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まえがき

富士電機ではプラントの可変速駆動システムとして1960

年代に交流可変速駆動装置を製品化，その後ベクトル制御，

ディジタル制御，PWM（Pulse Width Modulation）制御

の適用，サイリスタからトランジスタ，GTO（Gate Turn-

Off thyristor），IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

への素子の変遷ほか，それぞれの時代の最新技術を開発・

製品化し，市場へ投入してきた
（1）

。

本稿では富士電機のプラント用可変速駆動システムの製

品系列および最新技術について述べる。

可変速駆動システムの変遷

可変速駆動システムの発展においては，半導体パワーデ

バイスの開発とマイクロエレクトロニクスの発達に伴う電

力変換回路技術の発達が重要な位置を占めてきた。可変速

駆動技術の推移を図１に示す。

最近の可変速駆動システムには制御回路の簡素化，応答

の高速化，低損失化を図ることができる自己消弧形 IGBT

が適用されている。現在のプラント用としては定格電圧

1,200 V のモジュール形 IGBT の適用が一般的であるが，

車両用としては 2,500V 1,800 kA の平形 IGBTが適用され

ており，そのプラント用大容量可変速駆動システムへの適

用も検討されている。

インバータの駆動方式は電圧形 PWM制御が小容量か

ら 3,000 kVAクラスまでの主流となってきている。1996

年には単機容量 1,200 kVA，出力電圧 AC 800V，3 kV ま

たは 6kVの 3レベルインバータを製品化した。
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図１　可変速駆動技術の推移
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富士電機の可変速駆動装置の製品群

プラントに適用される可変速駆動システムは，要求され

る出力容量が用途により数 kVAから数千 kVAまで多岐

にわたっており，制御方法や速度・トルクなどの要求精度

もさまざまである。富士電機ではこれらの市場ニーズに沿

うよう製品開発を進めてきた。

図２は富士電機の交流可変速駆動システムの適用マップ

である。標準的には出力容量 900kVAまで 2レベル IGBT

インバータ，2,400 kVA まで 3 レベル IGBT インバータ，

それを超える出力範囲にサイクロコンバータまたはサイリ

スタモータを適用している。

富士電機では可変速駆動装置として図３のとおり製品を

系列化している。多数台の電動機を駆動するプラント用と

して，コンバータ容量・装置設置スペースの低減を図るこ

とができる直流配電形 PWMインバータが適している。コ

ンバータを共通とし，直流電源を個別のインバータへ給電

する。FRENIC4000 シリーズは，出力電圧 AC400V の 2

レベル IGBT インバータである。FRENIC4000FM4 は

ローラテーブルなどの用途に適している。また，FRENIC

4000VM4 は電動機容量数百 kW級の棒鋼圧延機主機，プ

ロセスラインペイオフリール，テンションリール，抄紙機

などの用途に適している。FRENIC4000T4 は押出機ほか

の紡糸機および各種ワインダ駆動用である。

FRENIC4400 シリーズは 3レベル IGBTインバータで

ある。圧延主機用としては出力電圧AC800V の FRENIC

4400VM4 を適用する。ファン・ポンプ駆動用としては出

力電圧 AC800V，3 kV または 6kVの FRENIC4400 FM4

を適用する。

電圧形 PWMインバータには個別給電式の FRENIC

5000 シリーズも系列化している。一般産業用途（定トル

ク負荷），ファン・ポンプ用途（二乗低減トルク負荷），ベ

クトル制御用途おのおのに，FRENIC5000G9，P9，VG5 を

適用できる。

1,000 ～ 10,000 kW級の電動機駆動用としては，サイク

ロコンバータ FRENIC7000 またはサイリスタモータMC

PERMOTRONを適用している。
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図２　交流可変速駆動システムの適用マップ

：標準系列範囲，            ：製作可能範囲 
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IGBTインバータ

４.１ 3レベルインバータ

IGBT素子の高耐圧・大電流化と素子の直並列接続技術

の確立によって，インバータの高圧・大電流出力化が可能

になり，従来，GTOインバータが適用されていた容量ク

ラスへの IGBTインバータの適用が可能になってきた。

IGBTインバータは GTOインバータに比べてスイッチ

ング周波数を高くすることができるため，出力電圧に含ま

れる低次高調波成分が低減され，より正弦波に近い出力波

形が得られる。これは駆動する電動機のトルクリプルの低

減に寄与する。また，IGBT素子は GTO素子に比べ適用

上の制約が少なく，ゲート駆動に必要な電力が小さいため，

主回路やゲート駆動回路が簡素化され装置の小形化ができ

るという長所もある。

富士電機では 3レベル IGBTインバータとして，高精度

速度制御およびトルク制御を行うため DDC（Digital

Direct Control）ベクトル制御を採用している FRENIC

4400VM4 と V/f一定制御のFRENIC4400FM4 の 2 機種を

製品化した。

インバータ主回路部には 1,200 V 600A の絶縁ベース形

モジュール IGBTを 4 並列接続し，直流電圧 1,200 V にお

いて出力容量AC800V 1,200 kVAとしている。主回路は

装置として経済的なシステムとすることができる共通コン

バータによる直流配電方式を基本としている。

大形の電動機を駆動するためにインバータ容量を大きく

する必要がある場合は，電動機を同相の複数巻線とし，イ

ンバータ装置を並列多重化することにより対応している。

3レベルインバータの標準仕様を表１，主回路構成を図４，

インバータ盤の外形寸法を図５，外観を図６に示す。

IGBTを 4並列接続するにあたって，素子の遮断性能を

確保しインバータ出力容量を確保するには，並列素子間の

電流バランスを良くする必要がある。この電流バランスは

主回路の平滑コンデンサから IGBT，さらには出力端子に

至るバーのインダクタンス値の最適化と，スナバ部品配置

やゲート信号配線の最適化が必要である。そのため，シミュ

レーションによりバスバー配置と構造を決定するとともに，

高圧の絶縁材料技術を応用し最適なインダクタンスを得ら

れるラミネートバスバー構造を採用した。

盤構成は，活線状態でも任意のインバータを直流母線か

らオフラインを可能とするように設けられた断路器および

平滑コンデンサの初期充電回路で構成される引込盤とイン

バータ盤の 2面からなる。インバータは各相を 1ユニット

として構成し，専用のリフタにより引き出す構造となって

いるので，保守・点検が容易である。

制御装置は 2レベル IGBTインバータに使用している制

御プリント基板をマザーボードとして，3レベルインバー

タのパルスパターンプログラムを書き込んだ FPGA

（Field Programmable Gate Array）搭載のプリント基板

と組み合わせている。

PWM制御はダイポーラ変調方式としている。この方式

は相電圧として正負の電位を中性点電位を経由して交互に

出力するものであり，インバータ出力電圧として零電圧を

含む微少電圧の制御が可能である。また，出力電圧高調波

は 2レベルインバータに対し約 1/2 に低減できる。

４.２ 2レベルインバータ

2 レベル IGBTインバータは 400V 出力電圧の直流配電

方式インバータであり，DDCベクトル制御の FRENIC

4000VM4，VMT4 と V/f一定制御のFRENIC4000FM4 か

らなる。これらは制御装置および主回路は同一とし，ハー

ドウェアの共通化を図っている。

制御装置は浮動小数点演算機能内蔵の 32 ビット RISC
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図４　3レベルインバータの主回路

表１　FRENIC4400 シリーズの標準仕様 

項　目 
形　式 

定 格 出 力 容 量  

制 御 方 式  

入 力 電 圧  

運 転 方 式  

回 転 速 度 設 定  

電源降下許容時間 

動 作 ・ 異 常 表 示  

コ ン ソ ー ル  

専 用 ロ ー ダ  

正弦波PWM ACR 
マイナASR制御 

正弦波PWM 
V/f 一定制御 

2.5～120 Hz0.2～120 Hz

速度　1：600 

±0.01％ 定格回転速度 

1：3（1：4＊） 

±5％ 

周波数　1：48 

±0.01％　最高周波数 

1：4 

－ 

FRENIC4400VM4

1,200 kVA

DC1,200 V

三相 800 V

150%　1分間 

正逆運転（4象限） 

50 ms 以内に復電時は 
運転指令ありで自動再始動 

屋内，標高1, 000 m 以下 

0～40 ℃ 

相対湿度20～90％（結露なきこと） 

ユニット上のLED表示器で表示 

PLCからの伝送信号 
アナログ設定入力　0～10 V /4～20 mA＊ 
コンソール＊，ローダ＊ 

場 所  

周囲温度  

湿 度  

電 圧  

周 波 数  

過 負 荷  

制御範囲  

制御精度  

界磁制御範囲 

トルク精度 

制御パラメータの変更，動作表示，状態表示， 
単独時の運転・停止，故障リセット 

制御パラメータの変更，保守，印刷，運転状態表示， 
運転・停止，故障時のトレースバックデータ表示 

FRENIC4400FM4

出　力 

周　囲 

条　件 

＊印はオプション 

 制　御 

性　能 

＊ 

＊ 
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（Reduced Instruction Set Computer）プロセッサと，高

速演算用 32 ビット DSP（Digital Signal Processor）の二

つのプロセッサを搭載しており，速度制御，運転シーケン

ス制御，伝送インタフェース，マンマシンインタフェース

の基本制御を RISC プロセッサに，高速演算が必要な電流

制御を DSP に実行させ演算負荷を分担する構成としてい

る。

インバータ出力容量 10 ～ 150 kVAまでがプラグイン方

式のユニット構造であり，225 ～ 450 kVAまでは 1相ご

とにユニット化し，3ユニット（インバータ 1台分）を自

立盤 1面に収納する構造である。2レベルインバータの標

準仕様を表２，インバータ盤の外形寸法を図７に示す。

４.３ 設定・監視システム

設定・監視の支援系として 3種類のツールを用意してい

る。コンソールユニットはキースイッチとディジタル表示

器により運転定数の設定や運転状態の監視を行うもので，

インバータユニットまたは盤前面扉の表面に取り付けられ

富士時報 Vol.70 No.10 1997

519（15）

10kVA
15kVA
25kVA
38kVA
50kVA
50kVA
50kVA

225kVA

300kVA

375kVA

600kVA

750kVA

900kVA
450kVA

50kVA

800 800 800 800 800 652

25

〈注〉盤内のユニット配置は代表例を示す。 

25

2
5
8
2

インバータ インバータ コンバータ 

100kVA

75kVA

150kVA

150kVA

収納盤：自立閉鎖形 
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図７　FRENIC4000VM4/FM4インバータ盤の外形

表２　FRENIC4000 シリーズの標準仕様 

項　目 
機　種 

入 力 電 圧  

定 格  

運転モード  

収 納 盤  

冷 却  

DC 600 V 

AC 400 V 

200 Hz（最大） 

二重化 600～900 kVA 
（最大六重化 2,700 kVA） 

FRENIC 
4000VM4

FRENIC 
4000VMT4

FRENIC 
4000FM4

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御 

速度 ±0.01％ 
速度 ±0.01％ 
トルク ±3％ 

™ディジタル 
　設定時周波数 
　±0.01％ 
™アナログ 
　設定時周波数 
　±0.5％ 

1：1,000 1：1,000 1：80

1：4 1：4 1：4

正弦波PWM 
V/f 一定制御 

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御＋ 
トルク制御 

4象限 

－ 

100％ 連続，過負荷耐量150％ 1分間 

屋内　標高 1,000 m 以下　じんあい，油まつなきこと 

0～40 ℃ 

20～95％RH，結露なきこと 

自立閉鎖盤 

強制風冷 

容 量 系 列  

インバータ  
多 重 化  

電 圧  

周波数 

方 式  

範 囲  

設 置  
場 所  

温 度  

湿 度  

界 磁  
範 囲  

精 度  

出
力 

制

御

 

環

境

 

10，15，25，38，50，75，100， 
150，225，300，375，450 （kVA） 

図６　FRENIC4400VM4/FM4インバータ盤の外観
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図５　FRENIC4400VM4/FM4インバータ盤の外形
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るようになっている。DDCローダはノート形パソコン（パー

ソナルコンピュータ）によるインバータ専用のサポートツー

ルである。本ローダを用いてインバータ制御装置とパソコ

ンの間で対話形式により，各種運転データの設定，故障表

示，トレースバック，モニタリングおよび印刷を行うこと

ができる。

最上位のツールが集中監視システム FORS（Fuji Ob-

servation & Recording System）である。プラントすべて

の駆動装置をシリアル伝送を介して保守ワークステーショ

ンに接続し，集中的に設定・監視を行う。複数台の駆動装

置を連動させてのデータの収集や故障ガイダンスの機能も

備えている。

また，レコーダへのアナログデータの出力も行える。イ

ンバータの設定・監視システムを図８に示す。

可変速駆動装置の特長機能

５.１ オープンな伝送

プラントの可変速駆動装置は一般的に上位の制御システ

ムとデータウェイで接続される。富士電機では標準仕様で

ある P/PE リンク接続だけでなく，インバータに専用プリ

ント基板を搭載し上位プログラマブルコントローラ（PLC）

と高速データウェイ PROFIBUS を用いて接続できるよう

にしている。これにより，異メーカーの PLCとのデータ

ウェイでの接続が可能である。

５.２ オートチューニング

オートチューニング機能として，ベクトル制御に必要な

電動機パラメータの最適調整を行うベクトルチューニング

機能および速度制御系のパラメータを最適制御する速度制

御系オートチューニング機能を備えている。

特に，速度制御系オートチューニング機能は，目標とす

る到達時間とオーバシュート量になるまでステップ応答の

調整を繰り返して最適な速度制御定数の整定を自動的に行

い，プラントの納入試験時間の短縮に貢献している。

５.３ 定位置停止制御

従来は上位 PLCで実行していた制御機能を，インバー

タの制御装置に搭載したことによって，データウェイの伝

送による制御の遅れが解消され応答の高速化が実現されて

いる。ライン設備の定位置停止制御，シヤー（材料の走間

切断機）などの回転系に対する定位置停止制御，圧延機ス

ピンドルのような両方向の回転系に対する定位置停止制御

を実設備に適用している。

５.４ 2自由度制御

電動機および機械の慣性が大きい設備では，電動機の加

減速を数百msという短時間内に完了させるとき，速度の

目標追従性が問題となる場合がある。この速度の追従性を

改善する目的で，インバータに 2自由度制御機能を搭載す

ることができる。

通常の速度制御系に PID 調節器を追加し，このゲイン

を調節することにより速度追従性を改善させる。この調節

器は速度指令が変化した場合だけ動作するため，速度イン

パクトドロップ時の負荷応答性には影響しない。速度追従

性，負荷応答性の二つを独立したゲインにより調節するこ

とができる。速度追従性の実測データを図９に示す。

今後の技術動向

６.１ 大容量高圧インバータ

富士電機では可変速駆動装置適用用途の拡大，単位容量
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図９　2自由度制御有無時の速度追従性



産業用電動力応用プラントの可変速駆動システム

あたりの価格低減，装置設置面積の削減を図るために，イ

ンバータ単機出力の大容量化と高電圧化を目的として新イ

ンバータの製品化を進めている。

現在，プラント用インバータに最も多く使用されている

IGBTは 1,200 V クラスのモジュール形素子であるが，大

容量・高圧化の手段として車両用として使用されている

2,500V 1,800A 平形 IGBT素子のプラント用インバータへ

の適用および 3.3 kV モジュール形素子の適用を計画して

いる。また，素子直列接続を併用した 3レベルインバータ

制御方式も有効な手段として開発中である。

６.２ インテリジェント駆動

富士電機では可変速駆動装置のインテリジェント化を進

めている。

インバータに可変速駆動制御ソフトウェアだけでなく，

速度主幹，張力制御，位置制御，エレタイ（electric tying）

制御，メカタイ（mechanical tying）制御ほかのプラント

用アプリケーションソフトウェアを搭載する。また，イン

バータ相互間と PLCとの伝送ラインに，プラントの入出

力ユニット，監視システムおよび PLC・可変速駆動装置

兼用ローダを 12 Mビット/秒高速インタフェース PROFI

BUS で接続する。

このようにインテリジェント駆動システムはプラントの

システム構成をシンプル化することができる。また小規模

プラントにおいて，可変速駆動装置へプラントアプリケー

ションソフトウェアを搭載し，PLCを設けないシステム

を実現できる。

あとがき

以上，プラントの可変速駆動システムの製品系列，最新

技術について紹介した。今後も装置の大容量化，高圧化，

高性能化を図るとともに，対環境性に配慮し，また価格，

保守性の面でプラントトータルとしてのメリットが得られ

るような可変速駆動システムの開発に向けて努力していく

所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2625597 兼平　宜紀燃料集合体クラッドの除去装置
2626138

尾崎正志朗
朝日　信夫
若林　堅一

回路遮断器の付属スイッチ

2625663
大沢　　博
橋井　　眞
元吉　　攻

誘導電動機の可変速制御装置
2626147

石川　公忠
石川　　稔電磁石装置の駆動装置

2626173 楠本　　敏誘導電動機の速度変動抑制制御方法

2626085

岩本　昌三
鶴田　和博
木村　幸雄
松島　幸三

自動販売機

2625736
竹村　　健
小野　隆之電力系統の監視・制御・保護装置

2626034 松永　哲夫誘導加熱装置 2626221 藤　　一彦絶縁ガス封入盤の導体引出し装置

2626235
城所　　勲
天野　忠信カード受入・繰出装置

2626086

岡部　仁志
辻　　信雄
森　　久直
小池　輝明
郡浜　英一
岡本　嘉高
多和　章徳
橋口　勝敏

自動販売機の飲料加熱装置

2628223 後藤　　久冷却水供給装置の膨張タンク

2629348 笠原　正彦電子写真用感光体の製造方法

2629382 伊藤　啓一プログラマブルコントローラシステム

2629392
大森　次治
上野　定洋誘導加熱炉の溶湯測温装置

2626092
月花　正志
柴田　勝美電磁コイル

2629413
甲斐　慎一
柴田　和郎
土川　　幸

開閉機器の電磁コイル異常検出装置

2626126
今村　一彦
唐津　了三
大阿久康之

着脱式補助基板の接続装置
2629426 土屋　和広2重拡散型MISFETを備えた半導体

装置及びその製造方法

2626130 山口　　仁扉開閉用リニアモータ

2629429 重田　善弘MOSトランジスタ

2629434 藤島　直人アノードショート伝導度変調型MIS
FETを備えた半導体装置



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




