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表紙写真

　富士電機は，エネルギー分野で世の中に貢

献するために電気を自在に操るパワーエレク

トロニクス（パワエレ）に注力している。パ

ワエレの応用分野は，産業用可変速駆動・産

業用電源・太陽光発電・誘導加熱装置・電鉄

用電機品・自動車関連電機品など多岐にわた

る。パワエレ機器は，回路技術・制御システ

ム・パワー半導体をベース技術として，市場

要求を取り込みながら，それぞれの分野で独

自の発展を遂げ，持続性社会の実現に貢献し

ている。

　表紙写真は，パワエレの応用分野および代

表的なパワエレ製品をイメージしたものであ

る。
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特集に寄せて

Ever since the invention of the fi rst power semi-

conductor devices(1), the development of robust power 

semiconductor devices has spurred the development 

of power electronic energy converters worldwide(2), (3).

Electrical power converters are essential to link sourc-

es of electrical power to loads and to enable a controlled 

power fl ow between them, thereby improving system 

performance while saving energy.  Obviously, power 

electronic converters are only implemented in systems 

when their investment costs and operating expenses 

are suffi ciently compensated by the benefi ts they 

provide to the end-users. Consequently, in industrial 

applications and consumer products, power electronic 

systems have to be very effi cient (today typically be-

tween 90-99%), highly reliable (long life), safe to use, 

and above all should be produced at low cost.

Today, one can say that power electronics has 

reached that point of maturity where its deployment in 

industrial processes and drives is becoming standard.  

Moreover, the cost of power electronic semiconduc-

tor devices has decreased substantially over the past 

decades, while the cost of conductor materials (copper, 

aluminum) and magnetic materials (Si-steel, ferrites, 

permanent magnets) have increased substantially and 

keep on increasing.  Hence, more and more engineers 

are reconverting or redesigning their products under 

the motto “more silicon and less copper” to obtain 

lower cost products, essentially saving materials.  As a 

consequence, it is almost impossible today to imagine 

a world without power electronics and the future will 

bring even more applications in which power electron-

ics is required.  Hence, the need for skilled engineers 

and power electronics designers is great and job oppor-

tunities are plentiful. However, it is interesting to note 

that the fi eld of power electronics is not well known 

to most people and young students.  This is why I call 

power electronics, the “quiet revolution”, clearly not so 

visible as the revolutions made by microelectronics and 

the information and communication technologies (ICT).  

In my opinion, the lack of engineers is now limiting the 

future near term growth of the power electronic fi eld.  

It is of utmost importance that industry, research insti-

tutions and educators recognize the importance of this 

fi eld to overcome this problem.

Power electronics systems have become lighter, 

i.e reached higher power densities (kg/dm3) and saved 

materials by operating at higher frequencies.  It is 

well-known fact that, for a given power rating, electro-

magnetic devices such as transformers, actuators and 

electrical machines become smaller when operating at 

higher frequencies(4). Examples are power supplies for 

the electronic and ICT devices we all use today. About 

35 years ago a power supply using linear regulators 

and 50/60 Hz transformers would reach an effi ciency of 

less than 50% and weigh approximately 75 kg per kW.  

Today, a standard computer power supply (operating 

at 150 kHz) has an effi ciency above 90% and would 

weigh less than 5 kg per kW.  Modern power transis-

tors (IGBT, MOSFETs) made this possible.  Frequen-

cies will increase by using for example new generation 

IGBTs, super-junction based devices that can operate 

at elevated temperatures and using new wide band-

gap materials, such as SiC diodes, GaN HEMTs, etc.  

Several studies have reported on power supplies that 

weigh about 500 gram per kW, while delivering effi -

ciencies above 95%.  Note that next to specifi c weights, 

power densities improved substantially as well reach-

ing in some applications 25 kW/dm3 (5).

As the world is becoming aware of climate change 

caused by increased use of fossil fuels, it is important 

to save energy in industrial and commercial processes. 

This can be achieved by automation, for example by 
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increased use of variable speed drives in factories, in 

heating ventilation and air-conditioning units, such as 

heat pumps. Variable speed drives enable enormous 

energy savings, especially under partial load condi-

tions.  Actually, the fi rst power electronic converter 

applications, which offered short pay-back times were 

compressor, blower and pump systems. The fact that 

our primary energy sources, that are known to us, will 

become more expensive, has motivated most developing 

nations who depend heavily on import of primary en-

ergy, such as Japan and Europe, to employ even more 

power electronic systems, for example in renewable 

power sources (wind turbines, photovoltaic converters), 

decentralized power generation (fuel cells) and storage 

systems (batteries). In 2010, it can be estimated that 

the installed capacity of converters for wind turbines 

alone exceeded more than 30 GW, while production of 

PV converters reached more than 15 GW. To support 

the development of decentralized power systems fur-

ther, so-called smart grids will be needed.  It is often 

said that ICT technology will enable such smart grids.  

However, reality is that ICT alone cannot achieve this. 

Without power electronics, i.e. an actuator, grids can-

not be made “smart” or fl exible to realize greater stabil-

ity and improve transmission effi ciency.  One can an-

ticipate that more DC technology and DC cables will be 

used in transport and distribution of electrical energy, 

simply because it will be cheaper, more acceptable and 

more effi cient. In DC systems power electronic DC-to-

DC converters will become the “electronic transformer” 

to link different voltage levels together(6), (7). I believe, 

that if Edison had had such a power electronics device 

available 125 years ago, we would not have had an 

AC grid today!  At RWTH Aachen University we have 

started an international consortium on DC medium- 

and high-voltage power electronic systems to accelerate 

innovation in this area. 

In addition, concern for quality of life in cities has 

increased tremendously the interest in hybrid and 

full electric vehicles. In Germany, the government is 

supporting massively the development of full electric 

vehicles (EVs). The target is to have 1 Million EVs on 

the road by 2020.  Power semiconductors will be needed 

for battery chargers, dc-to-dc converters, protection sys-

tems and inverters for high-performance drives.  It is 

clear that the automotive market will be the next mass 

market opportunity for development of power semicon-

ductors, packaging technology, EMI design, as well as 

control and communication integration to reduce cost 

and improve thermal cycle life.

Semiconductor device manufacturers, have re-

sponded to the increased global need of power electron-

ics not only by increasing production capacities but 

also by integrating more functionality in the power 

devices and packages. Reverse blocking IGBTs, reverse 

conducting IGBTs and IGCTs, intelligent power mod-

ules are just few examples of new products that make 

design of power electronic converters easier.  No doubt, 

this development will continue at a high pace as power 

electronics becomes cheaper, more applications open 

up.  Power electronic converter manufacturers are now 

experimenting with these new devices and materials 

to identify solutions for new market opportunities. The 

market opportunities are plenty and the markets are 

enormous.  What is assuring is that the market driv-

ers are guaranteed, because power electronic system 

designers are in the forefront to reduce our carbon 

footprint and our impact on the environment by saving 

materials and energy. No doubt, power electronics will 

be the key enabling technology for the next decades to 

accomplish these ambitious goals.
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■和文抄録（社内にて作成）
最初のパワー半導体が発明されて以来，パワー半導体の

発展が世界的にパワーエレクトロニクス（パワエレ）技術
を用いた電力変換装置の開発に拍車を掛けてきた。電力変
換装置は電力源と負荷をつなぎ，それらの電力の流れを制
御するために必要不可欠である。産業や消費者向け製品に

おいては，パワエレシステムは非常に高効率（現在の効率
は一般的に 90〜 99%）でなくてはならない。そして，信
頼性が高く（長寿命），安全に使え，さらに低コストであ

るべきである。

現在まで，パワエレは大きな発展を遂げてきた。パワー

半導体のコストは過去数十年にわたって大幅に安くなって

いるのに対して，導電性材料（銅，アルミニウム）や磁性
材料（けい素鋼板，フェライトおよび永久磁石）のコス

トは大幅に上昇し，現在もなお上昇し続けている。そこで，

多くの技術者達は材料の使用量を抑えてコストを下げるよ

うに，“シリコン増やせ，銅減らせ”をモットーに製品を

転換または再設計している。その結果，パワエレのない世
界を想像するのはほとんど不可能であり，将来はパワエレ

が必要とされる分野がさらに増えるであろう。そのため，

スキルを持った技術者やパワエレの設計者の必要性は大き

く，活躍の場は大いにある。しかしながら，注目すべき点
は多くの人々や学生にパワエレ分野が良く知られていない

ことである。私の考えでは，技術者不足は今やパワエレ分
野の近い将来の成長を制限している。産業や研究機関およ

び教育者たちが，この問題を解決することの重要性を認識
することが最も重要である。

パワエレシステムは動作周波数を高めることで，材料
の消費量を抑え，軽量化が進んできた。例えば，35 年前
の変圧器を使用したリニア電源と比較して，現在のコン

ピュータ用内部電源は，効率が 50% 未満から 90% 以上へ，

出力当たりの質量は 1/15 以下に改善された。新しいワイ

ドバンドギャップ材料を用いた SiCダイオードや GaN-

HEMTなどのパワー半導体によって，高温で動作でき，

動作周波数をさらに増加させることができるので，重量と

電力密度は今後も大きく改善されるであろう。
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化石燃料の使用量が増加していることによる環境変化が

意識され，産業・商業プロセスにおいても省エネルギーが

重要になっている。これは例えば，工場や空調設備におい

て可変速ドライブを多用することで実現できる。1 次エネ

ルギーが高価になったことで，その多くを輸入に強く依存
している日本や欧州などほとんどの先進国は，再生可能エ

ネルギー（風力発電，太陽光発電）や分散型電源システ

ム（燃料電池）および蓄電システム（蓄電池）のようなパ

ワエレ機器をより多く使用する方向にある。2010 年の推
計では，太陽光発電用の電力変換装置の生産は 15 GW以
上になるとともに，風力発電用の電力変換装置の生産は

30 GW以上になった。さらに分散型電源システムの開発
をサポートするためには，スマートグリッドと呼ばれるも

のが必要になる。パワエレ無くして，アクチュエータや

電力系統の安定性や効率を向上させる“スマート”“フレ

キシビリティ”を実現させることはできない。直流技術や

直流ケーブルは安価で受け入れやすく，効率が良いことか

ら送配電に多く使われるようになると予想されている。直
流システムにおいて，パワエレ技術を用いた DC-DCコ

ンバータは異なる電圧レベル同士をつなぐ“電子変圧器”

となるであろう。われわれは RWTHアーヘン工科大学で，

この分野の革新を加速するための中圧および高圧の直流パ

ワエレシステムに関する国際的なコンソーシアムを発足さ

せた。

さらに，都市ではハイブリッド自動車や電気自動車
（EV）が非常に注目されている。ドイツでは政府が電気自
動車の発展を大いに支援している。2020 年までに 100 万
台の EVを普及させることを目指している。高性能な運
転を実現するため，パワー半導体は蓄電池の充電装置や

DC-DCコンバータ，保護システムおよびインバータに必
要となる。自動車分野は，パワー半導体やパッケージ技術，

EMI 設計および制御技術において，コストを低減し，さ

らに熱サイクル寿命を改善して発展するための大きな市場
機会になることは明白である。

半導体メーカーは生産能力の向上だけではなく，パワー

半導体やパッケージの中により多くの機能を集積するこ

とによって，世界的にパワエレの必要性を向上させてき

た。逆阻止 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor），
逆 導 通 IGBT や IGCT（Integrated Gate-Commutated 
Thyristor）およびインテリジェントパワーモジュールは，

パワエレ機器の設計を容易にする新しい製品のほんの数例
である。この開発によりパワエレ機器は急速に低コスト化
し，適用分野が拡大するであろう。パワエレ機器のメー

カーは新しい市場機会における課題解決に向けて，これら

の新しいデバイスと材料を用いた試みを行っている。その

市場は広く，規模は莫大である。パワエレシステムの設計
者は温室効果ガスを減らし，材料とエネルギーの消費量を

抑えることによって環境への影響を低減するための最先端
にいる。パワエレは，これらの大いなる目的を成し遂げる

ための今後数十年間における鍵となる実現技術であること

は確かである。



富士時報　2012 Vol.85 No.3

特
集

　
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
機
器

特集 パワーエレクトロニクス
機器

188（6）

     1　まえがき
  
  富士電機は，エネルギー分野で世の中に貢献するために

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス （パワエレ） に
注力して いる。パワエレの応用分野は  ，産業用可変速駆
動・産業用電源・太陽光発電・誘導加熱装置・電鉄用電機
品・自動車関連電機品など多岐にわたる。これらを支える

パワエレ機器のみならず，その重要部品である パワー半導
体および受配電制御機器の製品群 も提供しており，  強力な

コンポーネントとそれを適用した強力なソリューションを

各分野で提供している （図1）。
  パワエレ機器は図2に示すように ，それぞれの分野で持
続性社会  の  実現に貢献している。 回路技術・制御システ

ム・パワー半導体をベース技術と しながら各アプリケー

ション分野で市場要求を取  り  込  み，  その分野独自の発展 を
遂げている。

  本稿では， それぞれの分野でどのような要求にどう応え

ているかという視点で パワエレ機器の技術動向と製品開発
の現状を紹介する。

  

  2　市場ニーズと技術のトレンド
  
   図3に市場ニーズと製品  技術  および製品に用いられるパ

ワー半導体・受配電制御機器・  基礎  技術  ・解析技術  の変遷
を示す。 
   市場要求に応えるために，必要な製品技術を開発してき

ている。  中  でも，新しい製品に必要なパワー半導体や受
配電制御機器を自社で開発していること  が  特  徴  的である。

具体的には，省エネ  ルギー（  省エネ  ）  ・省スペースを実
現した   A-NPC  3レベル適用高効率 UPSでは，  RB-IGBT
（Reverse-Blocking Insulated Gate Bipolar Transistor）
や RB-IGBT を含む A-NPC （Advanced Neutral-Point-

Clamped） 3レベルインバータ回路を一体化した専用モ

    パワーエレクトロニクス機器技術の現状と展望

  河野　正志  KAWANO Masashi 廣瀬　　順  HIROSE Jun 藍原　隆 司     AIHARA Takashi

  Power Electronics Technology: Current Status and Future Outlook

富士電機は，エネルギー分野で世の中に貢献するために電気を自在に操るパワーエレクトロニクス（パワエレ）に注力し

ている。パワエレ機器は，回路技術・制御システム・パワー半導体をベース技術としてさまざまな分野で発展を遂げている。

インバータでは，機能安全規格対応をはじめ，EMC解析技術，高速同期通信技術などを適用した。UPSでは，ニッケル水
素電池の搭載や A-NPC3レベル変換技術を適用した。このほか，鉄道車両用や電気自動車用のパワエレ機器，高効率サー

バ用電源および大容量 PCSなど，多岐にわたってパワエレ技術を展開し，安全化・小型・省エネ化などの要求に応えている。  

  Fuji Electric is focusing on power electronics, through which electricity can be handled fl exibly, to contribute to the world in the fi eld 
of energy. Power electronic devices, with circuit technique, control system, and power semiconductor as their base technologies, are expand-
ing into various fields. For inverters, EMC analysis technology, high-speed synchronization communication technology, and water-cooling 
methods  etc. are employed in addition to complying with functional safety standards. For UPS, nickel-metal hydride batteries are introduced 
and A-NPC 3-level conversion technology is adopted. In addition, Fuji Electric is developing a wide range of power electronics technologies to 
enhance power electronic devices for railway vehicles and electric cars, high-effi  ciency power sources for servers, and high-capacity PCS and 
responds to various demands such as safety, miniaturization and energy saving.

持続性社会実現に貢献するパワエレ機器
安定品質高信頼性

産業インフラ

ドライブ パワーサプライ

EV

電力・社会インフラ

通信

新エネルギー

急速充電器
車載機器

PMモータ

DCブラシレス
モータ

産業用
インバータ
サーボ
システム

ＵＰＳ
スイッチング
電源

PCS

パワーエレクトロニクス

回路技術 制御システム パワー半導体

図2　パワエレ機器の事業領域

電気を自在に操るパワーエレクトロニクス
パワエレ機器

パワー半導体 受配電制御機器

創エネルギー

環境にやさしい
クリーンエネルギー

省エネルギー

エネルギーの
効率利用創エネルギー・

省エネルギーを
最適化

エネルギー
マネジメント

図1　パワエレ機器の位置づけ
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ジュールの開発を行っている。また，  メガソーラー  などに

使用される パワーコンディショナ（ PCS  ）  には直流配電機
器の開発を行っている

⑴

。 
   このようにパワエレ機器は，パワー半導体や受配電制御

機器の技術革新を牽引  （けんいん）  する役割を担いながら，

要素技術開発  や  製品開発を通して，各分野でソリューショ

ンに貢献する強力なコンポーネント  を  提供している。 
  

  3　要素技術の開発動向と製品開発の現状
  

  3.1　 各分野での 要素技術の開発動向

  ⑴　 ドライブ製品の 安全規格対応技術
  機械類が関与する人身事故の防止などを目的として，機

械システムのリスクアセスメントが行われるようにな

り，さまざまな規格化が進んでいる。特に，ドライブ製品
（Power Drive System）の安全規格が IEC 61800-5-2に
制定されている

⑵

。

  富士電機は，この機能安全規格に対応した製品を開発
している。  表1に示す富士電機のインバータ製品は SIL2

（ISO13849-1のカテゴリ 3，Performance Level d 相当）

に対応している。

  STO 機能は，図4の回路に示すように 2 重化された停
止指令をインバータ内部でも 2 重化した回路で処理するこ

とで故障率を低減するとともに，回路故障を検知するため

の診断機能を備えている。

   今後は，対応機能の拡大や安全バスに対応していく。 
  ⑵　EMC

〈注 1〉

シミュレーション技術
⑶

   グローバル化に伴い，  汎用 インバータの EMC対策は製
品開発において必須であり，設計段階からどのように対策
するかを検討する必要がある。ノイズには伝導ノイズと放
射ノイズがある。伝導ノイズについてはかなり詳細な構造

〈注 1〉EMC：放射・電導ノイズに関する性能

表1　製品と対応安全機能

製品名称
対応安全機能

STO SS1 SLS SBC

FRENIC-Multi ○

FRENIC-MEGA ○

FRENIC-VG * ○ ○ ○ ○

 STO ：Safety Torque Off 
  SS1 ：Safe Stop 1  
SLS ：Safely Limited Speed
 SBC ：Safe Brake Control
＊  SS1, SLS, SBCはオプション対応

制御回路部

２重化された
停止指令

PLC
DC＋24Ｖ

フォトカプラ
EN1

EN2

CM

6.3kΩ

6.3kΩ

図4　STO入力回路

2005 2010 2015

（年）

○安全規格（低電圧， ＥＭＣ）対応 ○機能安全規格対応
○ネットワーク対応 ○高機能ドライブ 

○ネットワーク対応 ○高速ネットワーク対応 

○RB-IGBT ○Ａ-ＮＰＣ３レベル用モジュール

○直流配電技術

○SiCデバイス

○EMC解析技術（回路網） 
○フィールドバス技術

○EMC解析技術（3D）○機能安全規格対応 ○安全バス技術
○高速通信技術

○NPC３レベル回路技術 ○A-NPC３レベル回路技術
○PMモータセンサレス駆動

○省エネルギー ○省エネ法改正
○データセンター向け電源（省エネ，省スペース） 
○メガソーラー（海外） ○メガソーラー（国内） 

○機能安全規格対応

○高効率PMモータ
○SiC 適用インバータ

○A-NPC3レベル
　高効率UPS
○A-NPC3レベル
　高効率PCS

○SiC 適用UPS
○SiC 適用PCS 

○安全バス対応

項　目

市場ニーズ

製品技術

パワー半導体

受配電制御技術

基礎技術，解析技術

2000

図3　パワエレ製品技術のトレンド
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との関係性まで見極めることができるようになってきてい

る。

  図5のような三次元 CADデータから EMCシミュレー

ションに必要な電気パラメータ（結合容量，浮遊容量，浮
遊インダクタンスなど）を電磁界解析によって導出し，回
路網で雑音端子電圧を精度良くシミュレートすることがで

きるようになってきた。図6は，シミュレーション精度の

改善で解析結果がより測定結果に近づいたことを示してお

り，その精度は実用上十分なレベルになってきている。こ

れにより，構造設計の初期の段階から EMC対策を盛り込
むことができ，製品開発期間の短縮につながっている。

   今後も，シミュレーション活用によるフロントローディ

ング化が進む。 
  ⑶　高機能ドライブシステムにおける高速同期通信技術

  鉄鋼圧延，製紙ライン，自動車試験機などの高精度・高
機能ドライブを行う分野では，単にインバータ性能だけで

なく，システム全体としての機能・性能の実現が重要であ

る。そのような中，コントローラとバス結合したシステム

制御を行ってきたが，さらに通信の高速化と同期性の向上
が必要になってきている。

  高性能ベクトルインバータ ｢FRENIC-VG｣ は，統合コ

ントローラ ｢MICREX-SXシリーズ｣ の新 CPUモジュー

ル ｢SPH3000MM｣ に搭載している ｢E-SXバス｣ に対応
させた。このバスは，Ethernet 技術を応用した高速通信で，

プラントの多軸高速制御や印刷機の高精度同期制御駆動な

どが可能になる。E-SXバスの概略仕様を表2に，適用例
を図7に示す。

  今後は，モーション制御まで含めた高機能ドライブへと

発展していく。

  ⑷　SiCデバイス適用技術
⑷

  パワー半導体の新しい素材として SiC（炭化けい素）や

GaN（窒化ガリウム）などを用いたパワー半導体の開発が

進んでいる。これらの材料は表3のような特徴を持って

おり，それを生かした使い方の開発が必要である。

  この特徴から派生して，例えば周辺回路のリアクトルが

小型化されたり，低騒音になったりする可能性もあり，さ

まざまな応用分野が考えられる。

  また，インバータ主回路には図8に示すようなダイオー

図5　EMC解析用三次元モデル

E-SXバスE-SXバス

ライン制御
ミル圧下
ＡＧＣ制御

SPH3000MM

FRENIC-
VG高速

I/O

Ethernet

厚み計
シリンダ

図7　「E-SXバス」による高速制御システム例

150k 1M 10M 30M
周波数（Hz）

雑
音
端
子
電
圧
（
dB
/ 
 V
）

（
1
0
dB
/d
iv
）

測定結果

解析結果（改善後）

解析結果（改善前）

シミュレーション精度の改善

図6　インバータにおけるEMCシミュレーション

表2　「E-SXバス」の概略仕様

項　目 仕　様

通信速度 100Mbits/s

軸間同期精度 ±1µs以下

距離（局間，総延長） 100m，1km

タクト周期 最小0.25ms

表3　SiC・GaNデバイスの特徴

特　徴 活用方法

損失が少ない キャリア周波数の高周波化
低損失化，高効率化

高温動作が可能 より高温環境での使用が可能

高耐圧化しやすい 高圧デバイスの小型化
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ドとトランジスタを使用している。このダイオードだけを

SiCに置き換えたハイブリッドモジュールと，全てを SiC
に置き換えた All-SiCモジュールとがある（表4）。

   富士電機では，このハイブリッドモジュールを適用した

高効率インバータ「FRENIC-MEGA GX-SiC」を開発した。

従来機種に比べて損失を 25% 低減できており，高効率同
期モータ  「  GNS  シリーズ」「  GNPシリーズ  」  との組合せ

でさらに高効率なドライブシステムが実現できる。 
   All-SiCモジュールでは，大幅な損失低減が可能であり，

高効率だけでなく小型化できることを実証した。 
  ⑸　A-NPC3レベル変換技術

⑸

    無停電電源装置（UPS）や PCSなどの変換装置は，高
効率化が大きな課題である。その実現手段として，図9に

示すような A-NPC3レベル変換回路を開発した。本回路
は，スイッチング損失が従来の 2レベルに対し半分になる

だけでなく，高調波電圧が低減されリアクトルやコンデン

サといったフィルタ回路の損失も低減するので，装置の小
型化も可能となる。なお，3レベル変換回路には富士電機
が開発した RB-IGBTを適用した A-NPC3レベル IGBT
モジュールを使用し，さらなる損失の低減を図っている。

  ⑹　蓄電池の評価・適用技術
    UPS 用に限らず蓄電に対するニーズは広がりを見せて

いる。一方，従来の鉛蓄電池に替わる新しい蓄電デバイス

として，特に，EVや HEV用としてリチウムイオン電池

が実用化されつつある。富士電機は，各種リチウムイオン

電池の特性や寿命の評価だけでなく，最終ユーザの視点に

立った安全性や信頼性評価の独自技術を確立している。こ

の結果，リチウムイオン電池適用製品の開発期間，評価期
間の短縮が可能となった。

  
  3.2　製品開発の現状

  ⑴　用途別インバータ

  汎用インバータと呼ばれる低圧インバータは，近年，エ

レベータ用インバータ，空調用インバータ，産業用イン

バータなど，用途別専用インバータなどに分化する傾向に

ある。

  空調/水処理用インバータ ｢FRENIC-HVAC/AQUA｣
 は  ，大きな市場である HVAC（Heating Ventilation and 
Air Conditioning）および水処理市場を対象としている。 
   また，  IP55

〈注 2〉

に対応しているので， 盤に収納せずに使用
する ことができ  ，コストを抑制できる 。ビルや工場の空調
用として使用されるため，電源力率改善用直流リアクトル

（DCR）や EMCフィルタを内蔵している。また， 従来よ

り大幅に ファン・ポンプ制御専用機能 を強化して おり，イ

ンバータだけで圧力や温度制御ができるようになっている。

   概略仕様を，表5に示す。 
  ⑵　永久磁石形同期電動機（PMモータ）

  永久磁石を使用する PM（Permanent Magnet）モータ

は，誘導機に比較して高効率，小型・軽量などの特長があ

る。この特長を生かすため，表6に示す機種を開発した。

    超高効率機種 ｢GNS｣ ｢GNP｣ は，省エネ用で誘導機

表5　「FRENIC-HVAC/AQUA」製品仕様

項　目 仕　様

電　圧 400V

容量範囲 0.75～ 710kW

保護構造 IP21/55（90kW以下）
IP00（110kW以上）

DCR 内蔵（90kW以下）

EMCフィルタ 内　蔵

機　能 推定末端圧制御，ポンプ制御，温度制御，
FireModeなど

表6　PMモータのシリーズ一覧

製品型式 回転センサ 効　率 用　途

GNS

な　し

IE4以上 省エネルギー，
既設誘導機の置換えGNP IE4相当

GNB IE3相当 省エネルギー，小型・軽量

GNF あ　り IE3相当 一般産業機械制御

N

M

P

W

V

U

T3

T4

T2

T1

図9　A-NPC 3 レベル変換回路

ダイオード

トランジスタ

図8　インバータ主回路内部構成

表4　SiC 適用モジュールの種類

モジュールの種類 ダイオード トランジスタ

ハイブリッドモジュール SiC Si

All-SiCモジュール SiC SiC

〈注 2〉  IP55：IEC 60529，JIS C0920で規定されている防塵・防水性

能を表すコードであり，“防じん形”と“噴流”に対応する

ものである。
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互換取付けになっており，一般的な誘導機との効率比較
で 8.5〜 3ポイント向上している。高効率機種 ｢GNB｣
は，省エネ用で小型・軽量になっている。センサ付き機種
｢GNF｣ は誘導機よりも 1〜 2 枠

〈注 3〉

小さくなっており，小
型・軽量を生かして印刷機などの一般産業機械制御に適用
できる。

  ⑶　鉄道車両用パワエレ機器
  新幹線プロパルジョンシステム用として主変圧器，主変

換装置，主電動機を供給している。主変換装置は世代ごと

に改良を重ね，小型・軽量化，ブロワレス化などを行って

きている。また，補助電源装置では高性能・高信頼性化を

図った特徴的な製品を送り出している。

  ドアシステムには，リニアモータ方式と FCPM（Flat 
Cup Parmanent magnet Motor）方式があり，国内外で採
用されている。

  ⑷　電気自動車用パワエレ機器
  地上急速充電器として CHAdeMO

〈注 4〉

仕様に対応した

44 kW，39 kW，25 kW機を開発し，市場投入している。

  特に，25 kW機は，実績のある情報機器用サーバ電源を

ベースに開発し，小型化や拡張性を実現している。

  ⑸　高効率サーバ用電源
  コンピュータやサーバ用の直流安定化電源では，高効率，

高密度への要求は高い。単に最高効率が評価されるのでは

なく，低負荷領域も含めた総合的な高効率ガイドラインが

示されている。

  富士電機では，デバイス適用技術，回路技術に加えデジ

タル制御技術の応用により，2.1 kW，2.5 kWにおいて 80 
PLUS

〈注 5〉

 Platinum認証を取得した。

  ⑹　ミニ UPS
  最近の特に市場が伸びているWebサービスなどを提供

する事業者のデータセンターでは，設備導入コスト削減と

構築納期短縮を目的に，UPSは自立した電気設備品では

なくサーバラック搭載品を選択する例も増えている。また，

ランニングコスト低減のため空調電力を低減し，サーバ

ルームの温度設定が高くなりつつある。一方，付加価値追
及のためサーバをラックにより高密度に配置する需要が高
まっている。このようなサーバルームに設置される UPS
には。高温度下における長寿命化と小型化が強く要求され

る。

  周囲環境温度が高くても使用可能なニッケル水素電池に

着目し，サーバラックに収納するニッケル水素電池搭載ミ

ニ UPS ｢LXシリーズ｣ を開発した。特に，温度条件が厳
しいコンテナデータセンターなどへの適用が可能である。

  ⑺　大容量UPS
  社会システムや企業の基盤システムを取り扱っている大

規模なデータセンターでは，より高い信頼性と長期的な安

定性を求めるため，UPSが電気設備の重要な機器として

位置づけられている。単機 500 kVAクラスの大容量UPS
を複数台備え，冗長性を持たせるシステム構成が一般的で

ある。このようなデータセンター向けの UPSは効率と小
型化が極めて重要視されており，また，特に前述のサーバ

用電源と同様に低負荷領域における効率が注目されている。

  A-NPC3レベル変換技術を採用した ｢HXシリーズ｣ は，

高効率と小型化を実現しているだけでなく，3レベル変換
の特徴である無負荷損失の低減により，低負荷時の効率が

大きく改善されている。

  ⑻　大容量 PCS
  メガソーラー向け PCSは，高効率に加え導入コストの

低減が求められている。

  PCSのインバータ部には A-NPC3レベル変換技術を

採用し，高効率化も実現している。また，PCSや変圧器，

スイッチを一体化した屋外型のパッケージ製品を開発した。

その結果，設置コストの低減や施工期間の短縮が可能とな

り，メガソーラーシステム構築のトータルコストダウンを

実現できる。

  

  4　あとがき
  
  富士電機のパワーエレクトロニクス機器について，技術
動向と製品開発の現状を紹介した。

   パワエレ機器は，市場要求を受けて，ベース技術である

  回路技術  ・制御システム・パワー半導体における変革を牽
引してきた。RB-IGBT，A-NPC3レベル回路技術ならび

に専用モジュールや直流配電機器などがこれに相当し，今
後は SiCデバイスが続くものと考えている。また，パワエ

レ機器の応用分野では，それぞれの分野で市場要求に応え

るため，さまざまな周辺技術を積極的に取り込んできた。 
   今後も  ，  パワエレ機器  の 技術レベルをさらに高めるとと

もに 応用分野を拡大して， 社会へ貢献していく所存である。

  
  参考文献
 ⑴　森合浩. 直流高電圧用ブレーカの遮断技術. 富士時報. 2012, 

vol.85,   n  o.2, p  .  158-163  . 

     ⑵　大澤千春. 可変速電気駆動システムの機能安全規格

IEC61800-5-2. 日本信頼性学会  .   第16回春季信頼性シンポジ

ウム5-4  . 

       ⑶　玉手道雄ほか. 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. 富士時報. 2011, vol.84,   n  o.2, p  .  147-

151  . 

⑷　中沢将剛ほか. Si-IGBT・SiC-SBDハイブリッドモジュー

ル. 富士時報. 2011, vol.84, no.5, p.331-335.

 ⑸　小松康佑ほか  .   アドバンストNPC回路用IGBTモジュール. 

富士時報. 2010, vol.83,   n  o.6, p  .  362-365  . 

                 〈注 3〉  枠：シリーズ化されたモータは 2〜 3 容量を“枠”としてサ

イズを共通化する場合が多い。

〈注 4〉CHAdeMO：チャデモ協議会の商標または登録商標

〈注 5〉80 PLUS：260ページ「解説 1」参照



富士時報　2012 Vol.85 No.3

パワーエレクトロニクス機器技術の現状と展望

特
集

　
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
機
器

193（11）

   河野　正志
  パワエレ応用製品および交流可変速駆動装置の開
発・設計に従事。現在，富士電機株式会社技術開
発本部製品技術研究所パワエレ技術開発センター

長。   

 

   廣瀬　　順
  パワーサプライ機器の設計・開発および商品企画
に従事。現在，富士電機株式会社パワエレ機器事
業本部パワーサプライ事業部パワーサプライ企画
部長。

   

   藍原　隆司
  汎用インバータ・サーボシステムの開発，企画，

エンジニアリング業務に従事。現在，富士電機株
式会社パワエレ機器事業本部ドライブ事業部駆動
企画部主席。電気学会会員。
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  1　まえがき
  
  汎用インバータおよびサーボシステムの市場は，ここ数

年リーマンショックによる縮小から立ち直ったかに見えた

が，2011 年に発生した東日本大震災，さらには中国の金
融引締めなどの影響により谷間の局面を迎えつつある。こ

れらの駆動機器に対して，性能向上だけではなく，使い勝
手の向上がますます市場要求として高まっている。このよ

うな市場要求に応えるため，汎用インバータ・サーボシス

テムの技術動向を踏まえて取り組んだ最新技術と適用事例
を紹介する。

  

  2　製品ラインアップ
  

  2.1　汎用インバータ

  図1に汎用インバータの製品ラインアップを示す。

  汎用インバータは，｢FRENIC-Mini｣ ｢FRENIC-Multi｣
｢FRENIC-Eco｣ ｢FRENIC-MEGA｣ およびベクトル制御
形である ｢FRENIC-VG｣ の 5 系列を提供している。主な

製品の特徴と用途を表1に示す。

  

    汎用インバータ・サーボシステムの最新技術

  酒井　利明  SAKAI Toshiaki 井本　博幸  IMOTO Hiroyuki

  Latest Technology for General-purpose Inverters and Servo Systems

汎用インバータは，搬送装置，空調装置および工作機械など幅広い産業分野に適用されている。同期ドライブシステムで

はオートチューニングやベクトル制御を用いたシステム構築の容易性を実現し，空調専用インバータでは温度差一定制御と

推定末端圧制御の機能で省エネや電力削減を実施し，高性能ベクトル制御形インバータでは高速・多軸制御への適用範囲拡
大などの要求に応えた新たな製品をラインアップした。サーボシステムでは，用途別オートチューニングによる最適調整の

実現や旧型機種からの置換え手段の充実，ならびに使いやすさを考慮したパッケージの製品化など新たな製品を開発した。  

  General-purpose inverters are used in a wide range of industrial fi elds, including transportation machinery, air conditioners, and machine 
tools. Fuji Electric off ers a lineup of new products that meet various needs. We have realized easy system construction with auto tuning and 
vector control for synchronous drive system, and enforced energy savings and reduced electric power for air conditioning dedicated inverters 
using temperature diff erence constant control and estimated end pressure control functions, and lined up a new product expanding the range 
of applications to high-speed and multi-axial control for high-performance vector control inverters. For servo systems, we have developed new 
products that realize optimal adjustment through application-specifi c auto tuning and enrich replacement methods from older models, as well 
as packaged products designed for ease of use.

容量（kW）

性
能

コンパクト形インバータ
FRENIC-Mini シリーズ

3.70.1

ファン・ポンプ（2乗低減トルク負荷）用インバータ
FRENIC-Ecoシリーズ

560

高性能・コンパクト形インバータ
FRENIC-Multi シリーズ

150.4

高性能・多機能インバータ
FRENIC-MEGAシリーズ

630

高性能・ベクトル制御形インバータ
FRENIC-VGシリーズ

0.75

図1　汎用インバータの製品ラインアップ

性
能

容量

中容量 FALDIC-α

FALDIC-α

FALDIC-β

FALDIC-W

ALPHA5 Smart
ALPHA5

○制振制御
○ノッチフィルタ
○位置決め機能内蔵
○SXバス対応

○SX，PCシステム対応
○周波数応答：1,500Hz
○高速回転対応
○高分解能エンコーダ
○位置決め機能対応

○周波数応答
　1,500Hz
○オペレータ対応
○MODBUS対応

○海外仕様
○仕様限定
○ローエンド

○SXシステム対応
○位置決め機能内蔵

○世界最小
　アンプ

図2　サーボシステムの製品ラインアップ

表1　汎用インバータの特徴と用途

インバータシリーズ名称 主な特徴と用途

FRENIC-Mini 3.7 kW以下の可変速制御用コンパクト形

FRENIC-Multi 15kW以下の可変速制御用コンパクト形，
定トルク負荷用

FRENIC-Eco，
FRENIC-Eco Puls

560kW以下の可変速制御用スタンダード
形，2乗低減負荷用

FRENIC-MEGA 630kW以下の可変速制御用スタンダード
形，定トルク負荷用

FRENIC-VG 630kW以下の高性能・ベクトル制御形イ
ンバータ
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  2.2　サーボシステム

  図2に   サーボシステムの製品ラインアップを示す。

  ｢ALPHA5シリーズ｣ の機能限定版 ｢ALPHA5 Smart
シリーズ｣ を開発した。容量は 0.05〜 3 kW，周波数応答
は 1,500Hzであり，ALPHA5シリーズと同等の性能を持
ち，USB 端子の削除など機能を限定して価格メリットを

出した。主に海外での展開を意識した製品である。

  

  3　汎用インバータの最新技術と適用事例
  
  汎用インバータは，三相誘導モータの可変速制御用とし

て適用されている。近年，同期モータへの適用や特定用途
向け制御機能への対応と，機種バリエーションが拡大して

いる。

  
  3.1　同期ドライブシステム ｢FRENIC-MEGAシリーズ｣
  モータ回転子に永久磁石を内蔵した IPMの同期電動機

は，損失が少なく，小型化・高効率化が可能である。概要
を表2に示す。

  各シリーズの同期モータは，1 台のインバータによりセ

ンサレスベクトル制御またはセンサ付きベクトル制御で駆
動される。一般の誘導モータ用インバータと同期モータ用
インバータでは，モータの磁石の有無により次の点が大き

く異なる。

  ⑴　同期モータのオートチューニング

  同期モータのベクトル制御においては，モータの電気定
数（電気子抵抗，インダクタンス，逆起電圧）の情報が必
要である。インバータで同期モータを駆動するには，モー

タの形式と容量を指定することで，全ての電気定数が自動
的に設定される。

  また，モータに対しては，オートチューニングを行うこ

とで，インバータ側から電気定数の読込みが可能である。

これにより，最大効率の同期システムを簡単に構築できる。

  ⑵　同期モータのベクトル制御
  同期モータの電気定数が設定されても，実際のモータの

回転角度（磁極位置）を知る必要がある。センサレスベク

トル制御ではセンサがないため，モータ起動時に磁極位置
の検出を行う。磁極位置により，モータ内部に軸が回転し

ないように一定方向を向いた高周波で交番する磁束を発生

させ，巻線に流れる電流値から推定演算を行う。センサ付
きベクトル制御の場合には，一度，磁極位置の検出を行え

ばモータは停止状態から定格回転速度まで最大トルクを出
力することができる。このため，押出機など従来直流モー

タが適用されていた分野への同期モータの適用が可能と

なった。

  
  3.2　空調専用インバータ ｢FRENIC-Eco Plus｣
  商用電源で駆動されている誘導モータにインバータを適
用し，回転速度を下げることで省エネルギー（省エネ）を

行う方法は広く知られている。さらなる省エネや使用電力
削減が可能な自立制御形のインバータが，｢FRENIC-Eco 
Plus｣ である。このインバータは，温度差一定制御と推定
末端圧制御の機能を持ち，ファン・ポンプの最適制御を実
現している。表示設定は，流量，圧力の単位で指定できる。

  ⑴　温度差一定制御
  冷凍機などの空調設備では，入口と出口の温度差を一定

に制御している場合がある。温度差が一定になれば必要
以上に冷却水を循環させず，モータの回転速度を下げて

省エネを行うことが可能である。図3の適用例で示すよう

に，FRENIC-Eco Plusでは二つの温度センサの入力を持
ち，この温度差を一定にできる。

  図4に，温度差一定制御による電力量の実測値を示す。

特に冬季に消費電力が大幅に削減できているのは，冷却水
の温度が外気温度によって下がるため，必要以上に循環さ

せないことによる効果である。

   ⑵　  推定末端圧制御 
  ポンプで水を送り出す場合，経路末端での圧力（水圧）

を一定にする方法がある。末端まで到達する間に配管抵抗
によって水圧が低下する。水の配管抵抗は流量との相関が

強いため，流量と圧力の特性をインバータに登録してポン

プの回転速度を制御する。このため，吐出圧一定（ポンプ

の出口での圧力一定）制御よりも大幅な省エネ運転が可能
である。推定末端圧制御では末端に圧力センサを必要とし

ないため，設置作業の低減，メンテナンスが不要なシステ

ムを構成できる。

表2　同期電動機の概要

シリーズ 容量範囲 形　状 効率
レベル 制御方式

GNS形 5.5 ～
200kW 誘導機互換 IE4 センサレス

ベクトル制御

GNP形 5.5 ～
90kW 誘導機互換 IE4 センサレス

ベクトル制御

GNB形 5.5 ～
540kW 小型化 IE3 センサレス

ベクトル制御

GNF形 5.5 ～
425kW 小型化 IE3 センサ付

ベクトル制御

ファン

冷却塔

冷却水流量

温度

温度

冷凍機

冷却水ポンプ

CONTROL
KEYPAD PRG MODE

kW
min

Hz
m min

RUN

STOP

PRG
RESET

FUNC

DATA

/r
10x

A
/

F 1

t 1

t 2

図3　「FRENIC-Eco Plus」の適用例



富士時報　2012 Vol.85 No.3

汎用インバータ・サーボシステムの最新技術

特
集

　
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
機
器

196（14）

  FRENIC-Eco Plusでは，この他に比例制御，温度圧力
一定制御が選択でき，従来の単なる PID 制御以外のシス

テム構成が可能である。このように，他の調節器を必要と

しない自立制御形インバータは，日本では製品化の例がな

い。

  
  3.3　高性能ベクトル制御形インバータ ｢FRENIC-VG｣
  FRENIC-VGは，周波数応答 600Hzの性能を持ち，従

来機種と互換性のある 1,024パルスエンコーダだけでな

く，サーボシステムで使用している 17ビットシリアルエ

ンコーダ（分解能 131,072パルス）にも対応している。次
に示す制御方法により，さまざまなシステム構成が可能で

ある。

  ⑴　精密同期制御
  複数のモータで一つの機械を駆動する場合，各モータ

は加減速時を含めて常に回転量を一致させる必要がある。

FRENIC-VGでは，「MICREX-SX」の ｢E-SXバス｣ に

より精密同期制御を容易に構成できる。MICREX-SXの

CPUモジュール ｢SPH3000MM｣ の最小タクトタイムは

0.25msであり，タクトの揺らぎは 1 µs 以下である。この

ため位置制御側での同期性は完全に確保され，機械側の慣
性モーメント，位置調節系および速度調節系が同期精度に

影響を与えるレベルである。

  E-SXバスは，100M bits/s ，局間 100m，総長 1kmの

システムであり，大容量の精密同期制御システムにおいて

もインバータおよびモータを自由に配置でき，制御盤の配
置に関する制約も少ない。図  5 に E-SXバスのシステム

構成を示す。

  ⑵　多軸制御
  半導体製造装置や金属加工装置では，主軸制御，ト

ラバース制御，ダンサ制御，PTP 位置決め制御，巻取
り制御などの非常に多くのモーション制御を必要とす

る。モータの制御としては，位置制御，速度制御，トル

ク制御に分類されるが，これらが混在している装置も多
い。MICREX-SXシステムではこれらの制御を混在させ

てプログラムを組むことができ，かつ制御軸数の制限が少
ない。ベクトルインバータもサーボシステムも，ともに

従来の SXバスシステムに直結できるため，サーボシステ

ムの最小容量 0.05 kWからベクトルインバータの最大容量
630 kWまで混在したシステムを容易に構築できる。

  SXバスは 25M bits/s ，局間 25m，タクトタイム 1ms
のシステムであり，汎用インバータ，その他の機器におい

ても高速通信インタフェース（SXバスインタフェース）

を用意している。

  

  4　 サーボシステム ｢ALPHA5 Smart シリーズ｣
の最新技術と適用事例

  
  ｢ALPHA5 Smartシリーズ｣ に採用した最新技術と PC

ローダの技術，ならびに PODとMICREX-SXを使用し

た包装機パッケージの適用事例を紹介する。

  ⑴　用途別チューニングモード

  サーボシステムは，機械系を最適に駆動するため内部ゲ

インの調整が必要である。従来は，オートチューニングに

よる調整方法が一般的であった。移動量が長いベルト駆動
の場合は移動途中で共振や振動が発生する場合があり，

  技術者が個別にパラメータを調整する必要があった。海
外の顧客の装置を調整するには，訪問するだけでも時間を

要し，迅速な対応ができない場合があった。

  ALPHA5 Smartシリーズでは，これらの課題を解決す

るために新しく用途別チューニングモードによる最適調整

SPH3000MM

E-SXバス

図5　E-SXバスのシステム構成

指令 位置
調節器

速度
調節器

電流
制御

サーボアンプ

サーボモータ

モータ
制御部

オート
チューニング部

用途別
チューニング
モード

モデル
制御

速度位置

最適調整ルール 補間運転
高タクト運転
軌跡運転
オートチューニング

図6　用途別チューニングモードのブロック図
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図4　温度差一定制御による消費電力実測値
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のルールを確立した。用途別チューニングモードのブロッ

ク図を図6に示す。機械の構成に応じて内部のゲイン調整
を自動的に変えるもので，オートチューニング以外に補間
運転・高タクト運転・軌跡運転の三つのモードを設けてい

る。機械系の種類別（ボールねじ，ベルトなど）により

チューニングの設定方法を変える方式であり，顧客が用途
で選ぶのか機械系の種類で選ぶのかを選択できる。通常調
整を実施する担当者は電気系の技術者が多いため用途別で

選択できる方法を本シリーズに採用した。

  ⑵　PCローダによるパラメータ変換技術

  旧型機種を現行機種に置き換える方法として，従来はパ

ラメータデータを読み出し，それを現行機種に移し変えて

いた。この方法は，人が一つずつパラメータの値を確認し，

該当する現行機種のパラメータに値を変換して設定する必
要があり，誤記および値の換算ミスの発生が危惧されてい

た。置換えを行う対象機種が 1 台だけであればパラメータ

を順番に確認し置換えを行うことで完了できる。一つのシ

ステムで数十軸を置き換える場合は非常に手間がかかり，

ミスが発生する確率も高くなる。そのため慎重な対応が必
要となり膨大な時間を要していた。

  そこで新たにパラメータ変換ツールを製作した。パラ

メータ変換ツールの PCローダ画面を図  7 に示す。本ツー

ルを使用すれば，旧型機種から読み出したパラメータをそ

のまま現行機種のパラメータに変換できるので，変換後の

パラメータを現行機種へ転送するだけで作業が完了する。

  人を介さないためミスが発生する可能性はほとんどなく，

軸数が多い場合でも短時間で確実にパラメータの置換えが

可能となった。本機能は，旧型機種との互換性を取るため

のものである。

  ⑶　包装機用パッケージの適用事例
  包装機械は，縦型間欠式，縦型連続式および横型連続式

の三つに大別できる。それぞれ，ペットボトルの表面シー

ト，粉末の薬および食パンなどを包装するものである。

  富士電機は，国内での豊富な実績と制御技術のノウハウ図7　パラメータ変換ツールのPCローダ画面
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がある。これまでの顧客に密着した技術支援に加え，海外
の顧客自身が安心かつ容易にシステムの構築ができるよう

に，制御システムのノウハウをパッケージ化して手離れの

良いシステムを提供できるようにした。

  縦 型包装機へ の適用事例を図8に示す。POD，
MICREX-SXおよび 4 軸のサーボシステムで構成し，薬
などの粉体や調味料などの液体を包装するのに使用する装
置である。

  従来は，この縦型包装機を制御するために PODの画
面とMICREX-SXのプログラムを製作しなければならな

かった。  PODでは，製品データ設定・機械構成定義（サー

ボシステムの軸数分が必要）・入出力設定などの画面を製
作する必要があった。また，MICREX-SXでは，入出力
データ・モーション制御部・機械構成設定データなどプロ

グラムの製作が必要であり，開発に膨大な時間を要してい

た。

  今回製作したパッケージは，サーボシステムを制御する

基本的なモーションコントロール部分をパッケージ化し，

そのまま適用できるようにしている。顧客は，残りの包装
機固有のプログラム部分を製作するだけでよい。包装機固
有のパッケージ化によって，従来開発に要していた時間と

比較すると，開発時間が約 40%短縮できた（図9）。

  さらに，海外の電気制御式包装機に参入しようとする機

械メーカーにとって，従来はシステムの構築が参入の障壁
であったが，初めて開発する場合でも容易に構築できると

いうメリットをもたらした。このようなある業種に特化し

たソフトウェアのパッケージは，富士電機独自の画期的な

ものである。

  

  5　 あとがき 
  
  汎用インバータとサーボシステムの最新技術と適用事例

を紹介した。

  汎用インバータは，効率の高い同期モータと組み合わせ

て，省エネルギーや使用電力削減となる機能を装備し，用
途別にさらに特化していくと考えられる。サーボシステム

では，単なるモータの制御性能の向上ではなく，機械の振
動抑制機能や機械自身の立上げ時間の短縮化が実現できる

システム提案が必要となっている。これらのニーズに十分
応えられる製品開発を今後とも行っていく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　酒井利明ほか. 汎用インバータとサーボシステムの最新技

術. 富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.133-139.
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図9　プログラム製作時における開発時間の比較
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  1　まえがき
  
  一般産業用途の交流機に対して可変速制御を行うイン

バータは，主に，V/f 一定制御，ベクトル制御のいずれか

を採用している。単純な可変速制御や，低速でのトルク精
度を重視しない用途では，V/f 一定制御が主流となって発
展してきた。一方，ベクトル制御形インバータは，交流電
動機を直流電動機と同等に，トルクを容易に制御したいと

いうニーズを受けて発展し続けている。

  富士電機は，ベクトル制御形インバータを商品系列の一
つとして提供している。その新シリーズである高性能ベク

トル制御形インバータ ｢FRENIC-VG｣ を，2011 年度に

発売した。

  本稿では，FRENIC-VGに盛り込んだ新技術・新機能
および適用事例を紹介する。

  

  2　コンセプトと特徴
  

  2.1　コンセプト

  富士電機は，機械メーカーや中小プラント用途を中心に，

汎用ベクトル制御形インバータを商品として提供してきた。

近年，機械設備の高機能化や高精度化，工場設備の生産性
向上などの要求が高まっており，高精度できめ細かな制御
が行えるベクトル制御形インバータのニーズが増加してい

る。

  その中でサーボプレス機や射出成型機といった機械設備
は，駆動装置の大容量化が進んでおり，現行のサーボシス

テムでは容量的に対応が難しくなってきている。一方，機
械類が関わる人身事故などを防止するため，機能安全規格
におけるリスクアセスメントの考え方が注目されており，

インバータにも機能安全規格への対応の要求が高まってき

た。

  このような市場のニーズに応えるため，FRENIC-VG
は，高精度化と高機能化を実現し，630 kWまで容量を

そろえ，さらには機能安全規格にも対応した。図1に

FRENIC-VGの外観を示す。

  
  2.2　特　徴

  ⑴　速度応答の向上
  FRENIC-VGは，検出回路の最適化と高速かつ高分解

能AD変換技術の採用によるモータ電流および電圧の検
出や，高速演算が可能なマイクロプロセッサを搭載した

ハードウェアシステムの構築により，ベクトル制御の演算
周期をさらに高速化した。

    高性能ベクトル制御形インバータ ｢FRENIC-VG｣

  田中　正男  TANAKA Masao 山本　　健  YAMAMOTO Takeshi 木内　忠昭  KIUCHI Tadaaki

  FRENIC-VG, a High-Performance Vector-Control Inverter 

  一般産業用途の交流機の可変速制御を行うインバータは，主に，V/f 一定制御，ベクトル制御のいずれかを採用している。

富士電機は，新たに高性能ベクトル制御形インバータ「FRENIC-VG」を開発し，高精度化と高機能化を実現するとともに

機能安全規格にも対応した。検出回路の最適化，速度制御精度の改善，速度センサレスベクトル制御，多重化システムの採
用，「E-SXバス」への接続などさまざまな特徴を持っている。また，適用事例として，伸線機では最適な張力制御や巻取
機の制御回路の小型化ができ，クレーンでは大容量対応や高起動トルク，応荷重制御などができる。

  Inverters for variable speed control of AC machines used in general industry applications mainly use either V/f constant control or 
vector control. Fuji Electric has developed the FRENIC-VG, a new high-performance vector control model, which realizes high precision and 
high functionality while complying with functional safety standards. It has various outstanding features, including optimized detection circuits, 
improved speed control precision, speed sensorless vector control, use of multiplex systems, and connection to E-SX buses. Application exam-
ples include optimal tension control and miniaturization of winder control circuits in wire drawing machines, and high-capacity support, high 
starting torque, and load adaptive control for cranes. 

図1　「FRENIC-VG」
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  速度センサ付きベクトル制御における速度応答は

600Hzを実現し，応答性が要求される伸線機や巻取機，

印刷機などに加え，前述のサーボシステムへの対応が可能
となり，適用分野がさらに拡大した（表1）。

  ⑵　速度制御精度の改善（回転むらの抑制）

  速度センサ付きベクトル制御では，モータに取り付けた

速度センサ（PG：Pulse Generator）からのパルス信号を

受信し，このパルスの変化分から実際のモータ速度を演算
する。このパルスは，低速になるほど周波数は低く，制御
周期内のパルスの変化が少ないため，正確な速度演算が行
えない。その結果，速度制御精度が悪化し回転むらが生じ

る。

  FRENIC-VGでは，新たなパルス変化の検出機能を専
用 LSIに搭載し，速度の演算アルゴリズムを改良するこ

とで低速域での速度演算精度を高めた。

  制御周期内にパルスの変化が減少する速度域では，パル

スの変化点から次の変化点までに要する時間とその測定値
から速度演算を行う。制御周期内にパルスの変化が全くな

い状態が継続する極低速域では，前回の速度演算値から速
度を推定する。この方式により，高分解能の PGを使用し

なくても，低速域の速度制御性能が改善し，従来機種に対
して回転むらを約 1/3に抑制している（図2）。

  ⑶　速度センサレスベクトル制御
  速度センサ付きベクトル制御は，高応答，高精度といっ

た優れた性能を持っている反面，モータへの PGの取付け

や配線などが必要である。

  速度センサレスベクトル制御方式は，PGを使用せず，

モータ端子電圧や電流，モータ電気定数からモータ速度を

演算して制御する方式である。

  FRENIC-VGでは演算周期の高速化に加え，モータ電
圧の検出回路を改良して 3 相分を検出できるようにし，さ

らに検出分解能を改善し，速度制御範囲の拡大と低速域の

トルク特性の向上を図った（図3）。

  ⑷　多重化システム
⑴

  大容量化するには，従来は，複数のインバータを使って

巻線分割を行った多巻線モータを駆動するか，インバー

タの出力をリアクトルで結合する方式が採用されていた。

FRENIC-VGでは，インバータの出力をモータ端子部で

じかに並列接続を行うダイレクトパラ接続方式の実現によ

り，リアクトルや特殊巻線モータの使用を不要とした。こ

の方式では，IGBT（ Insulated Gate Bipolasr Transistor ）
のスイッチングタイミングのばらつきが引き起こす出力電
圧のアンバランスにより，インバータ間で横流が発生する

問題を，高速の横流抑制制御により解決した。また，複数
台のインバータのうち 1 台が故障した場合でも，残りのイ

ンバータにて減機運転ができ，プラント設備など冗長性が

必要な重要設備での適用が期待できる（図4）。

  ⑸　｢E-SXバス｣
  FRENIC-VGは通信オプションを搭載することで，統

合コントローラ ｢MICREX-SX SPH3000MM｣ で採用し

ている ｢E-SXバス｣ への接続を可能にした。

  E-SXバスは，バス通信の高速化（最速 250 µsの I/
Oリフレッシュ）と，バスに接続する機器のタスク周
期の同期を合わせる新バス制御方式を実現したことで，

MICREX-SX SPH3000MMの統括制御性能を向上できる。

この新バス通信仕様は，データ入出力タイミングを＋－ 1 µs
の精度で同期を合わせるものである。

  FRENIC-VGでは，この E-SXバスに対応するため

に，通信ソフトウェアの高速演算化と通信 LSIの改良を

行った。モータのトルク・速度制御などのフィードバッ

ク制御の一部をMICREX-SX SPH3000MMで行うこと

ができ，制御の応用性が広った。さらに，MICREX-SX 
SPH3000MMが，複数の FRENIC-VGを介して複数台の

モータを同期した制御が可能となり，多軸制御を行う印刷

表1　速度応答の比較

製品名称 速度応答

FRENIC-VG 600Hz

FRENIC5000-VG7（前モデル） 105Hz

FRENIC5000-VG5（2世代前モデル） 54Hz

0.5
r/min

（a）「FRENIC-VG」

0.5
r/min

（b）「FRENIC5000-VG7」

図2　回転むらの抑制
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図3　低速域のトルク特性
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機などでは，従来必要とされた複雑なメカ機構の簡略化も

できるようになった。

  ⑹　機能安全対応
  FRENIC-VGは，機能安全規格 IEC 61800-5-2に適合

した STO 機能（EN 端子）を標準装備し，オプションの

機能安全カードを搭載することで，表2に示す安全機能
を付加できる。

図5に機能安全システムの構成を示す。  機能安全システ

ムに共通することは，端子がそれぞれ 2 系統あり，片方の

系統に故障が発生したときでも確実な動作をすることであ

る。また，機能安全カードには二つの CPUを搭載し，互
いの CPUの正常動作を監視する冗長化を行っている。異
常を検出した場合は，モータへの出力を遮断する。

  ⑺　パソコンローダ，トレースバック

  FRENIC-VGはパソコンローダと時計機能を備えてお

り，FRENIC-VGの前面の USBコネクタを経由して接続
したパソコンから，機能コードの設定や参照，運転時の各
種データのモニタおよびトレースができる。

  トレースバックにより，発生日時や，アラーム発生の直
前・直後の各種運転データを内部メモリに保持する。これ

らのデータはパソコンローダで波形表示が可能であり，ア

ラームの要因解析を容易に行うことができる（図6）。

  

FRENIC-VG

インバータ制御回路

相互監視

機能安全カード
（オプション）

ゲートドライブ回路

インバータ主回路

交流電源

R
S
T

U
V
W

CPU
S1

CPU
S2

PWM
信号

STO（EN端子）
PB
PA

STO
SS1 or 
SLS
Restart

SBC
フィード
バック

SBC
出力

モータ PG

/2

/2

/2

/2

/2

図5　機能安全システムの構成

２巻線電動機

PG PGPG

単巻線電動機 単巻線電動機

限流用
リアクトル

10m以上

従来方式「FRENIC5000-VG7」 ダイレクトパラ接続方式「FRENIC-VG」

光通信
オプション

光通信
オプション

光通信
オプション

マスタ スレーブマスタ スレーブ マスタ スレーブ

○横流抑制制御
○三相電流検出

モータ配線を限流リアクトルの代わりに利用
ダイレクトパラ接続２巻線電動機 リアクトル結合

図4　インバータのダイレクトパラ接続方式

表2　安全機能（機能安全規格：IEC61800-5-2）

レベル 機　能

STO：Safe Torque Off 出力遮断し，モータをフリーラン状態
にする

SS1：Safe Stop 1 モータを減速させ，指定した条件で出
力遮断する

SLS：Safely Limited Speed モータ速度が指定速度を超えないよう
にする

SBC：Safe Brake Control モータブレーキを制御するための信号
を出力する

図6　トレースバック



富士時報　2012 Vol.85 No.3

高性能ベクトル制御形インバータ ｢FRENIC-VG｣

特
集

　
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
機
器

202（20）

  3　適用事例
  
  FRENIC-VGの伸線機およびクレーンへの適用事例を

紹介する。

  
  3.1　伸線機への適用

  金属加工機械の一つである伸線機は，鉄線などの線材を

巻取釜で引っ張り，ダイスを通すことにより線径を細く加
工する。加工を終えた線材は巻取機にて巻き取ることがで

きる。伸線機では速度制御と巻取機の張力制御が重要であ

る。

  ⑴　伸線機の概要
  線材で線径の加工量が多い場合には，一度の加工では線

材が破断するため，複数の伸線機を介し徐々に線材を細く

加工する。10 台程度の伸線機を用いて連続的に加工する

こともある。また，各伸線機間で線材の張力が干渉しない

ように，ダンサロールを設けている。ダンサロールは上下
（機械の構成によっては左右）に移動することができ，適
度な張力で各伸線機間の線材の弛（たる）みを設けている。

しかし，太物線材などは容易に伸線機へセットすることが

できないため，各伸線機間にはダンサロールを用いないス

トレート伸線機が必要となる。

  ⑵　システム構成
  図7にストレート伸線機のシステム構成例を示す。伸線

機の主な構成は，線材を加工するダイスと線材を引っ張る

巻取釜からなる。線材の加工量に応じて複数台の伸線機で

加工し，最終段は巻取機にて線材を巻き取る。巻取機にト

ラバース
〈注〉

が付けられている場合，トラバースの動作によ

る外乱から巻取機に張力変動が発生する。マスタ伸線機と

巻取機間にダンサロールを設けて，マスタ伸線機と巻取機
間の干渉を防いでいる。

  ⒜　伸線機の制御
  マスタ伸線機は，ライン速度設定器からの速度指令に

ソフトスタート・ストップ回路から出力されたライン速
度指令で速度制御を行う。ソフトスタート・ストップ回
路は，加減速に時間勾配を持たせるものである。

  張力演算回路は，各インバータからのトルク信号より

張力を検出し，各伸線機間の張力バランスが安定するよ

うに制御を行って，線材に適正な張力を掛けるものであ

る。速度補正回路は，線材がダイスを通過して線径が細
くなった線速度変化分の補正を行うものである。その他
の伸線機は，この張力演算回路と速度補正回路で張力制
御を行う。

  ⒝　巻取機の制御
  巻取機とマスタ伸線機の間にあるダンサロールによっ

て張力制御を行う。なお，巻取径変化分による速度変化
は巻取径演算回路により速度補正を行う。また，巻取径
演算は，ライン速度指令と巻取機モータの実速度（PG
にて検出）により，現在の巻取径の演算を行っている。

  ⑶　FRENIC-VG適用の利点
  FRENIC-VGをストレート伸線機に使用した場合の利

点を述べる。

  ⒜　最適な張力の実現
   張力制御に必要なトルク精度とトルクリップル  を  従来
機に比べ  て  向上  させ，  PLC  からの制御を E-SXバスに

よ  り  通信の高速化  を  図  った。  これにより，線材に適した

張力制御が可能となり，線材の断線・弛みなどを低減し，

さらにライン速度を高速化しても安定した運転ができる

ようになった。また，低速度域の回転むらも改善できる

ため，線材が細く巻取径の比率（最小巻径：最大巻径）

が大きい場合にも対応できるようになった。 
  ⒝　巻取機の制動回路の小型化
  巻取機にトラバースを付けた場合には外乱が発生

し，周期的に制動モードとなり回生電力が発生する。

FRENIC-VGでは，標準で装備している直流コモンバ

ス接続端子で，巻取機用と伸線機用インバータの直流段
回路を接続し，巻取機の回生電力を伸線機で処理できる。

そのため，制動回路なしで巻取機を小型化できる。さら

に，断線時などの緊急停止時の制動回路（制動抵抗器の

駆動回路）も標準で装備している（200V 用：55 kW以
下，400V160 kW以下）。

  
  3.2　クレーンへの適用

⑵

  製造工場および港湾などで使用されているクレーンの大
型化に伴い，搭載される駆動装置も大容量化している。ま

た，インバータは故障した場合でも，早期の復旧が求めら

れている。

  ⑴　クレーンの概要
  クレーンは，つり荷重を昇降させる主巻装置，主巻装置

を左右に移動させる横行装置，クレーン本体を前後に移動
させる走行装置，ブームを上下させる起伏装置からなる。

  ⑵　クレーンのシステム構成

〈注〉  トラバース：巻取機の 1か所に線材が片寄って巻き取らないよ

うに線材を振り分ける装置である。

伸線機

巻取釜 巻取釜 巻取釜
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回路

PG IM
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PG IM
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ダイスダイス

マスタ伸線機 巻取機
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図7　ストレート伸線機のシステム構成例
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  コンテナ船から積み荷であるコンテナを荷役する港湾
用キーサイドクレーンの機械構成を次に述べる。主巻装
置は，運転パターンの約半分が制動モードである。また，

高調波電流対応のため電源部には PWM（Pulse Width 
Modulation）コンバータを設けている。

  ⒜　主巻用インバータ

  コンテナなどの荷物を昇降させる主巻では，主巻と走
行の同時運転がないため，主巻モータと走行モータを切
り替えて制御する。主巻モータを駆動しているときは，

コンテナを昇降するために保持トルクや起動トルクが必
要なので，速度センサ付きベクトル制御にて運転を行う。

主巻装置は定格容量での運転は少なく，定格荷重より軽
い荷重での運転が多い。そこで荷重に応じた速度域で使
用する応荷重制御を行い，操業の効率化を図る。

  ⒝　横行用インバータ

  横方向に水平移動をする横行では，主巻と横行の同時
運転があるので，横行も速度の応答性が求められること

から速度センサ付きベクトル制御にて運転を行う。

  ⒞　起伏用インバータ

  カンチレバーなどの取付部を中心に上下させる起伏で

は，起伏と走行の同時運転はないので，主巻用と同じく

モータ切替制御を行う。また，起伏速度が低いため，速
度センサレスベクトル制御を使用する場合もある。

  ⒟　走行用インバータ

  複数台の小容量モータを同時に駆動するため，V/f 制
御で運転を行う。

  ⑶　FRENIC-VG適用の利点
  ⒜　通常駆動インバータとバックアップインバータの併
用化，電気設備の低コスト化の実現
  主巻装置は，FRENIC-VGのダイレクトパラ接続を

採用したので単巻モータを使用でき，電気設備の低コス

ト化が実現できている。  また，2 台のインバータでモー

タを駆動しているので，1 台のインバータが故障しても

容易に残りのインバータがバックアップとして使用でき

る減機運転を行える利点がある。

  図8は，FRENIC-VGを使用した適用事例である。

  この事例では，INV2は主巻/起伏/走行ならびに横行の

バックアップ，INV3は横行ならびに主巻/走行/起伏の

バックアップが行うことができ，インバータ 1 台が故障
しても復旧交換することなく，故障箇所によっては，ク

レーンの通常操業に支障のない運用が可能である。

  ⒝　大容量対応が可能
  複数のインバータをダイレクトパラ接続方式により接

続することで大容量モータの駆動も可能である。

  ⒞　高起動トルク

  インバータは，200%-3 sの過負荷耐量を持っている

ので，起動頻度が多いクレーンの起動時に要求される高
トルクに対応できる。

  ⒟　応荷重制御
  主巻では，定格荷重より軽い荷重の場合，定格荷重時

よりも許容昇降速度制限値を自動的に高くする応荷重制

御を行っている。荷重の検出は，始動時のトルク電流か

ら荷重推定演算を行う。FRENIC-VGではこれまでの

機種に対しトルクリップルと応答性が改善したため，荷
重推定演算の精度が向上し，許容昇降速度制限値が高く

なって操業の効率アップを図ることができる。

  ⒠　ブレーキ釈放・投入シーケンス演算の機能改善
  ブレーキ釈放・投入時のシーケンス処理では，釈放側

や投入側を個別調整できる機能を付加した。その結果，

ブレーキの調整時間が短縮でき，荷物の振れをさらに抑
えることができる。

  

  4　あとがき
  
  このたび商品化した高性能ベクトル制御形インバータ

｢FRENIC-VG｣ の主な特徴と応用例について紹介した。

FRENIC-VGは，さらなる分野拡大として，主に大規模
プラントにて必要とされる直流配電方式のスタックタイプ

インバータのラインアップを計画している。大規模プラン

トに必要な高容量モータ駆動や冗長性などの技術課題は，

ダイレクトパラ接続方式によって解決する。

  今後も，FRENIC-VGの機能拡充を進め，サーボシス

テムや大規模プラントなど，適用分野を拡大させていく所
存である。

  
  参考文献
  ⑴　廣瀬順ほか. エネルギー・環境を支えるパワーエレクトロ

ニクス機器. 富士時報. 2012, vol.85, no.1, p.32-37.

  ⑵　辻原弘ほか.「FRENIC5000VG7S/MG5」の運搬機械への

適用例. 富士時報. 2001, vol.74, no.7, p.400-404. 
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図8　キーサイドクレ－ンへの適用事例
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  1　まえがき
  
   電動機は，社会生活や産業活動に欠かせないキーコン

ポーネントである。空調用ファン・コンプレッサ，送風用
ファン，水道用ポンプ，エレベータなどのインフラ設備や，

工作機械，印刷機，クレーン  など  の各種産業機械の動力源
など  さまざまな装置やシステムで使用されている  。世界的
に省エネ  ルギー（省エネ）や   CO  2  削減など環境保護の施
策が行われ  ている中で  ，  電動機  の高効率化  は  重要  である。 
   永 久 磁 石 形 電 動 機 の 一 種 で  あ る   IPM  （  Interior 
Permanent Magnet  ）モータは，  非常に優れたモータ効率
特性を持つ  。ただし，  一般的な電動機の  よう  に商用電源を

接続しただけでは駆動することができず，パワ  ー  エレ  クト

ロニクス（パワエレ）  機器  の  インバータと組み合わせ  て  初
めて  駆動でき  る  電動機である。後述する  ように  ，  最適な用
途に  “  高効率 IPMモータ  ”  を適用すれば，電動機単体の

エネルギー消費量  の  低減に加え，インバータによる可変速
制御により，  さらなる  省エネ効果を得ることができる。高
効率 IPMモータとパワエレ機器を導入することに  よって

  大きな効果が得られる用途を的確に見極めて適用すること

が非常に重要である。 
   本稿では，電動機の高効率化に関する代表  的な  技術  と，

  高効率 IPMモータ  「GNSシリーズ」「GNPシリーズ」  に
ついて紹介する。 
  

  2　電動機の電力消費量
  
  1997 年に地球温暖化防止の ｢京都議定書｣ が採択され，

温室効果ガスの排出量を削減することが世界的な約束に

なった。以降，産業機器分野での電力消費量削減の取組み

が本格的に始まった。特に日本国内においては，2010 年

に ｢エネルギーの使用の合理化に関する法律｣（省エネ法）

が改正され，“工場におけるエネルギーの使用の合理化に

関する事業者の判定基準”が告知され，事業者単位でエネ

ルギー使用の合理化に努める義務が課せられるようになっ

た。

  全世界で 20 兆 kWhの電力が消費されており
⑴

，約 40%
が電動機を介して消費されている

⑵

（図1）。仮に，電動機
の効率を 1% 向上させれば，全世界の電力消費量を 800
億 kWh，CO 2 排出量を 3,200 万 t 削減できる。工場では，

ファン・ポンプの駆動や機器の移動などに使用される電動
機を介した電力消費量が相当な割合を占めている。

  電動機の電力消費量を削減するため，米国で 2010 年 12
月 19 日に IE3プレミアム効率のモータ適用の義務化が始
まり，欧州においても 2015 年に適用の義務化を決めてい

る。日本をはじめさまざまな国々で義務化を検討または計
画しており，電動機単体の効率規制に向けた取組みが進め

られている。

  

    高効率 IPMモータ ｢GNSシリーズ｣ ｢GNPシリーズ｣

  廣瀬　英男  HIROSE Hideo 中園　　仁  NAKAZONO Hitoshi

  GNS & GNP Series of High-Effi ciency IPM Motors

  近年，地球規模で資源需要の急増とエネルギー使用量の削減が問題となっている。富士電機はそれらの問題を解決するた

めに発生損失の低減を極限まで追求した高効率 IPMモータ「GNSシリーズ」「GNPシリーズ」を開発した。

電動機の高効率化に加え，インバータなどのパワーエレクトロニクス機器との組合せによる回転速度制御の実施により，

ファン・ポンプ用途において大幅な電力消費量が削減できる。また，既に使用している電動機からの置換えのしやすさや軸
受交換のしやすさも考慮しており，省エネルギー関連の需要を喚起している。

  Attempting to reduce energy use, as well as rapid resource demands rise, has been a problem worldwide in recent years. To solve 
this problem, Fuji Electric developed the GNS and GNP series of high- effi  ciency IPM (interior permanent magnet) motors, which quest the 
ultimate reduction of generated loss.

In addition to increased effi  ciency of electric motors, these motors can greatly reduce power consumption in fan and pump applications 
through implementing revolution speed control by combining with power electronic devices such as inverters. In addition, their design consid-
ers ease of replacement from electric motors already in use and ease of exchanging bearings, arousing demands for energy reduction.

電動機
40%

家庭用
電気製品

照明器具

電子系家庭用
電気製品

抵抗加熱

車両・鉄道
電気化学

その他

（出典：Motor Systems Annex   IEA ExCo Meeting in Paris）
⑵

図1　全世界の電力消費の内訳
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  3　電動機の高効率化の手法
  
   図2に   IPMモータ  の  構造  断面図を示す。電動機の各部

で損失が発生しており，  それらを低減させる手法について

紹介する。 

3.1　一般的な手法

  ⑴　銅損の低減
  銅損は，電動機の巻線の電気抵抗と電流によるジュール

損失のことであり，抵抗値に比例する。固定子スロットの

形状の最適化や巻線の充塡率を向上させて導体の断面積を

増やすことにより，電気抵抗を小さくし，銅損を低減させ

ている。

  ⑵　鉄損の低減
  鉄損は，鉄心内の磁束の変化によって発生する渦電流損

とヒステリシス損の和である。鉄心内の磁束の変化を少な

くするために磁束密度を低く設計したり，材料自体の鉄損
を減少させるために板厚の薄い電磁鋼板や鉄損の少ない高
グレードな電磁鋼板を採用したりする。

  また，鉄心各部に応力が加わることでも損失が増大する

ため，応力を緩和させることも重要である。例えば，電磁
鋼板をプレス型にて打ち抜く際に発生する打ち抜きひずみ

によって材料の鉄損が増加するが，ひずみ取焼鈍をするこ

とにより本来の磁気特性に回復させることで損失の増加を

防ぐことができる。

  鉄損は電動機の損失の約 40%を占めており，設計時点
における発生損失の高精度算出が重要である。鉄損の算出
は，従来，交番磁界であるとの前提の基に数値計算を行っ

てきた。しかしながら，実際には電動機内部では交番磁界
だけでなく回転磁界も発生しており，従来の方法では回転
磁界による影響を考慮できていなかった。現在では，算
定精度向上のため，有限要素法を用いるなど回転磁界によ

る損失も考慮することにより，高精度算出を実施している。

銅損とのバランスも考慮し，極数・巻線方式・スロット

数・鉄心形状の最適化を図り，高効率化を実現している。

  ⑶　永久磁石の使用
  誘導電動機がアルミニウムや銅などの 2 次側導体に誘導

電流を流して回転子側の磁束を作るのに対し，永久磁石形
電動機は回転子に永久磁石を使用しているため磁束を作る

ための電流が不要であり，回転子側の損失が非常に少ない。

このため，永久磁石形電動機は誘導電動機に比べて高効率
にすることが可能である。

  また，発熱が少ないため放熱面積を小さくでき，電動機
の小型・軽量化が可能である。

  ⑷　各部で発生する渦電流損の低減
  PWM（Pulse Width Modulation）インバータで駆動す

ると電動機の電流にキャリア周波数成分の高調波電流が含
まれるため，電動機の内部で不要な渦電流が発生し，損失
となる場合がある。

  永久磁石形電動機には，強力な磁場を発生できるネオジ

ム磁石がよく用いられる。ネオジム磁石は導電率が高いと

いう特徴があり，磁石内に渦電流が流れて損失となる。対
策として，永久磁石に鎖交する高調波磁束を低減させるこ

とが挙げられる。また，コイルに発生した磁束が電動機の

フレーム・シールドなどの部材に漏れることにより，渦電
流が発生して損失となる。対策として，電動機を構成する

部品は固定子コイルから適度な距離を確保する必要がある。

  ⑸　電動機の冷却ファンによる損失の低減
  電動機には冷却ファンが付いており，その回転による機
械損は電動機の損失に含まれる。そこで，ファンによる冷
却は必要最低限にするため，設計段階でモータの温度の高
精度算出を行う必要がある。

3.2　富士電機の取組み

  富士電機では，全閉外扇形電動機などの一般的な電動機
であれば，流体回路網計算で風速を算出したのち，熱回路
網計算で各部の温度を算出する熱流体回路網法を採用し，

高精度な熱設計を行っている。

  また，自然対流などを考慮する必要があるときには，熱
流体解析を用いる場合もある（図3）。熱流体回路網法，

熱流体解析ともに，異なる部品の接触抵抗などの単純に解
析できない部分をどのように熱抵抗として定義するかが重
要であり，実験などによる基礎データの蓄積が非常に大切
である。

鉄心（鉄損）

固定子スロット
（銅損）

永久磁石

冷却ファン

図2　IPMモータの構造断面図

低

高
温度

図3　電動機の熱流体解析例
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  4　高効率 IPMモータの特徴
  
  高効率 IPMモータは，3章で述べたさまざまな高効率

化の手法に加えて，効率向上に特化した開発により，非常
に高い電動機効率を実現している。IE4を超える効率を持
つ ｢GNSシリーズ｣ は出力範囲で 11〜 160 kWを標準で

ラインアップし，IE4レベルの効率を持つ ｢GNPシリー

ズ｣ は出力範囲で 5.5〜 90 kWを標準でラインアップした。

  特に GNPシリーズは，電圧について多重定格仕様とし，

国内の 200V 電源でも 400V 電源でも 1 台のモータで対応
できるようにした。5.5〜 90 kWまで全機種を標準在庫と

することにより，即納が可能となった。

  また，従来，誘導電動機よりも小型化した IPMモータ

は，誘導電動機との取合い寸法が異なることが当然であっ

たが，GNSシリーズ，GNPシリーズいずれも，これを同
一とし，既に使用している誘導電動機からの置換えを容易
にしている。

  
  4.1　高効率化の実現とその効果

  電動機の効率は IEC 60034-30で規定されている（図4）。

IE1 規格値は汎用誘導電動機のレベルであり，IE2 規格値
は高効率誘導電動機の EPAct 相当のレベルである。

  さらに，IE3，IE4といった従来の EPActを上回る規格
値が制定されている。GNSシリーズは効率規格の最高レ

ベルである IE4 規格値を上回っており，一般に使用され

ている誘導電動機（IE1レベル）より 8.5〜 3ポイント向
上している。また，IE3レベルより 2〜 1ポイント向上し

ている。

  定格出力 75 kWの ｢GNS｣ と誘導電動機の効率の測定
結果について，定格負荷時の削減効果を表1⒜に，実使用
に近い負荷率 50%時の削減効果を表1⒝に示す。効率は，

定格負荷では 4.1ポイント向上し，負荷率 50% 時におい

ても 5ポイント向上している。

  高効率化による消費電力量，電気料金および CO 2 排出

量の削減効果は表1に示すとおりである。

  
  4.2　保守性

  電動機は，消耗品である軸受の交換が必要である。誘導
電動機の場合は，直結側および非直結側ブラケットを取り

外し，回転子を引き抜いて軸受交換ができるため，現地で

の交換作業が可能である。

  一方，永久磁石形電動機の場合は磁力があるため，現地
で回転子を引き抜くことは実質的に困難であり，電動機を

メーカーに返却して軸受交換を行うのが一般的である。こ

れに対し GNSシリーズおよび GNPシリーズは，両側ブ

ラケットを取り外すだけで軸受交換が可能な構造にしてい

るため，現地での軸受交換が可能であり，保守性が向上し

ている。

  
  4.3　設置工事の容易性

  永久磁石形電動機は，誘導電動機よりも小型・軽量で

あることが一般的である。しかし，GNSシリーズおよび

GNPシリーズはあえて小型化せず，取付け寸法は誘導電
動機と互換性を持たせた。これにより，既存設備への電動
機の交換作業を容易にし，省エネルギー関連の需要を喚起
している。

  

  5　インバータ駆動による省エネルギー効果
  
  始動巻線を持たない永久磁石形電動機は，インバータと

組み合わせて運転する必要がある。そこで，インバータで

電動機の回転速度を自由に変更できることを生かし，羽根
の回転による遠心力を利用するタイプのファン・ポンプに

適用し，回転速度の変更で流量を調整するようにすること

88

86

84

82
2.2 5.5 18.511 30 45 75 110 160

定格出力（kW）

GNSシリーズ
IE4規格値
IE3規格値
IE2規格値
IE1規格値

98

96

94

92

90

モ
ー
タ
効
率
（
%
）

図4　電動機の効率規格値

表1　 「GNS」による削減効果
（a）定格負荷，1,465min－1 時

誘導電動機 高効率
IPMモータ 削減効果

出力（kW） 75 75

電動機効率（%） 93.2 97.3 4.1ポイント
向上

消費電力量（kWh） 704,900 675,200 29,700

電気料金（千円） 8,459 8,103 356

CO2 排出量（t） 282.0 270.1 11.9

（b）負荷率50%，1,480min－1 時

誘導電動機 高効率
IPMモータ 削減効果

出力（kW） 37.5 37.5

電動機効率（%） 91.9 96.9 5ポイント
向上

消費電力量（kWh） 357,400 339,000 18,400

電気料金（千円） 4,289 4,068 221

CO2 排出量（t） 143.0 135.6 7.4

算出条件
　運転時間 8,760時間（1年間連続）
　電気料金単価 12円/kWh
　CO2 排出換算値 0.4 kg/kWh
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により，さらなる省エネ効果が得られる。

   
 5.1　羽根の遠心力を利用する流体機器への適用

  流体系の動力（W）は以下の式で表すことができる。

  
  　
動力（W）=圧力（N/m 2 ）×流量（m 3 /s）  …………… ⑴

      羽根の遠心力を使って水や空気などの流体を送り出す流
体機器の場合，圧力は羽根の遠心力に比例する。

  一般的には，羽根の遠心力を利用する流体機器の場合
  質量m，半径 r，角速度ωとすると，遠心力はmrω 2 と
表すことができ，圧力は角速度すなわち回転速度の 2 乗に

比例する。

  
  　
圧力∝回転速度  2    …………………………………… ⑵

    また，流量は羽根が回転して流体を押し出しているので，

回転速度に比例する。

  
  　
流量∝回転速度  ……………………………………… ⑶

      式⑴に示すように，動力は圧力と流量の積であり，羽根
の遠心力を利用する流体機器の場合，流体機器の動力すな

わち消費電力は，電動機の回転速度の 3 乗に比例する。

  

  　
消費電力∝回転速度  3    ……………………………… ⑷

    回転速度を 1/2にすると，流量は 1/2となり，圧力
は（1/2） 2 =1/4，消費電力は（1/2） 3 =1/8 となる。ただ

し，圧力は回転速度の 2 乗に比例するので，水のくみ上げ，

ウォータージェットマシンなど，圧力を必要とする用途で

は，あまり回転速度を下げることができず，効果が得られ

ない場合がある。表3と図5に，これらの関係とその効
果（理論値）を示す。

  なお，インバータを使用せず，誘導電動機を商用電源で

駆動したときの回転速度・流量・圧力，電力を 100%とし

て表現している。

  
  5.2　測定事例と効果

  富士電機の鈴鹿工場内に 75 kWの誘導電動機と，75 kW
の高効率 IPMモータ ｢GNS｣ を並べて同時に運転し，イ

ンバータ入力電力を測定できる実験設備を保有している。

  表4に，設備を使って 80% 流量を想定した社内試験を

行った結果を示す。

  高効率 IPMモータ ｢GNS｣ の回転速度を 1,422min －1

 （1,778min －1 × 0.8）として消費電力を比較すると，誘導
電動機の商用電源駆動と比較し，31.9 kWもの電力を削減
できる。

  

  6　あとがき
  
  電動機の高効率化に関する代表的な技術と，高効率

IPMモータ ｢GNSシリーズ｣ ｢GNPシリーズ｣ について

述べた。特に，永久磁石の技術革新はわが国で歴史があり，

世界的に見ても非常に進んでいる分野である。また，イン

バータドライブ技術も同様に得意とする技術分野である。

この永久磁石とインバータドライブを組み合わせた永久磁
石形電動機システムは，日本が先行している技術分野であ

り，その中でも富士電機は高い技術力でソリューションを

提案している。

  省エネルギーや CO 2 削減，環境保護という世界的な課
題に対して，電動機の高効率化への期待はさらに高くなっ

てきており，サプライヤーとして，さらにはお客さまの製
品の価値向上をともに進めるパートナーとして，期待に応
えるための技術の高度化を推進していく所存である。

  

表3　羽根の遠心力を利用する流体機器での省エネ効果

回転速度
（%）

流　量
（%）

圧　力
（%）

インバータ
速度制御時
電力 *1 （%）

電力増減 *2

（ポイント）

100 100 100 105 5

90 90 81 77 －18

80 80 64 54 －36

70 70 49 36 －49

60 60 36 23 －57

＊1： インバータ効率を95%と仮定し，インバータ追加による電力増加を5%と仮
定した。

＊2： ダンパ開度50～100%での流量調整に対する電力増減を示す。

80

60

40

0

20

60 70 80 90 100
流量（回転速度）（%）

ダンパ開度制御時電力 ＊2

インバータ速度制御時電力 ＊1
電力増減

100

電
力
（
%
）

120

＊1：インバータ効率を９5％と仮定し，インバータ追加による電力増加
　　　を５％と仮定した。
＊2：ダンパ開度５０～100％での流量調整に対する電力を示す。

図5　羽根の遠心力を利用する流体機器での省エネ効果

表4　80％流量を想定した社内試験結果

誘導
電動機 *1

高効率
IPMモータ *2 削減効果

流量（%） 80 80 ―

回転速度（min－1） 1,778 1,422 ―

入力電力（kW） 73.1 41.2 31.9

＊1： 誘導電動機は商用電源による運転であり，バルブ開度による流量調整を想定
した。

＊2： 高効率IPMモータはインバータ速度制御による流量調整を，入力電力はイン
バータ入力電力を示す。
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  1　まえがき
  
   鉄鋼・非鉄の圧延主機や，大型ブロワ・コンプレッサな

どの駆動に使用される高圧インバータは，設備の大規模化
と設置面積の狭小化のため，大容量化と盤寸法の小型化に

対する要求が高まっている。 
   本稿では，これらの要求に同時に応える水冷大容量高圧

インバータ「FRENIC4800VM5」とその適用事例を紹介
する。 
  

  2　水冷大容量高圧インバータ
  
  高圧インバータの大容量化と 盤寸法の 小型化を 同時に 実

現するには，大電流を制御することに伴う変換装置 の 損失
熱 による温度上昇を放熱によって抑えることが必要 である。

   近 年，  IGBT（ Insulated Gate Bipolar Transistor） モ
ジュール は高圧かつ大容量化が進んでおり，従来は平型素
子を使用していた 高圧の 範囲のインバータを低損失なモ

ジュールで構成できるようになってきた。

FRENIC4800VM5の盤外観を図1に，電気仕様を表1

に示す。

  富士電機は，FRENIC4800VM5を製品化するに当たり，

変換回路から発生する損失熱による温度上昇を抑えるため

高圧 IGBTモジュールの水冷方式を採用した。この方式は

従来の空冷式よりも大幅に冷却効率が向上している。この

製品は，高圧インバータの大容量化と盤寸法の小型化に加
え，鉄鋼・非鉄圧延主機に必要な高機能も搭載している。

特徴を次に示す。

  ⑴　当社従来比 2.4 倍の大容量出力
⑴

  ™  単機 容量  6.2MVA，最大 容量  4 多重 24.8MVAまで構
成可能（過負荷耐量 150%　1分間）

  ⑵　 当社従来比 1/3の コンパクトな盤外形寸法
⑴

  ™  単機 6.2MVA
  ™  W2,800×D1,650×H2,400（mm） （水冷装置を除く） 

  ⑶ コンバータ，インバータとも 3レベル PWM制御を採
用

    水冷大容量高圧インバータ ｢FRENIC4800VM5｣

  木谷　昌史  MOKUTANI Masa fumi 花澤　昌彦  HANAZAWA Masahiko 安達　昭夫  ADACHI Akio

  FRENIC4800VM5, a Water-Cooled High Capacity, High Voltage Inverter

  鉄鋼・非鉄圧延主機や，大型ブロワ・コンプレッサなどの駆動用として使用される高圧インバータは，設備の大規模化
に伴い，大容量化と盤寸法の小型化が要求されている。富士電機では，それらの要求に対応するため水冷技術と小型化技術
を研究している。解析と実験での検討を積み重ねて，水冷技術による冷却性能と信頼性の向上を図り，水冷大容量高圧イン

バータ「FRENIC4800VM5」を製品化した。当社従来比 2.4 倍の大容量出力と，当社従来比 1/3のコンパクトな盤外形寸法
を実現している。

  High-voltage inverters used to drive main rolling mills for steel and non-ferrous metal materials, large blowers and compressors are 
seeing increased demands for higher capacities and reduced size of board dimensions as facilities increase in scale. Fuji Electric is conducting 
researches in the water cooling and miniaturization technologies needed to meet these requests. Through repeated analysis and testing, we 
aimed to improve cooling performance and reliability through water cooling technology and as a result released the FRENIC4800VM5, a 
water-cooled, high-capacity, and high-voltage inverter, which has 2.4 times more output capacity and 1/3 smaller panel dimension compared to 
our previous models.

図1　「FRENIC4800VM5」の盤

表1　「FRENIC4800VM5」の電気仕様

項　目 仕　様

構成（多重） 単　機 2多重 3多重 4多重

コンバータ容量（MW） 5.2 10.4 15.6 20.8

インバータ容量（MVA） 6.2 12.4 18.6 24.8

電　圧 入力3kV 3φ 50/60Hz，出力3.1kV

過負荷耐量 150%　1分間

駆動電動機 誘導機，同期機
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  ™  フル回生の 4 象限運転 が 可能
  ™  電源力率≒ 1

  ⑷　各種伝送方式に対応
  PROFIBUS-DP，SXバス，Tリンクなど

  ⑸　高速パルストレース機能を搭載
  ™  µsオーダーの時間分解能でインバータのゲート出力
指令信号と IGBTのオン－オフ状態信号を採取・保存

  ™  不具合発生時の迅速な原因解析が可能
  

    3　水冷技術
  
  高圧インバータを含む大容量パワーエレクトロニクス

（パワエレ）機器では，小型，軽量，低価格の要求が極め

て高い。この要求に対応するため，高性能で高信頼の水冷
技術を構築し，製品設計を進めている。

  これまで解析と実験での検討を積み重ねて，冷却性能と

信頼性の向上を図っている。水冷技術の主なポイントは次
のとおりである。

  ⒜　高性能なヒートシンク

  ⒝　分流バランスの良い冷却配管
  ⒞　シンプルな盤内冷却構造
  ⒟　十分な寿命と耐食性を持つ水冷ヒートシンク

  
  3.1　ヒートシンク設計

  水冷大容量高圧インバータでは，定格出力で約 100 kW
の損失，すなわち熱が発生する。主回路のパワーデバイス

では，約 1cm角の半導体チップに 100Wレベルの発熱が

生じる。高密度発熱をパワーデバイスと冷却水間の低い温
度差でも冷却できる高性能な水冷ヒートシンクが必要であ

り，次の工夫を行った。

  ⒜　接液面積を拡大するため，峡流路を並列配置した内
部フィン構造を採用

  ⒝　乱流による熱伝達促進を促進するため，流れ方向を

分割した内部フィン構造を採用
  ⒞　並列流路間の流量バランスを均一化するため，垂直
流入ヘッダ構造を採用
  図2に水冷ヒートシンクの内部流速分布を，図3に表面
温度分布を示す。これらから分かるように良好な冷却性能
が得られている。

  
  3.2　冷却配管設計

  水冷大容量高圧インバータでは，図4に示す冷却配管
の構成が一般的である。ポンプ，タンク，流量調整バルブ，

イオン交換器および屋外水冷装置との熱交換器などの水冷
装置と，インバータ盤とコンバータ盤を構成する複数のパ

ワースタックに多数設置される水冷ヒートシンクを接続し

た並列配管により構成する。

  水冷大容量高圧インバータでは，水冷ヒートシンクを合
計 30 個並列に接続しても，冷却水の分流バランスがとれ

るように主管，分岐管，枝管など配管形状の適切な組合せ

を工夫する必要がある。

  そこで，多くの構成部品と各種配管の組合せとなる冷却
配管各部の流量や圧力損失を精度良く設計するため，管路
抵抗網法を適用し高精度な設計を行った。

  図5に，水冷ヒートシンクを 6 並列に構成した場合の管
路抵抗網の解析モデル例を示す。主管内径と分岐管内径の

適切な組合せで流量のアンバランスを約 5%以内に抑えた

ことにより，ヒートシンク流路ごとのバルブ調整が不要に図2　水冷ヒートシンクの内部流速分布

流速

図3　水冷ヒートシンクの表面温度分布

コンバータ盤

インバータ盤

水冷装置（屋外）

水冷装置（屋内）

クーリング
タワー

イオン交換器

図4　冷却配管の構成

温度

高

高

低

低
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なった。また，実機配管でノード数が数百規模でも数秒以
内で計算結果が得られることから，使用する配管径・長さ，

ヒートシンク，継手類の形状に関する比較計算が極めて短
時間になり，圧力損失の最小化などの検討が精度良く机上
で行えるようになった。

  
  3.3　盤内冷却構造設計

  大容量パワエレ機器においては，パワーデバイス以外に

リアクトル，コンデンサ，コンタクタ，制御装置などの発
熱部品を高密度に組み込むため，効果的な盤内冷却が必要
となる。部品形状や発熱密度によって異なるが，水冷ある

いは空冷による冷却を行う。

  図6に，パワースタック部のコンデンサやリアクトルお

よび制御装置の冷却の様子を示す。水冷の熱交換器で冷却
した空気を盤内に循環させることで冷却を行う空冷方式を

採用している。部品配置や仕切板設置などを最適化したシ

ンプルな構造のファン送風経路で，盤内の気流循環がバラ

ンス良く行えるようにした。

    3.4　耐食性評価と寿命設計

  銅，アルミニウムと 2 種類の水について耐食性評価を実

施し，寿命設計の検討を行った。

  耐食性評価では，銅と脱イオン水，アルミニウムと脱イ

オン水，アルミニウムと不凍液を組み合せた循環流水試験
を約 5,000 時間実施し，サンプルの表面（図7）と断面の

観察および減肉量の測定により，次の知見を得た。

  ⒜　接液面には不動態皮膜が形成される。

  ⒝　試験初期に質量減少（腐食進行）するが，約 500 時
間以降ではほぼ変化がなくなる。

  ⒞　流速 1〜 3m/sでは，局部腐食は発生しない。

  これらを基に，寿命設計方法をまとめた。図8に概要を

示す。この他に，材質および水質管理基準を別途定めてい

る。

  

  4　高圧・大容量化・小型化技術
  

  4.1　高圧・大容量化技術

  水冷大容量高圧インバータでは，図9に示す NPC
（Neutral Point Clamped）3レベル変換回路の回路構成を

採用し，出力電圧の高圧化と高調波の低減を図っている。

主回路素子には，高圧・大電流化が進む高圧モジュール型
IGBT素子を採用し，構造の簡素化と組立の容易化を図っ

ている。また，IGBTモジュールを並列接続すること，お

よび3章で紹介した水冷化技術によって，単機容量として

当社従来比 2.4 倍の 6.2MVA（3.1 kV）の高圧・大容量化
を実現している。

変換装置盤

入出力盤

盤内熱交換器

気流分布
低 高

低 高
温度分布

（a）盤内構成 （b）解析結果

パワースタック

リアクトル

図6　盤内冷却構造設計

主管（入口）

主管（出口）

60L/min

60L/min

分岐管

分岐管

ヒートシンク
（6並列）

9.9L/min 10.0L/min 10.1L/min

9.9L/min 10.0L/min 10.1L/min

図5　管路抵抗網の解析モデル例

完了

耐用年数

耐食性試験結果

各部の減肉量

規定肉厚

皮膜形成

各部の減肉速度

水冷装置条件
（配管形状，
　通水条件）

エロージョン・
コロージョンの

発生
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なし

あり

○強度保持
○冷却性能維持

OK

図8　耐食性評価と寿命設計方法の概要

（a）流速：1m/s （b）流速：3m/s

図7　 アルミニウムと脱イオン水の耐食評価後の表面状態
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  4.2　小型化技術

  電流遮断時に生じる過渡的な高電圧を抑制するスナバ回
路は，装置の大型化を招く。インダクタンスを低減する

ことができれば，スナバ回路を使用せずに電流遮断時の

IGBTの跳ね上がり電圧を抑制することができる。インダ

クタンスを低減するために，次のような改善を行った。

⒜　IGBTスタック内部の主回路導体と絶縁板に低イン

ダクタンス化が可能なラミネートブスバーを適用した。

⒝　電流の流れる方向が異なる導体を重ね合わせて磁束
を打ち消すことによりインダクタンスを低減した。

⒞　内部インダクタンスが小さい高圧フィルムコンデン

サを直流中間回路に適用した。

⒟　ラミネートブスバーの設計にインダクタンスを算出
するシミュレーションツールを使用し，インダクタン

スの低減と IGBTモジュール間の良好な電流分担を両
立させる最適な導体構造を設計した（図10）。

主回路部の盤を小型化するために IGBTスタックの横幅
を縮める必要があり，次のような改善を行った。

⒜　直流中間回路に使用する高圧フィルムコンデンサを

薄型にした。

⒝　ラミネートブスバー，IGBTモジュール，水冷ヒー

トシンクおよび水冷配管の配置を最適化（特許出願
中）した。

⒞　3章で紹介した水冷技術により，水冷ヒートシンク

流路ごとの調整用バルブを用いずに流量を良好に分担
できるようにした。

これらの改善の結果，主回路 IGBTスタック 3 台を盤幅
1,000mmに収納できた。

  

    5　水冷大容量高圧インバータの適用事例
  
  ツインドライブ 可逆圧延機 への適用事例を 紹介す

る。    この圧延機では，図11 に示すように 2 台の電動機
で上下ロールを個別に駆動する。電動機  に  は  ，  同期電
動機（図12）を採用し，それぞれの電動機を 6.2MVA
の FRENIC4800VM5の 2 多重構成で駆動する（図13）。

FRENIC4800VM5の採用で盤寸法が大幅に小さくなった

電流
大

小

図10　ラミネートブスバーの電流分布シミュレーション結果

3kV AC

400/
440V 
AC

コンバータ インバータ

IM

図9　NPC3レベル変換回路の構成

図11　ツインドライブ電動機レイアウトの例

図12　圧延主機用同期電動機の例

SM

DS DS

TR

インバータ
2×6.2
（MVA）

SM

DS DS

TR

インバータ
2×6.2
（MVA）

図13　ツインドライブ可逆圧延機の単線系統図の例
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ことにより，既存の電気室にインバータ盤を設置できた。 
  

6　  あとがき
  
  水冷大容量高圧インバータ「FRENIC4800VM5」はフ

ル回生が可能なことから，圧延主機だけでなく風洞試験設
備や大型コンベヤなどにおいても活躍が期待できる。これ

らの分野への適用拡大を図っていくとともに，本稿の水冷
技術や大容量化・小型化技術を，他のパワーエレクトロ二
クス機器へ展開していく所存である。
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  ⑴　西郷宏治ほか. 産業・社会ソリューションにおけるドライ
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  1　まえがき
  
  地球温暖化に対処するため，自動車の排ガス規制は

年々厳しくなっている。例えば米国カリフォルニア州の

｢ZEV 法｣ では，販売車両の 10%を無公害車もしくは低
公害車としなければならない。この状況に対応するため，

自動車メーカー各社は，低公害車の開発および市場投入を

加速している。

  2010 年に，電気自動車（EV）の発売もしくは発売計画
の発表が相次ぎ，低公害車すなわち EVの流れが加速した

感がある。国内では，急速充電スポットの設置が加速し，

安心して EVを利用できるインフラ環境が構築されつつあ

る。

  富士電機は，汎用インバータを応用した急速充電器の開
発を行い，市場への参入を果たした。今回，高周波絶縁の

電源ユニットや薄板構造の盤など，新しいコンセプトに基
づいた電気自動車用急速充電器 ｢FRCMシリーズ｣ を開
発した。

  

  2　製品の特徴
  

  ⑴　高周波絶縁の電源ユニット

  従来機種の電源ユニットは，汎用インバータを応用して

いたが，電源高調波の問題や出力容量の拡張性が低いなど

の課題があった。そこで，フロントエンド電源をベースに，

1 台 12.5 kWの電源ユニットを開発した。この電源ユニッ

ト 2 台を並列に接続して，定格出力 25 kWの急速充電器
とした。低圧受電の電源設備に適用可能であり，電源高調
波の問題も解決している。

  ⑵　薄型構造による省設置スペース化
  図1に示す FRCMシリーズは，自動販売機の薄板盤

構造の技術を利用し，質量 210 kgと軽量で，奥行きは一
般的な自動販売機と同じ 480mmの薄形構造である。従
来機種 ｢FRCHシリーズ｣ は，質量 700 kgで奥行きは

700mmであった。急速充電器は，駐車場の隅に設置され

ることが多く，薄形構造によりスペースを有効利用できる。

富士電機の自動販売機は，累積 500 万台以上の出荷実績が

あり，耐久性や防犯性能など，不特定多数の人が利用する

製品ノウハウがある。これを本製品に適用している。

  ⑶　ユニバーサルデザインと安全設計
  扉表面には，自動販売機で一般的なユニバーサルデザイ

ン
〈注 1〉

を採用した。また，富士電機の安全設計の考え方を取
り入れ，安全でかつ使いやすい製品とした。

  

    電気自動車用急速充電器 ｢FRCMシリーズ｣

  川浦　正人  KAWAURA Masato 畠中　伸治  HATAKENAKA Shinji 守山　　亨  MORIYAMA Toru

  FRCM Series of EV Quick Chargers

  電気自動車の発売が相次ぎ，国内では急速充電スポットの設置が加速している。富士電機は，汎用インバータを応用した

急速充電器を開発し，市場へ参入した。今回，フロントエンド電源をベースに，電気自動車用急速充電器「FRCMシリー

ズ」を開発した。電源ユニットは，高周波絶縁タイプであり，高調波の問題を解決している。充電器盤は，質量 210 kgと
軽量で，奥行きは一般的な自動販売機と同じ 480mmの薄形構造である。パネルは，ユニバーサルデザインによる設計で使
いやすさを追求するとともに，非常時はハードウェアシーケンスで入力と出力の二重遮断を行う安全設計を取り入れている。

  Electric vehicles are being released one after another, and the high-speed charging spots construction is accelerating in Japan to deal 
with global warming. Fuji Electric developed high-speed charging units that use general-purpose inverters and released them on the market. 
This time, we developed the FRCM series, a quick charger for electric vehicles based on front-end power supplies. The power unit, insulated 
from high-frequency waves, and has solved the problem caused by harmonics. The charger panel is lightweight at 210 kg and its depth is 
480mm, similarly thin as a general vending machine. The panel has a universal design seeking ease of use, and employs safety design using a 
hardware sequence that blocks both input and output to reliably cut the current in emergencies as well.

図1　「FRCMシリーズ」
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  3　電源ユニット
  

  3.1　機能概要と特徴

  ⑴　外観と機能
  電源ユニットの外観を図2に示す。電源ユニット 1 台

の出力電力は 12.5 kWである。複数台の電源ユニットを並
列接続して運転することも可能であり，25 kW，37.5 kW，

50 kWというように充電器盤の出力を増加できる。

  機器上部に冷却ファンを設け，冷却用の空気を下から上
に抜く構造である。電源ユニットを並列接続する場合は，

横に並べて取り付けることができるように，端子台，コネ

クタ類は，全て本器の前面部に配置している。

  交流入力端子の上部にあるサーキットプロテクタにより，

電源ユニット内部に制御不能な異常が発生した場合，盤内
の電源ラインから安全に切り離すことができる。

  また，下部に設けた設定スイッチ類により，複数台での

並列運転や故障発生時の縮退運転が可能である。

  ⑵　動作の概要
  この電源ユニットは，バッテリ充電器用電源のため，定

電流制御方式を採用している。  内部の電圧・電流・温度な

ど各種情報を計測しており，エラーログ機能として異常発
生時に各種情報を内部メモリに取り込んでいる。各種情報
はパソコンに接続して取り出すことができ，異常発生時の

要因分析が容易である。

  ⑶　電気的仕様と特徴
  電源ユニットの主な仕様を表1に示す。電源ユニット単
体で効率 92%を確保している。CHAdeMO

〈注 2〉

仕様は，充電
器盤全体として効率 90%であり，十分な余裕がある。電
源ユニットの入力部の AC-DC変換には力率改善回路を搭

載しているので，入力電流波形が正弦波に近い波形となっ

ており，本製品の外部に力率改善用のコンデンサを取り付
ける必要がない。また，“高圧又は特別高圧で受電する需
要家の高調波抑制対策ガイドライン”にも適合している。

  出力部の DC/DCコンバータは 80 kHzの高周波でス

イッチングすることにより，出力リップル電流を低減する

とともに絶縁用トランスの小型化を図っている。

  冷却に関しては長寿命ファンを使用しており，周囲温度
40℃の環境下で，充電器の耐用年数である 8 年の間，部
品交換を必要としない設計となっている。また，回転数可
変型のファンを使用しており，電源内部の温度を計測し，

回転数を適切に制御することで騒音を低減している。この

電源ユニットは，充電器の安全規格である UL2202に適合
しており，米国での使用も可能である。

  
  3.2　回路構成と電源技術

⑴

  図3に電源ユニットの回路ブロック図を示す。

  ⑴　入力部
  入力部の AC-DC 変換は，3レベル力率改善回路（特許
取得済）を適用している。三相交流入力を一括して入力電
流が正弦波となるよう制御し，安定した   直流中間電圧を得
ている。制御回路は，DSP（Digital Signal Processor）に

よるデジタル制御によって，入力電流の波形整形および出
力電圧安定化を実現している。従来のアナログ制御方式の

〈注 1〉  ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無などにかかわら

ずできるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにす

ることをいう。

冷却ファン

直流出力端子

インタフェース
コネクタ

設定スイッチ

サーキット
プロテクタ

交流入力端子

図2　電源ユニット

表1　電源ユニットの主な仕様

項　目 仕　様

入力特性

入力電圧 三相　AC170～ 264V

周波数 50/60Hz

突入電流 50A以下

効　率 92%以上

力率
高調波電流規制

95%以上
IEC，EN61000-3-2（準拠）

出力特性

出力電圧 50～500V

出力電流 0～31.25A

リップルスパイク ±10V以下

出力リップル電流 1.25Ap-p以下

過電圧保護レベル 520～ 540V

過電流保護レベル 102～ 130%

環境条件

動作温度/湿度 －20～＋50℃/5～ 95%RH

保存温度/湿度 －40～＋70℃/5～ 95%RH

耐振動 0.5G  3 ～ 60Hz  1cycle/2分×5

加熱保護 あ　り

規　格
適合規格 CHAdeMO Ver0.9準拠

海外安全規格 UL2202

その他

寸　法 W230×D465×H380（mm）
（突出部含まず）

質　量 26kg以下

冷却条件 強制風冷（底面吸気，上面排気）

〈注 2〉  CHAdeMO：チャデモ協議会の商標または登録商標
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場合より，制御回路部品数を 80% 削減し，基板面積を大
幅に低減した。

  ⑵　直流中間部
  直流中間部には，電解コンデンサを 2 直列で接続してい

る。この電解コンデンサの上下の電圧をそれぞれ制御し，

出力電圧としている。電解コンデンサの上下の電圧をそれ

ぞれ制御しているため，直流中間電圧に出力する電圧設定
の変更のみで，回路構成・部品を変更することなく交流入
力電圧 400Vにも対応可能な回路方式である。

  ⑶　出力部
  出力部の DC/DCコンバータには，フェーズシフトコ

ンバータ方式を採用している。ZVS（ゼロボルトスイッ

チング）により，スイッチング素子として使用している

MOSFET（Metal-Oxside-Semiconductor Field-Effect 
Transistor）のスイッチング損失を低減し，効率を改善し

ている。この DC/DCコンバータは 1 回路で 3.125 kW出
力であり，4 回路を並列に接続することで電源ユニット 1
台当たり 12.5 kWの出力電力を得ている。

  電源ユニットは電流バランス回路も備えており，複数台
のユニットを接続した場合でも各ユニットは平均分割され

た同一の出力電流となっている。各電源ユニットの負荷を

均一化することで信頼性を向上している。出力には逆流防
止用のダイオードも実装しており，万が一，電源ユニット

が破損した場合でもバッテリからの逆流を防止できる。

  

  4　盤
  

  4.1　充電器の概要

  ⑴　熱設計
  出力 25 kWの充電器の効率を 90%とした場合，最大出

力時には 2.5 kWの熱を排出する必要があり，排熱が最大
の課題である。そこで，最大の発熱部である電源ユニット

の排熱を最優先とし，筐体（きょうたい）のなるべく上部
に配置して，発生した熱をすぐに天板から盤外へ排出でき

る構造にした。

  図  4 に盤内部の部品配置を示す。電源ユニット 2 台を並
列に盤の上部に配置し，空気の流れを考慮して電源ユニッ

トの下部には部品の配置を最小限にとどめた。漏電遮断器，

電磁接触器，ヒューズなどの主回路系電気部品を全て左側
に配置し，電源ユニットと分離することにより空気の流れ

を確保し，熱の課題を解決した。

  図5に，盤内気流シミュレーションの結果を示す。盤内
の空気の流れと温度分布が一目で分かり，部品配置につい

入力部

三相
サーキット
プロテクタ

ノイズフィルタ

3レベル
力率改善回路

制御回路

I/O 回路・シーケンス回路・内部制御電源1，2

各種情報 緊急停止信号 一括故障信号

DC/DCコンバータ
（3.125kW）

DC/DCコンバータ
（3.125kW）

DC/DCコンバータ
（3.125kW）

DC/DCコンバータ
（3.125kW）

直流中間部 出力部

DC50-500V
31.25A
12.5kW

直流変換器

図3　電源ユニットの回路ブロック図

電源ユニット

制御機器類

図4　盤内部の部品配置

流速

（a）制御機器類 （b）盤全体

高

低

図5　盤内気流シミュレーション解析

樋

扉体板厚
0.7mm

補強部分

図6　扉部の構造
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て机上検討が可能である。実機試作の前に妥当性を評価し，

よく一致することを確認した。

  ⑵　ユニバーサルデザインと安全設計
  扉表面のデザインには，ユニバーサルデザインを採用し，

液晶表示器や操作ボタンなどのレイアウトを行った。

  主回路は入力部に漏電遮断機能付きブレーカと主回路遮
断用の電磁接触器を，出力部にはスーパーラピットヒュー

ズと直流出力遮断用の DCコンタクタを配置した。非常停
止スイッチやドアスイッチなどによる緊急遮断は，安全リ

レーを用いたハードウェアシーケンスで構成した。入力と

出力の二重遮断を行い，確実に遮断する安全設計となって

いる。また，制御部で出力などに異常を検知した場合は，

電源ユニットの出力を停止する保護機能も組み込まれてい

る。

  電源ユニットは，2 台並列接続であり，正常時は協調し

て運転している。1 台が故障したときには，正常な残りの

1 台での縮退運転が可能である。

  
  4.2　自動販売機の設計ノウハウの適用

  通常，配電盤などの筐体板厚は 2.3mmである。一方，

自動販売機では，薄板に補強部材を組み合わせる筐体技術
を適用して，十分な筐体剛性を持たせている。この設計技
術を取り入れ，本体・扉ともに 0.7mmの板厚で十分な筐
体剛性を持つ充電器とした。その結果，製品質量を従来機
種の約 700 kgから 210 kgに抑えることができ，軽量化を

実現した。

  図6に扉部の構造を，図7に応力解析の例を示す。扉部
は開閉時に片持ちとなるため，特に強度が問題となる。ま

た，本体部は電源ユニットが約 60 kgであり，この保持構
造が課題である。補強部品や補強構造は，三次元 CADを

用いた構造解析を実施し，試作する前に十分に検討を行い，

最適化設計により十分な強度を持たせた。各部品は，市販
の鋼材を使わず，自動販売機で使用している薄板板金を折
り曲げて最適な形状にして使用している。扉部では補強部
品が，扉に取り付けられる表示器やスイッチなどの器具類
からの水漏れ時の樋（とい）を兼ねる構造となっている。

  また，扉ロック機構やヒンジ機構，ドアストッパなどの

機能部品は，自動販売機で採用している部品と可能な限り

共通化し，信頼性の向上を図った。

  配線に関しては，主回路を除き，端子台を使用したねじ

配線を避け，自動販売機と同様にコネクタを使用したワイ

ヤハーネスを部品化した。これにより，コネクタのみでの

配線作業とした。さらに，アングルクランプにより配線を

固定することで，信頼性と組立性を両立した。

  また，各電気部品はユニット化し，取付け金具に電気部
品や配線をあらかじめ接続した形でラインへ投入する方式
とした。

  

  5　あとがき
  
  電気自動車用急速充電器 ｢FRCMシリーズ｣ を紹介した。

EVおよび急速充電器の市場は，これから新たに形成され

る市場で今後の広がりが期待でき，各社がいろいろな試み

を行いつつ顧客ニーズを模索している。

  富士電機は，電源ユニットに関しては，UL，CEマー

クの取得と海外電圧（AC480V）対応を行い，電源技術で

EVの発展に貢献していく。また，充電器本体に関しては，

課金ネットワーク対応やコイン課金装置など，アプリケー

ションをそろえることにより，顧客ニーズに対応していく。

  EVという新たな市場の立ち上りを機に，パワーエレク

トロニクス技術の適用により低炭素社会の構築に貢献して

いく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　三野和明, 五十嵐征輝. AC-DC変換回路技術. 富士時報. 

2002, vol.75, no.8, p.460-463.

  

       

（a）荷重設定

電源ユニット荷重：
60kg

変形量
大

小

応力
高

低

（b）各位置での変形量 （c）応力値

図7　応力解析の例　

    川浦　正人 
  電気自動車用急速充電器の商品企画に従事。現在，

富士電機株式会社パワエレ機器事業本部ドライブ

事業部自動車産業プロジェクト部。
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電気自動車用急速充電器 ｢FRCMシリーズ｣ 

   畠中　伸治
  直流安定化電源の主回路，制御回路の開発・設計
に従事。現在，富士電機株式会社パワエレ機器事
業本部筑波工場設計部。

   

   守山　　亨
  特機製品の開発設計に従事。現在，富士電機リテ

イルシステムズ株式会社生産・開発本部三重工場
設計部。
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  1　まえがき
  
      CO 2 などの  温室効果ガス  の放出による地球環境への影響

が問題となっている中，鉄道車両はエネルギー効率が高く，

地球環境にやさしい，大量・高速・安全かつ経済的な輸送
手段として世界的に注目を集めている。

  このような背景の下，鉄道車両は国内では緩やかな需要
の伸びを見せている。海外では，中国や台湾，韓国，東南
アジアで，新路線の建設ならびに輸送量を増強するための

従来路線の電化が行われており，近年の経済成長も後押し

して，鉄道車両の需要は大きく伸びている。また，アメリ

カでは老朽車両の更新時期であり，需要が拡大している。

  富士電機は，環境負荷の少ない輸送手段である鉄道車両
向けに最先端のパワーエレクトロニクス（パワエレ）機器
を提供することで，省エネルギー（省エネ）化を通して地
球環境保護に貢献している。

  本稿では，富士電機の鉄道車両用パワエレ機器の現状と

今後の動向について紹介する。

    2　 鉄道車両用電機品の最新ニーズと富士電機の対
応

  
  鉄道車両におけるパワエレ機器への要求項目は，省エネ

化，環境への調和といった時代の流れによるものはもちろ

ん，安全性，信頼性といった公共交通機関としての必然的
なものから，経済性，高速化，小型・軽量化，省メンテナ

ンス化，乗り心地・快適性の向上，といったものまで多岐
にわたっている。

  富士電機は，新幹線などの車両用プロパルジョンシス

テム（駆動システム），補助電源装置，側引戸用戸閉装置
などのドアシステムの次世代技術の開発に取り組んでいる

（図1）。特に側引戸用戸閉装置においては，高信頼性の実
績と国際標準に基づく安全性の高い製品として国内および

海外市場で高い評価を得ている。

  

  3　新幹線向けプロパルジョンシステム
  
  新幹線電車はその時代の最新技術が適用され，世界的に

も注目度が高い。富士電機は，その初代車両である東海道
新幹線 0系から最新の N700 系に至るまで歴代の新幹線車
両用プロパルジョンシステム（主電動機，主変換装置，主
変圧器）を納入してきた

⑴

。本章では，その代表例として東
海旅客鉄道株式会社（JR 東海）N700 系（図2）の主変換
装置について概説する。

  
  3.1　N700系新幹線電車用主変換装置

  ⑴　構成
  図3に示す主変換装置は，3レベル PWM（パルス幅変

調）コンバータと 3レベル VVVF（可変電圧可変周波数）

制御方式インバータから構成され，並列接続された 4 台の

    鉄道車両用パワーエレクトロニクス機器

  梅澤 幸太郎  UMEZAWA Kotaro 

  Power Electronic Devices for Railway Vehicles

  鉄道車両はエネルギー効率が高く，地球環境にやさしい，大量・高速・安全かつ経済的な輸送手段として世界的に注目を

集めている。富士電機は，省エネルギーと環境の市場ニーズを先取りし，最新のパワーエレクトロニクス技術を適用した鉄
道車両用電機品として，新幹線などの車両用プロパルジョンシステム（駆動システム），補助電源装置，側引戸用戸閉装置
などのドアシステムを国内および海外市場に提供している。また，北米，アジアなどの海外市場への展開を積極的に進め，

海外規格や現地生産への対応を進めている。

  As eff ects on the global environment are becoming a problem, the world is focusing on railway vehicles for their better energy effi  ciency 
so they can be a means of transport that is environmentally friendly, high capacity, fast, safe, and economical. Fuji Electric has anticipated 
market needs related to energy effi  ciency and the environment and used the latest power electronics technology to provide environmentally-
friendly electric equipment with increased consideration for the user comfort for railway vehicles such as vehicle propulsion (driving) system 
for Shinkansen etc., auxiliary power unit and door system to control side door in the Japanese and world markets. In addition, we are proac-
tively expanding into markets around the world such as North America and Asia, as well as working to support international standards and 
localized production.

主電動機

制御装置

主変換装置

プロパルジョンシステム

主変圧器

補助電源装置

側引戸用戸閉装置

図1　車両用電機品
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主電動機を 1 台の VVVFインバータで一括駆動する。高
耐圧，大容量かつ低損失の IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）モジュール（3,300V，1,200A）を適用した

低損失のスナバ回路レス方式を採用して高効率化と軽量化
を図っている。主変換装置では，2 種類の冷却方式を採用
している。冷媒を用いた沸騰冷却とブロワによる強制風冷
の組合せを採用した TCI3 形主変換装置と，冷媒やブロワ

を用いずにシンプルなアルミ冷却フィンと走行風自冷を利
用した TCI100 形主変換装置の 2 種類である。

  ⑵　小型・軽量化
  TCI3 形主変換装置は，スナバ回路の省略や構造の最適
化などにより，700 系の TCI2 形に比べて約 10%の出力向
上を図りながら，体積で約 3%，質量で約 15%の小形化
を実現している。

  また，ブロワレスの TCI100 形主変換装置では，TCI3
形からさらに 12%の軽量化を実現している。

  今後，2012 年度から投入される N700Aにおいても主変
換装置を提案し，納入する予定である。

  
  3.2　N700系新幹線電車用主変換装置の制御

  ⑴　無接点制御装置
  64ビットマルチプロセッサにより，多岐にわたる制御

演算処理を高速・高精度で実行するとともに，高機能な列
車制御のための運転指令授受や運転状態のモニタ情報の伝
送を行っている。最新のマイクロエレクトロニクス技術，

データ通信技術などを駆使し，部品点数の削減を図りなが

ら，多機能化・高信頼性化を実現した。

  ⑵　コンバータとインバータの制御
  3レベル変換器では，運転条件によっては直流中性点に

対する正側と負側のフィルタコンデンサ電圧にアンバラン

スが生じ，特定の素子に過大な電圧が印加される恐れがあ

る。富士電機は，主回路素子のスイッチング休止期間での

中性点電位の挙動に着目し，電力や電流の極性に依存しな

い中性点電位制御を開発し，実用化している。

  ⑶　モータ制御
  車両用プロパルジョンシステムでは，主電動機の力行

〈注 1〉

・

回生トルクを高速応答・高精度で制御する必要がある。  こ
の制御を実現する手段として，産業分野では，ベクトル制
御が一般化しているが，新幹線のように，並列に接続され

た 4 台のモータを 1インバータで制御する場合には原理的
に適用が困難であるとされていた。富士電機は，モータの

並列台数に関係なく共通の状態量と見なせる一次磁束の位
相角に着目し，これを基準とするベクトル制御を実用化す

ることでこの制御を実現している。

    

  4　補助電源装置
  
  補助電源装置は，車内の快適性を維持するために必須の

空調装置や照明機器などへ安定した電力を供給している。

また，主変換装置をはじめとする機器の制御電源や列車制
御装置，車内表示器などの各種 IT機器の電源として，現
代の車両に不可欠な装置である。

  補助電源装置は，搭載される車両の動力源の種類によっ

てその構成が大きく異なる。

  
  4.1　直流電車用補助電源装置

  図4に，直流電車用補助電源装置の主回路構成例を示す。

  直 流 き 電 に は 架 線 電 圧 が DC1,500V，DC750V，
DC600Vがある。架線電圧と装置に要求される出力容量
や仕様に合わせて，回路構成や主回路に適用する半導体
IGBTに最適な電圧・電流を選定している。

  通常は架線電圧に応じた耐圧を持つ IGBTを適用して 2

〈注 1〉  力行：鉄道において電車・機関車などのモータやエンジンの

動力を車輪に伝え加速することをいう。

図2　N700系新幹線車両（写真提供：JR東海）

AC 25kV, 60Hz

PWMコンバータ 

主電動機 
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IM 

IM 

図3　N700系車両用主変換装置の構成

直流 

三相 
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図4　直流電車用補助電源装置の主回路構成の例
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レベルインバータを構成し，回路の簡素化と部品点数の最
少化と信頼性の向上を図っている。

  
  4.2　交流電車用補助電源装置

    交流電車の補助電源に接続される負荷は，表示灯，室内
灯，制御電源などの比較的小容量であるが，それらは最重
要負荷であるため，補助電源装置には高い信頼性が要求さ

れる。

  図5に，交流電車用補助電源装置の主回路構成の例を示
す。主変圧器三次巻線の単相交流電源をダイオード整流
器と IGBTチョッパを用いて整流して直流電源としている。

直流負荷へはここから供給，交流負荷へはその直流電源を

IGBTインバータ装置と出力変圧器により単相交流として

給電している。

  
  4.3　気動車用電源装置

  気動車は，外部からの電力供給が得られないので，車両
に搭載する内燃機関で発電機を駆動し，電力を発生させる。

富士電機は，JR 各社を中心に多数の気動車用電源装置の

製作納入実績がある。

  図6に，気動車用電源装置の主回路構成の例を示す。動
力源である主軸駆動用ディーゼルエンジンは，運転状況に

よって回転数が変わるため一定とならない。そこで，定速
回転装置で一定の回転数にした上で，三相交流発電機を

駆動して一定周波数の交流電力を得て，空調装置などの

負荷に直接交流電力を給電する。電源装置は発電機の励
磁を制御して，発電機の出力電圧を一定に保つとともに，

AC-DC変換により制御装置などへ直流電力を供給する。

  
  4.4　富士電機の補助電源装置の特徴

  ⑴　高性能制御
  補助電源装置には，架線電圧の急変やコンプレッサなど

の投入・遮断時による負荷電流の急変および単相負荷のよ

うな三相不平衡負荷に対しても，波形ひずみや電圧変動の

少ない安定した電力供給が求められる。富士電機は，これ

に応えるために，出力電圧制御に図7の制御ブロック図に

示す三相個別波形制御を採用している
⑵

。また，三相出力電
圧の検出値に基づき，各相の電圧実効値を一定に制御する

三相個別実効値制御を行っている。さらに，三相個別瞬時
制御を併用することで，負荷の急変などによる出力電圧の

過渡変動を抑制する。この結果，架線電圧や負荷の急変に

対しても安定した電圧制御性能を実現し，出力電圧誤差＋－
1% 以下，波形ひずみ率約 1%の高精度な正弦波電圧を達
成している。

  ⑵　高信頼性化
  一般に補助電源は長編成でも 2〜 3 台程度であり，短編
成では 1 台しか搭載されていない場合もある。このため，

補助電源の故障がサービスの低下に直結し，車両運休に至
ることもあった。そこで，富士電機はインバータ装置や制
御装置などを二重系とし，装置単体として冗長性を向上さ

せた待機冗長システム構成の補助電源装置を製品化した。

故障が発生しても，故障部位と待機部位が切り換わること

で運転を継続する。システム設計に当たって，故障率の計
算や実績データを基に冗長化する部位を選定し，小型・軽
量化が強く要求される車両用電機品として最も適したシス

テムとした。本方式は，国内の交流電車用補助電源装置と

ディーゼル
エンジン

三相交流
発電機

三相交流出力

励磁回路 電源
制御
装置

直流出力

AC DC

交流直流変換器

定速度
回転装置

図6　気動車用電源装置の主回路構成の例
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図7　高性能補助電源装置の制御ブロック図

1系 

2系 

制御装置 

単相 

直流
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単相 

整流器 
＋チョッパ 

インバータ 

解列コンタクタ 解列コンタクタ 

図5　交流電車用補助電源装置の主回路構成の例

図8　屋根上搭載形補助電源装置
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して採用されている。

  ⑶　高機能化
  車両機器では，高度な車両運用や保守性向上のため IT

の導入が進み，データ伝送機能が必須となっている。補助
電源装置では従来から物理層を RS-485とし，伝送手順と

してポーリング・セレクティングによる伝送システムが広
く採用されてきた。富士電機は，車両用データ伝送システ

ムのさらなる高機能化に対応するため，より汎用性の高い

MODBUS on TCP/IPプロトコルによる車両用伝送シス

テムをいち早く製品化し，海外向け車両用補助電源装置に

組み込んで出荷した。図8に，屋根上搭載形の同電源装置
の外観を示す。

  海外では，補助電源装置の小型・軽量化の要求が高まっ

てきており，構造の見直しや新回路方式を採用した補助電
源装置の検討を進めていく。

  

  5　ドアシステム
  
  車両の側引戸用戸閉装置は，乗客と直接接する装置であ

ること，一つ一つが独立したシステムであること，また，

車両に搭載される数が多いことから，安全性，信頼性，機
能性が高く，また，省メンテナンスであることが求められ

ている。海外では電気式の戸閉装置は古くから採用されて

いる。一方，日本国内では空気式の戸閉装置が使用される

ことが多かったが，最近は高速制御応答により乗客や荷物
が挟まったときの安全性を高めたことや，自己診断機能な

どによるメンテナンス作業の軽減を図ったことにより，電
気式の戸閉装置が急速に普及しつつある。

  
  5.1　リニアモータ式戸閉装置

  富士電機は，モータそのものの動きを側引戸の動きに生
かすことのできるリニアモータを使用した戸閉装置を製品
化し，納入している。

  両開きの側引戸の場合，二つのモータでそれぞれの扉を

引き分ける方式と，左右の扉を連結し連動させる機構を使
い一つのモータで動かす方式とがある。どちらの方式を使
用するかは鉄道事業者の考え方（冗長性，経済性など）で

決められる。富士電機は，いずれの要求にも応えられるよ

う製品化を行っている。

  ⑴　1 開口 1モータ駆動タイプ

  東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）の E231，E233，
E531 系と西武鉄道株式会社の 30000 系に採用され，2011
年末で計 17,000 開口余りが営業運転で稼動中である。

  図9にドアシステムの構成を示す。両開きドアの一方の

扉は，ドアからモータへの衝撃を遮断する自在継ぎ手を介
してリニアモータの可動子で直接駆動され，他方は，ラッ

ク・アンド・ピニオン機構（方向変換装置）を介して可動
子と反対方向に駆動される。扉を開くときの解錠動作は，

リニアモータの駆動力を応用した自己解錠方式を採用して

いる。

  東海道線向け E231 系以降は，信号の入出力インタ

フェース回路，制御回路，VVVFインバータを二重化し

ドアレール（左側） コントロールユニット

ラッチ錠

施錠
スイッチ

エンコーダ
可動子

リニアモータ

戸閉スイッチ

ドア駆動板

戸つり金具 ドアレール（右側）

連結アーム

室外解錠ハンドル

室内解錠ハンドル
解錠ケーブル

方向変換装置

図9　ドアシステムの構成
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た待機冗長方式を採用し，万が一，不具合が発生しても何
ら機能を損なうことなく運転を継続することができる。

  また，海外向けでは，台北信義松山線向けに納入し，現
在，運用開始を待っている。

  ⑵　1 開口 2モータ駆動タイプ

  ニューヨーク地下鉄（NYCT）の R160 車両に採用され，

2011 年末までに 5,000 開口以上が営業運転中である（図

10）。

  電源は DC37.5 Vであり，その電源の電圧変動に対して，

安定動作を確保するため，電源をチョッパ回路で一定電圧
に昇圧・安定化してインバータの入力としている。また，

機能の独立性を重視した安全思想に基づく顧客の仕様に対
応して，ソレノイドを用いた解錠機構を採用している。  こ
の戸閉装置は，従来NYCTで使用されてきた他の戸閉装
置の信頼性を大幅に上回り顧客から好評を得ている。

  
  5.2　FCPM式戸閉装置

  リニアモータの 1 開口 1モータタイプで適用したラッ

ク・アンド・ピニオン機構のピニオンを，回転式モータに

よって回転させ側引戸を駆動する方式である。モータは鴨
居（かもい）の内部の狭いスペースに収納するため，扁平

（へんぺい）な形状をした FCPM（Flat Cup Parmanent 
magnet Motor）を適用した。この方式は，リニアモータ

方式のようにモータの運動をそのまま側引戸の動きに変え

られるとともに，リニアモータ方式よりも軽量化を実現し

ている。国内外のいくつかの車両プロジェクトに採用され，

納入を開始している。

  
  5.3　電気式ドアおよび富士電機の戸閉装置の特徴

  ⑴　電気式ドアの利点
  電気式ドアは，空気式と比較して空気配管が不要である

というメリットに加えて，経年変化の影響を受けにくく空
気配管のように現場での調整が不要である。これらの特徴
により，車両システムとしての初期コストや保守コストを

軽減することができる。さらに，開閉動作の変更に対して

柔軟に対応できる制御コントローラの機能とデータ伝送技
術を応用して，出区・始業点検の簡素化やインテリジェン

ト化，ドア単体の自己診断機能の充実を図っている。

  ⑵　動力伝達機構
  従来の電気式戸閉装置では，ボールねじ式が広く採用さ

れてきた。ボールねじ式は，ドライバでねじを回すとナッ

トが動く要領で，回転モータでねじを切った軸を回すこと

により，ナットに当たる部分に接続されたドアが開閉する

仕組みである。この方式はモータの回転運動を扉の直線方
向に変換する機構が必要でなため，多くの部品が必要とな

る。摺動（しゅうどう）部の潤滑が問題であり，頻繁な給
油を必要とするほか，後述の戸挟み検知感度への影響があ

る。

  富士電機は，モータの運動方向をそのまま利用して側引
戸を駆動するリニアモータ方式および FCPM方式を採用
している。これにより，ドア駆動機構の簡素化，戸挟み検
知感度の向上を実現している。図11 に戸閉装置の比較を

示す。

  ⑶　施錠・解錠機構
  戸閉状態を確実なものとし，安全を確保するためにロッ

クピンを用いた施錠機構が採用されている。また戸開動作
時に施錠状態を解除するための解錠機構を合わせ持ってい

る。

  ⑷　安全機能
  かつて側引戸に乗客が挟まれる事故が多発し，ドアの安
全性が重要な問題となった。富士電機のリニアドアは，ド

ア速度などの制御情報に基づく高感度の戸挟み検知を行う

とともに，検知後の安全動作についても，鉄道事業者に

図10　ニューヨーク地下鉄（NYCT）R160車両

モータの回転方向とドアの動きが異なる→変換機構が必要
™部品点数が多い
™摺動部の潤滑が問題
™人が挟まったときの衝撃が大きい

軸受
スクリュー
（従動側）

スクリュー
（主動側）

カップリング

モータ軸受

左ドア 右ドア

左ドア

リニアモータ

リニアモータ方式

ＦＣＰＭ方式

（可動子）（可動子） リニアモータ

右ドア

（a）ボールねじ方式

モータの運動方向とドアの運動が同一方向
™部品点数が少ない　→　メンテナンスが簡単
™人が挟まったときの衝撃が少ない　→　安全性が高い

（b）富士電機の戸閉装置

軸受

ピニオン（モータにより回転）上ラック 下ラック

左ドア 右ドア

図11　戸閉装置の比較
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よって異なるさまざまな要求に基づいてきめ細かな制御を

実現している。

  

  6　海外展開
  
  アジアの新路線建設や北米の既設路線更新を中心に海外

市場における鉄道車両の需要が拡大している。これに伴い

富士電機は，海外市場への展開を積極的に進めている。

  そのため，海外規格への対応や，現地生産といった要求
に応えていくことが必要となっている。

  
  6.1　SIL，SSIL の適用

  アジアの市場では，機能安全を規定している規格 IEC 
61508における安全性能の尺度である SILの認定を要求さ

れる場合がある。シンガポール地下鉄向け電機品ではソフ

トウェアに対する SIL（SSIL）の適用が求められ，各開発
フェーズにおける段階的な評価を経て SSILの認定を受け

た。

  また，現在進行中のアジアでの戸閉装置の案件では装置
そのものの SIL 対応が求められており，取得に向けて活
動中である。

  
  6.2　北米案件でのCMM，CMMI の適用

  NYCT-R160 用ドアでは CMM
〈注 2〉

の適用が要求され，

CMMの公式なアセスメント（認定資格を有するアセッ

サーによる評価）からの認定を取得した。

  現在，新たな北米向けの補助電源装置とドアのプロジェ

クトにおいて，CMMをさらに発展させた CMMI
〈注 3〉

の認定

取得に向けた活動を行っている。北米ではこの CMMIの
適用を求められる案件が多く，認定取得は今後の受注に向
けての大きな鍵となる。

    
  6.3　現地生産への対応

  海外の市場では，為替リスクの回避や輸送費用などのコ

ストの削減，また，対象国からの要求などにより現地生産
化を進めていく必要が出てきている。アメリカには，製品
コストの 60% 以上をアメリカ国内で調達しなければなら

ない ｢バイアメリカ法｣ という法律がある。今後の北米の

案件において，アメリカ国内で協力工場や部品製作メー

カーとの協業，提携を進め，この法律に対応する取組みを

推進中である。

  

  7　あとがき
  
  鉄道車両用パワーエレクトロニクス機器の現状と今後の

動向について紹介した。これらの分野は，最先端のパワー

エレクトロニクス技術をベースとして，小型軽量・高性
能・高機能・省メンテナンス・快適性などに加えて，地球
環境保護への貢献という大きなテーマへの対応がますます

重要になる。省エネルギーと環境の市場ニーズを先取りし

た研究開発を積極的に推進し，今後も社会全体の環境負荷
低減に貢献できる製品を提供していく所存である。

  
  参考文献
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〈注 2〉   CMM（Capability Maturity Model）：米国国防総省の依頼

で，カーネギーメロン大学の SEI（Software Engineering 

Institute：ソフトウェア工学研究所）が開発した，組織のソ

フトウェア開発能力評価モデルである。

〈注 3〉   CMMI（Capability Maturity Model integration）：能力評価

モデルを統合したもので，システム開発を行う組織がプロセ

ス改善をするためのガイドラインとなるものである。
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  1　まえがき
  
  交流電源から直流電源に変換するスイッチング電源は，

多くの電子機器に搭載されている。2012 年度の世界市場
規模は 1 兆 7,000 億円と推定され，電子機器の進歩ととも

にその市場は拡大している。富士電機は，35 年間にわたり，

情報通信分野や産業分野の多様なお客さまのニーズの変化
に対応した電源開発に取り組んでいる

⑴，⑵

。

  

  2　フロントエンド電源
  
  フロントエンド電源は，サーバやストレージシステムに

入力される，AC100Vあるいは 200Vの商用交流電圧を

整流・平滑により，DC54，48，12Vなどの直流電圧に変
換するスイッチング電源である。例えば，2011 年の 11 月，

1 秒間に 1 京回の演算性能を国内のスーパーコンピュータ

が達成したことが話題になった。このコンピュータシステ

ムに使用されるフロントエンド電源を，富士電機が開発・

製品化した。図1に，その外観を示す。この電源は交流
200Vを直流 48Vに変換し，出力電力は 3,000Wである。

小型，高効率，高品質が要求される難易度の高い電源で

あった。

  富士電機では，このような情報通信関連のフロントエン

ド電源を含むスイッチング電源の開発・製品化に注力して

おり，80 PLUSプログラムが推進する，電源の高効率化
に注力している。

  本稿では，この“80 PLUS
〈注〉

”に適合した高効率フロント

エンド電源について紹介する。

  

  3　 80 PLUS“Platinum”適合フロントエンド
電源

  
  サーバやハードディスク装置に一般的に使われるスイッ

チング電源の効率向上が求められている。その一つの指
標として 80 PLUSという業界団体のガイドラインがある。

このガイドラインには二つの分類がある。一つは，単出力
（2 出力の場合もある）で並列冗長運転が可能な電源であ

る。もう一つは，マルチ出力（2 出力以上）で並列冗長運
転の規定がない電源である。効率の要求は，前者のほうが

高く，六つのランクに分類されている（表1
⑶

）。

  富士電機の電源は，5 機種が表1に示す“Gold”ランク

    80 PLUS適合の高効率フロントエンド電源

  軽部　邦彦  KARUBE Kunihiko 多和田 信幸  TAWADA Nobuyuki 中原　智喜  NAKAHARA Tomoki

  High-effi ciency Front End Power Supplies Certifi ed as 80 PLUS

  交流電源から直流電源に変換するスイッチング電源は，多くの電子機器に搭載され，電子機器の進歩とともにその市場は

拡大している。富士電機は，小型，高効率，高品質が要求される情報通信関連のフロントエンド電源を含むスイッチング電
源の開発・製品化を行い，80 PLUSプログラムが推進する電源の高効率化に注力している。5 機種が“Gold”ランクに，1
機種が“Platinum”ランクに適合している。最新の半導体素子の適用によりさらなる電源の効率向上，高電力密度化を進め，

新たに設定された“Titanium”ランクへの適合も進めている。

  Switching power sources that convert from AC to DC are installed in many electronic devices, and their market is expanding as these 
devices are becoming more advanced. Fuji Electric has developed and released switching power sources including front-end power sources 
for information communication applications, an area that demands compactness, high effi  ciency, and high quality. We are focused on increasing 
power source effi  ciency as promoted by the 80 PLUS program. We have released fi ve models certifi ed as Gold level, and one model certifi ed 
as Platinum level. By using the latest semiconductor elements, we are continuing to improve power source effi  ciency and increase high power 
density, and working toward compliance with the newly established Titanium level.

図1　3,000Ｗ出力フロントエンド電源 〈注〉80 PLUS： 260ページ「解説 1」参照
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に，1 機種が“Platinum”ランクに適合し，登録されてい

る（2012 年 4 月時点）。なお，80 PLUSに登録されてい

る機種は，Goldランクが 131 機種，Platinumランクが 88
機種である。AC230Vのガイドラインに製品を認証して

いる企業は，情報装置メーカー，電源メーカー合わせて

43 社ある（2012 年 4 月時点）。

  フロントエンド電源への要求事項は，小型，高効率，並
列冗長機能，および外部との通信機能である。外形寸法に

ついては，2章で紹介した 3,000Wの電源は SSI（Server 
System Infrastructure）という規格に適合したものだが，

最近の傾向として顧客の装置の小型化に合わせ，基本的に

は高さが 1U（44.5mm）で，19インチ幅のラックに 3〜
4 台収納できる。

  Goldと Platinumの効率の差は 2%であるが，データセ

ンターなどの大規模システムでは，数千台の電源が使用さ

れることを考えるとこの差は大きい。例えば，消費電力
が 10MWとすると損失電力の差は，2%で 200 kWとなる。

さらに，冷却装置も 200 kW分少なくできるので，いっそ

うの省エネルギー効果が得られる。

  

   4　  2,500W 出力 AC-DC フロントエンド電源
 「  FH02500UAD  」 

  
  図2に   電源の外観を，表2に主な仕様を示す。フロント

エンド電源  FH02500UAD の特徴は，制御回路にアナログ

ICを用いるのではなく，DSP（Digital Signal Processor）
によるデジタル制御を採用していることである。図3に，

本電源のブロック図を示す。

  PFC（Power Factor Correction：力率改善）回路とフ

ルブリッジ絶縁インバータ回路および全波整流回路の制御
に，デジタル制御を採用している。

  
  4.1　デジタル制御のメリット

  デジタル制御を行うことで，次に示すメリットが得られ

ている。

  ⑴　アナログ制御では困難であった，負荷率に応じた制御

方式の切換えが容易にでき，軽負荷時の効率向上を実現
した。負荷率 20%で従来比 2ポイント以上改善した。

  ⑵　スイッチングノイズの影響を大きなフィルタ回路を設
けずに電源内部の情報処理により排除でき，外部との通
信時の出力精度の向上を実現した。モニタ精度を 5ポイ

ント改善している。

表1　80 PLUS効率ガイドライン

80 PLUS
ランク

負荷率*

10% 20% 50% 100%

80 PLUS 
Titanium 90% 94% 96% 91%

80 PLUS 
Platinum ̶ 90% 94% 91%

80 PLUS 
Gold ̶ 88% 92% 88%

80 PLUS 
Silver ̶ 85% 89% 85%

80 PLUS 
Bronze ̶ 81% 85% 81%

80 PLUS
Standard 該当なし

＊入力電圧AC230V用の場合

図2　2,500W出力AC-DCフロントエンド電源
　　　「FH02500UAD」

表2　「FH02500UAD」の主な仕様

項　目 仕　様

入力特性

入力電圧 AC100/200V

周波数 50/60Hz

突入電流 20A以下

効　率 94%以上
（80 PLUS Platinum適合）

力率
高調波電流規制

98%（負荷率50～100%）
JEIDA EN61000-3-2（準拠）

出力特性

ch. 1 ch. 2

出力電圧 +54V +12VSB

定格電流 46A*1 4A

最小電流 0.4A 0A

リップルノイズ 480mVp-p 120mVp-p

総合変動 ±5% ±5%

過電圧保護 51～55V －

過電流保護 110～ 150% 100～ 150%

環境条件

動作温度/湿度 0～＋50℃ *2/20～ 95%RH

保存温度/湿度 －40～＋70℃ /20～ 95%RH

耐振動 0.5G　3～ 60Hz
1cycle/2分×5

加熱保護 あり

規　格
安全規格 UL/CSA/TÜV/CCC

ノイズ規格 CISPR/FCC　Class A（準拠）

その他

寸　法 W102×D355×H41（mm）
（突出部含まず）

質　量 2.5kg以下

出力/体積 1.68W/cc

冷却条件 強制風冷

＊1：100V系入力時は23A
＊2：35～ 50℃は出力ディレーティングあり
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  ⑶　制御回路の部品数を従来比で 30% 削減して小型化を

実現した。

  ⑷　リードタイムの短縮やモディファイ対応については，

パソコンとの通信機能によりハードウェア回路を変更せ

ずに定数の設定や変更が可能となり，従来比約 20%の

出荷試験時間の短縮を実現した。

  ⑸　ソフトウェアによる制御のためシミュレーションの精
度が高く，スイッチング電源の動作の机上検討が容易に

なった。

   富士電機はデジタル制御のソフトウェア開発に，設計支
援ツールを使用している。設計支援ツールは，ブロック図
形式でプログラムを記述すると，コードを自動生成するの

で，さまざまな顧客の要求に対して短期間で制御ソフト

ウェアを開発できる。図4に，ソフトウェア設計支援ツー

ルの画面例を示す。 
   図   5は，負荷を 100%と 75%との間で変動させたとき

の出力電圧と出力電流の波形を示している。変動幅は±
1.5%であり，アナログ制御と比較しても遜色のない良好
な結果が得られている。 
  

  4.2　高効率化の手法

  Platinumランクの高効率を実現した技術手法を次に述
べる

⑷

。

  ⑴　整流回路と PFC回路の 1 段構成
  従来の方式は，整流回路と PFC 回路の直列 2段構成で

入力電流が正弦波になるよう制御し，安定した直流中間電
圧（フルブリッジ絶縁インバータ回路の入力電圧）を得て

いた。一方， FH02500UAD ではこれらの機能を一つにま

とめた方式を開発し，変換段数を 1 段に減らした（図3：

A部）。

  ⑵　SiCダイオードと SJ-MOSFETの適用
  PFC 回路およびフルブリッジ絶縁インバータ回路の

スイッチング半導体に，SiC（炭化けい素）ダイオード

と SJ（Super Junction）-MOSFET（Metal-Oxide-

Semiconductor Field-Eff ect Transistor）を適用すること

で，スイッチング損失と導通損失を改善した（図3：A，
B部）。

  負荷率に対する効率特性を図6に示す。80 PLUSが指
定している負荷率において 1〜 3ポイント高い効率が得ら

れている。

  ⑶　  全波整流回路の導通損失の改善
従来は，48〜 60Vクラスの電源では全波整流回路にダ

イオードを使用していた。近年のスイッチング半導体の

進歩により，48〜 60Vクラスの電源では，ダイオードを

MOSFETに置き換え，半導体素子の導通損失を改善した

（図3：C部）。

  ⑷　負荷率に応じたスイッチング方式の切換
従来は，ソフトスイッチングで動作する位相シフト方式

でフルブリッジ絶縁インバータ回路を ZVS（ゼロボルト

スイッチング）動作させ，素子のスイッチング損失を低減
し効率を改善していた。しかし，位相シフト方式は，軽負

出力電流
20A/div

出力電圧
1V/div

時間軸500 s

図5　「FH02500UAD」の負荷変動波形

92.74

95.04

測定値

80 PLUS
規格値

93.99

91

90

94

88

91

90

92

93

94

95

96

0 20 40 60 80 100 120
負荷率（％）

効
率
（
％
）

図6　負荷率に対する効率特性

AC
入力

整流回路
兼PFC回路

A

D

B C

ノイズ
フィルタ

フルブリッジ
絶縁インバータ
回路

全波整流回路
平滑回路
弁回路

DSP制御回路

DC
出力

PSMI 通信

図3　「FH02500UAD」のブロック図

図4　ソフトウェア設計支援ツールの画面例
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荷時にソフトスイッチング動作ができなくなり，効率が逆
に低くなるという欠点があった。先に述べたデジタル制御
の適用により，軽負荷時に位相シフト方式より効率の良い

ハードスイッチング方式に切換えをすることで欠点を改善
し，全領域での損失低減を実現した（図3：D部）。

    これらの技術を用いたフロントエンド電源は，情報通信
分野だけでなく産業用分野，例えば半導体製造装置でも，

その小型，高効率，高品質に着目した顧客に採用されてい

る。

  なお，同一出力電力で出力電圧を 12Vにした Platinum
ランクの製品を現在開発している。

  

  5   2,100W出力フロントエンド電源 「  FH02100
    J  AD  」 
  
  フロントエンド電源 ｢FH02100JAD｣ の外観を図7に，

主な仕様を表3に示す。

  出力電圧が 12Vと低いため，4章で説明した FH02500
UADの 3.8 倍の出力電流となる。このため，フルブリッ

ジ絶縁インバータ回路の 2 次側全波整流回路には，半導体
素子の導通およびスイッチング損失を極力低減するために，

プリント基板上に直接はんだ付けできる表面実装タイプの

MOSFETを使用した。また，プリント基板の通電損失を

低減するため，ブスバーを併用した。さらに，平滑回路の

コイルには平角板による巻線を用い，スペースの有効活用
を図っている。

  

  6　あとがき
  
  80 PLUSに適合した高効率フロントエンド電源を紹介

した。情報通信用装置は，社会の急速な ICT 化に伴い，

より高密度化および省電力化している。これに合わせて

装置の電源に対しても同様に，効率向上が求められてい

る。80 PLUSには“Titanium”というランクが 2011 年に

設定された。それまで最上位であった Platinumと比較し

て最大 4ポイントの効率向上が求められ，また新たに負荷
率 10%で規定されており，電源メーカーにとってハード

ルがさらに高くなっている。

  現在，お客さまのご協力を得ながら，Titaniumへの適
合を目指して最新の半導体素子である SiC-MOSFETや

GaN（窒化ガリウム）-MOSFETの適用技術を開発中であ

る。また，トランスやコイルなどの磁気部品，大電流を流
せるプリント配線板の特性向上にも注力し，さらなる電源
の効率向上と高電力密度化を進めていく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　保高伸洋ほか. 情報通信を支える分散電源システム. 富士時

報. 2007, vol.80, no.2, p.149-152.

  ⑵　安東圭司ほか. エネルギー・環境ソリューションにおける

電源技術. 富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.127-132. 

  ⑶　80 PLUSプログラム  , http://www.80plus.org   .（参照 2012-

04-10）.

  ⑷　  Mino, K. et al.“A Front-End Converter with High 

Reliability and High Effi  ciency”，ECCE. 2010, p.3216-3223.

       

図7　2,100W出力フロントエンド電源「FH02100JAD」

表3　「FH02100JAD」の主な仕様

項　目 仕　様

入力特性

入力電圧 AC100/200V

周波数 50/60Hz

突入電流 15A以下

効率 94%以上
（80 PLUS Platinum適合）

力率
高調波電流規制

95%　（負荷率100%）
EN61000-3-2（準拠）

出力特性

ch. 1 ch. 2

出力電圧 +12V +5VSB

定格電流 175A＊ 5A

最小電流 0A 0A

リップルノイズ 120mVp-p 50mVp-p

総合変動 ±3% ±5%

過電圧保護 13.2 ～ 14V 5.5 ～ 6V

過電流保護 105～ 117% 110～ 120%

環境条件

動作温度/湿度 0～＋40℃/5～ 90%RH

保存温度/湿度 －20～＋65℃/5～ 95%RH

耐振動 0.25G　5～55Hz
1cycle/5分×6

加熱保護 あり

規　格
安全規格 UL/CSA/TÜV

ノイズ規格 CISPR/FCC　Class A（準拠）

その他

寸　法 W112×D279×H47（mm）
（突出部含まず）

質　量 2.0kg以下

出力/体積 1.43W/cc

冷却条件 強制風冷

＊100V系入力時は80A
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   多和田 信幸
  直流安定化電源の主回路，制御回路の開発 ･設計
に従事。現在，富士電機株式会社パワエレ機器事
業本部筑波工場設計部。

   

   中原　智喜
  直流安定化電源の主回路，制御回路の開発 ･設計
に従事。現在，富士電機株式会社パワエレ機器事
業本部筑波工場設計部。

   

   軽部　邦彦
  高周波交流電源および直流安定化電源の開発 ･設
計に従事。現在，富士電機株式会社パワエレ機器
事業本部パワーサプライ事業部パワーサプライ企
画部主査。電気学会会員。
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  1　まえがき
  
  停電などの異常の際，安定的に電源を供給するためには，

無停電電源装置（UPS）の設置に加え，UPSの状態を管
理する UPS 用電源管理システムが重要である。電源管理
システムは，単一UPSで構成される小規模システムから，

複数の UPSをネットワークを介して集中的に管理する大
規模システムまでさまざまな形態がある。富士電機では，

幅広い製品群の UPSをそろえており，これらの UPSに統
一した電源管理システムを提供する必要がある。  統一した

電源管理システムを中大容量UPSの分野において既に開
発しており，今回はミニ UPSが対象である。ミニ UPSの
場合，電源管理システムには UPSの管理機能に加え，停
電時に UPSの負荷機器を安全に停止させるシャットダウ

ン機能も要求され，用途に応じて機能やインタフェースが

異なる。

  そこで，UPS 用電源管理プラットフォーム ｢FCPOP｣
を構築し，これを基盤として各UPSに対応する部分を積
み上げるという新たな構成の電源管理システムを開発した。

  FCPOP（      Fuji Common Power Platform）は，電源管理
システムを構成するハードウェアやソフトウェアの内部の

共通部品，共通処理部，共通ユーザインタフェース部など

から構成されている。これに UPSの機種依存部分を追加
することで，対応機種を容易に増やすことができる。

  

  2　｢FCPOP｣ の構成と主な機能
  

  2.1　全体構成

  図1に，FCPOPの全体構成を示す。単一 UPSの場合，

UPSに接続されたコンピュータで UPS 監視ソフトウェア

を動作させ，電源や UPSの監視，負荷機器のシャットダ

ウンなどを実行する（図1⒜）。UPSが複数の場合，UPS
にネットワークインタフェースカードを実装し，統合電源
管理ソフトウェアを使用することで集中的に管理する。停
電時のシャットダウンは，ネットワークインタフェース

カードとシャットダウンソフトウェアを使用する（図1⒝）。

  UPS 監視ソフトウェア，ネットワークインタフェース

カード，統合電源管理ソフトウェア，シャットダウンソフ

トウェアなどの構成を図1⒞に示す。Operating System
上で FCPOPを動作させ，さらにその上で，UPSのシリー

ズごとに異なる処理部を動作させている。

  
  2.2　構成要素の主な機能

  ⑴　UPS 監視ソフトウェア

  UPSは，停電などの異常が発生した場合にコンピュー

タなどの負荷に対して電源のバックアップを行う。しかし

ながらバッテリに蓄積している電気エネルギーは有限であ

り，バックアップできる時間は限られている。一方，コ

    UPS用電源管理プラットフォーム ｢FCPOP｣

  岩井　一博  IWAI Kazuhiro 木村　照道  KIMURA Terumichi

  FCPOP: A Power Management Platform for UPS products

  富士電機では幅広い製品群の UPSをそろえており，中大容量UPSからミニ UPSまでを対象に統一した電源管理システ

ムを提供する必要がある。そこで，UPS 用電源管理プラットフォーム「FCPOP」を構築し，これを基盤として各UPSに
対応する部分を積み上げるという新たな構成の電源管理システムを開発した。電源管理システムは，UPS 監視ソフトウェア，

統合電源管理ソフトウェア，ネットワークインタフェースカード，シャットダウンソフトウェアなどから構成され，ユーザ

に統一した製品思想と操作性を提供できる。 

  Fuji Electric has a wide lineup of UPS products and it is necessary to provide power control systems that integrate products from mid-
to-high capacity UPS to mini-UPS.

To achieve this, Fuji Electric built the FCPOP power source management platform for UPS products. With this as a base, we developed 
a power source management system with a new confi guration in which sections corresponding to each UPS are stacked. The power source 
management system comprises UPS monitoring software, integrated power source management software, a network interface card, shutdown 
software, and more to provide the user with a unifi ed product concept and operability.

RS-232C UPS監視ソフトウェア
「SPM」

各構成要素に
展開UPS

UPS

（a）単一UPSシステム

LAN

サーバ シャットダウンソフトウェア
「Netshut」

統合電源管理ソフトウェア
「ドメインコントローラ」

ネットワークインタフェース
カード
「Web/SNMPカード」

（b）複数UPSシステム

Operating System
FCPOP

UPS
**シリーズ
処理部

UPS
**シリーズ
処理部

（c）「FCPOP」と
　     機種依存部分

図1　「FCPOP」の全体構成



富士時報　2012 Vol.85 No.3

UPS用電源管理プラットフォーム ｢FCPOP｣

特
集

　
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
機
器

232（50）

ンピュータを停止する場合，決められた手順で行わない

とデータの破壊やハードディスクの故障が発生する恐れ

がある。そのため UPS 監視ソフトウェアは，停電が長時
間にわたり，バックアップできない状態になる前に，コン

ピュータをシャットダウンする。このように UPS 監視ソ

フトウェアは，UPSに接続されたコンピュータ上で動作
し，UPSや電源の監視を行うとともに，停電時にはコン

ピュータのシャットダウンや UPSの出力停止を行う。

  ⑵　ネットワークインタフェースカード

  ネットワークインタフェースカードは，UPSのオプショ

ンスロットに実装し，ネットワークに接続するためのカー

ドである。

  前述の UPS 監視ソフトウェアと同様のシャットダウ

ン機能  に加え，ネットワークを利用したイベント通知や，

ネットワーク上のコンピュータによるリモート電源監視，

スケジュール運転など通常時の管理機能も充実している。

  ⑶　シャットダウンソフトウェア

  UPSでバックアップするサーバやパソコンにあらかじ

めインストールしておき，ネットワークインタフェース

カードからの命令を受けてコンピュータをシャットダウン

するためのソフトウェアである。シャットダウンの前に任
意のユーザプログラムを実行することも可能である。

  ⑷　統合電源管理ソフトウェア

  UPSによるバックアップの範囲は，工場全体やフロア

グループなどさまざまであり，それに応じて設置形態が多
岐にわたっている。いずれの場合もバックアップする機器
は，安定稼動が求められる重要な機器である。

  停電や UPSの故障などのイベント（事象）は，負荷機
器の稼動に重大な影響を与える恐れがあるため，これらの

事象を的確にユーザに知らせる必要がある。一方，フロア

などには複数の UPSを設置することが多く，おのおのの

UPSを個別に管理することは効率が悪い。そのため，ネッ

トワークを利用して複数の UPSをまとめて管理する統合
電源管理ソフトウェアを利用することで，管理工数の削減
が可能になる。

  

  3　｢FCPOP｣ の構成要素の特徴と技術
  

  3.1　｢EX100シリーズ｣ 用 ｢Web/SNMPカード｣

  ⑴　形状と操作性
  本カードは，ミニ UPS ｢EX100シリーズ｣ 用のネット

ワークインタフェースカードである。EX100シリーズの

オプションスロットの形状やインタフェース仕様は海外
メーカーで多く採用されているものであり，既存の ｢GX
シリーズ｣ や中大容量の UPSで採用されているカード

と異なる。そこで，搭載部品と機能は GX100シリーズな

どの ｢Web/SNMPカード｣ と同一とし，形状とインタ

フェース仕様は EX100シリーズに合わせた（図2）。

  これにより GXシリーズなどのミニ UPSや中大容
量UPSのWeb/SNMPカードを使用しているユーザが，

EX100シリーズを導入する場合でも，新たな操作を覚え

る必要がなく，違和感なく利用することができる（図3）。

  また，あらかじめサーバに導入するシャットダウンソフ

トウェアも富士電機製 UPS 共通の ｢Netshut｣ を利用し，

ネットワーク経由でサーバをシャットダウンできる。その

ため，200 台以上のサーバのシャットダウンが可能であり，

ブレードサーバや，サーバ仮想化システムにも容易に対応
できる。

  ⑵　セグメント単位の制御機能
  EX100シリーズの出力は，セグメントと呼ばれる複数

の出力コンセントをグループ単位に制御できるため，サー

バやストレージから構成される情報システムに使用すると，

各機器の起動・停止の時間差を設けることが容易に実現で

きる。Web/SNMPカードにも新たにセグメント制御機能
を搭載し，起動・停止に加え OSのシャットダウンや，ス

ケジュール運転なども連携させた。そのため従来のサーバ

とストレージからなるシステムに UPSを使用する際に必
要であった遅延動作用の電源分配ユニットが不要になり，

システム全体としてのコストを削減できる。

  ⑶　セキュリティ強化
  UNIXサーバの場合，セキュリティ対策のために前述の

シャットダウンソフトウェアの導入が困難なことがある。

図2　「EX100シリーズ」用「Web/SNMPカード」

図3　監視画面
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また，Linuxベースのアプライアンスサーバでは構造上新
たなソフトウェアをインストールできない。そのような

サーバを停電時にシャットダウンするため，従来は Telnet
〈注 1〉

を利用してネットワークカードからサーバを制御してい

た。今回，SSH
〈注 2〉

を採用することでネットワーク上を流れ

る情報のセキュリティを強化した。通信データの漏洩（ろ

うえい）防止策としては，シリアル通信も有効であるため，

ユーザは環境に応じて最適なシャットダウン手段を選択で

きる。

      
  3.2　統合電源管理ソフトウェア ｢ドメインコントローラ｣

  「ドメインコントローラ」は，ネットワーク上に存在す

る複数のミニ UPSを一括管理するソフトウェアである。

管理対象として UPSドメインというグループ概念を導入
した。

  UPSドメインは，情報システム内に複数の UPSが存在
する場合に，これらを同一のグループとする考え方であり，

従来の電源側から見たグループとは異なり，情報システム

中心の概念である。これを導入することで，ネットワーク

上に複数の情報システムが存在し，各情報システムに複
数の UPSが含まれる場合に，情報システム単位でのスケ

ジュール運転や，停電時の影響範囲の把握など，情報シス

テムを中心とした電源管理が容易になる。

  今回，ドメインコントローラをWeb/SNMPカードに対
応させるに当たり，前述の共通基盤である FCPOP 上に各
UPS 対応部分を積み上げるという構成を採った。これに

より GXシリーズ・EX100シリーズを対象機種に加える

だけでなく，今後の機種追加を容易に実施できる。

  
  3.3　UPS監視ソフトウェア ｢SPM｣

    ｢SPM」（Stand Power Monitor）は，UPSでバックアッ

プされたパソコンやサーバ上で動作し，シリアルインタ

フェースを介して UPSと通信するソフトウェアである。

UPSや電源の情報の収集，停電などのイベント通知，な

らびにシャットダウンと UPS 出力停止の連携動作などを

行う。

  ⑴　OS依存度の低減
  現在，パソコンやサーバに搭載される OSには多くの種

類が存在し，それぞれ頻繁な改版が行われている。SPM
はこれらの OSに対応する必要があり，一般的に OSへの

依存度が大きいと，新OSへの対応や既存OS改版時の動
作検証作業が増えリリースに時間がかかる。

  そこで SPMでは OSへの依存度をできるだけ少なくす

るよう設計した。例えば，タスク間通信を実行する場合で

あっても，OSが提供する APIを使用せず，SPM内部の

独自のリソースで対応するなど，各所に依存度を低減する

よう工夫している。これにより新OSや既存OSの改版へ

の対応を迅速に行える。

  ⑵　共通プラットフォームと機種別モジュール

  SPMのソフトウェア内部の構成としては，UPSとのイ

ンタフェース部を機種別モジュールとし，イベント対応処
理部などを含む共通プラットフォームから独立させ，これ

らのモジュール間のデータ交換にはタスク間通信を使用し

た。GXシリーズと EX100シリーズでは，SPMと USP 間
のインタフェースが異なるため，SPMの起動時に，接続
している UPSを識別し，UPSの種類に従ってサポートす

るインタフェースを切り換えている。

  これにより，SPMは GXシリーズ，EXシリーズの両
方の UPSと接続でき，今後の対応機種拡大も容易に行え

る構造とした（図4）。

  ユーザは使用している UPSにかかわらず，監視ソフト

ウェアを共通に使用することができ，操作性も変わらない。

図5に SPMの画面例を示す。タスクトレーにアイコンを

設置し，UPSの状況に応じてアイコンを変更させるとい

う極めてシンプルな表示方法であるため，UPSや電源の

状態を容易に把握できる。

  

  4　あとがき
  
  ユーザに統一した製品思想と操作性を提供できる UPS

用電源管理プラットフォーム ｢FCPOP｣ を本稿で紹介し

〈注 1〉  Telnet
⑴
（Telecommunication network）：ネットワークを利

用した仮想端末に対応した通信プロトコルである。

 〈注 2〉  SSH
⑵
（Secure Shell）：暗号や認証技術を利用した通信プロト

コルの一種である。ネットワークを介したログインやコマン

ド実行を行う。 

図5　「SPM」の画面例

「EX100シリーズ」

「GX100シリーズ」

RS-232C

監視ソフトウェア
の共通化

ＵＰＳ監視
ソフトウェア
「ＳＰＭ」

図4　UPS監視ソフトウェアの共通化
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た。今後も，対応機種の拡大，最新OSへの迅速な対応を

進めることでユーザメリットの拡大に努める所存である。

  
  参考文献
  ⑴　RFC854. Telnet ProtocolSpecifi cation（IETF）.

  ⑵　RFC4250. The Secure Shell Protocol（IETF）.

       

   岩井　一博
  UPSをはじめとする電源機器の管理ソフトウェア

開発に従事。現在，富士電機株式会社パワエレ機
器事業本部筑波工場設計部課長。

   

   木村　照道
  UPSをはじめとする電源機器の事業企画に従事。

現在，富士電機株式会社パワエレ機器事業本部パ

ワーサプライ事業部パワーサプライ企画部主任。
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  1　まえがき
  
  無停電電源装置（UPS）は，交流入力の電源変動にかか

わらず安定した電源供給をするための装置で，高度情報化
社会を支えるネットワーク機器を安定して運用するために，

多数使用されている。UPSは，停電時に電力を供給する

ために，商用電源とは別のエネルギー源となる蓄電媒体と

して，鉛蓄電池を搭載しているのが一般的である。

  富士電機は，環境に配慮し，環境規制物質を使用した鉛
蓄電池に替わる次世代電池を搭載した UPSの開発を行っ

ている。また，市場変化に迅速に対応するために，UPS
に必要な変換回路の技術だけでなく，蓄電媒体の技術開発
も行っている。

  本稿では，鉛蓄電池に替わる二次電池としてリチウムイ

オン電池の適用技術を紹介し，また，新型電池として国内
でも注目されているオリビン型りん酸鉄リチウムイオン電
池の特性も報告する。さらに，製品例として，マンガン酸
リチウムイオン電池を搭載した UPSを紹介する。

  

  2　UPSを取り巻く環境変化と電池評価の必要性
  
  自然災害やエネルギー不足が懸念される中，UPSは企
業用途だけでなく一般家庭用途としても注目され，最近で

は家電量販店でも販売されるようになってきた。

  一般的に，UPSは災害や予期せぬ事態による比較的短
時間の停電に備えることを目的として使用される。一方で，

計画停電対策として長時間のバックアップを行う  目的で

UPSを使用したいという要求が増えている。

  このような状況において，リチウムイオン電池は環境規
制物質を含まず，サイクル用途に優れ，長時間のバック

アップが可能なため注目されている。

  リチウムイオン電池は，正極材料をはじめ構成材料に

よってその特性が大きく変わる。

  表1
⑴〜⑶

にリチウムイオン電池の正極材料による特性比較を，

表2に小型UPS 搭載用二次電池の特性比較をそれぞれ示
す。

  リチウムイオン電池は，ここ数年，発熱や発火などの事
故が数多く報告されている。その原因は電池だけではなく，

電池をコントロールする装置側にもあるため，リチウムイ

オン電池を搭載する装置として，安全性の確保が大きな課
題となっている。

  そのため，用途に合った電池を選択し，電池の特性を最
大限生かしながら安全性を確保する装置設計が必要である。

そのためには，電池を評価し，その特性を理解することが

    UPSにおける新型電池の評価・適用技術

  中澤　浩志  NAKAZAWA Hiroshi 濵田　一平  HAMADA Ippei

  Evaluation and Application Technology of New Batteries in UPS products

  富士電機は，環境に配慮し，環境規制物質を使用した鉛蓄電池に替わる新型電池を搭載した UPSの開発を行っている。

また，蓄電デバイスの開発も行っており，電気自動車やハイブリッド自動車へ搭載されているリチウムイオン電池の適用技
術を，電池メーカーとの共同で検証している。新型電池として国内でも注目されているオリビン型りん酸鉄リチウムイオン

電池の評価を行い，UPSへの搭載を検討した。また，同様の評価方法のマンガン酸リチウムイオン電池を搭載した UPSを
製品化した。

  In consideration of the environment, Fuji Electric is developing a UPS with a new type of battery to replace lead-acid batteries, which 
use environmentally regulated materials. We are also developing storage devices and investigating application technology for lithium-ion 
batteries installed in electric vehicles and hybrid cars in partnership with battery manufacturers. We evaluated olivine-type lithium iron 
phosphate batteries, which have received attention in Japan as a new type of battery, and are considering adding them to our UPS products. 
We also  launched UPS products equipped with the manganate lithium-ion batteries by evaluating with the similar method.

表1　正極材料の特性比較

正極材料
マンガン
系

LiMn2O4

コバルト
系

LiCoO2

ニッケル
系

LiNiO2

三元系
LiNi/Co/
MnO2

りん酸鉄
系

LiFePO4

構　造 スピネル
構造 層状構造 層状構造 層状構造 オリビン

構造

公称電圧
（V） 3.7 3.7 3.5 3.7 3.2

放電位曲線 平坦 平坦 スロープ スロープ 平坦

容量
（Ah/kg）
［理論値/
実行値］

148/
110

274/
150

274/
190

278/
160

170/
150

熱分解温度
（℃） 355 225 180 300 400以上

熱安定性 ○ △ × ○ ◎

原材料費
（比率） 1/8 1 1/6 1/6 1/10

可採埋蔵量
（Mt） 680 4 47 4/47 83,000
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重要である。

  

  3　UPSに要求される電池の特性と評価
  
  UPSに要求される性能として，バックアップ時間や充
電時間，寿命などが挙げられる。この性能を左右する電
池の特性は，電池容量と最大放電レート，最大充電レート

〈注〉

である。これらの特性により，UPSのバックアップ時間
と充電時間が決定し，その電池の電池容量特性と最大放電
レート特性は，環境温度，充電電圧，終止電圧，放電レー

トなどの条件によって変化する。つまり，これらの条件に

おける電池の特性を把握することが，UPSの性能を最大
限引き出すためには必要である。

  富士電機では次の評価を実施し，UPSに最適な電池を

選択し，高性能で安全性を追求した UPSの開発を行って

いる。

  ⑴　特性評価
  環境温度，充電電圧，終止電圧，放電レート，充電レー

トなどをパラメータとして，電池の特性変化を確認し，

UPS 設計の 最適化を行う。

  ⑵　安全性評価
  異常時の電池の安全性を確認し，UPSの対策や保護機
能を決定する。

  ⑶　信頼性評価

  UPSの使用環境におけるサイクル劣化や保存劣化など

の電池の劣化および電池の寿命を予測する。

  

  4　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の特性
  
  オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池は，表1に示す

ように正極に鉄系の材料を使用しているため，一般的に使
用されているコバルト材料のような資源的な制約を受けな

いので，新型電池として国内でも注目されている。

  
  4.1　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の特徴と課題

  オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池は，材料コスト

が安いだけでなく，400℃まで酸素放出や発熱がなく，熱
安定性が良いことが大きな特徴である。なお，“オリビン

型”とは，りん酸鉄の結晶構造がカンラン石（オリビン）

と同じことからこのように呼ばれている。

   表3に，  オリビン型  りん酸鉄リチウムイオン電池の特
長と課題を示す。   オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電
池を搭載した UPSは，一般的なリチウムイオン電池に比
べ，安全性に優れている。また，今後，計画停電に対応し

た UPSとして家庭に普及していく上での大きな課題の一
つである低価格化に対応できる可能性がある。

  
  4.2　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の特性評価

  富士電機では，温度特性試験，放電 特性 試験，充電電圧
による放電容量試験および充電特性試験を実施し，オリビ

ン型りん酸鉄リチウムイオン電池の特性の評価を行ってい

表2　小型ＵＰＳ搭載用二次電池の特性比較 *

電池の種類
電極材料

電池容量 電圧
範囲

最大電流 使用
環境

サイクル
寿命

（20℃）

出力密度
電力密度 特　徴

正　極 負　極 充　電 放　電

電気二重層
キャパシタ 活性炭 活性炭 350～

3,000F
0～
2.5V 1,000A 1,000A －20～

＋70℃
100万回
以上

6,700W/kg
4Wh/kg

™ 0Vまで放電が可能
™ サイクル寿命が長い
™ 出力密度が高い
→ピークカット用途

リチウム
イオン

キャパシタ
活性炭 炭素材料

（Liドープ）

1,000
～

2,000F

2～
3.8V 100A 100A －20～

＋70℃
10万回
以上

3,300W/kg
12Wh/kg

™ 使用電圧が高い
→直列接続数が少ない

™ 電池とキャパシタの中
間用途で使用

™ 安全性が高い

リチウム
イオン電池

リチウム
化合物

チタン酸
リチウム 4.2Ah 1.5 ～

2.8V 12CA 10CA －30～
＋50℃

6,000回
以上

1,250W/kg
65Wh/kg

™ 急速充電が可能
→短時間充電が可能

™ 熱安定性が良い

リチウム
化合物

（オリビン型
りん酸鉄）

炭素材料 3Ah 2～
3.6V 2CA 6CA －20～

＋60℃
5,000回
以上 113Wh/kg

™ 材料コストが安い
→安価な電池

™ 安全性が高い

リチウム
化合物

（スピネル型
マンガン酸）

炭素材料 3.5Ah 2.5 ～
4.2V 2CA 5CA －20～

＋50℃
5,000回
以上

2,380W/kg
136Wh/kg

™ エネルギー密度が高い
→長バックアップが可
能

™ 使用電圧が高い
→直列接続数が少ない

リチウム
イオン

（ポリマー）
電池

リチウム
化合物 炭素材料 4.7Ah 2.5 ～

4.2V 1CA 5CA －20～
＋50℃

5,000回
以上 158Wh/kg

™ ポリマーであるためエ
ネルギー密度が高い

™ 高温での劣化特性が良
い

™ 温度・ハイレートでの
容量変化が少ない

＊この表の内容は単セルの特徴を比較するために抜粋した参考数値である。

〈注〉  電池容量と放電レート・充電レート：260ページ「解説 2」参

照
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る。

  3章で述べたとおり，UPSのバックアップ時間は電池容
量に 左右される 。使用可能な電池容量は，使用環境温度，

放電レート，終止電圧，充電電圧に大きく依存しており，

それを特性試験で評価する。

    ⑴　温度特性
  図1に，種 々  の 放電レート における環境温度に対する放

電容量の変化を示す。  通常の屋内設置で使用される UPS
 の最低環境温度（0℃）においても，全てのレートにおい

て  80% 以上 の容量を維持している ことが分かる 。鉛蓄電
池を使用した通常の UPSは低温時のバックアップ時間が

極端に短くなるため，仕様では 25℃でのバックアップ時
間しか保証していない。しかし，この電池であれば，使用
環境が変化しても電池の放電容量の変化量が少ないため，

安定したバックアップ時間が期待できる。

  ⑵　 放電特性 
  図2に，種 々  の 放電レート における 放電容量の変化 を示

す。   放電特性 データから期待できる放電容量が予測できる

ので，電池の性能を判断するために欠かせない特性の一つ

である。   定格容量は，0.2Cの条件での放電容量に相当し，

電池の定格容量は図より 3.05Ahであることが分かる。 
   一般に，放電レートを上げると，放電可能な容量は下

がる。 5Cまでのハイレート放電の条件でも定格容量に対
して 90%（約 2.75Ah）以上の容量を保持しており，ハイ

レート放電での特性が良いことが確認できる。したがって，

UPSの負荷量が変化しても安定したバックアップ時間を

確保できる。

  ⑶　充電電圧による放電容量特性
  リチウムイオン電池は，充電 電圧や保管時の電池の端子
電圧 および 使用環境 温度で劣化が進行し， 電圧 が高いほど

劣化が加速するといわれている。よって，充電電圧をでき

るだけ下げることにより電池の劣化を低減し，電池の寿命
を延ばすことができる。しかし，充電電圧を下げると当然
放電できる容量が減りバックアップ時間も短くなってしま

 う ので，充電電圧によるバックアップ時間と寿命の関係は

トレードオフの関係にある。

  図3に充電電圧による放電容量に対するセル電圧の変化
を示す。充電電圧（放電開始時の電圧）と終止電圧（放電
を停止させる電圧）が変わると，放電可能な容量が変わる。

  図3は，放電容量の充電電圧に対する依存性を示しており，

表3　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の特長と課題

電　池 電池使用上の留意点 UPS

特
　
長

環境規制物質を使用していない RoHS指令に対応 環境にやさしい

材料的に熱安定性に優れている オリビン型結晶構造で発熱しにくい 安全性が高い

ハイレート特性が良い 放電電流に関係なく容量が一定 大容量放電での長時間バックアップ

温度特性が良い 0℃，60℃での容量変化が少ない 低温でもバックアップ時間が低下しない

放電カーブが平ら 容量予測が容易
終止電圧の設定で容量が変化しない

残りのバックアップ時間の予測が容易
UPSの設計が容易

（コンバータ制御範囲を狭く設定可能）

充電末期に電圧が急上昇する 満充電および過充電の検出が容易 異常時の安全性が高い

充電電圧で放電容量が変化しない 充電電圧を低く設定可能 UPSの充電器の設計が容易

材料的な資源に制約がない 生産が安定
材料コストが安い

将来的に安定した供給を確保
低価格化が可能

海外（中国）では主流 海外展開が容易
電池自体のコストが安い

グローバル対応が可能
低価格化が可能

課
　
題

エネルギー密度が低い セル電圧が低い（3.2V） 搭載電池数が多い（価格上昇の要因）
保護機能が複雑化（アンバランスの要因）

放電スタート時のIRドロップが大きい 待機時の電圧低下が大きい
自己放電が大きい（試験調査中） 保存時の管理工数に影響
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図1　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の温度特性
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図2　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の放電特性
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この特性は，寿命も考慮した充電電圧の設定を行う上で重
要なデータである。

  図3より，推奨充電電圧の 3.6 Vから 3.4 Vまでの範囲
で充電電圧を変化させた結果では，3.6 Vから 3.4 Vまでの

推奨充電電圧の範囲で充電すれば，充電電圧による放電容
量の大きな変化はないことが分かる。そこで ，充電電圧を

3.4 Vに下げて使用することにより，電池の劣化を低減す

ることができる。 
  また，図2と図3ではともに放電カーブが平らであるこ

とならびに放電開始直後の IRドロップ（セル電圧降下）

が大きいことが確認できる。これもオリビン型りん酸鉄リ

チウムイオン電池の材料的な特徴である。

  放電カーブが平らなので，終止電圧をある程度上げても

放電容量に影響しない。 終止電圧を上げ，放電深度を小さ

くすることで，電池の劣化を低減することができる。 これ

は，電池の長寿命化にとっては大きなメリットである。

  ⑷　充電特性
  図4に，種々の充電電流における充電電圧と充電電流の

時間的変化を示す。

  充電特性は，充電電流をパラメータとした特性で，充電
時間や充電容量推移を確認できる。この特性により顧客の

要求する充電時間から充電器の出力容量を算出できる。

  オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池の充電特性の特
徴は，充電末期における急激な電圧上昇にある。この電
圧上昇を満充電と判断することで，それまでの定電流充

電モードで，電池の 95%に近い容量が充電できる。また，

ほぼ満充電になるまでは，定電流充電の領域なので，充電
レートから充電時間の予測が容易になることも装置設計と

しては大きなメリットである。

  
  4.3　オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池搭載時の課題

  オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池のセル電圧は

コバルト酸やマンガン酸のリチウムイオン電池と比較し

て 3.2 Vと低い。その分低くなったエネルギー密度を補う

ため，搭載する電池数（直列接続数）が増える。このため，

UPSの安全回路や電池ユニットの低価格化が課題である。

   また，直列接続数が多いのでセル間のアンバランスも想
定しておく必要がある。この点についてはアンバランスを

BMS（Battery Management System）で解決していく予
定である。 
  

  5　リチウムイオン電池の評価における課題と対策
  
  オリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池だけでなく，全

てのリチウムイオン電池の課題には，安全性の評価 ・ 対策
と，寿命の評価 ・ 予測の二つがある。

  ⑴　安全性の評価と対策
⑷

  リチウムイオン電池はセル電圧が高いため，電解液に非
水系有機溶媒を使用している。これは ｢消防法｣ の危険物
 第 四類第二石油類に属する引火性液体であり，灯油・軽
油・キシレンなどと同類の液体である。よって，使用方法
を誤ると発火する危険性があり，市場でも多数の事故が報
告されている。リチウムイオン電池を搭載する装置には，

この安全性の評価と対策が最重要課題である。

  富士電機は，市場での事故が報告され始める前から，電
池メーカーと共同で安全性の検証を進めており，  共通する

基本的な安全性基準を守り，それに独自の安全性基準を設
けて，UPSとしての安全性を確保してきた。

  最も重要なものは，セルの内部短絡に対する安全性と，

過充電に対する安全性の二つである。

  セルの内部短絡は，実際に市場で発生した事故原因の調
査から，異物混入の一次要因と充電方法による二次要因が

重なって発生したことが分かっている。内部短絡は電池本
体の問題であるため，共同開発先の電池メーカーが対策を

行うとともに，社内でも内部短絡の想定試験を実施し，使
用セルの安全性の確認を行っている。

  過充電に対する安全性は，装置メーカーに与えられた課
題として認識しており，電池単体で安全性の評価や対策を

行った。まず，過充電の挙動を知ることが装置の安全性を

高めることになると考え，社内での安全性試験や電池メー

カーからのアドバイスを得て，過充電の挙動やメカニズム

を解析し，電池パックでの安全性を大幅に改善することが

できた。

  図5に，対策後の電池パックの充電電圧と充電電流にお

ける熱暴走を起こす危険領域と安全領域を示す。充電器に

異常が発生しても，この危険領域の下限に対して十分な
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マージンを持っていれば，安全な UPSを提供できる。

  BMSによる電気的な保護は二次的な対策であり，リチ

ウムイオン電池を使用した装置の場合は，電気的な対策だ

けに頼らずに安全性のマージンを持たせた設計をすること

が重要である。

  ⑵　寿命予測
  二次電池の劣化の要因として，活物質自身の劣化，電極

表面皮膜の成長，電解液の劣化などが考えられる。さらに

劣化を加速させる要因として，セル の電圧 ，放電深度， 使
用 環境温度，充放電回数， 電池の使用 期間などが関係する。

装置の用途や使用条件に依存し，電池の材料によっても劣
化の加速レベルが異なる。

  このように多くの要因が絡み合う中で，劣化（寿命）を

予測することは，大きな課題である。それぞれのメーカー

で使用条件を絞って評価・推測しているのが実情である。

  富士電機としても，UPSの使用条件を絞り込んで試験
条件を明確にした上で，電池メーカーからのデータや，社
内での寿命試験のデータを基に寿命予測を行っている。

  今後も，予測精度を上げるためには，電池メーカーとの

協力関係が不可欠である。 オリビン型りん酸鉄リチウムイ

オン電池を搭載した UPSは，上述の優位性や課題を踏ま

えて，現在製品化に向けて，さらなる評価を進めている。 
 

   6　リチウムイオン電池搭載UPSの事例
  
  5章で紹介したオリビン型りん酸鉄リチウムイオン電池

と同様の評価を行ったマンガン酸リチウムイオン電池を搭
載した小型 UPS（1.5 kVAオンライン UPS）を製品例と

して紹介する（図6）。

   表4は，鉛蓄電池とマンガン酸リチウムイオン電池を，

UPSに搭載した際の比較結果である。 
  従来の鉛蓄電池に比べてバックアップ時間は約 2倍，

UPSユニットの質量は 24% 低減した。また，電池の寿命
は 8 年以上で，メンテナンスフリーを実現した。さらに，

長時間のバックアップに対応する場合を考慮して，本体の

半分の厚さと半分の幅の増設バッテリユニットも用意した。

  従来の鉛蓄電池では安全性や質量の問題でバッテリの増
設数が制限されているため，長時間のバックアップには限
界があった。一方，リチウムイオン電池では基本的に並列

接続数に制限がなく小型・軽量であることから，UPS 本
体に増設バッテリを接続することができ，長時間のバック

アップが可能となった。

  

  7　あとがき
  
  UPSにおける新型電池の評価・適用技術について紹介

した。東日本大震災によりエネルギーの在り方や使い方に

ついて，身近な問題として企業だけでなく家庭でも考える

時期がきている。このような環境の急激な変化で，停電時
でも安定して電力を供給できる UPSが，社会に貢献でき

る役割は大きいと考える。そのためにも，今後はよりいっ

そう安全と安心を提供できる UPSの開発に取り組んでい

く所存である。

  
  参考文献
  ⑴　内海和明.“次世代自動車用リチウムイオン電池”.      http://

www.jsae.or.jp/̃dat1/mr/motor28/mr2807.pdf   .（参照 2011-

12-26）
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図5　リチウムイオン電池の安全領域

（a）UPS本体

（b）UPS用リチウム電池モジュール（48V系）

図6　リチウムイオン電池搭載UPS（1.5kVA）

表4　鉛蓄電池とリチウムイオン電池比較

電池タイプ 鉛蓄電池 リチウムイオン電池

定格出力容量 1,500VA/1,050W

定格出力電圧 100Ｖ（110V, 120V）

給電方式 常時インバータ

外　形 432×87×494（mm）（2U）

バックアップ時間（25℃） 6分 11分（83%増）

質　量
UPSユニット 22.5kg 17.0 kg（24%減）

バッテリユニット 11.3kg 5.9 kg（48%減）

電池交換期間（25℃） 4.5年 8年以上
（メンテナンスフリー）
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  ⑵　芳尾真幸, 小沢昭弥. リチウムイオン二次電池. 材料と応用. 

第二版. 日刊工業新聞社. 2004.

  ⑶　世界の金属資源の生産量と埋蔵量.    http://home.hiroshima-

u.ac.jp/er/A_Japan_Sea/A3.PDF   .（参照 2011-12-26）.

  ⑷　中澤浩志. 特集 最近の蓄電池利用の動向6 ｢無停電電源装

置と蓄電池｣. 電気設備学会誌. 2009, vol.29, no.9, p.735-738.

      

   中澤　浩志
  無停電電源装置の要素技術開発に従事。現在，富
士電機株式会社パワエレ機器事業本部筑波工場設
計部主任。
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  1　まえがき
  
  近年，情報サービスの発展に伴う情報処理量の急激な増

加により，データセンターの処理能力の増強が図られてお

り，サーバなどの ICT 機器による電力消費量が増えてい

る。また，サーバの安定稼動を実現するために周囲温度環
境を 25℃に保つよう空調設備を導入しており，増大する

サーバの発熱量を抑えるための空調設備による電力消費量
も増えてきている。環境問題や省エネルギーへの対応とし

て，データセンターの電力使用効率（PUE
〈注 1〉

）の向上が必
要であり，電力の消費比率が大きい空調設備を極力使用し

ない方法などが検討されている。ICT 機器には，いっそ

う高い温度環境下での動作や長寿命化が要求されることに

つながる。

  データセンターでは，電源障害によるシステムの誤動作
など，サービスの停止を回避するために使用している無
停電電源装置（UPS）に対して，従来の高効率だけでなく，

小型化による省スペースと高温環境下（周囲温度 35℃）

における長寿命化が求められている。しかし，基幹部品で

ある蓄電池は，従来の鉛蓄電池では高温環境下における寿
命が短く，データセンターの要求を満たすことができな

かった。

  富士電機では，高効率ミニ UPS「GX200シリーズ
⑴

」を

ベースとし，装置の小型化と高温環境下での電池の長寿命
化を実現するためにニッケル水素電池を適用した薄型の

ラックマウント型UPSである「LXシリーズ」を開発し，

製品化した。

  

  2　特　徴
  
  図1に LXシリーズの外観を示す。LXシリーズは，常
時インバータ方式の電圧安定性と，ラインインタラクティ

ブ方式の高効率特性の両方の特徴を兼ね備えた富士電機独
自のデュアルコンバージョン方式を適用している。小型・

省スペース，高性能，長寿命化，豊富なオプション対応，

環境対応という五つの特徴がある。

  
  2.1　小型・省スペース

  図2に 19インチラックに実装した際の外観を示す。本
装置は，データセンター内の 19インチサーバラックに搭
載することを前提に設計した専用機種である。

  出 力 容 量 は， 標 準 機 種 の GX200 シ リ ー ズ の

10 kVA/8 kW（M-UPS100AD2B）と比較して約 12% 増
加した負荷力率 0.9の 10 kVA/9 kWである。ニッケル

水素電池は鉛蓄電池と比較して体積当たりのエネルギー

密度が 2 倍以上あるため，同容量の鉛蓄電池より小型化

    データセンター向けニッケル水素電池搭載ミニUPS
「LXシリーズ」

 大島　雅文  OSHIMA Masafumi 森藤 裕治郎  MORITO Yujiro 椎名　啓順    SHIINA Hiroyuki

  LX Series: Mini-UPS products with NIMH Batteries for Data Centers 

  データセンターでは，電力使用効率を上げるため冷房設備の電力使用量を減らし，外気温度による冷却方式が採用されつ

つある。そのため，内部で使用する機器には高温度環境化での長寿命の要求が高まっている。富士電機は，データセンター

向けにニッケル水素電池を採用したミニ UPS「LXシリーズ」を開発し，製品化した。富士電機独自のデュアルコンバー

ジョン方式を適用し，高温環境下におけるバッテリの長寿命化，装置の小型化ならびに高周波 PWM制御による高性能化
を実現している。豊富なオプション群をそろえ，RoHS 指令にも対応している。

  To increase power usage effi  ciency, data centers continue to reduce the power usage of their cooling equipment and use outdoor tem-
peratures for their cooling methods. This has increased the demand for longer life of devices used inside in high-temperature environments. 
Fuji Electric has developed and released the LX series of Mini-UPS products, which use nickel-metal hydride batteries and are intended for 
data centers. This uses Fuji Electric’s unique dual conversion method to increase battery life in high-temperature environments, decreases 
equipment size, and realizes high-performance through high-frequency PWM control. A wide range of optional products is available and the 
series complies with the RoHS directive.

図1　「LXシリーズ」

〈注 1〉PUE： 260ページ「解説 3」参照
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が可能である。標準機種に比べて，体積が 85%，質量が

70%に低減できている。10 kVAクラスの UPSとしては，

トップクラスの高出力・小型軽量化を実現している。19
インチラックに搭載する場合，占有スペース 5U（1U≒
44.5mm）で搭載することができ，ラック搭載時の省ス

ペース化を実現している。

  
  2.2　高性能

⑵

  LXシリーズは，通常運転時において IGBT（Insulated 
Gate Bipolar Transistor）を用いたスイッチング周波数約
16 kHzの高周波 PWM（Pulse Width Modulation）制御に

より，電源変動を抑制しながらひずみの少ない正弦波の電
圧を負荷に供給する。出力電圧精度 2%以下，線形負荷定
格時のひずみ率 4%以下を実現している。図3は，装置の

入力電源電圧が変動しているときの出力波形の一例である。

入力電流は高力率制御方式を採用しているため，負荷機器
から発生する無効電流や高調波電流の流出を抑制している。

また，図4に示すように，停電時は入力電圧の異常を瞬
時に判断し，出力電圧を無瞬断にて切換えを実現している。

復電時は，入力電圧が安定した後にバッテリ運転から通常
運転に切り換え，停電時と同じ出力電圧を無瞬断にて切り

換えている。さらに，入力電圧異常やバッテリ異常などの

各種警報出力も備えている。

  
  2.3　長寿命化

  ニッケル水素電池を高温環境下（周囲温度 35℃）で長
寿命化するためには，最適な充放電制御が必要となる。鉛
蓄電池と同じ充電方法では，ニッケル水素電池の長寿命性
能が期待できない。

  ニッケル水素電池は，満充電後に充電を継続すると過充
電の状態となり，発熱する。この発熱による温度上昇は寿
命に大きな影響を及ぼす。そのため，過充電の状態になる

前に充電を停止する満充電検出が重要となる。また，充電
を停止するニッケル水素電池に自己放電により容量低下が

発生するため，定期的に補充電を行う必要がある。

  電池の充放電の最適制御を行うために，電圧と温度およ

び充放電容量を監視する専用制御回路を内蔵し，UPSの
制御と通信連携を行った。これにより，過充電および過放
電を防止する充放電制御を実現した。また，電池の充放
電時の内部発熱による劣化を抑えるために，電池部に冷
却ファンを設置し，内部温度の上昇を抑えた。その結果，

鉛蓄電池では周囲温度環境 25℃でバッテリが寿命 4年で

あったが，このニッケル水素電池では同一温度環境にて

バッテリ寿命 8年を実現し，周囲温度 35℃環境下におい

てはバッテリ寿命 4年を実現した。冷却ファンにおいても，

長寿命ファンを採用することで高温環境下での長寿命を実
現している。

  
  2.4　豊富なオプション対応

  ⑴　オプションカード

  ⒜　標準インタフェースカード

  外部とのインタフェースとして，D-SUB9ピンを用
いたインタフェースカードを標準装備している。この

カードは，異常情報信号や UPS 自動シャットダウン信

入力電圧

出力電圧

入力電流
出力電流

（a）抵抗負荷100％（入力電圧：160V，出力電圧：200V） 

入力電圧
出力電圧

入力電流

出力電流

（b）抵抗負荷100％（入力電圧：288V，出力電圧：200V）

図3　入出力波形（200V/div，50A/div，4ms/div）

入力電圧

出力電圧

入力電流

出力電流

停電 復電

図4　停電時と復電時の切換波形

図2　19インチラック搭載時
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号の出力や，RS-233Cのシリアル通信の入出力などに

対応している。

  ⒝　USBカード

  図5に USBカードの使用例を示す。USBカードは，

USBケーブルを接続するだけで，サーバにアプリケー

ションやドライバをインストールすることなく，停電
時にWindowsに標準の電源管理システムからシャット

ダウンや UPSの停止ができる。また，UPSのイベント

ログやデータログを内部メモリに保存する機能があり，

サーバと接続するだけでこのメモリがドライブに割り付
けられるため，ログデータの取得が容易である。

  ⒞　「Web/SNMPカード」

  「Web/SNMPカード」は，Webブラウザーなどを利
用して遠隔地から複数のサーバの電源管理と操作ができ

る。

  ①　リアルモニタリング機能
  　 　クライアントパソコンから特別なソフトウェアを

インストールすることなしに，ネットワークに接続
されているWeb/SNMPカードを介して，汎用ブラ

ウザーで UPSの状態が管理できる。

  ②　マルチサーバシャットダウン機能
  　 　ネットワーク全体をバックアップする場合，複数
台のサーバが UPSの負荷に接続される。これらの

複数台のサーバを停電時やスケジュールに従って停
止するときに，安全にシャットダウンする必要があ

る。

  停電発生時，Web/SNMPカードはシャットダウン

指令のソフトウェアのモジュール「Netshut」をインス

トールした複数のサーバにネットワーク経由でシャット

ダウン指令を送る。シャットダウン指令を受けたサーバ

は，さらに他のサーバにシャットダウン指令を転送する。

シャットダウン指令により，UPSから電源を供給され

ている各サーバは安全にシャットダウンを行うことがで

きる。

  この転送を繰り返すことにより，複数台のサーバを

シャットダウンするシステムが構築できる。

  ⑵　ダウントランスボックス

  図6にダウントランスボックスの外観を示す。ラック内
に搭載されるサーバやサーバの周辺機器の中には，100V
電源が必要なものもある。UPSの 200V 出力をダウント

ランスで 100Vに変換して，100V 機器への電源供給を行
う。出力容量は 2 kVAであり，100V 対応のコンセントを

5 個搭載している。装置前面にはトランスの負荷量が分か

るようにインジケータで表示している。

  ダウントランスボックスは，19インチラックへの搭載
用に超薄型・高効率トランスを使用することにより，19
インチラックでの占有高さ 2U（86.25mm）を実現してい

る。また，負荷の過負荷警告，地絡検出などの各種警報出
力も備えている。

Windows標準電源管理システム

USBカードUSB
ケーブル

サーバ

UPS

図5　USBカードの使用例

図6　ダウントランスボックス

表1　「LXシリーズ」の仕様

型　式 M-UPS100AN2V

運転方式 デュアルコンバージョン方式

冷却方式 強制空冷方式

入力

電　圧 160～ 288V

相数・線数 単相二線

周波数 50/60Hz

最大電流 50A

出力

出力容量 10kVA/9kW

相数・線数 単相二線

電　圧 200/208/220/230/240V

電圧精度 ±2%

波　形 正弦波

停電切換時間 無瞬断

ひずみ率 6%以内

商用切換 無瞬断（サイリスタ切換方式）

効率 96%

バッテリ

種　類 ニッケル水素電池（NiMH電池）

バックアップ時間 5分

公称電圧 259.2V

外部寸法 W436.4×D780×H212
（mm）

19インチラック占有スペース 5U

質　量 89kg

外部接続

入　力 端子台（M6）

出　力 端子台（M6）
NEMA L6-30×2口

使用環境

周囲温度 0～40℃

騒　音 55dB（A）以下

相対湿度 20～95%以下
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  2.5　環境対応

  標準機種は，RoHS 指令
〈注 2〉

に対応した部品を採用し，鉛
フリーはんだを使用してプリント板を組み立てており，

RoHS 指令に対応している。本装置は，小型制御弁式鉛蓄
電池を使用せず，ニッケル水素電池を使用しており，装置
全体として鉛を使用しない製品である。

  

    3　製品仕様
  
  表1に LXシリーズの仕様を示す。装置の交流入力電圧

範囲は 160〜 288Vとワイドレンジ対応である。出力電圧
は 220/230/240Vを外部からディップスイッチで簡単に設
定できるので，国内外の電源事情に対応できる。

  

   4　回路構成と動作 
  
  図7に，従来の常時インバータ方式，ラインインタラク

ティブ方式および富士電機独自のデュアルコンバージョン

方式の比較を示す。

  デュアルコンバージョン方式では，交流入力電源が変動
しても電源電圧の変動分を直列コンバータが補償する。そ

の結果，負荷には安定した電圧が供給される。このとき並
列コンバータは，直列コンバータが電圧補償を行う際に使
用するエネルギー分だけを補償しながら直流中間電圧を一

定に制御する。入力電圧をトランスなどで電圧補正をし

ているラインインタラクティブ方式と比べ，デュアルコン

バージョン方式では直列コンバータで出力電圧を補償する

ため電圧が安定する。また，出力する全ての電力をコン

バータとインバータで変換している常時インバータ方式に

比べ，デュアルコンバージョン方式では並列コンバータ部
で電圧補償分だけのエネルギーを変換するので，変換損失
を大幅に低減し，ラインインタラクティブ方式並の高効率
化を実現している。

  交流電源に停電が発生すると，入力側を開放すると同時
に直列コンバータを用いてバッテリから負荷に連続的に安
定した電力を供給する。また，過負荷および UPS 異常時
には，交流入力電源に無瞬断で切換えが可能なバイパス回
路を内蔵している。

  

  5　あとがき
  
  データセンター向けニッケル水素電池搭載ミニ UPS

「LXシリーズ」を紹介した。高温環境下でのバッテリの

長寿命化および装置の小型化を実現し，データセンターで

要求される環境に十分対応できる製品である。また，この

UPSが 200V 系であることを生かし，データセンターだ

けでなく，各種製造装置への組込み分野への展開が期待さ

れる。今後は，容量機種の拡大といっそうの信頼性向上を

図るとともに，幅広い顧客のニーズに応えるために UPS
の開発と製品化に注力していく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　松尾浩之ほか. 高効率オンラインミニUPS「GX200シリー

ズ」. 富士時報. 2007, vol.80, no.2, p.145-148.

  ⑵ 内藤英臣ほか. 富士ミニUPS「GXシリーズ」. 富士時報. 2004, 

vol.77, no.6, p.449-452.  
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  1　まえがき
  
  世界的なエネルギー需要は増大の一途をたどり，CO 2 に

よる地球温暖化が大きな問題となってきている。このよう

な中，太陽電池をはじめとした再生可能エネルギーによ

る発電への期待がますます高まっている。世界の太陽電
池の市場規模は，2010 年度に 10 GWを超え，2015 年には

35 GWを超えるとの予測もある。また，家庭用だけでは

なく，1MWを超えるいわゆるメガソーラーの実績や計画
が世界各地で急激に増大してきている。さらに，太陽電池
の市場は，欧州だけでなく中国，米国，東南アジア，イン

ドなどへ急速に拡大している。

  一方，国内では，2012 年 7 月から“再生可能エネルギー

の固定価格買取り制度”が運用開始されることを踏まえ，

全国各地で多数のメガソーラー発電所が計画されている。

  富士電機は，メガソーラーに最適な屋外設置型高効率パ

ワーコンディショナ（PCS）を開発した。この PCSには，

富士電機独自の最新のスイッチング素子である RB-IGBT
（Reverse-Blocking Insulated Gate Bipolar Transistor

⑴

）を

適用した A-NPC（Advanced Neutral-Point-Clamped）3
レベル IGBTモジュール

⑵

を用いた新しい回路方式を採用し，

世界最高レベルの運転効率を実現している。本稿では，メ

ガソーラー向け屋外設置型高効率 PCS ｢PVI1000｣ の特徴
および機能 ･性能について述べる。

  

  2　特　徴
  
  メガソーラーにおいては，太陽電池のワット単価を下げ

るだけでなく，主要な構成要素である PCSに発電単価を

下げることと信頼性が高いことを同時に実現することが求
められる。そのため，次の 3 点が必要である。

  ⒜　発電効率が高いこと

  ⒝　トータルコストが低いこと

  ⒞　系統に接続するため信頼性が高いこと

  これらを実現する PVI1000を開発した。外観を図1に

示す。

  
  2.1　高効率

  ⑴　RB-IGBTと新回路方式の採用
  RB-IGBTと従来の IGBTをワンパッケージ化した

A-NPC 3レベル IGBTモジュール（図2）を世界で初め

て実用化した。このモジュールを 3レベル変換回路に適用
することにより，電力ロスと部品点数の大幅な削減を同時
に実現できる。

  ⑵　世界最高レベルの効率 98.5%の達成
  3レベル IGBTモジュールを新電力変換技術（A-NPC 

3レベル変換回路）に適用することにより IGBT 素子のス

イッチング損失を大幅に低減した。また，インバータが出
力する PWM波形に含まれる高調波成分を従来品より半

    メガソーラー向け屋外設置型高効率PCS ｢PVI1000｣

  藤井　幹介  FUJII Kansuke 藤倉　政信  FUJIKURA Masanobu 菊池　貴之  KIKUCHI Takayuki

  PVI1000: Outdoor High-Effi ciency Power Conditioners for Mega Solar Projects

  太陽光発電の市場は，家庭用の小規模発電からメガソーラーといった大規模発電に拡大している。富士電機では，メガ

ソーラー向けに最適な単機 1MWのパワーコンディショナ（PCS）を開発した。この PCSは，A-NPC 3レベル IGBTモ

ジュールを適用することにより，世界最高レベルの効率を実現している。また，高圧トランスと PCSを同一ベース上に一
体化させたサブステーションタイプにしているため，設置コストを低減することができる。さらに，系統時の運転継続機能
およびユニット並列冗長により，信頼性の高い太陽光発電が実現できる。

  The solar power market ranges from home power generators to large-scale installations for Mega Solar projects. Fuji Electric developed 
an 1MW power conditioner (PCS) that is optimal for these Mega Solar projects. This PCS achieves world-class effi  ciency through use of an 
A-NPC 3-level IGBT module. In addition, setup costs are reduced as the high-voltage transformers and the PCS are integrated on the same 
stage into a sub-station. Furthermore, it achieves highly reliable solar power generation through Fault-ride-through capabilityand unit parallel 
redundancy when connecting to a power system. 

図1　「PVI1000」
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減させたことによってフィルタ損失が低減し，世界最高
レベルの高効率 98.5%（IEC 61683 裕度効率，内部電源含
まず）を達成した。さらに，太陽光発電用 PCSの実態効
率に近い部分負荷効率を考慮したユーロ効率においても

98.2%を達成した。

  
  2.2　トータルコストの低減

  ⑴　単機容量 1MW
  単機容量で 1MWの大容量化を実現した。大規模メガ

ソーラー向けにおいては，単機容量を大きくすることによ

り PCSの台数を減らせるので，設置面積の低減につながる。

  ⑵　屋外サブステーションタイプ

  PCS 盤を屋外設置対応としているので，PCS 盤を収納
するための建屋や空調が不要である。さらに，オプション

で直流分岐用ヒューズを PCS 盤に内蔵できるため，接続
箱で集約した太陽電池の出力をそのまま PCSに接続でき

る。

  また，PCSの構成は，PCSと系統間に必要なスイッチ

ギヤと高圧変圧器（屋外対応品）を共通のベース上に一体
化させたサブステーションタイプとしている。生産工場か

らそのまま現地へ搬入できるので，設置コストを低減でき

る。

  
  2.3　高信頼性

  ⑴　FRT機能
  PVI1000には，メガソーラー向け PCSに必須となりつ

つある FRT（Fault Ride Through）機能を標準搭載した。

FRT機能は，系統での三相短絡や二相短絡事故時におい

ても，インバータは規定範囲内（各国にて要求される瞬低
の時間と電圧低下範囲）で三相電流を出力し，系統の電源
変動を抑制するように動作する。

    ⑵　ユニット並列
  単機容量 1MWのインバータを，250 kW×4台のユニッ

トで構成している。ユニットの一つが 故障になっ ても，残
りのユニットで発電を継続できる。昼間に一つのユニット

が故障しても，メンテナンスを行う夜間まで 1MW分の

太陽電池が発電する電力（上限 750 kW）を出力すること

ができるので，250 kWごとに PCSを分割したシステムよ

りも稼動率を上げることができる。

  
  2.4　グローバル対応

  連系する系統電圧は 4.15〜 34.5 kVに対応し，直流入力
電圧は世界標準である最大DC1,000Vまで可能となって

いる。さらに，装置の安全規格として IEC 62109に対応
し（第 3者認証取得予定），オプションで EMC規格であ

る IEC 61000-6-2と CISPR11に対応する。

  

  3　仕　様
  
  表1に PVI1000の仕様を示す。直流電圧範囲は，欧州

および米国で標準となっている DC1,000Vに対応し，定
格出力する最大電力点追従（MPPT

〈注 1〉

）範囲は 460〜 850V
である。交流電圧は 270Vであり，連系トランスにより各
サイトにおける系統電圧に変圧する。なお，最高効率およ

び部分負荷効率である欧州効率は，直流開放電圧が 540V

〈注 1〉MPPT：261ページ ｢解説 4｣ 参照図2　A-NPC 3 レベル IGBTモジュール
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表1　「PVI1000」の仕様

項　目 仕　様

容　量 1MW

直流電圧範囲 450～ 1,000V

MPPT範囲 460～ 850V

最大入力電流 2,440A

交流電圧 270V（－12～ +10%）

周波数 50/60Hz

力　率 0.99

高調波ひずみ率 5%

最高効率 * 98.5%

欧州効率 * 98.2%

内部電源容量 2,000W以下

待機損失 200W以下

＊IEC-61683効率裕度表示，内部電源含まず
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（定格で 460V 相当）時の値である。

  図3に，太陽電池電圧が 850V 時と 460V 時の効率カー

ブを示す。太陽電池電圧の値によって効率は変化するので，

上限値と下限値の効率カーブを示した。

  

    4　装置構成と動作
  

  4.1　回路構成

  図4に示すように，PVI1000の回路構成は 250 kW×4
台からなる。直流入力は，図では 4 入力で記載しているが，

最大 24 入力まで増やすことができる。2 入力を一つのブ

レーカに接続し，二つのブレーカ出力を一つの直流リンク

に接続する。これにより，四つのインバータは同じ直流電
圧で動作し，同じキャリアでスイッチングしているためユ

ニット間の循環電流は存在していない。なお，起動時は各
インバータが系統と同期した電圧を出力した状態でコンタ

クタをオンして系統に連系するため，系統への突流を発生
することなく起動を完了できる。

  インバータを実現する各ユニットは，3レベルインバー

タ，ヒューズおよび LCLフィルタで構成されている（図

5）。このような 3レベル回路は 1980 年代に既に提案され

ていた
⑶

が，IGBT 素子の耐圧を下げることができないため

普及していなかった。しかし，素子の直列が不要なイン

バータにおいては，出力電流の素子通過数を低減できる

ので導通損失を低減できるというメリットがある。そこで，

富士電機は，逆耐圧が必要となる直流中間と交流出力を接
続するスイッチに RB-IGBTを適用した 3レベル IGBTモ

ジュールを実用化した。これにより，従来の 2レベルイン

バータと同じモジュール数で 3レベルインバータを実現す

ることができるため，装置コストを増大することなく高効
率なインバータを実用化した。

  
  4.2　屋外盤構造

  従来，強制空冷式パワーエレクトロニクス機器を屋外に

設置する場合，屋内盤を屋外用コンテナに収納し，エアコ

ンで冷却することが多かった。しかし，この方式はエアコ

ンが発生損失の 1/2〜 1/3 程度を占めるため，運転効率を

重視する PCSでは不利である。また，コンテナに収納せ

ずに通常の屋内盤に屋外用フィルタを設ける場合は，フィ

ルタの交換周期が非常に短くなるのでメンテナンスコスト

が増大するという問題もある。

  そこで，図6に示すように塵埃（じんあい）に弱いプリ

ント基板と IGBTモジュール部分からなるパワーユニット

（PWU）を気密エリアに配置して外気と分離し，冷却フィ

ンやフィルタ回路を外気によって冷却する二重構造を適用
した。この方式の場合，外気を導入する部分のフィルタは

ごみや小動物の侵入を防ぐ程度の金網にすることができる

ため，メンテナンスが不要となる。さらに，このような

フィルタを適用することにより，強制空冷のための風量を

増加でき，装置全体を小型化することが可能となる。

  また，気密エリアに配置された PWUから発生する熱は，

ヒートパイプを利用した熱交換器により，外部に熱を排出
する構造としている。これにより，気密エリアでは外気に

含まれる塵埃を完全に遮蔽することできるので，塵埃によ

る誤動作から PCSを守ることができる。

  
  4.3　FRT機能とインバータ制御方式

  PCSには，系統への大量導入に向けて FRT機能が求め

られている。この FRT機能は，欧州および米国ではすで

に義務化され，日本においても 2013 年度以降に導入する

機器は義務化されている。また，FRT機能として要求さ

れるレベル（残存電圧と継続時間）は国により異なってい

る。そこで，残存電圧 0%の運転継続を可能にし，継続時

A-NPC

+

+

図5　パワーユニットおよびフィルタ回路
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間は制御電源のバックアップ方法をオプション対応とする

ことでコストと要求仕様の両立を実現した。制御電源は，

外部供給または系統からの自己供給を選択できるようにし，

系統から供給する場合は 1 s 以内の瞬断を内部のコンデン

サでバックアップした。長い時間のバックアップが必要な

場合は外部に UPSを設けることにした。

  また，FRT 機能に対応するため，図7に示すように従
来 PLL（位相同期回路）で生成していた電流位相基準 cos
θおよび電圧ベース分（連系点の系統電圧に相当）を系統
電圧から参照する方式を開発した

⑷

。通常，系統電圧を直接
参照すると，系統共振や出力電流ひずみを生じることがあ

る。そこで，バンドパスフィルタ（BPF）を設けて検出
した系統電圧から高周波成分を除去することにより，系統
異常に対する高速応答と系統共振対策を実現した。この

BPF 出力に対して出力フィルタの位相遅れを補償した値
を  V  iuvw とし，この値から dq 軸電流指令  i  p  *  ，   i  q  * を三相交
流指令に変換するために必要な電流位相基準 cosθと，台
形波の電圧ベース分  V  tuvw を求めた。さらに，電圧急変に

よって発生する過電流を防止するため，過電流を検出した

際はすぐにゲートブロックを行う機構を設けた。

  このような制御改良による動作検証を制御検証機
（20 kW）で行った。残存電圧 0%では常時ゲートロック

状態となるため，出力電流が 0Aとなる。これに対し，残
存電圧が 20%の時は，図8に示すように瞬低発生から

6ms 後には断続的なゲートロックが発生しなくなり，約 2
サイクル後には定格電流を出力できていることを確認した。

このように瞬低発生時に PCSは運転を継続できることを

確認した。

  また，系統補償（DVS：Dynamic Voltage Support）機
能もオプションで対応している。DVSは，瞬低発生時お

よび復電時の系統電圧を安定化させる機能であり，ユーザ

が定めた無効電流を系統電圧レベルに応じて出力する。系
統が二線短絡したような不平衡状態になった場合において

も，図7に示す  V  tuvw を系統に応じた不平衡状態にするこ

とにより，三相平衡の電流を出力することができる。

  FRT 機能が動作する場合は，系統電圧の急変により単
独運転を誤検出することがある。PVI1000では，無効電流
変動にて単独運転

〈注 2〉

を能動的に検出する方式
⑸

と，周波数偏
差にて単独運転を受動的に検出する方式を適用し，系統短
絡時の運転継続と系統開放時の速やかな停止を両立できる。

    
  4.4　ユニット並列

  図5に示すようにこのパワーユニットの直流と交流部分
にヒューズを設けているのは，ユニット内の IGBTや電解
コンデンサが故障した場合に，他のユニットからの短絡電
流を遮断するためである。ユニット内で温度異常 ･コンタ

クタ異常 ･過電流保護継続が発生した場合は，一度運転
を停止し，自動的に残りの健全ユニットで起動する。一方，

ヒューズ断や素子異常など破壊を伴う異常は，異常部位の

拡大を防ぐため重故障と判断し停止する。

  このようにヒューズを設けたユニットを並列した構成
により，ユニット 1 台が故障した場合でも太陽電池が

750 kW以下で発電している限りは，MPPTで定めた最大
電力量を系統に出力することができ，装置の信頼性向上に

つながる。

  

  5　あとがき
  
  屋外設置型高効率 PCS ｢PVI1000｣ は，単機大容量によ

るシステムコストの低減，サブステーションタイプによる

設置コストの低減，ならびに高効率による発電電力の増大
という特徴により，メガソーラーに最適な PCSである。

  今後，さらなる大容量，高効率化を推進し，低炭素社会
実現のために貢献していく所存である。

  
  参考文献
     ⑴　Nakazawa,H. et al. “Hybrid isolation process with deep 

diff usion and V-groove for reverse blocking IGBTs”, ISPSD. 

2011.

     ⑵　Yatsu,M. et al. “A Study of High Effi  ciency UPS Using 

Advanced Three-level Topology”, PCIM Europe Confer-

ence, 2010.

     ⑶　Nabae,A. et al. “A New Neutral-Point‒ Clamped PWM 

Inverter”, IEEE Trans. on industrial applications, 1981, 

〈注 2〉  単独運転：商用電源から切り離された系統において，分散型

電源から供給される電力のみで配電線に電気が通じている状

態をいう。
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  1　まえがき
  
     急速に発展する情報通信技術（ICT）を駆使したネット

ワークおよび通信インフラは，企業のみならず市民生活の

利便性を高め，現在では電気・水道といったライフライン

と同様に，深く浸透し  ，  必要不可欠なものとなっている。 
     情報処理システム  が取り扱う  情報量も年々増加し  ，  消費

電力  が  増大している。    個々の企業で運用していた情報処理
システムは，導入・運用コスト  の  削減  ，  高度な ICTの  導
入計画ならびに  災害や予期せぬ事態に  対する  事業継続計画
  に基づいて  ，システム構築や運用をアウトソーシングする

傾向が高まっている。アウトソーシング先  である  データセ

ンター  では  ，情報処理システム  ，  空調設備  ，  電源システム

  など  の構築から運用・メンテナンスまでを一括  して  管理し

ている。 
     このように，情報処理システムが  集中する  データセン

ター  では  消費電力量  が  膨大となる。  そのため，  安定した電
力を  システムに  供給する無停電電源装置（UPS）には，装
置効率の向上  が  強く求められ  てい  る。 
     本 稿 で は，A-NPC （Advanced Neutral-Point-

Clamped）  3レベル  変換 回路と  富士電機独自の新デバイ

スを適用し，電力損失を低減した  データセンター向け

  A-NPC 3レベル適用  大容量高効率   UPS「UPS 7000HXシ

リーズ」  の 400V 系   500 kVA  機  について紹介する。 
  

  2　特　徴
  
  図1に，UPS7000HXシリーズ 400V 系 500 kVA機の外

観を示す。

   

    データセンター向けA-NPC 3 レベル適用大容量高効率
UPS ｢UPS 7000HXシリーズ｣

  山方　義彦  YAMAGATA Yoshihiko 川崎　大介  KAWASAKI Daisuke 高橋　　昇  TAKAHASHI Noboru

  The UPS 7000HX Series of High-Effi ciency, Large-Capacity UPS products using A-NPC 3-Level 
for Data Centers

  近年，ICTがますます発展する中，データセンターに代表されるビル市場では環境性能や経済性が重視され，その電源
設備に対しては“高効率・高信頼・省スペース”の要求が高まっている。これに応えるため，大容量高効率UPS「UPS 
7000HXシリーズ」（400V 系 500 kVA機）を開発した。最大効率 97%の高効率であり，設置面積は従来機比で 30% 低減
している。また，並列運転による安定した電力の供給が可能である。これらを実現するため，電力変換回路の構成を 3レベ

ルとし，スイッチング素子には富士電機が開発した RB-IGBTによる 3レベル専用モジュールを使用した。

  In recent years, as ICT expands, the building market exemplified by data centers has focused on environmental performance and 
economy, and the demands for high effi  ciency, high reliability, and compactness from power source equipment are increasing. Fuji Electric 
developed a large capacity high effi  ciency UPS, “UPS 7000HX series”(400V 500kVA) to meet these needs. Maximum effi  ciency is as high 
as 97% and the installation area is 30% less than conventional models. In addition, the parallel operation provides a stable power supply. To 
achieve this, we set the power conversion circuit construction to three levels and used a three-level dedicated module equipped with the RB-
IGBT that we developed in the switching element. 

図1　「UPS 7000HXシリーズ」（400V系 500kVA機）
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図2　外形と質量
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 2.1　高効率

  従来機より装置効率を 2ポイント向上させ，業界最高レ

ベルの 97%を実現した。装置効率の向上は，UPSの電力
損失による発熱も低減するので，UPSシステムに用いる

空調機の消費電力も削減できるメリットがある。

  データセンターでは，装置の二重化や冗長化によってシ

ステムの信頼性を向上している。これにより通常運用時の

負荷率が低い場合があるため，本装置は低負荷領域（20
〜 50%）での電力損失も低減している。

  
  2.2　小型・省スペース

  従来機に比べ，体積で約 30% 小型化し，質量でも約
30%を削減して 1,600 kgに軽量化した（図2）。UPSなど

の設備機器の省スペース化は，サーバなどの設置スペース

を拡張できるメリットがある。

  
  2.3　高信頼性

  データセンターにおいては 24 時間 365 日，給電を継
続する必要がある。保守時や万が一の故障時においても，

UPSによる給電を継続する並列冗長システムや待機冗長
システムなどで対応している。図3および図4に，代表的
なシステム構成を示す。

  
  2.4　高性能・高機能

  ⑴　高力率負荷対応
  従来の 500 kVA 機では負荷力率 0.9（450 kW）までの

対応であったが，UPS7000HXシリーズでは負荷力率 1.0
（500 kW）までの出力を実現した。したがって，電源入力
部に力率改善回路（PFC）を適用している情報処理システ

ムのような高力率負荷に対し，従来機よりも 11% 多く電
力を供給できる。

  ⑵　パワーウォークイン機能
  UPSがバッテリによる給電（停電運転）から非常用発
電機による給電に切り替える際に，バッテリ放電電力を

徐々に非常用発電機電力へ移行する機能（パワーウォーク

イン）を設けることにより，負荷の急変による非常用発電
機の電圧変動や乱調を抑止している。

  ⑶　ネットワーク機能
  ｢Web/SNMPカード｣ でネットワークに接続すること

により，標準ブラウザー上で UPSの運転状態を監視し，

故障情報を e-mailで通知できる。

  また，専用監視ソフトウェアにより，出力電力のトレン

ドや UPSの動作履歴・故障履歴などを監視することもで

きる。
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  3　仕　様
  
  3レベル変換回路の採用により損失が低減し，フィルタ

回路が小型化した。その結果，装置自体も小型・軽量化し

た。表1に UPS7000HXシリーズの性能と仕様を示す。

  

  4　回路構成と動作
  

  4.1　主回路構成と動作の概要

  図5に主回路ブロック図を示す。交流を直流に変換する

整流器と，直流を交流に変換するインバータからなる常時
インバータ給電方式を採用している。さらに，直流入力に

は蓄電池の充放電制御を行うチョッパが接続される。

  交流入力が正常範囲にある通常運転状態では，インバー

タによって定電圧定周波数の安定した電力を負荷に供給す

る。整流器は UPSの交流入力電流が力率≒ 1の正弦波と

なるように制御を行い，チョッパは蓄電池の充電を行う。

交流入力に停電が発生すると，チョッパは蓄電池の電圧を

適正な直流電圧に昇圧し，インバータが安定した交流に変
換して供給する。図6に，停電・復電時の波形データを示
す。入力電圧に停電が発生しても，出力は連続して安定し

た電圧を供給している。

  
  4.2　A-NPC3レベル変換回路の適用
  整流器およびインバータ部には，図7に示すような

A-NPC 3レベル変換回路を採用している。A-NPC 3レベ

ル変換回路の特徴を次に示す。

  ⑴　スイッチング電圧が 2レベル変換回路の場合の半分に

なるので，変換器のスイッチング損失が低減し，電力変
換効率の向上，省エネルギー（省エネ），変換器の小型
化が可能である。

  ⑵　スイッチング波形が図8のように階段状になるので，

2レベル変換回路に比べて高調波電圧が低減される。ま

た，リアクトルやコンデンサといった容積・質量比率の

高いフィルタ回路の損失も低減するので，装置の小型化
が可能である。

  ⑶　スイッチングに伴う発生ノイズが 2レベル変換回路よ

出力電圧
200V/div

出力電圧
1,000V/div

入力電圧
1,600V/div

100ms/div

図6　停電・復電時の波形

N

M

P

W

V

U

T3

T4

T2

T1

図7　A-NPC 3 レベル変換回路
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図5　主回路ブロック図

表1　「UPS7000HXシリーズ」の性能と仕様

項　目 性能・仕様

UPS方式 常時インバータ給電方式

定格出力容量 500kVA/500kW

装置最大効率 97%

停電切換時間 無瞬断

交流入力

相　数 三相三線

電　圧 415/420V±10%

周波数 50/60Hz±5%

力　率 0.98以上

電流高調波ひずみ率 5%以下

バイパス入力
相　数 三相三線

電　圧 415/420V±10%

直流入力 公称電圧 480～ 528V
（鉛蓄電池240～264セル相当）

交流出力

相　数 三相三線

電　圧 415/420V

周波数 50/60Hz

負荷力率 0.7（遅れ）～1.0

電圧精度（整定時） ±1%以内

過渡電圧変動 ±3%以下（負荷0↔100%）

整定時間 50ms以下

電圧波形ひずみ率 2%以下（線形負荷）
5%以下（整流器負荷）

周波数精度 0.01%以内（内部発振時）

外部同期範囲 ±5%以下

過負荷耐量 125% 10分，150% 1分，
200% 2秒
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りも低減できる。

  
  4.3　A-NPC3レベル IGBTモジュールの適用
  3レベル変換回路には，富士電機が開発した A-NPC 
3 レ ベ ル       IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor） モ

ジュールを使用している（図9）。このモジュールは，中
点クランプ素子に RB-IGBT（Reverse-Blocking IGBT

⑴

）

を適用し，一つの 3レベルアームに必要な四つの半導体ス

イッチング素子を 1パッケージ化したものである。

  本モジュールを採用することで得られるメリットを次に

示す。

  ⑴　一般的なダイオードクランプ式NPCと比較し，導通
素子が半分で済むことから，導通損失を抑えられる。

  ⑵　1パッケージモジュールの採用により，素子間接続は

図7の P，M，Nに相当する 3 枚の平板導体で行うこと

ができる。これにより，スイッチング回路のインダクタ

ンスが低減してサージ電圧が抑制できるため，ノイズの

抑制やサージ電圧対策部品の削減による回路の簡素化を

図ることができる。

  
  4.4　効率と損失

  図10に，本装置の AC-AC 運転における効率特性を示
す。負荷率が 20〜 100%の間で，最高効率が 97.1%であ

り，最低効率でも 95.9%である。すなわち，実運用負荷
が低い場合も効率が良いので，高い省エネ効果が得られる。

  図11 に，従来の 2レベル変換装置と A-NPC 3レベル

変換装置の損失の比較を示す。A-NPC 3レベル変換装置
では従来の 2レベル変換装置と比べて損失が約 30%低減
している。図から明らかなように，スイッチング損失と

フィルタ損失の低減が大きい。これは前述のとおり，ス

イッチング電圧が半分になったためである。

  
  4.5　制御技術

  制御装置では，PWM波形の制御と，シーケンス制御，

通信，RAS（Reliability，Availability，Serviceability）管
理，およびマンマシン制御を行っている。

  この制御装置では，インバータの瞬時電圧波形制御に加
え瞬時電流制御を行っている。このことにより，UPSの
並列運転や，インバータ給電とバイパス給電をショックレ

（a）2レベル方式線間電圧波形 （b）３レベル方式線間電圧波形

図8　  ２レベル変換回路と３レベル変換回路のスイッチング波形
の比較
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（b）等価回路
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スで相互に切り替えることができ，定常的にも過渡的にも

安定した高品質の電力の供給を実現している。

  並列運転では，各UPSの電流が等しくなるように制御
することで電流をバランスさせている。また，保守時など

に並列運転状態から 1 台を停止して切り離す場合や，停止
状態の UPSを起動して運転中の UPSに並列接続する場合
は，電流の分担率が徐々に変化するように制御し，出力電
圧の乱れをなくして負荷へ安定した電圧供給ができるよう

にしている。

  図12 に，2 台並列運転から 1 台を停止して切り離し

た場合の波形を示す。出力電圧に乱れはなく，停止する

UPSの電流は徐々にゼロになり，運転を継続する UPSの
電流は徐々に増加している。

  

  5　あとがき
  
  データセンター向け A-NPC 3レベル適用大容量高効
率UPS ｢UPS 7000HXシリーズ｣ を紹介した。A-NPC 3
レベル変換回路と富士電機独自の 3レベル専用 IGBTモ

ジュールを使用することで，最大効率 97%の高効率と従
来比 30%の小型化を達成した。また，各種電源システム

にも対応しており，低環境負荷と高信頼が要求されるデー

タセンター以外の電源設備への広い適用が期待できる。

  今後も新技術を取り入れ，お客さまの期待に応える電源
装置を開発・製品化していく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　中澤治雄ほか. アドバンストNPC変換器用RB-IGBT. 富士

時報. 2011, vol.84, no.5, p.304-307.

       

出力電圧
200V/div

50ms/div

合計出力電流
２,000Ａ/div

1号機U相出力電流
2号機U相出力電流

2,000A/div

図12　２台並列運転から１台停止時の波形

   山方　義彦
  中大容量UPSの開発 ･設計に従事。現在，富士電
機株式会社技術開発本部製品技術研究所パワエレ

技術開発センター製品技術開発部課長補佐。電気
学会会員。

   

   川崎　大介
  中大容量UPSの開発 ･設計に従事。現在，富士電
機株式会社技術開発本部製品技術研究所パワエレ

技術開発センター製品技術開発部。

   

   高橋　　昇
  パワーサプライ事業の商品企画に従事。現在，富
士電機株式会社パワエレ機器事業本部パワーサプ

ライ事業部パワーサプライ企画部主査。
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    1　まえがき
  
  パワーエレクトロニクス（パワエレ）機器の革新的な小

型化や軽量化，低損失化を実現するには，パッケージまで

含めたパワー半導体の進歩が必要不可欠である。パワー半
導体として現在主流となっている Siを材料としたデバイ

スは性能が限界に近づいてきており，高耐圧，低損失，さ

らには高周波，高温での動作が可能な SiC（炭化けい素）

や GaN（窒化ガリウム）などのワイドバンドギャップの

材料を使用したパワー半導体の製品開発が進んでいる。

  本稿では，Si-IGBT（Insulated Gate Bipolar Transis-
tor）・SiC-SBD（Schottky Barrier Diode） の ハ イ ブ

リ ッ ド モ ジ ュ ー ル と SiC-MOSFET（Metal-Oxide-

Semiconductor Field-Effect Transistor）・SiC-SBD の

All-SiCモジュールの特徴を示し，ハイブリッドモジュー

ルを搭載した汎用インバータの特徴を述べる。次に，All-

SiCモジュールを搭載した   太陽光発電用パワーコンディ

ショナの試作装置の特徴について紹介する。

  

  2　SiCパワー半導体モジュールの特徴
  

  2.1　Si-IGBT・SiC-SBDハイブリッドモジュール
  図1に Si-IGBTと SiC-SBDとをハイブリッド化した

PIM（Power Integrated Module）の外観と内部回路を示
す。

  SiC-SBDは，図2に示す独立行政法人産業技術総合研
究所と共同開発したチップ

⑴

を使用し，FWD（Free Wheel 
Diode）に適用した。また，IGBTには第 6 世代 ｢Vシ

リーズ｣ チップを使用した。ハイブリッドモジュールは，

600V 系列が 50A，75A，100Aの 3 種類，1,200V 系列
が 25A，35A，50Aの 3 種類で合計 6 種類である

⑵

。以

降のハイブリッドモジュール製品の性能と特徴の紹介は，

1,200V/50A 品を代表例として行う。

  図3に SiC-SBDと Vシリーズ PN 接合ダイオード（V
シリーズ PND）の順方向特性を示す。実使用の電流範囲
では，ほぼ同じ特性となっている。また，SiC-SBDは温
度上昇でオン電圧が上昇する強い正の温度特性を持ってお

り，多並列での使用の際でも電流のバランスを取りやすい。

    SiC デバイス搭載のパワーエレクトロニクス機器

  松本　　康  MATSUMOTO Yasushi 近藤　　靖  KONDO Yasushi 木村　　浩  KIMURA Hiroshi

  Power Electronic Equipment Equipped with SiC Devices

 パワーエレクトロニクス機器の革新的な小型，軽量，低損失化を実現するためには，SiC（炭化けい素）や GaN（窒化
ガリウム）などワイドバンドギャップの材料を使用したパワー半導体の適用が有効である。汎用インバータに Si-IGBT・
SiC-SBD半導体を用いたハイブリッドモジュールを搭載することで，インバータ部の損失を 25% 低減することが可能であ

る。また，太陽光発電用パワーコンディショナに All-SiCモジュールを搭載することで，主回路部の効率を 99%に高める

とともに，装置全体の体積を従来機比で 4 分の 1と大幅な小型化が実現できることを実証した。

 To achieve innovative compactness, light weight, and low loss in power electronic equipment, it is benefi cial to use power semiconductors 
that use wide bandgap materials such as SiC and GaN. By installing hybrid modules using Si-IGBT and SiC-SBD semiconductors into general-
purpose inverters, Fuji Electric can reduce inverter loss by 25%. In addition, by installing all-SiC modules in power conditioners for solar 
power generation, we demonstrated that it can increase main circuit effi  ciency to 99% while also reducing the overall equipment volume to 
1/4 of conventional models, which is a substantial size reduction.

SiC-SBD

サーミスタ

インバータ整流器 ブレーキチョッパ

（b）内部回路

（a）外観

図1　Si-IGBT・SiC-SBDハイブリッドPIM
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  図4に，ハイブリッドモジュールと FWDに Vシリー

ズ PNDを使用した Vシリーズモジュールの逆回復時の波
形を，図5に IGBTのターンオン時の波形を示す。SiC-

SBDはユニポーラデバイスで少数キャリアの注入が起き

ないため，FWDの逆回復時におけるピーク電流の発生を

抑えることができている。また，FWDの逆回復時のピー

ク電流を抑えることで，ターンオンする IGBTのピーク電
流も抑えることができる。このことにより，Vシリーズ

PNDに対して，定格電流 50A 時の逆回復損失は 30%に，

ターンオン損失は 46%に，それぞれ大幅に低減すること

ができる。

  図6に IGBTのターンオフ時の波形を示す。定格電流
50Aでのターンオフ時の跳ね上がり電圧が，Vシリーズ

PNDに対して 47V 低く抑えられ，ターンオフ損失も低減
できる。

  
  2.2　All-SiC モジュール
  SiC-MOSFETは，図7に示す独立行政法人産業技術

図2　SiC-SBDチップ

（b）Vシリーズモジュール

0

（a）ハイブリッドモジュール

0

at 50A

：200ns/divt

：200V/divV ka

：25A/divI a

R g=15Ω，150℃＝600V，Vｃｃ VGE=±15Ｖ,

図4　FWD逆回復波形の比較

（b）Vシリーズモジュール

0

0

（a）ハイブリッドモジュール

0

0

at 50A

：200ns/divt

675V

722V

：10V/divV GE

：10A/divI C
：200V/divV CE

R g=15Ω，150℃＝600V，Vｃｃ VGE=±15Ｖ,

図6　IGBTターンオフ波形の比較

（b）Vシリーズモジュール

0

0

（a）ハイブリッドモジュール

0

0

at 50A

：200ns/divt

：10V/divV GE

：25A/divI C

：200V/divV CE

R g=15Ω，150℃＝600V，Vｃｃ VGE=±15Ｖ,

図5　IGBTターンオン波形の比較
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総合研究所と共同で開発した IEMOS（Implantation and 
Epitaxial Metal Oxide Semiconductor）チップ

⑶

を使用した。

  チップの順方向特性を図8に，オン抵抗  R  on ・ A と
ゲートしきい値電圧  V  th の温度特性を図9に示す。SiC-

MOSFETも SiC-SBDと同様に正の温度特性を持ってお

り，多並列での使用の際でも電流のバランスを取りやすく

なっている。また，ノーマリーオフでの低オン抵抗を実現
できており，200℃の高温状態でもノーマリーオフ特性を

確保できている。

  図10に，200℃での SiC-MOSFETターンオフ時・ター

ンオン時の波形を示す。ターンオフ，ターンオンともにス

イッチングに要する時間が 100 ns 程度であり，Si-IGBT
の 250 ns 程度に比べて大幅に短くなっている。また，温

図7　SiC-MOSFETチップ
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図8　順方向特性の比較
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図9　オン抵抗とゲートしきい値電圧の温度特性
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図10　SiC-MOSFETターンオフ時・ターンオン時の波形
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図11　モジュール構造の比較
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度によるスイッチング特性の変化は少なく，ターンオフ損
失，ターンオン損失は温度にほとんど依存しない。150℃
におけるターンオフ損失，ターンオン損失は，それぞれ

Si-IGBTの 40%と 31%である。

  図11 に，SiC-MOSFET・SiC-SBD の All-SiC 用に開
発したモジュールの構造を示す

⑷，⑸

。開発したパッケージは，

従来のアルミワイヤボンディング構造に替わり，富士電機
独自の銅ピン接続構造を用いることで小型・高パワー密度
を実現した。さらに，銅板と SiNセラミック基板からな

る DCB（Direct Copper Bonding）基板を採用することで

熱抵抗を下げ，パワー密度上昇によるチップ温度 Tjの上
昇を抑えた。また，シリコーンゲルに替わる高耐熱エポキ

シ樹脂による封止構造にしたことで，チップ周辺の接合部
に発生するひずみを緩和し高信頼性化も図っている。これ

により，小型の SiCチップを複数個並列接続したモジュー

ルの大容量化に対応でき，かつパッケージの小型化も実現
した。図12 に，1,200V/100A 定格の 2 in1タイプの All-

SiCモジュールの外観およびフットプリントサイズ（床面
積）の比較を示す。フットプリントサイズは，現行構造の

同定格の Siモジュールと比べて半分である。

  

  3　SiC適用パワエレ機器
  

  3.1　SiC-SBD搭載汎用インバータ
  工場の生産設備や空調設備で使用される電動機駆動用

インバータのさらなる高効率化を図るために，Si-IGBT・
SiC-SBDハイブリッドモジュールを搭載した汎用イン

バータ ｢FRENIC-MEGA GX-SiC｣ を開発した。これは，

FRENIC-MEGAにおける同期モータ駆動専用 GXの新
シリーズであり，三相入力の 200V 系列 5.5，7.5，11 kW
と 400V 系列 5.5，7.5，11 kWの 6 機種である。図13 に

400V/11 kW機の外観と主回路部の外観を示す。ハイブ

リッドモジュールを搭載することで，逆回復損失，ターン

オン・ターンオフ損失などのスイッチング損失が減り，汎
用インバータでの発生損失を Siデバイス搭載の従来機種
に比べて 25% 低減できた（図14）。これにより，高効率
IPMモータ ｢GNS シリーズ｣ ｢GNPシリーズ｣ との組み

合わせで，さらなる高効率なドライブシステムが実現でき

た。

  
  3.2　All-SiC モジュール搭載パワーコンディショナ
  All-SiCモジュールを適用し，小型化，高効率化を可能

にする太陽光発電用パワーコンディショナを製作した。装
置の回路構成は図15 に示す A-NPC 3レベルとし，フィ

（b）フットプリントサイズ比較

2 in1，100A，1,200V

（a）All-SiCモジュール

現行構造Si モジュール All-SiC モジュール
92mm

62.6mm

3
4
m
m

2
4
.7
m
m

図12　  All-SiC モジュールの外観およびフットプリントサイズ
の比較

（a）外観 （b）主回路部

図13　「FRENIC-MEGA GX-SiC」
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図15　All-SiC パワーコンディショナの回路構成
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ルタの小型化とスイッチング損失のバランスを考慮してス

イッチング周波数を 20 kHzとした。図16 に 20 kW装置
の外観と主回路部の外観を示す。All-SiCモジュールを適
用することで，フィルタと冷却フィンの小型化が図れ，パ

ワーコンディショナ装置全体の体積を従来機比で 4 分の 1
にすることができた。図17 は，単独で運転したときの三
相出力電圧波形である。スイッチング周波数を上げてフィ

ルタを小型化しても，ひずみ，リプルともに少ない波形と

なっている。また，主回路部の効率は 99%であり，大幅
な効率向上も実現した。

  

  4　あとがき
  
   Si-IGBT・SiC-SBD     ハイブリッドモジュールを搭載し

た汎用インバータ製品を開発し，All-SiCモジュールを

搭載した太陽光発電用パワーコンディ  ショナを製作した。

SiCを使用したパワー半導体モジュールをパワーエレクト

ロニクス機器に搭載することで，装置のさらなる高効率化
や小型化が可能となる。今後は，SiCの特性を最大限に発
揮できるパッケージ技術や回路技術の開発を続け，  パワー

エレクトロニクス  機器の飛躍的な進歩に貢献する所存  であ

る。 
   SiCチップの開発にご協力いただいた独立行政法人産業

技術総合研究所先進パワーエレクトロニクス研究センター

の関係各位に謝意を表する。本開発の一部は，独立行政法
人産業技術総合研究所産業変革研究イニシアティブ“SiC
デバイスの量産試作による実証化検証”により行われた。 
  

  参考文献
  ⑴　Tsuji, T. et al. “Experimental demonstration of 1200 V 

SiC-SBDs with lower forward voltage drop at high 

temperature”. Proceedings of ICSCRM 2011, Tu-P-27, 2011, 

p.205-208.

  ⑵　中沢将剛ほか. Si-IGBT・SiC-SBDハイブリッドモジュー

ル. 富士時報. 2011, vol.84, no.5, p.331-335.

  ⑶　Harada, S. et al. “High performance SiC-IEMOSFET/

SBD module”. Proceedings of ICSCRM 2011, MO-3 A-1, 

2011, p.52-57.

⑷　Horio, M. et al. “New Power Module Structure with 

Lower Thermal Impedance and High Reliability for SiC 

Devices”. Proceedings of PCIM Europe, 2011, Proceeding 

CD, 2011, p.229-234.

⑸　Ikeda, Y. et al. “Investigation on Wirebond-less Power 

Module Structure with High-Density Packaging and High 

reliability”, Proceedings of International Symposium on 

Power Semiconductor Devices and IC’s 2011, Proceeding 

CD, p.272-275.

  

       

（a）外観 （b）主回路部

図16　All-SiC パワーコンディショナ
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図17　パワーコンディショナ出力波形
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博士（工学）。電気学会上級会員，IEEE会員。
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  可変速駆動装置の開発・設計に従事。現在，富士
電機株式会社技術開発本部製品技術研究所パワエ

レ技術開発センター製品技術開発部主査。
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  酸化物，有機半導体薄膜デバイスの研究開発に従
事。現在，富士電機株式会社技術開発本部電子デ

バイス研究所次世代デバイス開発センター SiCプ

ロジェクト部長。

   



p.236

電池容量とは，電池を放電させてから放電終止電圧に至
るまでに取り出した電気量のことである。単位は Ah（ア

ンペアアワー）である。例えば，10Ahの電池容量の電池
は，10Aの電流を 1 時間流すことができる電気量を持っ

ている。2Aであれば 5 時間流すことができる。

電池容量は JISで規定されている。20 ℃において 5 時
間で放電が終了する電流での容量を定格容量と定義し，こ

れを 5 時間率の容量という。

放電レートとは，電池容量に対する放電時の電流の相対

的な比率である。これは，電池ごとの特性条件をそろえる

ための表現法であり単位は C（シー）で表す。

放電レートが 1 Cとは，公称容量値の容量を持つセルを

定電流放電して，ちょうど 1 時間で放電終了となる電流値
のことである。例えば，定格容量 10Ahの電池において

1 Cのときには 10Aとなる。20Aの電流で放電させた場
合は，2 Cで放電させたといい，2Aの場合は 0.2 Cで放電
させたという。

充電レートについても同様に定義している。

解説2　電池容量と放電レート・充電レート

p.241

PUE（Power Usage Eff ectiveness：電力使用効率）は，

データセンター設備のエネルギー効率を表す指標である。

“データセンター全体の消費電力”を，サーバなどの“IT
機器による消費電力”で割った値である。データセンター

全体の消費電力は，サーバやストレージ，ルータ，管理用
端末などの IT 機器の消費電力に加えて，空調装置，電力
設備，照明装置，監視装置などが消費する電力を含む。

PUEの値が 1.0に近いほど，データセンターの設備に使
われる電力が少ない，つまり電力効率の良い省エネルギー

（省エネ）設備であることを示す。

一般的なデータセンターの PUEは 2.0〜 3.0であるが，

最近の省エネに配慮したデータセンターは，空調設備など

の運用を抑えることで 1.2〜 1.8 程度まで省エネ化されて

いる。

解説3　PUE

PUE＝ IT機器 消費電力
全体 消費電力

p.192, p.226

80 PLUSとは，80 PLUSプログラムが推進する電気機
器の省電力化のガイドラインで，“交流から直流に変換
する際の変換効率が 80% 以上”ということを表している。

エナジースター
〈注〉

を適用する情報装置（ワークスステーショ

ンやパーソナルコンピュータ）は 80 PLUSで認証された

電源を使用することがその適用要件となっている。

80 PLUSのガイドラインは入力電圧AC 115V 用と AC 
230V 用があり，負荷率 20%，50%，100%の各点におい

て，いずれも 80% 以上の変換効率の基準を満たした製品

に与えられる認証である。規格は効率が低いものから順に，

Standard，Bronze，Silver，Gold，Platinum，Titanium
の六つのランクが定められている。ただし，最上級の

Titaniumは AC230Vでしか定義されていないため，一般
的なパーソナルコンピュータ向けの電源ユニットには存在
しない。80 PLUSに対応することで電力変換効率が向上
した電源ユニットは，発熱の低減により，冷却ファンの回
転数を低く制御することによる静音化や，電子部品の熱劣
化の低減が可能になり，装置の快適性向上や省電力化と同
時に製品寿命にも良い影響を与える。

参考文献
　80 PLUSプログラム, http://www.80plus.org.（参照 2012-

04-10）.

解説1　80 PLUS

〈注〉  国際エネルギースタープログラム（エナジースター）：電気機

器の省エネルギーのための国際的な環境ラベリング制度であ

る。経済産業省と米国環境保護局の相互承認の下で運営されて

いる。対象となる製品は家電製品から産業機械，コンピュータ

までと幅広い。
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p.246

太陽電池は，図に示すような V-I 特性を持っており，

短絡状態で流れる電流を Is，開放状態の電圧を Vocと呼
ぶ。この短絡と開放状態の間に太陽電池の発電電力が最大
となる最大電力点が存在する。この最大電力点は日射量に

応じて変化するため，パワーコンディショナ（PCS）はこ

の動作状態を運転中に探索する制御を行っている。この制
御のことを，最大電力点追従（MPPT：Maximum Power 
Point Tracking）制御と呼ぶ。

PCSは，運転を開始すると Vocの状態から最大電力点を

探索するため，徐々に動作電圧を低下させていく。この際，

太陽電池の発電電力を測定し，発電電力が増加している間
は太陽電池の動作電圧を減少させ，発電電力が低下すると

動作電圧を増加させる。このように太陽電池の動作電圧を

変化させるMPPT制御により，PCSは太陽電池の発電電
力を最大にすることができる。

解説4　MPPT

V ocV p

I s

I p

太陽電池電圧

太陽電池電流

最大電力点

図　太陽電池のV-I 特性
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略語（本号で使った主な略語）

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

A-NPC Advanced Neutral-Point-Clamped アドバンスト NPC
CAD Computer Aided Design コンピュータ支援設計
CMM Capability Maturity Model 能力成熟モデル

CMMI Capability Maturity Model integration 
DCB Direct Copper Bonding 
DSP Digital Signal Processor 
DVS Dynamic Voltage Support 系統補償
EV Electric Vehicle 電気自動車
FCPM Flat Cup Parmanent magnet Motor 
FRT Fault Ride Through 
FWD Free Wheeling Diode 
HEV Hybrid Electric Vehicle ハイブリッド自動車
ICT Information and Communication Technology 情報通信技術
IEMOS Implantation and Epitaxial MOSFET 
IGBT Insulated Gate Bipolasr Transistor 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ

IPM Interior Permanent Magnet 
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eff ect Transistor 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ

MPPT Maximum Power Point Tracking 最大電力点追従
NPC Neutral Point Clamped 
PCS Power Conditioner パワーコンディショナ

PFC Power Factor Correction 力率改善
PG Pulse Generator 速度センサ

PIM Power Integrated Module 
PM モータ  Permanent Magnet Motor  永久磁石形同期電動機
PUE Power Usage Eff ectiveness 電力使用効率
PWM Pulse Width Modulation パルス幅変調
RAS Reliability，Availability，Serviceability 信頼性，可用性，保守性
RB-IGBT Reverse-Blocking IGBT 逆阻止 IGBT
SBD Schottky Barrier Diode ショットキーバリアダイオード

SJ-MOSFET Super Junction-MOSFET 
SSH Secure Shell 
Telnet Telecommunication network 
UPS Uninterruptible Power Supply 無停電電源装置
VVVF制御 Variable Voltage Variable Frequency 可変電圧可変周波数制御

CHAdeMO チャデモ協議会の商標または登録商標
Ethernet 富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
Linux Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標
MODBUS フランス Schneider Automation, Inc. の商標または登録商標
UNIX X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における商標または登録商標
Windows 米国Microsoft Corp. の商標または登録商標
80 PLUS 米国 Ecos Consulting Inc. の商標または登録商標
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主要事業内容

電力・社会インフラ
世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設
備などを通じて，安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮し
ながらグローバルに展開しています。

地熱発電
タービン発電機，地熱発電プラント，バイナリー発電プラント

火力発電
蒸気タービン・発電機，ガスタービン・コンバインドサイクル
発電システム

燃料電池　燃料電池
水力発電　水車・発電機，受配電設備
原子力　　高温ガス炉

電力・社会インフラ
電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジーをベー
スに，マイクログリッドやスマートグリッドなどの実現をめざし
ています。

エネルギーマネジメント
エネルギー総合監視システム（グリッド監視・制御システム），
電力量計，特別高圧受変電設備

放射線機器　放射線計測器，放射線計測システム
輸送システム
新幹線のぞみN700系用主変換装置，駆動モータ，鉄道用変電
システム，リニアドア，トンネル換気システム・高速道路遠方
監視制御システム，急速充電器

産業インフラ
電動力応用技術，計測技術，パワーエレクトロニクス技術を駆使
して，さまざまな産業分野のお客様に，省エネに貢献する最適な
ソリューションサービスを提供しています。

産業プラント
プラント用インバータ，同期モータシステム，制御システム
（MICREX-NX），製造実行システム，ガス分析機器

ファシリティ
電気炉設備，大容量整流設備，工業電熱，クリーンルームシス
テム，無停電電源装置，パワーコンディショナ

パワエレ機器
パワー半導体技術，回路技術，制御技術を融合させたパワエレ機
器でCO2 排出量削減やエネルギーの高効率化を実現し，社会に貢
献していきます。

ドライブ
汎用インバータ，サーボシステム，モータ / モータ応用製品，
同期モータシステム，車載用 IGBT

パワーサプライ
サーバ用電源，ミニUPS

器具
電磁開閉器（マグネットスイッチ），配線用遮断器（ブレーカ），
安全機器

電子デバイス
エネルギー・環境分野をはじめ，自動車，情報機器，産業機器な
どの進化に貢献するパワー半導体，印刷の高精度化に貢献する感
光体，フィルム型の太陽電池セル，情報機器の記録媒体として活
躍するディスク媒体を提供しています。

半導体
IGBT モジュール，パワー IC，パワーMOSFET，車載用 IGBT，
感光体，太陽光セルモジュール

ディスク媒体
磁気記録媒体

食品流通
食品流通分野における循環社会の実現を目指して，食の産地から
消費者までのトータルソリューションを提供しています。

自動販売機・通貨機器
ヒートポンプ式自動販売機，自動釣銭機

店舗流通
冷凍・冷蔵ショーケース，ユニット組立型店舗システム

平　成 24 年 4 月 30 日 印　刷
平　成 24 年 5 月 10 日 発　行

定価 735 円（本体 700 円・送料別）

第 巻85 第 号3



h2-3(3.35mm).indd   1 12/05/30   14:06



富

　士

　時

　報

特
集
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
機
器

富士時報　第 85 巻　第 3 号（通巻第 873 号）　2012 年 5 月 10 日発行

本誌は再生紙を使用しています。 雑誌コード 07797-5　　定価 735 円（本体 700 円）

富士時報　第 85 巻　第 3 号（通巻第 873 号）　2012 年 5 月 10 日発行 ISSN 0367-3332

May  2012

特集  パワーエレクトロニクス機器

h1-4(3.35mm) .indd   1 12/05/30   14:06




