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インバータなどのパワエレ機器では，半導体によるスイッチング時に生じる電磁妨害などの EMC（Electro Magnetic
Compatibility）の問題がある。富士電機では，この問題解決のために，回路シミュレータを用いた伝導ノイズ解析や，電
磁場解析による放射ノイズのシミュレーション技術を開発し，設計時点での問題点の抽出と解決を行っている。この技術
は UPS や汎用インバータなどの開発・設計への適用が進められており，製品の品質向上やノイズフィルタを含む装置の小
型化に寄与するものである。
With power electronics devices such as inverters and the like, electromagnetic interference (EMI) due to the switching of semiconductors
is a problem. To solve this problem, Fuji Electric has developed the technologies to analyze the conductive noise using circuit simulator and to
simulate the radiation noise based on electromagnetic ﬁelds. These technologies are being applied to the design of uninterruptible power supplies (UPS) and general-purpose inverters to contribute to the improvement of product quality and the reduction of the size of equipment that
contain noise ﬁlters.
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半導体のスイッチングによる電磁ノイズ発生の概念図

EMC（Electro Magnetic Compatibility）とは，電磁妨

：電圧，電流の急峻な変化

害の問題を体系的に扱う技術領域である。電磁妨害とは，
自然現象である雷や静電気，および電気電子機器などが発
する意図しない電流や電磁波などの電磁ノイズが，ケーブ
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ルや空間を経由して電気電子機器に入り込み，電子回路を
誤動作させることをいう。電磁妨害を防止するために，電
磁ノイズを発生する機器に対してはその発生量の規制が，
また電子回路を含む機器には電磁ノイズに対する耐量の規
制がそれぞれ存在する。機器メーカーは製品の安定動作の
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ため，これらの規制を満足するために開発時に試験と対策
に多くのリソースを投入している。規制に関する試験方法
や基準値は，国際電気標準会議（IEC）によって定められ

る。図中の“カテゴリ”は，機器の種類や適用先に応じ

ており，また業界別の独自基準が定められている場合もあ

て選定される。伝導ノイズについては 150 kHz 〜 30 MHz，

る。

放射ノイズについては 30 MHz 〜 1 GHz で規制されてお
り，いずれもパワエレ機器の一般的な動作周波数（基本波
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EMI の規制と課題

として DC 〜数 kHz，スイッチングは 10 kHz 前後）より
も高い帯域が問題となることが分かる。

₂.₁ パワーエレクトロニクス機器に対する EMI 規制

EMC の問題のうち大きな一要素として，インバータな

₂.₂ パワーエレクトロニクス機器の EMI 対策における課題

どのパワーエレクトロニクス（パワエレ）機器が発する電

パワエレ機器の本来の機能である電力変換について設

磁ノイズによる障害，すなわち EMI（Electro Magnetic

計する場合，一般には動作周波数を中心に検討する。し

Interference）がある。パワエレ機器においては半導体に

かし，上述のように EMC として問題となる帯域は動作周

よるスイッチングが行われており，その際の電圧，電流の

波数よりも高いため，このような設計をしても EMC の問

急峻（きゅうしゅん）な変化によって高周波の電圧，電流

題には対応できない。EMC が問題となる高周波領域では，

が発生する（図₁ ）
。これらが，例えば電源ケーブルを通

例えば装置内部の金属同士の近接によって生じる浮遊容量，

して“伝導ノイズ”となり，また電界や磁界に変化して

ケーブル同士の近接による相互インダクタンス，部品の持

空間に放射され“放射ノイズ”となる。
“伝導ノイズ”と

つ高周波特性が無視できない。

“放射ノイズ”に対しては，それぞれ 図₂ に示すように周

従来，このような問題はその複雑さのため設計段階での

波数成分に応じた規制値が IEC 規格として定められてい

予測や対策は困難とされ，電力変換機能だけを意識して設
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供試インバータの伝導ノイズシミュレーション
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計を行い，試作機が完成した後に電磁ノイズの評価をして
事後的な対策を行うことが通常であった。しかし，開発期
間の短期化，半導体素子の動作の高速化による電磁ノイズ

前述のとおり，伝導ノイズは 150 kHz 〜 30 MHz の範囲

発生量の増大，機器の小型化に伴う素子類の近接の影響の

で規制値が定められており，パワエレ機器の電力変換機能

増大などによって，事後的な対策では対応しきれない状況

の設計においては検討対象外である。そこで，伝導ノイズ

になりつつある。

シミュレーションの実施に当たっては，次の内容を特別に

富士電機では，このような状況を踏まえ，パワエレ機

考慮する必要がある。

器の EMC 性能を設計時点で見積もって問題を解決する

⒜

受動素子の高周波特性

“EMC フロントローディング設計”
（77 ページ「解説 1」

⒝

半導体素子の高周波特性と冷却フィンに対する浮遊

参照）を推進している。これによって，製品自身と周辺機
器の安定動作について，試作評価のみに頼ることなく設計
段階で多面的に検証できる。本稿では，その代表的な内容
と設計適用事例を示す。

容量
⒞

LISN のモデル化

上記を考慮して詳細にモデル化した回路を，回路シミュ
レーションによって解析する。
図₃に解析例として選定した共振形インバータの回路図
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⑴

伝導ノイズシミュレーション

を，図₄に同インバータの伝導ノイズの測定結果およびシ
ミュレーション結果を示す。設計において問題となるピー

パワエレ機器の伝導ノイズの規制は，主に電源接続を

ク値は，実測結果とシミュレーション結果とを比較すると，

介して系統電源に伝導する電磁ノイズに対して課され，

主要部である 5 MHz 以下の領域でよく一致している。従

LISN（line impedance stabilization network：疑似電源回

来は困難とされていた伝導ノイズの設計時点での予測に向

路網）と呼ばれる専用の測定装置を用いた評価方法が規定

けた要素技術が確立したと判断している。

⑵

されている。伝導ノイズシミュレーションは，このような
評価方法によって得られる伝導ノイズを，設計段階で予測
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伝導ノイズシミュレーションの適用事例

することを目的としている。これによって，開発・設計の
大幅な合理化と設計の最適化を図りつつ，製品の安定動作
を確保する狙いである。富士電機で開発した手法は，回路
シミュレータを用いて伝導ノイズを導出するものである。
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本章では，3 章で述べた要素技術を種々のパワエレ機
器に適用した代表的事例を示す。
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けて設計プラットフォームを構築し，製品設計での利用を
₄.₁ ミニ UPS

推進している。

源装置「ミニ UPS」
（図₅）がある。伝導ノイズの規格と
しては IEC62040-2 のカテゴリ 2（ 図₂ ）が課されている。
通常の機器では伝導ノイズの規制が電源入力にのみ課さ

⑶

₄.₂ 低電磁ノイズ IGBT

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）は，制御性
の良さ，損失の小ささにより，現在のパワエレ機器用のパ

れるのに対し，UPS では入力と出力の両方に課されるた

ワー半導体素子として一般的に用いられている。IGBT の

め，電磁ノイズ対策の労力が単純に 2 倍となるだけでなく，

特徴には高速スイッチングが挙げられる。これは損失低減

入出力の電磁ノイズ対策の干渉も考慮しなければならない

という大きなメリットがある一方，電圧と電流の変化率が

ため，対策の難易度が極めて高い。また，電磁ノイズに寄

大きくなる，すなわち有害な高周波成分を多く含むように

与する要因が多いため，フィルタなどの対策の最適化を行

なるため，EMC の観点からはデメリットが生じる。

わないと装置の大型化を招く。したがって，伝導ノイズシ

図 ₇ に IGBT モ ジ ュ ー ル の 構 造 と 浮 遊 容 量 を 示 す。

ミュレーションによる伝導ノイズの予測が特に望まれる機

IGBT のチップは，固定と冷却のために銅ベース上面の

種であるといえる。

回路パターンに実装されている。銅ベースは通常，冷却

本製品に対して伝導ノイズシミュレーションを行ったと

フィンを介して接地されるため，ここに浮遊容量（高周波

ころ，図₆に示すように測定結果との良好な一致を確認し

回路）が形成される。 図₇ に示す C2E1 点は，IGBT のス

た。本ケーススタディーを通して，回路シミュレーション

イッチングによって電圧が大きく変化し，かつ CC2E1

において必要となる高周波モデリングの主要部を詳細に確

IGBT 回路パターンと銅ベースとの対向面によって形成さ

認し，高周波モデリングが不要な部位の存在も明らかに

れるため浮遊容量が大きいので，スイッチングに伴い比較

なった。さらに，シミュレーション手法についても見直し，

的大きな電流が流れて電磁ノイズとなる。

解析時間の大幅な短縮も図っている。上述の内容を体系付
図₅

ミニ UPS の概観

-E

は

そこで，図₈に示すように片側の IGBT チップを反転実
図₇
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低電磁ノイズ IGBT モジュールの効果のシミュレーション
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放射ノイズシミュレーション
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装することによって，C2E1 と銅ベースの間の浮遊容量を
低減することを着想した。その効果を把握するため，伝導

（a）電磁場シミュレーション結果

ノイズシミュレーションによって事前評価した。図₉にそ
の結果を示す。通常の IGBT モジュールに対して，1 MHz

80

付近で 20 dB 程度の大幅な電磁ノイズ低減効果が得られる

70

放射電界強度（dB V/m）
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図₁₀

ことを確認した。これを受けて試作品を製作，評価し，提
案の妥当性を確認した。
本件は，構造的な工夫によって機器が発する電磁ノイズ
の低減を図ることができるという事例である。その効果予
測を簡便に行う上で，伝導ノイズシミュレーションが有用
であることが確認できた。
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（b）放射電界の測定結果と解析結果との比較

放射ノイズ（電磁波）は，一般に機器内のプリント基板
配線から筐体（きょうたい）までを含む金属部分が“意図

や，機器の安全性に対する意識の高まりを大きなトレンド

せぬアンテナ”となることによって空間に放射される。し

として，今後も重要性を増すことは確実である。

たがって，回路動作だけでなく構造が EMI に関与するた
め，その予測の難易度は伝導ノイズよりもはるかに高い。

7

あとがき

富士電機では，伝導ノイズ解析で培った技術をさらに発
展させ，先駆的な取組みとして放射ノイズシミュレーショ

富 士 電 機 で は， 従 来 は“ 予 測 不 能 ” と の 一 般 認 識 で

ンの開発を進めている。図₁0 は，金属筐体を持つパワエレ

あった電気電子機器の EMC 特性に対して，本稿で述べた

機器と電源ケーブルからなる装置の放射電界の解析結果で

“EMC フロントローディング設計技術”によりブレイク

ある。 図₁0 ⒜に示すように，装置周辺の電磁場を電磁界

スルーを果たし，製品の安定動作を高いレベルで実現する

シミュレーションによって解析している。機器のみならず，

ことによって，社会のニーズに応えていく所存である。

ケーブルからも電磁場が発生していることが分かる。図₁0
⒝は機器の遠方（10 m）の電界の測定結果と解析結果で
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