
34

展　望

富士時報 Vol.83 No.1 2010

2009 年度は，金融危機の影響を受けてコンポーネント

を中心に非常に厳しい市場環境が続き，いまだ先行き不透
明な状況にある。富士電機では，地球環境に貢献できる

“エネルギー・環境”分野への取組みに注力し，トータル

ソリューションの提供を目指している。

産業・社会ソリューション分野では，鉄鋼圧延を中心に

設備増強，最新化更新を目的とした電気品，制御システム

の多数の納入実績を得ることができた。厚板粗圧延機用
として世界最大級のトルクを誇る同期電動機と 3.3 kV の

IGCT インバータ 2 台ほかからなる大規模ドライブシステ

ムを納入した。棒鋼圧延設備へは，チューニングレス制御
機能を搭載した高性能 IGBT インバータを納入した。また，

海外での鉄鋼薄板の需要増に対応した海外プロセスライン

向け電気計装計算機システムを出荷した。高炉向けでは製
鋼二次精錬設備の電気計装品を更新し，操業操作性と保守
性を向上させた。製紙プラント設備向けには，永久磁石形
同期電動機（PM モータ）とベクトル制御形インバータを

導入し，小型化と省エネルギー（省エネ）を実現した。省
エネ，CO2 削減の市場要求に対応できるマルチレベル制御
高圧インバータを，日本国内だけでなく製造拠点を設立し

た中国をはじめとする海外市場へも展開した。

輸送ソリューションの車両分野では，東海旅客鉄道株式
会社 N700 系新幹線の IGBT 式主変換装置をはじめ，主変
圧器，主電動機の当初受注分の出荷を完了し，引き続き増
備車両向けを生産中である。電源装置関連では北海道旅客
鉄道株式会社，東日本旅客鉄道株式会社の交流電車向け補
助電源装置の出荷を開始するとともに，中国・重慶モノ

レール向けの補助電源装置を出荷した。また，2008 年度
に出荷を開始したオーストラリア向け屋上設置型の補助電
源装置についても引き続き順調に出荷中である。リニアド

アは東日本旅客鉄道株式会社の常磐緩行線 E233 系第一編
成向けを出荷し，順調に運用を開始した。また，ニュー

ヨーク地下鉄 R160 車両向けリニアドアは出荷を完了し，

同地下鉄が要求する信頼性指標を大きく上回る好成績を維
持しつつ順調に運用中である。特機分野では，国立天文台
向けに，すばる望遠鏡を広い視野で高性能な次世代観測装

置にするための大容量パルスチューブ冷凍機を納入した。

エネルギー・環境ソリューション分野では，環境負荷低
減対応を狙った戦略的開発を実施し大きく事業貢献した。

内部電源ではパソコンやサーバの低消費電力国際認証であ

る“80PLUS”の“GOLD”ランクを達成した高効率高密
度フロンドエンド電源を開発した。本製品はサーバなど情
報・通信機器のグリーン化に大きく貢献する。また中大電
源では，小型・軽量で定期交換不要のリチウムイオンキャ

パシタを蓄電デバイスに適用し，かつ 98% の変換効率を

達成する超高効率 UPS を開発した。近年，電力消費量が

大きく注目されている IDC（インターネットデータセン

ター）においてサーバ用内部電源から UPS までトータル

の低消費電力化を実現し，IDC のグリーン化を牽引（け

んいん）している。今後も，ますます高まる環境負荷低減
のニーズに対し差別化した製品を開発し社会に貢献してい

く。

複合商品ソリューション分野の回転機関連では，小型・

軽量・高効率なセンサ付き PM モータを開発し，一般産
業用途へも適用範囲を拡大した。可変速機器関連では，汎
用インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」の機能拡大・

性能向上を行った。前述のセンサ付き PM モータの高性
能駆動による印刷機・プレスなどへの適用を可能にした。

また，センサレス PM モータの速度制御範囲の拡大を行い，

横行搬送やクレーンなどにも適用を可能にした。高性能
ベクトル制御形インバータ「FRENIC5000VG7 シリーズ」

において 1,000 kW/690 V 品を開発し，フローティングク

レーンへ適用した。今後，系列拡充をしていく。さらにク

レーン駆動分野では，回生電力をバッテリなどに回収する

省エネシステム用として電源側電力制御・バッテリ充放電
制御のチョッパシステムを開発した。サーボシステムでは，

高精度・高応答かつ扱いやすい「ALPHA5-Smart シリー

ズ」を開発した。また「ALPHA5 シリーズ」はサーボプ

レスなど適用分野を広げている。

富士電機は，コアであるパワーエレクトロニクス技術を

ベースに，コンポーネントとシステムを組み合わせたソ

リューションで，顧客満足を追求していく。

ドライブ

産業・社会ソリューション

輸送ソリューション

エネルギー・環境ソリューション

複合商品ソリューション
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産業・社会ソリューション

1　中国・酒泉鋼鉄社向け連続溶融亜鉛めっきライン用電気計装計算機システム

2　王子特殊紙株式会社 東海工場向けＰＭモータドライブシステム

3　平鋼圧延設備用ドライブシステムの更新工事

図１　直流配電・多段積みインバータ「FRENIC4000VM5」

図₂　稼動中のインバータ・PMモータ（ギヤ付き）

図₃　圧延主機用3レベル IGBTインバータ盤

中国・酒泉鋼鉄社向け連続溶融亜鉛めっきライン（No.1
および No.2）用電気計装計算機システムを製作した。酒
泉鋼鉄社は中国北西部最大の鉄鋼会社である。今回の 2 ラ

インにて家電・高級建材用の亜鉛めっき鋼板の生産を年間
75 万トン計画している。本システム製作の概要は次のと

おりである。

⑴　ドライブシステムには，国内外の鉄鋼プロセスライ 
ンで実績のある直流配電・多段積みインバータ「FREN 
IC4000VM5」を採用し，配電・配置の効率化を実現した。

⑵　電気計装システムには，シーメンス社製 PCS7 を採用
した。

⑶　2 ラインの並行エンジニアリングにより，設計・試験
の効率化を実施した。

王子特殊紙株式会社 東海工場の抄紙機設備に初めて永
久磁石形同期電動機（PM モータ）を採用し，更新工事を

完了した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　PM モータの採用により，電動機の小型化・高効率化
を達成した。

⑵　高性能・多機能インバータ「FRENIC-MEGA」の採
用により，PG（速度検出器）付きベクトル制御および

センサレスベクトル制御での運転を可能にした。

⑶　電動機軸受・インバータ主要部品の期待寿命改善によ

り，ライフサイクルコストを削減した。

⑷　操作スイッチ類を大型プログラマブル操作表示器
「UG630」に機能移管することで，操作デスクを大幅に

簡素化した。

国内某電炉メーカーにおける設備の老朽化対応，および

増強・能力アップを目的としたリフレッシュ工事に伴い，

圧延主機用直流電動機を交流電動機へ更新している。長期
休止が取れないため多年度にわたる分割更新となる。

短期間（5.5 日間/1 回）で，既設品撤去や据付け配線工
事，調整試験を完了させるために事前調査・準備を十分に

行い，無事故・無災害の垂直立上げを実現した。

ドライブシステムには，高精度・高機能の 3 レベル

IGBT インバータを適用した。インパクトドロップ抑制オ

ブザーバ制御に加え，高め設定機能を採用することにより

材料噛込（かみこみ）時のロール回転数変動を大幅に抑制
し，製品の品質向上に寄与した。調整試験は，チューニン

グレス制御の導入により調整時間の大幅な短縮を図った。
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産業・社会ソリューション

4　台湾・某大手セメント会社向け高圧インバータ電気品の納入

5　新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向け製鋼二次精錬設備電気計装制御システム

6　新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向け厚板粗圧延機用電気品

図₄　セメントミル排ガス誘引ファン設備
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図₅　EI 総合したシステム構成

図₆　厚板圧延機用電動機と IGCTインバータ盤

排気ファン用高圧インバータ「FRENIC4600FM5e」26
セットを納入した。本高圧インバータは，省エネルギーお

よび CO2 排出量削減への貢献に寄与するものである。主
な特徴は次のとおりである。

⑴　主回路受電時の系統電圧降下極小化：突入電流抑制専
用入力変圧器，セル初期受電回路でのコンデンサ容量影
響回避

⑵　安全インバータ：専用冷却ファンで騒音 76 dB 以下，

電子装置部への防虫ネット，盤内高圧部保護カバー適用
⑶　環境インバータ：業界最小級の 36 相整流による電源

側への高調波発生量低減と電動機へのインバータサージ

電圧
⑷　排熱処理システム：インバータ廃熱容量から最適な空

調システムのエンジニアリング

高純度鋼製造のための脱ガス・脱炭・介在物の除去およ

び，鋼の諸性質を決定する成分元素濃度を調整する二次精
錬は，ますますその重要性が高まっている。

二次精錬における 2 基の RH 脱ガス設備では異なるメー

カーの制御システムを使用していた。富士電機は，この二
つのシステムを統合するため，PLC ベースのオープン統
合化制御システム「FOCUS-Jupiter」を採用し更新した。

2 基の RH 真空脱ガス炉の制御設備を全くの同一構成，

同一機能とすることにより，操業操作性の共通化とメンテ

ナンス性の向上が図れた。設計から試験までのコストを従
来と比較して大幅に削減した。また，設備停止期間が短期
間でかつ複雑なシステムを更新するため，エンジニアリン

グから試験まで顧客操業サイドと綿密な打合せを実施し，

これを具現化したことにより，順次垂直立上げを実現した。

新日本製鐵株式会社 大分製鐵所向けに，厚板粗圧延機
用電気設備を納入した。

本粗圧延機は，ボトムフォワード配置ツインドライブで

ミルモータ定挌 8,000 kW，40/88 r/min で駆動する世界最
大級のものである。駆動装置には 3.3 kV 級 IGCT 3 レベ

ルインバータを採用している。本駆動設備は既設の仕上圧
延機ミルモータと回転子の互換性を持たせることで大幅に

保守費用を削減可能としている。

また，関連した圧延補機として，油圧圧下制御装置，サ

イドガイドなども同時に納入し，既設の前後テーブルは

交流電動機化した上で更新した。主幹制御装置としては

「MICREX-NX」と「MICREX-SX」のハイブリッド構
成とし，HMI（ヒューマンマシンインタフェース）には

POD を採用している。
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輸送ソリューション

1　北海道旅客鉄道株式会社 札幌圏用通勤電車向け補助電源装置

2　中国・重慶モノレール向け補助電源装置

3　東日本旅客鉄道株式会社 常磐緩行線 E233 系電車向けリニアドア

図₇　補助電源装置

図₈　補助電源装置

図₉　常磐緩行線E233系とリニアモータ駆動ドアシステム

北海道旅客鉄道株式会社は，札幌圏の輸送サービスの向
上，環境負荷の低減などを目的に，2009 年度に車両を新
製し，置き換えていく予定である。富士電機は，今後投入
予定の札幌圏用通勤電車の試作車向け補助電源装置を製作
し納入した。本装置の特徴は次のとおりである。

⑴　補助電源装置コンバータ部にチョッパ方式を採用した。

⑵　チョッパ方式の採用および制御部のワンボード化によ

り部品点数を削減し，保守部品の低減を図った。

⑶　デジタル制御による制御応答性能の向上を図った。

⑷　基板の耐振性向上のために，取付け部分に防振ゴムを

挿入し，信頼性向上を図った。

目覚ましい経済発展を遂げる中国では，急速に普及した

自動車による交通渋滞や大気汚染，騒音などの生活環境悪
化の改善が課題となっている。この解決策として，中国・

重慶市は起伏に富んだ地形に適した都市交通として跨座
（ござ）形モノレールを導入しており，富士電機はその増
備車向け補助電源装置を製作し納入した。主な特徴は次の

とおりである。

⑴　車両用入力遮断器に半導体遮断器を採用し，信頼性向
上と小型化を実現した。

⑵　制御部のワンボード化により，部品点数を削減し，信
頼性向上と小型軽量化を実現した。

⑶　温度検知と電源負荷の管理を組み合わせることで，寒
暖差の激しい大陸性気候において温度保護による装置の

無用な停止を防ぎ，安定な車両の運用を可能にした。

富士電機は，東日本旅客鉄道株式会社が 2009 年 9 月 9
日から運用を開始した常磐緩行線（東京メトロ千代田線直
通運転）E233 系電車に，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し納入した。特徴は

次のとおりである。

⑴　駆動回路，センサを含めコントローラの完全二重化
⑵　機器内で冗長化が完結し特別な機器間配線などが不要
⑶　バックアップ時でも機能 ･ 性能が低下しないこと

⑷　信号インタフェースを完全無接点化
本ドアシステムは，バックアップ時の機能や性能の低下

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
続が可能である。運行障害や列車遅延の防止への貢献はも

とより，いわゆる事後保全としての保守容易化が期待され

る。



富士時報 Vol.83 No.1 2010 ドライブ

38

輸送ソリューション

2　リチウムイオンキャパシタ適用高効率 UPS

エネルギー・環境ソリューション

4　国立天文台 すばる望遠鏡用パルスチューブ冷凍機

1　高効率高密度フロントエンド電源

図１₀　完成した50Wパルスチューブ冷凍機

図１₁　12V/2,000W出力のフロントエンド電源

図１₂　リチウムイオンキャパシタ適用高効率UPS

天体観測のすばる望遠鏡の広い視野は，富士電機のパル

スチューブ冷凍機を含む観測装置で支えられている。現在
の 8 m 主鏡では，CCD 素子 10 個の熱ノイズを除去するた

めに－100 ℃程度に冷却するパルスチューブ冷凍機が使わ

れている。

また，国立天文台が後継装置として開発を進めている視
野が 10 倍の大型広視野カメラにおいては，CCD 素子 116
枚を－100 ℃程度に冷却する必要がある。富士電機は，2
台の 50 W パルスチューブ冷凍機を設計・製作し，納入し

た。

本冷凍機は，あらゆる姿勢における温度安定性と 5 万時
間の長期信頼性の設計技術が評価され，採用されたもので

ある。

電源の変換効率の高さを示す指標として，“80 PLUS”
という認証がある。富士電機では，この認証の“GOLD”

ランクの効率が得られる電源を開発し，製品化した（認証
申請済）。

開発目的は，近年の IDC（インターネットデータセンター）

市場の拡大による情報分野におけるエネルギー消費量低減の

要望の一つとして，コンピュータ装置の消費電力低減に貢献
するためである。従来の富士電機の電源と比較すると，1 年
間の低減電力量は 35 kWh となる。特徴は次のとおりである。

外形が W100×H41×D375（mm），出力電圧 12 V，電
力 2,000 W，電力密度は 1.3 W/cm3 である。GOLD ランク

の効率として，負荷率 50% での効率 92% を達成して，従
来品の効率より約 4% の向上を図った。

富士電機は，環境負荷低減のために，蓄電デバイスにリ

チウムイオンキャパシタを適用した高効率 UPS を開発し

製品化した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　独自のデュアルプロセッシング方式を採用し，超高効
率 98% と JEC-2433 無停電電源システムクラス一番の

高性能との両立を実現した。

⑵　電気二重層キャパシタよりも容量密度が 2 〜 3 倍と優
れたリチウムイオンキャパシタを適用することで，2 〜

20 秒までの長時間停電に対応するとともに，小型化を

実現した。

⑶　従来 7 〜 9 年で交換が必要であった鉛バッテリに対し，

蓄電デバイスにリチウムイオンキャパシタを適用し，蓄
電デバイスの交換不要を実現した。
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エネルギー・環境ソリューション

2　1,000 kW/690 V インバータ

Windows標準電源管理システム

USBカード

USBケーブル

パソコン
UPS

スイッチボックス

バッテリとして
管理される

複合商品ソリューション

3　Windows 標準電源管理システム対応 USB カード

1　PM モータドライブ「FRENIC-MEGA シリーズ」の新機能

図１₃　Windows標準電源管理システム対応USBカード

図１₄　インバータ本体とセンサ付きPMモータ

図１₅　1,000kW/690Vインバータスタックおよび収納盤

富士電機は，小容量 UPS の運用管理を簡単に行うため

に，Windows 標準電源管理システムに対応した UPS 搭載
用の USB カードを開発し製品化した。主な特徴は次のと

おりである。

⑴　アプリケーションやドライバをインストールすること

なく，Windows 標準の電源管理システムにて，停電時
に OS シャットダウンや UPS の停止が可能である。

⑵　イベントログやデータログの保存機能を持ち，パソコ

ンと接続するだけでドライブ割り付けされるためログ

データの入手が容易である。

⑶　外部にスイッチボックスを接続することにより，ス

イッチのオフ信号に連携して OS シャットダウンや

UPS の停止が可能である。

永久磁石形同期電動機（PM モータ）を駆動する高性
能・多機能形インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」に

機能追加や性能向上を行い，適用用途の拡大を図った。主
な改良点は，次のとおりである。

⑴　センサ付きベクトル制御機能：速度・磁極位置センサ

を用いたベクトル制御機能を搭載し，速度制御精度や高
応答が必要な印刷機や昇降機，プレスなどへの適用を可
能とした。

⑵　誘導電動機駆動機能：パラメータ切換えによって，誘
導電動機を駆動可能とした。

⑶　センサレスベクトル制御性能向上：速度制御範囲を 1
対 100 へ拡大できる技術を確立した。高始動トルクが必
要な横行や上下搬送への適用を狙う。

近年，クレーン用途などの大型設備のアプリケーション

において，大容量化の要求がますます強くなっている。今
回，690 V 電源用インバータとして，高性能ベクトル制御
形インバータ「FRENIC5000VG7S シリーズ」1,000 kW ス

タックを開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　1 相ごとに分離したスタック型構造の採用や，専用リ

フタの使用により，優れたメンテナンス性を実現した。

⑵　直流並列システムへの対応や，盤の配線作業を簡素化
するために，直流・交流端子を上下に分離して配置した。

⑶　インバータと同一のスタック構造で，1,500 kW 連続
回生可能な制動ユニットが接続可能である。

今後，690 V 電源用のインバータとして，容量系列の拡
充を検討する予定である。
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3　省エネルギー RTG システム

4　高性能サーボシステム「ALPHA5」のプレス機への適用

5　新型ブロワ「リングブロー低騒音シリーズ」

図１₆　港湾のラバータイヤード式ガントリークレーン（RTG）

非常停止基板

タッチパネル

ＳＸコントローラ

ＡＬＰＨＡ５
サーボアンプ

ＡＬＰＨＡ５
サーボモータ

図１₇　サーボプレス制御のシステム構成

図１₈　「リングブロー低騒音シリーズ」

富士電機は，港湾のラバータイヤード式ガントリーク

レーン（RTG：Rubber Tired Gantry-crane）用の省エネ

ルギー（省エネ）システムを開発した。RTG は，無軌道
路面上を自走するためディーゼルエンジンを動力としてい

る。このため省エネ対策としてハイブリッドシステムの導
入が進められている。

富士電機の省エネ RTG システムは，バッテリ・キャパ

シタとチョッパを現状の RTG システムに付加するだけで

構成可能な特徴を持つ。巻上げ用インバータなどとのイ

ンタフェースを使用しなくても，バッテリ・キャパシタ

への適切な充放電が可能である。また，作業負荷に応じて

ディーゼルエンジンの回転数制御が可能なインタフェース

も備えている。実機試験により 40% 以上の省エネ効果を

確認した。

従来のメカニカルプレス，油圧プレスに代わる次世代プ

レスとして注目される「サーボプレス」に高性能サーボシ

ステム「ALPHA5」を適用した。駆動部をサーボにする

ことにより，アイドリングタイムをゼロに近づけることが

可能になった。省エネルギーにも貢献し，メンテナンスの

しやすさと操作性の良さを実現した。主な特徴は次のとお

りである。

⑴　コントローラとサーボをバスケーブルで直接接続する

省配線システムにより，配線作業効率を大幅に向上した。

⑵　専用ハードウェアを使用せず，ソフトウェアの FB
（ファンクショブロック）による制御で，仕様変更に柔
軟に対応した。

⑶　表示器との組合せにより，プレス圧の波形表示や運転
パターンの登録，異常状況のモニタなどが可能である。

近年，小型・軽量・高性能化が進むにつれて低騒音化へ

の要求が強い。この要求に応えるため新型ブロワ「リング

ブロー低騒音シリーズ」を開発した。特徴を次に示す。

⑴　羽根通過部の構造最適化
羽根とケーシングが通過する構造を，急な流れから徐々

に低減していく構造にすることで騒音を約 10% 軽減した。

⑵　モータ冷却ファンの羽根形状の最適化
流通抵抗を軽減するため従来のラジアルファンに対し，

新たに翼形状ファンの開発により騒音を約 5% 軽減した。

⑶　軸受冷却構造の最適化
モータ冷却風を利用した軸受冷却構造により，吸込み全

閉運転を可能とした。

⑷　環境保全を考慮した標準仕様
RoHS 指令，EC 指令（CE マーキング）に適合した。

複合商品ソリューション
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