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企業名

(創立日)

ダインヒューズ

(1995年1月20日)
代表取締役

ハングル：ジョン・テファ

漢字：全泰 和

英語：CHUN TAE HWA

技術分野 電気・電子部品製造技術 主な生産品 ヒューズ (FUSE)

資本金 287百万ウォン
売上高

(2015年)
1,773百万ウォン

従業員数 14人
事業者

登録番号
106-48-66146

住所 京畿道富川市遠美区オクサン路252番ギル53(陶唐洞)

Homepage www.dainfuse.com E-mail

TEL FAX
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1. 企業紹介
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 技術・製品の概要

サムスン電子PBA適用例

製品の役割
電気・電子製品の安全性を確保するための部品であり、周辺環境に異常が発生す
る場合、一番最初に反応して爆発や火災を防止する。

主要適用製品

製品の特性

標準規格

システムエアコン、コンプレッサーモーター、電気自動車のバッテリーなどに適用する
部品

時間遅延型ヒューズ(Time-lag Fuse)特性

製品SPEC 定格電流20～100A/電圧690V/短絡遮断容量(V ac)120kA

UL 248 / IEC 60269 / CB Report 

2. 技術・製品紹介



 技術・製品の構造と特徴

2. 技術・製品紹介

 1次 FUSE CAP 
セラミックチューブと組み立て

 2次 FUSE CAP
 耐久性を確保した組立技術

 Element (可溶体)
 Element 自動投入方式で
 自動化システムを適用した工程技術

 ろう付け(Brazing)溶接技術
 接合後の形態変化がなく、耐腐食性優秀
 接合強度が大きく、熱に強い(500℃以上)
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 Fuse Element Spot welding 
 従来のSolderingからSpot welding
技術開発。生産性の向上で競争力確保

 セラミックチューブ
 セラミックチューブと組み立て

★ 全工程での自動化システム生産によって生産性と品質競争力確保

★ 大容量のヒューズ特許登録(2014年9月)

★ 銅板型のエレメント適用ヒューズ製造装置の特許登録(2016年1月) 保持技術力確保



 技術・製品の工程
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システムエアコン適用FUSE自動化システム工程

2. 技術・製品紹介



 従来の技術・製品との比較
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区分
当社技術の優位性

(ダインヒューズ)

従来の技術

(日本の大東ヒューズ)

電気特性100A

(UL規格基準)

- 定格電圧 : 690V 
(圧力が大きくなる時、耐えられる程度)

- 短絡遮断容量 : AC 690V 120,000A
(異常発生時、ヒューズが耐えられる容量)

- I2t 値 : 21,000 A2Sec
(耐えられる能力)

- 定格電圧 : 250V

- 短絡遮断容量 : AC 250V 2,500A
- I2t 値 : 18,500 A2Sec

生産技術

原材料投入→可溶体供給→完製品組み立て→

検査工程までの自動化システムで生産性と

品質信頼性確保

- 可溶体はんだ付け手動

- 砂投入半自動

- 完製品組立半自動

溶接方法
キャップとターミナル溶接：ろう付け溶接

可溶体溶接：スポット溶接

キャップとターミナル溶接：はんだ付け溶接

可溶体溶接：はんだ付け溶接

2. 技術・製品紹介



区分

製品写真

適用製品
サムスン電子、LG電子
システムエアコンに適用

日本最大のシステムエ
アコンであるダイキンに
適用

日本半導体製造装置、
インバータ、UPS、会社
に供給

日本のエアコン、太陽
光発電産業に適用

認証規格

定格 690V 100A 250V 100A 850V 100A 500V 50A

価格競争力 - - -

 従来の技術・製品との比較
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2. 技術・製品紹介



 技術・製品の適用範囲と応用分野
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サムスンのシステムエアコンに適用

日本のシステムエアコンに適用

電気自動車に適応

★ システムエアコンおよび生活家電に適用

エネルギー効率を高めるため、システムエアコンなど大容量の生活家電を
インバータ方式に転換していることにより、大容量ヒューズ市場は持続的に拡大
すると予想される。

★ 電気自動車バッテリー用 EV FUSE
電気自動車バッテリーと充電器に適用されるEV FUSE応用適用

★ 太陽光 Solar fuse

太陽光インバータに応用適用

2. 技術・製品紹介

http://www.eco-aesc-lb.com/en/
http://www.eco-aesc-lb.com/en/


 日本市場現状及び見込み
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主な
需要先

適用
製品名

予想数量(年)
年間
(千個)

予想金額(千)

ダイキン

システム

エアコン

120万台×3 3,600 10,800,000 

三菱電子 80万台×3 2,400 7,200,000 

東芝キャリア 50万台×3 1,500 4,500,000 

富士通 40万台×3 1,200 3,600,000 

Panasonic 30万台×3 900 2,700,000 

Hitachi 30万台×3 900 2,700,000 

3.市場現状及び見込み



 韓国内外の製品販売実績(契約を含む)
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韓国内の販売実績 輸出実績 その他の実績 備考

申請製品の
販売実績

サムスン電子

システムエアコン

2015年5億3千万ウォン販売

LG電子システムエアコン

2015年の1億ウォン販売

2016年

中国輸出開始

約3万ドル

サムスン電子システムエアコン適用写真

3.市場現状及び見込み

ヒューズ拡大写真

→



 売上高の現況

<韓国>

<海外>
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年度 製品(技術) 輸出国家 販売額 備考(企業名)

2013 FUSE 中国 839 間接輸出

2014 FUSE 中国 891 間接輸出

2015 FUSE 中国 695 間接輸出

年度 製品(技術) 韓国内 販売額 備考(企業名)

2013 FUSE 1,331 サムスン、LG

2014 FUSE 1,730 サムスン、LG

2015 FUSE 1,773 サムスン、LG

3.市場現状及び見込み



 申請技術・製品関連の韓国内外出願、登録現況

番号 出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 特許登録 特許第10-1447490 2014.09.29 大容量ヒューズ

2 特許登録 特許第10-1584270 2016.01.05
銅板型のエレメント適用ヒューズ

製造装置
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大容量ヒューズ 銅板型のエレメント

適用ヒューズ製造装置

4.権利取得現況



 ノーハウおよびその他の保有技術の現況
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ヒューズリード線の接続構造(2011年特許登録)

ヒューズリード線の切断および曲げ装置(2013年特許登録）

大容量セラミックヒューズ(2014年特許登録)

銅板型のエレメント適用ヒューズ製造装置(2015年特許登録)

UL(米国)15品目/ VDE(ドイツ)3品目 TUV(ドイツ)5品目

CCC(中国)4品目/ PSE(日本)2品目 KC(韓国)100品目

韓国初のMicro fuse自動化システム開発(2004年)

世界最高のFuse自動化システム開発（2009年）

特許

技術

特許

特許

特許

認証

技術

技術

特許

4. 権利取得現状


