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まえがき

工作機械用のACスピンドル駆動装置では，一般に高頻

度の加減速運転性能，低回転むら，低振動の運転が要求さ

れ，またスピンドルの角度割出し制御などの多様な制御機

能が要求されている。これまでの富士電機のスピンドル駆

動装置としては，主として旋盤系の主軸駆動に適したトル

クベクトル制御形の FRENIC5000M3 シリーズと，マシニ

ングセンタにも適用可能な高性能ベクトル制御形の

FRENIC5000V3 シリーズとの 2系列を用意して，市場の

要求に対応してきた。

しかし，近年は工作機械自体の省スペース化の要求に伴っ

て，スピンドル駆動装置への一層の小形化要求がある。ま

た，スピンドルの多軸化による複合加工化に対応した同期

運転制御などの要求もある。さらに，EC機械指令に代表

される各種の規制への対応などの要求も出てきた。

これらの要求に対応するため，新しく FRENIC5000

MS5 シリーズを開発したのでその概要を述べる。

新シリーズの特長

FRENIC5000MS5 シリーズは，工作機械のスピンドル

駆動装置として，次の特長を備えている。

２.１ コンバータ部とインバータ部の分離構造

FRENIC5000MS5 シリーズの外観を図１に示す。左側が

ドライブユニット（インバータ回路部）で，表示部と入出

力信号用のコネクタが前面に見えている。右側がコンバー

タユニット（電源整流回路と平滑回路部）である。これら

のユニットは横方向に密着して取り付けて，バー配線で主

回路の直流母線を接続して使用する方式である。

ドライブユニット部としては，主として旋盤の主軸駆動

に適した「FRENIC5000M5 シリーズ」と，マシニングセ

ンタなどに適した高性能ベクトル制御の「FRENIC5000

V5 シリーズ」の 2系列を用意している。また，コンバー

タ部についても「発電制動方式コンバータユニット」と

「電源回生方式コンバータユニット」の 2系列を用意して，

自由な組合せ適用を可能としている。

さらに，1台のコンバータユニットで複数台のドライブ

ユニットの駆動ができるので，メインスピンドルやサブス

ピンドル，工具軸までを含めた多軸ドライブシステムの構

築が容易である。この方式では直流母線を経由して，制動

時のエネルギーが他の軸の駆動用に消費されるので，軸ご

とにインバータを用意する場合に比較して高効率の運転が

行われる特長がある。

２.２ 標準で EC指令対応

ドライブユニット，コンバータユニット，電動機，オプ

ションを含めた全機種について，EC指令（低電圧指令）

対応を標準仕様とし，工作機械の国際化に対応した製品と

している。

また，ドライブユニットへの制御入力信号と出力信号は，

ユニット本体にあるスイッチの切換によりシンク入力・

ソース入力のどちらにも対応可能とし，従来機種との互換

性も考慮した製品としている。
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図１　FRENIC5000MS5シリーズの外観
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２.３ 基本性能の改善

FRENIC5000M5 シリーズの制御回路ブロックを図２に

示す。

高速演算を必要とする PWM制御とディジタルAVR制

御部分は，新規に開発した大規模ゲートアレイにて制御回

路を構成し，トルクベクトル制御は，その他のシーケンス

処理，演算処理と合わせてソフトウェア処理を行う制御シ

ステムとしている。

この新制御方式の採用により，トルク制限特性の精度が

向上し，インパクト負荷に対する応答性および加減速性能

を向上させるとともに，回転むらの大幅な低減を図ってい

る。

２.４ 小形化

大規模ゲートアレイの開発による制御回路のスリム化と，

ヒートパイプ式冷却フィンの採用による冷却体構造の見直

しなどで，据付け面積を従来製品に比較して約 60 ％に小

形化することができた。

さらに全機種について，高さ寸法と取付面までの奥行寸

法を統一し，横方向の密着取付けを可能とすることによっ

て，制御盤内でスピンドル駆動装置が占めるスペースを大

幅に小さくすることが可能である。

２.５ オプションカードの整理・統合

数種類のオプション機能（同期運転，パルスエンコーダ

式オリエンテーション，巻線切換など）の制御機能の一部

を主制御プリント基板に取り込んで追加基板の負担を軽く

して，従来十数種類あったオプションを 4種類に統合した。

これらは基本的にFRENIC5000M5シリーズとFRENIC5000

V5シリーズの両方のドライブユニットに共通して適用する

ことができる。

運転特性

FRENIC5000MS5 シリーズのうち，先に完成したトル

クベクトル制御形 FRENIC5000M5 シリーズの運転特性の

代表例について，以下に紹介する。

３.１ トルク制限特性

図３に 11/7.5 kWで測定したトルク制限特性の代表例を

示す。全範囲にわたって，120 ％の最大トルクが確保され

ていることが分かる。

３.２ 加減速運転特性

図４に加減速運転時のオシログラムを示す。11/7.5 kW

の電動機に対して，0.4 kg-m2 の慣性負荷を結合した場合

の運転特性である。

従来の FRENIC5000M3 シリーズに比較して，約10％の

時間短縮となり，従来のベクトル制御のFRENIC5000V3 シ

リーズと同等の加減速性能を得ることができた。加速時間，

減速時間とも 120 ％の最大トルクで計算した理論値を満足

している。

３.３ 回転むら特性

図５に，7.5/5.5 kWの電動機を単体で運転した場合の回

転むらの測定結果を示す。参考のために従来の FRENIC

5000M3 シリーズ・ FRENIC5000V3 シリーズのドライブ

ユニットで運転した場合のデータも同時に示しているが，

FRENIC5000M3 シリーズに比較して大幅な特性改善が行
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図２　FRENIC5000M5シリーズの制御回路ブロック図
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われている。

３.４ オリエンテーション制御特性

図６は，高精度多点オリエンテーション制御の動作特性

の一例である。0°の停止状態から 360 °まで 1回転して

割出し制御を行ったときのオシログラムである。完了信号

を出力するまでの所要時間は，従来の FRENIC5000M3 シ

リーズに比較して約 20 ％の時間短縮が行われている。

この性能向上のために FRENIC5000MS5 シリーズでは，

緩速速度を大幅に高くし，かつ緩速速度から停止目標位置

の近傍まで最短時間で減速する速度パターンを発生するア

ルゴリズムを採用している。

３.５ 簡単な設定操作と分かりやすい表示

FRENIC5000MS5 シリーズでは，人に優しい操作性を

実現するために，パーソナルコンピュータ（パソコン）の

Windows 95
〈注〉

上で動作するローダ用ソフトウェアを開発し

た。

〈注〉Windows 95 ：米国Microsoft Corp.の登録商標

このローダ用ソフトウェアでは，機械の機種などに応じ

てあらかじめ用意した標準設定値を一括して設定する機能，

他の機械の設定値を読み出してコピー設定する機能，各種

の運転状態をモニタする機能のほかに，ローダ側の設定操

作でドライブユニットのテスト運転ができるオペレーショ

ン機能などを備えており，機械のセットアップや現地調整
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をより簡単に行えるように考慮している。

パソコン操作時の画面表示の一例として，図７にモニタ

動作の場合の表示画面を示す。この例では，一番左側の欄

（Operation monitor）は電動機や主軸の回転速度などを示

し，中央上（Input signal status）はディジタル入力信号

の有無，中央下（Output signal status）はディジタル出

力信号の有無，右側上（Output meter）はアナログ出力

信号の大きさ，右側下（Alarm record）は過去 4回のト

リップ履歴を表示している。

あとがき

以上，スピンドル駆動装置 FRENIC5000MS5 シリーズ，

およびそのオプションについて概要を紹介した。本シリー

ズはドライブユニットとコンバータユニットを分離した構

造とすることなどで，工作機械に対し幅広く対応できる製

品としているが，今後も適用範囲を広げるため，製品系列

の整備，またシステムの充実を図った製品開発を行い，さ

らに進化・発展していく工作機械に対し，スピンドル駆動

装置として，十分な機能・性能を備えた製品群となるよう，

一層の努力をしていく所存である。
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