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2008年度の市況は，米国の金融危機に端を発する世界
的な景気悪化が，欧米をはじめ新興国へも影響を及ぼし，

減速方向である。われわれは，このような経済環境を打開
するため，他社に対してアドバンテージがある商品・ソ

リューション・サービスを提供できるよう取り組んでいる。

ドライブシステム分野では，既設鉄鋼設備の電気品更新
の需要が旺盛（おうせい）であり，数多くの納入実績を得
ることができた。鉄鋼圧延設備の既設主機ドライブシステ

ム更新用として大形形鋼設備向けに IGCTインバータ，ビ

レット圧延，棒鋼圧延設備向けに IGBTインバータを納入
した。電気品更新により制御性向上に伴う製品品質の向上，

故障率低下に伴う生産性の向上を実現している。海外プロ

セスラインの更新に最新の交流可変速駆動システムや制御
監視システムを導入した。既設設備の更新においては設備
を熟知した上でのエンジニアリングが重要であり，富士電
機の数多い納入実績がユーザーの満足度向上につながって

いる。組立産業設備向けに今後需要の見込まれる大容量
サーボシステムを製品化した。また，CO2排出量削減，環
境改善対策に大きく貢献する高圧インバータの中国向け新
機種を製品化するとともに，中国の生産拠点を整備した。

今後，高圧インバータを数多くの納入実績のある日本国内
に加え，中国，アジア地域へ広く展開する計画である。

電源分野では，新市場への展開をねらった戦略機種を

開発拡充し大きく事業貢献した。中大電源では，三相 4線
式・海外仕様に対応した「7700Fシリーズ」の UPS系列
化を完成し，中国市場に初号機を納入した。また，国内で

は IDC（Internet Data Center）向け UPSシステムの納
入実績を大幅に拡大した。小型電源では，産業分野での物
量拡大をねらって超長寿命バッテリーを搭載した「メンテ

ナンスフリー UPS」を発売した。内部電源では，デジタ

ル制御技術を駆使したプリンタ用フリッカ対策電源を開発
した。今後，ますます省エネルギー，CO2削減を実現する

環境対応型技術の開発が重要となる中で，世界最高級の高
効率電源技術を引き続き開発して，小型から大型までの魅
力ある製品を提供し社会に貢献していく。

車両・特機分野では，2007年 7月から営業運転を開始
した東海旅客鉄道株式会社 N700系新幹線用の主回路電機
品として，高性能の 64ビット RISCプロセッサを適用し

たデジタル制御による IGBT式主変換装置をはじめ，主変
圧器や主電動機を順調に出荷中である。電源装置関係で

は，JR各社向けに各種電源装置を順次出荷中である。こ

れに加えて，海外鉄道事業者向けとして屋上設置型の補助
電源装置を開発し，2008年 12月から車両メーカーに出荷
を開始した。また，リニアドアは，東日本旅客鉄道株式会
社の東海道線 E233系の第一編成向けを出荷し，順調に運
用中である。また，2005年に出荷を開始したニューヨー

ク地下鉄向けリニアドアは，同地下鉄が規定する信頼性指
標であるMDBCF（Mean Distance Between Component 
Failure：平均故障間走行距離）を大きく上回る好成績を

収めつつ，オプション契約Ⅱに基づく生産を開始した。

回転機分野では，小型化・軽量化・省エネルギー化・

低騒音化を図った新大容量形リングブローを開発した。薄
型で大幅な効率改善を実現したファンフィルタユニット

用 DCブラシレスモータおよびコントローラの開発を行っ

た。さらに，小型・軽量・高効率な永久磁石形同期電動機
（PMモータ）を開発し，省エネルギー機器の拡充を図っ

た。汎用インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」と組み

合わせて，蒸気回収発電装置向けなどに納入した。また，

可変速機器分野では，用途拡大をねらい FRENIC-MEGA
シリーズの機能拡大を行った。PMモータの速度・磁極セ

ンサレスベクトル制御機能，搬送装置への応用をねらった

制振制御付き位置決め機能，伸線機への応用をねらったダ

ンサロール制御機能を開発した。サーボシステムでは，高
精度・高応答が要求される市場で評価が高い「ALPHA5
シリーズ」に 100V入力シリーズを追加し，また位置決め

制御やModbus-RTU通信対応などのバージョンアップを

行った。

富士電機は，常に顧客の要求に的確に提案を行い，顧客
と一体となって，世界に羽ばたく技術革新をしていく所存
である。

ドライブ

ドライブシステム

電　源

車両・特機

回転機・可変速機器
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　ベトナム・PVCL社向けNo.1 電気めっき設備の増強工事

　ヤマトスチール株式会社形鋼工場URミル・Eミル主機電動機更新用電気品

　タイ・ティンプレート製造株式会社向けNo.2 電気めっき設備の更新

図１　PVCL社のNo.1 電気めっき設備

図2　水冷式3.3kVインバータ

図3　No.2 電気めっき設備のインバータ盤

ベトナムの PVCL社向け電気めっき設備の増強工事を

完了した。本設備は 1981年に納入され，これまでに制御
システムの更新，工場移設，ならびに設備追加を実施して

きたが，製品の需要増や多品種化により大幅な能力増強を

図ることとなった。本増強工事の概要は次のとおりである。

（1）　直接通電加熱装置用電源として高圧インバータ装置
「FRENIC4600RF5」を採用し，高調波抑制と高効率化
を実現した。

（2）　直流機制御装置としてユニット形デジタルサイリスタ

レオナード装置「LEONIC-M Compact」を採用し，設
置スペースを削減し制御精度を向上させた。

（3）　既設電動機および制御装置を積極的に活用し，更新費
用を削減した。

形鋼リバース式圧延機である URミル・Eミル駆動用の

電動機およびドライブ装置を更新した。富士電機製同期電
動機をシーメンス社製インバータで駆動するシステムであ

る。主な特徴は次のとおりである。

（1）　UR ミル電動機は，既設 3,000 kW 直流電動機を

4,000 kW円筒型同期電動機に更新した。

（2）　Eミル主機電動機は，既設 750 kW直流電動機を

2,500 kW円筒型同期電動機に更新した。

（3）　電動機冷却方式は，水冷熱交換器形とした。

（4）　電動機軸受は，ぺデスタル式すべり軸受とした。

（5）　ドライブ装置は，既設サイリスタ制御装置をシーメン

ス社製 IGCTインバータへ更新した（定格電圧：3.3 kV
　単機定格容量：10MVA　水冷式）。

タイのティンプレート製造株式会社向けに最新の電気
めっき設備の既設更新を完了した。このシステム構成と特
徴は次のとおりである。

（1）　高精度・高性能・省スペース・省メンテナンスを実現
した交流可変速駆動用 IGBT PWMインバータ

　™  「FRENIC4000VM5」：センサレスタイプ

　™  「FRENIC4000VMT5」
（2）　制御 PLCとのドライブ伝送に汎用 PROFIBUS-DPを

採用
（3）　データ収集・解析支援パッケージソフトウェア「f（s）
NISDAS」とフィールド機器接続用「plusFSITE」によ

る集中監視
（4）　操業データの設定・監視，およびロギングを行う

HMIシステム「SIRIUS」による操業効率の向上

ドライブシステム
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　棒鋼圧延用ドライブシステム更新工事

　大容量サーボシステムの完成

　中国市場向け高圧インバータ

図4　主機用3レベル IGBT搭載のインバータ盤
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図5　システム概念図

図6　10kV/1,200kVAセル

国内電炉メーカー各社は設備増強・能力アップを目的と

して，圧延用ドライブシステムを直流電動機から交流電動
機へ更新を進めており，通常は 3〜 5年にわたる分割更新
工事となる。富士電機は，既設と新設設備の混在システム

を前提に最適化検討を行い，顧客や機械メーカーと綿密な

連携を図り，短期間（10日間）でのシステム垂直立上げ

を無事故・無災害で実現した。また，ダウンタイムなしで

の安定操業も実現した。特徴は次のとおりである。

（1）　ドライブシステムは 3レベル IGBTインバータを採用
し大幅なインパクトドロップの抑制を実現した。電動機
容量アップ・増速により多品種対応を可能とした。

（2）　PLC，HMIの全面更新を行い，設定・監視の簡素化，

操作性の向上を実現した。

富士電機では，印刷機，射出成形機などのドライブ事
業機種戦略の一環として，大容量サーボシステムを完成
させた。電動機は，永久磁石形同期電動機（PMモータ）

200 kWを製品化するとともに，サーボシステムは，専用
制御装置を富士電機のインバータ「FRENIC4000VM5」
に取り付けることで，大容量高性能サーボ運転ができ，複
数電動機の高速同期運転を実現した。

標準の PWMコンバータを使用して電源回生を行い，

直流中間回路をコンデンサにて平滑化することで，サーボ

の急激な負荷変動に対応した。

専用制御装置は，外部インタフェースとして SX-BUS
を設けることで富士電機の統合コントローラ「MICREX-

SX」による統括制御を行うとともに，Ethernetで上位系
と通信ができる。

近年，米国を超えて世界一の CO2排出国になった中国
は各種の環境規制を強化する一方，環境友好型商品を持つ

企業への支援も強化している。富士電機は，環境配慮型製
品の高圧インバータの製品系列拡大を行った。10 kV/800
〜 3,500 kVA 5系列，6 kV/780〜 5,200 kVA 7系列から

構成される。製品の特徴は次のとおりである。

（1）　従来機種に対しセル数削減（10 kV機，18/15）
（2）　IEC規格対応範囲拡大
（3）　ファン騒音の低減化：従来機種 80 dB/76 dB
（4）　コールドスタート時の電流制限 120%制御機能

なお，本製品は 2008年度中に中国国内調達部品の大幅
拡大（セル内一部部品除く）した中国現地生産を開始し，

納期を短縮するとともにアフターサービスの拡充も行う。

ドライブシステム
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　IDC向けUPSの取組み
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　無停電電源装置「メンテナンスフリーUPS」

　デジタル制御適用フリッカ対応電源

図7　待機冗長システム構成の概念図

図8　「メンテナンスフリーUPS」

図9　7kW出力大型プリンタ用フリッカ対策適用電源

IDC（Internet Data Center）向け UPS（無停電電源装
置）は設備容量が大きいことから，高効率化と配電系統の

コスト低減のため 400V非絶縁 UPSでの並列冗長システ

ムが主流であった。これに対応して富士電機は，「7000D
シリーズ」を開発・投入してシェアを広げてきた。IDC
の拡大に伴い消費電力や空調設備が増加し，さらなる高効
率化の要求が高まり超高効率「8000Dシリーズ」の適用も

拡大している。

並列冗長システムでは多大な初期投資が必要である。最
近では，需要に応じて UPS設備を追加できる待機冗長シ

ステムの要望が増えている。そこで 8000Dシリーズの機
能アップを行い，待機冗長システム対応が可能な製品投入
を 2009年度に行う予定である。富士電機の UPSが，IDC
の省エネルギーやCO2削減に大きく貢献できると確信する。

富士電機は，小容量 UPSのライフサイクルコストの

低減を実現するために，デュアルコンバージョン方式の

「GX100シリーズ」「RXシリーズ」に超長寿命タイプの小
型制御弁式鉛蓄電池を搭載して，装置寿命までバッテリー

の交換を不要とした「メンテナンスフリー UPS」を開発・
製品化した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　常時インバータデュアルコンバージョン方式の採用に

より，高効率かつ安定した入出力特性を確保した。

（2）　超長寿命バッテリーの採用により装置寿命（8年）ま

でバッテリー交換が不要である。

（3）　バッテリーは従来品と同一サイズであり，UPSの外
形寸法は従来機種と同じである。

（4）　バッテリーの増設も可能であり，さらなる長時間バッ

クアップが可能となった。

富士電機は，入力電圧が三相交流 200/400Vに接続でき，

周期的変動負荷に対し入力電流を一定に制御し，系統の瞬
時電圧変動を抑制する大型プリンタ用電源を製品化した。

電源に接続される大容量負荷の消費電力変動周波数が約
2 kHz以下になると，同じ電源系統に接続される他の負荷
に瞬時電圧変動が発生し影響を及ぼすことが知られている。

照明器具のちらつき（フリッカ）がそれである。

本電源は，DSP（Digital Signal Processor）を制御回路
に採用した。これにより，アナログ制御では困難であっ

た負荷の変動パターンに対する瞬時電圧変動を抑制でき，

ヨーロッパのフリッカ規制値をクリアした。さらに三相交
流入力電流の波形を正弦波に保ち，力率を常時 1に制御で

きた。

電　源
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　ニューヨーク市営地下鉄向けリニアドア

　高速Ethernet 対応屋根上搭載型電車用電源装置

　東日本旅客鉄道株式会社E233系電車向けリニアドア

図10　ニューヨーク市のR160車両

図11　屋根上搭載型電車用電源装置

図12　E233系電車向けリニアドア

富士電機は，川崎重工業株式会社と協同してニューヨー

ク市営地下鉄向け新車両 R160用にリニアモータ駆動ドア

システムを開発した。2008年末までに合計 520両分（合
計 4,160開口）の引渡しを完了し，順次営業運転に投入さ

れる計画である。特に本システムの信頼性について高い評
価を得ており，2008年 8月時点で集計した営業運転信頼
性評価データ（システム部品故障間の平均走行距離）は目
標仕様値を大幅に超える数値を示した。

今後は，メーカー保証期間終了後の保守作業を支援する

ため，自動試験装置（電気機械装置用および電子装置用）

を開発し提供する計画である。2009年に始まる新規契約
システムの納品においても，品質・納期・サービスの維持
とさらなる向上に努める。

富士電機は，豪州向け 2階建電車用屋根上搭載型電源装
置 314台を受注し，初回出荷として 2台を納入した。各種
現地試験を実施した後，2009年から 2012年にかけて順次
納入する。この電源装置の特徴は以下のとおりである。

（1）　容量 180 kVAの大容量でありながら，オールダブル

デッカー車両の扉上天井部に収まる小型化を実現した。

（2）　制御方式および装置構造の最適化により騒音を抑制し，

屋根上搭載でありながら静粛な客室内を実現した。

（3）　車上情報制御装置の通信にMODBUS on TCP/IPプ

ロトコルを採用（車両機器としては国内メーカー初）し，

車両基地端末との高速大容量通信を実現した。

（4）　不揮発性記憶装置の経年ビット抜けを抑制し，データ

信頼性をさらに向上させた。

東日本旅客鉄道株式会社は 2008年 3月から東海道線に

新形式の直流電車となる E233系電車を投入した。

富士電機は，万が一の不具合発生に対しても運転の継続
が可能な待機冗長型バックアップ方式のリニアモータ駆動
ドアシステムを製作納入した。次にその特徴を示す。

（1）　駆動回路，センサを含めてコントローラを完全二重化
（2）　機器内で冗長化を完結させ特別な機器間配線などが不
要

（3）　バックアップ時でも機能・性能が低下しないこと

（4）　信号インタフェースを完全無接点化
バックアップ時の機能・性能低下がないことから，万が

一の不具合発生時もそのまま運用継続が可能であり，いわ

ゆる事後保全として保守容易化への貢献が期待される。

車両・特機
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　新大容量標準形リングブロー

　装置 FFU用DCブラシレスモータ

　永久磁石形同期電動機（PMモータ）の系列化

図13　新大容量標準形リングブロー「VFZシリーズ」

モータ コントローラ

図14　装置 FFU用DCブラシレスモータとコントローラ

図15　315kWセンサ付永久磁石形同期電動機（PMモータ）

近年，印刷機械などで吸着固定，吸着搬送といった吸込
運転の使用範囲の拡大や，装置の小型化，軽量化，省エネ

ルギー化および低騒音化の要求が高まっている。これらの

要求に対応した新大容量形リングブローの開発を行った。

主な特徴は次のとおりである。

（1）　小型化・軽量化・省エネルギー化
アルミ材による最適構造で，質量を 40%軽減した。

（2）　低騒音化
流体解析技術を駆使した構造により，耳障りな高周波音

を約 15%軽減した。

（3）　吸込運転の使用範囲拡大による吸込み全閉運転
新たに考案した圧縮熱伝達抑制構造により，大容量機種

で業界初の吸込み全閉運転を実現した。

クリーン環境で使用する半導体・液晶製造装置などに組
み込むファンフィルタユニット（FFU）用 DCブラシレ

スモータおよびコントローラの開発を行った。主な特徴と

概略仕様は次のとおりである。

（1）　全高 100mmの薄型 FFUに搭載可能な全長 68mmの

薄型モータ

（2）　誘導モータに対して大幅な効率改善（50%/80%）
（3）　正弦波駆動による低騒音化
（4）　FFUの CE規格に適合したモータおよびコントロー

ラ

（5）　専用コントローラで無段階に回転速度を制御可能
（6）　コントローラ入力電圧：三相 200V，50/60Hz
（7）　定格出力：100W，1,300 r/min

世界的な省エネルギーや CO2削減への要望に応えるた

めに，富士電機では出力 11 kWから 315 kWの範囲におい

て永久磁石形同期電動機（PMモータ）の系列化を完成し，

2008年 7月から発売を開始した。

誘導電動機に比較して，体格 35%減・質量 40%減のコ

ンパクトな体格で効率は国際規格 IEC60034-30における

IE3（Premium）相当の高効率を実現している。さらに定
出力範囲に関しては，永久磁石の系列機としては他社にも

類を見ない広い定出力範囲 1：2までの運転が可能である

（最大回転速度：2,000 r/min）。また用途に応じて，位置
センサレスとセンサ付きの選択ができ，センサレスの場合
は富士電機最新型インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」

が適用できる。

回転機・可変速機器
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　株式会社神戸製鋼所向け蒸気回収発電装置

　高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」制振制御機能付き位置決め制御

　高性能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」伸線機への適用

図16　蒸気回収発電装置（スチームスター）
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図17　搬送装置における位置決め制御のシステム構成例
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図18　伸線ライン（連続伸線機）と巻取機の構成

工場の蒸気は従来，減圧弁でプロセス圧まで下げて利用
され，余剰蒸気は廃棄されていた。この廃棄されていたエ

ネルギーを発電に利用する蒸気回収発電装置を株式会社神
戸製鋼所が開発し上市した。この装置は，地球温暖化防
止に大きく貢献できるエネルギーリサイクル型発電装置で

ある。本機には，富士電機の高効率高速永久磁石発電機
（PMモータ）とインバータを採用し，その容量は 132 kW
で油冷式である。

今後，減速ギヤレスや高効率化に向け 160 kW，7,200 r/
minまでの高速 PMモータを開発する計画である。高力率，

低高調波のために，この装置の電源側には PWM（Pulse 
Width Modulation）整流器を用いる。さらに，今日のエ

ネルギー高騰には発電効率の向上で対応し，メンテナンス

フリーでかつ信頼性の高いシステムを確立する所存である。

搬送装置への応用をねらい，制振制御付き位置決め機能
を「FRENIC-MEGA」に追加した。主な特徴は次のとお

りである。

（1）　位置決め機能
搬送装置を基準点からの距離で指令した位置に停止させ

る位置制御機能を搭載した。さらに，車輪などに滑りがあ

る機械でも外部距離センサによる補正により高精度な位置
決めを実現した。

（2）　制振制御
機械的剛性の低い装置では先端で振動を起こし，位置決

め完了までの待ち時間が長くなる。この待ち時間短縮のた

めに制振制御を位置決め機能に合わせて開発し搭載した。

これらにより，搬送装置の高速・高精度位置決めと，上
位コントローラの負担軽減を可能とした。

富士電機は各種産業分野で使用される汎用インバータの

ほかに，用途ごとに特化した機能・性能を搭載した専用イ

ンバータも開発，供給している。

今回，最新の汎用インバータ「FRENIC-MEGAシリー

ズ」をベースに，伸線機，巻取機，より線機に最適な機
能を付加したダンサロール制御用インバータ「FRENIC-

MEGA-DRシリーズ」を開発した。

標準品に搭載されているダンサ制御用 PID演算機能を

ブラッシュアップし，さらに次の機能を搭載することで，

より繊細な制御が可能である。

（1）　ドロー設定機能・巻径演算機能
（2）　巻径・ライン速度による PID定数切換機能
（3）　ライン速度による ASR定数の切換機能
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　高性能サーボシステム「ALPHA5シリーズ」の機種拡充

図19　「ALPHA5シリーズ」高性能と使いやすさで好評を得ているサーボシステム

「ALPHA5シリーズ」に，新たな機種・機能を追加した。

（1）　単相 100V入力に対応
GYSモータ（超低慣性）の 0.05〜 0.4 kW（計 4機種）

にて，200V入力と変わらぬ機能・高性能を実現した。

（2）　位置決め機能の内蔵
標準の汎用インタフェース品（VVタイプ）にて，最大

15ポイントの位置決めを可能にした。従来用いていた位
置決めモジュールは不要となり，コンパクトな PLCでシ

ステムが構築できる。

また，Modbus-RTU通信対応の PODや汎用 PLC，パ

ソコンコントローラなどとサーボアンプを直接接続し，位
置決めすることも可能である。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




