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電気電子機器の誤動作などの電磁妨害に対する信頼性向上のための技術に EMC（Electromagnetic Compatibility）が挙
げられる。インバータなどのパワーエレクトロニクス（パワエレ）機器は，半導体の高周波スイッチングにより大きな電磁
ノイズを発するため，十分に電磁ノイズを低減することが求められている。富士電機は，複数の解析ソフトウェアを活用し
て発生する電磁ノイズ（伝導ノイズ，放射ノイズ）を推定し，試作前に対策を行う EMC 対応フロントローディング設計の
製品適用を進めている。この技術は，パワエレ機器自身と周辺機器の信頼性向上に寄与する。
EMC (Electromagnetic Compatibility) technology improves the reliability of electrical and electronic equipment against malfunctions
and electromagnetic interference. Power electronics devices such as inverters and the like become sources of signiﬁcant amounts of electromagnetic noise caused by high-frequency semiconductor switching, and therefore a reduction in electromagnetic noise to tolerable levels is
required. Fuji Electric uses several types of analysis software to estimate the amount of generated electromagnetic noise (conduction noise and
radiation noise), and is promoting the application of EMC front-loading design to products prior to prototyping. This technology contributes to
improving the reliability of power electronics devices themselves as well as peripherals devices.

1

まえがき

パワエレ機器が必要になる。そのほか，工場や通信システ
ムなどの電源装置，電車の駆動 ･ 補助電源などの電気鉄道

電気電子機器に求められる信頼性は，機能 ･ 性能を十分

分野，モータやファン ･ ポンプを駆動する産業分野をはじ

に発揮するだけでなく，温度や湿度などの環境変化に対す

め，近年ではハイブリッド自動車や電気自動車の駆動装置

る耐久性，安心 ･ 安全に使用するための安全性などさまざ

や家庭用電化製品にも適用されるなど，幅広い分野でパワ

まであり，富士電機では各分野の技術を駆使して製品の信

エレ機器が使用されている。

頼性向上に努めている。
電気電子機器の電磁妨害に対する信頼性向上のための基
盤 技 術 に EMC（Electromagnetic Compatibility： 電 磁 両
立性）が挙げられる。電磁妨害とは，自然現象である雷

₂.₂ EMC の分類と各種試験

電気電子機器の電磁妨害に対する信頼性を測定するため
には，各種の試験を行う必要がある。

や静電気，および電気電子機器などが発生する意図しな

図 1 に，電気電子機器に影響を及ぼす EMC の分類に対

い電流や電磁波などの電磁ノイズがケーブルや空間など

する各種試験を示す。EMS の分類では自然現象や電気電

を経由して電気電子機器に入り込み，電子回路を誤動作

子機器が発生する電磁ノイズを模擬したイミュニティ 試

させることをいう。電磁妨害を防止するために，電磁ノ

験が，EMI の分類では電気電子機器が発生するノイズレ

〈注〉

イズを発生する機器に対してはその発生量が，また電子

ベルを規制値以下にするための試験が，それぞれ機器に課

回路を含む機器には電磁ノイズに対する耐量がそれぞれ

せられる。これら各種試験方法や基準値は国際電気標準会

規制されている。すなわち EMC とは，電磁妨害の原因と

議（IEC）によって定められている。また，業界別の独自

なる電磁ノイズを抑制する技術（EMI：Electromagnetic

基準が定められている場合もあり，電気電子機器のさまざ

Interference）と電磁ノイズの影響を受けにくくする技術

まな規制を満足することで，電磁妨害に対する信頼性向上

（EMS：Electromagnetic Susceptibility）を両立させるた

に努めている。

めの技術といえる。
₂.₃ パワーエレクトロニクス機器における EMC の課題

2

パワーエレクトロニクス機器の EMC に関する
技術課題

パワエレ機器の電力を自在に変換する技術の根幹が，
IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）などのパワー
半導体による数 kHz 〜数十 kHz の高周波スイッチング技

₂.₁ パワーエレクトロニクス機器

術である。パワー半導体のスイッチングにより高速に電気

パワーエレクトロニクス（パワエレ）機器は，直流電力

を切り刻みながら変換することで，高効率化による省エネ

を交流電力に，あるいは交流電力を直流電力に変換するな

ルギーや装置の小型化，正確な電力コントロールによる高

ど，電圧 ･ 電流の大きさや周波数を自在に変換するために
用いられる電気機器である。例えば，太陽電池で発電され
た直流電力を一般家庭で使える交流電力に変換する際には，

〈注〉イミュニティ：電磁妨害波が存在する環境で，機器，装置また
はシステムが性能劣化なしに動作できる能力
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図₃
図₂

IPM

半導体スイッチングによる動作波形の模式図

パ ワ ー 半 導 体 素 子 に IGBT を 採 用 し た IPM（Intelligent
信頼性などのメリットを実現している。

⑴

Power Module）である。IPM は，IGBT の駆動回路や保

その反面，この高速スイッチングは大きな電磁ノイズ

護回路などを搭載したプリント基板をパッケージに内蔵す

源となることがよく知られている。図₂ は，半導体スイッ

ることから，ノイズ源となる IGBT の直近に配置されるた

チングによる動作波形の模式図を示している。一般的に

め，大きな電磁ノイズにさらされる。IPM に限らず，パ

は，半導体のターンオン，ターンオフのタイミングで数百

ワエレ機器には十分に誤動作対策を施さなければならない。

V の電位変動が 1 µs 以下の短期間で完了する。この電圧，

すなわち，パワエレ機器は，大きな電磁ノイズを発生す

電流の急峻（きゅうしゅん）な変化によって生じる高周波

る加害者であると同時に，最も大きな影響を受ける被害者

の電圧 ･ 電流が，大きな電磁ノイズ源となる。例えば電源

の側面を持つ特殊な装置である。

ケーブルを通してパワエレ機器外部へ流出すると“伝導ノ
イズ”となり，また電界や磁界に変化して空間に放射され
ると“放射ノイズ”となる。

3

パワーエレクトロニクス機器の EMI シミュレー
ション技術

このようにパワエレ機器は，大きな電磁ノイズを発する
ことから，電子回路を誤動作させないように十分に電磁ノ

₃.₁ パワーエレクトロニクス機器の電磁ノイズ伝搬経路

イズを低減する必要がある。にもかかわらず，パワエレ機

最初に，パワエレ機器の電磁ノイズ伝搬経路について説

器に最も近接して配置される電子回路は，パワエレ機器

明する。図₄ に，パワエレ機器の例として汎用インバー

を制御するためのプリント基板に実装されている。図₃ は，

タの回路構成を示す。ここで汎用インバータはダイオード
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M

T
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E

冷却フィン

図₄

汎用インバータが発生する電磁ノイズ伝搬経路

ブリッジと三相インバータで構成され，IGBT のスイッチ
主回路部

ングによりモータを制御する。このとき，スイッチングに
C1

よる高周波の電圧 ･ 電流がケーブルを伝わる伝導ノイズや，

S1

C dc

インバータ本体やケーブルから放射される放射ノイズとし

S2

C2

て外部へ流出し，電磁妨害を引き起こす原因となる。電磁
ノイズの伝搬経路は，通常電力を供給するケーブルや配線

C stray

を流れる経路と，浮遊容量を介して装置の筐体（きょうた
い）
（冷却フィン）やアース線を流れる経路の 2 種類に分
類される。浮遊容量とは，構造的に形成されてしまう意図

制御用
電源

しないコンデンサのことであり，モータやケーブル，そし

フォトカプラ

C stray

制御用
M
プリント基板

でも数百 pF と非常に小さいが，高周波の電磁ノイズの主
要な伝搬経路となる。
そして，この浮遊容量は外部へ流出する電磁ノイズの伝

C stray

CPU

トランス

て装置内部のいたるところに形成される。浮遊容量は最大

C stray

浮遊容量

：制御電源の浮遊容量を伝搬する経路
：主回路の浮遊容量を伝搬する経路

搬経路となるだけでなく，パワエレ機器内部のプリント基
板に実装された電子回路の誤動作を引き起こす伝搬経路に
もなる。図₅ にパワエレ機器内部の回路構成の模式図を示

図₅

誤動作の原因となる伝搬経路

す。パワエレ機器は電力変換を行う主回路部とその制御を
行う制御回路部（プリント基板）を持ち，通常それぞれを

と EMS に共通する対策法となる。図₄，図₅ に示したと

絶縁することで，主回路部のスイッチングによる数百 V

おり，このノイズ源電流の発生はどちらもパワー半導体の

の電位変動が制御用プリント基板に直接流れ込まないよう

スイッチングに伴う高周波の電圧，電流変動に起因してい

にする。しかし，絶縁するための部品であるフォトカプラ

ることが分かる。

や制御用電源のトランスにも微小な浮遊容量 Cstray が形成
され，主回路部の電位変動の一部が制御用プリント基板に

₃.₂ パワーエレクトロニクス機器の EMC 対応フロント
ローディング設計

流れ込んでしまう（図₅ 赤矢印）
。また，主回路（S1，S2）
と冷却フィン間には，IGBT モジュール内部に形成される

富士電機では，前述のような状況を踏まえ，パワエレ

浮遊容量が形成される。この IGBT モジュール内部に形成

機器の EMC 性能を設計時点で見積もって問題を解決する

される浮遊容量は，多くは外部へ流出するが，一部はプリ

“EMC 対応フロントローディング設計”を推進している。

ント基板へ流れ込む（図₅ 青矢印）
。これら浮遊容量を介

フロントローディング設計とは，製品設計の初期工程に解

して流れる高周波の電流が，制御用プリント基板の基準電

析などを重点的に行うことによって検証などの後工程の負

位 M を大きく揺さぶり，結果として誤動作を引き起こす

荷を軽減し，品質向上や納期短縮を図る設計プロセスをい

原因となる。

う。

このいたるところに形成される浮遊容量を伝搬経路とす

パワエレ機器における EMC フロントローディング設計

るノイズ源電流を低減することが，パワエレ機器の EMI

は，パワエレ機器が発生する EMI や制御回路内の電圧変

149（ 39 ）

特 集

伝導ノイズ

出力ケーブル

パワーエレクトロニクス機器の EMC 対応設計技術による信頼性向上

Vol.84 No.2 2011

完了

装置寸法，部品配置
などの概要確定

実測

装置製作

解析

詳細設計

解析

構想検討

解析

理論設計

特 集

部品モデル化，
候補選定

部品，構造確定

大

：測定結果
：解析結果

伝導ノイズ（dBµV）

富士時報

10 dBµV

小
電流密度

理論設計のモデル

構想段階のモデル

解析精度

低

高

設計マージン

大

小

0.15

10

30

筐体

電界
強度
大

周波数（MHz）

試作前のモデル

図₇
図₆

1

伝導ノイズ推定事例

伝導ノイズ解析フロー

動を，解析を用いて事前に推定する技術である。これによ
リアクトル

り，製品自身と周辺機器の安定動作について，試作評価の
みに頼ることなく多面的に検証できる。
₃.₃ パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 機 器 の EMI 解 析 プ ラ ッ ト

単純化

ケーブル

フォーム

パワエレ機器が発する電磁ノイズは，図₄ に示すよう
プリント板

に，伝導ノイズと放射ノイズに大別される。このため，伝

小

導ノイズと放射ノイズでは，EMC対応フロントローディ
ング設計を推進するための EMI解析範囲が異なる。ここ

図₈

放射ノイズ解析モデルの例

で，現状の技術では，一つの解析ソフトウェアだけでは電
磁ノイズ（伝導ノイズ，放射ノイズ）を正確に推定できず，

ルタ部を最適に設計できる。詳細設計後の解析では，図中

複数の解析ソフトウェアを組み合わせる必要がある。そこ

に示すような正確な 3D-CAD（Computer Aided Design）

で，富士電機では，解析ソフトウェアの一部を共通化した

モデルを活用することで装置試作前に精度の高い EMC 対

EMI解析プラットフォームを構築している。

策を行うことができる。

伝導ノイズ解析は，装置と周辺のケーブル，モータまで

図₇ は，EMI フィルタ追加時の伝導ノイズの推定事例

詳細なモデルを構築することで，ケーブルを伝搬する伝

を示している。規制の対象となるピーク値が，対象周波数

導ノイズを正確に推定できる。さらに，放射ノイズ解析は，

である 0.15 〜 30 MHz の領域において，測定結果と解析

装置各部で放射される磁界や電界の空間伝搬を電磁界解析

結果がよく一致している。特に，規制を満足する際に問題

ソフトウェアを活用して解析する。ここで，放射ノイズ解

となる 0.15 MHz や 1 MHz 超，2 MHz 超などのピークレ

⑵

析に用いる装置部のモデルは，伝導ノイズ解析用モデルを

ベルがよく一致しており，EMI フィルタ設計へ活用する

活用している。これにより，製品設計時における解析規模

のに十分な精度が得られている。

を縮小でき，スムーズな解析の実現を可能にしている。

以上のような解析フローに基づいて設計することで，試
作後の評価期間を大幅に短縮でき，伝導ノイズの EMC フ

₃.₄ 伝導ノイズ解析事例

ロントローディング設計を実現している。

伝導ノイズ解析技術は，これまでにも多くの機器へ適用
⑶

しており，現在は EMC 対応フロントローディング設計の
汎用インバータ用 EMI フィルタへの適用を進めている。

₃.₅ 放射ノイズ解析事例

放射ノイズ解析は，空間伝搬を電磁界解析する段階があ

図₆ は，伝導ノイズ解析フローを示している。フローに

るため，解析規模（要素数，解析時間）が増大する原因と

示すように，3 段階の設計完了後にノイズ解析することを

なる。このため，放射ノイズまで含めた EMC 対応フロン

基本とし，そのほかにも大きな設計変更が生じた場合など

トローディング設計の実現には，解析精度の改善と同時に

は随時解析を行う。製品設計の初期段階（理論設計）にお

電磁界解析規模の縮小に取り組む必要がある。図₈ に，こ

いては部品モデルを構築して解析し，候補部品を決定す

れまでに検討した放射ノイズ解析モデルの例を示す。検討

る。しかし，入手できていない部品が多いなど，解析精度

初期においてはリアクトルや回路パターンなどを反映した

は低いために大きな設計マージンを確保する。その後，設

複雑なモデルを構築することで，放射ノイズレベルを正確

計が進み詳細な装置構成が決定するにつれて，モデル構築

に推定する技術確立を進めた。しかし，装置全体を電磁界

範囲を広げることで解析精度が改善されるため，EMI フィ

解析するにはモデル構築や解析負荷など多くの時間を要す
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かった EMC 性能評価を，解析技術を活用した“EMC 対
応フロントローディング設計”を推進することで，製品の

放射ノイズ（dBµV/m）

安定動作を実現し，さらなる信頼性向上に努めていく所存
である。
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こで，放射原理の明確化と主要な放射源の抽出を経て，現
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負荷を軽減する一方で，伝導ノイズ解析との共用部を含め
た，そのほかの解析精度を向上させることで放射ノイズ推
定精度を改善する。図₉ にパワエレ機器からの放射ノイズ
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推定事例を示す。40 MHz 付近において，測定結果と解析
結果の誤差が約 10 dB と若干大きくなっているものの，そ
のほかの評価周波数範囲（30 〜 100 MHz）では，包絡線
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このように，伝導ノイズだけでなく難易度の高い放射ノ
イズについても EMC 対応フロントローディング設計の実
現に向け解析技術の向上を図っている。
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