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製作所 研究所

価値あるITソリューションを社会の最前線へ

人の暮らしと環境のために。高度な技術で社会を支える

世界を舞台に、鉄道の未来をつくる

長崎から発信する“次世代インフラソリューション”

次世代の通信環境を担う技術開発の要

エネルギーソリューション技術で世界の電力インフラに貢献

高度な技術力で明日の電力インフラをつくる

今日も世界の「電気が当たり前にある暮らし」を守る

安心・安全を支えるインフラ分野で社会に貢献

高度な技術で未来社会を創造する

風と空気と水のテクノロジーで環境貢献製品を独創

快適とエコロジーを実現する“冷熱技術力” 

人に社会に思いやり。持続可能な未来を創る静岡製作所

日本を沸かせるスマート給湯

世界のものづくりへの貢献を目指して

グローバルでのモノづくり現場へ安心、安定の供給

長年培った省エネノウハウを結集させ、“カーボンニュートラル”の実現に貢献

革新的な製品づくりで世界のクルマ社会に発展を

人とクルマの未来を創造する

パワー半導体で、エコチェンジ

“変革と創造”で新しい波を起こす

ディスプレイの高機能化を通し社会に貢献する

これまで世界の誰も成し得なかった技術と価値を創出する

最先端技術で未来を拓き、新しい安全・安心を世界に

デザインの行き先は、人。

システムエンジニアリングのチカラで、顧客ニーズを、未来をカタチに。

こころ豊かな生活環境を提供する研究開発を推進

環境に配慮した安全・便利・快適なクルマ社会を

夢をかなえる設計革新の最前線

三菱電機の「ものづくり」全体を支える“すご腕の技術者集団”

モーターとパワー半導体で未来を動かす

知的財産戦略で変革の時代を乗り切る

ITインフラ・業務プロセスの革新で経営戦略の解を導く

社会インフラを支える建設技術集団

エネルギーを支える建設技術集団

製作所・研究所以外
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和歌山県

静岡県

福島県

熊本県

福岡県

広島県

香川県

群馬県

長野県

愛知県

岐阜県

■

■北海道支社（札幌）

■東北支社（仙台）

■
北陸支社
（金沢）

■関西支社
　（大阪）■四国支社

　（高松）

関越支社
（さいたま）■

中国支社（広島）■

九州支社
（福岡）

■本社（東京）
■神奈川支社（横浜）

■中部支社（名古屋）

長崎県

神奈川県

東京都

兵庫県

京都府

大阪府

主要事業所の所在地
各事業所の国内での所在地（都道府県別）です。担当する職務内容により、実際の勤務地は異なる場合があります。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉ITサービス提供のためのシステム構築

価値あるITソリューションを社会の最前線へ
インフォメーションシステム統括事業部

が多数在籍しており、工期、品質など
厳しい開発条件の中、経験に裏打ち
された技術力を駆使することで、 
クライアントの要求に応えるとともに、
信頼性の高い社会的に価値ある 
システムを提供していく。
　更に、先進IT技術への対応、IT人材
の育成を進め、全社的なIT事業の 
推進役を担うことが、インフォメーション
システム統括事業部のミッションで
ある。

運営を担う部門と、主に航空・空港、
交通分野などにおけるミッション 
クリティカルなITシステムの構築を 
担う部門がある。
　いずれも国民の生活を支える社会
インフラとして必要不可欠なもので
あり、高度な技術力と信頼性が求め
られる。

価値あるシステムの創造に向けて
　大規模な社会インフラ系システム
構築の経験豊富なシステムエンジニア

デジタル・トランスフォーメーション
（DX）時代のITシステム提供
　世界的なコロナ禍の影響により 
働き方が大きく変革し、デジタル・ 
トランスフォーメーション（DX）への
期待が高まる中、三菱電機のシステム
インテグレーション事業の中核と 
なるのが、インフォメーションシステム
統括事業部である。インフォメーション
システム統括事業部には、IT技術を
駆使し、社内外の事業DX化を支える
ITプラットフォームの企画・構築・ 

　空港管制処理システムTAPS（Trajectorized Airport traffic 
data Processing System）は、空港監視レーダーの情報に高度 
処理を加え、レーダースコープ上にコールサイン（便名）、飛行速度、 
飛行高度などの情報を表示する、航空管制には不可欠なシステム 
である。さらに「航空機の予測軌道（トラジェクトリ〈Trajectory〉）」に 
基づいた軌道情報や電子化されたフライトストリップを管理・表示し、
管制官を支援している。
　世界でもトップクラスのレーダー技術を持つ三菱電機の強みを 
活かし、インフォメーションシステム統括事業部ではいち早くこの 
システムを完成させ、国内5システム（東京・関西・仙台・福岡・那覇）で
日本全土の33空港をカバーする。
　航空の安全を常時担っているTAPSには、トラブルによる停止が
許されない。24時間365日運用を前提とした高可用性を備えており、
特に空の交通が混雑している羽田空港では、1時間あたり80回程度 
の離発着を管制し、世界でもトップクラスの定時性の確保を実現して 
いる。また、複雑化する管制業務に対応する管制官訓練のために
3次元シミュレーションができる航空管制訓練システムも提供している。

 三菱電機統合IoT“ClariSense”の考え方に基づくITプラットフォーム
“DIAPLANET”を基盤ライブラリと位置付け、サービス基盤、データ管理
基盤、応用機能といったデータ利活用に資するライブラリとして整備・拡充
を進めている。さらに、データ利活用事業を迅速に立ち上げるためには、反
復的に概念実証（Proof of Concept：PoC）を行う場が必要となる。その
ため、DX Lab Yokohama/DX Lab Shonanを開設し運用を行っている。
利用者それぞれが目指すデータ利活用事業に柔軟に対応可能な実証環境
と支援体制を構築した。当社及び当社グループはDIAPLANETをさらに拡
充するとともに、DX Lab Yokohama/DX Lab Shonanを最大限に活用
し、“Society 5.0”の具現化及びお客様事業のDX化に貢献していく。

　空港CDM（Collaborative Decision Making）は、空港運用の 
関係者（航空管制、航空機運航者、地上ハンドリング会社、空港ビル会社
など）間の情報共有により、協調的意思決定を実現するためのシステム 
である。システムの活用により空港運用の効率化が図られ、予測性・ 
定時性の改善、地上走行コストの削減、空港資源の最適利用、柔軟な
事前出発計画などの
効果が期待される。
　当社は日本初の空
港CDMを新千歳空港
に導入、引き続き東京 
国 際 空 港 及び 成 田 
国際空港に導入した。

ITソリューション事業を支える

ITプラットフォーム“DIAPLANET”

●神奈川県鎌倉市上町屋325番地
●神奈川県横浜市神奈川区金港町3番1号（コンカード横浜）

航空管制に不可欠なシステム

空港管制処理システム（TAPS）

空港運用の効率化に貢献するシステム

空港CDM

本郷台駅いたち川

302号線

304号線

402号線
鎌倉街道

北鎌倉駅

横須賀線

大船駅

富士見町駅

湘南町屋駅
柏尾川

東海道本線 304号線

鎌倉街道
大船駅

富士見町駅

湘南モノレール
東海道本線

環状4号線環状4号線
インフォメーション
システム統括事業部

ITプラットフォーム DIAPLANET DX Lab

ITソリューション基盤

応用機能（データ分析、映像データ分析。。。）

データ管理基盤

サービス基盤

コンピューティング基盤

開発・拡充

コンピューティングリソース
パブリッククラウド／プライベートクラウド／オンプレミス

・ホステッドアプリケーション
・コンピューティング基盤
・応用機能

パブリッククラウド

開発センター

製品企画

保守・サポート

設計・開発

品質管理

製品登録 技術ライブラリ群
短期間で迅速かつアジャイルな検証が可能

当社
IT製品

PoC検証
対象機器

DX Lab Yokohama（横浜市）／
DX Lab Shonan（鎌倉市） 

パブリッククラウド
ソリューションライブラリ機能

データ管理基盤
当社

ITソリューション
アプリケーション

PoC検証対象
アプリケーションサービス基盤

Internet

設計・構築ガイド類
開発・検証サポート要員

ライブラリ管理

プライベートクラウド

インフォメーションシステム統括事業部

情報通信技術（IT）は、日々の暮らしに密接する様々なシステムの在り方を塗り替えてきた。
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〈業務内容〉

〈事業分野〉

官公庁・地方公共団体、上下水道・電力・鉄道・道路などの社会インフラ事業者、ビル施設分野向けの情報通信技術を基盤とした
ソリューションの提供及び監視制御システム、広域運用管理システム、通信ネットワークシステム、各種情報システム、オゾン
応用装置などの開発・製造・保守サービス

〈事業分野〉

人の暮らしと環境のために。高度な技術で社会を支える
神戸製作所
総合的な技術力で社会に貢献
　三菱電機発祥の地である神戸の
名を冠した神戸製作所は、創業以来、
様々なインフラ関連事業を展開し、
その総合的な技術力によって現代
社会の根幹をなす、実に多くのニーズ
に応えてきた。
　主力事業である水環境・鉄道交通・ 
道路関連システムを始め、防災・ 
大規模ビル管理・電力情報分野など
神戸製作所が手掛けるインフラ分野
は多岐にわたる。

水と鉄道、道路などのインフラ整備
　上下水道分野においては、安全
でおいしい水の安定供給や汚水の 
浄化・雨水処理の監視制御、オゾンに
よる高度水処理などを通じ、人々の 
快適な暮らしを支えている。
　鉄道交通分野においては、電力を
供給する変電プラントやその制御・ 
保護システム、列車ダイヤ作成、運行
管理、沿線防災監視といった地上系
システム全体を提供している。
　道路においては、道路情報システム

を始めとする交通の安全な運行や
効率的な道路利用を実現するための 
高機能システムを次 と々開発してきた。 
私たちが安心してドライブできる 
のは、これらのインフラが広域な道路 
管理を行っているからなのである。
　その他、河川情報・河川管理システム
による水位監視や、災害時のヘリコプ
ター映像情報の解析による被害状況
の迅速な把握など、気象変動や自然
災害が発生した際の被害拡大防止に
向けた重要な役割を担っている。

　近年、我が国の重要な社会インフラである鉄道・道路などの適正な
維持管理、老朽化対策への社会ニーズが高まっている。三菱インフラ
モニタリングシステム「MMSD®」は、鉄道・道路などの設備の老朽化
状況を、車両走行により高精度に三次元計測・解析することが可能。 
これら点検・維持管理の効率化を実現した技術開発により、社会 
インフラの長寿命化に貢献している。

　オゾンは、強力な殺菌・ 
脱臭・脱色効果を持ち、処理 
後は分解して酸素に戻る 
ため、環境を汚染しない。 
三菱電機のオゾナイザーは、
放電により高濃度オゾンを効率よく生成する。安全でおいしい水の供給、 
下水再利用など、国内及び海外での水環境の改善に貢献している。

　地震や風水害など自然
災害が発生した時には、 
まず正確な被害状況の 
把握が重要になる。
　官公庁及び自治体は 
この情報を基に被害拡大
防止に向けた活動や緊急
出動の優先順位付けなど
を決定するが、神戸製作所
はそれらを支援するための
防災情報システムを提供 
している。ヘリコプターの 
映像情報により被害状況
を瞬時に分析し、災害対策
室の大型表示装置に分か
りやすく表示したり、道路・
鉄道・河川などの各種社会
インフラ情報を迅速に収集
し、情報提供することで市民
の安全確保を図っている。

　輸送計画システムは、旅客の需要予測に基づき、列車ダイヤ・車両 
運用・乗務員運用の計画作成を支援する。運行管理システムは、作成した
ダイヤに基づき、列車運用の集中的な監視・制御を行う。ダイヤの乱れが
発生しても、駅・車両基地・乗務員への情報伝達や乗客への情報提供・ 
案内を自動で行い、指令員の負担を軽減する。ダイヤの迅速な回復を可能
にし、影響のミニマム化を実現する。輸送指令業務の効率化を図るととも
に、安全・迅速・確実な輸送実現に寄与している。

　上下水道システムは、
快適な生活環境を支える
社会インフラのひとつで
ある。河川の水を浄化し
利用、利用後は下水処理
を行い河川へ放流という水循環において、安全・安心で安定した水供給 
や下水浄化を実現する上下水道プラントを、神戸製作所の監視制御
システムが支えている。

走行しながら鉄道や道路の変化状況を高精度に三次元計測し解析

三菱インフラモニタリングシステム「MMSD®」

地球環境に配慮した水処理技術

オゾナイザー

安全・安心・防災活動を情報で支援

防災情報システム

省エネ、低炭素社会に貢献する鉄道地上システム

鉄道輸送計画・運行管理システム

高度な社会インフラに貢献する水環境技術

上下水道プラントシステム

●兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番2号

鉄道

トンネル

道路

橋梁
【三菱インフラモニタリングシステム

（MMSD®）車両】
【三次元点群データ・高解像度画像データを

活用したソリューション】

トンネルひび割れ
自動抽出計

測
・
解
析

鉄道沿線計画
（建築限界他）

中央市場前駅

阪神高速3号
神戸線

ハーバーランド

御崎公園駅

和田岬駅
苅藻駅

駒ケ林駅

新長田駅

仮宿駅 西代駅

長田駅長田駅
大開駅

新開地駅
高速神戸駅 神戸駅

兵庫駅

山陽本線山陽本線

神戸高速鉄道東西線

柳原
I.C JCT

湊川
I.C JCT

駒ケ林駅

新長田駅

板宿駅

大開駅

新開地駅
高速神戸駅 神戸駅

兵庫駅

柳原
I.C JCT

湊川
I.C JCT

地下鉄海岸線

神戸製作所

神戸製作所

鉄道路線全体の運転状況を把握し、安全・迅速・確実な列車運行を実現する運行管理システム。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉容〉〈業務内 交通システム・エンジニアリング（車両システム、交通情報通信システム）及び車両用電機品（主電動機、制御装置、電源装置、ブレーキ電機品、
車上情報装置、車上保安装置ほか）

世界を舞台に、鉄道の未来をつくる
伊丹製作所
“走る” “止まる” “制御する”を1社で
　伊丹製作所は、三菱電機交通事業
の中核製作所として、快適で信頼で
きる安全・安定輸送を実現する車両 
システムの開発・製造を手がけている。 
当社は、“走る”“止まる”“制御する”を
1社で行える唯一のメーカー。最新の
パワーエレクトロニクス技術を駆使し
た推進制御システム、車両の頭脳と
なる車両統合管理システム（TIMS）、
乗客サービス向上に寄与するトレイン 
ビジョン、「安全・確実に止まる」を 

実現する信号システム・ブレーキシス
テムなどを提供している。
　低炭素社会の交通インフラに 
おいて脚光を浴びる鉄道輸送。当社
は更なる省エネを目指し、大容量SiC
パワーモジュールを適用した推進制御
装置を世界に先駆けて製品化、従来
製品と比較して※30％の発生損失低減
を実現した。また、列車がブレーキを
かける際に得られる回生エネルギー
を、駅舎の電気設備に有効利用する
装置の製品化にも取り組んでいる。

世界の鉄道フィールドに
　鉄道網の発達した日本で培った
要素技術を適用した製品群は、世界
各国の鉄道車両に搭載され、既に 
2万両以上の納入実績がある。また、
米国・中国・メキシコ・オーストラリア
に生産工場を持ち、グローバル化を 
積極的に推進。地域社会との融和を
図りながら、真のグローバル企業と
して成長し、世界No.1の鉄道システム
プロバイダーを目指していく。
※ IGBTパワーモジュールを適用した当社同等製品比

　主電動機（モーター）や推進制御装置（インバーター）、補助電源 
装置、ブレーキ装置など、当社の車両用電機品は国内外で多くの列車
に採用され、最新のパワーエレクトロニクス技術やIT技術を駆使し、 
安全・快適かつ環境にも配慮した列車運行を実現している。
　特にインバーター制御技術は常に最先端を行き、製品の核となる
IPM（主回路パワー半導体）やパワーユニット、ゲート制御装置を全て
自社内で一貫生産するなど、統合的な設計・製造体制で品質をゆるぎ
ないものとしている。さらには省エネ化・低騒音化・高効率化に加え、 
軽量化、メンテナンスフリー化に取り組むなど、当社の技術を凝縮する
ことで多彩な製品開発に成功してきた。
　これら最新技術の集大成として、2012年1月に大容量ＳiC（炭化 
ケイ素）パワーモジュールを適用、従来以上の高効率・省エネを実現 
した鉄道車両用インバーターが世界に先駆けて製品化され、国内外
共にますますのシェア拡大が見込まれている。

軽量化・低騒音化・高効率化を図り環境保全にも貢献

車両用電機品

　当社は、新幹線を始めとする鉄道車両を
駆動する主電動機（モーター）で、小型軽量・
高効率・低騒音を実現。厳しい環境への耐久
性と、交通機関としての高信頼性を追求した
製品開発に成功してきた。
　最近の環境関連ニーズの高まりから、高効率・省保守・低騒音の 
特性を備えた全閉形主電動機の設計、製造技術を確立。さらにＳiC 
パワーモジュールを適用した制御装置の特性を活かした主電動機 
設計により、更なる世界シェア拡大をねらう。

鉄道車両の安全・快適・環境・省エネを駆動系で実現する先端技術

主電動機（モーター）

　CM、ニュース、天気予報、運行案内や乗換案内など、 
乗客のニーズに合わせた情報を常にリアルタイムで表示
するトレインビジョン。既に数多くの鉄道車両内に設置 
され、乗客の情報源として広く定着している。新たに開発
した2画面一体型表示器により、広告＋運行案内表示や2画面で同期した運行案内表示が
可能。さらに、表示器にデータを送信する端末装置の構造を一から見直し、ファンレス化、 
小型軽量化を実現。その結果、消費電力が従来比大幅減となり、省エネにも貢献する。

わかりやすく多彩な表現による情報提供、省エネにも貢献

列車内液晶表示装置「トレインビジョン」

　近年では地球温暖化対策としてCO2排出量削減が 
求められ、環境負荷の少ない輸送手段である鉄道の重要性が高まっている。
　当社では更なる環境負荷低減を目指し、大容量SiCパワーモジュール適用の鉄道車両用 
インバーターを世界に先駆けて製品化した。従来製品と比較して低損失、小型・軽量などの性能
改善に加え、車両システムの更なる省エネルギー化、低騒音化、省メンテナンス性を実現する。
　また、同期リラクタンスモーター（以下、SynRM※1：シンアールエム）とSiC適用鉄道車両用 
インバーターを用いた独自の鉄道車両推進システム「同期リラクタンスモーターシステム 

（以下、SynTRACSTM ※2：シントラックス）」を開発。鉄道システムにSynTRACSTMを適用
することで世界最高レベルの省エネ性能を達成し、SDGsの目標達成に貢献する。
※1   Synchronous Reluctance Motor 固定子の回転磁界と回転子鉄心内の磁気抵抗差によって

生じる磁極との相互作用により、トルクを発生させるモーター
※2 Synchronous Reluctance Motor and inverter TRACtion System

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号
●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）
●岐阜県恵那市三郷町佐々良木地内（恵那テクノパーク）

　当社は、業界のパイオニアとして常に 
先進的なIT技術を適用した集中監視シス 
テムなどを提供し、車両のインテリジェント
化に貢献している。車両情報システムは
“走る”“止まる”の制御はもちろん、各種車
両用電機品を結合し、車両機能の向上や
乗務員支援を実現。乗務員支援を中心と
する「モニター装置」、加速やブレーキなどの指令機能を有する「車両情報制御装置 
TIS」、さらに列車の運転に関わる全てを一括で自動制御できる「車両情報統合管理
装置 TIMS」など、お客様のニーズに最適なソリューションを提供する。

車両情報システムのパイオニアとして車両の頭脳を開発

車両情報統合管理装置「TIMS」

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅

伊丹製作所

阪急塚口駅

〈車両用電機品〉

※朱字は情報機器

ATC・ATS・ATO

推進制御装置（インバーター）トレインビジョン

主電動機（モーター） 補助電源装置

TIMS（車両統合管理システム）

省エネ、小型、軽量な環境配慮型車両推進制御システム
SiC適用鉄道車両用インバーター

推進制御装置（インバーター）

TIMS箱 TIMS中央ユニット
TIMS端末ユニット

伊丹製作所

中国や北米を始め、世界で鉄道網整備の機運が高まる中、伊丹製作所には車両用電機品の総合的な製品提供者として
“未来の鉄道”に挑むチャンスが到来している。
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〈業務内容〉

〈事業分野〉

車両用空調機器、非常用発電システム、ホームドア、映像情報システム

必要とするオーダーメイドビジネス
である点である。こうした案件には、 
顧客ニーズを正確に把握し確実に 
実現する高度な技術力、営業力が 
必要とされる。長崎製作所が手がけ
るものの多くは、現代社会に不可欠 
なインフラを支える製品である。 
これまで築き上げた実績と付加価値
の高い製品づくりで、活躍のフィールド
は世界に拡大している。今後も、現代
社会のニーズに応える製品の開発や
生産に取り組んでいく。

の製品名「オーロラビジョン」がその
代名詞となっている「映像情報シス 
テム」などがある。
　幾多の大型案件を通じ、長崎製作所
の技術は高く評価されており、国内外
で人 の々生活を支えている。

現代社会に不可欠なインフラを支える
製品で世界に貢献
　事業に共通する特徴は、ほとんどの
製品の規模が大きく、ユーザーの使用 
条件や環境に合わせた設計、納品を

長崎から発信する“次世代インフラソリューション”
長崎製作所
重電分野の大型案件で実績を積む
　長崎製作所は1923年の発足 
以来、重電技術を活かした大型案件
を中心に実績を積み上げ、三菱電機
の成長を支えてきた。その事業分野
は多岐にわたり、国内シェアがトップ 
クラスで海外にも積極的に展開する

「車両用空調機器」、長い歴史をもち、
数多くの納入実績を有する「非常用
発電システム」や、エレベータードアで
培った技術と高い評価で事業規模を
拡大している「ホームドア」、三菱電機

　1980年、三菱電機
は世界に先駆けて大型
映像装置を開発、納入
した。以来、現状の性能 
に満 足 することなく 
開発を重ね、常に業界
をリードし続けてきた。
　2010年にドバイのメイダン競馬場に納入した「オーロラビジョン」 
は横幅約107.5m、縦幅約10.9mの表示面積があり、フルハイ 
ビジョン対応の世界最長の映像スクリーンとしてギネス認定された。
写真は、神奈川県横浜市の横浜武道館。2020年にアリーナに設置
した天吊り4面の大型スクリーンに、鮮明で迫力のある映像や情報を
表示することで、会場全体を盛り上げる。
　これからもダイナミックな映像と多彩な情報表示で、訪れる多くの
観客に興奮と感動を提供していく。

　軌道への転落事故や車両扉
での挟まれなど、プラットフォーム 
で起こる危険から、利用者を安全
に守るのが、このホームドア。
　エレベータードアで培った世界 
トップ水準の「ドアコントロール 
技術」、また、戸あたり、戸ばさみ、 
戸袋への引込、居残りの検知などの「センサー技術」により、“人に 
やさしい開閉制御”を実現。総合電機メーカーとしての強みを活かし、
様々な車両に対応するバリエーションを用意し、好評を博している。

興奮と感動を呼ぶ大迫力のスクリーン

大型映像装置「オーロラビジョン」

毎日の安全を技術力で支える

ホームドア

　 火 災や震 災などで電力 
会社から供給される電源が
停電した際、自動的に起動し、 
消防設備、各種照明、コン
ピューターなどのバックアップ 
電源として用いられる非常
用発電設備。これまで4万台を超える納入実績があり、病院や学校、 
銀行、スポーツ施設、公共設備（上下水、高速道路）など、身近な様々
な場所に設置され、緊急時に確実に電源を供給する発電装置として、
多くのお客様から高い評価を得ている。

　鉄道車両において
は、通勤ラッシュや
頻繁なドアの開閉、
乗車人数の急激な 
変 化など、一 般の 
家 庭やオフィスと
は異なる車内環境
が発生する。空調 
システムにおいては車内環境を快適なものにするために、車両構造と 
運用形態に応じて適正な空調能力を有する装置の搭載と快適な 
温度・湿度環境を維持する制御が求められる。また、車両走行中の 
振動や電圧変動などに対応した高信頼性の確保、限られた空間に 
設置できる省スペース性、省エネや軽量化ニーズへの対応、保守性へ
の配慮など、厳しい課題をクリアする必要がある。
　長崎製作所は鉄道車両空調システムの導入計画から製作、納入、
保守までトータルに提供し、国内では高いシェアを誇る。また、その 
信頼性から、日本国内の新幹線、特急車、通勤車、路面電車、新交通
車両など、各種車両はもとより、ニューヨークやロンドンの地下鉄車 
両、欧州の高速車両、オーストラリアの通勤車両など、海外での 
鉄道にも採用されている。多くの人々の移動がより快適であるために、 
また時代の要求である省エネを実現するために、付加価値の高い 
空調システムの実現を目指す。

「いざ！」という時に安全を守る

非常用発電設備

日本と世界の鉄道で快適な移動空間を実現

車両用空調機器

●長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517番7号

時津港

大村湾

長崎製作所

207号線

本川内駅

長崎本線
206号線

長崎空港

長崎製作所

①車両用空調装置
②車両用空気圧縮装置
③オーロラビジョン
④オーロラビジョン
⑤発車標
⑥ETC表示板
⑦本線表示板
⑧非常用発電装置
⑨非常用発電装置
⑩ホームドア

暮らしと社会の中に。 歴史を重ね、長崎製作所の製品は産業・商業分野のみならず、
日常の私たちの生活環境をより安全で快適にする様々な社会
インフラ分野に広がり活躍しています。

8

3

6

4

1

2

5

9

7

10

1923年に誕生した歴史ある製作所。長崎製作所の製品は、日常の生活環境をより安全で快適にする、様々な社会インフラに関わっている。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉光アクセスシステム、高速大容量光通信システム、無線通信システム（列車無線システムほか）、映像セキュリティーシステム

次世代の通信環境を担う技術開発の要
コミュニケーション・ネットワーク製作所
通信インフラの開発担当として
　伝統ある当社無線ビジネスを受け 
継ぐ製作所であるコミュニケーション・ 
ネットワーク製作所は、1995年、 
通信機製作所の無線機器や有線機器
などの事業部門が独立する形で設立 
された。1998年からは、通信キャリア 
や企業官公庁に対する無線及び有線 
による通信ネットワークのインフラ 
システム機器やシステムの開発生産
を担当。最先端の技術を用い新たな
戦略を打ち出している。

光・無線技術で高いシェアを維持
　光通信技術、無線通信技術を核と
した通信ネットワーク機器・システム 
により、国内外の通信キャリアの 
多様なニーズに即応。最近では毎秒
10ギガビットの通信をユーザーに 
提供する光アクセスシステムや、次世代
移動体通信インフラビジネスに対応
する新たな無線アクセスシステムの 
開発に取り組む。また、無線のデジタル
化により列車無線のシステム高度化
に貢献し、高いシェアを維持。さらに、 

通信機能、各種連携機能を有する 
映像セキュリティーシステムを始め、
幅広い分野のセキュリティーニーズ
にも対応している。
　通信キャリアは新サービスの創出
と同時に、次世代ネットワークの構築
に取り組んでいるが、同製作所は先行
開発して蓄積してきた技術をベース
に、更に顧客ニーズに追従した新技術
にも取り組むなど、その構築に向け、
積極果敢にチャレンジしている。

　既存の設備や機器の稼働データをイン
ターネット経由でクラウドにつなぎ、運用 
最適化や予防保全を行うIoTシステムの導入
が増加している。
　当社はお客様のニーズに応じたアプリケー
ションを実行でき、高いセキュリティー性能を
もった製品を提供している。

　パソコンやタブレット
端末、スマートフォン、 
テレビ など 、多 様 な 
端末を家庭でインター
ネットに接続し、ハイ
ビジョン動画を始めとした大容量のコンテンツを楽しむために、FTTH

（Fiber To The Home）と呼ばれる光ファイバーを用いた高速大容
量通信ネットワークが通信事業者により構築されている。当社は、通信
事業者の局舎と家庭を結ぶ「光アクセスシステム」で国内市場をリード
し、世界最先端の通信ネットワークの構築、普及に貢献している。

　防犯を目的としたセキュ
リティー用途に加え、画像
解析技術を利用したマーケ
ティングへの応用など、監視 
カメラシステムの活用範囲
はますます広がっている。 
当社はフルHDカメラによる
高精細な映像監視や、インターネット回線を経由したスマートフォン・ 
タブレット端末からの遠隔監視など、映像監視技術の革新を進めている。
　人々の安心・安全な暮らしを支えるセキュリティー分野での豊富な 
経験を活かし、今後は顔認証や人物の行動検知などの画像解析技術を
活用し、お客様の利用価値を創出する製品・技術の高度化を目指す。

様々なIoTソリューションを実現

IoTシステム対応通信ゲートウェイ

高速＆大容量で通信ネットワークを支える

光アクセスシステム（GE-PON）

安全・安心な暮らしを“目”でサポート

映像セキュリティーシステム

●福島県郡山市栄町2番25号

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

　低炭素化社会の実現に向け世界的に
鉄道の重要性が見直されている。当社
は最新のデジタル列車無線技術により、
高品位な地上―車上間の情報通信シス
テムを提供している。
　同分野のトップメーカーとして列車の
安全で円滑な運行、またトレインビジョン
などによる車内情報サービスの提供に
貢献している。

　5GやFTTHサービスの普及に伴い、通信事業者の
ネットワークにも更なる高速・大容量化が求められて
いる。WDMシステムは、光ファイバーでの高速・大容量
伝送を可能とし、通信事業者のニーズに応える。
　また災害・障害発生時の通信経路切替え機能に 
より、ネットワークの安定性・信頼性にも寄与する。

　地球環境問題への対応のため、世界各国で 
太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー
の導入と転換（電化）が進められている。これらの 
エネルギーによって電力を安定的に供給するには 
スマートグリッドが不可欠となる。スマートグリッド 
関連システムの中の通信系ネットワークシステム関連 
機器を担当し、低炭素社会の実現に貢献している。

高品位な無線インフラで列車の安全・円滑な運行に貢献

デジタル列車無線システム

高速・大容量の基幹ネットワークを構築

WDM（波長分割多重）システム

低炭素社会の実現に貢献

スマートグリッド用通信システム

GE-PON OLT GE-PON ONU

スマートメーター

通信ユニット

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅

コミュニケーション・ネットワーク製作所

阪急塚口駅

郡山駅
はやま通り

内環状線

東部幹線

阿武隈川

奥州街道

文化通り

郡女通り 東北新幹線

磐越西線

東北本線

奥州街道

東北新幹線

東北本線

コミュニケーション・ネットワーク製作所　郡山工場

酒蓋池
荒池

コミュニケーション・ネットワーク製作所

大量の情報が瞬時に行き交う社会。その重要なインフラの一つがコミュニケーション・ネットワーク製作所の製品及びシステム群だ。
スマートフォン、動画伝送の普及、クラウド化など急速な大容量化、高度化が急がれる今、その役割は一層重要なものとなっている。
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〈業務内容〉

〈事業分野〉〈事業分野〉

発電プラント・システムのエンジニアリング及び監視・制御・保護装置、タービン発電機、水車発電機、広域侵入検知センサー、
電力事業者向け各種情報システム、電力系統制御システム、配電自動化システム、電力流通関連システム

て重電部門優秀賞を受賞するなど、 
数多くの賞を受賞している。海外プロ
ジェクトへの参画も多く、地球規模
のエネルギー需要に高度な技術で
応えている。また、電力系統を監視・
制御する機器やシステム、及び電力
市場の変革と効率的運用をサポート 
するシステムの提供により、電力の 
安定供給を支えている。さらに、エネ
ルギー関連技術を高度に発達させ
た加速器や超電導の分野でも、豊富
な経験と先端技術を有している。

エネルギー関連技術で新たな分野へ
　事業分野は大きく三つに分けら
れる。一つは、発電機や発電プラント 
監視制御システムなど、発電所の中核 
となる設備を供給するエネルギー 
事業だ。当社は火力発電や原子力発電 
用のタービン発電機の分野で国内
で高いシェアを誇っており、2015年 
に「電機工業技術功績者表彰」最優
秀賞を受賞。また、発電機稼働率 
向上に貢献する「発電機用薄型点検 
ロボット」では2019年に同表彰に

エネルギーソリューション技術で世界の電力インフラに貢献
電力システム製作所
日本のエネルギーを支え続ける
　1923年にタービン発電機の製作
を手がけて以来、三菱電機は日本の
電力インフラを支える事業を積極的
に拡大してきた。発電プラントや電力 
系統制御に必要な機器や様々な 
システムの開発と製作を担当して 
いる電力システム製作所は、その 
伝統あるビジネスを継承していくと 
ともに、その事業から生まれる先端
技術によって社会と環境に貢献して
いる。

　電力流通システム
は、2016年から始まっ
た小売完全自由化と
2020年に実施された
発送電分離などの電力
システム改革、並びに
低炭素社会に向けた 
再生可能エネルギーの 
大量受入れなど、大き
な変革が求められて 
いる。当社はこの分野でBLEnDerシリーズとして、電力需給・取引 
システム、スマートメーターシステム、系統用蓄電池システムなど数多く
の製品群を開発しており、いずれも高い信頼を獲得している。

　私たちの生活と産業を根本から支える電気エネルギーの役割は 
ますます重要度を増し、発電プラントの運転制御には高い安全性と 
安定性が求められている。当社のプラント制御システムは、最先端の 
マンマシン技術・計装技術と高信頼性を実現する検証技術を用いて 
構築しており、大規模なプラントシステムの基本計画から設計・製作・
試験・保守に至るエンジニアリング業務も含めて担当、提供している。 
国内では火力・原子力各種プラントに導入され、海外においても火力は
もちろん、原子力プラントにも進出し、まさに世界を股にかけたビッグ 
プロジェクトに取り組んでいる。

　三菱電機は、発電 
所や各種プラントに
設置される大型の 
事 業 用 発 電 機を 
製作している。特に、 
ガスタービンとスチームタービンを組み合わせた熱効率の高い 
コンバインドサイクル発電プラント向けに、国内外を問わず多数納入して 
いる。その大きさは長さ8～10m、直径3～4m、重量は数百トンあり、 
この大型の機械構造物を1/100mmの精度で加工・組み立てるには、 
高度な技術・技能が求められる。
　1世紀もの長きにわたり、新進気鋭の“エンジニアと職人”によって
つくり出されてきた当社の発電機は、磁界・電界・熱流体・材料分野
などの最先端技術の集合体である。近年では、材料の高性能化や 
３次元の電磁界解析や流体解析、有限要素法を駆使した最適設計
により、発電機の高効率化に取り組んでおり、これからも、地球環境
に配慮した発電機をグローバルに供給していく。

電力システム改革・再生可能エネルギー拡大を支える

電力流通システム

電気を安全・安定的に供給する発電システム

発電プラント監視制御システム

エンジニアと職人の技でつくり出す

タービン発電機

●兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番2号【神戸地区】
●長崎県長崎市丸尾町6番14号
●神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地7（横浜ダイヤビルディング30階）【横浜地区】

大規模蓄電池制御システム マルチリージョンEMS

神戸地区

神戸地区

神戸・横浜地区

電力システム製作所
横浜駅横浜駅

横浜赤れんが倉庫横浜赤れんが倉庫
横浜ランドマークタワー横浜ランドマークタワー

大さん橋大さん橋

山下公園山下公園

みなとみらい駅みなとみらい駅

馬車道駅馬車道駅桜木町駅桜木町駅

戸部駅戸部駅

日本大通り駅日本大通り駅

中央市場前駅

阪神高速3号
神戸線

ハーバーランド

御崎公園駅

和田岬駅
苅藻駅

駒ケ林駅

新長田駅

仮宿駅 西代駅

長田駅長田駅
大開駅

新開地駅
高速神戸駅 神戸駅

兵庫駅

山陽本線山陽本線

神戸高速鉄道東西線

柳原
I.C JCT

湊川
I.C JCT

駒ケ林駅

新長田駅

板宿駅

大開駅

新開地駅
高速神戸駅 神戸駅

兵庫駅

柳原
I.C JCT

湊川
I.C JCT

地下鉄海岸線

電力システム製作所

スマートメーターシステム
HE MD MESH

電力システム製作所

最新テクノロジーと総合エンジニアリング力で社会に貢献する電力システム製作所。
電力プラントの中核をなす機器やシステムの設計・開発に携わり、国内外の電力インフラを支えている。
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〈業務内容〉

〈事業分野〉〈事業分野〉

電力系統・変電システムエンジニアリング、ガス遮断器、ガス絶縁開閉装置、発電機主回路接続装置、避雷器、変成器、油入変圧器、
ガス絶縁変圧器、リアクトル、車両搭載用変圧器、系統保護システム並びに各種保護継電器ほか

高度な技術力で明日の電力インフラをつくる
系統変電システム製作所
日本の電力系統を築いた信頼と実績
　三菱電機は系統変電システムの
分野において80年以上にわたり製品
を供給し続けてきた。世界中から高い
信頼を得ている日本の電力系統メー
カーとして、当社の技術力は海外で
も高く評価されており、各国で多くの 
製品が運用されている。その開発・ 
生産拠点が系統変電システム製作所
である。主な事業範囲は、当社がトップ
クラスのシェアを持つガス絶縁開閉 
装置（GIS）、大容量外鉄形変圧器や 

内鉄形中小容量変圧器、電力系統 
保護・制御・監視システムの開発と 
製造だ。

明日の電力インフラを支える
“総合技術力”
　同製作所は72kV～1,100kVに 
至る各国系統電圧に対応した変電 
機器をフルラインアップしている。 
これまで培ってきたノウハウと高度な 
技術力を活かし、海外では大規模 
変電所フルターンキー工事を手掛け

るほか、世界的な電力需要の伸長に
対応した海外関連会社との生産連携 
も積極的に推進し、グローバルな 
生産体制を構築している。
　現代社会において、電気は欠かすこ
とのできないライフライン。系統変電 
システム製作所は豊富な技術で、 
電力の品質と地球環境への配慮、 
また経済など多様化する様々な 
ニーズを実現し、明日の電力インフラ
を創造していく。

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号【伊丹地区】
●兵庫県赤穂市天和651番地【赤穂地区】
●兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番2号【神戸地区】
●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）【本社地区】

　当社は電力品質の安定化ニーズに対し、系統解析も含めた高度な 
エンジニアリングにより最適なシステムを提案し、直流送電から無効電力
補償装置まで最適な装置を提供している。
　直流送電としては、世界最大級の直流送電設備である紀伊水道直流 
連系設備のプロジェクトに参画し、サイリスタ 
バルブなどの交直変換装置や主要機器を 
納入している。
　また、無効電力補償装置としては、パワー 
エレクトロニクス技術により無効電力を高速
に制御する静止型無効電力補償装置（SVC・
STATCOM）を納入している。

　多くのメーカーが内鉄形の
みを扱う中、当社は日本で唯一、
外鉄形・内鉄形の両タイプを 
生産している。外鉄形変圧器
は高電圧・大容量の変圧器を 
コンパクトに実現できる特長が
あり、2004年にはその特長を活かし、世界最大容量（1,510MVA）の 
発電所用主変圧器を完成させた。また、機械的強度にも優れていること
から、新幹線の動力用変圧器として車両に搭載されており、この分野で
当社は国内トップレベルのシェアを誇っている。

　系統保護リレーは雷撃など
による系統事故発生時に事故
地点を素早く検出し、遮断器を
開放させて事故区間を分離 
する。これにより停電区域は 
局限化され、停電時間も短縮
される。当社の保護リレーは、多様化する電力系統に 
容易かつ柔軟に対応できる優れた保護機能に加え、 
瞬時の事故地点判断や高度な自己診断機能も備えて 
おり、電力の安定供給に貢献している。

　三菱電機は、1968年
に84kVGIS（ガス絶縁 
開閉装置）を納入して 
以来、72kVから1,100kV
まで多数のGISを製作。
多くの納入実績を誇り、 
海外でもトップメーカーの
一つとして活躍している。
　機器の高い信頼性と
経済性の両立が求められる中、当社では大電流遮断技術を駆使した
GCB（ガス遮断器）を搭載し、開閉機器全体の小型化・高性能化を
実現。今後も機器の設計製造から制御・監視診断に至るまで、高い
総合技術力で時代のニーズに応えていく。

電力系統の安定運用に寄与する

系統安定化機器

大容量高効率化＆コンパクト化を実現

外鉄形変圧器

多様化する電力系統に柔軟に対応

系統保護リレー

世界のライフラインを支える電力の安定供給のために

ガス絶縁開閉装置

伊丹・神戸地区

赤穂地区

神戸地区

伊丹地区

直流送電機器

STATCOM SVC

車載用変圧器

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅

系統変電システム製作所

阪急塚口駅

中央市場前駅

阪神高速3号
神戸線

ハーバーランド

御崎公園駅

和田岬駅
苅藻駅

駒ケ林駅

新長田駅

仮宿駅 西代駅

長田駅長田駅
大開駅

新開地駅
高速神戸駅 神戸駅

兵庫駅

山陽本線山陽本線

神戸高速鉄道東西線

柳原
I.C JCT

湊川
I.C JCT

駒ケ林駅

新長田駅

板宿駅

大開駅

新開地駅
高速神戸駅 神戸駅

兵庫駅

柳原
I.C JCT

湊川
I.C JCT

地下鉄海岸線

系統変電システム製作所

系統変電システム製作所

これはいわば“電力供給施設のブレーカー”。災害時、50万ボルトの電気を瞬時に止める。このような大規模なシステムの立ち上げ、
運用にあたっては、多様化する様々なニーズを実現していくことが当製作所の技術者に課せられた使命である。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉受配電システムエンジニアリング、84kV以下開閉装置及び遮断器、真空バルブ、監視制御盤、コントロールセンタ、
受配電監視制御システム、開閉装置用電子機器、保全支援システム

今日も世界の「電気が当たり前にある暮らし」を守る
受配電システム製作所
電力インフラの安定供給に貢献
　生活に欠かすことのできない電気。
　受配電システムとは、工場やビル、
鉄道変電所、発変電プラントなどで、
発電所から送られてきた電力を受け、
コントロールし、各設備に安全・確実 
に送るための製品群のこと。三菱 
電機はこのシステム分野で圧倒的な
競争力を誇っている。
　受配電システム製作所は、1979年 
に36kV以下の開閉装置の製造拠点 
として誕生し、現在では84kV以下 

まで領域を拡大、受配電設備とその
制御・監視設備を製造する一貫生産
工場に成長した。長年にわたり培わ
れた高い技術で、社会を支える電力
インフラの安定供給に貢献している。

フィールドを拡げ変革へ挑戦
　受配電システム製作所は、“受配電 
システムの世界トッププレーヤー”を
目指し、世界各地域に応じた技術開発 
で世界中のエネルギーインフラ推進 
に貢献している。米国などの海外生産

拠点と連携した製品供給や、中東・
アジア地域の技術拠点構築など、
フィールドは全世界に拡がっている。
　また、スマート中低圧直流配電 
システム事業「D-SMiree」を展開。
再生可能エネルギーや蓄電池など、 
直流で発電・蓄電された電力を、交流
に変換せず供給・最適利用すること
で系統全体の消費電力を削減する。
　受配電システム製作所は、今日の 
電力の安定供給を支え、明日への 
変革に挑戦し続けている。

　3.6～84kVの幅広い電圧階層 
で事故電流を遮断するのが遮断器。 
電圧•用途により真空、ガス、気中式 
があり、多くの種類を生産している。 
三菱電機は1965年に国内で初め
て※3真空遮断器の量産化に成功。2014年３月には遮断器の累計 
生産台数は100万台を突破した。また、2021年10月には宇宙空間 
並みの高真空を保った容器内に電極を構成する、「真空バルブ」の 
累計生産本数が500万本に到達。過酷な使用条件の下でも優れた 
性能を発揮する、長寿命・高品質の製品を送り出している。
※3 2021年1月 当社調べ

世界のニーズに対応できる多彩なラインアップ

遮断器

　3.6～84kVの受配電設備
で使用される配電盤で、遮断
器、計測・制御・保護機器を 
搭載。総合技術力によって 
受配電設備の近代化、ネットワーク化を実現し、業界をリードしている。
ガス絶縁開閉装置（GIS）においても三菱電機はキュービクルタイプの
コンパクトな製品を開発し、2000年には地球温暖化抑制のためSF6

ガスを使用しない乾燥空気（ドライエア）を用いた新型スイッチギヤを
発表した。72/84kV級キュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS）は
国内シェア約20％※2を維持している。
※2 2019年1月 当社調べ

様々な受配電設備にフレキシブルにフィット

スイッチギヤ

　工場や発電所などで使われる多数の
モーターの開閉制御を行うモータコント
ロールセンタは、国内では三菱電機が業界 
に先駆け開発、1954年に生産を開始し、 
国内トップシェア※4を誇っている。
　また、海外市場向け製品として、IEC規格 
対応や高電圧・高遮断の要求、さらには 
盤内でのアーク事故時における設備や人の 
保護要求など、国内より一段と高い性能と
安全性の要求に応えた「三菱低圧モータ
コントロールセンタD」を2016年に開発。 
海外の未熟練者にも分かりやすいユニバーサルデザインが評価され、
2016年グッドデザイン賞を受賞した。海外生産拠点との技術提携を
行い、グローバル市場の開拓を更に推進している。
※4 2019年9月 当社調べ

グローバル市場で活躍

三菱低圧モータコントロールセンタ

　製作所内に「スマート中
低圧直流配電システム実証
棟」を建設し、直流配電の 
普及促進に向けた製品開発
を行っている。
　直流では交流特有の周波 
数・位相・無効電力に関する考慮が不要となり、各種電源（商用、 
太陽光発電、蓄電池など）を並列運転する際に簡素な設備構成で 
安定的な電源を供給することができる。また、交直共存環境において 
は直流系統で余剰電力が発生した場合に、自律的に交流系統へ 
電力を融通し、電力供給の最適化が可能な双方向型変換器を製品
化し、自然エネルギーの有効活用が可能となっている。

次世代電力システムとして期待される直流配電システム

D-SMiree

　受配電設備の運用の効率
化と省エネルギーを図る受配 
電監視制御システム。通常 
運用時の監視制御や故障時・ 
停電時の自動処理支援に加え、 
①力率改善制御、電力需要 
監視機能による運転コストの削減と省エネ②ユニバーサルデザインに 
よる、オペレーターの能力に依存しないユーザーインターフェースの 
構築③当社製品との連携による受配電設備の定期点検時間短縮 
などを実現。設備規模・ニーズに合わせたシステムを構築し、電力供給
の安定化と、受配電設備のライフサイクルコスト削減に貢献している。

一目瞭然の運転監視で、24時間万全を図る

受配電監視制御システム

●香川県丸亀市蓬萊町8番地

受配電システム製作所

讃岐塩屋駅
讃岐街道讃岐街道

丸亀駅

西汐入川 清水川

聖池

予讃線

亀山公園
丸亀城

京極通り

宇多津駅

讃岐塩屋駅
京極通り

宇多津駅

受配電システム製作所

国内トップシェアを誇る真空バルブ・真空遮断器の一貫生産工場は2018年8月より本格稼働開始。IoTなどを活用した「e-F@ctoryコンセプト※1」の導入により生産革新を目指す。
※1 e-F@ctoryコンセプト：サプライチェーン・マネジメント及び開発設計の全業務プロセスを改善し、トータルコストを削減する考え方
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〈事業分野〉

〈業務内容〉
衛星通信地球局設備、衛星追跡管制設備、移動体衛星通信端末システム、宇宙天文観測設備、気象レーダー、
空港気象ドップラーレーダー、航空管制関連システム、密着イメージセンサーなど電子デバイス、RFIDリーダーライター装置、
ミリ波列車監視システム、電子戦システム、警戒管制レーダー

幅広いインフラ分野で社会に貢献
　通信機製作所は、1953年に設立
された「無線機製作所」を前身とし、 
1965年に｢通信機製作所｣として 
発足している。
　｢電子情報通信の三菱」をリード
する製作所として、電波・光・通信な
どに関連する最先端の高度な技術
を保有し、新たな事業や製品を創出
し続けており、衛星通信・宇宙観測・ 
監視システム・電子デバイスなどの 
幅広い分野で社会に貢献している。

高度な技術により
社会のニーズに応え続ける
　同製作所では、これまで多くの歴史 
的・国際的なプロジェクトを担って 
きた。独自の衛星管制ソフトウエア
を搭載し「準天頂衛星」「気象衛星 
ひまわり」などの人工衛星の追尾 
管制を行なう地上管制局、超精密な
駆動制御技術によりμm単位で主鏡 
の歪みを補正する大型望遠鏡、幅広い 
周波数帯やレーザー光を用いた気象
観測システム、航空機の位置を高精度

に測位する航空管制システム、最先端 
の追尾・送信技術により災害時でも 
リアルタイムな通信を可能にする 
衛星通信システムなどにおいて、長年 
培ってきた先進技術により、世界最高
クラスの性能を実現している。
　昔も今もこれからも、『安心』『安全』

『グローバル』をキーワードに、既存
の事業領域に留まることなく、高度
な技術を結集したシステム・製品を
社会に提供し、更なる飛躍・発展を
続けていく。

安心・安全を支えるインフラ分野で社会に貢献
通信機製作所

　密着イメージセンサー（CIS：
Contact Image Sensor）は、
CMOSラインセンサー・光源・信号処理回路を内蔵し、世界最速クラス
の読取速度とデジタル出力により使いやすさを実現した読取デバイス
である。複写機やATM、近年では産業用各種検査装置に採用される 
など、IoTやIndustry4.0の流れに不可欠な最先端の技術として幅広く
利用されている。

　TMT（Thirty Meter Telescope）
計画は、国際協力により標高4,200m
のハワイ島マウナケア山に建設さ
れる、30m口径の次世代大型光学 
赤外線望遠鏡。高い観測性能により、
宇宙や生命の起源、宇宙構造を究明 
することが期待されている。通信機 
製作所は、2,000トンを超える望遠鏡
本体構造やそれを精密に駆動する
制御系、主鏡交換ロボットを担当し、開発・詳細設計に取り組んでいる。

　津波対策支援用海洋レーダーは、 
海洋の流速を測定する従来の海洋
レーダーを津波監視用に改良したもの。
　津波到来の視認性向上のため、測定
した流速から潮汐や風浪などの通常の
流速成分を差し引くことによる津波成分抽出に取り組んでいる。
　津波対策支援海洋レーダーはＨＦ帯の電波を用いるため、地平線から
更に遠くの領域まで観測できる特徴を持つ。
　そのため早期に津波を観測し、沿岸地域の防災・減災へ貢献すること
が期待されている。

口径30メートルの超大型望遠鏡で世界の天文学をリードする

TMT（Thirty Meter Telescope）

　ヘリコプター衛星通信システム
は、高速回転するブレード（羽）の間
隙を縫って空撮映像を直接、衛星に
送信することができる。高速通信で
リアルタイム映像を全国へ瞬時に
配信することが可能となり、災害時
や緊急時の迅速な情報収集・伝達
を支えている。

映像を衛星に直接送信し、全国へ一斉配信

ヘリコプター衛星通信システム「ヘリサット」

　PANSY計画は、南極昭和基地に
大型大気レーダーを建設し、上空 
約500kmまでの大気の動きを高精
度で観測する、東京大学・国立極地
研究所・京都大学などによる共同
研究プロジェクト。通信機製作所は 
アンテナ素子を除く装置の開発・ 
製造を担当している。南極という過酷 
な環境下でも大気の動きを正確に
とらえる世界最高水準の技術で、 
地球環境変動の解明を目指している。

大型大気レーダーで南極大気を精密観測

南極昭和基地大型大気レーダー「PANSY」

　準天頂衛星システム（みちびき）
はナビゲーションに代表される測位 
サービス及び災害時の安否確認
サービスなどを提供する衛星測位
システムで、日本版GPSと呼ばれる
こともある。通信機製作所はその 
地上設備を担当し、サービスに必要な電波を送受信するアンテナや 
衛星の安定・効率的な運用を行う衛星管制ソフトウエアの製造を 
行っており、より高精度な位置情報ビジネスの発展に貢献している。

真上から日本を見守り、測位制度を大幅に改善

準天頂衛星地上局

＊ この画像は合成によるイメージです©NAOJ

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

写真提供：中部電力

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅

通信機製作所

複写機・金融端末など 画像入力装置の読取り系キーデバイス

密着イメージセンサー（CIS）

海表面の流速から津波成分を抽出し、早期の津波検知を支援

津波対策支援用海洋レーダー

通信機製作所

通信機製作所は、衛星通信システム、監視システム、宇宙観測システム、各種電子応用製品（デバイス）の分野で「電子と情報通信の三菱」をリードしている。
右上：ⒸJAXA/GREAT、右下：出典：海上自衛隊ホームページ



22 23

〈事業分野〉

〈業務内容〉

〈事業分野〉

誘導飛しょう体システム、火器管制システム、情報・通信・指揮システム、人工衛星、人工衛星搭載機器、衛星通信用地上設備、ITS、
DSRC応用システム、統合セキュリティー、LBS、高精度測位応用システム、三次元GIS

宇宙開発のリーディングメーカー
　鎌倉製作所は、1962年に関東に 
おける最先端のエレクトロニクス開発・
生産の拠点として操業を開始した。 
そして1976年、日本初※1の電離層 
観測衛星の打ち上げに成功し、宇宙
開発のリーディングメーカーとしての 
礎を築く。その後、現在まで40年 
以上、気象観測・通信・測位衛星・宇宙
機の開発と運用成功など、国内外を 
問わず様 な々分野の人工衛星や、その
搭載機器の開発・製造を手がけている。

　さらに、貴重な周波数「ミリ波」に
注目し、人工衛星に搭載する地球
観測機器や自動車搭載の前方監視
レーダーなど、様々なミリ波利用製
品の開発にも取り組んでいる。

拡大する宇宙事業
　ここ数年で準天頂衛星、いぶき 
2号、こうのとり（HTV）などの宇宙航
空研究開発機構（JAXA）向け衛星
の打ち上げや、ST-2、Turksat-4A／
-4B、Es'hail-2などの商用衛星の 

打ち上げ成功、軌道上で順調に運用 
されており、観測・通信・測位など
様々な役目を果たしている。
　今後も最新テクノロジーを駆使し、 
マルチメディア情報処理技術と宇宙・
防衛システムとの融合を図る。
　また、位置情報ソリューション 
サービスなど保有する多様な技術を
活かしたシステムの提供で、社会を 
より豊かにするインフラの構築に貢献
していく。
※1 2021年10月時点　当社調べ

高度な技術で未来社会を創造する
鎌倉製作所

　車載ミリ波レーダーは自動車に搭載して前方を監視
するセンサーであり、自動ブレーキや車間距離を一定に
保って走行するオートクルーズなどに用いられている。
　ほかのセンサーであるカメラやレーザーレーダーと 
比較して、ミリ波レーダーは検知距離が長く、検知性能が天候に左右されにくいという特徴 
を有する。ミリ波レーダー用モジュールは、アンテナ／電波送受信／デジタル信号処理
を一体化したもので、ミリ波レーダーのキーパーツである。鎌倉製作所は保有する優れた 
高周波回路技術やアンテナ技術により、2003年からミリ波レーダー用モジュールを量産 
している。小型化、低コスト化、高機能化開発を推進し、現在では北米、ヨーロッパ、アジア、 
オセアニア、中東と世界中の自動車に搭載され、交通事故から人 の々安心と安全を守っている。

自動ブレーキで交通事故から人々の安心、安全を守る

車載ミリ波レーダー用モジュール

気象現象に加え、地球環境の監視機能を持つ衛星

ひまわり8号／9号
　静止気象衛星のひまわり8号と9号は、 
当社が2006年に納入したひまわり 
7号（運輸多目的衛星：MTSAT-2）の後継 
機である。ひまわり7号に用いた信頼性
の高い当社標準衛星プラットフォーム

「DS2000」を高性能化し、世界最先端
の観測能力を有するセンサー（可視赤外 
放射計）を搭載し、気象予報の精度向上が期待されている。8号は
2014年10月に打ち上げ、2015年7月より本格運用を開始し、2016年
11月に打ち上げた9号は、2017年3月より待機運用を開始している。

　Es'hail-2はカタールの国営衛星通
信事業者であるEs’hailSat（エスヘイル
サット）社から受注した静止通信衛星。日本の衛星メーカーとして、 
アラブ諸国から人工衛星を受注したのは初めて※2。過去当社が受注 
したST-2、Turksat-4A／4Bといった海外向け商用通信衛星で 
築いた実績が評価され、国際競争を勝ち抜き受注に至った。同衛星は
2018年11月に打ち上げを完了し、中東・アフリカ地域を中心とした
広範囲で大容量かつ高セキュリティーな商用TV通信や商用データ
通信及び政府系機関向け通信サービスのために運用中。
※2 2021年10月時点　当社調べ

厳しい国際競争を勝ち抜いて受注

Es'hail-2

地上からISSに物資を補給

宇宙ステーション補給機「こうのとり」（HTV）
　国際宇宙ステーション（ISS）まで無人で自動接近飛
行する補給機。ISS交換部品、実験機器、宇宙飛行士の
日常品などの物資を運び、補給後は使用済みの実験機
器や衣類などを積み込み、大気圏に再突入して廃棄。
　当社は全体システム設計を三菱重工と担当し、 
HTVの頭脳である電気モジュールを開発した。2009年の初号機に始まり、2020年の
最終機となる9号機までISSとのドッキング及び物資輸送を全機成功させた。HTV向け 
に開発した近傍接近システムは海外でも高く評価され、米国NASA向けの民間宇宙 
貨物輸送機「シグナス」にも採用された。現在は、後継機となる新型宇宙ステーション 
補給機（HTV-X）の開発も進められている。

●神奈川県鎌倉市上町屋325番地
●福島県郡山市待池台一丁目21番地（郡山西部第二工業団地内）
●神奈川県相模原市中央区宮下一丁目1番57号

出展：JAXA、NASA

　準天頂衛星システム「みちびき」は、 
内閣府主導で構築された日本の衛星測位
システムで、鎌倉製作所で製造し2010年
から2017年にかけて打ち上げられた4機
の衛星により、2018年11月にサービス
が開始された。同じく鎌倉製作所で開発
した小型・軽量・省電力の高精度測位端末

（AQLOC）は「みちびき」のCLASという 
誤差数センチの高精度衛星測位サービスを利用でき、農機の自動 
運転や鉄道運行管理など、様々な用途へ適用が進められている。
　現在、5号機～7号機も製造中で、2023年度に7機体制とすること
によりGPS衛星に頼らない自律測位システムの確立を目指している。

人々をみちびく「日本版GPS」

準天頂衛星システム「みちびき」

　ITS（Intelligent Transport Systems）は、人・交通・
車両の情報をリアルタイムに結びつけ、渋滞・交通事故
の低減や利用者の快適性向上を目的とした最先端の交通システムの総称。その中で 
鎌倉製作所が2001年に日本の高速道路最初のシステムとして開発、納入したのがETC

（Electronic Toll Collection）である。5.8GHz帯の電波を使用したDSRC（専用狭域
通信技術）により、限定されたスポットにおいて最大4Mbpsでの双方向通信を行う。
　最近ではスマートICのほか、フリーフローと呼ばれる開閉バーの無いタイプについて 
も普及し、首都高出口のシステムでは当社が100%のシェアを誇る。（2021年10月 
現在、首都高向けフリーフローETC設備において、当社調べ）

安全・快適な道路交通環境を実現

高度道路交通システム「ITS」

本郷台駅いたち川

302号線

304号線

鎌倉製作所

402号線
鎌倉街道

北鎌倉駅

横須賀線

大船駅

富士見町駅

湘南町屋駅
柏尾川

東海道本線 304号線

鎌倉街道
大船駅

富士見町駅

湘南モノレール
東海道本線

環状4号線環状4号線

鎌倉製作所

真空状態かつ−150℃から＋200℃まで温度変化する過酷な環境の宇宙空間を再現し、衛星の性能を確認するための大型試験設備「スペースチェンバー」。
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〈事業分野〉

換気扇、全熱交換形換気扇「ロスナイ」、ヒートポンプ式冷温水システム「エコヌクール」、業務用産業用換気送風機（有圧換気扇、
空調用送風機、エアーカーテンなど）、ハンドドライヤー「ジェットタオル」、住宅用／喫煙用集塵・脱臭機「スモークダッシュ」〈業務内容〉

風と空気と水のテクノロジーで環境貢献製品を独創
中津川製作所
“風の中津川”と呼ばれて
　中津川製作所は、送風技術を駆使
した換気扇及び業務用・産業用送風
機事業の成功から、“風の中津川”と 
呼ばれてきた。世界７ヶ国で基本 
特許を取得した全熱交換形換気扇 

「ロスナイ」、ハンドドライヤー市場
に革命を起こした「ジェットタオル」 
など、それまで市場に存在しなかった
ユニークな製品を生み出し、多くが今
も国内トップクラスのシェアを占める
など、理想的なビジネス形態を維持。

熱・流体・燃焼・送風・空調・制御など
様々な技術領域で、深く幅広いノウ
ハウを蓄積したことが、新たな市場を 
開拓する気風を生み、イノベーション
を実現する原動力となっている。

3つの技術分野をベースに
多様なニーズに対応
　中津川製作所は3つのキーワード

「風・空気・水」をベースとして、それぞれ
のテクノロジーを活かした商品群を 
展開中。住宅用では、2014年から 

発売となったエネルギー管理システム
（HEMS）事業において、換気送風機
及び冷温水システムを担当。業務用
では、オフィスビルや商業施設などの 
民間施設から、学校や病院などの 
公共施設まで幅広く活躍している 
ロスナイやジェットタオルなどを展開。
様々なシーンでの省エネ化や快適性
の向上に貢献している。

　「MINIMO」の直径（モー
ター外郭）は、世界最小※2

サイズのわずか45mm。
従来品に比べ容積で約
68%減、質量で73%減
と、大幅な軽量・コンパクト
化を実現した。これにより、

「MINIMO」を搭載したパイプ用ファン（換気扇）は、従来よりも換気風量
が約25%増加した一方、消費電力は約22%も低減された。モーターの
性能を落とさず大幅な小型化を実現した「MINIMO」は、モーター設計・
製造技術・設備開発など専門分野の異なる技術者たちが一体となって
最高の製品を追求した結果であり、中津川製作所のものづくりの基本
姿勢として長く受け継がれてきた“コンカレント・エンジニアリング”の成果 
といえる。
※2   2018年2月28日時点　当社調べ：全自動無人化生産対応コンデンサー搭載型換気扇用交流

モーターにおいて

　手洗い後の濡れた手を素早く乾か
す「ジェットタオル」は“両面ジェットの
風”で水滴を吹き飛ばす新しい発想・
方式のハンドドライヤーとして、世界
で初めて当社が開発・発売し、ハンド
ドライヤー市場に革命をもたらした。 
ペーパータオルなどのゴミを出さない
など、環境への貢献や衛生性が評価
され、オフィス、飲食店、コンビニエンス 
ストア、アミューズメント施設、食品工場といった施設から、近年では 
大学などにも導入されている（1日300回使用しても電気代はわずか 
8円※1の低ランニングコストを実現）。
　実際に使用する機会が多く、一般に広く親しまれている製品の一つ
である。今後も常に業界トップであることを目指し、乾燥性能・静音性・ 
消費電力・衛生性・デザインを意識した製品づくりに取り組んでいく。
※1 JT-SB116KN2の場合
 電気代は1ヶ月25日（乾燥時間6秒/回）の使用、常時通電（1日24時間、1ヶ月30日として
 算出）、電気料金目安単価27円/kWh（2018年2月現在）にて算出

風速98m/s※1のジェットの風が水滴を吹き飛ばす

ジェットタオル

　「ダブルキューブファン」は、 
羽根の3形状の最適化により、 
従来品対比で最大7dBの低騒
音化を実現。市場での有圧換気
扇に対する低騒音ニーズの高ま
りを受けて、低騒音化の技術革
新を図るため、羽根から出る音の
発生源を探ることから開始。様々
な羽根の形状から最適な形状を抽出し、ウィングレット形状・前方反り 
形状・前縁波形状を組み合わせたプロペラファンを開発。また、設計者 
自らがコンサルト活動を行うなかで、市場要望に応えた防錆、防爆、 
耐熱、冷却用途などのカスタマイズ設計を推進。使用エリアや用途に合
わせた多彩なバリエーションを展開し、お客様からの信頼を得ている。

中央自動車道中央自動車道

木曽川木曽川

中央本線中央本線

中津川駅中津川駅
19号線

中津川バイパス

駅前通り

レジストロ通り

257号線

19号線

中津川バイパス

駅前通り

レジストロ通り

257号線
中津川製作所

　優れた省エネ効果を
発揮する熱交換器（ロス
ナイエレメント）を搭載
することで、換気の際に 
捨てられてしまう室内の
暖かさや涼しさを再利用 

（熱回収）しながら換気が
でき、約6～8割の熱エネ 
ルギーの回収を実現。夏季・冬季の冷暖房負荷を低減し、省エネで 
快適な換気を実現する「ロスナイ」は、温度も湿度も交換できる和紙の
特性に注目することで誕生した。1970年の発売以降、住宅や大学など
の学校、オフィスビル、店舗など、様々なシーンで用途を拡大しており、 
40年以上経過した今も理想的な省エネを可能とする製品として、業界
から高く評価されている。写真は住宅用の換気空清機「ロスナイ」。

“室内温度を保つ換気”で理想の省エネ

全熱交換形換気扇「ロスナイ」

技術の融合が“世界最小※2”を生んだ

小型換気扇用コンデンサーモーター
「MINIMO」

●岐阜県中津川市駒場町1番3号【中津川製作所 中津川工場】
●長野県飯田市松尾代田1213番地【中津川製作所 飯田工場】

羽根の3形状の最適化により低騒音化を実現

産業用有圧換気扇ダブルキューブファン

中津川製作所

中津川製作所では、快適環境と省エネを実現する多彩な商品を生産している。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉冷凍機、冷凍・冷蔵クーリングユニット、ユニットクーラー、パッケージエアコン、チリングユニット、業務用除湿機、圧縮機

快適とエコロジーを実現する“冷熱技術力”
冷熱システム製作所
販売実績と技術力で業界をリード
　冷熱システム製作所の前身、和歌山 
製作所は、1943年に操業を開始。
1956年に開放型冷凍機をライン 
アップに加えた時から、“冷熱システムの
総合製作所”としての歴史は始まった。 
販売実績はもちろん、低温用及び 
空調用スクロール圧縮機で日本冷凍
空調学会技術賞、既設配管を再利用
する環境配慮型の空調機更新技術で
発明協会会長賞、CO2冷媒を使用し
た業務用エコキュート「サニーパックQ 

ECO」で電力負荷平準化機器システム
表彰、ホットウォーターヒートポンプで
英国National Heat Pump Awards 
2012「Heat Pump industry 
Product innovation of the year」
を受賞するなど、技術の高さでも文字
通り日本を代表する冷熱システムメー
カーであることを証明してきた。

生産体制の革新で更なる満足を
　「冷やす」「熱する」行為は一見単純
そうだが、それぞれの機能に応じた 

複雑な技術の応用が求められ、世界
の至るところにニーズが存在している。
欧州を始めとする海外展開も好調で
あり、パッケージエアコン、冷凍・冷蔵
機器など、業務用の冷熱システム分野 
において常にトップランナーとして業界 
をリードしている。また、生産革新活動
に全所一丸となって取り組んでおり、

「必要なものを、必要な時に、必要な
だけつくる」生産体制を目指し、「受注
～調達～製造～供給」の全般を通じ
たリードタイム短縮を推進している。

●和歌山県和歌山市手平六丁目5番66号
●長崎県西彼杵群時津町浜田郷517番７号
●京都府長岡京市馬場図所1番地

　10.4インチカラー液晶タッチパネルを採用した 
空調・冷熱機器集中管理コントローラー。最大200台
までの空調・低温機器を集中管理でき、年間・季節別
に設定可能なきめ細かいスケジュール機能や電力量 
デマンドなどの省エネ機能と、使用電力量などを液晶
画面上でグラフ表示するエネルギー管理機能を搭載している。また当社独自の技術
に基づくWebサーバー機能により、遠隔監視・操作、エネルギー管理も可能。さらに、 
当社AI技術「Maisart®」※6を活用し、最適な起動時刻を自動設定する「AIスマート 
起動」により、無駄の無い運転と快適な室温を実現し、運用性に優れる点も特長で 
ある。世界各国の販売拠点では、顧客への提案力の強化につながっている。
※6　　　　　　    　　　     Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology

の略。全ての機器をより賢くすることを目指した当社のAI技術ブランド

　高密度巻線モーターを始めとする最先端の高効率化技術 
に加え、運転範囲拡大と高性能維持を両立する温度制御 
技術の吸入室インジェクション機構を搭載した大容量圧縮機
である。機械部品の高精度加工技術により、吸入室インジェク 
ション機構と過圧縮損失を防止する過圧縮リリーフ機構の 
同時搭載を可能とし、広運転範囲かつ空調負荷変動が大きい
寒冷地向けビル用マルチエアコンでも高い省エネ性と快適性を実現。冷熱システム
製作所ではビル用マルチエアコンだけでなく、産業冷熱機器、列車空調用において
も業界をリードする高機能、高品質の圧縮機を開発している。

運用管理性に優れ、エネルギー管理機能搭載

空調冷熱総合管理システム「AE-200J」

地球環境に貢献する高性能大容量スクロール圧縮機

吸入室インジェクション機構搭載
「HNK97F形圧縮機」

　R410A冷媒、
R463A-J冷媒
兼用化により、 
柔軟な冷媒選択
と 設 備 の 二 重 
投 資 を 不 要 と 
しつつ、低GWP
化を達成した。 
また、冷媒切替
はコンデンシング
ユニットの制御基板上の冷媒の選択と膨張弁の過熱度設定のみで 
対応可能としたことで、切替の簡略化を実現した。このシステムの 
コンデンシングユニットはアルミ扁平管熱交換器採用により、放熱 
性能の向上や製品の軽量化、使用温度範囲の拡大、使用冷媒量の
削減を達成し、省エネルギー制御導入により、運転範囲全領域に 
おいて、6～14%の年間エネルギー性能の向上を実現した。
※3 2020年12月時点　当社調べ：スクロールコンデンシングユニットにおいて

　業界で初めて※1「グランマルチ」シリーズ 
に搭載した扁平管熱交換器は、円管 
タイプに比べて約30％も熱交換性能が
向上。これにより高APFを実現し、全機種 
が省エネ法基準値を達成。また、夏の 
猛暑化が進む中、52℃（乾球温度）まで
という業界NO.1※2の高外気冷房運転を
実現し、高外気でも優れた省エネ性能を
発揮している。
　日本生まれのビル用マルチエアコンの商品と技術は、欧州、中国・ 
アジア、北米に進出。冷熱システム製作所では、省エネ空調機の開発、
業界唯一の2管式で冷暖同時運転が可能な空調機の開発、寒冷地 
向け空調機の開発、世界初の既設配管リユース型空調機開発など、
先進の技術でビル空調における様々なご要望にお応えし、この分野の
パイオニアとしての役割を果たしている。
※1 2013年10月時点　当社調べ　
※2 2016年4月時点　当社調べ

世界初※3低GWP冷媒兼用クールマルチシステム

R463A-J/R410A冷媒兼用クールマルチシステム

業界初※1「扁平管熱交換器」を搭載したビル用マルチエアコン

グランマルチ

産業用途/空調用途の幅広いニーズに応える空冷式モジュールチラー

空冷式ヒートポンプチラーDT-RⅢ
　業界初※4の外気吸込温度52℃での冷房運転を実現した
モジュールチラー。40～70馬力に加え、業界初の冷房専用
大容量80馬力をラインアップ※5し、さらなる省スペース・ 
省施工に貢献。昨今の猛暑に対応した60馬力クール 
タフネス仕様や寒冷地の厳しい寒さにも対応した加熱強化
仕様も追加し、お客様の幅広いニーズにお応えする間接膨脹式のフラッグシップ機。 
DT-Rシリーズは国内のみでなく、欧州を始めとした世界各地域に販売。
※4 2020年7月時点　当社調べ
※5 2021年10月8日時点　当社調べ：空冷式チラーにおいて

田中口駅

宮前駅

国体通り三年坂通り

屋形通り

寺町通り 紀勢本線

和歌川

和歌山城公園
和歌山城

中央通り

わかやま
電鉄
貴志川線

国体通り
屋形通り

わかやま
電鉄
貴志川線

冷熱システム製作所

ユニットクーラ

コントローラー

クールマルチシステム

冷熱システム製作所

2016年3月に竣工した「技術棟」。開発・品質保証体制の強化を目的に技術部門を集約・統合化するとともに、空調冷熱機器の実証実験が可能な環境を整備。
1階部分には、冷熱システム製作所が持つ先進技術、ソリューション技術をプロジェクションマッピングや実演を交えて紹介する体感型ショールームを設置。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉冷凍冷蔵庫、ホームフリーザー、ルームエアコン、ハウジングエアコン、事務所・店舗用エアコン、空調・産業用コンプレッサー

人に社会に思いやり。持続可能な未来を創る静岡製作所
静岡製作所
冷凍空調のパイオニアとして
　静岡製作所は、1954年の設立 
以来、約半世紀にわたり、冷凍空調 
製品の分野で国内外をリードして 
きた。1967年には当社ルームエア
コンの代名詞「霧ヶ峰」を生み出し、 
翌年にはセパレート式壁掛エアコン
を発売。家庭などで利用される身近
な製品を扱う同製作所は、時代の 
ニーズを先取りした機能やユーザ 
ビリティの追求とともに、高品質化
に取り組んできた。

海外拠点の売上も拡大中
　同製作所では現在、長年培ってきた 
技術をベースに、環境保護関連技術 
を始め、食品保存性向上、低騒音、 
気流制御、暖房能力など技術力強化
に取り組んでいる。最先端の熱解析、 
気流解析、インバーター制御など 
電子制御技術を駆使し、高品質、 
高性能で市場ニーズにお応えする 
製品の開発が進行中だ。
　最先端の技術を盛り込んだ製品は
国内にとどまらず、広く海外へも送り

出している。また、静岡製作所は当社
の世界空調冷熱事業のマザー工場 
として位置づけられており、タイ、 
イギリス、中国、トルコ、メキシコに 
ある海外8ヶ所の生産拠点とは、 
単に技術提供にとどまらず、双方の
活動の中で良いものを共有する関係
性を築き上げている。これら8拠点の
売上高は静岡製作所本体を上回る
規模にまで増えている。世界市場を
にらみ、今後もグローバルトップへの
挑戦は続く。

　三菱電機の冷凍冷蔵庫は、独自の薄型断熱構造「SMART 
CUBE」で設置スペースそのままで内容積を大幅UP。省エネと 
大容量の両立を図り、他社差別化を実現。『野菜室が真ん中』の 
MXシリーズ、『冷凍室が真ん中』のWXシリーズと、生活スタイルに 
合わせて“選べる2形態”をラインアップ。「全室独立おまかせA.I.」と 

「つながるアプリ」と合わせて、がんばらなくても時短ができる冷蔵庫を提供。
　食品保存技術においては、「切れちゃう瞬冷凍A.I.」「氷点下ストッカーD A.I.」

「朝どれ野菜室」など、「家事をもっとラクに楽しく」する機能を、技術とアイデアで
実現。今後もお客様の豊かな食生活に貢献できる製品開発を目指す。

　50年以上の歴史を
誇る三菱ルームエア 
コン「霧ヶ峰」。「霧ヶ峰」
ブランドは常にニーズ 
を先取りした機能と高い品質の維持に努め、長年お客
様にご愛用いただいている。近年の製品では世界初※1の 
体感温度をAI※2で先読みして運転を自動で切り替える 

「おまかせA.I.自動」を搭載。人の暑い・寒いという温度の
感じ方だけでなく、住宅性能をも判断し、快適な空調を実現。2020年
度発売モデルから、人工衛星にも搭載された赤外線センサー技術を 
活用した「ムーブアイmirA.I.＋」を搭載。世界で初めて※3エアコンか
ら吹き出した気流を高精度に検知※4し、居住空間に合わせて気流を 
自動で最適調整可能にした。
　スマートフォンアプリ霧ヶ峰REMOTEでは、どこにいても、お部屋の
温度分布がみまもれる「サーモでみまもり」、さらに熱画像をタッチし
てお好みの場所に気流を届ける「タッチ気流」を実現。
　また、2016年から発売した左右独立駆動「パーソナルツインフ
ロー」を搭載したFZシリーズは、「省エネ大賞〈機器・システム部門〉 
経済産業大臣賞」や「エコプロアワード」を受賞するなど、その技術力
は社外からも高く評価されている。
※1 2018年11月時点　当社調べ：家庭用エアコン室内機において
※2   人の温冷感・住宅性能（室温に影響する性能）・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を

「AI」と定義
※3 2019年11月1日時点　当社調べ
※4 温風・冷風が届いた先の温度変化から、風の流れと強さを推測する技術

　圧縮機はエアコンの心臓部であり、 
エアコン性能の約8割を決めるキーデバイス。 
ルームエアコン「霧ヶ峰」シリーズに搭載され
ているツインロータリーコンプレッサーには、

「ポキポキモータ®」に代表される当社革新
技術を結集し、高効率化と小型化を実現。 
また、パッケージエアコン「Mr.SLIM」シリー
ズでは、フレームコンプライアント機構を 
採用したスクロール圧縮機を搭載しており、高効率化と高い信頼性に
寄与。ほかにも寒冷地の暖房性能に貢献する高性能インジェクション
技術など、日々新しい技術の開発に取り組んでいる。

世界に誇る空調・給湯機器の “心臓部”

圧縮機

　1978年の発売当時、画期的な“イスひとつ分”の
省スペース設計で業務用エアコン業界に旋風を巻き
起こした「Mr.SLIM」。その後も、既設配管を洗浄せず再利用できる「リプレースイン
バーター」、床温度と人を検知して風向を上下左右に自動調整する「ぐるっとスマート
気流」、独自の冷凍サイクル技術で外気−25℃まで運転可能、エアコン暖房の限界
を打破した「ズバ暖スリム」など、オンリーワンの技術開発に成功してきた。これらの
技術は欧州のヒートポンプ温水暖房・給湯システム「ecodan」の開発などにも応用 
され、グローバルな事業拡大を支えている。パッケージエアコンのトップブランドと 
して、エンドユーザーはもちろん、工事業者、メンテナンス業者まで、その技術は高く
評価されており、今後もより多くのお客様に喜ばれる製品開発を目指している。

　2007年に空調機で培ってきたヒートポンプ技術を活用し、欧州
の暖房市場に参入すべく、Air To Water（ATW） 事業をスタート。
ATWは、従来の燃焼ボイラーに比べて、CO2排出量を大幅に抑え、
同時に運用コストも削減できるecoな暖房・給湯機
器として、欧州を中心に爆発的に拡大している。
　専用室外機から始まったATW事業は、2011年に
自社製室内機を開発し、「ecodan」のブランドの元、欧州暖房業界に着実に地位
を築いてきた。2017年には先進デザイン・超低騒音の室外機「AA形」を世に送り
出し、デザインと低騒音という欧州暖房業界の潮流を作り出した。さらに2019年 
にはATW技術を応用した地中熱利用製品「ecodan geodan」を開発し、極寒 
冷地でもヒートポンプ利用を促進し、環境問題に貢献している。
　今後、CO2排出量削減の動きは世界的に加速している。その中で、世の中に求め
られる製品であり続けるために、ATWは日々、研究開発を行い、進化し続けている。

新静岡

静岡駅
東名高速道路大谷川

放水路

東海道新幹線

JR東海道本線JR東海道本線

東静岡駅

日吉町
音羽町

春日町
柚木

長沼

古庄
県総合運動場

新静岡

静岡駅

石田街道 久能街道

北街道

池田街道 大谷街道

南街道

石田街道 久能街道

北街道

池田街道 大谷街道

南街道

東名高速道路

東海道新幹線

東静岡駅

日吉町
音羽町

古庄
県総合運動場

東海道

静岡製作所

●静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

技術とアイデアで「家事をもっとラクに楽しく」を提案

冷凍冷蔵庫

最先端の省エネ技術で業界をリード

ルームエアコン「霧ヶ峰」

ヒートポンプ技術を応用した欧州向け温水暖房

ヒートポンプ温水暖房・給湯システム「ecodan」

先進技術で培われた信頼のグローバルブランド

パッケージエアコン「Mr.SLIM」

静岡製作所

時代のニーズに応える機能の模索と、生産方式の改良により、長く愛されるブランドの構築に成功してきた静岡製作所。
革新的アイデアを、いかに製品に結びつけお客様に届けるかが技術者の勝負どころである。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉給湯システム機器（ヒートポンプ式電気給湯機、電気温水器）

日本を沸かせるスマート給湯
群馬製作所
高い技術力とノウハウで
常に業界をリード
　群馬製作所は、電気給湯機に特化
した事業を展開している。日本初※1

の深夜電力を利用した電気温水器
を1964年に発売して以降、半世紀
にわたる開発・製造の中で高い技術
力とノウハウを蓄積。近年は、高効率 
ヒートポンプ給湯機「三菱 エコ
キュート」が注目を集めているほか、
三菱電機HEMS（Home Energy 
Management System）との連携

や、新事業として2016年から英国
向けに自然冷媒CO2ヒートポンプ
給湯暖房機の販売を開始するなど、 
常に業界をリードしている。今後も、
当社独自機能の搭載や快適性を追求
した新製品の開発に注力していく。
※1 当社調べ

エコプロダクツ・エコファクトリーで
環境ニーズに応える
　 電 気 給 湯 機 は 電 気 使 用 量の
ピークシフトが可能な製品であり、 
省エネという社会的なニーズに応え

てきた。近年では「ホットあわー」や
「キラリユキープ」などにより「快適性」
「清潔性」の追求も行っている。
　また、省エネに対する想いは同 
製作所の生産活動にも反映されて
いる。省エネ機器の製作所として 
いかにあるべきかを考え、生産プロ
セスの改善や当社製太陽光発電 
システムなど省エネ設備の導入を 
通して環境負荷の低いものづくり
を実現し、社内外から注目を集めて 
いる。

ご家庭で、施設・店舗で、かしこく省エネ

自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機
「三菱 エコキュート（家庭用/小型業務用）」

　欧州で普及している
燃料燃焼系ボイラー 
による給湯暖房機に 
代 わる製 品として、 
国内で実績のあるCO2

冷媒ヒートポンプ技術
と群馬製作所のタンク
製造技術を最大限に
活かした新しいヒート
ポンプ式給湯暖房機 
を2015年度に英国 
向けに開発。地球環境に配慮した自然冷媒であるCO2を活用して 
効率よくお湯を沸かし、かつ静音性にも優れた製品である。
　今後は拡販活動を強化していくことで、更に海外事業拡大に向けた
取組を推進していく。

　自然エネルギーを効率良く利用して湯を沸かすヒートポンプ給湯機 
「エコキュート」は、省エネのみならずCO2排出量削減の面からも 
普及に大きな期待が寄せられている。主力の家庭用機種では、マイクロ 
バブル（直径約0.01～0.1mmの微細な気泡）技術を用いて、ふろ 
配管を自動で洗浄できる“バブルおそうじ”機能や、浴槽内に発生 
させたマイクロバブルが入浴者の身体全体を包み込むことで入浴時の
快適性を高める“ホットあわー”機能といった当社独自の機能を搭載。 
新機種には、風呂配管内のお湯に深紫外線を照射することで菌の 
増殖を抑制※2、清潔性が向上する“キラリユキープ”機能を搭載。 
また、貯湯ユニット内のタンクに従来の真空断熱材に加えて、断熱性
の高いウレタンを採用した“サーモジャケットタンク”によって、断熱性
を大きく向上させることに成功した。今後も様々なお客様のニーズに
応えるべく、より付加価値の高い製品づくりに取り組んでいく。
※2 全ての菌に効果があるわけではない。

●群馬県太田市岩松町800番地

石田川

早川

蛇川

利根川

木崎駅

細谷駅

群馬製作所

東武伊勢崎線東武伊勢崎線

東国文化歴史街道東国文化歴史街道

17号線

354号線

世界の暮らしを支える

自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯暖房機
「Air to Water（ATW）」

通常の気泡 マイクロバブル

■エコキュートのしくみ

群馬製作所

部品調達から生産・出荷までの一貫体制を実現した物流センターと、実感・体感型のショールーム「ユクリエ」、
開発・設計事務所である技術センターを併設した複合棟が2016年に竣工し、電気給湯機事業の更なる強化を図っている。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉
シーケンサ（PLC）、表示器、インバーター、ACサーボシステム、三相モーター、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、
基板穴あけ用レーザー加工機、産業用・協働ロボット、電磁開閉器、配電用変圧器、FAセンサー、FAプラットフォーム、
e-F@ctoryビジネス、アプリケーションパッケージ、産業用ソフトウェア

世界のものづくりへの貢献を目指して
名古屋製作所
国内・海外で製品開発を連携
　1924年、名古屋製作所は三菱電機
の汎用電動機の量産工場として設立 
された。以来、生産ラインの自動化・ 
省力化を担うFA事業の中核製作所と
して、常に時代の最先端を走り続けて 
きた。21世紀を迎え、更にものづくりの
一流化、情報技術の活用、グローバル
なサポート体制の構築、環境への配慮
などの取組を推し進めている。
　中でも、製品開発領域では、名古屋
製作所を中核としたものづくりの最適 

なフォーメーションを構築し、米国・ 
欧州・中国・インドの海外開発拠点や
国内の三菱電機研究機関と連携を
強化している。研究・開発各拠点ごと
に有する技術を高い次元で融合する
ことで、製品の親和性・連携性を高め、
創造性あふれる製品でFA市場をリード
し続けている。

「e-F@ctory」ソリューションを強化
　近年、製造業ではIoT（Internet of 
Things：モノのインターネット）を活用 

した生産性・品質向上への取組が加速 
している背景から、第二FA開発センター 
を竣工し、IoTを活用した次世代の 
ものづくりを実現するFA-IT統合 
ソリューション「e-F@ctory」を強化 
している。第二FA開発センターでは、
当社FA製品とパートナー製品の動作 
検証を行う共同開発ルームが設け 
られ、パートナーと一体となってお客様
の生産課題解決に向けた製品開発
に取り組むなど、更なる顧客満足度の
向上とFA事業の拡大を目指している。

　産業用ロボットは、対象物（部
品・工具など）を掴む・動かす機能
を持った機械で、主に生産ライン
の組立・搬送工程で使用されて
いる。三菱電機の産業用ロボット
は、基本性能である高速・高精度
を追求するだけでなく、微小な力
加減を感知するセンサーを搭載
することでより繊細な組立作業を
可能としている。
　2020年には人と同じ空間で
一緒に作業を行える協働ロボット「ASSISTA」を開発。世界各国の 
製造現場で、生産性向上や労働力不足解消に寄与している。

　様々な産業においてIoT化
が進み、各製造工程や製造
ラインの監視対象に留まらず、 
集中監視によって大量な情報
を効率的に収集・監視・分析 
する、全 体 最 適ニーズ が 
高まっている。
　当社はそれらのニーズに応える産業用ソフトウェアSCADA 

（スキャダ：Supervisory Control And Data Acquisitionの略称）
事業強化を目的に2019年に米ICONICS社を買収。GENESIS64TM

シリーズは、FAのみならず、PA／社会インフラ・ビル管理などの 
幅広い分野を対象に、ソフトウェア技術とFA機器を組み合わせた 
IoTソリューション､及びそのソリューションを最大限に引き出す各種
サービスをグローバルに展開され、世界のモノづくりの最適化に貢献
している。

IoT化が進み、高まる集中監視ニーズに対応

SCADAソフトウェア

先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕

産業用・協働ロボット

●愛知県名古屋市東区矢田南五丁目1番14号（名古屋製作所）
●愛知県新城市有海字鳥影1番地1（新城工場）
●岐阜県可児市姫ケ丘3丁目5番地（可児工場）

名古屋製作所

守山
市民病院駅新守山駅上飯田駅

大曽根駅大曽根駅

森下駅尼ケ坂駅清水駅

志賀本通駅

地下鉄名城線

中央本線

平安通駅
黒川駅

千種駅

守山駅

ゆとりーとライン

矢田
ナゴヤドーム前矢田駅

名鉄瀬戸線

名古屋高速1号
楠線

砂田橋駅
茶屋ケ坂駅茶屋ケ坂駅

自由ケ丘駅

守山
自衛隊前駅

地下鉄名城線

中央本線

千種駅

ゆとりーとライン

矢田駅

バンテリンドームナゴヤバンテリンドームナゴヤ

名鉄瀬戸線

名古屋高速1号
楠線

瓢箪山駅

守山
市民病院駅新守山駅

森下駅尼ケ坂駅清水駅

志賀本通駅
平安通駅

黒川駅

ナゴヤドーム前矢田駅

砂田橋駅

守山
自衛隊前駅矢田駅

瓢箪山駅

　ロボット・工作機械から半導体・液晶製造装置など幅広い分野で 
装置の駆動源として活用されるサーボシステム。三菱電機サーボシステム  
MELSERVO-J5シリーズは、「先進性」「接続性」「保全性」「操作性」 

「継承」をコンセプトにしており、機器の基本性能を大幅に向上。業界
トップレベルの高速・高精度制御を実現した。さらに、IoTシステム構築
に最適な産業用ネットワークとしてCC-Link IE TSNを採用。これらに
よりお客様の装置・システムのパフォーマンス最大化に貢献している。

高速・高精度制御で世界のトップを目指す

ACサーボシステム

　リレー回路の代替装置として開発されたのがPLC（プログラマ 
ブルコントローラー）だが、国内では当社呼称である『シーケンサ』が 
一般名称化している。主に工場などで使われる機械や自動化ライン
の制御に使われる。近年はより複雑化する生産設備や製造装置の 
更なるタクトタイム短縮に応えるため、ナノオーダーの領域までの 
高速化を実現。膨大化する制御・生産管理データを処理するため、
扱えるプログラム本数やメモリー容量も大幅に拡大している。

お客様の工場の新たな可能性をひらく

シーケンサ

名古屋製作所

「e-F@ctory（イーファクトリー）」を活用したエネルギー管理システムにより、省エネを実現している7階建ての設計棟「第二FA開発センター」。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉数値制御装置、放電加工機、板金レーザ加工機、基板穴あけ用レーザ加工機

グローバルでのモノづくり現場へ安心、安定の供給
産業メカトロニクス製作所
お客様ニーズ対応へ迅速かつ
柔軟に
　近年のFA（Factory Automation）
ビジネスを取り巻く環境は急速に 
変化している。こうした環境変化 
追従のために産業メカトロ二クス 
製 品の開 発 及び 製 造 を名 古 屋 
製作所より移管し、2021年4月に 
産業メカトロニクス製作所として 
創設。産業メカトロニクス事業に 
特化した組織として機動力強化を 
図り、お客様満足度の向上を目指す。

グローバル顧客満足度No.1を
目指して
　産業メカトロニクス製品群は国内
だけではなく、海外のお客様にも 
数多く使用いただいているグロー 
バル製品である。海外向けの出荷比
率は年々増加傾向であり、各国に 
拠点を有し、グローバルな販売・
サービス体制を構築している。また、
近年製造業で言われているIIoT

（Industrial Internet of Things:
産業用モノのインターネット）を 

始めとするデジタル化戦略への取組
が必要不可欠となっている。その 
一環でリモートサービスを開始して
おり、これにより製造現場の見える
化、遠隔診断を可能とし世界中の 
お客様に対して安心、安定的な稼働
で貢献。これからも生活の可能性を
拡げる新しい価値を提供し、お客様・
社会から存在が期待されつづける 
製作所になる事を目指す。

●愛知県名古屋市東区矢田南五丁目1番14号

産業メカトロニクス製作所

守山
市民病院駅新守山駅上飯田駅

大曽根駅大曽根駅

森下駅尼ケ坂駅清水駅

志賀本通駅

地下鉄名城線

中央本線

平安通駅
黒川駅

千種駅

守山駅

ゆとりーとライン

矢田
ナゴヤドーム前矢田駅

名鉄瀬戸線

名古屋高速1号
楠線

砂田橋駅
茶屋ケ坂駅茶屋ケ坂駅

自由ケ丘駅

守山
自衛隊前駅

地下鉄名城線

中央本線

千種駅

ゆとりーとライン

矢田駅

バンテリンドームナゴヤバンテリンドームナゴヤ

名鉄瀬戸線

名古屋高速1号
楠線

瓢箪山駅

守山
市民病院駅新守山駅

森下駅尼ケ坂駅清水駅

志賀本通駅
平安通駅

黒川駅

ナゴヤドーム前矢田駅

砂田橋駅

守山
自衛隊前駅矢田駅

瓢箪山駅

　スマートフォンやタブレットPCといった小型化・高機能化が進む 
電子機器において、重要なパーツである多層プリント基板。この多層 
プリント基板の層間を金属で接続するための穴あけ加工に、機械加工
ではできない高速・高精度・微細加工が可能なレーザが用いられて
いる。
　これまで蓄積してきた機械技術・制御技術・ソフトウェア技術を融合
させ、開発に取り組んできた。そして、世界最先端といわれるレーザ 
技術・光学技術・制御技術を駆使し、高精度かつ7,000穴/秒もの 
スピードで基板に穴をあけることができるレーザ加工機を実現。 
世界中のプリント基板メーカーから寄せられる期待に応えるため、 
更に高度なレーザ加工機の開発を進めている。

レーザの力で電子機器を更に小型、高機能化

プリント基板穴あけ用レーザ加工機

　レーザ光の力を利用して、薄板から厚板までの金属板（板金）を
切断・溶接することが可能な板金レーザ加工機。用途は多岐に渡り、
自動車・建機・交通車両・機械などの部品などに使用される。
　当社AI技術「Maisart®」活用により、加工条件を自動で調整する
機能を世界で初めてレーザ加工機へ搭載（GX-Fシリーズ）。また現場
での人手不足・省人化に対しても、加工機への材料投入から加工完了
した製品の取り出し、仕分けする自動化システムもラインアップ。
　IoT技術を活かしたリモートサービスも付帯し、安全･安心のアフター
サービス体制のもと、生産の最大化に貢献する。

多様化ニーズへの追従により、レーザ加工の未来構築

板金レーザ加工機

　放電現象を利用し、非接触加工が可能なため非常に硬い材質の 
金属においても高精度な切断・穴あけが可能。加工された金属は 
自動車・航空機・医療・半導体関係の部品や金型として使用される。
　IoT技術を活かして生産・保守をとりまく様々な機器を結合し、 
いつでも、どこでも設備の稼働状況やコストの確認が可能となる 
機能や、サービスセンターからお客様の機械へ接続する遠隔診断機能
を有したリモートサービスを付帯。
　また、当社AI技術「Maisart®」※活用により加工形状や加工状態に 
あわせた最適な機械コンディションを自動制御する機能も搭載。
製造現場の見える化と調整レスな機械性能の実現により、高精度・ 
高生産をあわせ持つ「止まらない工場」へ貢献する。

革新の技術により、モノづくりを次のステージへ

放電加工機

　NC旋盤、マシニングセンタなどの工作機械に搭載され、数値情報
で動作を制御する装置。あらゆる産業の部品加工や製品製造へ 
適用され、世界各国で使用されている。
　革新的かつ豊富な制御機能により高速・高精度・高品位加工の
実現に加え、IoTを活用した生産管理や遠隔操作など製造現場の 
スマート化に貢献する。

全世界のお客様にとって最良のパートナーへ

数値制御装置

※　　　　　　    　　　     Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略。
全ての機器をより賢くすることを目指した当社のAI技術ブランド

産業メカトロニクス製作所

産業メカトロ二クス製品の次世代機種開発・設計を担う「メカトロ開発センター」
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〈事業分野〉

〈業務内容〉
ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、安全ブレーカ、低圧気中遮断器、省エネ支援機器（MDUブレーカ・EcoMonitor・EcoServer）、
スマートメーター、電力量計、電力管理用計器、指示計器、計器用変成器、タイムスイッチ、配電制御ネットワーク機器B/NET、
無停電電源装置（UPS）

約80年にわたり業界をリード
　福山製作所は1943年の創業以来、 
低圧配線用遮断器（ブレーカ）を始め、
電力量計、指示計器、省エネ支援機器
などの製品開発・製造により、配電制御 
機器分野を中心として常に業界をリード 
してきた。約80年にわたり培ってきた 
技術は、国土交通大臣賞などの数々の
賞を受賞するなど、高い評価を得ている。 
事業領域は、ノーヒューズ遮断器を核
とした「配線用遮断器」、電力量計、指示 
計器などの計器・計測機器、省エネ支援
機器、無停電電源装置からなる「計測 
制御機器」、「スマートメーター」の3分野
に分けられ、それぞれがより高いレベル
での製品開発・製造を目指している。

自工場で1億円の省エネを実現
　 福山製 作 所は、古くは万 葉 集に 
詠まれ、近年では映画やドラマのロケ地 
や演歌の舞台となっている鞆の浦の
近くに位置している。この美しい自然 
環境を守ることが、ひいては地球環境を 
守ることにつながっていくと考えている。 
その取組の一環として、開発・製造した 
省エネ支援機器やシステムを使用し、 
自工場を省エネモデル工場と位置づけ、 
CO2排出量を約14％削減、1億円もの 
省エネを実現（1997年度比2009年度 
実績）。これらが評価され、2009年に 

「資源エネルギー庁長官賞」「ふくやま 
環境賞」を受賞している。

長年培った省エネノウハウを結集させ、“カーボンニュートラル”の実現に貢献
福山製作所

家庭からオフィス・工場まで、電気の安全を支える
低圧配電制御機器

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器（ブレーカ）

　福山製作所では、1946年以来、 
電力会社向けとして電気料金取引証
明用の電力量計を開発・製造している。 
1995年にデジタル乗算処理技術を
国内で初めて※3製品搭載するなど、 
計測技術をコア技術として製品の 
高精度・高品質・小型化を推進している。 
近年、スマートグリッド構築に向けた
動きが進むなか、双方向通信機能、 
遠隔開閉機能を備えたスマートメー
ター（電子式電力量計）の導入に貢献
している。また、高圧一括受電マンションなどの一般産業向けにも展開。
※3 2011年11月時点　当社調べ：電力量計において

　環境問題への関心が地球規模で高まる
なか、ISO14001や省エネ法により、企業は
環境への配慮が求められている。 三菱電機
グループでは、｢環境ビジョン2050｣を 
策定し、地球規模の環境課題対策事業を
推進。その対象製品である省エネ支援機
器やAI技術を搭載した省エネ分析・診断アプリケーションは、設備や 
生産ラインの使用エネルギーを計測し、データの“見える化”から要因 
診断・対策効果検証まで一連の省エネ活動をサポートし、省エネ促進
を支援するものである。また、製品導入後も顧客課題解決に向けた取組
を継続すべく、現場訪問による省エネ診断・製品活用を支援する各種
サービスを提供している。実際に製品を自工場に取り付け、省エネ 
モデル工場として省エネ活動を実践し、その改善効果をお客様にPR 
している。現代社会の電力事情やカーボンニュートラルの実現において、
企業などにおける省エネ活動は不可欠であり、省エネ支援機器は市場
の計測ニーズに高精度の計測技術で応えつつ進化を続けている。

工場まるごと、ビルまるごと、エコチェンジ

省エネ支援機器

スマートグリッド（次世代電力網）のキーコンポーネント

スマートメーター

　1933年に国内初※1の低圧配線用 
遮断器（ブレーカ）を発売して以来、時
代のニーズ、環境変化に対応した遮断
器を開発し、工場、ビル、公共施設から 
船舶といった電気が使用されるあらゆる 
場所で採用され、常に業界をリードし 
続け、長年国内No.1シェア※2を維持している。
　新遮断技術による遮断性能の向上に加え、様々なシステム 
に高い安全性、信頼性で応えるべく630AF～6300AFを 
ラインアップした『気中遮断器』、電路情報の監視及び多彩な
ネットワークへの対応により、きめこまやかなエネルギー管理 
ができる『MDU（Measuring Display Unit）ブレーカ』を 
リニューアル開発。また、労働人口減少・熟練作業者不足など
の社会課題を背景に、配線作業に端子ねじを使用せず、省施
工、品質安定化などの市場ニーズに対応した『スプリングクラン
プ端子仕様』の遮断器も順次市場投入。自然エネルギー発電 
やデータセンターなどの直流回路設備システムにおいて、 
電力利用効率を改善するための直流高電圧給配電に応える『直流高電圧対応 
遮断器』を始めとする各種国際規格への適合など、ますます高度化、多様化する 
ニーズに応えるべく、より付加価値の高い製品づくりに取り組んでいる。
　一方、世界に目を向けると、欧州メーカーとの競合の中で、中国・東南アジア・インド
といった成長市場に対し、それぞれの市場に適応した製品を福山製作所や、海外工場

（中国・インド）から投入を行っている。
　また、FA機器の総合メーカーとして蓄積した 
ノウハウを結集し、ロボットによる組立制御や 
e-F@ctoryを活用した生産／品質データの自動 
収集、見える化など、弛まぬ進化を続ける最新鋭 
遮断器生産ラインを構築し、海外工場を含めた生産
性向上、短納期、品質改善を徹底的に追求した生産革新を実現している。
※1 1982年時点　当社調べ
※2 2021年8月時点　当社調べ

省エネデータ収集サーバー エネルギー計測ユニット 電子式マルチ指示計器

シーケンサ用電力計測ユニット

電力会社向け

　電源障害に伴う工場設備停止による不良品の発生や、通信 
基地局の停止による通信障害など、停電・瞬停で影響を受ける 
装置の電源バックアップ用途で幅広く採用されている。また、製造業の予知・予防保全やデータ
分析ニーズが益々高まるなか、塵埃・悪環境でも稼働可能な『耐環境モデル』も展開している。

電源障害時に安定した電源を供給し、システムを保護

無停電電源装置（UPS）

常時インバータ
給電方式 FW-Sシリーズ

●広島県福山市緑町1番8号

電力会社向け

※2

福山城
福山駅 山陽本線

福山製作所

山陽新幹線
福塩線

芦田川

一般産業向け

福山製作所

工場の使用電力量を計測し、使用エネルギーのムダを“見える化”していく省エネ支援システムを活用し、
福山製作所では1億円の省エネを実現した。写真はブレーカ製造ライン。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉xEVシステム、自動車用エンジン電装品・制御製品、電動パワーステアリングシステム、ETC車載器

革新的な製品づくりで世界のクルマ社会に発展を
姫路製作所

ロールユニット、電動パワーステアリング、 
そしてハイブリッド車や電気自動車など
の電動化を支える電動パワートレイン 
システム関連製品、及び安全運転を 
サポートする先進運転支援システム 
関連製品へとビジネス領域を拡大して 
いる。自動車メーカー間の激しい競争 
の中、先行開発部門を結集した自動車 
機器開発センターとの連携及び海外 
生産体制の強化に加え、電動化プロ 
ジェクトなど次世代車の開発強化により、
姫路製作所は更なる発展を目指す。

も同製作所はその技術力で自動車 
業界を支えてきた。今後は、HEV（ハイ
ブリッド車）やEV（電気自動車）を始め
とした低炭素社会の実現に向けて、 
同製作所の高い技術力で自動車業界の
新しい未来を切り拓こうとしている。

進歩し続けるエレクトロニクス技術
　自動車の進歩は決して止まること 
なく、それに伴い次々と事業を開発。 
オルタネーター、スターターなどが主要
製品だった時代から、エンジン制御コント

世界有数の生産拠点として
　三菱電機の自動車機器事業を牽引
する姫路製作所は、1943年に航空機
の電装品工場として設立され、モータ 
リゼーションの発展とともに業容を 
拡張、現在では世界有数の自動車機器
生産拠点となった。
　この間に日本の自動車産業は幾度
も転換期を迎えた。優れた量産品質
で世界に衝撃を与えた1960年代、
排ガス規制に取り組んだ70年代、 
高級化の進んだ90年代、いつの時代

　xEVシステムとは、ハイ
ブリッド車や電動自動車
の主モーターとそれを駆動 
する車載インバーターから
構成される「電動パワー
トレインシステム」であり、
環境自動車の中枢製品で
ある。
　同製作所では、オルタネーター（自動車用交流発電機）やモーター
ジェネレーター（自動車用発電電動機）で培ってきた巻線技術などを 
自動車用の主モーターに応用することで、小型・高出力・高効率化する
とともに、自社製造する最新のパワー半導体と、交通、FA、宇宙の分野 
で培った最先端の制御技術を車載インバーターに適用することで、 
時代のニーズに沿った電動パワートレインシステムを量産している。

　オルタネーター（自動車用交流発電機）は、 
エンジンの回転エネルギーの一部を電気エネル
ギーに変換し、車内電気機器への電気供給や 
充電を行う発電機である。同製作所では、 
新冷却構造を採用することにより、小型・高出力・ 
高効率・低騒音を実現し、環境に配慮した 
第10世代オルタネーター（GXオルタネーター）
を開発・量産化した。
　さらにこれを母体に当社固有のインバーター
製造・制御技術を用いたパワーエレクトロニクス 
を機電一体化することで、高出力・高効率な 
発電・駆動を実現した第1世代モータージェネ
レーター（自動車用発電電動機）の開発・量産化に成功。
　各自動車メーカーが環境対策に力を入れるなか、両製品とも更に
高出力・高効率を目指すとともに、燃費向上に大きく貢献していく。
※1 2015年4月時点　当社調べ

　レーダー、カメラなどのセンシング 
情報を元に予防安全の各機能

（レーンキープアシスト、アダプティ
ブクルーズコントロール、衝突被害
軽減ブレーキなど）の対象認識、 
状況評価、制御判断機能を有した
予防安全用コントロールユニット。 
駐車支援及び自動運転にも対応する。今後はセンシングの信頼性を向上
するとともに、車両制御技術と組み合わせて、安全運転をサポートしていく。

　ハンドル操作をアシストするステアリン
グ制御は、かつて、油圧式で行われていた。
1988年、同製作所は世界で初めて※2電動
パワーステアリングシステム（EPS）の量産
化に成功。現在も世界トップクラスのシェア
を維持している。従来の油圧式と比較し、燃
費向上・軽量化・環境負荷への低減など、多くのメリットがあるのに加
え、ADAS（先進運転支援システム）や自動操舵に不可欠な操舵系アク
チュエーターとして、ますます発展が期待される。
※2 2021年10月時点　当社調べ

滑らかなハンドルアシストを実現

電動パワーステアリングシステム（EPS）

　スターターは、バッテリーの電気エネ
ルギーを回転エネルギーに変換し、停止
しているエンジンを始動するための電動
機である。同製作所では、軽自動車用の
小出力タイプから、トラック・バスに搭載
される大型ディーゼルエンジン用スター
ターまで幅広く生産する。小型・軽量・ 
高出力に加え、耐久性、始動迅速性を 
強化したアイドリングストップシステム用スターターを開発・製造し、各自動車
メーカーのニーズに対応して、自動車の更なる燃費向上に貢献していく。

先進運転支援システムで安全運転をサポート

予防安全用コントロールユニット（ADAS-ECU）

小型・軽量・高出力で迅速にエンジンを始動

スターター（車両用始動電動機）

●兵庫県姫路市千代田町840番地
●兵庫県姫路市広畑区富士町1-40

HEV/EV車の電動パワートレインシステムを構築

xEVシステム（モーター・インバーター）

世界一※1の巻線密度を誇る自動車用交流発電機と発電電動機

オルタネーター＆モータージェネレーター

オルタネーター

モータージェネレーター

播磨高岡駅

四ツ池

市川
姫路南ランプ
I.C JCT亀山駅

姫路駅

山陽姫路駅山陽姫路駅

山陽本線
手柄駅手柄駅

山陽電鉄本線山陽電鉄本線

山陽新幹線

姫新線

姫路バイパス

外堀川

播磨高岡駅

姫路南ランプ
I.C JCT亀山駅

姫路駅

姫路バイパス

外堀川

姫路城

姫路製作所

姫路製作所

多彩なカーエレクトロニクス製品を開発・量産し、環境に配慮したクルマ社会を支える。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉カーマルチメディア機器（ナビゲーションシステム、ドライバーモニタリングシステム、高精度ロケーター、カーエンターテインメントシステム他）、
自動車用装備品（LED点灯装置、車載用充電器他）、自動車用アクチュエーター・バルブ類

人とクルマの未来を創造する
三田製作所
モータリゼーションの進化を支える
　三田製作所は、1986年にカー 
オーディオ、アクチュエーターなど、 
自動車機器の開発生産拠点として 
スタートした。　
　その後、カーナビゲーションシステム 
やエアバッグコントロールユニット
といった高度な製品群も開発・生産
を担うようになり、国内外の主要な
自動車メーカー各社と取引を開始。 
今では製品の半数以上を海外に輸出 
するなどグローバル化を加速させ、 

事業規模は飛躍的に大きくなって 
いる。

時代が求める最先端の技術を追求
　車の進化は止まらない。
　今日では、「電気自動車／電動化」
や「自動運転」は、実用・普及段階に
入り、自動車自体が変革期にある。 
その中で、車のキーパーツを開発・ 
製 造する同製 作 所では、“安 全・ 
安心”“快適”“環境”をコンセプトに、 
高度化・多様化するニーズに対し、 

最先端の技術を搭載した製品づくり
を行っている。そのためには、同製作所 
だけでなく、社内の各研究所、自動車 
機器開発センター、姫路製作所、ほか
の製作所などとの連携が必要不可欠 
であり、三菱電機グループの総力を 
結集していくことで、当社にしかでき 
ない製品づくりを進めている。
　そして、自動車メーカーを通じて、 
新しい価値を提案していくことで、 
人と地球環境にやさしく、より安全・ 
安心で快適な車社会を創造していく。

　三田製作所の代表製品 
はカーインフォテインメント 

（インフォメーション＋ 
エンターテインメント）製品 
であったが、先進運転支援 
システム（Advanced Driver  
Assistance System:  
ADAS）のコンポーネントとして、ドライバーモニタリングシステム（DMS）
や高精度ロケーターなどに注力している。
　そして、“安全・安心・快適”を提供するトータルソリューションとして、 
三菱電機の総合力を活かし、自動車社会の未来に向けて新たな価値を
創造する。
　運転支援・自動運転を視野に構成する製品・技術は、三菱電機が保有
する得意領域であり、衛星、通信、大容量高速通信、信号処理、グラフィック、
HMI、人工知能など、広範囲をカバーする最先端技術の集合体である。

“安全・安心”と車内の“快適”をトータルサポート

カーマルチメディアシステム

●兵庫県三田市三輪二丁目3番33号

　 人と地 球 環 境 に 
配慮した車開発のた
めに、より安全・安心
でエココンシャスな
製品を開発している。 
代表的なものとして、長寿命・低消費電力のLEDヘッドライト用点灯
装置の制御による夜間走行の支援や、車両周辺環境のセンシング
データを活用した予防安全・自動運転の実現などがある。
　また、電気自動車用の車載用充電器、燃費改善用制御機器の中小
容量インバーター（モータードライバー）なども高度な技術によって
“安全・安心”や“環境”に貢献する製品といえる。

　環境への対応として、燃費改善による
CO2排出量低減や排気ガス中の有害物質
の削減が重要になってきている。同製作所 
では燃費改善と排気ガス中の有害物質
を低減するEGRバルブ（排出ガス再循環 
制御弁）、ガソリンタンクからの蒸発ガス
を処理するソレノイドバルブ（電磁弁）、燃費改善と排気ガス浄化を
高次元で実現させる可変バルブ制御製品（VVT、VVL）、及び過給圧 
制御用ターボアクチュエーターの開発により、環境に配慮した製品 
づくりを行っている。

安全・安心と環境に貢献する製品開発

ライティングシステム・ソナー製品

“環境”に配慮した製品開発

カーメカトロニクス製品

数センチレベルで自車位置を特定できる
高精度ロケーターと立体表示ヘッドアップ 
ディスプレイにより、運転支援情報のAR
情報を表示する。

触感デバイスを活用した操作性向上
HMI。仮想化技術により機能安全対応が
必要なメーターなどと従来のカーナビを 
1つのユニットで実現。メーターとカーナビ 
の表示連携などを容易に実現できる。

運転手をカメラ及び生体 
センサーでモニタリング 
することで、運転手の脇見
や姿勢・視線の検知だけ
でなく、健康状態や感情の
推定にも活用し、安全な 
運転をサポート。

　 ハイエンドホ ーム
オーディオの高音質を
車室内で実現すべく、
車載高級オーディオの
開発に取り組んでおり、
オーディオナビという
新ジャンルも開拓して
いる。

ハイエンドオーディオの高音質を車室で実現

DIATONE®車載高級オーディオ

福知山線

横山駅

フラワータウン駅

三田本町駅

三田駅

176号線

武庫川

三田製作所

神戸電鉄公園都市線神戸電鉄公園都市線 神戸電鉄三田線神戸電鉄三田線

三田製作所

新時代のカーライフを実現する革新的な製品づくりを３つの分野で追求している。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉パワーモジュール、大電力パワーデバイス、半導体センサー、トランジスタアレイ、HVIC

パワー半導体で、エコチェンジ
パワーデバイス製作所
電力需要拡大の歴史とともに
　三菱電機のパワーデバイス（電力用 
半導体）への取組の歴史は古く、1952年、 
中央研究所での開発にさかのぼる。初期
の需要は、電気機関車や電力会社など
であり、その後、産業機器（インバーター、 
サーボ、ロボットなど）の拡大とともに 
発展し、現在ではIGBT（Insulated Gate 
Bipolar Transistor）チップを搭載した
モジュールとIPM（Intelligent Power 
Module:駆動回路や保護回路を搭載する
モジュール）が主力製品となっている。

　また、従来のSi（シリコン）素材から、より
電力損失が発生しにくいSiC（炭化ケイ素）
へと研究開発を進め、2010年には世界で
初めて※SiCモジュールをエアコンへ搭載
するなど、最新のSi、SiCデバイスが、家電、
産業機器、鉄道車両の各分野でインバー
ターの小型・省エネ化に貢献している。
※ 2010年8月24日現在、当社調べ

パワーデバイスに期待される役割
　近年、環境保護意識と省エネ意識の
高まりを背景に、家電のインバーター化
が進展。また、風力発電や太陽光発電、

ハイブリッド車など、電力の効率利用の
鍵を握るパワーデバイスは、地球環境
保全に貢献し、あらゆる分野に不可欠
なキーデバイスとして需要が増加して
いる。この需要増加に対応するために、 
広島県福山市にパワーデバイス製作所
の新たな製造拠点（ウエハプロセス工
程）を開設する（2021年11月稼働開始
予定）。パワーデバイス製作所では、市場
のニーズに適合する製品及び生産体制
を、高度な開発力・技術力によって構築
することで、今後も社会へ寄与していく。

　省エネルギー化などの環境保護への意識
の高まりにより、鉄道車両、直流送電、大型産
業機械などの重工業分野では、インバーター
のさらなる損失低減、高出力、多様な出力 
容量に対応する製品が求められている。これら 
に応えるために、当社では、コンバーターや 
インバーターに代表される大型電力変換装
置に使用される大容量パワー半導体デバイス
として、HVIGBT（High Voltage Insulated 
Gate Bipolar Transistor）モジュールやHVDIODE（High Voltage 
Diode）モジュールを提供している。1.7kV～6.5kV耐電圧の豊富な
ラインアップを揃え、電力変換装置の小型・軽量化、信頼性の向上に
大きく貢献。国内の電鉄分野市場ではトップクラスのシェアを誇り、 
海外ではヨーロッパを中心に北米、アジアなど様々な国の鉄道に採用 
されている。世界に先駆けフルSiCモジュールを製品化するなど、 
国内外の更なる市場拡大に向け、今後も開発に取り組んでいく。

　省エネ化を実現する最新
の半導体デバイスを搭載し
たインバーター回路内蔵の
製品（インテリジェントパワー 
モジュール）。当社独自の高
性能な電力用半導体素子

（IGBT、Diode）、高耐圧の制
御ICなど複数の半導体デバ
イスを、樹脂封止技術を使い、 
業界に先駆けワンパッケージ
化することで低消費電力、低コスト、低ノイズ、小型、高品質を実現した。
　業界をリードする総合技術で世界シェアも高く、幅広い民生用途
に対応。主に白物家電といわれるエアコン、洗濯機、冷蔵庫用途や、 
オール電化の進展により普及してきたIHクッキングヒーターや家庭用
給湯システム用途、自動車のHEV/EV化に連動した電動カーエアコン
用途、太陽光発電用途にも採用されている。また、これらの製品にSiC 
モジュールを適用することにより、更なる省エネに貢献している。

“白物家電”を中心に海外でも圧倒的シェア

民生用パワーモジュール

　世界的な環境保護意識 
の 高まりにより、パワー 
エレクトロニクス分野でも
パワーデバイス応用機器 
の省エネ化が強く求められ
ている。当社は、モーターを
制御するパワーデバイスの
電力損失を独自の最新技術により低減し、省エネ化・電力変換効率の
向上に寄与。用途に合った性能を有する最適なパワーデバイスを提供 
している。業務用エアコン、医療機器、UPS、エレベーター、溶接機、 
ロボット、工作機械などの幅広いパワーエレクトロニクス機器に数多く 
採用され、省エネに貢献。近年では、太陽光・風力発電などのクリーン 
エネルギー分野への応用も拡大している。
　また、従来のSiを用いたIGBTモジュールやIPMに加えて、より優れた
特性をもつSiCを用いたパワーモジュールをいち早く製品化。更なる 
省エネを実現し、世界のエネルギー問題、環境問題解決に貢献している。

最先端制御技術で産業界をまるごと省エネ

産業用パワーモジュール

　自動車の電動化（電
気自動車、ハイブリッド 
自動車など）に欠かせな
いキーデバイスとして 
自動車用パワーデバイス 
を開発している。世界
トップクラスのパワー 
デバイス技術を活かし、1997年にパワーモジュールに制御回路を搭載
した自動車用IPM（インテリジェントパワーモジュール）を製品化し、 
2001年に高信頼性を特徴とするトランスファーモールドタイプの 
パワーモジュールを市場投入するなど、数多くの自動車の電動化に大き
く貢献してきた。現在は、走行性能の向上や低燃費を実現する高性能 
で低損失なパワーチップの開発、モジュールの小型化や高信頼性を 
実現するパッケージ技術や生産技術の進化により、高出力でありながら
世界最小クラスのパワーモジュールを製品化し、世界各国のユーザー
に採用されている。今後加速する自動車の電動化を見据え、更なる性能
向上を目指し次世代自動車用パワーモジュールの開発を進めている。

●福岡県福岡市西区今宿東一丁目1番1号
●熊本県合志市御代志997
●広島県福山市大門町旭1番地

電気自動車のためのキーデバイス

自動車用パワーモジュール

拾六町
I.C JCT

周船寺駅

九大学研都市駅

今宿バイパス

福岡前原道路

今宿駅
筑肥線

今津港

瑞梅寺川

周船寺駅

九大学研都市駅

今宿バイパス

福岡前原道路

今宿駅

パワーデバイス製作所

周船寺
I.C JCT

国内の電鉄分野でトップシェアを獲得

鉄道車両・直流送電用パワーモジュール

パワーデバイス製作所

2014年3月に新設計技術棟「パワーデバイス・イノベーションセンター」が竣工。製品開発を更に加速している。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉高周波デバイス（衛星通信・放送、携帯基地局などの無線通信機器用）、光デバイス（光通信機器用）、
赤外線センサーデバイス（防犯機器、空調機器、人数カウントソリューションなどの各種用途）

生み出される製品の多くは国内外で
大きなシェアを誇り、性能面において
も他社の追随を許さない。
※1 ICT：Information and Communication Technology

情報化社会進展の鍵を生む
　従来の半導体デバイスの研究開発
に加え、2003年からはそれまで鎌倉 
製作所で行われていた光通信用光 
モジュール事業を受け継いだ。現在は
素子から光モジュールに至るまでの 
一貫した開発・生産体制を確立している。

半導体デバイス開発の最先端
　高周波光デバイス製作所は、ICT※1

分野の最先端半導体デバイスの研究
開発・生産を担っている。
　その前身は、半導体専用工場として
1959年に設立された北伊丹工場。
1960年代から研究を進めた化合物
半導体による半導体レーザーや高周波
デバイスは、光通信やレーダーに欠かせ
ないキーデバイスとして結実し、業界
屈指の地位を占める三菱電機の主力 
事業へと成長している。同製作所で 

　高周波と光による半導体デバイス 
は、進展するICTの最先端分野に 
おいて、様々な応用が可能な事業で
あり、世界トップクラスの技術を有する
同製作所には、GaN（窒化ガリウム）
など新素材デバイスで業界をリード
する成果が期待される。
　2019年には新たな赤外線センサー
事業を立ち上げた。今後も国内外の
顧客ニーズに応え、進展する情報化 
社会を支える技術に不可欠なキー 
デバイスを生み出していく。

“変革と創造”で新しい波を起こす
高周波光デバイス製作所 　赤外線センサーは、防犯 

機器・空調機器、人数カウント
ソリューション、スマートビル 
など幅広い分野で使用され
ているが、より高精度な人・ 
物の識別や行動把握に対す
るニーズが高まっている。
　三菱電機では、衛星搭載
実績のあるセンサー技術を活用したサーマルダイオード赤外線センサー

「MelDIR（メルダー）」を開発し、80×32及び80×60の高画素化、 
100mKの高温度分解能化を実現した。これにより詳細な熱画像が 
取得でき、人か物かの識別や人が歩く・走る・手を挙げるなどの行動 
把握や、人や物の温度測定※3を可能にした。
※3 医療上の診断に用いることはできない。

人・物の識別や行動把握を高精度に実現

サーマルダイオード赤外線センサー「MelDIR」

　近年、災害時の通信の確保や地上通信網の整備が地理的に難しい 
地域での通信手段として、高速通信が可能なKu帯などを利用した 
衛星通信やSNGなどの大容量通信の利用が拡大しており、情報伝送量 
の大容量化・高速化に向けてマルチキャリア通信へのニーズが更に 
高まっている。

　当社の衛星通信地球局向けマルチキャリア通信
対応高出力GaN HEMTは、低歪特性を実現する 
整合回路の採用とトランジスタ構造の最適化に 
より、当社製シングルキャリア通信対応品と比べて、 
2波信号入力時の良好な歪特性が40～80倍で 
ある200MHz～400MHzの広い離調周波数を 
実現している。これにより、情報伝送量の大容量化
と衛星通信地球局の小型化に貢献している。

　今後も、更なる高出力・高
効率製品のラインアップや、
周波数帯の異なる衛星通信
用の製品シリーズを拡大し
ていく予定である。

放送だけでなく災害時にも活躍する

衛星通信地上局用GaN HEMT

　超高速・超低遅延・多数同時接続を特長とする5Gは、
今後の社会インフラを支える技術で、国内サービスも 
一部地域で開始している。その中心となるインフラが 
5G基地局で、そのアンテナは多素子アンテナのため、多数
の電力増幅器モジュールが使用される。このモジュール
は1個当たり数W～十数Wの電力を送信するため、小型かつ高効率動作が要求される。

　当社では、5G基地局向けにGaN HEMTを用いた小型・高効率
動作可能な電力増幅器モジュールを開発中で、2020年に6mm
×10mmの小型化と43%の世界最高※2の高効率化を両立する
小型・高効率化技術を国際会議で世界に向けてアピールした。
※2 2020年7月14日時点　当社調べ

我々の生活を更に快適にする5Gインフラを支える

携帯電話基地局用GaNデバイス

　 近年、スマートデバイスの普及で 
大容量の情報取得が容易になり、通信 
トラフィックは増加の一途をたどっている。 
5Gの普及により様々なICT活用が期待
されており、光通信機器の更なる高速化・
大容量化が求められている。
　世界中をつなぐあらゆるサーバーが
集まるデータセンターでは、ルーターや
スイッチに三菱電機の光通信チップを 
使用している。現在は400ギガビット
毎秒の変調器付きレーザーの開発に
成功し、データセンターの高速化で業界
を牽引している。

　動画配信やクラウドサービスを含む様々なネット
ワークサービスがデータセンターからスマートフォンに
配信される現在、データ伝送需要は毎年倍増しており、
これを支える光ファイバー通信ネットワークのデータ
伝送速度は高速化の一途を辿っている。
　三菱電機の光通信用半導体レーザーは、5Gモバイル通信や次世代FTTHシステム
で要求される伝送レート25～100ギガビット毎秒の超高速動作と高い信頼性を 
世界に先駆けて両立し、クラウドを含む世界中のネットワークインフラを支えている。

●兵庫県伊丹市瑞原四丁目1番地

世界の通信速度向上を導く

データセンター用光通信デバイス

5G、クラウドネットワークを支える

光通信用超高速半導体レーザー

伊丹駅

阪急伊丹線

福知山線

171号線

猪名川

伊丹駅

大阪空港

中国自動車道 中国池田
I.C JCT

阪神高速
11号池田線

北伊丹駅

伊丹駅

阪急伊丹線

福知山線

大阪空港

中国池田
I.C JCT

阪神高速
11号池田線

北伊丹駅

瑞ケ池

昆陽池公園

高周波光デバイス製作所

レーザー部

ハイブリッド導波路

変調器部

高周波光デバイス製作所

左上：高周波光デバイス製作所外観 右上：クリーンルーム風景（イエロールーム）
左下：今後の事業を担っていく若手社員 右下：ウエハーを取り扱う作業員
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〈業務内容〉各種TFT液晶モジュール

〈事業分野〉

ディスプレイの高機能化を通し社会に貢献する
液晶事業統括部
業界に先駆けた“液晶事業”
　三菱電機は、液晶ディスプレイに 
ついても業界のトップをきって開発に
着手しており、その歴史は30年以上
に及ぶ。
　 1 9 8 7 年 には旧 材 料 研 究 所 

（現：先端技術総合研究所）にて 
１0インチ（86万画素）のＴＦＴ（Thin 
Film Transistor）カラー液晶ディス
プレイの開発に成功するなど、技術
開発の先駆けとなる存在であった。
　1996年の事業化以降も、ノート

PC、モニター用TFT液晶ディスプレイ
の生産を通して、IT産業の発展に貢献
してきた。

多様な生産を可能にする
生産システム
　現在は「メルコ･ディスプレイ･テク
ノロジー社（MDTI）」を製造拠点とし
て、産業用、車載用液晶ディスプレイ
を主として生産している。
　FA機器、計測機器から医療機器、
カーナビゲーション機器に至るまで 

幅広い応用製品をもつこれらの 
ディスプレイでは、多様なお客様の
ニーズに対応する高度な技術力が
要求される。そのため、個々の装置
から、生産ライン、工場全体の生産 
管理に至るまで、多様な生産に適
した最新の機能が整備されている。 
そこから生まれる製品は、国内を 
始め、米国、欧州、中国の販売拠点を
通して全世界に供給されている。

　車載用の液晶ディスプレイは高品質と高機能の両立が求められ
る。品質の面では、自動車業界向けの品質マネジメントシステム「ISO/
TS16949」の認証を取得するとともに、機能においても、高精細・ 
超広視野角・高色再現範囲を有する表示特性を実現。また、車載用と
して必須である広温度範囲化にも対応。世界中の自動車メーカーに
信頼される製品づくりに努めている。

高い品質と高機能を両立させたディスプレイ

車載用カラーTFT液晶モジュール

●熊本県菊池市泗水町住吉1576番1号

　産業用機器分野でも、より分かりやすい 
操作パネルの実現のため、高品位で滑らかな
グラフィックス表示の導入が望まれている。 
しかし、タッチパネルと組み合わせたグラフィッ
クス描画機能を機器上で実現するためには、
組込みソフトウエアの開発と試験が必要で 
あり、開発期間や開発費が増大するといった 
課題があった。三菱電機では、タッチパネル
処理や高品位グラフィックス表示を簡単に実
現できるグラフィックスボードを開発。高品位なGUI（グラフィック・ユー
ザー・インターフェース）画面を搭載した産業用機器の普及に貢献する。

　スマートフォンやタブレットPC向けに代表
される静電容量方式タッチパネル。産業用に
おいても実用化が求められていたが、過酷な環境下での信頼性確保が
課題であった。三菱電機では、これまで培ってきた液晶ディスプレイの
開発力を活かし、独自方式による、耐衝撃性に優れ、手袋越しの操作が
可能な静電容量方式タッチパネルを開発。屋外用途にも最適なタッチ
パネル一体型液晶ディスプレイを実現している。

　産業用液晶ディスプレイには、屋内だけでな
く屋外での厳しい環境にも耐え得る機能や、
あらゆる角度からの十分な視認性を満たすこ
とが要求される。三菱電機では、高度な設計、
プロセス技術でディスプレイの広視野角化を 
達成、さらにバックライトの光学及び放熱 
設計技術を駆使し、ディスプレイの高輝度化
を実現。他社に先駆け超広視野角、超高輝度
を同時に満たす製品を実用化している。

高品位なデザイン画面を簡単に組み込める

インテリジェントGUI技術

耐衝撃性を備えたタッチパネル

タッチパネル技術

屋外でも明るくワイドな視野角を実現

超高輝度/超広視野角技術

〈表示画面例（メーター表示）〉

〈従来品〉

〈超広視野角品〉

　三菱電機の産業用カラーTFT液晶モジュールは、FA機器・POS/
ATM・計測機器から医療･交通まで、様々なシーンでの使用を想定し、 
見やすさと美しさ、そして使いやすさを追求している。市場動向を 
的確に捉え、これまでに自然な色表現を可能にする色変換技術の 
開発や低消費電力に貢献するLED化を実現。次世代技術の開発推進
により、社会や暮らしに欠かせないディスプレイとして、ますます活躍
の場を増やしている。

リアルな色再現性と豊富なラインアップでニーズに応える

産業用カラーTFT液晶モジュール「D
ダ イ ア フ ァ イ ン

IAFINE｣

387号線

豊肥本線

液晶事業統括部

肥後大津駅肥後大津駅
（日田街道）

325号線

57号線

白川
熊本空港

北熊本SA

九州自動車道九州自動車道

液晶事業統括部

三菱電機液晶ディスプレイは、半導体技術を用いた高度な生産システムにより、その特徴である高い信頼性と鮮やかな表示性能を実現している。
写真は、クリーンルーム内で薄膜トランジスタをガラス基板上に形成する「アレイ工程」。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉パワーエレクトロニクス、電気・機械、メカトロニクス、環境・エネルギー・材料、デバイス、システム技術分野の研究開発

これまで世界の誰も成し得なかった技術と価値を創出する
先端技術総合研究所

を入れている。所内には部門・世代を 
越えた交流のためのコミュニケーション 
エリアを設け、総合電機メーカーとして 
の強みを活かすべく研究開発で得ら 
れた技術を組織の成果として共有し、 
三菱電機及び三菱電機グループ企業 
の様々な製品や事業に横展開して
いる。また当社の成長性を担う将来
技術の研究開発は、当社独自で研究 
開発を進めるとともに、産学連携や 
国家プロジェクトに積極的に参画し 
世界一流の技術力に磨き上げている。

を推進するとともに、社会課題を解決
するソリューションを提供する開発に
も取り組んでいる。挑戦、信頼、プロ
フェッショナリズムをバリューに、 
グローバルでの社会変化を先取り、
持続可能な開発目標達成に向けた
研究開発を推進し、活力とゆとり 
ある社会の実現に貢献していく。

連携が技術進化のカギ
　当社の最先端技術をリードする 
同研究所は、社内外での連携にも力

最先端技術で社の成長を推進
　1935年設立の神戸本店研究課を
母体として、1995年に中央研究所、 
材料デバイス研究所、半導体基礎
研究 所を統合し、先端技 術総 合 
研究所が設立された。さらに2002年、 
産業システム研究所と映像情報開発
センターを統合し、現在に至る。
　先端技術総合研究所は、三菱電機
グループの最先端技術の研究開発
拠点として、基礎研究から次世代製品・
サービス開発まで幅広い新技術開発

　先端技術総合研究所はパワー
エレクトロニクスに関する先進技
術を結集し、環境に配慮し、経済
性に優れたパワーエレクトロニ
クス製品の新技術を研究開発す
るとともに、その技術を活かした 
製品化に取り組んでいる。身近な
家電製品から社会インフラまで、暮らしと産業を支え、エコロジーとエコ
ノミーを両立した快適な社会の実現のために、日々努力を重ねている。

　サステナブルな社会の実現に貢献する、水・空気の浄化技術、材料
リサイクル技術、防汚材料技術、パワーデバイス技術の研究開発に取
り組んでいる。
　分析技術を含めた材料関連の幅広い基盤技術で全社製品を支え
るとともに、革新的な新材料・プロセス技術の研究開発も行っている。
　また安心・安全で快適な社会実現のための高周波、光、センサーなど
のデバイス技術の研究開発も進めている。

先進基盤技術でサステナブルな社会の実現に貢献

環境・材料・デバイス技術

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

　電磁気・熱流体・構造強度 
などの基盤技術で三菱電機製品
群の性能・品質・信頼性を支える
とともに、空調冷熱、FA、自動車
機器、電力、ビルなど幅広い事業
分野における電機機器の価値 
向上に向けたコアとなる尖った
技術を開発する。
　機器の高性能・高機能化と 
ともに、新たな価値の提案を 
通じて、持続可能な社会と安心・安全で豊かな暮らしの実現に 
貢献していく。

電気・機械技術で支える安心・安全で豊かな暮らし

電機技術

　産業メカトロニクスシステム、FA機器、自動
運転システム、車載機器、昇降機システム、 
宇宙システム、オプトシステムなどの製品群に
対して研究開発を行っている。機械・制御・ 
物理の技術融合によって、メカトロニクスの 
ブレークスルーを生み出す。また機械・制御・
物理の知識基盤を確実に深化させ、先進 
メカトロニクス製品による豊かな社会の実現
に貢献していく。

機械・制御・物理の技術融合による先進メカトロニクス製品の価値創造

メカトロニクス技術

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅

先端技術総合研究所

阪急塚口駅

ハイブリッド車用 超小型パワーユニット（開発品）

　最高の効率と性能をエネルギー・交通などの社会インフラやビル、
FA、自動車機器、空調・冷熱など幅広い分野の機器・システムで 
実現し、社会課題に対するソリューションを提供する技術開発に 
取り組んでいる。
　システム構築、制御、AI、最適化、地理情報処理、センサー情報処理、
映像処理などの先進の技術を研究開発することにより、安全で快適な
社会づくりに貢献していく。

豊かな社会を実現するために

システム・ソリューション技術

革新的な技術で快適社会への未来の扉を開く

パワーエレクトロニクス技術

プリント基板穴あけ用 
レーザ加工機

発電機用薄型点検ロボット

左右独立駆動プロペラファンを搭載した
パーソナルツインフローエアコン

スマートエアコーティングの構成例

先端技術総合研究所

先端技術総合研究所では、幅広いバックグラウンドをもつ研究者が集まることで、分野の垣根を越えた連携と技術創出を目指している。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉情報、メディアインテリジェンス、光電波・通信技術分野の研究開発

最先端技術で未来を拓き、新しい安全・安心を世界に
情報技術総合研究所

全事業に、そして、社会に貢献して 
いる。

世界に挑戦する舞台がここに
　情報技術総合研究所では、当社の
グローバルな成長に向けて、世界で
戦える人材の育成に力を入れている。
世界中の大学や研究機関との連携
を積極的に進め、研究員間の多様な
価値観から生まれるイノベーション 
を促進し、革新的な新しい技術の 
研究開発に今日もチャレンジしている。

情報通信技術で人 の々生活に貢献し
ている。宇宙を巡る人工衛星から、 
生活に身近な家電、目に見えない情報 
の安全まで、情報技術総合研究所
は最先端技術で未来を拓き、新しい 
安全・安心を世界に届けている。
　IoT時代に必須であるセキュリ
ティー技術などの情報分野、人工知
能や画像処理などのメディアインテ
リジェンス分野、人工衛星、通信装置
やEMC技術などの光電波・通信分
野の研究開発で、三菱電機グループ 

最先端の情報通信技術で
社会に貢献
　情報技術総合研究所は、三菱電機
グループ全事業の幅広い製品群を
情報通信技術で支える技術者集団
である。技術力によって、一人ひとり
が未来への希望を持ち、人と人との
絆を大切にする社会を支えている。
IoTによって全ての人とモノがつなが
り、広い知識や情報が共有される 
社会において、より安全・安心な 
インフラの実現に向け、最先端の 

　情報セキュリティー、組込みプラット
フォームやリアルタイムネットワーク、 
大規模化・高速化し続ける情報の蓄積
と検索／分析、社会インフラや企業に向
けた情報システム構築などの技術で安全・安心な社会の実現に貢献する。
　情報セキュリティーでは、ISO/IEC国際標準規格・電子政府推奨暗号
に採択されたMISTYやCamellia、携帯電話の国際規格暗号に採択され
たKASUMIなど、世界最高水準の研究開発を進めてきた。これらをもと
に、IoT時代のセキュリティーとしてLSIの製造段階で生じる個体差から
LSIの指紋といえる固有IDを生成し利用する技術を開発した。
　さらに、当社の統合IoT「ClariSense（クラリセンス）」を構築。付加価値
の高い新たな製品やサービスの創出を目指している。

安全・安心な情報社会を目指して

情報技術

　宇宙から半導体 
まで多様な分野に 
おいて、電波、光波、 
音波によるセンシング 
技術や光・無線通信 
技 術により、安 全・ 
安心を届けるインフラを実現。またIoT時代を支える高信頼・高速大容量
ネットワークの構築に貢献する。
　陸域観測技術衛星2号ではアクティブフェーズドアレイアンテナを
JAXAと共同で開発。他にも、レーダーによる津波検出技術、ライダーに 
よる風や水蒸気量のセンシング、適応的な通信周波数割り当てを実現
する衛星搭載デジタルチャネライザ、ブロードバンドサービスを実現する
PONシステム、5G・Beyond 5G基地局向け広帯域デジタル制御GaN 
増幅器、世界最薄クラス※5の航空機用電子走査アレイアンテナ技術を 
開発など、幅広い研究に取り組んでいる。
※5 2020年2月6日時点　当社調べ

センシング・通信で社会の安全・安心に貢献

光電波・通信技術

写真提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

陸域観測技術衛星2号搭載アクティブフェーズドアレイアンテナ

　当研究所には、電気・電子機器が
不要電磁波を発生してほかの機器
に障害を与えたり、外来電磁波によ
り誤動作を起こしたりしないための性能（EMC）を評価する日本有数
の施設“EMC試験用大型電波暗室”がある。本施設を活用して、最新・ 
最先端のEMC設計・評価技術を開発し、様々な電気・電子機器の 
性能・機能・信頼性の向上に貢献している。
※4 Electromagnetic Compatibility（電磁両立性）

受信障害や誤動作のない高信頼製品を実現

EMC※4 設計・評価技術

　映像、音声、音響、表示技術、さらに
データの分析、認識、学習技術の研究 
開発を通して、安全・安心で快適な
空間を実現する。 AIを用いてマイク
1本で録音した複数話者の同時音声 
を分離・再現する技術、カメラ映像から特定の動作を自動検出し、作業 
分析を効率化する「骨紋®」などを開発。また、20年10月竣工の「ZEB※1 

関連技術実証棟 SUSTIE®（サスティエ）」においては、中規模オフィス 
ビルで設計段階の創エネ量が日本で初めて※2エネルギー消費量を超え

『ZEB ※3』を取得するなど、より快適で豊かな生活の実現に貢献している。
※1 net Zero Energy Building
※2 2019年8月7日時点　当社調べ
※3 BELS認定制度におけるZEBの最上位ランク

人と機器を結ぶ高度なインターフェース

メディアインテリジェンス技術

　AIの演算量を減らして 
省 メモリー 化 すること
により、小さな機器でも
賢くすることが 可 能 に
なる「コンパクトなAI」を 
開発した。また、当社独自の
AIを「Maisart®（マイサー
ト）※6」としてブランド化し、
認知度を向上するととも
に、搭載機器の事業展開を
加速している。「コンパクト
な知識処理に基づくHMI
制御技術」では、Maisart 
の構成要素の一つ「知識処理」を適用。曖昧な命令でもエッジ機器 
単体で自動補完し、素早い機器操作を実現する。ほかにも「人と協調
するAI」では、逆強化学習を活用し、人と機械が混在する生産・物流 
現場での作業効率向上に貢献する。
※6 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略。
　　全ての機器をより賢くすることを目指した当社のAI技術ブランド　

●神奈川県鎌倉市大船五丁目1番1号

「コンパクトなAI」イメージ

ZEB関連技術実証棟 SUSTIEⓇ（サスティエ）

身の回りの機器 

コンパクト化 

自動化 

認識・識別 

最適制御 

予兆検知 原因推定 

身の回りの機器  

コンパクト化  

本郷台駅いたち川

302号線

304号線

402号線
鎌倉街道

北鎌倉駅

横須賀線

大船駅

富士見町駅

湘南町屋駅
柏尾川

東海道本線 304号線

鎌倉街道
大船駅

富士見町駅

湘南モノレール
東海道本線

環状4号線環状4号線

情報技術総合研究所
大型電波暗室

全ての機器をより賢くし、安心・安全・快適な社会の実現に貢献

⼈⼯知能（AI）技術

情報セキュリティー技術情報セキュリティー技術

情報技術総合研究所

情報技術総合研究所は、古都・鎌倉の恵まれた自然環境の中で、情報、メディアインテリジェンス、光電波・通信技術分野の研究開発を行っている。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉ユーザーエクスペリエンスデザイン、ソリューションデザイン、プロダクトデザインなどのデザイン関連活動

デザインの行き先は、人。
統合デザイン研究所
デザインで世界の未来を切り拓く
　1954年、当社初のデザイン担当組織
として本社生産技術部開発課が誕生。
1977年に独立組織としてデザイン 
センターを設立し、1988年に「デザイン
研究所」に改称。2021年にはデザイン
組織の役割の拡大に合わせ、「統合デザ
イン研究所」に改称。
　統合デザイン研究所は、三菱電機の
多彩な事業分野（ビル、産業・FA、 
公共・エネルギー、宇宙・通信、空調・ 
冷 熱 、映 像 、自動 車 機 器 、セキュリ

ティー、ITソリューション）のデザイン 
開発を担う。“デザインの行き先は、人。”
を理念とし、人々が「あったらいいな、 
欲しいな」と思うものを創造し続けて 
いる。

使う人の目線でデザインを
　統合デザイン研究所では、ユーザー
の感性に響く美しい造形を創り出すプロ
ダクトデザイン、分かりやすく・使いやすく・
楽しい操作性を実現するインターフェース
デザイン、より多くの人にとっての使い

やすさを目指すユニバーサルデザイン
を推進している。これらに加え、近年は
ユーザーエクスペリエンス（UX）デザイン、
ソリューションデザインを次なるコア技術
と位置付け、取組を強化。 UXデザイン
では、エスノグラフィーやプロトタイピング
の手法を駆使し、徹底したユーザー 
視点で新たな経験価値を創造する。  
ソリューションデザインでは、社会変化
の兆しから未来価値洞察を行い、新たな
事業提案やコンセプトの見える化を 
推進している。

　技術の発展によって複雑化する機能に 
対し、誰もが「分かりやすく」「使いやすく」 

「楽しく」操作できるようなインターフェース 
デザインを開発している。
　写真の次世代運転支援技術「EMIRAI4 
コンセプト」では、視認しづらい道路の車線を
ディスプレイに表示することにより、見やすく
分かりやすい運転サポートを行い、ドライバー
の不安や不満を解消した。

　評価用プロトタイプを製作し、モデル
ユーザーによる評価実験を行っている。
実験データを解析し改善指針を立案 
するユーザー参加型の開発プロセスを 
取り入れ、開発当初から各段階において、
使いやすさの評価と改善提案を実施して
いる。代表的なものとして、大画面表示の
視認性や液晶テレビのGUI（グラフィカル
ユーザーインターフェース）の評価、様々
な状況下でのカーナビ操作性評価、エレ
ベーター乗客の行動観察などがある。

　徹底したユーザー視点で新た
な経験価値を創造する。エスノ 
グラフィーと呼ばれる行動観察
手法にもとづくニーズ発掘や、 
プロトタイピングによるアイデア
の可視化で経験価値を共有し、
提案を深度化。また、感性評価や生理計測を通じて、心地よい経験の
数値的な裏付けにも挑戦している。写真の「しゃべり描き®アプリ」は、 
手話や外国語ができなくても聴覚障がい者や外国人との円滑な 
コミュニケーションを実現するスマートフォン・タブレット向けアプリ。
話した言葉を音声認識し、指でなぞった軌跡に表示することで、筆談
より手軽で直感的な操作ができる。

新たな経験価値を創造する

ユーザーエクスペリエンスデザイン

　三菱電機の保有する強みや技術
を統合し、顧客のベネフィットに 
つながるソリューション提案で競争
力の高い製品やサービスの創出を
支援するのも同研究所の役割。 
例えば、光のアニメーションを用い
たサインを床面に表示し、多様な施設利用者の円滑な移動を支援 
する「てらすガイド®」なども、統合デザイン研究所の提案である。

社会環境に対応する総合的な視野に立った提案

ソリューションデザイン

ユーザーと製品とのコミュニケーションを図る

インターフェースデザイン

使いやすく、わかりやすく、満足度の高い製品を開発

ユーザビリティワークショップ

●神奈川県鎌倉市大船五丁目1番1号

　市場の動向を注視しながら新しい 
ライフスタイルを予測し、ユーザー 
ニーズや新しい技術を製品としての 
“カタチ”にする提案をしている。企画か
らブランドプロモーションまで総合的
な視野に立ち、デザイナーの感性によっ
てつくり出されたイメージを魅力ある製品とすべく、細部までこだわっ
たデザイン開発を行う。写真は空気清浄機付きスティッククリーナー

「iNSTICK」。面倒な掃除機の出し入れの手間を軽減できる“お部屋
に出しておく”新しい掃除スタイルを提案した。インテリアに調和する、
一見クリーナーに見えないデザインに仕上げた。

ユーザーニーズや新しい技術を“カタチ”にする

プロダクトデザイン

　高齢化が進み、社会的弱者への理解も深ま
る中、モノづくりの姿勢を見直し、「より多くの 
人が使いやすいモノづくり・生活しやすい環境
づくり」を目標とした取組を進めている。「簡単
で分かりやすい使い方」「識別しやすい表示・ 
表現」「楽な姿勢・身体的負荷への配慮」「安全性と利便性の追求」「使う
人の気持ちに配慮」を基本とし、真の「使いやすさ」「生活しやすさ」を実現
するため、満足度の高い生活環境と製品の提供を目指している。写真は 
エレベーター「AXIEZ」の操作ボタン。視覚障がい者への配慮として、立体
的な数字の形状を工夫し、識別性の向上と押し心地の良さを追求した。

より多くの人が生活しやすい環境づくり

ユニバーサルデザイン

本郷台駅いたち川
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統合デザイン研究所
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鎌倉街道

北鎌倉駅
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大船駅

富士見町駅

湘南町屋駅
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統合デザイン研究所

デザイン開発の風景。メンバーでディスカッションしアイデアを広げる（上段左）。誰でも自由に活用できるオープンスペース「Piazza」（上段右）。
誰でも参加できるPiazzaでのデザインレビュー（下段左）。モックアップによるモビリティのコンセプト検討（下段右）。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉通信･映像技術を核に、様々なシステムの企画･提案から設計業務までを総合的に担当

システムエンジニアリングのチカラで、顧客ニーズを、未来をカタチに。
通信システムエンジニアリングセンター
ICTコンサルタントとして
さらなる進化を目指して
　通信システムエンジニアリング 
センターは、2020年に新たな研究
開発拠点として再スタートした。 
三菱電機の全12事業分野において、
通 信 ･ 映 像 技 術を核 に、様々な 
システムの企画･提案から設計業務
までを総合的に担っている。
　｢お客様の経営課題を解決する
ICTコンサルタントとして進化していく｣
という意思のもと、当社の研究所や

製作所が保有する技術･製品は 
もとより、次世代の技術を取り入れ、
優れたシステムエンジニアリング力
と柔軟な発想で独創的なソリュー
ションを提供している。

通信･映像技術を基盤に
新たなシステムを創出
　通信分野においては、光アクセス
システムを始め、IoTゲートウェイや
列車無線など、産業･社会を支える
システムを提供してきた。また、映像

分野においては、最新の映像解析 
技術により、映像セキュリティー分野
などで多くの成果を上げている。
　今後もシステムエンジニアリング
のプロ集団として、通信･映像技術を
基盤に、急速度で開発が進む5Gや
AIなどの技術にも注力し、顧客満足
につながる、さらには未来につながる
新たなシステムの創出に取り組んで
いく。

●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）
●大阪府大阪市北区大深町4番20号（グランフロント大阪 タワーA 18F）

通信システムエンジニアリングセンター

三菱電機本社

東京駅
皇居
外苑

有楽町駅 銀座一丁目駅

京橋駅

宝町駅

日本橋駅

三越前駅大手町駅

東西線丸の内線

有楽町線

三田線

二重橋前駅
銀座線

浅草線

昭和通り
中央通り

日比谷通り

首都高速

三菱電機本社

有楽町駅 銀座一丁目駅

日本橋駅

三越前駅大手町駅

東西線丸の内線

有楽町線

三田線

二重橋前駅
銀座線

浅草線

昭和通り
中央通り

日比谷通り

首都高速

江戸橋
JC

　複数の監視カメラ映像を俯瞰（ふかん）･合成し、大規模監視カメラ
システムにおける監視員の作業負荷を軽減できる。防犯対策として
高まる監視カメラ需要
に応え、システム提案
や事前検証･現場検証
などを行い、社会を 
守るシステムを提供 
している。

　電力使用量の可視化や検針自動化を目的に導入が急速に進んで
いるスマートメーター（通信機能付き電力量計）。計器からヘッド 
エンドシステム、メーターデータ管理システムまで、電力会社様向け
にスマートメーターシステムに最適なネットワーク構成の設計･構築
を行っている。豊富な経験と培ってきたシステムエンジニアリング力
を活かし、これまでに数多くのシステムを提供してきた。

　列車自らが位置を検知し、無線を使って車上･地上間の双方向 
伝送を行うことで列車を制御。信号機が不要になるなど地上設備 
のスリム化が可能になるほか、高性能な無線技術を活用した地上と 
車上間の連携により、高密度運転や自動運転、省エネルギー運転など 
にも対応。特に無線システムにおいては、電波伝搬シミュレーションや
現地電界測定で、無線局配置の最適化にも取り組んでおり、社会に
とって重要な交通インフラを支える、安定した高性能な無線システムを
提供している。

　近年、気候変動
により集中豪雨
が増加しており、
水害対策として 
国土交通省や地
方自治体が整備
する河川監視業
務を支援している。 
映像解析により河川の水位を自動計測するシステムについての提案
や事前検証･現地検証などを行っている。

　製造業の現場作業の
高度化や省力化を支援 
するため、ネットワーク 
カメラ映 像を解 析し、 
人の属性や動きを認識 
するシステムを始め、様々
なソリューションを提案
している。お客様と共同検証などを行うことで、現場のニーズを 
より深く理解し、最適なシステムを提供している。最適なネットワーク構成を設計･構築

スマートメーターシステム

製造業の生産効率改善に貢献

骨格情報応用システム

無線による双方向伝送で列車を制御

無線式列車制御システム

水害から人･暮らしを守る

画像式水位計測システム

社会の安心・安全のために

俯瞰映像合成システム

通信システムエンジニアリングセンター
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〈事業分野〉

〈業務内容〉

〈事業分野〉

冷熱・空調機器、ビル空調制御、家電機器、住宅関連機器のモーター・パワーエレクトロニクス技術、製品評価の技術開発

こころ豊かな生活環境を提供する研究開発を推進
住環境研究開発センター
住環境に関する機器の研究開発
　住環境研究開発センターは、その前身
にあたる「商品研究所」として1959年
12月に設立された。その後、現リビング・
デジタルメディア事業本部所属研究所
となり、現在の名称となったのは1994年
である。
　同センターでは、家電製品（エアコン、
冷蔵庫など）、住宅用設備（給湯機、 
換気扇など）、設備・業務用機器（冷凍機、
空調機、照明機器など）、さらに製品の
品質・安全性向上（機構部品・電子部品・

基板の設計技術、評価技術など）に 
関わる研究開発を行い、様々な社会課題
を解決して人々の生活向上に大きく寄与
する研究開発拠点としての役割を果た
している。

研究開発の風土
　同センターでは、研究員個々の感性
を研究開発に活かす活動を行っている。
製品開発を担当する製作所からの 
依頼研究のほか、今後の事業展開を
見据えて自主的に設定したテーマの

研究に加え、最近ではソリューション
事業の構築に向け、早期に事業関係
部門と連携して製品やサービスの提供
形態を明確にし、事業化を見据えた 
技術検証、課題抽出のPoC（Proof of 
Concept）を所外・社外と連携して 
推進することで、開発加速を図っている。
　また、グローバル化を見据え、海外
拠点との交流や、連携した研究開発 
活動にも積極的に取り組み、豊かで 
快適、安全な生活環境の提供を目指し
ている。

　製品の信頼性や安全性向上と開発期
間短縮の両立のため、データサイエンス
やモデルベース開発、シミュレーション
技術などの開発と、X線CT装置や電子
顕微鏡などを活用した分析・評価技術の
開発を進めている。環境にも配慮した包装
設計技術の開発にも取り組んでいる。

　開発した技術や新しいアイデアを特許出願するなど、知的財産に 
関する活動に力を入れており、その活動は社外からも高い評価を 
受けている（令和2年度全国発明表彰で特別賞「経済団体連合会 
会長賞」を受賞）。グローバルに展開する事業を支えるために、知的 
財産活動もグローバルかつ戦略的に展開しており、それを実行しうる
知財要員の育成には継続的に取り組んでいる。

　業務用冷凍空調機器、家庭用エアコン、冷蔵庫などの分野で地球
温暖化係数の小さい冷媒の適用や新しい省エネデバイス（熱交換器、 
送風機、冷凍サイクル）、機器の性能を最大限に活かす冷媒制御の技術 
開発を進めている。低騒音化や気流制御など、快適性を含めた建物 
全体の空調エネルギーマネジメントや空調機器の故障診断、開発効率
化に寄与するシミュレーションの技術開発も積極的に取り組んでいる。

品質・安全第一の製品を目指して

設計・評価技術

研究開発の成果は特許で守る

知的財産

冷やす、暖めるの匠

冷凍・空調技術

●静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

●神奈川県鎌倉市大船五丁目1番1号

　冷蔵庫、IHクッキングヒーター、炊飯器、クリー
ナー、エアコンなどの商品分野で、おいしさ、使い勝手、
快適性などのオンリーワン商品の開発を目指し、食品
保存・加熱制御（炊飯・
調理）・空質制御（除塵・
脱臭・除菌・気流・加湿）
などの要素技術開発に
取り組んでいる。

省エネの原点

高効率モーター・インバーター技術
　家電製品や住宅設備・業務用機器
の心臓部であり、先進コア技術である
モーター・インバーター。省エネ性や 
快適性を高めるため、小形で高効率、
高出力なモーターと高効率・低振動に
モーターを駆動させるインバーター制御
の開発を行っている。グローバル展開も
踏まえ、シミュレーションを用いた最適 
設計と、生産技術部門などの他部門とも連携しながら、トータルでの 
性能改善に取り組んでいる。

●和歌山県和歌山市手平六丁目5番66号

生活スタイル革命を実現する技術開発

家電機器技術

応力分布
給湯機
タンク

給湯機の落下衝撃解析例

Ｘ線ＣＴ装置

本郷台駅いたち川

302号線

304号線

402号線
鎌倉街道

北鎌倉駅

横須賀線

大船駅

富士見町駅

湘南町屋駅
柏尾川

東海道本線 304号線

鎌倉街道
大船駅

富士見町駅

湘南モノレール
東海道本線

環状4号線環状4号線

住環境研究開発センター（大船）

新静岡

静岡駅 東名高速道路

大谷川放水路

東海道新幹線

JR東海道本線JR東海道本線

東静岡駅

日吉町
音羽町

春日町
柚木

長沼

古庄
県総合運動場

新静岡

静岡駅

石田街道 久能街道

北街道

池田街道 大谷街道

南街道

石田街道 久能街道

北街道

池田街道 大谷街道

南街道
東名高速道路

東海道新幹線

東静岡駅

日吉町
音羽町

古庄
県総合運動場

東海道

住環境研究開発センター（静岡）

田中口駅

宮前駅

国体通り三年坂通り

屋形通り

寺町通り 紀勢本線

和歌川

和歌山城公園
和歌山城

中央通り

わかやま
電鉄
貴志川線

国体通り
屋形通り

わかやま
電鉄
貴志川線

住環境研究開発センター（和歌山）

冷蔵庫 スティッククリーナー

住環境研究開発センター

（左上）顕微鏡使用した電子部品表面観察＜大船地区＞、（右上）炊飯器新製品評価レビュー＜大船地区＞
（左下）送風機シミュレーション結果確認＜静岡地区＞、（右下）モーター・インバーターデータ検証＜静岡地区＞
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〈事業分野〉

〈業務内容〉自動車用各種エレクトロニクス製品などの開発

環境に配慮した安全・便利・快適なクルマ社会を
自動車機器開発センター

ひとつへと変える、そんなソリューション
の実現に向け開発を推進している。
　現在は、CO2削減に向けた電動化車
両用コンポーネントの革新、自動運転
技術の高度化及びインフラと連携した 
自動運転サービスの実現、安全快適な
運転を支援するドライバーモニタリング
システムなどが主な開発テーマだ。
　同センターは､重要アイテム別にプロ
ジェクトを組み､社内のほかの研究所や
製作所と協力しながら開発を進め､事業
化まで責任を持って携わる。

用電子装置の開発を通じて自動車機器
事業の発展に貢献することだ。

環境にやさしいクルマの実現、 
そして「移動を、くらしのヨロコビに」
　同センターは「事業の持続的成長と
環境にやさしく安心安全なモビリティ 
社会実現に貢献する技術の開発」を方針 
として、クルマから社会インフラに亘る 
幅広い領域の社内保有技術を活かし、
環境にやさしいクルマと街が、共に人を
みちびくことで移動をくらしのヨロコビの

世界的視野を見据え創設
　自動車機器開発センターは､1997年
に自動車機器に関する先行開発部門を
結集して誕生した｡地球規模で進む企業 
間の吸収合併やメガコンペティション 
時代の到来により､自動車メーカーだけ
でなく部品メーカーの間の競争も激しさ
を増している｡このような動きに対応する
ために､姫路製作所､三田製作所の先行
開発部門を集結させ､同センターを設立
した｡センターの基本方針は､技術的に
もコスト的にも国際競争力のある自動車

　脱炭素社会の実現に向けて、世界の 
自動車メーカーは電動化車両の開発を加速
している。
　電動化車両のキーコンポーネントである 
インバーターやDC/DCコンバーターといった 
パワーエレクトロニクス機器の高効率化・ 
小型化・軽量化を、次世代デバイスの活用や
高放熱技術で実現する開発を進めている。 
また、電動化車両に搭載されるモーターと、
それを駆動するインバーターの相互影響を
考慮し、電動化システムとして最適化する設計技術の開発も進めている。
さらに、設計上流での品質向上と開発期間短縮の両立を目指し、高精度
な設計を確立することでフロントローディングを実現する設計手法も開発
している。これらにより、地球の明日を考えたクルマづくりに貢献していく。

安全なクルマ社会のために

予防安全・自動運転技術

　進化していくモビリティ 
社 会 に向 けて、総 合 電 機 
メーカーの知見を活かし、 
インフラ側から安全で快適な
自動運転サービス・システム
を提供する管制システム型の
エリア限定自動運転システムの開発を進め、新たな時代のモビリティ
サービス社会の実現を目指す。

　運転者の顔向き、姿勢、脈拍などの情報をカメラで検出して眠気
や体調異常などの不安全状態を検知するドライバーモニタリング 
技術を開発・量産化している。今後はカメラやミリ波センサーで 
運転者以外の全乗員をモニターして体格や行動などを捉える乗員 
モニタリング技術に発展させ、死亡事故ゼロ化に貢献する。
　また、自車周辺の状況や自車位置情報と連携して、運転者が気が
付いていない危険な歩行者や、運転者が見たい所を動的に照らす 
灯体システムを開発中。夜間の走行安全性の向上に貢献する。

　レーダーやカメラ
などを用いた周辺セ
ンシング技術を活用
する「自律センサー」
と、準 天 頂 衛 星シ
ステムからのセンチ
メータ級測位補強サービス信号と高精度3次元地図を活用する「イン
フラ情報」を組み合わせて、安全に移動できる社会に貢献していく。

安全・快適なクルマ社会に向けて

車載情報システム

●兵庫県三田市三輪二丁目3番33号

モビリティサービス社会に向けて

インフラ協調エリア限定自動運転システム

地球の明日を考えたクルマづくり

電動化コンポーネント＆システム設計技術開発

●兵庫県姫路市千代田町840番地電動化車両用の車載機器の一例

電動化システム設計技術の図の一例

播磨高岡駅

四ツ池

市川
姫路南ランプ
I.C JCT亀山駅

姫路駅

山陽姫路駅山陽姫路駅

山陽本線
手柄駅手柄駅

山陽電鉄本線山陽電鉄本線

山陽新幹線

姫新線

姫路バイパス

外堀川

播磨高岡駅

姫路南ランプ
I.C JCT亀山駅

姫路駅

姫路バイパス

外堀川

姫路城自動車機器開発センター

福知山線

横山駅

フラワータウン駅

三田本町駅

三田駅

176号線

武庫川

神戸電鉄公園都市線神戸電鉄公園都市線 神戸電鉄三田線神戸電鉄三田線

自動車機器開発センター（三田）

自動車機器開発センター

東京モーターショー2019出展、コンセプトカー「EMIRAI-S」
※「EMIRAI-S」は、ドイツのモビリティ関連デザイン賞ABC Award 2021を受賞。加えて、デザイン領域で「賞の中の賞」とも呼ばれるGerman Design Awardも受賞した。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉設計技術の研究・開発並びに設計業務改善の推進

夢をかなえる設計革新の最前線
設計システム技術センター

設計分野における革新的な生産性
向上手法の創出」「最先端の設計
ツールの評価・普及」などに取り組ん
でいる。
　また、同センターは、全社支援の 
役目を果たすため、全国の製作所・ 
研究所のエンジニアと連携しながら、
開発プロジェクトを支援している。
様々な製品の開発に携わることがで
きるのが、同センターで働く魅力の 
ひとつである。

セスの改善により製品を革新する 
役割を担っている。

幅広い分野の製品開発に密着
　三菱電機は、車載機器、FAシステム
から宇宙機器まで多彩な事業を展開
している。
　同センターは、これら幅広い分野
の製品開発に密着するとともに、 
高付加価値製品を生み出す「先進
の製品設計要素技術の研究開発」 

「設計手法の構築・実用化」「開発・ 

設計向上のため全社を支援
　設計システム技術センターは三菱
電機グループにおける製品設計の 
生産性向上と設計品質向上を目的に、
全社に対して支援を行う技術者集団
として、1993年に発足した。
　同センターは、製品トータルの機能・ 
性能や品質を左右する設計技術
である“システム実装”“ソフトウエア 
設計”“LSI設計”“構造設計”の分野に
おいて高い技術を保有し、これらの 
設計検証技術の高度化と設計プロ

開発プロセス全体にわたる改善に貢献

ソフトウエア設計技術と設計プロセスの革新

基板設計／ 
基板実装プロセス 

 機器実装設計  EMC設計 

 熱設計 

 パワエレ回路／電子回路設計 

　機能の複合化・ネットワーク化が進むLSI搭載製品に対し、性能 
向上、小型軽量化、低消費電力化を実現するキーデバイスである

「ASIC／FPGA」設計検証技術の高度化（アナログ／デジタル混載、 
CPU内蔵）を推進している。開発の成果は、自動車エンジン制御、 
衛星制御、エレベーター制御など多様な分野に活かされている。

製品の中枢、LSIをパワーアップするために

LSI設計技術と設計プロセスの革新

　3次元設計を核として、設計の標準化・モジュール化を推進すること
により、設計を効率化している。さらに、構造強度、機構動作、振動、 
熱流体などの解析や組立性の確認に3次元データを用い、これを製品
開発プロセスに適用することで、製品の革新に貢献している。

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

　ソフトウエア要求分析手法の構築、製品セキュリティーの脆弱性
予防設計・検証、ソースコードの静的解析・構造分析ツールを活用
した構造改善手法の構築及びシミュレーター開発による試験環境
の整備など、ソフトウエア開発プロセス全体（ソフトウエアの分析・ 
設計、実装、試験）にわたる改善活動を推進。また、国際標準に 
準拠したプロセス改善、ガイドライン制定、設計上流でのデザイン 
レビュー技法開発も推進し、製品に組み込まれるソフトウエアの 
品質と生産性の向上に貢献している。

3次元データの活用で設計を効率化

構造設計技術と設計/製造プロセスの革新

　電気・電子回路設計技術、EMC/ノイズ対策技術、放熱構造設計 
技術、基板実装技術など、電気回路を「カタチ」にするための技術を統合
したシステム実装技術を核に、パワーエレクトロニクス製品や電気機器
の生産設計を推進。開発から量産に至るあらゆるフェーズでコスト低減
と品質向上を図り、他社を凌駕する製品を作り上げる。

実装技術で全ての製品を変える

システム実装技術と開発プロセスの革新

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅 設計システム技術センター

阪急塚口駅

�������������������

ASIC

ASIC

ASIC

部品組立 配線組立

構造強度
振動・衝撃

熱流体

構造設計技術の高度化 設計プロセスの自動化

設計システム技術センター

設計検証技術の高度化と設計プロセスの改善により、若手からベテランまで一致団結して、三菱電機の多様な製品の革新・品質向上と開発期間短縮に取り組んでいる。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉商談・受注から調達・製造・物流・販売・据付・保守サービスまで生産全プロセスでの生産性改善などのものづくり力強化の推進

三菱電機の「ものづくり」全体を支える“すご腕の技術者集団”
生産技術センター

とセンターの技術力とのシナジー
によって、より良い解決に導くのだ。 
事業の成功に貢献する、生産技術 
センターのエンジニアならではの 
仕事のおもしろみはここにある。
　センターの仕事は多岐にわたる
が、共通点は三菱電機グループの 
ものづくりを支える技術者集団で 
あることだ。ものづくり・技術開発の 
プロフェッショナルを目指す人に 
適した職場といえよう。

製造の基礎となる基盤技術について
の研究開発も行っている。海外工場で
の立ち上げや技術支援など、グロー 
バルに活躍できるチャンスも多くある。

生産に関わる様々な課題を解決
　生産技術センターは、各製作所
が抱えている様々な課題を解決す
る重要な役割を担っている。例えば 
製品開発においては、様々な課題を
抽出し、製作所のエンジニアと真剣
な議論を交わす。事業に関する知識

グループ全体のものづくりを革新
　生産技術センターは三菱電機 
グループのものづくりを様 な々方法で
革新している。「製品そのものを変える
生産技術を開発する」「製造難易度の 
高い製品・部品の設計・製造技術を 
確立する」「最適な生産システムを構築
し、それらを実現する製造方法・装置
を開発する」「IoT/AIを活用して、受注
から出荷、保守に至るものづくり全体
の仕組みを構築する」、これらは全て
同センターの仕事だ。また、要素技術、 

“よいものを安く早く”の実現

生産設計・省力化技術
　FA・IoT技術により、生産方式、生産 
管理システム、最適生産体制、物流 
サプライチェーンなどのものづくりの
仕組みを丸ごと設計・構築し、事業環
境・生産構造変化に素早く対応できる
スマート工場を国内外に立ち上げる。

世界中でゼロから工場を立ち上げる

スタートアップ・ビジネスプロセスエンジニアリング

　グローバル拠点間、営業－設計－生産－保守・アフターサービス部
門間の情報共有・連携強化して、サプライチェーン業務を改善。総合
リードタイム短縮による変動対応力強化、コスト削減を実現している。

グローバル拠点間・部門間のサプライチェーン業務

SCM業務改善

　 組 立・試 験・ 
検査の自動機設
計技術や計測制御
技術などを生かし、 
製品開発段階か
ら作りやすさ・原低
を意識した生産
設計提案をすることで、量産立上げまでの一貫したものづくりにおける
省力化を実現し、事業収益向上に貢献している。

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

　三菱電機グループのJIT※改善活動を 
国内・海外工場に展開。工場診断を通じた
徹 底したムダ 取り、人 材 育 成 による 
改善風土の醸成を基本として活動。改善 
活動を効率化するためのITを活用した現場 
改善ツールの開発にも取り組んでいる。
※ Just In Time

JIT改善活動をベースとした生産革新

JIT改善活動拡大、IT技術の活用

　グローバル拠点の生産性改善・品質向上を狙い、市場変動対応力 
を向上するモジュール設備や改善活動のリモート化を実現する 
スマートプロセスを主たる視点として、加工プロセス・自動化設備・ 
生産システムを一貫して開発・導入する活動を推進している。

　設計、試作、量産まで一貫し
た活動により事業競争力を強化 
する。キーパーツ内製化の取組も
その一環である。レーザー発振器
や加工機、各種製品の機能向上
と低コスト化を図るため、重要かつ高額な部品の設計、内製化に向け
た取組を実施している。

プロセス・設備・生産システムの統合で市場変動対応力を向上

スマートプロセス・モジュール設備の実現

生産技術を結集したものづくりの革新

キーパーツ・新工法の開発

　グローバル化するものづくりでは、
製造現場だけでなく、購入部品に至る
まで品質を確保することが必要不可
欠である。そのため、購入デバイスに
対する故障分析技術を開発し、迅速
な原因究明・対策を行うことで、当社グループの競争力向上に貢献している。

曖昧さを排除して製品の品質を確保

購入品品質の向上

生産ライン管理 /制御
生産管理
システム 位置センサー（人・モノ）

データサーバー

シーケンサ（設備）動画センシング（人・モノ）

一貫生産ライン設計 自動機設計開発

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅

生産技術センター

阪急塚口駅

電子工学機械工学 IoT技術 プログラミング

ヒト・モノ・カネ・情報を
効率よく活用する技術

IE

メカトロニクス IT

からくり装置
の開発ローコストAGV

の開発

人協働
ロボット
の活用

生産技術センター

生産技術センターで働く若手技術者たち。製品の競争力アップには様々なアプローチが存在する。
小さな発想がときに現場の大きな進歩につながるだけに、技術者のやりがいは大きい。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉モーター、パワーデバイスモジュール及びこれらを搭載した製品の開発、設計、製造技術の開発

モーターとパワー半導体で未来を動かす
コンポーネント製造技術センター

巻線技術や高信頼性接合技術など
一歩先の生産技術力の強化にも挑戦
している。
　新しいことを自由に発想できる 
風土と、良いアイデアを具現化する
ための組織力、それがコンポーネント 
製造技術センターである。設計から
量産まで自分が携わったキーコン
ポーネントが製品に搭載されること
で生産技術者として自らの成長と 
社会への貢献を実感できる点が当
センターの魅力といえるだろう。

力を牽引する役割を担っている。

新しいキーコンポーネントの開発
　コンポーネント製造技術センター
は、当社を代表する「ポキポキモー
タR」や「DIPIPM」のように、これまで
の製品を革新する新しいコンポー
ネントや、様々なキーコンポーネント
の製造装置の開発を行っている。
　また、SiCなどの「新材料の適用」や
機電一体化などの「機能の構造化」と
いった設計技術力の高度化と、高速

一気通貫のものづくり力
　コンポーネント製造技術センター
は、自動車機器、ＦＡシステム、空調 
システム、昇降機といった当社の中核
となる事業に必要不可欠なモーター
などの電磁気を応用した関連機器、
パワーデバイス・モジュール、及び 
これらを統合した製品の開発企画か
ら量産安定化までを支援する組織で
ある。活動の原点を製造現場に置き、
製造現場の課題を上流の設計で解決
し、製造までの一気通貫のものづくり

　ＬＳＩ製造で培った半導体プロセス技術を基本にSiやSiC基板を 
使用したパワーデバイスの低コスト/低欠陥化を実現。さらにマイクロ 
アセンブリー技術の高度化によりデバイスの特性を最大限に引き 
出す革新的なパワーモジュールの開発を支えている。

省エネ・低炭素社会の”縁の下の力持ち”

パワーデバイス・パワーモジュール

●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

ゼロ・エミッションクルマ社会実現に向けて

次世代パワートレインシステム

　空調機器用圧縮機を対象に、圧縮機
構とモーターを組み合わせた当社独自の
製品構造と生産技術を開発。業界トップ
クラスの省エネの実現を支えている。

業界トップクラスの省エネを実現

空調機器用圧縮機

　高速巻線機、調芯 
組立機、電磁応用計 
測機などを対象に、 
カム 機 構 やサ ー ボ 
技術を応用した高速・ 
連続生産技術を開発。 
当社のオリジナル機能
を持った製品の量産
化を支えている。

当社独自の量産技術

自動組立・調芯技術

　パワーデバイスとパワーモジュールの 
テスト及び評価に用いるデバイス解析技術、
データ解析技術、テスト技術を開発し、高い
信頼性を支えている。

高い信頼性を維持するために

デバイス・モジュールの評価・解析技術

　次世代パワーモジュールや独自の巻線・冷却技術により、インバー
ターやモーターなどを大幅に小型化・効率化させ、「ゼロ・エミッション
クルマ社会」の実現に向けた開発を支えている。

　産業用サーボモーターやエレベーター用巻上機などを対象に、 
ポキポキモータR技術の展開と自動化技術・制御技術を基軸として、
小容量から大容量まで多品種ラインアップと短納期のものづくりを 
支えている。

当社を代表するポキポキモータ®技術を展開

産業・ビル用モーター

大阪国際空港
伊丹駅

新伊丹駅新伊丹駅

稲野駅

阪急塚口駅 阪急神戸線

猪名川

山陽新幹線山陽新幹線名神高速道路
塚口駅

猪名寺駅

伊丹駅伊丹駅

福知山線福知山線阪急伊丹線

稲野駅
猪名寺駅 コンポーネント

製造技術センター

阪急塚口駅

コンポーネント製造技術センター

コンポーネント製造技術センターで働く若手技術者たち。地道な研究開発も大切な仕事の一つである。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉知的財産戦略の立案・業務管理、重点プロジェクトの推進活動

知的財産戦略で変革の時代を乗り切る
知的財産センター

知的財産力強化で
研究・開発をバックアップ
　現在、技術革新や市場変化は 
非常に速い速度で進み、知的財産
は事業戦略、開発戦略とリンクした 
重要な経営資源として、その活用が
重要となっている。このため、メンバー
は新事業開発プロジェクトや研究所
を中心とした重点研究開発テーマに 
深く関与し、「有効特許」の取得・ 
活用活動に注力している。

する出願・権利化業務管理などを 
担当している。当社の知的財産活動の
中核をなす専門家集団である。
　また、米国、欧州、中国及び東南 
アジアに知的財産活動を担う駐在員
を置くことで、各国の事業拠点などの
知的財産力を強化中。こうした取組な
どにより、グローバルで強力な知的財
産網を構築している。ほかの技術系の
職場に比べて女性の比率が高いのも
特徴で、約1/4が女性。複数の女性管
理職もいる。（2021年10月1日現在）

知的財産活動の専門家集団
　三菱電機は創立当初から特許の
重要性を認識し、積極的に知的財産
活動に取り組んできた。1954年に 

「本社特許部」を設立。その後の発展
により、現在の知的財産センターが 
ある。
　同センターは、全社知的財産戦略 
の策定・運用の推進を始め、知的 
財産権の取得・活用や知的財産紛争
などに関しての製作所などへの支援、 
国内外の特許庁・特許事務所に対 

　一般に知的財産に関する知識を大学で学ぶ機会は少ない。そこで、
知的財産センターでは、様々な研修教育プログラムを用意し、知的財産 
活動のプロフェッショナルを育成している。また、知的財産業務への 
対応能力を認定する「特許技師制度」を定め、目指すべきスキルを明確
にして技術力の向上を図っている。モチベーションアップにつながる資格
取得も支援しており、国家資格である弁理士試験合格者は年々増加、
50名を超える社内弁理士が在籍している。（2021年10月1日現在）

知的財産活用のプロフェッショナルを養成

教育プログラム

　当社では、発明・意匠に対する社員のインセンティブ向上を目的に、 
社内外の表彰制度を積極的に活用している。社内発明・意匠表彰は 
優れた発明・意匠を創出した技術者やデザイナー及び、重要な知的 
財産権の取得に大きく貢献した知的財産担当者を対象とした表彰制度。
特に優れた発明・意匠には社長表彰が授与される。一方、公益社団法人
発明協会主催の「全国発明表彰」にも積極的に応募し、受賞を推進する
とともに表彰を事業広報活動に活用している。「全国発明表彰」における
当社の受賞範囲は発明（技術）から意匠（デザイン）まで多岐に及ぶ。
発明では、「二つのパルスを用いた電力用スイッチング素子の駆動回路
の発明」（令和元年度）、「誘導加熱を利用したエアコンの冷媒液化防止
技術の発明」「直流モータの小型効率化のための高密度集中巻線工法
の発明」（いずれも令和2年度）などが受賞。また意匠でも、「インテリア
指向型エアコンの意匠」（平成30年度）、「工場環境を変える超高精度
放電加工機の意匠」（令和2年度）などが受賞している。

優れた発明・意匠を世に

発明・意匠表彰制度

　グローバルな知的財産権の取得、国際標準化活動、模倣品・海賊版対策
などは、当社の知的財産力増強に関わる重要な施策。さらに、AIやIoTの進展 
で、データ利活用時の知的財産権の取扱いもクローズアップされている。 
このため知的財産活動の場は社内にとどまらず、知的財産政策や関連法の
改正に関して知的財産戦略本部、経済産業省、特許庁などの政府機関や、 
経団連、日本知的財産協会などの業界団体に働きかけ、当社の意見を発信
している。また、事業のグローバル化に伴い、諸外国の特許庁などへも日本 
特許庁や業界団体を通じて知的財産制度に関する要望の発信に努めている。

国内外の知的財産施策に積極的に関与

国レベルの知的財産活動

●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）
●神奈川県鎌倉市大船五丁目1番1号
●兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

　当社では、知的財産を事業競争力向上のための重要な経営資源
の一つと位置づけており、知的財産センターでも、積極的な知的財産 
活動をグローバルに展開している。
　例えば、2020年の実績では、国内の特許登録件数は第2位※1、 
意匠登録件数は第1位※1であり、また、特許の国際出願件数において 
も第3位（日本企業の中では第1位）※2となっている。このように、 
特許出願件数などのランキングでは、当社は常に上位にランクイン 
しており、国内外でトップクラスの知的財産活動を行っている。
※1 特許庁ステータスレポート2021より
※2 世界知的所有権機関調べ

　当社では、事業戦略、研究開発戦略、及び知的財産・標準化戦略
を一体と捉えた「三位一体の経営」を推進している。特に、グローバル 
事業展開や重要な研究開発プロジェクトと連携して、知的財産の重点 
プロジェクトを設定し、事業展開国への出願を進めて強力なグロー 
バル知的財産網の構築を進めている。
　例えば、今後の事業拡大が予想されるインド、ブラジルなどの新興
国にも事業展開に先行して特許出願している。また、当社グループの 
技術を機能とデザインの両面から保護する活動も進めており、特許権
のみならず、意匠や商標の権利取得も国内外で積極的に展開している。

事業・開発と一体となった

三位一体経営の推進

　アメリカ・イギリス・中国・タイに知的財産活動を担う専任の駐在
員を置いている。各駐在員は、現地の関係者と共に、各国の関係会社

（事業拠点、研究所）の知的財産力を強化する活動を推進している。
また、事業のグローバル化に伴い、国際標準が事業戦略や研究開発 
戦略に大きな影響を与えつつある状況を踏まえ、知的財産戦略に 
おいても国際標準との関わりを重視し、オープン・クローズ戦略への
取組を進めている。

現地関係会社を支援するために

グローバルな知的財産体制

知的財産センター

三菱電機本社

東京駅
皇居
外苑

有楽町駅 銀座一丁目駅

京橋駅

宝町駅

日本橋駅

三越前駅大手町駅

東西線丸の内線

有楽町線

三田線

二重橋前駅
銀座線

浅草線

昭和通り
中央通り

日比谷通り

首都高速

三菱電機本社

有楽町駅 銀座一丁目駅

日本橋駅

三越前駅大手町駅

東西線丸の内線

有楽町線

三田線

二重橋前駅
銀座線

浅草線

昭和通り
中央通り

日比谷通り

首都高速

江戸橋
JC

重要な経営資源を獲得するために

国内外トップクラスの知的財産活動

知的財産センター

（左上）日米中の特許証。特許証は知的財産権の証書であり、2021年4月現在、当社が保有している権利は国内外で6万件を超える。
（右上・左下）熱く活発な議論により、発明の本質を深掘りしていく。（右下）当社発明は社外からも高い評価を受け、数々の賞を受賞している。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉三菱電機グループのIT戦略、ITガバナンス方針の企画・立案・推進、及びIT基盤の先行評価と構築・展開、
並びに全社共通システムの構築・運用

ITインフラ・業務プロセスの革新で経営戦略の解を導く
ITシステム推進室

IT戦略の企画・推進から、会社全般の経営
諸活動のための情報システムの構築・ 
運用、事業所・関係会社の支援、更には
基盤技術の先行研究・開発に至るまで、
経営戦略に基づいたITインフラ整備を
推進。また、情報セキュリティ統括室、 
生産システム本部、開発本部、インフォ
メーションシステム事業推進本部と連携し、
情報システムの利用技術を高めることで
グローバル化の推進、情報システムQCD

（品質、コスト、納期）の向上、セキュリティー
の強化に取り組んでいる。

推進、ITガバナンス方針の企画・立案で
ある。前身であるIT戦略室は2012年に
発足し、2014年には情報システム技術
センターと統合・再編され、グループ 
全体のビジネスを支えるITの活用と推進
の中核を担ってきた。

“情報”を最大限に活かすために
　企業活動において“情報”は、人・モノ・
金と並ぶ経営資源の一つであり、近年 
その重要性が高まっている。ITシステム
推進室では、三菱電機グループにおける

グループ全体の情報基盤を担う
　ITシステム推進室は、業務プロセスの
刷新や働き方改革など『業務の変革』を
一層加速させ、三菱電機グループ全体 
として最適な業務運営に向けた施策を
企画・立案・推進し、その実現のための 
ITシステム施策を統括するプロセス・ 
オペレーション改革本部傘下の組織 
として、2021年4月に発足した。その 
役割は、三菱電機グループ全体の経営
の見える化・高度化や、働き方の革新・ 
業務効率化に向けたITシステム施策の

当社ITを支える人材を育てる

IT要員研修

経営管理部門・販売事業部門の業務プロセス改革に貢献

グループ共通システム
広域営業情報システム

　三菱電機の各事業所や関係会社では、ビジネス特性に応じて様々
な情報・通信システムを導入している。ITシステム推進室ではセキュリ
ティー強化と情報システムQCD（品質、コスト、納期）向上のため、 
これらの標準化を推進。情報システムプラットフォームの標準化、 
全社共通システムの企画・設計・開発・運営、IT要員の育成に至る 
まで、全社IT戦略の中枢を担い、三菱電機グループのITインフラを 
整備、強化している。

IT戦略の基盤を確保

ITインフラの標準化

　事業を横通した人事、経理、資材、環境、知財業務や、重電から 
家電、半導体にわたる販売業務のIT化推進により、業務プロセス 
改革を支援している。当社及び関係会社の経営管理共通システム、 
販売事業部門の広域営業情報システムの企画、構築、維持管理の 
継続こそが、事業競争力強化と効率的な経営基盤の確立に貢献 
する重要なミッションの一つである。

　当社情報システム部門の新入社員から管理者まで、階層別の研修
やスキル診断による体系的なIT要員育成カリキュラムを企画・推進。
情報システム構築・運用技術からプロジェクト管理、IT企画力強化 
まで、当社IT要員のスキルアップに貢献している。

　経営や業務の改革・改善のためには、業務成果を正確に把握した、
正しい施策の立案が不可欠である。また、施策の実行後にその成果
を把握し、更なる改善活動につなげるためのPDCAサイクルも重要で 
ある。情報システムを活用した可視化活動は、従業員から管理者、 
経営幹部にわたる、三菱電機グループの活動における問題の見える
化、変化の見える化により、経営改善・業務改善に貢献している。

経営や業務が見えるシステムの構築

情報システムによる可視化

　情報システムを稼働させるために必要なプラットフォーム、ネット 
ワーク、セキュリティーなどの分野ごとに三菱電機グループ全体で必要 
となる技術の先行的な開発と実用化検証を行っている。最近では 
AI・ビッグデータなどによる業務高度化や、ニューノーマルに向けた 
AR・VRなどの実用化検証など、全社的な課題に対し、最新技術を用いた
実現案を提示するとともに、グループ全体に先進の共通インフラを
安定的に提供し、事業への貢献と働き方の革新に取り組んでいる。

先行開発と実用化検証を実行

ITインフラ技術開発

●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

　三菱電機グループでは事業のグローバル化がますます拡大してい
る。国内、海外の各事業所及び関係会社と連携し、生産拠点や販売 
拠点で毎日繰り返される業務（グローバルオペレーション）の標準化・
効率化を図ることで全体最適となる統合化システムを創出している。
具体的には、生産拠点と販売拠点間の連携によるグローバル需給 
調整業務を確立し、連結在庫の適正化、総合リードタイム短縮、生産
部材供給力を強化する仕組みを構築することで事業に貢献している。

国内外の事業の全体最適に貢献

グローバルオペレーション

ITシステム推進室
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ITシステム推進室

IT活用の中核として、三菱電機グループの重要な経営資源“情報”の采配を握るITシステム推進室。様々な事業分野に携わることができるのが、当組織で働く魅力の一つ。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉水処理プラント・ビル大型設備・インフラ系システムの建設統括

社会インフラを支える建設技術集団
プラント建設統括部

　工事で扱う機器の中には重量が 
数十トンに及ぶものもあれば、数千本 
もの複雑な配線をしなければならな
いものもある。設置する場所の条件 
を考慮しつつ、工事方法の計画を 
立てる必要がある。得意先や諸官庁、
建築、電気、機械などの工事会社、 
社内の関係者などと調整しながら 
現地工事を円滑に進め、機器を運用
できる状態に導くことが主な業務で
ある。

ント建設部が置かれている。
暮らしに直結したインフラを整備
　同部が手がける分野は、上下 
水道・道路・河川などの公共施設向
け監視制御システムや各種電気設備 
など、市民生活に欠かせないものが
多い。さらにはビル向けの管理シス 
テムや各種電源システム、スタジアム
向け大型映像システムなど大規模な
設備や、社会インフラとして重要な、
鉄道交通向けの受変電・ホームドア
設備なども担当する。

プラント建設を横断的に統括
　プラント建設統括部は三菱電機
のプラント建設工事を横断的に統括
するスペシャリスト集団。1966年に
発足した「重電工事部」を前身として、
1976年に独立、1993年に現在の
組織名となり、2006年に電力部門が

「電力プラント建設センター」として
分離した。
　現在は本社に業務、資材、計画、
プラント建設の各部門があり、札幌、
名古屋、大阪、福岡の各支社にプラ

●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

　情報通信の高度化に伴い、ビル内 
電源設備は大規模化、高信頼度が要求
される。阪神・淡路大震災以降は、耐震
性能の更なる強化も要求されている。 
このようななか、ビルをトータルに監視・
制御するビル管理設備、無停電電源設
備、非常用発電設備、受変電設備の各分野で、プラント建設統括部の
高度な工事技術が高い評価を受けている。
　また、野球場やサッカー場、競馬場などの大規模集客施設向けの 
大型映像装置についても担当しており、最近では世界最大級の大型
映像装置や野球場でのリボンボード（字幕表示装置）などの設置を
行っている。

ニーズに即したビル・スタジアム設備を完成に導く

ビル設備関連工事

プラント建設統括部
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信頼の建設技術を支えるサポート体制

テクノセンター
　プラント建設の工事技術を開発するテクノセンターでは、プラン
ト建設統括部の建設施工技術を結集し、次世代の電気設備工事に 
求められるより安全で高品質な工事工法、作業合理化のための機材 
の開発を行っている。開発された機材は、テクノセンター内で一括 
管理され、現場のニーズに対応してタイムリーに供給される。まさに
“縁の下の力持ち”的存在である。
　また、センター内には研修施設があり、電気設備施工に関する 
技能技術教育を行っている。新入社員、中堅、現地建設工事責任者な
どそれぞれの実務に即した教育カリキュラムにより、確実な技能技術
を持った人材を育成している。

　水環境プラントは浄水場、下水処理場、及びポンプ場など、生活 
基盤を支える身近な設備である。下水道関連では、普及率の低い地方 
で小規模な処理場を新設するほか、 
大都市での増設・更新ニーズに応えて
いる。電気設備としては、中央制御監視
システム、受変電、動力制御、自家発電 
などの設備に加え、水質改善を目指し
た高度処理設備としてオゾン設備の 
設置を行っている。

豊かなくらしと自然環境保護に貢献

水環境プラント関連工事

　JR、公営交通、私鉄などの鉄道交通システムは、その国の基幹的な 
インフラストラクチャーであり、安全性については特に高信頼度が 
要求されている。なかでも日本の鉄道交通システムには、秒刻みの 
緻密なダイヤを正確かつ安全に運行することが社会から強く要請さ
れている。プラント建設統括部が担当している設備には、鉄道運行の 
ために必要な電力を供給する受変電設備、列車の精密な運行を 
監視・制御する運行管理システムなどがある。さらには駅ホームに整備
されつつある転落防止用ホームドアの設置工事なども行っている。

“安全”で“快適”な鉄道インフラを実現

交通施設関連工事

プラント建設統括部

プラント建設統括部は、より豊かな社会の“礎”づくりに向けて、三菱電機の製品・システムを稼働できる状態に仕上げていくエンジニアリングコンストラクター。
東京競馬場に設置されたオーロラビジョンも、プラント建設統括部の施工によるものである。
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〈事業分野〉

〈業務内容〉各種発電・変電プラントの建設

エネルギーを支える建設技術集団
電力プラント建設センター

器や制御装置・監視装置など全体で 
数百キロメートルになる配線作業を
完成させて、初めてプラントとしての
機能を発揮する。豊富な工事ノウハウ 
を駆使し、設計図面の作製、資機材
の調達、建設工事、引き渡しまで一貫
して行い、発変電プラントをつくりあ
げていくことに、当センターの仕事の 
醍醐味がある。大型プラントでは延べ
数万人が従事しており、多くの人 と々
共に働き、完成させた時には大きな
達成感を得られる仕事である。

プラント建設部｣（関西・九州地区）と､ 
事業用火力･自家発電プラント及び 
変電プラントを担当する｢発変電 
プラント建設部｣（関東・関西地区）
から構成され、それぞれの電力会社 
などのニーズに対応している。

プラントに“命を吹き込む”
　社会を支える主要インフラの一つ
である発変電プラントは、数十年とい
う長い期間稼働する複雑で大規模
な施設である。発電機・遮断器・変圧

プラント建設部門の歴史と組織
　三菱電機のプラント建設部門は
1976年に発足｡電力工事及び水 
処理に代表される公共工事を担当し
てきた｡2006年6月、事業本部の組織
改編に連動し、社会システム事業本部
のプラント建設統括部から電力工事 
部門に特化した｢電力プラント建設 
センター｣として分離独立し、電力・ 
産業システム事業本部に誕生した。
　当センターの事業部門は､原子力 
発電プラントを担当する「原子力 

“電力の安定供給”を担う技術集団

変電プラント工事

　三菱電機が手掛けた火力発電プラントは国内を始め海外20ヶ
国以上で稼働している。プラント建設には土木建築・機械・電気・ 
電気通信などの総合エンジニアリング力が必要とされ、当センターの 
豊富な実績が活かされている。近年は、全国の様々な地域における
事業用火力発電所の建設工事に対応し、社会インフラを支えている。 
自家用発電やIPP（独立系発電事業者）、PPS（特定規模電気事業者）
の中規模容量の工事案件では、三菱電機がボイラーやタービンなど
の機械メーカーとJV（ジョイントベンチャー）を組むなどして、当該工事
のメインコンストラクターとして工事全体を統括するケースにも対応 
している。敷地整備や建屋の建築についてはゼネコンを傘下に、機械 
その他の据え付け工事などについては機械メーカーを傘下にして、 
工事全体を管理している。

　当社は、北海道・関西・四国・九州地区に計24基の軽水炉型 
原子力発電プラントの建設に携わってきた。東日本大震災以来停止して 
いた原子力発電所に要求されている、新規制基準に対応する安全 
対策工事の完遂により、既設原子力発電所の再稼働へ貢献してきた。 
また、今後も不測の事故などに対応する特定重大事故対処施設 
建設を主体とした安全対策工事や定期点検などに携わることにより、 
原子力発電所の安全・安定運転に万全を期すべく対応していく。 
これまで積み重ね培った経験に最新の技術力を適用し、常に高い品質
でプラント建設に対応している。

●東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

　変電プラントとは各種発電所でつくられた電気を低損失で送電 
するために変圧する設備である。各変電所はネットワークで結ばれ、
地域への電力の安定供給を担っている。当社が製作する主要機器 
には、変圧器・GIS（ガス絶縁開閉装置）と保護制御装置があり、 
電圧階級も６kVから500kVまでと多岐にわたる。国内の主要送電 
系統は、更新・予防保全工事の需要が高まる傾向にあるが、無停電で
更新・点検が可能なGCB（ガス遮断器）を利用した工法は、特許を 
取得し、高い評価を受けている。

画像提供：関西電力株式会社　姫路第二発電所　設備更新工事画像提供：関西電力株式会社　姫路第二発電所　設備更新工事

新規制基準への適合

原子力軽水炉プラント工事

総合力と豊富な実績を社会のために

火力発電プラント工事

電力プラント建設センター
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電力プラント建設センター

三菱電機で製作する様々な機器の建設工事について、設計計画及び現場施工管理を担い、一つのプラントとして機能させる役割を果たしている。
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所

インフォメーションシステム
統括事業部 4 ● ● ● ● ● ● ●

神戸製作所 6 ● ● ● ● ● ●

伊丹製作所 8 ●

長崎製作所 10 ● ● ● ● ●

コミュニケーション・
ネットワーク製作所 12 ● ● ● ● ● ●

電力システム製作所 14 ● ● ● ●

系統変電システム製作所 16 ● ● ●

受配電システム製作所 18 ● ● ● ● ●

通信機製作所 20 ● ● ● ●

鎌倉製作所 22 ● ● ● ● ●

中津川製作所 24 ● ● ● ● ● ● ●

冷熱システム製作所 26 ● ● ●

静岡製作所 28 ● ●

群馬製作所 30 ● ●

名古屋製作所 32 ●

産業メカトロニクス製作所 34 ●

福山製作所 36 ● ● ● ●

姫路製作所 38 　 　 　 　 　 ● 　 　 　

三田製作所 40 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　

事業分野

事業所

ビ
　
　
ル

産
業・F 

A

公
　
　
共

エ
ネ
ル
ギ
ー

交
　
　
通

自
動
車
機
器

宇
　
　
宙

通
　
　
信

半
導
体・電
子
デ
バ
イ
ス

空
調・冷
熱

ホ
ー
ム
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

I 

T
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

Page

製
　
　
　
作
　
　
　
所

パワーデバイス製作所 42 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

高周波光デバイス製作所 44 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

液晶事業統括部 46 ● ● ● ● ● 　 ● ●

研
　
　
　
究
　
　
　
所

先端技術総合研究所 48 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

情報技術総合研究所 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

統合デザイン研究所 52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

通信システム
エンジニアリングセンター 54 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

住環境研究開発センター 56 ● ● ●

自動車機器開発センター 58 ●

設計システム技術センター 60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

生産技術センター 62 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

コンポーネント製造技術センター 64 ● ● ● ● ● ● ● ●

製
作
所
・
研
究
所
以
外

知的財産センター 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITシステム推進室 68 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プラント建設統括部 70 ● ● ● ●

電力プラント建設センター 72 ● ●

事業分野

事業所

事業分野別インデックス



76 77

電
気・電
子
技
術

映
像
技
術

通
信
技
術

情
報
処
理
技
術

制
御
技
術

シ
ス
テ
ム
技
術

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
技
術

機
械
技
術

流
体
技
術

生
産
技
術

材
料
技
術

半
導
体
技
術

エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術

住
環
境
技
術

そ
の
他

Page

製
　
　
　
作
　
　
　
所

インフォメーションシステム
統括事業部 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

神戸製作所 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

伊丹製作所 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

長崎製作所 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

コミュニケーション・
ネットワーク製作所 12 ● ● ● ● ● ● ● ●

電力システム製作所 14 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

系統変電システム製作所 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

受配電システム製作所 18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

通信機製作所 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鎌倉製作所 22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

中津川製作所 24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

冷熱システム製作所 26 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

静岡製作所 28 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

群馬製作所 30 ● ● ● ● ● ● ●

名古屋製作所 32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

産業メカトロニクス製作所 34 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

福山製作所 36 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

姫路製作所 38 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● ●

三田製作所 40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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パワーデバイス製作所 42 ● ● ● ● ● ● ● ●

高周波光デバイス製作所 44 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

液晶事業統括部 46 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ●

研
　
　
　
究
　
　
　
所

先端技術総合研究所 48 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

情報技術総合研究所 50 ● ● ● ● ● ● ●

統合デザイン研究所 52 ●

通信システム
エンジニアリングセンター 54 ● ●

住環境研究開発センター 56 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

自動車機器開発センター 58 ● ● ●

設計システム技術センター 60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

生産技術センター 62 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

コンポーネント製造技術センター 64 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

製
作
所
・
研
究
所
以
外

知的財産センター 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITシステム推進室 68 ● ● ● ●

プラント建設統括部 70 ● ● ● ● ● ●

電力プラント建設センター 72 ● ● ● ● ● ● ●

技術分野

事業所

技術分野別インデックス
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