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まえがき

汎用インバータやサーボシステムに代表される可変速駆

動装置は，多くの産業分野に適用されて，機械や設備の省

エネルギー，自動化・省力化，高性能化に大きく貢献して

いる。インバータ，サーボの両部門とも，パワートランジ

スタの適用が開始されてから経済性が向上し，オイルショッ

クなどによる省エネルギー思想の普及とともに，飛躍的な

発展を遂げて今日に至っている。

ここでは，これらの発展の原動力となった要素技術，今

後の発展のための最新技術の概要と富士電機の取組みなど

を述べるとともに，富士電機の豊富な製品系列を紹介する。

インバータ・サーボシステムにおける最新技術

２.１ 電力変換回路技術

汎用インバータに代表される可変速駆動装置は，IGBT

（絶縁ゲート形バイポーラトランジスタ）などの低損失パ

ワーデバイス技術，高効率の冷却技術，金属基板を採用し

た高集積化技術などにより，小形化や高効率化が実現され

てきている。今後ともこれらの追究は進められて発展して

いくであろう。

一方，これらの駆動装置を主回路方式の観点でとらえる

と，その大多数が図１に示すように，ダイオード整流回路

部と PWMインバータ回路部で構成されている。これは普

及の初期から採用されている実績があり，経済性を含めて

技術的に確立した観があるが，制動動作時における回生エ

ネルギーを処理する発電制動回路が必要であることと，入

力電源に対して高調波電流を発生させることが問題となっ

ている。高調波電流を低減する方法としては，図１に示す

直流リアクトルや交流リアクトルを接続する方法が一般的

に採用されている。

また，制動動作時における回生エネルギーを高効率で電

源に回生したり，入力高調波電流を大幅に低減する手法と

して，図２のような PWM制御方式のコンバータも採用さ

れるようになってきたが，電源側に交流リアクトルが必要

なほかに，電源の条件によってはさらに LCフィルタが必

要であるため，回路方式の簡略化や低コスト化が要求され

ている。

富士電機では，これらの要求にこたえるための新しい主

回路方式として，AC-AC直接変換方式の研究や，電動機

の巻線と変換回路を一体化したシステムとしてとらえて，

追加のリアクトルを必要とせずに入力高調波電流を大幅に

低減する方式を提案し，将来に備えた研究を行っている

（本特集号の別稿「新しい電力変換回路技術」を参照いた

だきたい）。
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図１　標準的な汎用インバータの主回路接続図
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図２　PWMコンバータを備えたインバータ



インバータ・サーボ技術の現状と展望

２.２ 低ノイズ化技術

インバータやサーボシステムなどの電子機器では，IGBT

などを使用して高速のスイッチングを行うことによって，

高効率の電力変換を行っているが，その高速スイッチング

が原因となって，高周波のノイズを発生するという問題が

ある。

これらのノイズについては，世界中の国や地域で IEC

（国際電気標準会議）の勧告を基にした規制が行われるよ

うになってきた。

図３は，インバータで測定したノイズ（雑音端子電圧）

と規制値の一例である。ノイズフィルタを使用しない場合

と使用した場合のデータのほかに，CISPR class B と記載

した曲線は，住宅・商業環境の電源に接続する場合の規制

値（勧告値）である。インバータやサーボシステムでこれ

らの規制を満足させるために，現在は電源側にフィルタを

接続するとともに，電動機までの主回路にシールド配線を

適用する方法がとられている。

富士電機では，これらのノイズの発生メカニズムや伝達

経路の解明をはじめとして，ノイズ抑制のための IGBT素

子のソフトスイッチング化技術や，制御電源用の DC-DC

コンバータの低ノイズ化技術の研究などに積極的に取り組

んでいる（本特集号の別稿「電力変換器の低ノイズ化技術」

を参照いただきたい）。

２.３ 制御技術

マイクロプロセッサやゲートアレーなどの LSI 技術の

発展，電動機の制御手法の技術開発などにより，インバー

タ，サーボシステムの制御技術は年々進歩を遂げている。

センサレスベクトル制御やトルクベクトル制御などの電

動機のトルク制御性能を向上させる技術のほかに，電動機

の制御定数のチューニングや機械系とのマッチングを含め

た適応制御など，適用上の性能向上の技術開発などが行わ

れている。今後はさらに使いやすさを向上させる技術や，

汎用インバータと汎用電動機を使って高性能ベクトル制御

を行う技術の開発などが行われるであろう。

また，V/f（電圧/周波数）制御方式のインバータにお

いて低速度での滑らかな回転を得るために，出力電圧のひ

ずみやオフセットを少なくする制御方式が，これまで多数

考案されている。これらの技術の一つとして富士電機では，

LSI を用いた専用のディジタルAVR制御技術を開発して，

滑らかな回転性能を実現している。

さらに，これまでの汎用インバータによる可変速駆動は

誘導電動機を主体に行われてきたが，運転効率の向上をめ

ざして永久磁石形の同期電動機（PMモータ）を駆動する

流れも出始めている。しかし，従来からサーボシステムで

行われているように，一般に PMモータの駆動では磁極位

置や速度センサが使用されている。富士電機では，本特集

号の別稿「新しい可変速制御技術」で紹介するように，磁

極位置や速度のセンサを必要としない PMモータの駆動方

式の研究も行っている。

２.４ 大容量変換器の高調波電流低減技術

一般的な変換器の高調波電流低減技術については，２.１

節で説明したとおりであるが，変圧器を同時手配するクラ

スの大容量機種では，図４に示すような 12 パルス接続の

方式が最も経済的な高調波電流の低減対策である。

富士電機では，大容量変換器の入力側整流器を二分割し

て 6本の入力端子を出し，12 パルス接続への対応を可能

とした系列を用意している（詳細は，本特集号の別稿「大

容量電力変換器」を参照いただきたい）。

富士電機の可変速駆動装置の系列

富士電機では，簡単な可変速駆動を行うインバータから，

高精度・高速応答の制御を行うサーボシステムに至るまで
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図３　EMC規格規制の一例（雑音端子電圧）
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図４　大容量変換器の12パルス接続
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豊富な製品系列を用意しているので，あらゆる可変速駆動

の用途に対して最も経済的な選択が可能である。

以下に，その製品系列の概要を紹介する。

３.１ インバータの製品系列

表１に富士電機製インバータの代表機種系列を示す。

汎用インバータは，富士電機独自のトルクベクトル制御

を備えた高性能で多機能の FRENIC 5000G9S シリーズが

基本で，小容量から大容量までの全容量範囲をカバーして

いる。また，姉妹機種として，ファンやポンプ負荷に対し

て経済的なFRENIC 5000P9S シリーズを用意している。

さらに，小容量範囲では多くのシリーズを用意して，多

様なニーズに対してコストパフォーマンスの選択の幅を大

きくしているという特長がある。FVR-E9S シリーズは，

FRENIC 5000G9S シリーズと同様にトルクベクトル制御

を備えているので，高速応答の制御が可能であり，高頻度

の加減速運転を行う用途に適している。FVR-C9S シリー

ズは超小形化を実現し，簡単な可変速用途に対して優れた

経済性を提供するものである。

汎用ベクトル制御インバータは，汎用インバータと同じ

感覚で使用できる高性能ベクトル制御を備えた機種で，エ

レベータや立体駐車場などの用途に広く使用されている。

また，駆動する電動機がパルスエンコーダを備えていない

場合は，センサレスベクトル制御への機能切換も可能であ

る。

工作機械主軸駆動用の機種は本特集号の別稿「工作機械

主軸駆動装置 FRENIC 5000MS5」で詳細を説明している

ように，構造と性能の両面で大幅な改良を行った新系列で

ある。制御性能的に，主として NC 旋盤に使用される

FRENIC 5000M5 シリーズと，マシニングセンタなどに使

用される FRENIC 5000V5 シリーズの 2系列であるが，コ

ンバータ部とインバータ部を分割した構造とすることによ

り，両方の機種に対して高効率の電源回生コンバータと，

経済的な発電制動方式のコンバータの自由な組合せ選択を

可能としているという特長がある。

電源回生方式の PWMコンバータは，インバータの直

流主回路端子に接続し，高効率の電源回生と入力電流を正

弦波電流に制御するものである。一般に回生制動の頻度が

高い昇降機負荷に適用されているほかに，これを使用した

場合は入力高調波電流が大幅に低減し，わが国の「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」では「6パルス換算係数＝ 0」として扱うことができ

るので，急速に需要が拡大している。

３.２ サーボシステムの製品系列

サーボシステムにおいても，工作機械，ロボットなどの

専用用途から，搬送機械，包装機械あるいは半導体製造・

加工機械などの一般産業機械の自動化用途へ急速に適用が

拡大している。これらの状況に対応するため，富士電機で

は新形「FALDIC-Ⅱシリーズ」を系列化し，多様化する

市場の要求にこたえることができた。

表２に富士電機製サーボシステムの代表機種系列を示す。

小容量領域を対象としてアンプの大幅な小形化を図り，こ

れに適用される電動機の機種バリエーションを充実させた

「FALDIC-Ⅱシリーズ」，中大容量範囲をカバーする

「FALDIC-IMシリーズ」，取扱いが簡単で低価格のシス

テムが構築できる富士電機独自の「ディジタルESモータ」

など，機種系列の充実を図ってきた。一方，位置決め制御
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表１　富士電機製インバータの代表機種系列一覧

機種区分 シリーズ 電源電圧 主な特徴容量系列（kW） 周波数制御範囲（Hz）

汎用
インバータ

汎用ベクトル
制御インバータ

電源回生用
PWM
コンバータ

工作機械
主軸駆動用
インバータ

FVR-C9S

FVR-E9S

FRENIC
5000G9S

FRENIC
5000P9S

FRENIC
5000H2

FRENIC
5000VG5

RHC

FRENIC
5000M5

FRENIC
5000V5

単相 100 V

三相 200 V

三相 200 V

三相 400 V

三相 200 V

三相 400 V

三相 200 V

三相 400 V

三相 200 V

三相 400 V

三相 200 V

三相 400 V

三相 200 V

単相 100 V

単相 200 V

三相 200 V

三相 400 V

10,0001,0001000.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1 10 100 1,000

二乗低減トルク負荷専用
™ファン，ポンプ負荷に最適な自動省エネル
™ギー運転モードあり（出荷時の標準設定で対応）

高性能・多機能インバータ
™標準構造で IP40（22 kW以下）
™IP56 の保護構造対応が可能（22 kW以下）

一般産業用高性能ベクトル制御インバータ
™高速応答の速度制御用途に適用
™外部アナログ信号でトルク制御が可能

電源回生用コンバータ
™高効率で電源回生
™入力高調波電流の低減

工作機械主軸駆動用インバータ
™M5（PGなしトルクベクトル制御）
™V5（PG付きベクトル制御）
™コンバータは，発電制動と電源回生制動の
™選択が可能

高性能・汎用インバータ
™標準構造で IP40
™IP65 の保護構造対応が可能

超小形，単純可変速駆動用

超高速電動機の駆動用

0.4

0.4

0.75

3.7

3.7

3.7

2.2

0.2 90

120

400

400

400
400

400
400

270

270

5,000

120

120

120

120

120
90

22

50

50

60

60

22

110

0.4

0.75

7.5

7.5

0.75

0.75

1.5

400

400

400

500

45

55

5.5

3.7

5.5
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への要求も高度化・複雑化の傾向にあり，プログラマブル

コントローラ（PLC）に各種位置決め制御の機能を一体化

することにより，ユニットの小形化，機能の多様化ができ，

フレキシブルな対応が可能となった。従来から好評であっ

た電子カムコントローラは，PLCのモジュールとして再

系列化し，小形化と取扱いの容易化を図っている。

あとがき

省エネルギー運転や，自動化・省力化を目的とした用途

をはじめとする可変速駆動の需要はますます増大し，高度

化・多様化したシステムに組み込まれるケースが増えてき

ている。

これまでの開発は，高性能化や多機能化に重点が置かれ

た印象が強いが，これからの駆動装置については「人に優

しい」「環境に優しい」「高信頼性」などが重要な要素とし

て位置づけられる傾向にある。

人に優しいという観点では，設備立上げ時の設定操作や，

機械系との制御定数のマッチング作業を，簡略化・自動化

することなどの充実が課題である。

環境に優しいという観点では，梱包（こんぽう）や部品

に使用される材料問題のほかに，電気的なノイズや高調波

電流を低コストで低減する技術の開発が，引き続き重要な

課題である。

高信頼性という観点では，保護機能の充実や部品ひとつ

ひとつの長寿命化設計が基本であるが，寿命については経

済性とのバランス問題があるので，設備停止をする前に寿

命の予告を行う機能などが望まれている。

今後とも絶え間なくこれらの課題に取り組んで，より充

実した可変速駆動装置を提供していく所存である。一層の

充実を図るために，実際に使用いただいた立場でのご意見

や，これから使用を計画されている立場でのご意見などを

お寄せていただきたくお願いする次第である。
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表２　富士電機製サーボシステムの代表機種系列一覧 

シリーズ名称 適用電動機 主な特長 容量系列（kW） 最高回転速度（r/min） 

GRS（低慣性）モータ 

GRS（低慣性）モータ 

GRH（中慣性）モータ 

GRK（高慣性）モータ 

GRK（高慣性）モータ 

MPFシリーズ電動機 
（専用誘導電動機） 

FALDIC-II 
① Lタイプ 
  （直線位置決め用） 
② Rタイプ 
  （回転割出し用） 
③ Vタイプ 
  （速度制御用） 

FALDIC-IM

〈注〉掲記以外の各種位置決めモジュール（多軸コントローラ，電子カムコントローラなど）はここでは割愛する。 

ディジタルES 
モータ 
（速度制御用） 

4,0003,0002,0000.1 1 10

0.05 4,500

4,500

3,000

2,500

2,500

2,000

0.05 3.7

0.05 3.7

372.2

2.70.3

0.8 ① FALDICシリーズと比べ体積約1/2に低減 
② 低慣性，中慣性および高慣性タイプのなかから 
 　任意に選択可能 
③ 用途別の機種系列（L，R，Vタイプ）を用意 
④ 上位コントローラとの通信機能強化 
（Tリンク，パソコンインタフェースなど） 
⑤ 100ステップの位置データが登録可能 

① 対話形ローダによる簡単操作 
② アナログ指令入力に加え，パルス指令入力を備 
 　え，位置制御にも対応 
③ 電動機は汎用電動機と取付け互換 

① 大形機械の位置決め用途狙い 
② 100ステップの位置データが登録可能 
③ 上位コントローラとの通信強化 



＊ 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。




