントローラ
（Rマイコンコントローラ）

低圧圧力設定制御
冷凍機制御情報

冷凍・冷蔵ショーケース

冷凍機

　ホールコンピュータシステム「FViBe システム」

　電子膨張弁応用システム

デシカントエアを店内へ供給

給気口

給気ダクト

ハイブリットデシカント空調ユニット
①除湿ロータとプリクーラの
　ハイブリット化
②ショーケース排熱の利用

平行副流方式ブリーズライン

給気口ダクト断面
分流板

遅い 遅い
負圧

縮流→直進性向上

店内空間をゾーン化し，
温度場・湿度場の最適化

デシカント空調ユニット

新開発給排気システム

オール電化対応デシカント空調ユニット
①低温再生可能な新開発除湿ロータの採用
②ヒートポンプ内蔵によりオール電化対応

速い

図10　FViBe システムの全体イメージ

図11　電子膨張弁応用システム構成

図12　デシカント空調ユニットと店内給排気システム

　 統合化 設備機
器全般 同一 統一 化 需
要 高 効率化向上 求
今回 課題 対応 経営管理 行

FViBe 開発 主 特徴 次

（1） 　同一 管理 分析
店舗 経営状況分析 機種

分析 稼動比較 売上 比較 機能 実装
（2） 　項目名称 使 慣 変更 機能 最大
3種類 帳票 作成 柔軟性 実現

（3） 　不正 誤作動抑止 高度
機能 実装

　近年 地球環境問題
対応 脱 省 推進 要請
今回 対応 電子膨張弁応用 開

発 主 特徴 次
（1） 　 本体 電子膨張弁利用 使用
冷媒 多様化 対応 加 新開発 流量制御式 温
調制御 低過熱度維持制御 冷却効率 改善

（2） 　従来 冷凍機低圧圧力制御 V  
新 流量制御式 温調制御 対応

冷凍機低圧圧力 設定制御機能 開発 結果 従来
比 年間消費電力 10%削減可能

（3） 　本 適用 庫内温度 高
精度管理 実現

　近年 要冷 設置 食品
中心 店内空間 環境改善 店舗全

体 省 高 今回 大量
外気 導入 店内 温湿度 効率的 制御

空調 店内給排気
開発 主 特徴 次

（1） 　店舗内 最適 供給 温度場 湿
度場改善 可能 新給排気

（2） 　除湿 組合 除湿性能 向上
温湿度制御 可能 排熱

利用 空調
（3） 　新開発 低温再生可能 除湿
内蔵 電化対応 空調



　新年明

　富士電機 研究開発機能 統合 生

富士電機 株式会社 設立以来 3

年 経過 2003 2005 年度 中期経営計画

研究開発 強化推進 新製品 新事業 創出 大

柱 掲 間 事業 貢献 技術

開発 研究開発 高 技術 挑戦

方針 研究開発 取 組 研究

開発 選択 集中 技術開発 傾

斜的配分 進 成果 出始

　2006 2008 年度 新 中期経営計画 売上高 1

兆円以上 営業利益率 7% 目指 新中期

経営計画 達成 拡大 強化機種 新製品

投入 売上 拡大 利益率 大 課題

新製品 投入 確実 富士電機

株式会社 研究所 部 横断

形式 開発 取 組

事業会社 開発部門 一体 取組 強化

収益率 向上 強 差別化技術

確立 求 先 中期経営計画時 方

針 技術力 強化 加 高 技術 挑戦

進 技術力強化 要諦 技術者 増強 育

成 数的 増強 進 新人 実務技術

力強化 中級 上級技術者 研究開発

育成 取 組 仕組

技術 技術

技術 技術 組込

技術 生産技術 構築

開発 差別化技術 強化 推進

　生産技術 研究 開発 製造技術 製品化 量

産化 進 富士電機

株式会社 生産技術 設立 新

中期経営計画 積極的 増強 電

子 技術 半導体 磁気記録媒体 有

機EL 統合 電子 技術 設立

技術 技術 追求

燃料電池 環境技術 統合 環境技術 新

設立 機械系 電気系 統合

制御 含

力強化 開発能力 向上 進

　一方 継続的 成長 技術力 向上 支 基

礎研究 充実 不可欠 社会科学的 視点

創出 取組 含 特徴 基礎研究 取組 強化

　新規事業 太陽電池 量産化技術開発 高効

率化開発 取 組 燃料電池 酸形

燃料電池 事業化 挑戦 固体高分子形

燃料電池 高 技術目標 4万時間 寿命

目指 信頼性開発 低減 大幅

開発 着実 進 有機EL

方式 低消費電力化 進

事業化 目指

　2006 年度 中期経営計画 研究開発 新事

業 新製品 創出 大 柱 高収益 目指

強 差別化技術製品 創造 問

富士電機 支 強固 技術創造集団 富士

電機 株式会社 作 上

考 製品開発 貢献

富士電機 技術 関 業界No.1

技術力 確立 邁進 所存

業界No.1 のコア技術創造集団の構築

原嶋　孝一 　

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



展　望

富士時報

技術開発・生産技術

電子デバイス

パワーエレクトロニクス

メカトロニクス・センサ

情報・通信制御

環境・エネルギー

解析技術

材料技術

生産技術

　富士電機 株式会社 富士電
機 研究開発専門会社 技術強化 差
別化 新商品 市場投入 加速 新 中期研究開
発計画 達成 製品化開発 中期的 視野
立 研究開発 行
　電子 分野 車載用 IC ESD 
Electro Static Discharge 耐量 30 kV以上 pn
内蔵 CMOS IC 開発 携帯

機器用 電源 小型化
技術 待機時 消費電力 15 A 以下 新制御
方式 開発 半導体 耐圧 660V
抵抗 20mΩ cm2 埋込 型超接合

1,200V 耐圧 逆阻止 IGBT 用 新 分離層形成
技術 開発 次世代 材料

SiC U 溝構造 MOSFET 開発 良好
FET特性 得 磁気記録媒体 500Gbits/in2 目
指 垂直磁気記録媒体 高記録密度化技術 次世代技術

研究 推進 有機 EL
色変換方式 CCM 技術 進展 携帯機器

適用 低消費電力化 実現
　 分野 情報 通信機器向

電源 従来比 1.5 倍 高電力密度
化 実現 共振型電源 高効率化技術

伝導 高精度 技術 開発
関 立上 時間

短縮化 自動設定技術 開発
　 分野 缶自動販売機 脱

省 化 寄与 加熱技術
売場環境 快適性 向上 空調

吹出 制御技術 金銭処理機 機構 制御部 開発期
間 短縮 機構動作解析 開発 液体
窒素冷却 代替 狙 冷凍機
発生振動 従来比 1/2 低減 半導体製造装置 電子顕
微鏡 適用 可能 次世代 技術

MEMS技術 応用 小型 高感度
研究 推進

　情報 通信制御分野 PID 調整工数
削減 可能 最適化手法 応用 調整 開発

機器組込 開発 品質確保 開
発期間短縮 行 要求仕様管理手法 組込

技術 開発
　環境 分野 食品廃棄物用 発酵

菌数予測制御 負荷上昇制御 組 合
無人運転技術 開発 現在 学校給食残渣
0.4 /日 処理 取 出

無人 実証運転 実施 酸
形燃料電池 熊本県北部浄化 向 100 kW
燃料電池発電装置× 4台 出荷 下水消化 燃料

利用可能 独自 不純物除去技術 確立

　解析技術分野 低圧遮断器 耐電圧性能向上 図
遮断時 流解析技術 低圧遮断器 筐

体 強度向上 成形品 強度
解析技術 確立 大容量 自動販売
機 冷却装置 小型化 念頭 超臨界状態 二
酸化炭素冷媒 用 小型熱交換器 数値解析技術 開発

半導体素子 欠陥解析 放射光施設 SPring-8
利用 独自 解析手法 空間分解能 0.5 m 三

次元画像 得 成功 有機薄膜 解析技術
磁気記録媒体 潤滑剤 nm 薄膜
分子量 分布状態 評価 技術 開発 特性 向上 貢
献
　材料技術分野 WEEE&RoHS 指令 対応 配電
機器用熱可塑性樹脂 化 反応型

難燃剤 用 樹脂加工技術 開発

　生産技術分野 発電機 付
部 品質向上 欠陥 短時間 高精度 検出
自動超音波探査装置 開発

品 製造品質 向上
鋳造 金型方案 最適化技術

確立
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　高ESD耐量車載用パワー IC

縦型PNダイオード
（ESD保護ダイオード）

中耐圧
NMOS

中耐圧
PMOS

低耐圧
NMOS

低耐圧
PMOS

ツェナー
ダイオード

nウェル

nオフセット

n

pウェル pウェル pウェル pウェル

pエピタキシャル層
p+基板

IN サージ
吸収回路

VB V OM

INn

OUT

OUTn

n+ n+ n+ n+ n+n+p+ p+ p+ p+ p+

レベルシフト
回路

入力回路 出力回路1 1

　高耐圧 -逆阻止 IGBT向けの新分離層形成プロセス

　低オン抵抗SJ-MOSFET

図１　断面構造と車載ECU用パワー ICの回路ブロック図

活性領域

p+分離層

ガードリング

コ
レ
ク
タ
電
流
（
A
）

コレクタ－エミッタ間電圧（V）

T j ＝25℃

0－2,000 2,000

－5.0×10－4

－1.0×10－3

0

5.0×10－4

1.0×10－3

図2　試作した1,200V新型逆阻止 IGBTとその双方向特性

エッジ 活性部
B＋

イオン注入

表面MOS形成

（a）製造プロセス （b）トレンチ埋込み後SEM写真

p n p n p n p

p n p n p n p

図3　トレンチ埋込型SJ-MOSFET製造プロセス

　車載用 IC
25 kV 以上 ESD Electro Static Discharge 耐量 要
求 富士電機 ESD保護用縦型 pn
内蔵 IC 自身 ESD 耐量 確保 図

ESD保護用外付 部品 不要 実装面
積 大幅縮小 可能 内蔵 pn 次
特性 重要

 対象 保護 耐圧制御
 逆 時 動作抵抗 小
 高電流領域 負性抵抗 示
　 考慮 構造 不純物濃度 最適化 図

ESD 耐量 30 kV 以上 330 pF/2 kΩ pn
内蔵 車載 ECU Electronic Control Unit 用

40V-CMOS IC 実現

　逆阻止 IGBT 出現 AC-AC直接変換
実用化 始 現行 逆

阻止 IGBT 高温 長時間 熱拡散 深 分離拡
散層 形成 逆阻止能 実現 熱拡散方式

熱処理時間増加 将来 高耐圧化 困難

　富士電機 劇的 熱処理時間削減
裏面 表面 位置 対応 V字溝 形
成 側壁 側壁 注入/

p＋分離拡散層 形成 新 分離層形成
技術 開発 1,200V 耐圧 逆阻止

IGBT 試作 逆阻止能 確認
　本方式 将来的 逆阻止 IGBT 高耐圧化
可能

　次世代MOSFET 超接合 SJ Super Junction - 

MOSFET 開発 行
性能限界 超 高耐圧 低 抵抗

両立 構造 富士電機 n型 基
板 深 形成 内部 p型

成長 埋 戻 方式 用 SJ-MOSFET
開発 行 今回作製 SJ-MOSFET

構造部 p型不純物 注入 2005 年度
比較 150V 以上耐圧 改善

耐圧 660V 抵抗 20mΩ cm2 特性 達成

　今後 技術 高耐圧 低 抵抗 SJ-

MOSFET 低 作製 可能

電子デバイス
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　第二世代垂直磁気記録媒体

　パターンドメディア

　SiC デバイス技術

ディスクリートトラック
メディア（DTM）

ビットパターンド
メディア（BPM）

磁気ヘッド 磁性体

（a）パターンドメディアの説明

（b）磁性層加工例（エッチングデモデータ：社外提供）

磁気ヘッド 磁性体

図5　パターンドメディアの説明と磁性層加工例
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図6　UMOSFET I-V 特性

　富士電機 2006 年 6 月 垂直磁気記録媒体 量産
開始 製品 独自 開発
構造 有 磁性層 微細構造 結晶配向制御技術
生 第一世代垂直磁気記録媒体 量産移管
伴 研究開発 主眼 第二世代 構成検討 移行
第二世代垂直磁気記録媒体 500Gbits/in2 現在

数倍 高記録密度 拡張可能 新規構造 採
入 通常 関係 記録 長期
安定性 記録容易性 両立 予定

垂直磁気記録媒体 欠 軟磁性裏打 層 現在
50 nm 薄膜化 薄膜化 目指 新
規材料 開発 進 初期検討 結果 第二世代垂
直磁気記録媒体 優 特性 得 確認

　 高記録密度化 記録
高密度化 間干渉 増大 磁性粒子

微細化 熱揺 問題 磁性層
微細加工 記録 間 分離 記録
分離 開発 行 記録

間 分離 間干渉 低減 図
記録 分離 磁性粒子 微細化

抑制 熱安定性 高
　2006 年度 磁性層加工技術 凹凸 上
保護膜形成技術 確立 2008 年 12 月 記録
分離 500Gbits/in2 以上 2010 年 12 月 記録
分離 1Tbits/in2 試作完了 目指

　SiC Si 比較 3 倍程度 約
10 倍 破壊電界強度 優 物性 有 高耐圧
高温動作 低 抵抗 実現 次世代 材
料 有望視 現在 SiC 素
子 U溝構造MOSFET 開発 行
　図 試作 素子 特性 示 良好 FET動
作 得
　 課題 耐圧 歩留 影響

欠陥 解明 欠陥削減 素子 大面積化
移動度 向上 挙 高品質 技術

欠陥削減 SiC 特殊方位面利用 移動
度 向上 解決 UMOSFET 素子 大
電流化 高耐圧化 進

電子デバイス

200Gbits/in2

300Gbits/in2

30nm

図4　 垂直磁気記録媒体の平面TEM像とビットサイズの 
イメージ
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電子デバイス

　PFM制御マイクロ電源

効
率
η
（
％
）

出力電流　　（A）I out
0.10.050 0.15 0.2

60

50

40

70

80

90

100

新規開発品（PFM制御）
富士電機従来品（PWM制御）

＝3.6V/1.8V/Vin Vout

　第二世代マイクロ電源用インダクタ

　パルスYAGレーザによるCu/CuMo溶接技術

図7　マイクロ電源の効率

表面

裏面

図8　インダクタ（表面および裏面）

YAGレーザ

溶融・
再凝固Cu

溶融・再凝固Cu

溶融・
再凝固Cu

溶融・
再凝固Mo

溶融・再凝固Mo

接合界面

Cu

CuMo

Mo

0.5mm

A

1　m

30　m

図9　Cu/CuMo溶接部の接合状態

　携帯機器向 DC-DC 富士電機
専用制御 IC 一体化 小型化 図

電源 開発
　携帯機器向 用途 待機時間 電池寿命向上

軽負荷時 高効率化 求 今回 富士電機
高効率 超低消費電流 電源 開発 出

力電圧 制御方式 全出力電流範囲 固定 時間
PFM Pulse Frequency Modulation 制御 同期整
流素子 逆流防止回路 方式 採用

制御回路構成 簡単化 図
2.95mm × 2.4mm 高 1.0mm

SON-10 静止電流 15 A 以下 超低消費電
流化 10mA以下 軽負荷領域 85%以上 高
効率化 実現

　第二世代 電源 2.95mm
× 2.4mm 高 1.0mm 従来品 3.5mm
× 3.5mm 対 大幅 小型化 実現 面積比
57.8% 電源 IC 実装方式 従来

FCB 方式 低
方式 変更 長 最適化
向上 導体 厚

膜化 直流抵抗 低減 実現 施策
小型化 実現 同時 1.3 H

出力電流 300mA時 直流抵抗 0.1Ω 実現 電源
最大電源効率 約 90% 入力電圧 3.6V 出力電圧

1.8V 時 高

　富士電機 電子回路部品 用 銅配線 銅 -

焼結体 CuMo 材 接合 YAG
用 溶接技術 確立 銅 低電気抵抗材

配線材料 多用 熱膨張係数 大
冷熱繰返 環境下 接合界面 熱

問題 層 低電気抵抗
低熱抵抗 低熱膨張係数 特徴 CuMo 用
有効 Cu CuMo 熱伝導

Mo 融点 高 2,620℃ 溶接 困難
　 YAG 用 溶接 溶融 再凝固
Cu Mo 接合界面 TEM解析 結果 接合界面

空 認 原子 接
合 達成 確認 今後 大容量配線部
材 適用検討 進
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電子デバイス

　大容量電力変換装置向け第五世代DDC

パワーエレクトロニクス

　低消費電力 PM-OLEDパネル

　フロントエンド電源の高電力密度化技術

ベースボード

ローカルボード

図10　2.8 型 QVGA PM駆動フルカラー有機ELパネル

図11　3kW通信用フロントエンド電源

図12　第五世代DDC（ベースボードとローカルボード）

　富士電機 色変換 CCM 方式 採用 長寿命
高品質 加 携帯機器 適用 目指 低消費電力 次
世代 開発 CCM方式

発光部 色変換部 材料 構造 独立 開発 設計
利点 発光部 技

術 膜厚 光学干渉制御技術 色変換部 新規高効
率薄膜 CCM技術 開発 全体 駆動 IC 低
消費電力化 配線抵抗 低減 進
駆動 携帯電話 視野 入

消費電力 低減
　今後 有機EL層 材料開発 特 光発光材料 導
入 電子 注入特性 左右 電極界面層 構成
改善 低消費電力化 進 考

　商用 交流電圧 情報 通信用機器 供給
必要 直流電圧 DC48V 変換 電
源 設置 削減 消費電力低減 高電力
密度化 高効率化 求 今回 2kW出力
従来製品 同外形寸法 3kW出力 高電力密度化 効
率 1.8% 向上 電源適用技術 開発

回路構成 入力電流 高調波 低減 PFC回路
AC-DC 変換部 : 定格時力率 0.999 実現 絶縁機能 有
DC-DC 変換部 成 PFC 回路 新 半導

体素子 SiC 適用
損失 大幅 低減 熱 流体

活用 装置内 冷却構造 改
善 1.5 倍 高電力密度化技術 確立

　RISC 浮動小数点型DSP 搭載 産業用電力変換装
置向 第五世代DDC Direct Digital Control 開発
　第五世代DDC 伝送 結合

構成 電力変換装置 規模
応 伝送 追加接続

個別対応向 中容量 大容量 産業用電力
変換装置 柔軟 対応 特徴
　回路集積化技術 駆使 従来複数
基板 分 I/O 機能 RAS 機能

集約 高信頼 小型化 図

　 2005 年度 開発 CAD形式 設
計 自動生成 表記

作成 開発効率 可視性 高
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　共振型電源の高効率化技術

M-Power 2Aシリーズ
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流
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圧
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補
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　インバータの伝導ノイズシミュレーション

　次世代サーボ制御技術

図13　共振型電源回路構成
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図14　雑音端子電圧の定量推定例
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図15　共振抑制フィルタの効果

　 構成 共振型電源 直流入力電
圧 広範囲 場合 高効率化技術 開発 共振型電源
変換効率 素子 50% 制御

場合 最 高 機能 有 高価
高耐圧 IC 必要 開発 技術

FET Q1 安価 低耐圧 IC 幅
制御 絶縁 補助巻線電圧 検出

FET Q2 時間 Q1 同
制御 結果 変換効率 92% 達 Q2

直接補助巻線 駆動 場合 比 安価 小信号部品
追加 3% 効率向上 可能 技術 富

士電機 製品化 電源用
M-Power2A 適用予定

　近年 素子 高速化 伴
発生 伝導 大 問題 国際的
法規制 広 低 化 対
要求 高 伝導 擬似電源回路網 LISN
測定端子間電圧 雑音端子電圧 規制 150 kHz
30MHz 伝搬 解明 対策方法
関 検討 進 雑音端子電圧 定

量的 推定 手法 確立
　今回開発 伝導

雑音端子電圧 定量的 推定 特徴
使用部品 測定器 含
複雑 構築 雑音端子電圧 広帯域
＋－ 6 dB 精度 推定 技術 確立

　 適用 電子部品実装装置 半導体
製造装置 年々高速化 立上 時間 短縮化 要求 高

要求 応 独自
共振抑制 制振制御 関

自動設定機能 開発
　主 特徴 次
（1） 　制御系 組 込 共振抑制

自動調整 機械共振 変動
速 追従可能

（2） 　機械系 反共振周波数 高精度 計測 制振制御
学習 自動調整可能

　本機能 専門知識 時間 必要
立上 短時間 高精度 行

パワーエレクトロニクス
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図16　低振動パルスチューブ冷凍機

図17　自動販売機

図18　複数ポンプの最適制御の概要

　低振動パルスチューブ冷凍機

　一定速圧縮機での自動販売機ヒートポンプ加熱技術

　金銭処理機における動作解析技術

振分け

センサ
収納

識別

入金
センサ信号入力 駆動信号出力

制御モデル

信号波形

　富士電機 冷凍機 2004 年 発売
今回 半導体製造装置 電子顕微鏡 液体窒素

冷却 代替向 発生振動 低減 低振動
冷凍機 開発

　 冷凍機 膨張部 機械的 可動部
冷凍機 GM 冷凍

機 他 冷凍機 比較 高 信頼性 確保 唯
一 可動部 圧縮機
支持部 設計 改良 剛性 強化 対向
往復動作 可動部 直線性 改善 発生力 従来

約 1/2 0.66N 2.5W at 70K 低減 冷凍機
主 仕様 冷凍出力 2.5W at 70K 消費電力 100W

質量 約 10 kg 設計寿命 50,000 時間

　瓶 缶自動販売機 脱 省 化 狙
自然冷媒 CO2 適用 式
加熱技術 開発 今回 増加
図 省略 一定速圧縮機 用

加熱技術 開発 行 一定速圧縮機 回
転数制御 式 比 運転効率
低下 消費電力量 増加 運転効率 低下
補 圧縮機断熱 回路 冷却回路
切 替 庫外熱 低減 熱

交換器形状 風量制御 交換熱量 最大化
結果 断熱 気密強化 加 従来 自動販売機
比較 消費電力量 40%削減 可能

　開発期間 短縮 品質向上 向 上
仮想機構 用 機構動作 検証 行 試 富士電機
各分野 行 現在 高速 高精度 機
構制御 必要 金銭処理機 対象 仮想機構
制御 連携 機構動作 紙幣挙動 検証 設
計 開発中 特徴 次
（1） 　動特性 考慮 機構部品

屈曲搬送 対応 紙幣
構築 実機同等 動作解析 可能

（2） 　機構部品 化 装置
搬送 収納 化 容易

（3） 　制御 把握 容易 制御
作業 容易化

メカトロニクス・センサ

図18　機構動作解析ツールの構成
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情報・通信制御

　スーパーマーケット向け空調吹出し制御技術

風量拡散促進機構
（蛇行流路＋整流流路）

空気

暖気 冷気

30℃

20℃

10℃

ショーケース
スーパーマーケット売場環境改善実施例

気流拡散抑制機構（3層構造）

　高感度ジャイロセンサ

　PIDコントローラの最も近い安定限界までの余裕の計算方法

調整現場でのニーズ

解決策

ゲイン

時定数（微分）

時定数（積分）

調整したパラメータは
どの程度安定なのか？

安定と不安定の
境界を表す面

大幅な調整工数削減
安全・安心なPIDコントローラの調整

不安定な領域安定な領域

あとどの程度パラメー
タを安定に調整できる
のか？

これまでの調整ノウハウ，
シミュレーションで検討
できるが，工数がかかっ
てしまう。

調整したパラメータ 調整したパラメータの安定
余裕を短時間に計算

メカトロニクス・センサ

　 売場環境 快適性向上 狙 冷
凍 冷蔵 周辺 寒
解消 目的 新構造 空調吹出 口 開発
空調吹出 口 少 風量 床面 気流 到達

買物客 不快感 寒 解消
対 悪影響 熱負荷 増加 最

小限 抑 特徴 次
（1） 　3 層構造 吹出 口 風速 異 気流 吹 出
気流 拡散 抑制 縮流効果 発生 気流
到達距離 向上

（2） 　偏流 抑制 蛇行流路 整流流路構造 組 合
吹出 内部 風量 解消 2m長 吹

出口 面 風速分布 均一性 向上

　MEMS Micro Electro Mechanical Systems 技術 利
用 加速度 角速度計 慣性 自動車 姿
勢制御 手 防止機能 機器 広
使用 2006 年現在 約 700 億円 市場規模

今後 多軸化 異種 複合化
携帯機器 適用 市場 拡大 予

測 小型化 低消費電力化 高精度
化 技術 必要
　富士電機 携帯機器 応用 踏 MEMS振
動 角速度 高感度化 目指 開発
進
　図 示 構造体 振動体 基礎研究

SOI 基板 用 作製

　PID 調整現場 調整
程度安定 程度 調整
知 調整方

法 経験者 膨大 実施
試行錯誤的 方法 頼 得 調整工数 膨

大 問題 対 最適化手法 応用
例 程度 上 時定数
小 安定余裕 短時
間 計算 手法 開発 大幅 調整工数
削減 可能 安定余裕 計算

安全 安心 PID 調整 可能
現在 開発 手法 化 今後 調整現場

展開 予定

図19　スーパーマーケット向け新型空調吹出し口

図20　MEMS振動体のSEM像

図21　PIDコントローラのパラメータの安定余裕計算法
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　熊本県北部浄化センター向けりん酸形燃料電池発電装置

ソフトウェア要求仕様管理手法
組込みソフトウェア開発技術

機器B

組込みソフトウェアプラットフォーム

部品部品

部品部品

部品部品

カスタマイズ

機能強化
プログラム保護
セキュリティ

目的：ソフトウェアの品質確保と開発期間短縮
原理：要求分析段階で，抽出した試験仕様をも
　　　とに要求仕様を充実させて，手戻りを少
　　　なくする。
　　　部品化設計，機能強化により，プラット
　　　フォームの再利用効率を高める。

要求分析 要求管理環境

①抽出

②レビュー

③フィード
　バック

製品適用

パワーエレクトロニクス
　関連機器
通貨関連機器など

機器組込み共通ソフトウェア技術

要求仕様

試験仕様

設計

製作

試験 機器C機器A

環境・エネルギー

　組込みソフトウェア開発技術（開発効率向上技術）

　給食残渣メタン発酵パイロットプラントの実証運転

図22　組込みソフトウェア開発技術

図23　給食生ごみメタン発酵パイロットプラント

図24　燃料電池発電装置の設置状況

情報・通信制御

　機器組込 開発規模 増大 伴 品
質確保 開発期間短縮 大 課題
課題解決 向 以下 二 面 取組 行

（1） 　要求仕様管理手法 : 上流工程 要求仕様書 試験仕
様書 抽出 顧客要求 現
非機能要件 異常処理 性能 抜 低減

要求管理環境 構築
（2） 　機器組込 共通 技術 : 部品化設計

容易 再利用効率 高
保護機能 機能 強化

組込 構築
　本手法 関連機器 通貨関連機
器 開発 適用 品質向上 開発期間短縮 図

　千葉県市原市 学校給食残渣 0.4 /日
発酵 取 出

富士電機 千葉工場内 稼動中 菌 高密度化
最適 環境 自動管理 従来 3倍以上 処理
速度 達成 2年以上 安定運転 継続
　 給食残渣 投入 停止 再度立
上 場合 廃液処理 負荷調整 熟練 運転
員 管理 必要 無人化 困難 2006 年度
経験者 運転 発酵 菌数
予測制御 廃液処理 負荷上昇制御

組 込 無人化 進 実証運転 行
今後 削減 進

普及 貢献

　現在 酸形燃料電池発電装置 早期事業化 向
市場開拓 取 組 酸形燃
料電池 下水処理過程 発生 消化 原料
効率 発電 燃料電池 排熱
消化槽 加温 汚泥 減容化 有効利用
下水浄化 今後有望 市場 消化 中
数百 ppm 硫化水素 不純物
多 含 不純物 高精度 取 除 技

術 確立
　2006 年 9 月 熊本県北部浄化 向 100 kW燃
料電池発電装置× 4台 出荷 10 11 月 現地調整試験
実施 後本格稼動 開始 今後 経験
生 日本全国 下水浄化 導入 推進

計画
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環境・エネルギー

　有機超薄膜の分析・解析技術

超高温ガス炉
水素製造プラント

原子炉
圧力容器

炉心

590℃
950℃

解析技術

デバイス

水平断面
トポ像

垂直断面
トポ像

SD1P
マイクロ
ビームX線

V-slit

検出器

（a）測定方法 （b）SiCらせん転位の解析結果

（
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m
y

（
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m
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SD2SD3

　実用超高温ガス炉技術

　SPring-8による結晶欠陥の三次元画像解析技術

二次イオン

一次
イオン

検出器

試料

イ
オ
ン
強
度

分子量

（a）二次イオン質量
　 　分析計原理

（b）潤滑剤のマススペクトル

図25　原子炉概念

図26　測定方法とSiC らせん転位の解析結果

図27　二次イオン質量分析計原理と潤滑剤のマススペクトル

　超高温 炉 VHTR 水素製造 適用
狙 近年世界的 開発 加速 特 米国
2006 年 7 月 次世代原子力 NGNP

VHTR 予備概念設計 公募 3 選定 国
内 日本原子力研究開発機構 JAEA 2015 年頃
目指 高温工学試験研究炉 HTTR 水素製造設備
接続 実証計画 進 富士電機 2005 年度
JAEA VHTR原子炉 共同研究 開始 新
型燃料体 高性能炉心 成立見通 確認
原子炉概念 具体化 進 富士電機 米国
GA社 設計 一員 米国NGNP 予備概念
設計 参画 今後 活動 通 将
来 VHTR 実用化 目指

　半導体素子 結晶欠陥 解析 三次元 3D X
線 開発 図（a） 示

X線 φ 1 2 m 試料結晶 透過 回
折 X線 強度 特殊 微細 V-slit 通
測定 1 点 P 回折光 観測

試料 3D
得 空間分解能 0.5 m 図（b） SiC
測定結果 水平断面 像 転位

SD1 SD2 SD3 観測 SD2 垂直断面 像
転位線 /基板界面 破線 貫通 明

示 手法 非破壊結晶解
析 動作状態 測定 可能 今後 Si

SiC 適用 予定

　有機 EL 機能層 数百 nm以下 積層膜 磁気
記録媒体 表面 厚 1nm程度 潤滑剤 覆
媒体 潤滑剤 分子構造 分子量 特性 大 影
響 受 有機超薄膜 重要 機能 果

分子 解析 重要 図（a） 二次
質量分析計 原理 一次 照射 得
二次 分子量 精密 分析 図

（b） 得 潤滑剤 例
解析 潤滑剤 分子量 分布状態
情報 得 分析技術 潤滑剤

有機EL 太陽電池 適用可能 今後
有機薄膜 用 特性向上 重
要 基礎技術
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図28　遮断器内の生成物の軌跡計算結果　

図29　熱伝達率測定装置（上），計算値と実測値の比較（下）

図30　応力解析例

解析技術

　低圧遮断器のガス流解析技術

PAカバーへの堆積物
耐電圧低下

　超臨界流体の数値解析技術

　モールド成形品の強度解析技術

熱
伝
達
係
数
（
W
/m

2
K
）

冷媒平均温度（℃）

8MPa実験
8MPa計算

10MPa実験
10MPa計算
12MPa実験
12MPa計算

3020 40 50 60 70

1,000

500

0

1,500

2,000

2,500

3,000

質量速度 200kg/m2s

　低圧遮断器 遮断時 発生 放電 筐
体 内部 瞬時 高温高圧状態 化

溶融物 生成物 発生 吸着
絶縁耐圧 低下 問題 絶縁低下 関

面 解明 進
　本解析 遮断器内外 気流 対象 非定常熱
流 生成物 挙動 解析

可能 非常 高温 数千K 高圧 2MPa
程度 生 気体 解離 電離 考慮 物性値
使用 解析 行 遮断器内 流路 変更

絶縁低下箇所 溶融物 付着 軽減
流解析 確認 耐電圧性能向上 貢献

　大容量 素子冷却 応用 念頭 置
冷媒 超臨界状態 二酸化炭素 用 小型熱交換器
数値解析技術 開発 解析 汎用熱流体解析

STAR-CD 使用 温度 圧力 冷媒物
性値 変化 考慮 壁面付近 流 詳細 計
算 乱流 低 数 k-ε
用 冷却 加熱 場合 水平円管
二次元軸対称 壁面 熱伝達係数 計算
多孔管 熱伝達測定実験 結果 比較 高 精

度 得 確認 成果 超臨界流体
冷却方式 大容量 二酸化炭素冷媒 用

自動販売機 富士電機製品 活用 基盤
的 数値解析技術 確立

　低圧遮断器 筐体 成形品
短絡電流遮断時 数ms 10ms 程度 短時間

大気圧 最大 数MPa 上昇 圧力 考慮 設
計 重要
　富士電機 成形品 強度解析技術 構築
進 今回 器 事前検証試験 得
筐体内部 圧力分布 境界条件 入力
分割構成 筐体同士 締結 化

筐体部 一括 解析 技術 確立 強
度解析 用 構造最適化 遮断時 圧力上昇 耐

筐体 設計
　今後 流解析 連成 詳細 圧力分布 反映
温度上昇 考慮 設計精度向上 目指

関連論文：富士時報 2006.2 p.167-171
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材料技術

0.8mm

ノッチ付

－

0.8mm

0.8mm

試験条件

V-1

9.3

227

PLC-0

PLC-0

開発品

V-0

8.1

201

PLC-0

PLC-0

ハロゲン系

燃焼性

シャルピー衝撃強度（kJ/m2）

曲げ強さ（MPa）

高電流アーク発火性（HAI）

ホットワイヤ発火性（HWI）

GW（Glow wire flammability）
     （℃）

CTI（Comparative tracking
        index）（V）

表面抵抗（Ω･cm）

試験項目

3mm

3mm

60ｍｍ□

960

600以上

2×1014

960

300

8×1013

生産技術

ロータコイル

ろう付け部

　反応型ハロゲンフリー難燃剤による環境調和型成形樹脂

　ろう付け部自動超音波探傷装置

表１　樹脂加工品（ナイロンコンポジット）の特性

図31　探触子走査機構

　EU WEEE&RoHS 指令 2006 年 7 月 施行
特定物質 使用禁止 回収 義務 富士
電機 以前 電気 電子機器製品 環境調和型化 推
進 配電機器用熱可塑性樹脂 化
取 組 今回 熱 放射線照射 樹脂
骨格 反応 網目構造 形成 独自 反応型
難燃剤 用 樹脂加工品 開発 成功
現行 添加型 系難燃剤 問題

樹脂物性 機械的 熱的 電気的 悪化
解決 特徴 耐熱性 高

熱硬化性樹脂 代替 可能 腐食性
発生 大幅 低減 成形加工 伴 金型腐食 抑
制 可能 今後 順次適用 図 予定

　発電機 4隅 部 突合 付
部 欠陥 検出 自動超音波探傷装置 開発 本

装置 特徴 次 ①探触子走査機構 軽
量 現場作業性 優 ②各種 寸
法 形状 対応可能 部 面取 有無
対応 2個 探触子 搭載 ③ 収束型 垂直探
触子 狭 送 探傷 付
部 微細 欠陥 高精度 検出
　本 探傷 得 欠陥反射波高 積算値
欠陥面積比率 算出 比率 良否 判定 短

時間 測定 判定 付 部 全数検査化
可能 実機 付 適用
付 部品質 信頼性向上 図

　アルミダイカスト金型方案の最適化

背圧が高い部位

図32　充てん過程の背圧分布（改善前）　 FRENIC-MEGA 開発
形状 素子配置 熱伝導解析 STAR-

CD 用 高効率冷却化 最適部品配置 行 小型化
実現 製造品質 向上 図

鋳造方案 CAE JSCAST 活用 製
作 容易 形状 金型方案 最適化 行

発熱部 接触面 高平 度 引 巣
欠陥 求 従来 試作品 検

査 金型方案 改良 繰 返 湯流
状況 事前 把握 短期間 品質 鋳造

方案 最適化 達成 今後 先進 解析手法 開
発 実機 検証結果 予測精
度 高 製品 品質向上 開発期間短縮 図
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技術業績の表彰・受賞一覧 2006年 順不同

● 日刊工業新聞社 

日本産業技術大賞 文部科学大臣賞

　 液体窒素冷却全超電導 開発

　　　富士電機 株式会社 

● 財団法人日本産業デザイン振興会 

グッドデザイン賞

　 自動販売機

　　　富士電機 株式会社

● 財団法人電気科学技術奨励会 

第 54回電気科学技術奨励賞（オーム技術賞）

　 駆動用高耐圧 IC

開発

　　　富士電機 株式会社 

 重田　善弘 澄田　仁志 小林　英登

● 社団法人電気学会 

電気学会優秀論文発表賞

　 配線用遮断器 排出 高温 特性 放電特性

関係

　　　富士電機 株式会社 

 恩地　俊行

● 日本AEM学会 

日本AEM学会技術賞

　 三次元有限要素法 有極電磁石 動作特性解析

　　　富士電機機器制御株式会社 鈴木　健司

　　　 岐阜大学 共同

●  SCIS&ISIS 2006 

Session Best Presentation Award

　 Energy saving control of inverter driven pumps for 

drinking water treatment plants

　　　富士電機 株式会社 

 大井　章弘

●  社団法人日本機械工業連合会 

平成17年度優秀省エネルギー機器表彰 

日本機械工業連合会会長賞

　 直並列給電回路方式大容量UPS

方式UPS8000

　　　富士電機 株式会社

●  大阪府知事 

優良 ESCO事業者認定表彰

　　　富士電機 株式会社 阿武　英文

●  リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 

平成18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）

　 型店舗向 工法

開発

　　　富士電機 株式会社 

 事業本部

●  平成 18年度科学技術分野文部科学大臣表彰 

創意工夫功労者賞

　 高圧遮断器部品 接合方法 考案

　　　富士電機機器制御株式会社 古澤　正幸

●  社団法人日本電気協会 

第 51回（平成18年度）澁澤賞

　 電気技術規格 基準 制改定

　　　富士電機機器制御株式会社 三谷　政義

●  社団法人日本電機工業会 

平成18年度（第55回）電機工業技術功績者表彰 

進歩賞

　 FRENIC-MX 開発

　　　富士電機機器制御株式会社 

 山田　達也 佐藤　和久

　 米国向 上水処理大容量 発生装置 完成

　　　富士電機 株式会社 

 酒井　英治 松下　博史

　発達賞

　 超音波流量計 開発

　　　富士電機 株式会社 

 平山　紀友 大室　善則

　 油入変圧器高精度余寿命診断 開発

　　　富士電機 株式会社 一石　健三

　　　富士電機 株式会社 

 松井　哲郎 

　 100 kA直流高速度真空遮断器 開発

　　　富士電機 株式会社 粟飯原一雄

　　　富士電機機器制御株式会社 野尻　　尚
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技術業績の表彰・受賞一覧 2006年 順不同

　奨励賞

　 高効率 並列UPS8100 開発

　　　富士電機 株式会社 

 藤本　　久

　　　富士電機 株式会社 幸林　久詩

　 単機大容量 開発

　　　富士電機機器制御株式会社 

 望月　昌人 青山　昌弘

　 高効率高安定化 発酵 開発

　　　富士電機 株式会社 石川冬比古

　　　富士電機 株式会社 

 吉岡　　浩

●  社団法人発明協会・平成18年度関東地方発明表彰 

長野県知事賞

　 駆動回路技術

　　　富士電機 株式会社 

 簑谷　由成

　発明奨励賞

　 超音波流量計 温度圧力補償方法

　　　富士電機 株式会社 

 山本　俊広 中村　　悟 宮本　明夫

●  社団法人発明協会・平成18年度近畿地方発明表彰 

発明奨励賞

　 無停電電源装置 並列 解列方式

　　　富士電機 株式会社 梅沢　一善



富士時報

富士時報　Vol.80 No.1 2007（技術成果と展望）掲載項目一覧

新しい年を迎えて 

ハイライト  2006 

太陽電池量産工場 操業開始

次世代 環境 実現

　 工場

地熱 発電設備実証運転 開始

世界最大級 電解用整流設備

系高温超電導

赤外線 分析計

新 MCCB/ELCB G-Twin

高性能 ALPHA5

高性能多機能形 FRENIC-MEGA

垂直磁気記録媒体

New Dual IGBT

M-Power2A

 CO2 自動販売機

次世代 銭機 ECS07

駆動色変換方式有機EL

固体高分子形燃料電池発電装置

展　望 ……………………………………………………………… 

行政情報ソリューション ………………………………………… 

   e-自治体 共同利用型文書管理

   職員認証 原本性保証 ForceSecure

製造情報ソリューション ………………………………………… 

   組立加工向 製造  

MainGATE-Assembly

   設備能力管理 MainGATE/PIM

   生産指示 MainGATE/PM

   組立加工向 生産計画 MainGATE/SCP

   新情報制御 MICREX-NX 国際標準対応 

   新情報制御 MICREX-NX  

運転支援

   

   付 型 RF 応用

   持出管理 MediaBarrier

   物流  

物流 Ⅱ

オフィス&セキュリティソリューション ……………………… 

   統合

   個人情報 検出管理 SecretBarrier

環境システム 

   業務 統合 可視化 基盤 

BizUSE

   事務処理 ExchangeUSE

   購買

エネルギーソリューション ……………………………………… 

  遠方監視制御装置用 IP 変換装置

   変電所機器監視制御用

   国土交通省標準 管理

   広域分散監視制御 用

   東京 株式会社横浜研究所  

研究設備

  作業者 連動 省 空調

   計測

   関西電力株式会社向 高性能系統解析試験装置 

APSA 運転支援

放射線機器・システム …………………………………………… 

   配管減肉検出装置

   放射線管理区域出入管理

   

   紙再利用機能付

計量システム ……………………………………………………… 

   通信機能付電子式電力量計 JF

展　望 …………………………………………………………… 

水処理システム …………………………………………………… 

   GENESEED 水処理 PLC

   環境配慮形高圧配電盤

   新型 計

   

   環境対応形 絶縁 適用

   水処理 向 永久磁石電動機

環境システム ……………………………………………………… 

   中国向 浄水処理用高濃度

   神奈川県寒川浄水場汚泥処理施設 過濃縮装置  

適用

   火力発電所冷却水 下水処理水再利用

   廃乳製品 発酵 稼動実績

   沖縄県竹富町

   沖縄県与那国最終処分場浸出水処理

e-ソリューション 

市場指向の開発型企業への変革 

富士電機システムズ株式会社

産業プラント 

展　望 …………………………………………………………… 

産業パワーエレクトロニクス機器・システム ………………… 

   共英製鋼株式会社向 炉用電気設備

   製造株式会社向 電気  

設備

   JFE 鋼板株式会社向 連続溶融亜鉛 設備

   新系列高圧
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展　望 ……………………………………………………………… 

電　源 ……………………………………………………………… 

   高効率 IGBT式大容量UPS 7000D

   自立 兼用 UPS GX200

   情報 通信装置 分散電源

計測コンポーネント ……………………………………………… 

   井 用 V2X

   井用MODBUS 圧力発信器

   井用 差圧 圧力複合

   大型 PHW

    X 温度調節計 PXR

   分析計 ZSVS

   2 成分自動車排 測定器 ZKE6000

車両・特機コンポーネント ……………………………………… 

   東日本旅客鉄道株式会社E721 系交流電車向 補助電源 

装置

   地下鉄向

   東京地下鉄株式会社東西線向 車両用電源装置

   都市鉄道公社向 車両用電源装置

    国立天文台 望遠鏡 用 冷凍機

システム機器 

共通技術プラットフォーム 

   次世代誘導炉用 IGBT電源装置

   新型半導体式電縫管溶接装置

計測制御システム ………………………………………………… 

   食品 計測制御

   化学 計測制御

   石油 施設 計測制御

   都市 計測制御

   焼却 計測制御

   鉄鋼設備 計測制御

   計測制御

   銅製錬設備 計測制御

   計測制御

施設電機システム ………………………………………………… 

  発電設備向 電気設備

   株式会社経由日本甜菜製糖 

株式会社向 周波数変換装置

   国立大学法人島根大学 出雲 特高受変電 

設備 更新

クリーンシステム ………………………………………………… 

   液晶工場納入 環境監視

   製造装置対応 機器

   最新 DC-FFU DC-FFU監視

   世界初 第 8世代液晶工場用

交通・道路システム ……………………………………………… 

   大阪市交通局今里筋線清水変電所

  横浜市交通局 北変電所

   京成電鉄株式会社大和田変電所

   小田急電鉄株式会社向 線路閉鎖 信号現示停止業務 

支援

   東京都板橋相生陸橋大気浄化設備

   情報 統合 利活用 基盤

監視制御システム ………………………………………………… 

   中小規模監視制御 EGFMAC-SIRIUS

   支援

展　望 ……………………………………………………………… 

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

   装置 対象 主回路設計 

技術

   中大容量変換装置 冷却設計技術

回転機 ……………………………………………………………… 

   防爆電動機 ATEX/IEC 認証取得

情報制御 …………………………………………………………… 

   大規模Web 性能評価技術

予防保全サービス ………………………………………………… 

   油入変圧器高精度余寿命予測技術

   化

発電プラント 

展　望 ……………………………………………………………… 

火　力 ……………………………………………………………… 

   240MW 発電所

   北 地熱発電所

   火力発電設備 出荷

   抽気式地熱

   汎用 PLC 採用 式 保護装置

   株式会社 新 4号発電設備 設置工事

原子力 ……………………………………………………………… 

  核燃料 分野

   開発炉分野

   研究施設分野

水　力 ……………………………………………………………… 

   中国 泰安揚水発電所 営業運転開始

   中国 張河湾揚水発電所向 発電設備

   山形県横川発電所向 発電設備 据付 工事

展　望 ……………………………………………………………… 

システムコンポーネント 

 
挑戦を続ける企業を目指す

富士電機機器制御株式会社

“Agile”俊敏で“Aggressive”果敢に
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流通機器システム 

半導体 

社会貢献と快適商空間の創造 

富士電機リテイルシステムズ株式会社

展　望 ……………………………………………………………… 

磁気記録媒体 ……………………………………………………… 

  基板

   長手磁気記録媒体技術

   垂直磁気記録媒体 信頼性技術

感光体 ……………………………………………………………… 

   用有機感光体

   低 消費量型有機感光体

   特性安定型正帯電有機感光体

情報機器コンポーネント 

お客様に喜ばれるトップサプライヤーを目指して 

富士電機デバイステクノロジー株式会社

展　望 ……………………………………………………………… 

自動販売機 ………………………………………………………… 

   災害救援型自動販売機

   成人識別機能付 自動販売機

   新型汎用食品自動販売機 FOOD-X

   冷凍汎用VIEW自動販売機

   新型 自動販売機

   高付加価値 自動販売機

フードサービス機器 ……………………………………………… 

   新型自動給茶機 Eco 茶友

通貨・カード機器 ………………………………………………… 

   QUICPay 対応決済端末機器

   自動販売機搭載用硬貨識別装置

   FViBe

店舗設備機器 ……………………………………………………… 

   電子膨張弁応用

   空調

展　望 ……………………………………………………………… 

半導体 ……………………………………………………………… 

   新 IGBT-PIM

   薄型 IPM

技術開発・生産技術 

展　望 ……………………………………………………………… 

電子デバイス ……………………………………………………… 

   高 ESD耐量車載用 IC

   高耐圧－逆阻止 IGBT向 新分離層形成

   低 抵抗 SJ-MOSFET

   第二世代垂直磁気記録媒体

   

業界No.1 のコア技術創造集団の構築 

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社

プログラマブルコントローラ …………………………………… 

   大規模 高速制御用拡張形CPU  

SPH300EX

   統合 MICREX-SX 冗長化対応

   PLC 支援 拡充

器　具 ……………………………………………………………… 

   IEC 規格対応漏電遮断器

   電材店向 単三中性線欠相保護機能付漏電遮断器

   形

   形多機能 F-MPC 50 機種 

拡充

   LAN用電力監視 F-MPC Web

    店舗 管理支援

  AS-i 端子台形 4i/4o

   電源用保護

   新型 1種耐熱形整流器

回転機・可変速機器 ……………………………………………… 

   新型三相標準型

   総揚程 250m級新型多段高圧

   高機能 型 FRENIC-Multi  

機能拡張

   HSAC機能搭載 FRENIC-EcoPlus

   用 FRENIC-Lift 容量拡大  

機能拡張

   PLC 一体形

   抑制

   FRENIC-Mx 機種系列 

拡大

   V/F 制御 FRENIC-MxF

   鉛 化 IGBT

   256 PDP IC

   多出力 PDP IC

   HD 用 PDP IC

   高耐圧出力MOSFET内蔵 1 DC-DC電源 IC

FA7738

   擬似共振型低待機電力電源制御 IC FA5541 FA5542

   起動素子内蔵 PWM低待機電力電源 IC FA5526 系列

  電源

   次世代MOSFET

   自動車用 IGBT

   自動車用低 抵抗 MOSFET 40V

2SK4068-32

   自動車用小型大電流 IPS F5052H

   車載用小型圧力 IC
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Vol. 80  No.1 に掲載の商標など

情報・通信制御 …………………………………………………… 

   PID 最 近 安定限界 余裕  

計算方法

   組込 開発技術 開発効率向上技術

環境・エネルギー ………………………………………………… 

  給食残渣 発酵 実証運転

   熊本県北部浄化 向 酸形燃料電池発電装置

   実用超高温 炉技術

解析技術 …………………………………………………………… 

  SPring-8 結晶欠陥 三次元画像解析技術

   有機超薄膜 分析 解析技術

   低圧遮断器 流解析技術

   超臨界流体 数値解析技術

   成形品 強度解析技術

材料技術 …………………………………………………………… 

  反応型 難燃剤 環境調和型成形樹脂

生産技術 …………………………………………………………… 

  付 部自動超音波探傷装置

   金型方案 最適化

Spectrum PowerCC 社 登録商標

Java 米国 Sun Microsystems, Inc. 登録商標 

Oracle 米国 Oracle Corp. 登録商標

Excel 米国Microsoft Corp. 登録商標

Outlook 米国Microsoft Corp. 商標

LONWORKS 米国 Echelon Corp. 登録商標

Ethernet 米国 Xerox Corp. 登録商標

Windows  米国Microsoft Corp. 登録商標

PROFIBUS PROFIBUS User Organization 登録商標

MODBUS Gould Modicon 社 登録商標

DeviceNet Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 商標

LEXUS 自動車株式会社 登録商標

EconoPack+ Eupec GmbH. Warstein 登録商標

FeliCa 株式会社 登録商標

QUICPay 株式会社 登録商標

他 会社名 製品名 会社 商標 登録商標

   SiC 技術

   PFM制御 電源

   第二世代 電源用

  YAG Cu/CuMo 溶接技術

  低消費電力 PM-OLED

パワーエレクトロニクス ………………………………………… 

  電源 高電力密度化技術

   大容量電力変換装置向 第五世代DDC

   共振型電源 高効率化技術

   伝導

   次世代 制御技術

メカトロニクス・センサ ………………………………………… 

  低振動 冷凍機

   一定速圧縮機 自動販売機 加熱技術

   金銭処理機 動作解析技術

   向 空調吹出 制御技術

   高感度



　2007　Fuji Electric Holdings Co.， Ltd.， Printed in Japan（禁無断転載）

主要営業品目

富 士 時 報

編集兼発行人

発 行 所

印 刷 所

発 売 元

富士電機 株式会社
技 術 企 画 部

富士電機情報 株式会社

株 式 会 社　 社

 〒141 - 0032 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号
（ゲートシティ大崎イーストタワー）

 〒151 - 0053 東京都渋谷区代々木四丁目 30 番 3 号
（新宿コヤマビル）

 〒101 - 8460 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 番地

電  話（03）3233 －0641
振替口座   東京  6－20018

電  話（03）5388 －8241

編 集 室 富士電機情報 株式会社内
富士時報 編集室

 〒151 - 0053 東京都渋谷区代々木四丁目 30 番 3 号
（新宿コヤマビル）

電  話（03）5388 －7826
FAX（03）5388 －7988

原 嶋 孝 一

富士電機デバイステクノロジー株式会社

富士電機システムズ株式会社

富士電機機器制御株式会社

富士電機リテイル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

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

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

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

平　成 18 年 12 月 30 日 印　刷
平　成 19 年 1 月 10 日 発　行

定価 735 円（本体 700 円・送料別）

第 巻 第 号80 1





昭和 40 年 6 月 3 日　第三種郵便物認可　平成 19 年 1 月 10 日発行（年 6回 1，3，5，7，9，11 月の 10 日発行）富士時報　第 80 巻　第 1号（通巻第 842 号）

本誌は再生紙を使用しています。 雑誌コード 07797-1　　定価 735円（本体700円）

　

　

　


