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展

望

2010 年度は厳しい経済環境ながらも，輸送ソリューショ

ている。西日本高速道路株式会社の阪和自動車道・長峰ト

ン分野では，新たな世の中の動きに応えるためトータルソ

ンネルのⅡ期線向けに納入した環境対策用電気集じん設備

リューションの提供を目指している。

が，2010 年 7 月から運用開始となった。道路遠方監視制

自動車産業分野では，次世代の自動車として注目されて

御設備では，緊急地震速報を提供する情報ターミナルを製

いる電気自動車（EV）に注力しインフラ整備事業対応お

作中である。また，2010 年納入のスマートインターチェ

よびパワートレーンに関する機器を開発し発売した。

ンジ向けに新開発のコンパクトタイプ車両判別機が使われ

インフラ整備に関しては，2010 年に発足したチャデモ
（CHAdeMO）協議会の定める充電器規格に準拠した急速

ている。今後とも，環境性，省エネ化などに対応したシス
テムを順次開発し，社会インフラとして提供していく。

充電器を開発した。今後は課金システムやスマートグリッ

可変速機器分野では，高性能ベクトル制御形インバータ

ドなどの社会インフラにも対応していくために充電器の拡

「FRENIC-VG シリーズ」を発売した。基本性能を大幅に

充を図っていく。

向上し，サーボプレスなどサーボ用途にまで適用を拡大し

パワートレーンについては，富士電機の半導体 IGBT

た。また，本格的な機能安全規格対応を行い，4 種類の安

（Insulated Gate Bipolar Transistor）を使用した産業用イ

全機能に対応している。さらに，新制御基幹バス対応によ

ンバータを基に開発し，国内市場はもとより海外市場にも

り，高性能コントローラによる超高速な同期制御が可能で

展開している。大型バスやトラックなどの分野へも適用を

ある。汎用インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」では

広げていく計画である。

機能安全規格対応を行ったほか，センサ付きベクトル制御

2011 年以降，各自動車メーカーでは新しい電気自動車

によるサーボ制御機能を搭載し，位置決めが必要な搬送シ

の投入計画がある。これに対応するため，今後も技術開発

ステムなどにも適用を可能にした。エレベータ用途には電

を継続していく所存である。

源回生コンバータ内蔵インバータを開発し，負荷電力の電

鉄道車両分野では，グローバル対応の車両用電気品を最

源への回生により省エネ化に貢献している。中国を中心

適なシステムソリューションとして一括提供するパッケー

に市場が拡大するローエンド市場に対し，新シリーズ小

ジ化を進めており，シンガポール地下鉄用に主回路電機品

型インバータ「FVR-Micro シリーズ」を開発した。搬送，

や電源装置などパッケージ品の納入を開始した。また，中

ファン，ポンプなどの単純可変速用途をターゲットとしコ

国，オーストラリア向け電源装置や台湾向けリニアドアも

ストパフォーマンスの向上を図った。サーボシステムでは，

順次納入している。国内では，N700 系新幹線電車用主回

高精度・高応答かつ扱いやすい「ALPHA5-Smart シリー

路電機品を継続して納入し，また，実績のあるリニアド

ズ」の容量拡大を行い，包装機械，搬送機械ならびに工作

ア駆動装置を東日本旅客鉄道株式会社京葉線 E233 系用に，

機械，彫刻機などの適用範囲を広げている。回転機分野で

電源装置を東京地下鉄株式会社 16000 系用に納入した。

は，小型・軽量・高効率なセンサなし PM モータ（永久

鉄道地上変電分野では，2010 年から 2011 年にかけて，

磁石形同期電動機）
「GNB2 形シリーズ」を開発し，新た

成田新高速鉄道線や九州新幹線全線開業などのトピックス

に 5.5/7.5 kW 機を追加して，省エネ用途へ供給を開始した。

があった。新線変電所の建設が一休みする中で，既設変電

今後とも新しい市場要求に応える新しい製品を提供し続け

所や遠方制御システムの老朽化に対応するための機器更新

る。

などが活発に行われ，富士電機は，環境性，安全性，省エ

富士電機は，コア技術であるパワーエレクトロニクス技

ネルギー（省エネ）化，省メンテナンス性などを考慮した

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

各種機器を多数納入した。

ソリューションで，顧客満足度の向上を追求していく。

道路分野では，環境性，省エネ化，安全・安心に注力し
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自動車産業
ネットワークを中心とした電気自動車用急速充電器の取組み
富士電機は，電気自動車（EV）用急速充電器の規格で

図1

急速充電器のネットワークサービスモデル

あるチャデモ（CHAdeMO）仕様に準拠した“急速充電
器”を 2010 年に開発・発売し，好評を得ている。今後の

課金，認証，セキュリティ，
急速充電器稼動情報，カーシェアリング，
災害情報連携サービス など

展開として，各種ネットワーク網への接続機能を具備し，
EV 利用者と各種事業者双方のメリットとなるサービス機
能を搭載することで独自性を持たせていく。
具体的には，ネットワークゲートウェイユニットを開
発し，CHAdeMO には規定されていない，リモート運転，
状態監視，充電ログなどの機能を付加した。
充電器におけるネットワークに関する規格はいまだ整備
急速充電器

されていないが，まずは課金・認証などのサービスへ接続
して利便性を高め，充電器の社会への浸透を図っていく。

ネットワーク
ゲートウェイユニット
（急速充電器に内蔵）

中国市場における車載パワー機器への取組み
2009 年に自動車販売台数が世界最大（約 1,350 万台）と

図2

水冷式インバータ（開発品）

図3

C151A車両（計画図）

なった中国市場において，電気自動車や燃料電池車などの
開発・導入が進んでいる。特に，上海などの大都市の路線
バスは走行距離などの想定が容易でもあり，中国の電気バ
ス市場がいち早く実用化段階に入っている。
この市場に向けて，富士電機は，パワー半導体をコアと
した大容量電力変換技術や風力発電向け水冷スタック技術
などを応用して，電気バス用水冷式インバータを開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

大容量（165 kW）であり，バスなどの大型車両への
適用が期待できる。

⑵

既存の水冷エンジン用バスなどからの改造が容易であ

る。

輸送システム
シンガポール地下鉄向け電気品
富士電機は，シンガポール地下鉄向け C151 A 車両（22
編成，132 両）用電気品として，プロパルジョンシステム
（駆動システム）および補助電源システムの開発を完了し，
川崎重工業株式会社に順次納入中である。車両試験完了後
は，シンガポール東西線および北南線の増備車両として運
用される。
本システムは，納入済みの同地下鉄向け C751B 車両用
電機品をベースとして開発を進めることで，信頼性確保と
短期間での開発を同時に達成した。高い安全性を要求さ
れるソフトウェアに対しては，IEC 61508 における安全度
水準の SIL2 に応じた設計および検証方法を新たに導入し，
現在の基準においても十分に高い安全性を確保している。
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東京地下鉄株式会社向け 16000 系車両用補助電源装置
東京地下鉄株式会社は，6000 系・5000 系などの車両置

図4

16000系とインバータ装置

き換えとして，16000 系車両を新造した。富士電機はこの
車両用に 240 kVA の補助電源装置 32 台を受注し，2010 年
12 月末までに 12 台を納入した。特徴は次のとおりである。
⑴

主素子に高耐圧大容量 3.3 kV 800 A IGBT を使用し，
DC1,500 V の架線電圧を直接 2 レベルインバータに印加

し，部品点数削減・小型軽量化・信頼性向上を実現
⑵

16000 系車両は，乗り入れる千代田線（東京地下鉄株
式会社）
・常磐緩行線（東日本旅客鉄道株式会社）
・小田
急線（小田急電鉄株式会社）の，すべての路線の異なる
仕様の信号機器に対し，誘導障害を与えない設計を実現

⑶

地下鉄の特殊性から，万一のトンネル内でのバッテリ
完全放電に備え，地上設備電源でも装置の起動が可能

東日本旅客鉄道株式会社 京葉線 E233 系電車向けリニアドア
富士電機は，東日本旅客鉄道株式会社が 2010 年 7 月 1

図5

京葉線E233系とリニアモータ駆動ドアシステム

日から運用を開始した京葉線（外房線・内房線に直通運
転）E233 系電車に，リニアモータ駆動ドアシステムを製
作し，納入した。東海道線などでの実運用において，待機
冗長型バックアップ方式の有用性が実証されている。主な
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低下しない機能 ･ 性能

⑷

信号インタフェースを完全無接点化
今後も，事後保全としての保守容易化ならびに運行障害

や列車遅延の防止へ向けて寄与していく。

東京都交通局 都営地下鉄新宿線神保町変電所の更新工事
東京都交通局 都営地下鉄新宿線の神保町変電所におい

図6

都営地下鉄新宿線神保町変電所の変電設備

て，変電設備の一括更新工事を実施した。
主要機器は，24 kV ガス絶縁スイッチギヤ，整流器用変
圧器，純水沸騰冷却式シリコン整流器，直流 1,500 V およ
び高圧配電用閉鎖配電盤，主制御用配電盤などである。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

SF6 ガスに代わり，乾燥空気を使用した環境対応形ガ
ス絶縁スイッチギヤの採用により，地球環境負荷軽減に
配慮した。

⑵

1 面当たりの盤幅 350 mm の回線単位形主配電盤を採
用することにより，据付け面積の縮小化と回線区分の明
確化による保守性の向上を図った。
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西日本旅客鉄道株式会社 関西本線 八尾・三郷へのタイポスト設備の新設
顧客の地球環境保護に関する地上変電設備の取組みとし

図7

タイポスト設備のパッケージ化

図8

指令室の設備指令中央システム

て，タイポスト設備を 2 か所に新設した。設備は，直流遮
断器や断路器，制御盤，蓄制盤，簡易遠制装置で構成され，
これらすべての機器をパッケージに収納したものである。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

トラックで輸送できる寸法に抑えているため，トレー
ラ搬入が困難な場所でも比較的容易に設置できる。

⑵

解体せずに輸送することで現地での盤間ケーブルの敷
設が不要であり，工場で確認した品質のまま現地に納入
できる。

⑶

建屋の施工が不要でケーブル敷設量も少ないため現地
工事の工程短縮が可能であり，工事の制約が多い線路脇
においてもスムーズに設置できる。

札幌市交通局向け設備指令システムの更新
札幌市交通局向け設備指令システムを一括更新した。
本システムは，札幌市営地下鉄 3 路線（南北線・東西
線・東豊線）の設備・システムの統合監視制御を行うとと
もに，保守作業の計画・調整を支援している。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

関連する各社システムとの接続を踏襲しつつ，システ
ム統合とスリム化を実現した。

⑵

3 路線の画面を集約するなど監視性と操作性の向上を

実現した。
⑶

Web 技術を採用し，多数の端末の画面改修や端末の

増設を容易にした。
⑷

サーバや基幹 LAN は二重化し，端末やプリンタは代

替運用化することで，信頼性の高いシステムとした。

東日本高速道路株式会社 関東支社向け ETC 用車両検知器
富士電機は，東日本高速道路株式会社（NEXCO 東日本）
関東支社の管内で計画されている 2010 年度の ETC 設備
更新事業において，ETC 用車両検知器を受注し，製作した。
本件は，別途発注された ETC 設備更新工事と協調し
て，製品の納入と単体試験調整を行うものである。納入す
る ETC 用車両検知器は，マルチベンダ対応型の第 2 世代
（2 G）仕様の装置であるため，当該インタフェースを保有
するサーバ装置に接続可能である。現在，関東支社管内で
調整中である。今後は，高速道路各社により 2 G 仕様へ切
替えが順次実施されると思われる。
本装置の特徴は次のとおりである。
⑴省スペース化
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⑵保守性の向上

⑶耐環境性の向上

図9

2 p.000.
124
関連論文：富士時報 2010，vol.83，no.0，
第2世代（2G）仕様のETC用車両検知器
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中日本高速道路株式会社向けスマートインターチェンジ集約監視中央設備の納入
富士電機では，中日本高速道路株式会社（NEXCO 中日

図 1 0 スマートインターチェンジ集約監視中央システム

本）向けスマートインターチェンジ（IC）集約監視中央
設備を 2010 年度に納入した。本システムは，NEXCO 中
日本金沢支社管内の福井県，石川県および富山県の SA や
PA のスマート IC を対象としており，スマート IC の無人
化を目的とした ETC 監視制御設備と CCTV 監視制御設備
の構成からなる集約監視制御システムである。
本設備では，幹線の IP 化に伴い，新規に TCP/IP 通信
対応の ETC 監視制御設備を開発した。CCTV 監視では，
MPEG4 のカメラ映像データを保存するサーバを RAID 構
成で構築して信頼性を高め，他社製カメラもダイレクトに
制御可能なシステムとした。車が誤進入した場合には，イ
ンタホンによる通話で誘導が可能である。

西日本高速道路株式会社向け長峰トンネル電気集じん機設備の納入
阪和自動車道下り線の海南インターチェンジ（IC）か

図 1 1 交流電気集じん機の設備状況

ら有田 IC の拡幅工事に伴い，トンネル内の浮遊煤塵を除
去する環境用電気集じん機設備を納入した。電気集じん機
は藤白，下津，長峰トンネル（合計 7.47 km，4 か所）に
バイパス方式で設置し，合計風量 885 m3/s の処理ができる。
トンネル用電気集じん機はトンネル内の視環境改善を目
的に開発されたが，近年ではトンネル坑口の周辺環境に配
慮した環境対策用途として採用され始めている。長峰トン
ネル電気集じん機設備の特徴は，次のとおりである。
⑴

再飛散を抑制する交流電気集じん機

⑵

インバータ型高圧発生装置による電源の安定供給

⑶

集じんファン口径 2,500 mm×6 台，1,500 mm×2 台

⑷

吐出部は交通換気力を利用した天井ダクト方式

搬送システム
高性能ベクトル制御形インバータ「FRENIC-VG シリーズ」
電動機制御用インバータ市場では，さらなる高応答・高

図 1 2 「FRENIC-VGシリーズ」
（ユニットタイプ）

精度化や機械安全の対応，メンテナンス性の向上などの
ニーズがある。これらに対応するため，高性能ベクトル制
御形インバータ「FRENIC-VG シリーズ」を開発した。
⑴

演算システムを高速化し，速度制御応答を 600 Hz，

従来比約 6 倍を実現
⑵

PG センサレス速度制御における速度制御範囲を従来

比 2.5 倍の 1：250 に拡張
⑶

IEC 61800-5-2 で規定の安全トルクオフ機能（STO）
を内蔵し，オプションにより SS1，SLS，SBC などの多
彩な機能安全シーケンスに対応

⑷

前面アクセス可能な USB 通信，トレースバックや時
計機能などを追加し，保守メンテナンス性が向上
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サーボシステム「ALPHA5 Smart シリーズ」の容量拡大
既に市場に展開している「ALPHA5 Smart シリーズ」

図 1 3 「ALPHA5 Smartシリーズ」

を，5 kW まで容量を拡大する。主な特徴は次のとおりで
ある。
⑴

顧客の機械（機構）に合わせたオートチューニング機
能を個別に搭載し，低剛性の機械でも調整を容易にした。

⑵

汎用通信機能を標準で装備し，Point to Point の位置
決め機能をサーボアンプに取り込むことにより，特別な
位置決め装置を必要としない簡素なシステムを実現した。

⑶

電解コンデンサや冷却ファンといった有寿命部品の設
計寿命を延ばし，メモリバックアップ電池もサーボアン
プ前面に設置し，交換の容易性を高めた。

⑷

0.4 kW 以下

1.5 kW 以下

3 kW 以下

5 kW 以下

新ラインアップ

事務所や製造現場におけるセットアップ作業を簡素化
する設定器（サーボオペレータ）を用意した。

高性能多機能形インバータ「FRENIC-MEGA シリーズ」の機能拡充
2006 年 に 発 売 し た 汎 用 イ ン バ ー タ の 最 上 位 機 種
「FRENIC-MEGA

図 1 4 サーボ機能の適用例

シリーズ」において，さらなる高度な産

業用途に適応するため，サーボ機能および機能安全を拡充

例：スタッカクレーン

した。主な特徴は次のとおりである。
⑴

制御方式：誘導モータおよび同期モータの速度・位置
センサ付きベクトル制御

⑵

位置
指令

Point to Point（セミクローズド・フルクローズド）

PLC または
ユーザ制御ボード
インバータ
M

の位置制御機能（機械系の振動抑制制御付き）
⑶

PG

機能安全：安全トルクオフ機能搭載［IEC 61800-5-2

（SIL2）
，ENISO13849-1 PL=d Cat.3］
⑷

適用容量：0.4 〜 220 kW，三相 400 V 級

⑸

速度・位置センサとして悪環境に強いレゾルバにオプ

機械センサ
有：フルクローズド
無：セミクローズド

レーザ距離センサおよびエンコーダ

ションで適用可能

小型インバータ「FVR-Micro シリーズ」
中国などの新興国の市場において，低価格なコンパクト
インバータが出現し，この市場で価格的に対抗できるコン
パクトインバータが必要となってきた。
これに対応するため，ローエンド市場向け小型インバー
タ「FVR-Micro シリーズ」を開発した。容量系列は三相
400 V 入力タイプが 0.4 〜 3.7 kW，単相 200 V 入力タイプ
が 0.2 〜 2.2 kW の計 10 系列である。
搬送，ファン・ポンプなどの単純可変速用途をターゲッ
トとしているが，このクラスに必要な基本機能を備え，さ
らに次に示す機能でユーザの使いやすさを向上させた。
⑴

RS-485 通信ポート標準搭載

⑵

パスワード機能

⑶

アラーム履歴は過去 6 回まで記録
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図 1 5 「FVR-Microシリーズ」
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搬送システム
電源回生コンバータ内蔵エレベータ用インバータ「Lift R/RW シリーズ」
近年，地球規模で環境保護の気運が高まっている。富士

図 1 6 電源回生コンバータ内蔵エレベータ用インバータ

電機は，保有するパワーエレクトロニクス技術を生かし，
電源回生機能を内蔵したエレベータ用インバータ「Lift
R/RW シリーズ」を開発した。主な特徴は次のとおりで
ある。
⑴

負荷電力の回生により省エネルギー化に貢献

⑵

従来比約 20 % の省スペース化と省配線化を実現

⑶

高入力力率と入力電流高調波の抑制を実現（入力力率
0.95 以上，入力電流ひずみ率 4 % 以下）

⑷

適用容量の多い 7.5 kW と高速エレベータにも適用可
能な 45 kW を系列化（22 kW を開発中）

⑸

エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift シリーズ」
との互換性を確保（機能，性能，操作性，オプション）

新型 PM モータ（永久磁石形同期電動機）
「GNB2 形シリーズ」
近年，モータの省エネルギー化のニーズが高まっている。

図 1 7 「GNB2形シリーズ」

この要求に対応するため，新型の PM モータ（永久磁石
形同期電動機）
「GNB2 形シリーズ」を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
⑴

機種バリエーションの拡充：5.5 kW，7.5 kW を新規

開発し，5.5 kW から 315 kW まで業界最大級の品ぞろえ
とした。
⑵

定トルク運転領域の拡大：90 kW 以下のセンサレス機

において，1,188 〜 1,800 r/min を定トルクでの連続運転
が可能となるよう特性を改善し，適用範囲を拡げた。
⑶

メンテナンス性向上：メンテナンス性を考慮し，ロー
タを引き抜くことなくユーザにて軸受の交換を可能にし
た。
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＊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。

