
中国最高層ビル「上海中心大厦」に
超多心エレベータケーブルを納入

中国上海市で開業を控えている「上海中心大厦」のエレベーター

（三菱電機株式会社殿製）に当社の光ファイバ複合超多心平型

エレベータケーブルを納入しました。

「上海中心大厦」は高さ632 ｍで中国では最高層、世界でも

２番目の高さで、東京スカイツリー（高さ634 ｍ）とほぼ同じ

高さの超高層ビルです。世界最高速となる地下2階から地上

119階展望デッキを結ぶエレベーター（最大分速1230 ｍ）や、

世界最長の昇降行程となるエレベーター（578.5 ｍ）には、

当社ケーブルの軽量化、及びケーブルの非自転性の技術が

生かされ、超高層ビル用エレベーターの安定した動作に寄与

しています。

今後もエレベーターの高速化、安全性、快適性に貢献して

いきます。
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本田技研工業株式会社殿
外部給電器用コネクタ納入開始

当社では、電気自動車と急速充電器をつなぐためのリードケーブル付き充電コネクタを2010年より販売を行って

います。これまでの実績やコネクタデザインが評価され、本田技研工業株式会社殿外部給電器「Power Exporter 

9000」に当社のCHAdeMOコネクタが採用されました。

「Power Exporter 9000」は、FCV（燃料電池自動車）、EV（電気自動車）やPHEV（プラグインハイブリッド）といった

電動モビリティから電力を受けとり、交流100 V/200 Vで最大9 kVAの出力可能な外部給電器で、災害時などの

非常用電源、アウトドア用途などとして活用できます。当社リードケーブル付き充電コネクタは、電動モビリティ

からの電力を「Power Exporter 9000」へ送る役割を担っています。

今後もお客様のニーズに合った製品を開発し、社会に貢献していきます。

エネルギー EPC事業部　　mc-info@jp.fuijkura.comE

エネルギー EPC事業部　　haiden-info@jp.fuijkura.comE

本田技研工業株式会社殿ご提供
「Power Exporter 9000」

リードケーブル付き充電コネクタ
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●用紙：適切に管理された森林の木材を利用したFSC®認証用紙
●インキ：大豆油インキを含む植物油インキ
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
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当社は30年にわたる耐放射線性光ファイバの開発および製品を通じて、原子力関連設備の安全、また研究開発に

貢献してきました。この度、原子力関連施設向けに細径耐放射線性ファイバスコープ観察システムを開発しました。

本スコープに使用する光ファイバは、高放射線下で使用可能であり、かつ狭い部位に挿入して撮像が可能なよう、

スコープ先端部は外径1.5 mmの薄肉ステンレスパイプを５本配列した構造とし、ビデオモニタ画像で視認できる

とともに、録画することも可能なシステム構成です。原子力施設の細径配管で構成される機器等の狭隘内部の

観察や点検に適しています。

ご使用の環境、目的に合わせたシステム設計での対応が可能です。

観察対象部へのアクセスを制御するスコープ操作機構の付与もご相談に応じます。

細径型耐放射線性ファイバスコープの開発

主な仕様
項目

イメージファイバ
画素数
照明用ファイバ
先端形状
観察視野角
ケーブル長

仕様

耐放射線性石英イメージファイバ

6,000画素

大口径石英ファイバ × 2心

外径1.5 mm、ステンレスパイプ5本配列（画像伝送：1本、照明：2本、補強：2本）

気中40°（水中30°）

15 m（防水仕様）

光ファイバ事業部　　applied-optics@jp.fujikura.comE

細径型耐放射線性ファイバスコープの開発エネルギー
情報通信

ファイバスコープ外観 プローブ先端挿入部 観察画像例（千円札）
リチウムイオンキャパシタモジュール

（左から12 V系、24 V系、36 V系モジュール）

当社は、エネルギー密度が電気二重層キャパシタ（EDLC）の5倍、従来リチウムイオンキャパシタの2倍と、小型・

軽量を可能にしたリチウムイオンキャパシタを開発しました。この特徴から可搬機器、移動体、車両などの用途に

適した蓄電デバイスの一つになると期待されており、当社は、今後2年以内の実用化に向けて開発を進めていきます。

本製品は材料技術を生かした独自の電極設計により、正極の重量当たりの静電容量を上げることによって、エネルギー

密度を19 Wh/kgまで高めることに成功しました。加えて、電解液に改良を加えることで高エネルギー密度化に

伴って生じる内部抵抗増加の抑制に成功しており、低抵抗を実現しています。

これによって高エネルギー密度化を実現しながらも、リチウムイオンキャパシタ本来の優れた入出力特性を維持

するとともに、セルの発熱が抑制されることにより長期信頼性が向上しています。

さらに当社では将来の大容量化を睨んで5,000 F級のセル開発も進めており、内部抵抗は0.9 mΩを達成しています。

今後ますます電動化が広がる社会において、優れた入出力特性および長期信頼性を備えた小型・軽量の蓄電

デバイスが求められており、今回の開発品が携帯端末やウェアラブル機器から自動車、鉄道まで、幅広い用途に

適用されることを期待しています。

Wh ‥ 電力容量を表す単位で、電力（W）とその時間（h）の積
F ‥‥ 静電容量を示す単位
mΩ ‥ 電気抵抗を示す単位
　　　 Ωの1/1,000の抵抗

小型・軽量リチウムイオンキャパシタの開発

先端技術総合研究所　　ask_lic@jp.fuijkura.comE
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