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概　　　　要

経営関係

中国政府直轄の研究所である機械工業儀器儀表綜合
技術経済研究所と智能製造の標準化推進に関する戦
略的パートナーシップを締結すると発表
世界の代表的な社会的責任投資（SRI：Socially	
Responsible	Investment）の指標である「FTSE4Good	
Index	Series」ならびに「FTSE	Blossom	Japan	Index」
の構成銘柄に2年連続で選定されたと発表
平成30年7月豪雨災害の被災者救済や被災地復興のた
め、三菱電機グループとして2,000万円の支援を行う
ことを決定したと発表
共生社会への理解を深めるプロジェクト「三菱電機	
Going	Up	キャンペーン」の一環として、学校向けに
アレンジしたプログラム「三菱電機	Going	Up	キャ
ンペーン	for	school」の本格展開を開始すると発表
北海道胆振東部地震の被災者救済や被災地復興のた
め、三菱電機グループとして500万円の支援を行うこ
とを決定したと発表
インドネシア・スラウェシ島大規模地震の被災者救
済や被災地復興のため、三菱電機グループとして総
額約11億インドネシアルピア（約946万円）の支援を
行うことを決定したと発表
稲沢製作所が、ギリシャ共和国のホストタウンであ
る愛知県稲沢市と、ホストタウン推進連携に関する
協定を締結したと発表
非営利団体CDPから、事業を通した地球環境への対
応と戦略が特に優れており、また、環境に関する適時
適切な情報公開を行っている企業として、「気候変動」
「ウォーター」の2分野において最高評価の「Aリスト
企業」に3年連続で選定されたと発表
非営利団体CDPから、「CDPサプライチェーン・プ
ログラム」において最高評価を獲得し、「サプライヤー
エンゲージメントリーダー」に選定されたと発表
製品・サービスにおけるサイバーセキュリティー
リスクに迅速かつ確実な対応を推進するPSIRT
（Product	Security	Incident	Response	Team、通称：
ピーサート）を設置すると発表
特許庁の平成31年度「知財功労賞」において、経済産
業大臣表彰の「知的財産権制度活用優良企業等表彰」
を初めて受賞したと発表
「第2回	学生が選ぶインターンシップアワード」におい
て、223社・287プログラムの応募の中から、当社の「技
術系／実習型インターンシッププログラム」が最高賞
の「大賞」を受賞したと発表
国際的な広告賞である「Effie	Awards」において、当
社が米国で展開する「ビルディングソリューションサ
イト」がBtoBカテゴリーで「銅賞」を受賞したと発表
2050年に向けた環境課題への長期的な取り組み姿勢
を定めた「三菱電機グループ『環境ビジョン2050』」
を策定したと発表

開発関係

Red	Dot	Design	Award（レッド・ドット・デザイン・
アワード）において、「三菱通信ゲートウェイ	XS-5R/
XS-5T」が「Best	of	the	Best」を受賞したと発表
室内にて奥行き感のある青空と自然光を表現する「青
空を模擬するライティング技術」を開発したと発表
「アイセーフ高出力導波路型レーザー増幅器」を搭載
した水蒸気・風計測ライダーで、積乱雲の発生原因
となる空気中の水蒸気と上昇気流を同時に計測する
実証実験を開始したと発表
レーザーワイヤーDED方式を採用した金属三次元造
形装置において、レーザー技術、数値制御（CNC）
技術や、CAM技術を連携させて、高精度な造形を実
現する点造形技術を開発したと発表
駐車中の電気自動車（EV）や蓄電池などの蓄電設備
と、太陽光発電（PV）や発電機などの発電設備を組
み合わせた需要家向けのエネルギーマネジメント技
術を開発したと発表
「パワーエレクトロニクス時代の電磁ノイズ対策設計を
革新する技術の研究開発」と、「大型映像表示向け表示
制御技術とサイネージシステムの開発」が、平成30年
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度「第66回電気科学技術奨励賞」を受賞したと発表
株式会社NTTドコモと第5世代移動通信方式におい
て、28GHzを用いて5G向けに開発した超多素子ア
ンテナシステムによる16ビーム空間多重処理を行う
ことで、世界で初めて屋外実験において通信距離
10mで端末1台の通信速度27Gbps、100mで通信速度
25Gbpsに成功したと発表
国立大学法人東京大学とパワーエレクトロニクス機
器に搭載されるSiCパワー半導体素子において、外部
からの電磁ノイズの影響を受けにくい動作原理を世
界で初めて考案したと発表
世界で初めて、第5世代移動通信方式（5G）を中心とした
複数の周波数帯に1台で対応できる移動通信基地局向け
「超広帯域デジタル制御GaN増幅器」を開発したと発表
高電圧の電力系統に用いられるSF₆ガス絶縁開閉装置
の電流遮断性能を25%向上させる「アーク冷却促進技
術」と、絶縁性能を30%を向上させる「高電圧導体の
高密度絶縁コーティング技術」を開発したと発表
AI技術「Maisart®（マイサート）」を活用して、自動
車の運転を支援する「気が利く自然なHMI（ヒューマン・
マシン・インターフェース）技術」を開発したと発表
インターネット経由などで意図せずにインストールした不
正ソフトウエアによる車両制御への攻撃を検知・防御す
る「車載システム向け多層防御技術」を開発したと発表
連続して到来する津波の波面検知と、従来より正確
な水位推定を実現する「レーダーによる津波多波面
検出技術」を開発したと発表
樹脂成形でアンテナを構成することにより軽量化・
低コスト化を実現した「樹脂成形導波管スロットア
レーアンテナ」を開発したと発表
新たな計測器を取り付けることなく、スマートメー
ターで計測した住宅全体の電力使用量から、家電ご
との電力使用量を高精度で推定する「家電ごとの電
気の使い方見える化技術」を開発したと発表
情報技術総合研究所に、ZEB（net	Zero	Energy	
Building）関連技術の実証棟を建設すると発表
2つのAIを競わせてリアルな画像生成を実現する敵対
的生成ネットワーク（GAN）において、演算量とメモリー
量を10分の1に削減した「コンパクトなGAN」を世界
で初めて開発したと発表
国立研究開発法人産業技術総合研究所と、工場での
生産前に必要となる、FA機器の調整やプログラミン
グなどの生産準備作業を大幅に効率化するAI技術を
開発したと発表
独自の「センサー攻撃検知アルゴリズム」を実装し、
センサーへの攻撃で発生する計測データの矛盾を高
精度に検知する「センサーセキュリティー技術」を
開発したと発表
強風や長周期地震動発生時に起きる高層ビルのエレ
ベーターロープの揺れを抑制する「ロープ制振装置」
を開発したと発表
AI技術「Maisart®（マイサート）」を用いて、不特定多
数のユーザーが何語を話すか分からない状況でも高精
度な音声認識を実現する「シームレス音声認識技術」
を開発したと発表
ZEB竣工後のビル運用時の消費エネルギーとビル内
の快適性を予測する「ZEBを運用するためのビル・
シミュレーション技術」を開発したと発表
濃霧や豪雨などの悪天候時でも、車両周辺の状況を
高い精度で検知できる「悪天候に対応可能な車載向
けセンシング技術」を開発したと発表
フルSiCパワー半導体モジュールと高密度実装技術の
適用により、出力容量400kVA機種において、世界
最小の体積と世界最高の電力密度を実現した「ハイ
ブリッド車用超小型パワーユニット」と、非対称回
転子構造により世界最高クラスの出力密度を達成し
た「高出力密度モーター」を開発したと発表
AI技術「Maisart®（マイサート）」を用いて、事前
の機械学習なしに人のわずかな動作の違いも見つけ
る独自の「行動分析AI」を開発したと発表
学習内容を段階的に自動で追加していくことにより、
シミュレーターを用いて効率よく短時間で学習を完
了する「段階的に素早く学ぶAI」を開発したと発表
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AR（拡張現実）技術を活用し、話した言葉が瞬時に、
タブレットやスマートフォンの画面を指でなぞった軌跡に、
宙に浮かぶような3D（3次元）文字表示ができる技術「空
中しゃべり描き™	UI（ユーザーインターフェース）」と、
動画撮影機能などを組み合わせたアプリケーション「空
中しゃべり描きアプリ」を世界で初めて開発したと発表
一般社団法人	日本電機工業会が主催する「第68回	
電機工業技術功績者表彰」において、「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の開発」
が重電部門で優秀賞を受賞したと発表
当社が2016年に開発した「しゃべり描きアプリ」を
兼松コミュニケーションズ株式会社が商用開発・提
供開始すると発表

新製品他、事業別発表
<重電システム>

受配電システム製作所に新設した「真空バルブ・遮
断器工場」が本格生産を開始したと発表
阪神電気鉄道株式会社から「阪神甲子園球場」のメイ
ンビジョン向けに、大型映像装置「オーロラビジョン®」
を受注したと発表
カナダのCopperleaf	Technologies	Inc.と電力・社会
インフラ設備向けのアセットマネジメント意思決定
支援ソフトウエア「C55」の日本市場における販売
パートナー契約を締結したと発表
ミャンマー発電公社の3カ所の変電所向けに、ガス絶
縁開閉装置	46台、分析可能で輸送が容易な特別三相
式を含む変圧器7台他の機器供給を三菱電機アジア	
（タイ）を通じ、受注したと発表
系統変電システム製作所内に建設していた自励式直
流送電システムの製品開発・検証を行う「HVDC検
証棟」を稼働開始すると発表
計装制御システム「MELTAC	Nplus	S（メルタック
エヌプラスエス）」が、米国原子力規制委員会から、
米国の原子力発電所への適用許可を取得したと発表
北海道北部風力送電株式会社の「風力発電のための送
電網整備の実証事業」向けに蓄電池の監視制御を行う
蓄電池制御システム「BLEnDer®RE（ブレンダーアー
ルイー）」とパワーコンディショナーを受注したと発表
台湾台北市に建設された超高層複合施設「台北南山
広場」向けに、台湾初となるセキュリティーシステ
ムと連動したエレベーター（2階建てエレベーター）
12台を納入したと発表
「丸の内二重橋ビル」に、昇降機39台および各種セキュ
リティー製品に加え、ビル内設備のデータを収集す
る通信インターフェース機器を組み込んだPLCを納
入したと発表
株式会社千葉ロッテマリーンズから「ZOZOマリン
スタジアム」の新ウイングビジョン向けに「オーロ
ラリボン®」を受注したと発表
東京地下鉄株式会社丸ノ内線2000系車両向けに、「車
両情報監視・分析システム」を納入したと発表
稲沢製作所（愛知県稲沢市）に建設していた稲沢据
付研修センター「匠（たくみ）」の稼働開始を発表
受配電システム製作所が、ビオトープ造成・緑化ルー
バー設置・里山保全活動などの環境への取り組みが認
められ、公益財団法人都市緑化機構が実施するSEGES
（シージェス：社会・環境貢献緑地評価システム）の	
「そだてる緑」において、「Excellent	Stage1」の緑地と
して認定を取得したと発表
広島市が所有する「MAZDA	Zoom-Zoom	スタジアム
広島」のスコアボード向けに「オーロラビジョン®」を
納入したと発表
株式会社横浜スタジアムが所有する横浜スタジアム
向けに「オーロラリボン®」を納入したと発表
三菱インフラモニタリングシステムⅡが、小田急電
鉄株式会社が管理する鉄道トンネルの検査業務に採
用されたと発表
DIC株式会社の5事業所に、合計1.5メガワットの自家
消費用太陽光発電設備を納入したと発表
インドの中低層の住宅、オフィスビルやホテル向けエレ
ベーター「NEXIEZ-LITE（ネクシーズ	ライト）」の新
機種として、機械室が不要なエレベーター「NEXIEZ-
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LITE	MRL（エムアールエル）」を発売すると発表
東京都が所有する味の素スタジアム向けに「オーロ
ラリボン®」を納入したと発表
独立行政法人	国際協力機構に採択された「スリラン
カの上水道向け広域監視システム普及促進事業」を
本格的に開始すると発表

<産業メカトロニクス>

姫路製作所に新たに実験棟を建設すると発表
リモートサービス「iQ	Care	Remote4U（アイキュー
ケアリモートフォーユー）」において、従来の放電・
レーザー加工機に加えて、数値制御装置（CNC）に
も適用したサービスを開始すると発表
TSN（Time	Sensitive	Networking）技術を採用した
産業用オープンネットワーク「CC-Link	IE	TSN」に対
応するシーケンサ、産業用PC、サーボアンプ、表示器、
インバーター、ロボットなどのFA製品を開発すると発表
インドのタミル・ナードゥ州コインバトールに「イ
ンド・コインバトールFAセンター」を設立し、FA
製品のサービス業務を開始すると発表
FA分野での制御用途やエッジコンピューティング
用途向け産業用PC「MELIPCシリーズ」の新製品と
して、高解像度液晶とタッチパネルを標準搭載した、
ディスプレイ一体型のパネルコンピュータ「MI3000」
2機種の発売を発表
チェコ共和国の自動車機器製造・販売拠点である
Mitsubishi	Electric	Automotive	Czech	S.R.O.に新工場
を建設し、欧州での需要拡大が見込まれる電動車両用
モーター・インバーターの生産体制を拡充すると発表
生産設備などに組み込まれて高速・高精度な位置決め
を実現するサーボシステムの新製品として、汎用AC
サーボ「MELSERVO-J5シリーズ」67機種、および
「MELSEC	iQ-Rシリーズ	モーションユニット」7機種
の発売を発表
次世代産業用オープンネットワーク「CC-Link	IE	
TSN」に対応したシーケンサ、サーボアンプ、ロボッ
ト、表示器、インバーター、CNCなどのFA製品、
計102機種の発売を発表
フィリピンにおけるFAシステム事業強化の一環として、
株式会社セツヨーアステックと、FA機器の現地販売代
理店Integrated	Factory	Automation	Inc.との3社の共同
出資により、MELCO	Factory	Automation	Philippines	
Inc.（メルコ・ファクトリーオートメーション・フィリピン）
を設立すると発表
ワイヤ放電加工機MVシリーズの新機種「MV4800S」
「MV4800R」を発売することを発表
世界で初めてAIで加工条件を自動で調整する「AIア
シスト」を搭載したファイバー二次元レーザー加工
機の新シリーズとして、「GX-Fシリーズ」3機種を発
売することを発表
ETCの決済情報をより安全に保護するために新たに
国土交通省が定めた新セキュリティー規格に準拠し
たアンテナ分離・スピーカー一体型の「ETC車載器」
の発売を発表
産業用ロボット「MELFA-FRシリーズ」の機能拡張オ
プションとして、新たに、「予知保全機能」と「力覚
センサ	拡張機能」を追加した「MELFA	Smart	Plus（メ
ルファスマートプラス）カード」の発売を発表
産業用ロボットのより高い安全性と生産性の早期両立
を目指し、独自のモーション・プランニング技術の開発
を行う米国スタートアップ企業Realtime	Robotics,	Inc.
（リアルタイム・ロボティックス社）に出資すると発表
48時間を超える長時間連続運転での超高精度加工に
加え、1台で小型精密電子部品からモーターコアな
どの中型自動車用駆動部品までの多様な高精度金
型加工を実現する油加工液仕様ワイヤ放電加工機
「MX900」の発売を発表
HERE	Technologiesと、先行車両が検知した路上障
害の位置情報をリアルタイムで後続車両へ共有し、
安全運転に貢献する「レーンハザードワーニングシ
ステム」を開発したと発表



－ 33 －

年　月　日

2018.		 7.12

		 10.9

		 10.11

		 11.16

		 12.14

2019.		 2.13

		 4.4

2018.		 8.22

		 9.4

		 9.12

		 9.26

		 11.26

		 12.12

		 12.19

2019.		 2.20

		 3.27

年　月　日
		 4.23

		 5.7

		 5.23

2018.		 8.20

		 8.21

		 9.14

		 9.25

2019.		 1.15

		 1.16

		 1.21

		 1.28

		 2.14

		 3.26
	

		 5.16

		 6.17

概　　　　要

<情報通信システム>

フランス気象局からニース・コート・ダジュール国際空
港向け「空港気象ドップラーライダー	（DIABREZZA™
（ダイヤブレッツァ）Aシリーズ）」を受注したと発表
自動運転に用いる3次元地図作成やインフラ管理など
で活用される高精度3次元移動計測装置である三菱
モービルマッピングシステム（MMS）の新製品とし
て、小型・軽量化により輸送や着脱が容易で、自動車、
鉄道、船舶や台車などを用いた多くの計測用途に活
用できる「MMS-G」の発売を発表
コミュニケーション・ネットワーク製作所	郡山工場
に建設していた新生産棟が竣工したと発表
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）社から受注した通信衛星「Es'hail-2	
（エスヘイル2）」の打ち上げに成功したと発表
復興工業団地内「福島ロボットテストフィールド」で、
中型の無人航空機に搭載した衝突回避システムの探
知性能試験を世界で初めて実施したと発表	
高精度3次元道路地図データの提供を行うダイナミッ
クマップ基盤株式会社が新たな事業展開を行うため
の成長資金として、20億円の追加出資を行うことを
決定したと発表
ルーマニア航空局から、アンリ・コアンダ国際空港
向けに晴天時風観測用「空港気象ドップラーライダー
（DIABREZZA®（ダイヤブレッツァ）Aシリーズ）」
を受注したと発表

<電子デバイス>

産業用カラーモジュール「DIAFINE（ダイアファイン）」
の新製品として、屋外の計測器・産業機器などの表示
器向けに、高解像度、超広視野角、高精度・高コント
ラストで、広い動作温度範囲と高い耐振動性を実現し
た7.0型WXGAのサンプル提供を開始すると発表
第5世代（5G）移動通信システム基地局ネットワーク
の光ファイバー通信で使用される光通信用デバイスの
新製品として、「25Gbps	EML	CAN」の発売を発表
産業用カラーTFT液晶モジュール「DIAFINE（ダ
イアファイン）」の新製品として、耐衝撃性や耐水滴
性が求められる屋外用途向けに、厚さ5mmの保護ガ
ラス上から操作できる投影型静電容量方式のタッチ
パネルを搭載した7.0型WXGAと15.0型XGAのサンプ
ル提供を開始すると発表
産業用カラー TFT液晶モジュール「DIAFINE	（ダ
イアファイン）」の新製品として、医療機器や工作機
械など幅広い産業機器の表示向けに、横長ワイドサ
イズ、超広視野角、高解像度、超高輝度・高コント
ラスト、広い動作温度範囲を実現した12.3型ワイド
HDのサンプル提供を開始すると発表
耐環境性と内装に高いデザイン性が求められる自動車や
船舶などの表示機器向けに、平面形状と同等の高い視
認性と色鮮やかな表示を実現した曲率半径700mm以上
1,000mm未満の局面カラーTFT液晶モジュール（凹型）
を開発し、量産技術を確立し受注を開始したと発表
産業用カラーTFT液晶モジュール「DIAFINE（ダイアファ
イン）」の新製品として、耐衝撃性や耐水滴性が求められ
る屋外用途向けに、厚さ5mmの保護ガラス上から操作で
きる投影型静電容量方式のタッチパネルを搭載した10.4
型SVGA（2タイプ）のサンプル提供を開始すると発表
プロジェクター用光源の新製品として、発光波長
638nmの鮮やかな赤色で、世界最高のパルス駆動光
出力3.0kWにおいてMTTF20,000時間以上を達成し、
広い動作温度範囲を実現した赤色高出力半導体レー
ザー「ML562G86」の発売を発表
バックライトに加えて外光も光源として利用で
きる半透過型産業用カラー TFT液晶モジュール
「DIAFINE（ダイアファイン）」の新製品として、高
い視認性と広い動作温度範囲、薄型・軽量化を実現
した4.3型WQVGAのサンプル提供を開始すると発表
太陽光発電装置やEV用充電器などの電源システムの
低消費電力化・小型化に貢献するパワー半導体の新
製品として、SiCを用いた1200V耐圧の「1200V	SiC-
SBD」5タイプを発売すると発表

概　　　　要
カラーTFT液晶モジュールの新製品として、高い信
頼性を実現した高解像度ワイドHDの「車載用TFT
液晶モジュール」3機種の発売を発表
大容量パッケージエアコンや産業用モーターのイン
バーターを駆動するパワー半導体モジュールの新製
品として、トランスファーモールド構造において、
世界で初めて大容量100A/1200V定格を実現すると
ともに、インバーターの小型化と設計簡素化にも貢
献する「大型DIPIPM+」シリーズの発売を発表
公益社団法人発明協会が主催する令和元年度	全国発
明表彰において、「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」が「発明賞」を
受賞したと発表

<家庭電器>

三菱HEMSおよびエコガイド向けに、「見守り」機能
の拡充と「お天気リンクAI」に対応したソフトウエ
アを提供すると発表
ルームエアコン「霧ケ峰」の新商品として、AI技術
を搭載した赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.」で
部屋の中を360°センシングし、少し先の部屋の温度
と湿度の変化を予測することで、最適な運転モード
や気流に自動で切り替える世界初の「おまかせA.I.自
動」で、快適性と省エネ性を向上した「FZシリーズ」
と「Zシリーズ」計18機種の発売を発表
一般社団法人産業環境管理協会が主催する「第1回エ
コプロアワード」において、「霧ケ峰	FZシリーズ」
がエコプロ2018実行委員長賞を受賞したと発表
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が主催す
る第12回キッズデザイン賞において、「ZITANG	（ジ
タング）	RG-HS1」が男女共同参画担当大臣賞を、「安
心・安全ライティングに関する研究」がキッズデザ
イン協議会会長賞を受賞したと発表
冷蔵庫「置けるスマート大容量・野菜室が真ん中」
シリーズの新商品として、AIがユーザーの生活パ
ターンを予測して自動制御する「切れちゃう瞬冷凍
A.I.」を搭載した「MXシリーズ」3機種と、「MBシリー
ズ」1機種の計4機種の発売を発表
一般社団法人省エネルギーセンターが主催する平成30
年度省エネ大賞<製品・ビジネスモデル部門>において、
ルームエアコン「霧ケ峰	2019年度モデルFZシリーズ」
が「資源エネルギー庁長官賞」を、店舗・事務所用パッ
ケージエアコン「Mr.SLIM	スリムZRシリーズ」、内蔵
形ショーケース「冷凍冷蔵平形SR-FF	Fシリーズ」お
よび「新しい照明制御システム	（MILCO.NET）と高効
率電源」が「省エネルギーセンター会長賞」を、<省エ
ネ事例部門>において「省エネOJTによる全社を挙げた
インバーター化、熱・蒸気、コンプレッサーの省エネ推進」
が「省エネルギーセンター会長賞」を受賞したと発表
一般財団法人機械振興協会が主催する「第53回（平
成30年度）機械振興賞」を「霧ケ峰	2018年度シリー
ズ	FZシリーズ」が受賞したと発表
一般社団法人日本機械工業連合会「優秀省エネ機器・
システム表彰」において、ヒートポンプ・静置デシカ
ントハイブリッド式産業用除湿機が「資源エネルギー
庁長官賞」を、形彫放電加工機「SV-Pシリーズ」が「日
本機械工業連合会会長賞」をそれぞれ受賞したと発表
店舗・事務所用パッケージエアコンの新商品として、
薄型でフラットなスタイリッシュデザインで、高い省エ
ネ性と快適性を実現した「スリムZRシリーズ」4方向天
井カセット形＜コンパクトタイプ＞42機種の発売を発表
幅60cmスリムタイプの3ドア冷蔵庫の新シリーズと
して、当社の3ドア冷蔵庫で初めてガラス面材を採用
した「CGシリーズ」2機種を発売すると発表
静岡製作所に建設していた「空調技術棟」が竣工した
と発表
空調・換気機器のBIM（Building	Information	Modeling）	
での活用と機器選定の利便性を向上し、建築フロー
における生産性向上に貢献するため、換気扇データ
をBIMと株式会社イズミシステム設計の機器選定ソ
フトに提供開始すると発表


