
富士時報　Vol.82 No.2 2009

特  

集

汎用インバータとサーボシステムの最新技術

酒井　利明（さかい　としあき） 奥田　善久（おくだ　よしひさ） 鉄谷　裕司（てつたに　ひろし）

酒井　利明

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，

富士電機システムズ株式会社ドラ

イブ事業本部ドライブ統括部ドラ

イブ機器技術部サーボ技術グルー

プマネージャー。

奥田　善久

汎用インバータの開発，企画，エ

ンジニアリング業務に従事。現在，

富士電機システムズ株式会社ドラ

イブ事業本部ドライブ統括部ドラ

イブ機器技術部インバータ技術グ

ループマネージャー。

鉄谷　裕司

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，富士電機シス

テムズ株式会社ドライブ事業本部
ドライブ統括部ドライブ機器技術
部長。

1　まえがき

産業分野では，汎用インバータならびにサーボシステム

の適用が拡大し，設備・装置の小型化，省エネルギー（省
エネ）化，省力化，高速・高精度化が図られている。近年
では，リスクアセスメントを適用した安全システムへの

取組み，性能だけでなく構成のシンプルさや使いやすさと

いったシステム開発や保守でのトータルコストダウンにつ

ながる要素が市場ニーズとして要求されてきている。

これらのニーズ・動向に応えるため，汎用インバータ・

サーボシステムで取り組んだ最新技術と適用事例を紹介す

る。

2　製品ラインアップの紹介

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」の 4系列を完備して

いる。

以下に製品ラインアップを簡単に紹介する。

⑴　FRENIC-Miniシリーズ

3.7 kW以下の小容量モータの簡易可変速制御を対象と

したコンパクト型
⑵　FRENIC-Multiシリーズ

15 kW以下の小・中容量モータの一般可変速制御を対象
とした高性能・コンパクト型
⑶　FRENIC-Ecoシリーズ

HVAC（Heating Ventilation and Air Conditioning：暖
房換気空調の制御）などファン・ポンプを使用した空調用
途に適した機能を充実させ，560 kW以下の二乗低減トル

ク負荷の制御を対象とした用途特定型
⑷　FRENIC-MEGAシリーズ

汎用インバータにクラス最高峰のベクトル制御を搭載 
し，630 kW以下の多彩なアプリケーションに対応できる

高性能・多機能型

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。
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図1　汎用インバータ製品ラインアップ
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「FALDIC-α シ リ ー ズ 」「FALDIC-β シ リ ー ズ 」

「FALDIC-Wシリーズ」および現在のメイン機種である

「ALPHA5シリーズ」をそろえている。

ALPHA5シリーズは，容量が 0.05〜 5 kW，周波数応
答が 1,500Hzと業界最高レベルの性能を持ち幅広い用途
に適用されている。

3　最新技術と適用事例

3.1　汎用インバータ

⑴　同期ドライブシステム

CO2削減や省エネ化に大きく貢献する，誘導電動機よ

り効率のよい永久磁石形同期電動機（PMモータ）と PM
モータ駆動専用のインバータを組み合わせた高効率な同期
ドライブシステムを紹介する。

⒜ 　PMモータ駆動専用「FRENIC-MEGAシリーズ」

 　PMモータ駆動用のインバータは，以前から実績のあ

るセンサレスベクトル制御を採用し，PMモータに対し

てセンサレスでの高精度なトルク制御・速度制御と高効
率運転の両立を実現した。

 　図3に PMモータのセンサレスベクトルの制御ブロッ

クを示す。

 　以下にセンサレスベクトル制御の特長を示す。

　①　高精度なトルク制御・速度制御
　 　電圧指令値と電流検出値から PMモータの電圧方
程式モデルを使った位置・速度推定器により，回転子
速度と磁極位置を推定する。正確に推定された回転子
速度と磁極位置によりトルク演算を行い，高精度なト

ルク制御や速度制御を実現している。

　②　高効率運転
　 　磁束指令演算器と電流指令演算器により，電流に対
してのトルクが常に最大になるように磁束を制御する

ことで高効率運転を実現している。

　 　基底回転速度以上では，PMモータの端子電圧（速
度に比例した誘起電圧）がインバータの最大出力電圧
を上まわってしまい，端子電圧を所望の値に制御でき

ない。その結果，電流を正確に制御できず，モータを

安定に運転することが困難となる。FRENIC-MEGA
シリーズでは，PMモータの端子電圧がインバータの

最大出力電圧以上にならないように磁束を制御してい

るため，従来の制御方式よりも高効率かつ安定な運転
ができる。

　③　オフラインオートチューニング

　 　センサレスベクトル制御や高効率運転を実現する

には，PMモータの電気定数（電機子抵抗・インダク

タンス・誘起電圧）の情報が必要である。FRENIC-

MEGAシリーズには，これらの電気定数を自動測定
する機能がある。

　 　各調節器の制御パラメータは，オフラインオート

チューニングで測定した電気定数から最適値が自動設
定される。ユーザはパラメータ設定の煩わしさから解
放され，簡単に最大効率のシステムが実現できる。

　 　また，この機能により高速仕様など特殊な PMモー

タのセンサレス駆動も可能となる。

⒝　PMモータ

　①　標準 PMモータ

　 　PMモータは，界磁損失がないことから回転子で発
生する発熱量が少ない。そのため，誘導電動機に比べ

て総合損失が低減でき，固定子鉄心容積の縮小，所要
冷却能力が軽減し，標準誘導電動機より枠番を下げ

ることが可能である。富士電機の標準 PMモータは，

標準誘導電動機に比べ 1〜 2枠下げたことにより，体
積が平均で 35%減，質量が平均で 40%減の大幅な小
型化と軽量化を実現している。これにより，モータを

搭載する機械装置自体の小型・軽量化が図れる。

　 　また，標準 PMモータ単体の効率は IEC 60034-30
⑴

で規定される IE3レベル相当で，IE1レベルの標準誘
導機よりも，CO2削減・省エネ化にも大きく貢献する。

　 　製品ラインアップは，三相 200Vシリーズで 11〜
90 kW，三相 400Vシリーズで 11〜 300 kWの広範囲
にわたり，速度センサなし・センサ付きの 2系列を発
売している。

　 　図4に FRENIC-MEGAシリーズと標準 PMモータ
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の外観を示す。

　②　高効率 PMモータ

　 　PMモータの利点である低損失をさらに追求した効
率値 IE4レベルの高効率 PMモータについて紹介す

る。この製品のもうひとつの特長は外形を標準誘導電
動機と同枠としていることである。既設の工場設備
や各種機械装置に使用している標準誘導電動機を PM
モータに置き換える場合，前述の標準 PMモータで

は枠番が小さくなるためにモータ設置ベースの改造や

機械装置の設計変更が生じ，容易に置換えができない。

これを解消するために標準誘導電動機と同枠のサイズ

としている。標準 PMモータよりいっそうの CO2削
減・省エネ化が図れるとともに，標準誘導機からの置
換えが非常に容易となる。

　 　これらの特長が評価され，某顧客工場の既設ポンプ

や既設空調設備で商用運転していた 75 kWや 22 kW
標準誘導電動機 30台ほどを PMモータ駆動専用
FRENIC-MEGAと高効率 PMモータの組合せに更新
した。効果として年間 3,000万円以上の電力料金削減
と 1,000トン以上の CO2削減ができ，順次他設備の更
新計画も進んでいる。

　 　高効率 PMモータの製品ラインアップは，三相
200Vシリーズで 11〜 90 kW，三相 400Vシリーズで 
11〜 160 kWの容量で速度センサなしの製品を販売し

ている。

⑵　安全規格 EN 954-1カテゴリ 3対応インバータ

日本国内では以前から現場ごとに使用者への安全教育
の徹底や，ハザードの隔離や本質安全の追求など無災害・

安全確保を行ってきた。しかし最近の国際的なトレンドは，

国際安全規格 ISO 12100（機械の安全性 基本概念・設計
の一般原則）などにあるように，危険発生確率やそれによ

る影響度を加味し，危険を許容できる範囲まで抑えこむ設
計への動きが急速に高まっている。

機械装置を駆動するインバータに対しても例外ではなく，

インバータ本体に安全規格に適合した機能を持たせる要
求は強く，欧州を中心に安全規格対応は必須となっている。

EN 954-1に対応したインバータを紹介する。

⒜　安全規格の体系
 　安全規格の体系は図5に示すとおり，機械類の安全性

についての規格群は，A基本安全規格，Bグループ安全
規格，C個別機器安全規格の 3階層による体系となって

いる。

 　機械の安全性 基本概念・設計の一般原則（ISO 
12100/JIS B 9700）などが属する安全規格は基本安全規
格（A規格）と呼ばれ，すべての機械類で共通に利用
できる基本概念，設計原則を扱う規格である。

 　EN 954-1（機械類の安全性－制御システムの安全関
連部，設計のための一般原則），IEC 61508（電気・電
子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全）などが

属する安全規格はグループ安全規格（B規格）と呼ばれ，

特定分野の機械すべてに適用できる安全の法則および安
全装置の規格である。グループ安全規格は，特定の機械
に対する詳細な安全規格である個別安全規格（C規格）

から参照される。

⒝　適用安全規格
 　適用した安全規格は，EN 954-1 カテゴリ 3と IEC 
60204-1（機械類の安全性－機械の電気装置，一般要
求事項）停止カテゴリ 0とし，FRENIC-Multiおよび

FRENIC-MEGAに適用した。

 　専用の安全端子に安全信号を入力するとインバータは

トルクオフ（出力遮断）し，停止カテゴリ 0（非制御停
止）：「機械アクチュエータの電源を直接遮断することに

よる停止」に適合する。

これらの安全規格に適用するために，次の特徴を備えて

いる。

™  ソフトウェアを介さず，ハードウェアのみで出力遮断
が可能

™  ハードウェア遮断回路は 2系統の冗長設計
　図6に概略安全回路の構成を示す。

⒞ 　安全規格対応インバータ使用によるユーザのメリッ

ト

 　図7に示すように，インバータが安全規格非対応の場
合，EN 954-1カテゴリ 3対応の装置を実現するために

は，インバータの出力側コンタクタを二重化し，一方の

コンタクタが溶着しても安全機能を損なわないようにす

る必要がある。これに対しハードウェアによる出力遮断
機能と遮断回路の冗長化機能を備えた安全規格対応イン
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バータを使用すると，出力側コンタクタと安全回路の冗
長化回路が不要となり，従来回路とほぼ同等な回路構成
で安全回路が実現できる。

なお， EN 954-1は 2009年末に失効となり，新たに整合
規格として ISO 13849-1に置き換わる。2009年中に ISO 
13849-1対応製品を発売する計画である。

⑶　位置決め・制振制御内蔵 FRENIC-MEGA
搬送・運搬装置に適したフルクローズド制御による位置

決め機能と制振制御機能を備えたインバータを紹介する。

図8に示すように，位置決め制御が必要とされる搬送装
置にインバータを使用するケースではセミクローズド制御
を行うのが一般的である。モータ軸に取り付けたエンコー

ダからの位置信号を上位系の PLCやユーザが専用開発し

たコントローラボードに取り込んで位置検出を行い，周波
数指令をインバータに与える。移動物の車輪滑りなどで発
生する機械系の誤差が無視できない場合にはレーザ距離セ

ンサを併用し，距離信号を上位系に取り込み位置精度を向
上する対策を採る。二つの検出信号を受けるためのカウン

タユニットや読込み回路が上位系に必要となり高価なシス

テムとなってしまう。また，サーボを使用し搬送装置側に

エンコーダを付けてのフルクローズド制御を採用するケー

スでは，さらに高価になる。

これらの課題を解決するため，図9に示すように従来の

サーボ技術の一部をインバータに取り込んで，次のような

制御方法を提供している。

⒜　サーボの位置決め機能の取込み

 　サーボで実績のある位置決め機能の一部をインバータ

に取り込み，非常に低コストな位置決め制御を実現した。

基本機能は次のとおりである。

　① 　目標とする位置の設定データ（パルス数）と，検
出した位置信号の偏差をカウントすることによる位
置制御

　② 　原点復帰機能，オーバートラベル処理，位置プリ

セット機能などを装備
　③ 　位置制御の有効/無効入力，位置データ選択入力，

位置決め完了出力，オーバートラベル検出など各種
の入出力信号を装備

⒝　レーザ距離センサによるフルクローズド制御
 　レーザ距離センサを併用して位置精度の向上を図るよ

うなシステムでは，レーザ距離センサの信号をインバー

タに直接入力し，上位系を介さずにインバータ内でフル

クローズド制御が実現でき，低コストで精度のよいシス

テムが構成できるようにした。今まで，インバータでは

性能不足，サーボでは性能過剰とされていた装置への適
用が期待できる。

 　図9に FRENIC-MEGAによる位置決め制御のシステ

ム例を示す。

⒞　制振制御
 　大型搬送装置などは，タクトタイム短縮のために急加
減速での起動停止や高速移動が必要である。停止時には

移動物に発生した揺れが収束するのを待ってから，次工
程の動作開始が行われるためタクトタイムが延びてしま

う。この揺れを抑える手段として上位系の PLCで速度
パターンを工夫した制振制御がユーザサイドで開発され

ている。しかし，移動物の大きさ・高さ・剛性，積荷の

高低位置・重量などのパラメータによる影響が大きく調
整が複雑であった。

 　サーボの制振制御の実績を基に，このような移動物
の揺れにも効果のある制振制御を開発した。これにより，

搬送装置におけるタクトタイムの短縮とユーザによる制
振制御開発の軽減を図ることができる。

 　図10に制振制御実測データの効果比較を示す。
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このようにインバータに位置決め機能を持たせ，さらに

フルクローズド制御や制振制御を実装したことにより，イ

ンバータの搬送への適用範囲がますます拡大していくこと

が期待できる。

3.2　サーボシステム

シンプル構成とトータルコストダウンを実現したサーボ

システムの適用事例を，⑴，⑵にて二つ紹介する。次に，

顧客要求仕様に対する ALPHA5を適用した制御システム

の位置付けを⑶に紹介する。

⑴　紙エプロン型抜機への適用
@E.Terminalとサーボシステムを組み合わせたシンプ

ルな制御システムを紹介する。

⒜　従来システムの概要
 　紙エプロン型抜機は，焼肉屋などで油が洋服などにか

かるのを防ぐために首にかける紙エプロンを製作する機
械である。図11に機械の概略構成を示す。一つの機械に

2軸のサーボシステムを送りロール駆動とカッターロー

ル駆動に使用している。この送りロール駆動により材料
を定速で送り出し，その速度に同期してカッターロール

がダイカット部の同期運転を行い決められた型を抜いて

いく。エプロンは大人用と子供用でカット寸法が異なる

ため，設定変更のみで対応できるモーションコントロー

ラを用いた制御システムで構成するのが一般的であった。

 　図12に従来の制御システム構成を示す。

 　「モニタッチ」+モーションコントローラ +サーボシ

ステム（2軸）で構成されている。

 　機械をセットアップするまでに位置決めモジュールの

プログラムを専用ローダで製作し，さらにサーボシステ

ムのパラメータ調整などを専用ローダで実施する必要が

あった。そのため，プログラムの開発やデバックなどに

よる立上げなどにかなりの時間を要していた。

⒝　@E.Terminalを適用したシステム構成
 　図13に@E.Terminalを適用した制御システム構成を

示す。

 　モーション制御を簡単な設定で実現できプログラム開
発が不要なのでシンプルなシステム構成が実現できるこ

とが分かる。

 　図14に仕様打合せから組合せ試験完了までの業務フ

ローを示す。@E.Terminalの適用により内蔵している

モーションコンテンツが使用できるので，モーション関
連のローダの習得やモーションプログラムの作成が全く

不要である。このケースでは従来と比べ大幅な時間短縮
が図れた。

⒞　@E.Terminal適用システムの特徴
　①　省配線と省スペースを実現
　 　モーション機能，操作・表示機能，シーケンス機能，

ネットワーク機能の四つの機能が一体化され，制御機
器とワンタッチで配線できるため究極の省配線・省ス

ペースが実現できる。
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　②　簡単な設定でモーション制御を実現
　 　@E.Terminal画面から軸ごとにモーション動作設
定をするだけで複雑な同期制御などのモーション動作
を簡単に実現できる。

　 　（例：PTP，比率同期，フライングシャー，ロータ

リーシャーなど）

　③　容易な調整とメンテナンス

　 　サーボパラメータ変更，波形サンプリング，故障
診断，異常履歴など必要な画面を組み込んでいるため，

現場での調整やメンテナンスがサーボローダを使わず

に行える。

⑵　定寸切断機への適用
システムのトータルコストダウンにつながる位置決め機

能内蔵サーボの適用事例を紹介する。

⒜　従来システムの概要
 　定寸切断機は，材料（鉄，布，紙，フィルムなど）を

設定した長さ単位で切断していく機械である。通常，一
つの機械に 1軸のサーボシステムが適用され材料を送り

出す駆動用に使用されている。材料の種類によって，小
型から大型までさまざまな機械が用意されている。

 　図15に従来の定寸切断機用システム構成を示す。

 　PLCが起動信号を受けると，モニタッチで設定した

切断長などのデータに従い位置決めモジュールからのパ

ルス列信号により，サーボシステムが設定量に応じて動
作するという制御を行っていた。

⒝ 　位置決め機能内蔵の ALPHA5シリーズを適用した

システム構成
 　図16に ALPHA5シリーズを適用したシステム構成を

示す。

 　サーボシステム ALPHA5シリーズは，位置決め

機能を搭載している。モニタッチとサーボアンプを，

Modbus RTU（RS-485）通信で接続するので，従来使
用していた位置決めモジュールが不要となっている。省
線化と合わせて非常にシンプルで低コストなシステム構
成となっている。

⒞　位置決め機能内蔵 ALPHA5適用システムの特徴
　①　用途に合わせた位置決め機能
　 　ALPHA5に標準搭載した位置決め機能は，内部

に 15ポイントの位置決めデータが登録できるように

なっている。さらに，加減速時間をデータごとに個別
に設定できるため，用途に合わせたいろいろな使い方
ができる。

　②　Modbus
〈注〉

 RTU（RS-485）通信を搭載
　 　外部から，位置決めデータを設定したり，パラメー

タを変更できるようにModbus RTU（RS-485）通信
を搭載した。本通信は，オープンネットワークである
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図17　顧客要求仕様に対する制御システムの位置付け

〈注〉Modbus：Schneider Automation Inc. の商標または登録商標
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ためパソコン，PLC，タッチパネルなどさまざまな上
位機器と簡単に接続できるようになっている。

⑶　顧客要求仕様に対する ALPHA5を適用した制御シス

テムの位置付け

今回紹介した二つの適用事例は，ともに新しいシステム

構成となっている。従来，すべてモーションコントローラ

を使用したモーションファンクションブロックで対応して

いたものを顧客の要求仕様に合わせて使い分けができるよ

うになった。

図17に顧客要求仕様に対する制御システムの位置付けを

示す。

4　あとがき

汎用インバータおよびサーボシステムの最新技術と適用
事例を紹介した。

今後とも最新のニーズを的確にとらえ，技術で応える製
品作りを目指していく所存である。
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