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富士電機のインバータ＆高効率モータ

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（0764）41-1231 〒930-0004 富山市桜橋通3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（0485）26-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8308 旭川市旭神町1番1359（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
豊 田 営 業 所 1（0565）29-5771 〒471-0835 豊田市曙町三丁目25番地1
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：機器事業本部 駆動制御・配電盤事業部 電話（0593）83-8192

環境のために，
はじめてみませんか。

富士インバータ11シリーズ

計算例 
モータ出力：15kW×1台を，流量：85％・2,000時間， 
60％・2,000時間，合計4,000時間/年使用した場合 

年間の省エネ効果→25,200kWh/年 
年間のＣＯ2削減量→3,024kg/年 

省エネ効果 

富士インバータの省エネ効果 
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インバータと高効率モータで，
経済的な省エネ化を提案します。
環境負荷の低減がますます求められている

時代。富士電機は，空調設備やポンプ設備

のさらなる省エネを実現します。仕事量に合

わせて適正な運転を制御する「インバータ」。

少ない電力でパワフルな力を発揮する「高効率

モータ」。機械の効率を向上させ，電力コストを

ぐんと低減。さらに，働く人のコンディションを

考えた静音・低振動設計。環境に経営に人に，

快適な省エネ化を富士電機が提案します。

省エネ駆動機器

計算例 
全閉外扇形，４種，30kWモータを200V-50Hz， 
負荷率100％で4,000時間/年使用した場合 

年間の省エネ効果→8,900kWh/年 
年間のＣＯ2削減量→1,068kg/年 
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→運転時間 

標準モータの価格＋運転経費 

損益分岐点 

新形高効率モータ 
の価格＋運転経費 

富士高効率モータの経済性 

この期間の節電料金で 
新形高効率モータのコストアップ分を償却 

省エネ効果 

富士高効率モータ
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インバータのない社会

堀　　洋一（ほり　よういち）

東京大学工学部助教授 工学博士

210（2）

◯マイコン制御のインバータ
「マイコン制御のインバータ電車が実用になるのはいつ

ごろだと思いますか？」，卒論のあとの電気学会全国大会
で聞かれた。初めての学会発表だった。
20年ほど前の話である。卒論は「PWMインバータの電

気鉄道への応用」という題目で，大学院の 5年間もこの研
究を続けた。曽根悟先生にご指導いただいた。先生は，
「インバータはどうせ後発部隊だからはじめから全部ディ
ジタルでやろう」と言われた。当時のマイコンは8085，ク
ロックは 1MHz で，中身が全部見えるような気がした。
１ sの精度をもった任意の PWM波形が自由に出せるよ
うになったので，特定高調波の抑制などが自在にできた。
201 系ができたというので見せてもらいに行った。「制

御はアナログですか」と質問したら「そうだ」という。
「オペアンプを使うんですか」と聞いたら，「マグアンプで
す」という。マグアンプなんて知らなかったから，後で調
べてみたら奇妙なものだった。こんなものが使われている
ようでは，マイコンなんてとてもじゃないが当面実用化な
んてありえないと思った。しかし，あまり先だというのも
シャクだったので，冒頭の質問には「20年後」とかなり意
地を張って答えた。「ほほお，20年ぐらいでね。頑張って
下さい」というコメントをいただいたが，現状はご存じの
とおりである。
電車に限らずインバータはあっという間に生活に浸透し，

いまや生活用語となった。子供でもインバータという言葉
を知っている。先日，洗濯機を買いに行ったら，DD（ダ
イレクトドライブ）インバータ方式というのがあった。直
流と交流のちがいから始まり，インバータの原理を丁寧に
講義してくれた。「そんな難しいことができるんですか」
と驚いてみせたが，本当に驚いたのは専門家とは思えない
のに説明が実にうまかったことである。学会で話してもら
いたいぐらいだった。結局買わされてしまったが，家族の
評判は至極よい。
もうマイコン制御もインバータも当たり前である。その

うち，どちらも意識の彼方に飛んで行ってしまうだろう。
インバータの存在を意識しない社会，つまり，インバータ
のない社会はすでに実現してしまっている。

◯バックボーンエンジニアリング
現代社会を支えているパワーエレクトロニクス。いわゆ

る重厚長大産業は，いま，軽薄短小に押され，学生の人気
も芳しくない。昔は油にまみれた学識経験者も，そろって
世の中はこの方向に進むと説く。若いときに基礎を勉強し，
油にまみれ，年を重ねるに従ってシステム的思考をするよ
うになった人達である。

個体発生は系統発生を繰り返すという。19世紀は機械の
世紀，20世紀は電気の世紀，そして，21世紀はたぶん情報
の世紀であろう。しかし個々の人間は，一足飛びに最後の
段階に飛んではならない。個体発生は，一人一人において
正しく繰り返されなければならない。そうしないとみな根
無し草になる。
いま大学では，21世紀に向けた工学ビジョンの作成，具

体的には，学科の名称変更と再編成に，非常なエネルギー
を費やしている。皮肉なことに，かつて真新しい響きをもっ
ていた，情報，システム，環境，生命・・・，こういう言葉
をくっつければくっつけるほど，アイデンティティが失わ
れ焦点がぼやけていく。古い学科名を残す大学は数えるほ
どしかない。ぼやけた名前の学科を卒業した学生は早晩
「雑の部類」に入り，根を持たない人材としてどこにでも
使われるようになるだろう。これが時代の要請というなら
仕方ない。
土木，建築，化学，金属，機械，電気・・・，このような，

古い学科名に代表される工学を「バックボーンエンジニア
リング」と呼ぼう。現代社会をささえるバックボーンエン
ジニアリングの重要性は論を待たないが，将来ともこの基
盤をおろそかにすることなく，新しい分野を育てる仕組み
が必要である。しかし，いま大学でこの論調でものを言う
ことは，たいへん勇気のいることである。いまや単独の
「電気工学科」は強烈なアイデンティティを持っている。
皆さんはどうお考えになるでしょうか。

◯インバータのない社会
医者の究極の目的は医者のいらない社会を作ることであ

る。政治家の目的は政治家のいらない社会を作ることであ
る。では，インバータ屋の目的はインバータのいらない
（インバータを意識しない）社会を作ることだろうか。
医者と政治家はそうはなっていない。医者や政治家は歴

然と存在し，しかも，その存在を誇示している。収入も多
いし社会的地位も高い。インバータ屋は医者と政治家に学
ばなければならない。インバータを意識しない社会なんか
作ってはいけないのである。人々が日々インバータに感謝
し，インバータ屋が尊敬される社会にしなければだめであ
る。
バックボーンエンジニアリングがわれわれの生活を支え

ていること，将来ともこれをはぐくみ育てることが大切で
あることを誰もが理解し，工学者が尊敬される社会を作ら
なければならない。しかし，そのためにはどうすればいい
だろう。工学の中に文系を取り込んでいくことだろうか？
そう簡単なものでもなかろう。一緒に考えましょう。笑い
ごとではありません。
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汎用インバータの開発・設計に従

事。現在，鈴鹿工場設計部長。

川畑 志農夫

汎用インバータの開発から応用ま

での技術とりまとめ業務に従事。

現在，機器事業本部駆動制御・配

電盤事業部業務部主席。
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サーボ，モーションコントロール

機器の開発，企画ならびにエンジ

ニアリング業務に従事。現在，機

器事業本部駆動制御・配電盤事業

部業務部主席。
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まえがき

汎用インバータやサーボシステムなどの可変速駆動装置

は，機械や設備の小形化，省エネルギー，自動化，省力化

に貢献して今日に至っている。また，多くの分野で使用さ

れるなかで，高性能機種には制御応答のさらなる高速化，

汎用機種には一層の小形化と低価格化，そしてすべての機

種に共通して，ノイズや高調波電流に対する国際的な規制

への対応，多数の機器をシリアル通信で統括制御するシス

テム化への対応，設備の保守を容易にするための長寿命化

と寿命予告機能の要求など，新たなニーズも多数生まれて

いる。

本稿では，これらの新しいニーズを低コストで実現する

ための最新技術と，それを導入した成果である富士電機の

製品群を紹介する。

最新技術の動向

インバータ・サーボシステムに対する要求は，その適用

分野の拡大に伴い多岐にわたってきている。これを達成す

る技術も広い範囲となるので，主回路，制御回路，センサ，

高機能化，小形化，システム化などに区分してその最新技

術を紹介する。

２.１ 最新の主回路技術

インバータ・サーボアンプに求められる小形化の要求へ

の対応は，発熱との戦いともいえる。主回路での発熱の

50 ～ 70 ％を占める IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran-

sistor）は大幅な進歩を遂げ，現在ではトレンチゲート技

術や，ノンパンチスルー技術の適用によりコレクタ- エ

ミッタ間飽和電圧（VCE（sat））が大幅に低減された第四世

代 IGBTが開発されてきている。これらのデバイスを採用

することにより，さらに低損失化が期待できる。主回路モ

ジュールは，小形化，保護機能の充実，低コスト化などの

目的で IPM（Intelligent Power Module）が採用されてき

ている。

一方，電動機からの騒音を低減するため，スイッチング

周波数の高周波化（10 ～ 15 kHz）が主流になっているが，

それに伴い周辺機器へのノイズ問題が生じてきた。これに

対しては，スイッチング時の電圧変化率を 5,000 V/μs 程

度に抑制する駆動技術で一つの解決を与える方向が確立さ

れてきた。もう一つのノイズ源である制御電源用 DC-DC

コンバータについては，半共振回路方式を採用して解決を

得ようとしている。図１は，ノイズ対策技術の効果を表す

放射ノイズの測定データ例である。特に 30 ～ 50MHz 帯

では，15 ～ 20 dB の低減効果が認められる。

さらに，主回路に関するもう一つの要求として，入力高

調波電流の抑制がある。一般に，汎用インバータの電源側
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図１　放射ノイズの測定データの例
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回路はダイオード整流回路が主流であり，電源に対して高

調波電流を発生することが知られている。これに対する規

制として，わが国では1994年に「高調波抑制対策ガイドラ

イン」が発令されて，高調波電流抑制の必要性が一層高まっ

ている。富士電機では，簡易形インバータを含めたすべて

の機種に対して，経済的に高調波電流を抑制するための

「直流リアクトル接続端子」を標準装備としている（図２）。

２.２ 最新の制御技術

サーボシステムでは当然のことであるが，汎用インバー

タにおいても高速応答化，高性能化の要求は高いので，そ

れらを満足する商品を開発してきた。制御の高速化を実現

した要因の一つにマイクロプロセッサの高性能化が挙げら

れる。数世代前のインバータでは 16 ビットマイクロコン

ピュータ（マイコン）を使うことが高速化であったが，最

近では 32 ビット RISC（Reduced Instruction Set Com-

puter）マイコンが使用されて処理速度が大幅に向上し，

制御演算処理スピードで 2倍以上になってきた。サーボシ

ステムでは，従来，ソフトウェア処理をしていた演算を

ASIC（Application Specific IC）などのハードウェア処理

とすることにより，制御周期が約10倍速くなり，それに伴

い制御系全体の応答性が大幅に改善されて，速度制御系で

約 5倍の高速応答を実現できた。

制御方式から見ると，汎用インバータでもベクトル制御

は当たり前の時代になってきている。高性能機種では簡単

なオプションプリント基板を搭載することにより，PG

（Pulse Generator）フィードバック付きベクトル制御が可

能となり，低価格で高性能のベクトル制御を提供できる時

代になってきた。

ベクトル制御の制御性能は，駆動する電動機の定数をい

かに正確に把握するかにかかっている。このため電動機定

数を測定するチューニング機能を標準装備し，設備停止中

に行うオフラインチューニングのほかに，運転中の温度変

化による電動機定数変動を検出するオンラインチューニン

グも行われるようになってきた。

サーボシステムでは，さらに負荷慣性をリアルタイムで

チューニングする技術が開発され，負荷に合った適切な制

御応答を得ることができるようになった。

富士電機では，汎用インバータの制御方式として独自の

トルクベクトル制御を開発し，制御性能の改善を行ってき

た。しかし，適用範囲が広がるにつれ低速運転域でのトル

ク演算精度の向上が期待されるようになり，電動機のヒス

テリシス損を考慮した鉄損補償を行うことなどにより，低

速制御性能も向上させることができた。また，低速運転領

域で問題となることのあった回転むらについては，その原

因となる出力電圧ひずみの補償制御により，従来のインバー

タに比べ大幅な改善を行っている。

図３は 3.7 kWの電動機を 1Hz で無負荷運転した場合の

回転むらを測定したデータである。出力周波数の 6倍の成

分が大幅に低減している。

２.３ 最新のセンサ技術

サーボシステムにおいては，高速演算処理，高性能制御

方式とともに，回転位置センサがシステム全体の性能を左

右する重要な要素である。そのセンサであるエンコーダは

システムの高性能要求に伴い高分解能が必要であり，今や

16 ビットエンコーダが主流になってきた。高分解能化に

伴う配線数の増大を避けるため，エンコーダとサーボアン

プ間の接続は従来のパラレル伝送方式に代わってシリアル

伝送方式が用いられるようになってきている。

２.４ 高機能化技術

最近，市場要求が高まってきた機能として，メンテナン

ス機能がある。多数の電子機器を使用している最近の機械

設備では，1台の機器の停止は設備全体の停止に発展する

恐れがある。これを避けるためには，個々の機器が停止す

る前に，保守点検の勧告を行うことが期待されている。

富士電機では，インバータで使われている寿命部品につ

いて，静電容量測定，運転時間・周囲温度の計測などを行っ

て，その部品の寿命を予告する機能をもったインバータを

開発し，高い評価を受けている。

慣性の大きい負荷の運転機能に関して，瞬時停電後の再

始動や，外風で回転中のブロワをインバータ運転に引き入

れる始動時に，ショックレスのスムーズな動作が要求され

ている。これに対しては，インバータ始動時の制御によっ

て適切な正帰還による自励発振を起こし，その周波数から

回転速度を推定する技術を開発した。この方式は，回転方

向を含めた速度の推定が可能であるため，回転中の速度が

正回転・逆回転にかかわらず，ショックレスにてインバー
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図２　汎用インバータの主回路構成
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図３　回転むらの測定データの例（1 Hz，無負荷運転時）



インバータ・サーボシステム技術の動向と展望

タを始動できるという特長がある。

２.５ 小形化技術

小形化技術は汎用インバータにおいて飛躍的に向上して

きたが，この流れはサーボシステムのアンプや電動機にお

いても例外ではない。

インバータ・サーボアンプでの小形化技術

インバータやサーボアンプの小形化は冷却技術が大変重

要になってくる。冷却フィンは従来アルミダイキャストが

主流であったが，冷却効率の点からかしめフィンやブレー

ジングフィンが採用されるようになってきた。また，部品

の集積技術や高密度実装技術は小形化に大きく貢献してお

り，ベア部品の実装技術やシステム LSI 化が今後の技術

課題となる。

電動機の小形化

サーボモータは，効率を損ねることなく小形化を図るこ

とが大きな技術課題である。サーボモータの小形化を実現

する主な技術としては，①希土類磁石の採用，②巻線充て

ん方式の改良，③高熱伝導樹脂モールドによる冷却技術，

などが挙げられる。これらの技術開発の成果として，電動

機の体積比で従来機種の約 3分の 1に小形化することがで

きた。

２.６ システム化対応技術

汎用インバータの高性能化，サーボシステムの高速応答

化とともに，上位のプログラマブルコントローラ（PLC）

などとシリアル通信で接続するシステム化対応の要求が強

くなっている。

汎用インバータでは，RS-485 を標準機能として装備し

ているが，富士電機のプライベートリンクはもとよりオー

プンバス対応も要求されている。オープンバスは適用業種

や地域により複数の方式があり，いかに簡単に接続できる

かが技術開発のポイントとなる。

サーボアンプでは大幅に改善された高速応答を生かすた

めに，PLCとの間を高速シリアルバスで接続可能として

いる。このバスは 25MHz，3V系駆動であるため，十分

な耐ノイズ技術を駆使して，サーボシステムとしての高速

制御を実現している。

富士電機の製品系列

富士電機では，非常に簡単な速度制御を行うインバータ

（2）

（1）
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表１　富士電機製インバータの機種系列一覧 

機種区分 シリーズ 電源電圧 主な特長 
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 

工作機械 
主軸駆動用 
インバータ 

電源回生用 
PWM 
コンバータ 

FVR-S11

FVR-C11

FVR-E9

FRENIC 
5000G11

FRENIC 
5000VG5

FRENIC 
5000H2

FRENIC 
5000P11

FRENIC 
5000MS5 
　　　M5 
　　　V5

RHC

三相  200V 
単相  200V

0.1
0.1

0.1 1 10 100 1,000 1,000

単相  200V 
三相  200V

単相  100V 
単相  200V 
三相  200V 
三相  400V

三相  200V 
三相  400V

三相  200V 
三相  400V

三相  200V 
三相  400V

三相  200V 
三相  400V

三相  200V 
三相  200V

三相  200V

簡易可変速用インバータ 
�ボリューム操作形，端子台信号制御形， 
　シリアル通信制御形の3タイプを用意 

コンパクト形インバータ 
�PID制御標準装備 
�周波数設定ボリューム標準装備 
汎用インバータ 
�始動トルク：200％ 
�RS-485  標準装備 
�PID制御標準装備 
高性能・多機能インバータ 
�始動トルク：200％ 
�RS-485  標準装備 
�PID制御標準装備 
�制御電源補助入力標準装備 
�オプションカードとPG付き電動機で 
　高性能ベクトル制御 

二乗低減トルク負荷専用 
�PID制御標準装備 
�制御電源補助入力標準装備 
�RS-485  標準装備 
�自動省エネルギー機能で高効率運転 

超高速電動機の駆動用 

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 
�トルク制御 
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） 
�コンバータの分離（発電制動，電源回生 
　制動の選択が可能） 

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 

100 10,000

0.4
0.75

0.75

0.1
0.1 3.7 120

120

120
120

2.2

0.1
0.1
0.1 3.7

3.70.4

0.2
0.4 400 400

40090

5.5 110

0.75 22 5,000

0.75 90
3.7 220 120

120

0.75 22

7.5 55
7.5 400

（開発中） 

1.5 45

5.5 500 120
120

50 60
50 60

400
400
400
400

270
270

2.2
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から，高速応答で高精度の位置制御を行うサーボシステム

に至るまで豊富な製品系列を用意しているので，あらゆる

用途に対して最も経済的な機種の選択が可能である。

以下に，その製品系列を紹介する。

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機種系列を示す。

汎用インバータのグループでは，11シリーズへのモデル

チェンジを行っているほかに，簡易可変速の限界的な機種

として「FVR-S11S シリーズ」を新規に系列に加え，従

来は経済的な理由でインバータの適用を見合わせていた分

野に対しても適用できるようにしている。

主力機種の「FRENIC5000G11S/P11S シリーズ」では，

従来オプションとしていた制御電源補助入力，PID（Pro-

portional，Integral，Derivative）制御，シリアル通信の

RS-485 を標準装備としている。また，低速領域における

回転むらの大幅低減，寿命予告機能の装備などが特筆すべ

き改良ポイントである。

さらに，G11S シリーズでは，オプションカードと PG

付き電動機を使用すると，高性能ベクトル制御が可能であ

るため，その適用範囲は大幅に拡大している。

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革新的な技術を適用して，サー

ボアンプと電動機の両方で大幅な小形化と高性能化を実現

した。このことにより，富士電機のサーボシステムがこれ

まで採用されていなかった高速応答の分野，つまり，多数

軸で構成される工作機械，ロボット，半導体製造装置，電

子部品加工機械などの分野への適用が可能となり，大幅な

適用範囲の拡大を図ることができた。

表２に，富士電機製サーボシステムの機種系列を示す。

電動機の小形化と低慣性モーメント化により，業界トップ

レベルの高速応答を実現した新形サーボシステム

「FALDIC-αシリーズ」を新系列として追加した。
中慣性モーメントの電動機と組み合わせて，機械剛性を

向上できる「FALDIC-Ⅱシリーズ」，中・大容量範囲をカ

バーする「FALDIC-IMシリーズ」，取扱いが簡単で経済

的なシステムが構築できる「ディジタル ESモータ」の３

系列と合わせて，4系列体制に強化した。

一方，サーボシステムは位置決め制御装置と組み合わせ

て使用するのが一般的であるので，比較的簡単な位置決め

システムに対しては，内部に 100 ステップの位置データを

登録できる「位置決め機能一体形のサーボアンプ」も系列

化した。多軸・高機能の位置決め制御を行う場合には，富

士電機製 PLC（MICREXシリーズ）の「高機能モジュー

ル」の採用を推奨する。

あとがき

可変速駆動装置は，小形化，高性能化，多機能化が従来

からの流れであり，これらを継承した内容の技術開発動向

について触れてきたが，新しい流れとして，「人に優しい」

という観点から制御定数のオートチューニング，きわめて

簡単操作の小形インバータを紹介した。また，「環境に優

しい」という観点では，主回路および制御電源回路のノイ

ズ低減技術を紹介し，さらに「高信頼性」の観点から，寿

命予告機能を装備する動向などを説明した。

これらの新しい流れは，まだ緒についた段階であり，今

後とも一層努力する必要のある項目と考えている。これら

の項目に限らず，実際に可変速駆動装置を使用されている

立場でのご要求を，直接お寄せいただき，さらに良いもの

としていきたい。ご協力を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） 

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

GRCモータ 
（低慣性キュービック） 
GRCモータ 
（低慣性スリム） 

（開発中） 

GRH（中慣性）モータ 
GRK（高慣性）モータ 

MPFシリーズモータ 
（専用誘導電動機） 

0.1

0.1 1.5

1 10

�周波数応答が500Hzで，業界トップレベル 
�電動機は低慣性タイプで，軸方向寸法が最小のキュ 
　ービック形と，直径が最小のスリム形が選択可能 
�用途別の機種系列（V，L，Rタイプ）を用意 
�エンコーダとアンプ間は，シリアル信号で省配線 
�富士電機製PLCとアンプ間は，高速シリアルバス接 
　続 

�周波数応答は100Hz 
�電動機は中慣性タイプで，高剛性対応 
�用途別の機種系列（V，L，Rタイプ）を用意 
�富士電機製PLCとアンプ間は，シリアル省配線化 

�大形機械の位置決め用途 
�周波数応答は80Hz 
�富士電機製PLCとアンプ間は，シリアル省配線化 
�負荷の慣性モーメントが大きい機械に適用 
�速度制御，パルス列位置決めが可能 
�電動機は汎用電動機と取付け互換 

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

FALDIC-IM

GRK（高慣性）モータ 
ディジタルESモータ 
（速度制御用） 

2,000 3,000 4,000

3,000/5,000

3,000/5,000

3,000

2,000/2,500

2,000/2,500

1,500/2,000

0.03 1.5 5.0

0.3 2.7

2.2 37

0.05 3.7

0.05 3.7
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高密度，低消費電力の半導体デバイスの登場で，インバー

タ，サーボシステムは，小形・高性能化を達成している。

なかでも，制御に使用される高性能マイクロプロセッサは，

複雑かつ緻密（ちみつ）な制御演算を実現できる高い演算

能力を獲得し，装置のインテリジェント化を加速している。

また，ASIC（Application Specific IC）の高集積化は，

ソフトウェア/ハードウェア処理分担における最適点のハー

ドウェア側へのシフトを可能とし，装置のさらなる高性能

化を実現している。

本稿では，最近のインバータとサーボシステムの制御技

術について概要を紹介する。

インバータ制御技術

最近のインバータ制御技術は，出力電圧の制御技術や誘

導機の状態推定技術の進歩によって，可変速範囲の拡大，

トルクリプルの少ない滑らかな回転，高速応答を実現して

いる
（1）

。近年，富士電機では，これらの技術を踏まえて，制

御性能や使いやすさを一層改善する技術の開発を行ってお

り，その一部として以下に「トルク制御精度向上技術」お

よび「フリーラン速度推定技術」を紹介する。

２.１ トルク制御精度向上技術

インバータの主なトルク誤差要因として，誘導機の鉄損

と等価回路定数の温度変化を挙げることができる。高精度

を要する用途では，これらによる制御誤差の補償が必要に

なる。以下に補償技術について詳細を述べる。

鉄損補償

誘導機に使用するケイ素鋼板で発生する鉄損は，数％精

度のトルク制御を行ううえで，無視できないほどの電力や

トルクの損失を発生する。鉄損を考慮した等価回路の例を

図１に示す。この鉄損は，渦電流損とヒステリシス損に分

けられる。渦電流損は線形な抵抗で表せるので，制御系の

解析時に考慮が容易であり，補償も簡単である。他方，ヒ

ステリシス損は，磁束レベルに依存する非線形な性質があ

るので，従来考慮されることが少なかった。ところが，速

度可変範囲が広がってきたため，低速運転時のトルク精度

に大きな影響を及ぼすヒステリシス損を無視できなくなっ

ている。

図２はトルク電流換算した鉄損中の渦電流損成分とヒス

テリシス損成分の周波数依存性を模式的に表したものであ

る。ヒステリシス損成分の大きさは周波数に依存しないの

で，低速時に顕著な影響を及ぼす。ヒステリシス損成分を

考慮して鉄損補償した 5Hz 時のトルク演算
（2）

の結果が図３

である。鉄損補償によってトルク演算精度が顕著に改善さ

れ，低速においても運転特性の向上に効果が大きい。

オンラインチューニング（2）

（1）
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Lm

R1 Lσ 

S：すべり 

R S2/一次電圧 鉄損 
励磁インダク 
タンス 

漏れインダクタンス 一次抵抗 一次電流 

二次抵抗 

図１　誘導機等価回路（1相分）

0
0

周波数 

ヒステリシス 
損成分 

渦電流損成分 

鉄
損
分
電
流
 

図２　鉄損分電流の周波数依存性（磁束一定条件）
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運転中に最も大きく変動する誘導機等価回路定数は二次

抵抗である。V/f制御される誘導機のすべり周波数の大き

さは二次抵抗に比例するため，負荷運転時の温度上昇に

よって二次抵抗が変化すると，速度も変化してしまう。温

度上昇に対して誘導機速度を一定に保つには，オンライン

でチューニングする機能が必要になる。ここでは，二次抵

抗にほぼ比例して変化する一次抵抗に着目してチューニン

グを行う方式について説明する
（3）

。

誘導機の一次抵抗 R1，励磁電流 i1d，およびこれらの設

定値 R1*，i1d* との間には次の関係がある。

…………………………………………………

すべり周波数は R2/i1d（R2 ：二次抵抗）に比例する性

質がある。そこで，次式ですべり周波数を補償してやれば，

R2 の温度変化があっても速度を一定に保つことができる。

………………………………………………

R̂2 ：補償後の二次抵抗

図４は負荷運転状態の比較である。本方式によるオンラ

インチューニングは演算が簡便であるが，速度ドリフトを

1/3 程度に改善することができる。

２.２ フリーラン速度推定技術

瞬間的な停電や外力によって，誘導機がフリーラン状態

となっている場合がある。V/f制御のように速度センサの

ない場合，回転している状態でインバータを始動すると，

突入電流によってインバータが非常停止したり電動機がト

ルクショックを発生する。滑らかに始動させるには，イン

バータ始動時に誘導機のフリーラン速度を推定し，最適な

周波数に設定してやらねばならない。以下に，自励発振を

利用するフリーラン速度推定方法
（4）

について紹介する。

図５は誘導機のインピーダンス特性である。誘導機は同

期周波数（すべり 0）でインピーダンスが最大となる周波

数特性を持っている。この性質を利用して，マイクロコン

ピュータ（マイコン）とインバータによる制御で適切に正

帰還をかけてやれば，同期周波数付近で自励発振させて速

度を推定することが可能である。図６は自励発振のための

制御ブロック図（静止座標系α，β軸）である。インバー
タは，制御によって誘導機の必要とする無効電力を供給す

ることで，速度にかかわらず同期速度付近で誘導機を励振

することができる。

図７は発振時の誘導機電流波形，図８は速度検出結果の

（2）=

2

i1d
i1d*ˆ

 R2 R2*

（1）=
i1d
i1d*

R1*
R1
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鉄損補償あり 

鉄損補償なし 

供試電動機 
200

 
V
 
7.5
 
kW
 
4極 

トルク演算値 （％） 

トルク実際値 （％） 

100

50

－50

－100

－100 －50 0 50 100

図３　トルク演算特性

0
周波数 

同期周波数 

正転 逆転 

インピーダンス 

図５　誘導機のインピーダンス特性

固定子 
温　度 

70℃ 

70℃ 

30℃ 

30℃ 

3 r/min

10 r/min

速　度 

固定子 
温　度 

速　度 

72 min

（a）オンラインチューニングあり 

（b）オンラインチューニングなし 

67 min

図４　オンラインチューニングの効果

－ ＋ ＋ 
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トリガ信号 
（α軸のみ） 

1
sLm V1αまたは V1β 

1
sT1+

Kc

Kc R1

図６　コントローラの構成（1相分）
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一例である。正転，逆転，停止を含めた全速度領域でフリー

ラン速度を正確に検出している。本方法によるフリーラン

速度推定は，回転方向を含めた周波数検出が可能であるた

め，正転，逆転のいかんにかかわらず，異常トルクのない

ショックレス始動を実現できる。

最近のサーボシステム制御技術

最近のサーボシステム技術の動向として，「電動機の小

形化」と「制御パラメータの自動調整化」が挙げられる。

これに対してサーボ制御技術には以下の課題がある。

低慣性電動機の実力を生かしきる高タクト駆動の実現

低慣性電動機においても，優れた外乱抑圧性能・安定

性・低回転むらを実現できる，高ゲイン制御

上記の性能を自動調整で得られること

の高タクトを実現できる高速応答制御と の高ゲイン

制御の実現とは，制御技術的に同義である。

高速応答制御の実現には，高分解能エンコーダによる低

速性能の向上が必要不可欠である。低速および停止状態に

おいては，エンコーダの分解能に起因する軸振動が少なか

らず発生し，その振動の大きさは応答に概略比例する。高

速応答でかつ低振動の両方を実現するために高分解能エン

コーダが必要である。

以下に，高速応答制御・高分解能エンコーダによる低速

性能向上・新方式オートチューニング技術の紹介をする。

３.１ 高速応答制御

高速応答制御の実現のために，以下の 2点の開発を行っ

た。

™電流制御のハードウェア化

™サーボ制御への高速 RISC（Reduced Instruction Set 

Computer）マイコン適用

従来，ソフトウェア演算で行っていた電流制御演算を，

ハードウェア化することで制御周期を速くできた。また，

高速 RISC マイコンの適用により演算時間を短縮したこと

と，電流制御をハードウェア演算としたことにより，速度

制御演算周期を短縮できた。

この結果，従来の 5倍の速度制御応答を達成することが

できた。図９に速度制御応答の周波数特性を示す。カット

オフ周波数である－3dB 点は 560Hz を示しているのが分

かる。

回転むらデータを図 に示す。全体的に 4％以下と，低

回転むらを実現できているのが分かる。500Hz の応答が

得られるため制御ゲインを高くでき，結果的に回転むらを

抑制できている。

位置決め時の整定動作を図 に示す。1,000 r/min まで１１

１０

（2）（1）

（3）

（2）

（1）
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図７　自励発振時のα，β軸電流波形
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図８　回転周波数と発振周波数の関係
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図９　速度制御応答の周波数特性
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図１０　回転むら特性
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の加減速をそれぞれ約 25ms で行っており，停止してから

位置決め完了信号がオンするまでの整定時間は 2ms 以下

となっている。このような高速な位置決めができるように

なったのも，500Hz の速度制御応答による。

３.２ 高分解能エンコーダによる低速性能向上

電気逓倍による 16 ビットシリアル通信・エンコーダ

（16,384 パルス相当）を新たに開発した。これを制御フィー

ドバックに使用することで，低速性能を飛躍的に向上させ

ることができた。図 は 1r/min 回転指令時の速度波形の

比較である。条件はいずれも電動機単体・速度応答 500

Hz の調整である。13 ビットエンコーダにおいては，分解

能に起因する速度検出リプルにより 12 r/min（p-p）以上

の振動が発生している。このような振動が，機械共振を引

き起こしたり騒音を発生させたりすることが多い。この点

において 13 ビットエンコーダを使用して 500Hz 応答を得

るのはあまり実用的でないことが分かる。一方，16 ビッ

トエンコーダにおいては，わずかに 1.5 r/min（p-p）程度

の振動が見られるだけであり，13 ビットエンコーダにお

ける振動の問題は解決されている。

３.３ 新方式オートチューニング

負荷慣性推定に基づいて瞬時にサーボ調整を行う新方式

オートチューニング技術を紹介する。

図 に，慣性推定波形と速度・トルクの応答波形の一

例を示す。総慣性値が電動機慣性の10倍の状態で，慣性推

定の初期値を1倍にしている。△点にてリアルタイム・オー

トチューニングを始動させると，瞬時に正しく慣性を推定

できている。慣性推定値に基づいて適切な制御ゲインをリ

アルタイムで設定しているため，チューニング開始以降の

応答波形が10倍程度速くなっていることが分かる。

このように，チューニング動作を高速かつ高精度とする

ことで，さまざまな機械系においても瞬時に調整ができ，

適用できる機械系の範囲が広がる。

あとがき

以上，最近の制御技術として，インバータのトルク制御

精度向上・初期速度推定技術，サーボシステムの高速応答

制御・高分解能エンコーダによる低速性能向上・新方式オー

トチューニング技術を紹介した。

今後も市場要求にこたえるべく，新機能や一層の高性能

の実現を行う所存である。
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10 r/min

10 ms

10 ms

10 r/min

（a） 13ビットエンコーダ 

（b） 16ビットエンコーダ 

図１２　電動機振動比較



松本　吉弘

汎用インバータの開発・設計に従

事。現在，鈴鹿工場設計部主査。

篠田　誠司

サーボシステムの開発設計に従事。

現在，回転機工場サーボシステム

部。

富士時報 Vol.72 No.4 1999

まえがき

汎用インバータをはじめとする電動機の可変速駆動装置

は，その普及とともに小形・軽量化，低価格化，高性能・

高機能化，品質の向上が大幅に進められてきた。その結果，

750Wの汎用インバータを例にとると，草創期の製品に対

して体積は 1/10 以下にまで小さくなった。その背景には，

高性能マイクロプロセッサの適用，パワー半導体の発展，

冷却技術などにかかわるハードウェア技術の進歩がある。

また，最近では小形・軽量化のために高速スイッチング

化が進み，インバータから発生するノイズによって周辺の

機器が誤動作するといった新たな問題も発生してきた。さ

らには，ネットワーク化に伴い通信機能が要求されるなど，

期待されるハードウェア技術も多様化してきた。

本稿では，最近の汎用インバータ・サーボアンプのハー

ドウェア技術について紹介する。

最近の主回路技術

２.１ パワーデバイス

汎用インバータ・サーボアンプのなかで最も多くの熱を

発生するのがパワーデバイスで，発生損失は全体の 50 ～

70 ％を占める。パワーデバイスとして主に使用されてい

る IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）素子の性能

もこの10年間に大幅に進歩し，現在ではトレンチゲート

IGBTやプレーナ形微細加工NPT（Non Punch Through）-

IGBTの技術により 600V クラスでコレクタ- エミッタ間

飽和電圧（VCE（sat））は 1.6 V 程度，1,200V クラスでは 2.3

V 程度まで下げられた第四世代 IGBTが開発されている

（図１）。

また，この IGBTは約10 ～ 15 kHz の高速スイッチング

で使用されるため，スイッチング時の損失が非常に大きく，

IGBTの発生損失の 50 ～ 70 ％を占める。そのため，これ

まではスイッチング損失を下げるためにできるだけ急しゅ

んに電圧，電流をオンオフさせてきた。これが，インバー

タやサーボアンプから発生するノイズの大きな原因となり，

実際に市場で使用された場合，周辺の機器を誤動作させる

という問題が発生してきた。

今回開発した汎用インバータ FRENIC5000G11/P11 シ

リーズやサーボシステム FALDIC-αシリーズでは，この
スイッチング時の電圧変化率 dV/dtを平均で 5kV/μs 程

度に抑制することで，発生するノイズを低く抑えている。

２.２ インテリジェントパワーモジュール（IPM）

主回路を構成する整流ダイオードや IGBT素子は，汎用

インバータやサーボアンプが設置される場所の電源事情や

使われ方により破損すると，扱うエネルギーが大きいため

にその影響が大きくなる。このため主回路部に対する信頼

性や保護機能の充実が強く要求されている。一般に主回路

を構成する IGBTモジュールは，それを適用するインバー

タ装置側でインバータ装置の出力電流検出や中間回路電流

検出による保護回路を設計し，IGBTモジュールの外部に

その回路を構成していた。さらに信頼性を上げるために

IGBTの素子ごとに過電流検出を設けて IGBTを保護しよ

うとした場合，保護回路を内蔵した IPMの適用が必要と

なる。

今回開発した汎用インバータ FRENIC5000G11/P11 シ

リーズでは，22 kW以下すべてに IPMを採用し，主回路
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図１　IGBTのトレードオフの進展
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部の信頼性・保護の充実を図っている。またそのなかでも

5.5 kW以上の容量では各 IGBT素子に，直接接合温度を

検出する素子を埋め込んだ温度保護を行っており，従来の

冷却フィンの温度から間接的に接合温度を検出して保護す

る方法に比べて温度保護が確実なものとなった。

表１に，標準 IGBTモジュールを使用した従来機種と

IPMを使用した新機種の保護の比較を示す。

２.３ インバータ専用パワーモジュール化

インバータ装置の小形化，コストダウンを進めていくと，

特に小容量機種では，整流ダイオードや IGBT の汎用モ

ジュールの適用だけでは限界があり，必要な機能をできる

だけ取り込んだ専用パワーモジュールの適用が必要となる。

今回開発した汎用インバータ FRENIC5000G11/P11 シ

リーズ，サーボシステム FALDIC-αシリーズのアンプで
は IPMをベースとした専用パワーモジュールを開発し採

用している。

図２に専用パワーモジュールの内部回路を示す。このパ

ワーモジュールは構造的な大きな特徴として，外部の電源

や電動機と接続する主回路端子台を一体化したことがあげ

られる。これまでそれぞれを接続するために使用していた

配線銅バーがほとんどなくなり非常に簡素化できた。

端子台と一体化させるうえで電流検出が重要なポイント

であった。電流検出にはホール素子を使ったホール CTが

一般的であるが，その場合 IGBTの出力と端子台の間に挿

入する必要があり，寸法からも一体化が困難となる。今回

の専用 IPMでは 10mm□のシャント抵抗を採用すること

により，200A/600V まで端子台一体構造を実現した（図

３，図４）。

２.４ 冷却技術

インバータ装置の変換効率は 95 ％程度で，約 5％は損

失となる。このことは，例えば出力 22 kWのインバータ

装置では約 1kWの損失が発生することになり，小形化は

冷却技術で決まるともいえる。

冷却方法としては，750W以下の極小容量では冷却ファ

ンを用いない自然風冷で，それ以上の容量では強制風冷が

一般的である。強制風冷の場合，冷却ファンの風量がポイ

ントになるため，回転速度を上げて冷却能力を上げること

が行われており，現在では直流駆動ファンで 5,000 r/min

以上のものも使用されている。

また，冷却フィンでは表面積をできるだけ多くするため

にリブピッチが狭い方が特に強制風冷の場合に有効となり，

現在はかしめやブレージング技術を用い 4mm以下のピッ

チの冷却フィンが適用されるようになってきた。

一方，装置を設計する場合に非常に時間がかかるのが温

度試験であり，何度も試験を繰り返しながら最適な部品配

置を求めることが行われてきた。しかし，最近ではシミュ

レーション技術を導入して，冷却フィンの形状検討や設置

されたインバータ装置間の熱相互干渉など，事前検証に利
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表１　保護機能の比較 

保護機能 
FRENIC5000G11 

（IPM） 
FRENIC5000G9 
（標準IGBT） 

過　　負　　荷 

出力短絡・地絡 

　ア ー ム 短 絡　 
（ノイズ誤動作） 

　　　　　○ 
�出力電流検出による過 
　電流保護 
�冷却フィン温度検出に 
　よる間接接合温度保護 

　　　　　○ 

　　　　　× 

　　　　　  ◎ 
�出力電流検出による過電 
　流保護 
�各 IGBT 素子直接検出に 
　よる接合温度保護 

　　　　　  ○ 
IGBT 素子ごとの過電流保 
護 

制御電源や駆動 
回路などの外部 
回路の破損時の 
影響　　　　　 

周辺回路の破損で IGBT 
が破損に至る。 

標準 IGBT に比べて最小限 
の破損にとどまる。 

　　　　　  ○ 
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図２　専用 IPM内部回路（50 A，600 V）
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用している。

図５に，実際に熱シミュレーションを使ったサーボアン

プの解析結果の例を示す。

今後，さらに熱シミュレーション技術の発展が期待され

ている。

最近の制御回路技術

汎用インバータやサーボアンプは，産業用機械の分野で

アクチュエータとして使用されているが，そのため機械自

体に求められる性能や機能が，直接的にインバータ・サー

ボアンプ自体に要求される場合が多い。例えば，電動機の

始動・停止に要する時間を短くすることにより各機械の稼

動時間を短縮できる。また，電動機の回転むらの低減や位

置決め精度の向上により機械の持つ加工精度が上がり，極

低速加工や修正工程の必要がなくなる。これら，装置の性

能を上げるには制御回路の性能に依存する部分が多い。こ

こではその制御回路技術の一部を紹介する。

３.１ 演算の高速化

最近の汎用インバータ・サーボアンプにおける内部処理

は，搭載されているマイクロプロセッサが担当しており，

当然のことながらソフトウェアが必要不可欠となっている。

また，インバータとサーボアンプでは若干違いがあるもの

の，位置調節系や速度調節系，電流調節系にまつわるフィー

ドバック系の高速演算処理や機能部分のシーケンス処理が

必要である。

従来これらの処理のほとんどは，製品の小形化やコスト

面からの要求も含めて 1個のマイクロプロセッサで行って

いた。しかし，市場での要求の強い高速回転や高速応答，

高精度などの基本性能を向上させるため，これらの各フィー

ドバック調節系の演算周期や演算速度をより高速にするこ

とに加えて，推定制御や外乱に対応したオブザーバなどの

演算が必要となってきた。

こうした演算負荷の増加に対処するため富士電機では，

処理速度が 30MIPS（Million Instructions Per Second）

程度の RISC（Reduced Instruction Set Computer）形マ

イクロプロセッサを採用する一方，より高速な演算が要求

される部分を専用 ASIC（Application Specific IC）によ

るハードウェアへ移行することで対応した。

３.２ ハードウェア処理へのシフト

ASIC の高集積化に伴って，従来ソフトウェアで行って

いた演算処理をハードウェア化することが可能となってき

ている。ASICによるハードウェア化で，さほどコストアッ

プすることなく演算処理を高速化でき，製品性能を格段に

向上させることが可能になる。

ここでは，ハードウェア化によって性能向上をした三つ

の例を紹介する。

パルス幅補正による電圧制御

汎用インバータにおいては理想的な出力電圧を得ること

が，低速まで滑らかな電動機駆動を実現するためのキーテ

クノロジーとなっている。従来は IGBTなどのスイッチン

グデバイスの非線形に起因する電圧ひずみをソフトウェア

で補正していたが，処理速度の点で十分とはいえなかった。

本技術は，IGBTのスイッチングタイミングのずれを検

（1）
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図５　熱シミュレーション結果の例

端子台 

50 A  600 V 100 A  600 V

図３　端子台一体形専用パワーモジュール

シャント抵抗 

図４　高熱伝導シャント抵抗
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出し，スイッチングのパルス幅を補正するものであり，１

μs 以下のタイミング処理を行うため ASIC で処理してい

る。本技術を適用することによって，低速の電流波形をよ

り理想的な正弦波に近づけられる。図６に，0.5 Hz 時のイ

ンバータの回転むらと出力電流波形を示す。ほぼ理想的な

正弦波となっている。

ディジタル電圧制御

と同様に，汎用インバータの出力電圧制御を行う目的

で，出力電圧を検出してフィードバック制御を行うもので

ある。

検出した出力電圧が電圧指令に一致するようにする 3相

の調節演算を行う演算回路を持ち，この調節器演算から

PWM（Pulse Width Modulation）処理に至るまですべて

を ASIC 化することで，数十μs 周期の演算処理が可能に

なった。

出力電圧の検出と，高速な演算処理を行っているため，

理想的な電圧制御が可能である。

ディジタル電流制御

サーボアンプの制御においては，位置・速度・電流の制

御を行っている。電流制御は最も高速演算を要し，その性

能が位置・速度制御の応答を決定する。しかしながら，複

雑な調節器演算を必要とすることから，従来はソフトウェ

アによる演算で実現されてきた。

この電流制御演算をすべてASIC 化することで，演算周

期を約10倍高速化し，速度制御ループの周波数応答 500

Hz 以上を達成した。

このようにASIC 制御へのパラダイムシフトを適切に行

うことにより，製品性能の向上を図った。

３.３ パルスエンコーダの高分解能化

サーボアンプにおけるフィードバック制御では電動機の

回転状態を知るために電動機軸または機械系に取り付けら

れたパルスエンコーダの信号が必要である。

パルスエンコーダは電動機 1回転に対し，決まった数の

パルスを出力するが，現在のところ一部の超精密工作機械

を除く一般産業機械分野では，数千パルス/回転のものが

一般的である。

しかし，サーボモータが低速回転になるに従い，一定時

間内（100 ～数百μs）に出力されるパルスは少なくなって

くる。そのためサーボアンプ側でサーボモータの回転状態

を正確に得ることができず，低速時の軸振動などの問題が

起こる。

一般産業機械においても機械の高性能化が進んでおり，

数万パルス/回転以上のものが要求されるようになってい

る。

一方，高分解能なものは高速回転になるほど出力パルス

の周波数がMHz域に入ってくるため，パルス列信号の伝

送が難しくなってくる。そこで，最近はパルスエンコーダ

とサーボアンプ間にて，サーボアンプ内の演算周期に同期

しながら検出した電動機の位置情報をシリアル通信によっ

て数値でやりとりする方式を採っている。

富士電機ではシリアル通信には，独自伝送フォーマット

のマンチェスタ符号方式を採用してこれをASIC 化し，高

周波伝送に対応した。

３.４ フィールドネットワーク対応

機械に設置された複数台の汎用インバータ・サーボアン

プに動作指令を与えたり，動作状況，内部設定データを一

括管理するため，上位制御機器とインバータ・サーボアン

プなどをネットワーク接続するケースが増えている。

ネットワーク接続により各機器間の配線がシリアル通信

ケーブル 1本で配線できるようになり，従来の I/O 配線

のように一つの信号（1機能）につき 1本必要であった配

線を劇的に減らすことができ，制御盤の小形化につながる

などのメリットがある。

しかし，現在ネットワーク接続の方式は数多く存在し，

国や地域，産業機器メーカーまたは分野により採用する方

式がまちまちである。

この背景には，世界の各地域において自らの方式を標準

化しようとする動きがある一方，ユーザー側にとっては各

方式により得手不得手があるため，どれか一つを自社設備

の標準ネットワーク方式として選ぶことは難しいという点

が挙げられる。

表２にネットワークの代表的な種類の一部を紹介する。

また，サーボアンプは機械の高速・高精度化を担ってお

り，機械に設置された複数軸のサーボモータが上位指令に

（3）

（1）

（2）
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回転速度（r/min） 
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図６　回転むらと電流波形 表２　各種ネットワーク対応一覧 

RS-485（富士電機のプロトコル） 

Modbus RTU 

Modbus Plus 

Profibus DP 

Interbus S 

JPCN1 

Device Net 

Tリンク（富士電機独自のリンク） 

SX-Bus（富士電機独自のリンク） 
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対して時間的な遅れをもって動作することは許されない。

特に軌跡制御による加工用途では，各軸の完全同期が求め

られる。

シリアル通信によるネットワーク接続では，どうしても

各機器間にある程度の指令伝達の時間差が生じるため，各

軸間での位置ずれとして現れる。

これを問題ないレベルまで持ってくるには非常に速い周

期で位置指令など多くの情報をやりとりする必要があり，

10MHz 程度以上の伝送速度を持った専用ネットワークが

必要である。

方式により結果としてサーボアンプの性能が左右される

ため，現在多くのサーボシステムメーカーが独自のネット

ワーク方式を開発・採用する方向にある。

あとがき

以上，最近のインバータ・サーボアンプのハードウェア

技術について紹介した。これらは産業機械分野においてな

くてはならない製品であり，常に高機能・高性能が求めら

れているが，最近は環境に優しい物づくりも求められてい

る。

今後は性能や機能だけではなく，廃棄のしやすさ，リサ

イクルなどを考慮した環境適応形の製品設計技術の確立に

向けて努力する所存である。
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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

2841412 石橋　秀明電源装置

2841531

船元　孝二
野村　年弘
軽部　邦彦
久本　正昭

電力変換器のアーム短絡検出回路

2841656
天野　雅世
黒田　昌美
古庄　　昇

電子写真用感光体

2841741 桑原　忠博半導体変換装置

2841758 保坂　一喜分岐ACスイッチ切替回路

2841759
川崎　道夫
安藤　孝一
川西　清和

真空誘導炉

2841879 松本　吉弘インバータの直流制動制御方法

2841897
広田　光二
特手　義信
安藤　敏宏

データ収集装置の充電制御装置

2841901 佐々木俊之
藍原　隆司

PWM信号演算回路

2841902 海田　英俊
松本　　康
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2841940 甕　　建志
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半導体素子

2841956 松本　治美インバータ制御給水システムの断水
防止回路
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回転機工場サーボシステム部。

富士時報 Vol.72 No.4 1999

まえがき

半導体製造装置や電子部品加工装置は，ますます小形化

され，高速応答化されつつある。このため，それらを駆動

するサーボモータにも，小形化による省スペース，低慣性

による高速応答化への要求が高まっている。

富士電機では，数年前からサーボモータの小形化のため

の要素技術の開発に取り組み，業界トップレベルの小形化

を実現したので，その概要を紹介する。

希土類磁石の採用

希土類磁石は，Nd（ネオジム）や Sm（サマリウム）

などの希土類元素を含む複数種の微粉末金属を焼結生成す

るもので，図１に示すように，近年磁化特性が飛躍的に向

上し，電磁石に匹敵する強力な磁場を発生できるに至った。

富士電機では早くから希土類磁石を用いた世界最高速の

ガスタービン駆動発電機，炭坑巻上機駆動用の世界最大ト

ルク機など，難度の高い永久磁石回転機に挑み，製作，納

入してきた
（1）

。

希土類磁石には Nd系，Sm系，Pr（プラセオジム）系

があり，それぞれに得失がある。今回のサーボモータには，

資源的に豊富で量産化が進み，特性の改善も著しいNd系

磁石を採用した。

Nd系磁石の磁化力の安定性は，空気中に単独で置くと

いう磁気的に最も過酷な状態で，かつ温度 100 ℃の環境中

に 1,000 時間放置したあとも図２に示すように，劣化が一

切観察されないことで確認された。

磁石の機械強度が十分でない点は保持機構の工夫で強化

し，Nd系磁石のさびやすい欠点は樹脂コーティングでカ

バーするなど，信頼性の向上に努め，磁石に起因したトラ

ブルを追放した。

永久磁石の形状は，図３に示すように単純なリングまた

は円弧状の小片とし，軸と一体に削り出された塊状回転子

鉄心表面に接着固定される。この簡素な構造は，磁石を固

定したあとで着磁できるという利点があり，量産性の向上

を狙ったものである。

円弧上の小片磁石による方式は，リング磁石が製作限界
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を超える大径機で採用している。断面形状を操作できる自

由度を生かして電磁界解析を駆使し，コギングトルクを最

小とする形状を選定した
（2）

。この結果，従来品と比べ，コギ

ングトルクを 1/3 に低減できた。

巻線充てん率の向上

従来の電動機では，図４ に示すように，電機子内径側

に位置する溝に対して不自由な態勢で巻線を自動挿入する

こととなり，その結果 50％程度の占積率しか得られなかっ

た。結果として単位周長あたりの電流量が十分でなく，ト

ルク発生密度が低い要因となっていた。そのうえ，溝内に

すきが多く，巻線での発熱が鉄心を経由して放散する働き

を妨げ，さらに電流量を抑制する要因となっていた。そこ

で，鉄心を分割し，溝部を広く開放した状態で稠密（ちゅ

うみつ）に巻線を巻いたあと，鉄心を組み立てて一体化す

る方法を採った。ただ，鉄心は磁束を導き，構造を支える

重要な部位であり，不用意な分割を施すと特性や強度に重

大な支障を及ぼす。

今回の電動機で採用した方式の一つは，図４ に示す２

分割方式と称するものである。すなわち，内側鉄心は歯と，

それを連ねる橋絡部のみから成る歯車のような形状をして

おり，巻線を巻き取った樹脂製ボビンを歯ごとに装着する。

この後，環状の継鉄にはめ込んで，電機子鉄心として完成

する。内外鉄心間の歯ごとの嵌合（かんごう）すきまを極

力均一にして，良好な特性を得なければならない。

橋絡部は，内側鉄心を構造的に支えるうえで不可欠な部

位であるが，磁石磁束と歯とが干渉して生じる脈動トルク

を抑制する効果を併せ持つ。ただ，これらの効果を期待し

て必要以上に厚くすると，磁石磁束が無駄に極間をバイパ

スすることになり，磁石の利用率を下げる。強く磁気飽和

する橋絡部の最適形状は，旧来の解析手法に替わる，二次

元静磁界有限要素解析法によって評価・決定した。図５は

橋絡部をわたる磁束を解明した例であるが，最適形状を決

めるうえで有効であるばかりでなく，図６に示すように，

周上ばらつきとコギングトルクとの関係など，許容製作精

（b）

（a）
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図３　リング磁石と円弧状磁石 図５　磁束分布解析
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図４　電機子鉄心形状
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度を規定するうえでも大変有効であった。

高熱伝導樹脂モールド

薄い橋絡部のみで鉄心構造を保持するには強度が不足す

るため，巻線を挿入した鉄心を樹脂によりモールドし，強

固な構造とする必要がある。モールド樹脂は過酷な環境か

ら巻線および鉄心を保護するために耐環境性と巻線温度を

低減するために高い熱伝導性を有していなければならない。

一方，成形時に巻線の損傷を抑え，巻線細部まで樹脂が充

てんするようモールド樹脂は高流動性（低粘度）である必

要がある。

一般にモールドモータのモールド樹脂には不飽和ポリエ

ステル系のBMC（Bulk Molding Compound）が多く用い

られているが，上述の要求を満たすためにさらに耐油性，

熱伝導性を改善し，低圧成形が可能な新樹脂を採用した。

特に無機フィラー添加による熱伝導性の向上と樹脂の流動

性向上は相反する特性であるが，最適な平均粒径と粒度分

布を持つフィラーを選定することにより汎用樹脂よりも高

い熱伝導性と低成形圧力を達成した。

図７に示すように金属加工用途において想定される耐

（水溶性）切削油性も汎用樹脂に比べ良好である。また，

樹脂モールドした 750W電動機鉄心による－20 ℃ ＋

130 ℃のヒートサイクル試験でも汎用樹脂では10サイクル

未満でクラックが発生するのに対し，新樹脂ではまったく

発生せず，その後の試験においてもクラックは認められな

いことから，汎用樹脂に対して十分優れた耐クラック性を

達成できたものといえる。

樹脂モールドを施した巻線入り 2分割鉄心の試作例を図

８に示す。充てん樹脂が両鉄心を強固に結合するとともに，

ボビン，巻線ともに溝内に稠密に収納しており，耐環境性

と冷却効果の向上にも大きな効果を発揮する構成となって

いる。なお，この例での巻線充てん率は 80 ％を超えてお

り，目標を大きくクリアできた。

フレームレス構造

2 分割鉄心を採用する小出力機では，積層鋼板のみで強

固な電機子を構成できるので，アルミニウムなどのフレー

ムを不要とすることでさらに小形化が図れる。四隅を貫通

ボルトで固定された正方形断面の鉄心外形は，取扱いや保

管を容易にする。積層鉄心自身は腐食を免れない材質であ

るが，前章の樹脂によるモールドを鉄心背部にも施すこと

で，耐食性に優れた光沢ある表面コーティングを実現でき

た。

冷却技術

希土類磁石を用いて磁束密度を上げることは鉄損増加と

なり，巻線を密に収納して大電流を流すことは銅損の増加

となる。一方，過熱状態の希土類磁石には減磁の危険があ

り，エナメル線，モールド樹脂，軸端のエンコーダにはそ

れぞれの温度限界がある。したがって，損失密度の増加を

円滑な冷却機構で補って，各部位が適正な温度で作動する

よう工夫した。

このため，発熱部，伝熱部を子細に表現した熱回路網を

作成し，妥当な物性値を与えて多ケースの解析を行った。

前述した高熱伝導樹脂とは逆に，電動機とエンコーダ間に

遮熱機構を設けるなどして熱流をコントロールして，いか

なる姿勢で使用されても自然放熱のみで所定の負荷状態に

おいて過熱する部位のない構造とした。

試作と測定結果

図９に 400W試作機を従来機と並べて示す。前章まで

に記した諸施策によって大幅に小形化でき，業界トップレ

ベルの高出力密度のサーボモータを実現できた。

端子開放時のコギングトルク波形を，設計予測値ととも

に図 に示す。振幅に差が見られるものの，波形の相似性

はきわめて良好であり，解析精度の高さが立証された。

図 にインバータ駆動時の電流波形を示す。10kHzキャ

リヤによる高調波が観察されるが，この状況下でも，

5,000 r/min 回転時の騒音が 50 dB，振動に至っては 2μm

に過ぎず，従来機に比較して大幅な特性改善が実現できた。

サーボアンプ駆動時の各部温度は，高調波電流が損失値

を増す状況下にあっても，巻線，磁石，エンコーダともに

１１

１０
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図８　モールドを施した鉄心外形
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許容値以下となっており，各種材料を組み合わせた伝熱機

構が，予測どおり機能していることを立証できた。ヒート

サイクル試験，加振試験など，耐久性を検証する試験にお

いても問題ない結果を得た。

あとがき

希土類磁石，高熱伝導樹脂といった材料の革新に支えら

れ，有限要素法に代表される高度な解析手法を用いつつ，

業界トップレベルの小形サーボモータを完成することがで

きた。この間に培った技術を用いて，さらにざん新なサー

ボモータを市場に提供していきたい。

参考文献

大沢博・遠藤研二：低速大トルク PMモータ，’98 モータ

技術シンポジウム，B-2-3-1 ～ B2-3-11（1998）

溝上良一・真下明秀： 2次元有限要素法＋境界要素法によ

る永久磁石電動機のコギングトルク，平成 7年電気学会全国

大会，No.995（1995）
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図９　従来機（左）と新形機（右）
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サーボシステムの高性能化に伴い，回転位置センサであ

るエンコーダも大きな変化を遂げている。これの主要因は

分解能の飛躍的な向上要求であり，従来標準的に使用され

てきた 2,048 パルスのエンコーダに対して，16 ビットエン

コーダ（16,384 パルス相当）も登場してきた。このような

背景のもと，最近のエンコーダの特長は以下のとおりであ

る。

小形・高分解能化の実現

アブソリュート機能の標準搭載

シリアル伝送による省配線

インテリジェント化

本稿では，上記の特長を実現するための最新技術を紹介

する。

光学式エンコーダの高性能化技術

２.１ 高分解能化

光学式エンコーダの高分解能化を実現させる方法として，

構造的手法，電気的（信号処理的）手法がある。

構造的手法にて高分解能化を実現するには回転スリット

板のスリットの数を増加させればよいが，エンコーダの小

形化との両立を図るには，スリットの面積を小さくする必

要があり，各要素部品の加工および組立に高い精度が要求

される。最近は電気的手法にて高分解能化を達成する各種

方式が提案されており，図１に示すように，2相（A，B

相）の擬似正弦波信号を電気的に内挿倍することにより，

高分解能を実現する方法が実用化されている。

２.２ 高精度化

ここでは，図１に示す方法において，高精度化実現のた

めの技術課題について説明する。この方法において，位置

検出精度を向上させるには 2相の擬似正弦波のひずみをで

きるだけ小さくすることが要求される。そのためには，検

出部を構成する光源（LED： Light Emitting Diode），ス

リット板および受光素子の光学特性と位置・寸法関係によ

る影響を解析・最適化する必要がある。

図２に示すようなシミュレータを用いることで，これら

の光学的なパラメータに起因する 2相信号のひずみ率の影

響を定量的に解析することが可能となる。この装置はスリッ

ト板を透過した光線の強度分布を二次元カメラで撮像し，

この画像データから各受光素子が出力する光電流を演算す

るものである。

図３は，この装置を用いてスリット板と受光素子の距離

をパラメータとしたときの 2相信号出力の変化を解析した

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　高分解能化の例

図２　光学系解析用シミュレータ
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結果であるが，これによってひずみ率と振幅から最適な距

離を設計できる。

２.３ 絶対値化

従来，アブソリュートエンコーダは構造が複雑なため，

①取扱いが困難，②コスト高，などの理由により，限られ

た分野で用いられていた。

近年，多軸ロボットや無人化工場など機械原点の復帰動

作を行うことが困難である用途において，原点復帰動作が

不要なアブソリュートエンコーダの適用要求が高まってい

る。アブソリュートエンコーダを構成するには，1回転内

の位置を絶対値で検出する機能（1回転検出）と，電動機

軸が回転した回数を計数する機能（多回転検出）が必要と

なる。多回転検出は，サーボアンプが受電していない場合

でも動作を継続する必要があり，このために，エンコーダ

の外部に設置されたバッテリーから電力の供給を受けてい

る。したがって，多回転検出部は低消費電力であることが

要求され，最近はエンコーダ内に磁石を有し，磁気的に検

出する方式が採用されてきている。

通常，エンコーダの代表的な性能は，1回転検出の分解

能で示す。したがって，1回転検出での絶対位置検出のア

ルゴリズムが，エンコーダ全体の構成や性能に大きく影響

する。最近のエンコーダにおける絶対位置の検出原理とし

ては以下の 2方式がある。

グレイコード式アブソリュートエンコーダ

図４に 3ビットの場合を例として各種アブソリュートエ

ンコーダのパターンを示す。グレイコードとは，図４ に

示す純 2進バイナリーコードとは異なり，図４ に示すよ

うに符号が同時に二つ以上変化しないコードである。この

３ビットグレイコードの“1”を透過部，“0”を遮光部と

する明暗格子を有する回転スリット板を，図５に示すよう

に同心円状に配置し，これと対向する位置に 3個の受光素

子を半径方向に 1列に配置する。このため，半径方向の小

形化が困難という欠点がある。

Mコード式アブソリュートエンコーダ

Mコードとは，図４ に示すように，1周期あたり 2n

個の 1，0情報の組合せで構成され，簡単な規則によって

作られる乱数コードである。このコードの特定位置から連

続する n個の 1，0情報はこのコード内で一つしか存在し

ないため，全周においては 2n個の重複しない情報を持つ。

図６にMコードスリット板を用いたエンコーダを示す。

この場合，受光素子を円周方向に配置することが可能であ

り，半径方向の小形化が容易である。

光学式エンコーダの要素技術

３.１ 受光素子

受光素子はスリット板を透過した光信号を電気信号に変

換するためのトランスデューサであり，一般にホトダイオー

（c）

（2）

（b）

（a）

（1）
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図５　グレイコード方式の構成とデータ変換
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図６　Mコード方式の構成とデータ変換
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ドとホトトランジスタが用いられる。

ホトダイオードは，シリコン半導体の pn 接合部に光が

照射されるような構造になっており，主な特長として，応

答特性がよい，光ー電流特性が線形，低ノイズなどが挙げ

られる。

ホトトランジスタは，ホトダイオードと増幅用トランジ

スタを一体化したものである。ホトダイオードの光電流に

直流電流増幅率を乗じた大きな信号が得られる反面，ホト

ダイオードに比べ応答特性が悪い，光ー電流特性の個体差

が大きいなどの欠点がある。

こうした長短所を補うため最近のエンコーダでは，各受

光素子の出力信号の仕様によって使い分ける目的で一つの

半導体ウェーハ上にホトダイオードとホトトランジスタを

組み込んだものが用いられている。

３.２ スリット板

一般に，スリットのパターン製作には，ホトエッチング

を用いているが，ガラス製と金属製のスリット板により製

作工程が異なる。

ガラス製のスリット板は，図７に示すように， ガラス

面にクロム（Cr）を蒸着したものにレジスト膜をコーティ

ング， パターンの焼付け， 現像， エッチング， レ

ジストの除去，などの工程を経てスリットのパターンを形

成する。この手法を用いたガラス製スリット板は，エッチ

ング精度がよく，高分解能化に適するが，耐振動や耐衝撃

性に弱く，コスト高などの欠点がある。

また，金属製のスリット板は，直接金属をエッチングす

るため，エッチング精度がガラス製のスリット板ほど高く

できず，高分解能化には適さない。しかし，耐振動・耐衝

撃性に富み，低価格のメリットがある。

近年では，両者の欠点を埋めるフィルム材料を用いたス

リット板が開発されている。

３.３ LED

各 LEDメーカーからエンコーダ用 LEDとして，数十

種類のものが提供されている。LEDを選定する場合，次

の点を考慮する必要がある。

３.３.１ 平行光性

クロストーク光成分は，図８に示すように SN比を低減

させ，エンコーダの検出精度が低減する。そのため，平行

光を出力できる範囲の広い LEDが好ましい。

（e）（d）（c）（b）

（a）
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３.３.２ 光強度-温度特性

単位順電流あたりの光出力は，温度上昇に伴い低下する。

そのため，高温状態でも受光素子に一定の光電流を出力さ

せるためには常温時に比べて多くの順電流が必要となる。

しかしながら，LEDの順電流増加は LED寿命を指数関数

的に短くするので，エンコーダの長寿命化を実現するため

に，単位温度あたりの光量減衰が小さな LEDが適用され

ている。

３.３.３ 照明むら

受光素子に照明むらがあると，出力する光電流が変化す

る。特に，図１に示すように電気的内挿倍によって高分解

能化を行うエンコーダでは，A，B相信号にひずみが発生

し，精度向上の妨げとなる。そのため，照明むらが小さい

LEDが選択されている。

３.４ 構　造

エンコーダの電動機軸への取付け方法や回転部分の保持

方法の違いにより，①シャフト形，②中空軸形，③モジュ

ラ形などに分類することができ，それぞれ構造が異なる。

しかしエンコーダの小形化・交換の容易性などの要求に伴

い，中空軸形が主流になりつつある。

中空軸形は回転軸が中空になっており，電動機軸を中空

軸内に直接挿入することができるため，シャフト形に比べ

軸方向のスペースを小さくすることが可能である。また，

モジュラ形に比べ，エンコーダの取付け・取替えが容易で

ある。一方，電動機軸に密着しているため，熱や衝撃を直

接エンコーダ全体に受けるので，耐熱性・耐衝撃性に注意

を払う必要がある。

エンコーダとサーボアンプ間の通信とインテリ

ジェント化

４.１ エンコーダの通信

エンコーダとサーボアンプ間の通信（以後，エンコーダ

通信という）で，従来のA・ B・ Zパルスなどをパラレ

ルに伝送するパルス伝送方式は，伝送周波数の制約がある

ことから，エンコーダの高分解能化に対応できなくなって

きた。一方で，位置データをシリアルで伝送する方式は，

基本的に伝送周波数により分解能が制約されないうえに，

サーボアンプとエンコーダの間の省配線化もできる。また，

シリアル伝送では瞬時瞬時の絶対位置データを伝送するた

め，パルス伝送の方式に比べて位置ずれに対して伝送線路

での信頼性が大幅に向上する。したがって，最近の高分解

能エンコーダは，エンコーダとサーボアンプ間の通信に，

このシリアル伝送方式を用いることが一般的である。

４.２ エンコーダのシリアル伝送システム

エンコーダ通信は，その通信周期がサーボシステムの応

答性能に大きく影響することから，数Mビット/秒以上の

高速データ伝送が要求される。また，伝送路が最大 100m

前後に達するので，伝送路での電圧降下と耐ノイズ性能に

注意が必要である。

シリアル伝送の電気・機械仕様の一般的な規格を，表１

に示す。RS-422 または RS-485 が，伝送速度，伝送距離，

またノイズに強い平衡伝送方式を用いる点において，エン

コーダ通信に適しているといえる。使用する符号としては，

伝送効率がよく，高速伝送が可能なマンチェスタ符号が多

い。この符号は，図９に示すような，“0”を信号立ち上が

りエッジ，“1”を立ち下がりエッジで示す 2値符号である。

また，通常の位置信号に加えて，巡回符号検査（CRC）

データを送信して伝送の信頼性を向上させている。

４.３ エンコーダ通信のシステム構成例

シリアル伝送方式とするためには，光学系などから得ら

れるパラレルの位置検出データをシリアルデータに変換す

るため，大量のディジタル信号を処理しなければならない。

少ない部品点数，かつ小さい実装面積で，このような複雑

な処理を実現するためには，CPU（Central Processing

Unit）や ASIC（Application Specific IC）が用いられる。

図 に，サーボアンプを含むシリアル通信システムのブ

ロック図を示す。エンコーダの CPUは，光学系やその他

のセンサで検出される各種信号から，位置検出，故障検出

を行うとともに，サーボアンプとの通信のシーケンス処理

を行う。通信用ASIC は，CPUからのデータをパラレル/

シリアル変換，トランシーバからのデータをシリアル/パ

ラレル変換，さらに CPUからの通信のシーケンス指令を

基にサーボアンプとの通信を制御する。トランシーバは，

ASIC 入出力信号を，RS-422 または RS-485 信号レベルに

変換する。エンコーダ同様，サーボアンプ側にも，トラン

シーバ，通信用ASIC，CPUなどの，エンコーダと対とな

るシステムが必要となる。サーボアンプでは，このシステ

ムで，エンコーダから位置データ，エンコーダ故障データ

を受け取るとともに，エンコーダ通信の全体のシーケンス

を制御する。

１０

富士時報 Vol.72 No.4 1999

231（23）

データ“0” データ“1” 

0 1

図９　マンチェスタ符号表１　シリアル伝送規格（電気・機械仕様）の比較 

方式 

評価項目 

伝 送 速 度  

伝 送 距 離  

伝 送 動 作  

RS-232C

～20 kbps

～15 m

不平衡 

1ドライバ/ 
1レシーバ 

最大接続数 

RS-423

～300 kbps

～600 m

不平衡 

1ドライバ/ 
10レシーバ 

RS-422

～10 Mbps

～1,220 m

平衡 

1ドライバ/ 
10レシーバ 

RS-485

～10 Mbps

～1,220 m

平衡 

32ドライバ/ 
32レシーバ 
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４.４ エンコーダのインテリジェント化

エンコーダに CPUや ASIC を設けることで，1台のエ

ンコーダに，多種多様な機能を持たせることができるよう

になった。これによって，エンコーダならびにサーボアン

プに位置検出器としての自己診断機能を持たせて，RAS

（Reliability，Availability，Serviceability）情報をサーボ

アンプに知らせることにより，速やかにかつ安全にサーボ

モータを制御することが可能となっている。表２に自己診

断機能の一例を示す。これらにより位置検出器の RAS機

能は大幅に向上する。

あとがき

工作機械，半導体製造装置，産業用ロボットなどに限ら

ず，各種製造機械に適用される高性能サーボシステムに対

応するエンコーダ技術について述べた。今後もさらに高分

解能化の要求は進んでいくと思われるが，富士電機におい

ても，受光素子やスリットパターンの微細化技術はもちろ

ん，最新オプトエレクトロニクス技術を適用し，さらなる

高分解能化を達成するとともに，低コストで信頼性の高い

エンコーダを開発していく所存である。
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図１０　シリアル通信ブロック図

表２　自己診断機能一覧 

機　能 概　要 

電動機形式出力 
電動機の形式をサーボアンプに通知 
（サーボアンプ形式との整合をチェック） 

通 信 異 常 検 出 
サーボアンプにて，伝送路の断線，CRC（Cyclic  
Redundancy Checks）エラーなどを検出 

過　熱　検　出 
エンコーダ内温度が設定値以上となっていることを 
サーボアンプに通知 

パルス数異常検出 
1回転のパルス数が所定値に対し，過不足が生じた 
ことをサーボアンプに通知 
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汎用インバータは幅広いユーザー層に支えられ，この10

年に大きく進歩した。V/f制御の単純可変速からスタート

した標準シリーズも今では，磁束・トルク・効率の管理に

よる高性能化により，専用インバータでしか実現できなかっ

た用途に汎用インバータが適用できるようになった。

FRENIC5000G9S/P9S は汎用インバータの最高級機種

として，機能，性能，価格，品質の面で市場要求にこたえ

てきたが，適用範囲の拡大とともにさらに高い性能が要求

されている。今回紹介する FRENIC5000G11S/P11S は最

先端技術を駆使した新製品である。

主な特長と仕様

表１に基本仕様を示し，以下に主な特長を述べる。

ダイナミックトルクベクトル制御でパワフル

CPU（Central Processing Unit）に RISC（Reduced

Instruction Set Computer）プロセッサを採用し，停止精

度や位置決め時に重要な入力信号に対する応答性の向上お

よび制御演算の高速化を図っている。0.5 Hz 設定時に 22

kW以下で 200 ％，30 kW以上で 180 ％の高始動トルクが

得られる。当て止め時の高速トルク制限やプレス機械など

に必要な回生回避も標準で装備した。急激な負荷変動に対

してもトリップレスで制御できるなど，幅広い用途に適用

できる。

ワイドな機種構成

一般産業用の FRENIC5000G11S シリーズと，ファン，

ポンプなどの二乗低減トルク負荷用の FRENIC5000P11S

シリーズとがある。FRENIC5000G11S シリーズでは，

200V 系で 0.2 kWから 90 kWまで，400V 系で 0.4 kWか

ら 315 kWまで，また，FRENIC5000P11S シリーズでは，

200 V 系で 5.5 kW から 110 kWまで，400 V 系で 5.5 kW

から 400 kWまでと従来機種に比べ，ユニット構造の容量

範囲を拡大し幅広い容量系列を用意しているので，用途に

適したインバータの選定が可能である。

環境に優しいインバータ

低騒音対応の範囲拡大のため，30 kW以上でインバー

タ発生損失の低減，冷却設計の見直しを行い，キャリヤ周

波数の上限を引き上げている。半共振方式の低ノイズ形制

御電源方式の採用，主回路 IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）のスイッチング時の dV/dtを抑制するソフト

スイッチングなどにより，センサなどの周辺機器へのノイ

ズの影響を低減している。また，ノイズ対策に効果のある

低キャリヤモードでは，キャリヤ周波数の不定期化による

音色調整により，耳障りな音を和らげることができる。高

調波抑制対策用直流リアクトル端子を標準装備とし，欧州

EMC（Electromagnetic Compatibility）指令対応フィル

タも準備している。

回路構成

図１に回路構成を示す。新たに開発したディジタルAVR

（Automatic Voltage Regulator）制御技術と新設計のゲー

トアレイにより，インバータ出力電圧波形を改善し，回転

むらを従来比 1/2 とした。1.5 kW以上では，制御電源補

助入力を標準装備し，主回路電源を遮断しても異常出力信

号の保持が可能である。主回路部は専用の IPM（Intelli-

gent Power Module）を開発し，IGBTの短絡保護などに

より信頼性の高い構成となっている。

国際市場への対応

国際市場に対応するため，UL（アメリカ），cUL（カナ

ダ），TÜV（ドイツ），CEマーキング（欧州）の認定を受

けている。タッチパネルは，標準で 6か国語（日本語，英

語，フランス語，ドイツ語，イタリア語，スペイン語），

オプションで中国語に対応可能である。

豊富な機能

周辺回路簡素化のため，ファンによる温度制御，ポンプ

による圧力や流量制御などのフィードバック制御を行う

PID（Proportional，Integral，Derivative）制御機能の搭

載，商用切換シーケンスの一部内蔵を行っている。このほ

か，停電発生時に電動機および負荷の慣性エネルギーを回

生しながら運転継続し，電動機を減速停止する機能，電動

機損失最小で運転する自動省エネルギー機能，冷却フィン

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

高性能汎用インバータ FRENIC5000G11S/P11S
シリーズ
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の温度に応じて冷却ファンをオンオフする機能など，たく

さんの新しい機能を用意している。

シリアル通信（RS-485）の標準装備，各種オープンバ

ス接続可能（オプション）でシステム化も容易である。

PG（Pulse Generator）フィードバックカードを取り付

けることにより，本格的なベクトル制御が可能で，さらに

高性能な用途にも適用できる。

制御方式

以下に今回 FRENIC5000G11S/P11S で開発した制御方

式について，運転特性を含めながら紹介する。

３.１ ダイナミックトルクベクトル制御

従来のトルクベクトル制御のダイナミック特性などを大

幅に改善した富士電機独自の制御方式「ダイナミックトル

クベクトル制御」を今回新たに開発した。

図２はシステム構成である。インバータ出力電圧を検出

し，ディジタルAVRにより出力電圧波形を正弦波にする

ことで 1Hz 運転時約 5 r/min（p-p）の低回転むらを実現

している。このディジタルAVRにより，トルク演算精度

も向上し，0.5 Hz の超低速運転においても正確なベクトル

演算が可能になった。ダイナミックトルクベクトル制御部

では，加減速時や急激な負荷変動時にも安定性・応答性を

向上している。

３.２ 加減速運転特性

図３にトルク制限機能を用いた加減速運転特性を示す。

加速または減速開始直後からトルク制限機能が動作し，速

度変動や電流のオーバシュートが小さく抑えられている。

急加減速時にもトルク制限値と電動機発生トルクの偏差が

０となる新トルク制限手法を採用したことで，従来より加

減速時間の短縮が可能である。

この機能により，歯車音の低減と最短加減速が要求され

る工作機械や高頻度な運転が要求される搬送機に対して，

滑らかな加減速運転および正逆運転が可能となる。
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表１　基本仕様 

項　目 FRENIC5000G11S FRENIC5000P11S

出
力
定
格 

入
力
電
源 

出
力
周
波
数 

制
　
御 

制
　
動 

調
　
整 

定格容量 
200 V系 0.2～22 kW

0.4～22 kW

三相，200 V/50 Hz，200 V，220 V，230 V/60 Hz

三相，380 V，400 V，415 V（440 V）/50 Hz，380 V，400 V，440 V，460 V/60 Hz

インバータ定格出力電流の150％-1min
インバータ定格出力電流の110％-1min

200％-0.5 s 180％-0.5 s

200～220 V/50 Hz 
200～230 V/60 Hz

200～220 V/50 Hz 
200～230 V/60 Hz

50，60 Hz

200～230 V，50/60 Hz

380～440 V，50 Hz 
380～480 V，60 Hz

380～440 V，50 Hz 
380～480 V，60 Hz

200～230 V， 
50/60 Hz

380～480 V， 
50/60 Hz

380～480 V，50/60 Hz

電圧：＋10～－15％　　周波数：＋5～－5％ 

165 V以上では運転を継続する。定格入力状態から165 V未満に電圧低下の場合は，15 ms間運転を継続する。 
「運転継続」を選択すれば，出力周波数をわずかに下げながら電源の回復を待つ制御を行う。 

50～400 Hz　可変設定 

25～400 Hz　可変設定 

50～120 Hz　可変設定 

25～120 Hz　可変設定 

0.1～400 Hz 0.1～120 Hz

0.75～15 kHz　可変設定（容量により異なる） 

アナログ設定：最高出力周波数の±0.2％（25±10℃）以下 
ディジタル設定：最高出力周波数の±0.01％（－10～＋50℃）以下 

自動トルクブースト，手動トルクブースト 

200％以上（22 kW以下）（ダイナミックトルクベクトル制御時） 
50％以上 

180％以上（30 kW以上）（ダイナミックトルクベクトル制御時） 

150％以上（0.75 kW以下） 

100％以上（7.5 kW以下） 約10～15％ 約10～15％ 約20％ 

約20％（22 kW以下） 

IP40  全閉形 IP00  開放形 IP40  全閉形 IP00  開放形 

自冷（0.75 kW以下），ファン冷却（1.5 kW以上） ファン冷却 

タッチパネル設定：0.01 Hz（99.99 Hz以下），0.1 Hz（100.0 Hz以上） 
アナログ設定：最高出力周波数の1/3,000，リンク設定：最高出力周波数の1/20,000，0.01 Hz

V f 制御，ダイナミックトルクベクトル制御，ベクトル制御（PGオプション使用時） /

400 V系 

200 V系 

400 V系 

200 V系 
（三相） 

400 V系 
（三相） 

電　圧 

過負荷電流定格 

定格周波数 

相　数 
電　圧 
周波数 

電圧・周波数許容変動 

臨時電圧低下耐量 

最高出力周波数 

ベース（基底）周波数 

出力周波数範囲 

キャリヤ周波数 

精　度 

設定分解能 

制御方式 

トルクブースト 

始動トルク 

制動トルク 
（オプション未使用時） 

保護構造（IEC60529） 

冷却方式 

30～90 kW

30～315 kW

5.5～22 kW

5.5～22 kW

30～110 kW

30～400 kW
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３.３ フライングスタート（拾い込み運転）

回転中の電動機をショックレスで拾い込み始動する，フ

ライングスタート機能を搭載した。

この機能は，電動機電流を正帰還することにより，電動

機とインバータで自励発振させ，電動機が回転している場

合にもその回転速度と回転方向を検出するものである。図

４に瞬時停電再始動時の動作波形を示す。突入電流を生じ

ることなく，スムーズに運転を再開している。

逆転方向であっても正しく速度検出できるので，送風機

のように，逆回転状態にある電動機を始動する用途にも有

効である。

３.４ オートチューニング機能

汎用インバータにはさまざまな電動機が適用される。こ

のためダイナミックトルクベクトル制御が性能を発揮する

ためには，使用する電動機に合わせて制御定数を調整する

必要がある。そこで従来のオフラインでのオートチューニ

ング機能に加え，運転中の電動機定数の変化に合わせて制

御定数を調整するオンラインチューニング機能を新たに搭

載した。図５にオンラインチューニング使用時の運転特性

を示す。電動機の温度変化により電動機のすべりが変化し

た場合でも回転速度をほぼ一定に保つことが可能であり，

かくはん機，業務用洗濯機などへの適用が容易である。
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図２　システム構成
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図４　瞬時停電時の再始動運転（フライングスタート）
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図３　加減速運転特性

電源 
三相3線 
50/60Hz

制御電源補助入力 

遮断器 SR

＋24Vdc

＋10Vdc
制御 
電源 

A-D 
変換 

直流電 
圧検出 

チャージ 
ランプ 

電流 
検出 

出力電 
圧検出 

D-A 
変換 

PWM

L3/T

R0

T0

 可変抵抗器用電源 
（13） 

 設定用電圧入力 
（12，11：0～±10Vdc） 

 設定用電流入力 
（C1：4～20mAdc） 

 ディジタル入力 
（FWD，REV， 
　X1～X9，CM） 

 RS-485通信 
（DXA，DXB，SD） 

PLC電源入力 

P1 DB

U

V

W

G 接地端子 

 アナログ出力 
（FMA） 

 パルス出力 
（FMP） 

 ディジタル出力 
（Y1～Y4，CME） 

 リレー出力 
（Y5A～Y5C） 
 一括アラーム出力 
（30A，30B， 
　30C） 

電動機 

M

DBR
P（＋） N（－） 

L2/S

L1/R

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル 

制
御
演
算
回
路 

図１　回路構成（FRN7.5G11S-2）
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３.５ 速度センサ付きベクトル制御

PG 付き電動機にて，本体に「PGフィードバックカー

ド」を追加することで，速度センサ付きベクトル制御が実

現できる。トルク制御もできるため，汎用インバータでは

適用が難しかった印刷機，巻取機などの用途への適用も可

能である。図６に速度センサ付きベクトル制御の速度ステッ

プ応答波形を示す。高速演算プロセッサにより，入力信号

からの応答は数msとなっている。

タッチパネル

従来機種からの操作性継承，他機種との操作性共通化を

図り，さらに洗練された操作性を追求し，より使いやすい

タッチパネルとした。図７にタッチパネルの外観を示し，

以下に特長と機能について述べる。

LED/LCD（Light Emitting Diode/Liquid Crystal

Display）表示部

LED表示部は，設定・出力周波数をはじめ電流，電圧，

トルク，消費電力，PID制御時の諸データなど13種類のデー

タを選択表示することができる。LCD表示部は従来より

大形の LCDを用い，マニュアルレスをめざし操作案内の

表示する部分を設け，操作キーの説明表示はスクロール形

式を採用している。また，LEDモニタの単位表示をはじ

め，運転状態および運転モードを簡単にチェックできるよ

うに，各種の状態を示すインジケータも準備している。

操作キー

従来より運転キーを増やし，タッチパネルからの正逆転

を可能にした。さらにジョギング運転モードの切換・運転

指令の切換（端子台/タッチパネル）をタッチパネルのキー

操作だけで可能にし，遠方の電気室での切換を不要にして

いる。

周波数設定

周波数設定値は LED表示部に表示されるが，その値は

周波数やライン速度としての設定のほか，PID制御時はプ

ロセス量（例えば圧力）として設定することもでき，管理

する対象の制御量を一目で認識できるようにしている。

豊富な機能

運転操作機能，モニタ機能，ファンクション設定機能の

ほか，下記の機能が本タッチパネルにより可能である。

I/Oチェック（テスタ機能）

従来のインバータ本体のアナログ・ディジタル入出力

のテスタ機能に加え，オプションカードの入出力チェッ

クも可能である。

メンテナンス

機械設備の稼動状態を確認するため，運転パターンの

なかでの最大電流・RMS（Root Mean Square）電流・

平均ブレーキ電力のチェックができる。

設備保守のためのメンテナンス情報として，運転積算

時間はもとよりインバータ内部の温度，電流最大値，直

流電圧値などの確認が可能で，さらにインバータ内部の

寿命部品である主回路コンデンサ，プリント基板搭載の

電解コンデンサ，冷却ファンの寿命に関する情報を表示

できる。

コピー機能

タッチパネルにファンクションデータをコピーする機

能を設け，簡単にセットアップが可能である。

あとがき

以上，新しく発売した汎用インバータ FRENIC 5000

G11S/P11S についてその概要を紹介した。従来の汎用イ

ンバータを大幅に超えた特性・機能を持ち，幅広い分野へ

の適用を可能にした。今後も新しい分野への適用を含め性

能向上，機能向上の要求にこたえ，市場要求に対応できる

汎用インバータの製品化に努力していく所存である。

（c）

（b）

（a）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図５　オンラインチューニング使用時の特性
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図６　速度ステップ応答（速度センサ付きベクトル制御）

図７　タッチパネルの外観
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まえがき

汎用インバータは，ファン・ポンプの省エネルギー化や，

産業機械，業務用民生機器などの省力化，自動化といった

用途に広く普及している。これまでコストや寸法上の制約

から汎用インバータの採用が難しかった市場，すなわち小

容量のファン，ミニコンベヤなど軽負荷可変速分野でのイ

ンバータ化，50/60 Hz 電源での機械仕様の統一化や電磁

開閉器からの置換えによる主回路の無接点化など新たな需

要が広がっている。

また，近年，環境保護への対応も重要な課題であること

から，低ノイズ化，高調波対策の充実などが汎用インバー

タの市場要求として大きな比重を占めるようになってきた。

これらの要求にこたえるため，新形のコンパクト形インバー

タFVR-C11S/S11S シリーズを開発した。

主な特長と仕様

図１に FVR-C11S シリーズ，図２に FVR-S11S シリー

ズの外観を示す。

２.１ FVR-C11S/S11Sシリーズ共通の特長・仕様

２.１.１ 主回路端子の上下配線分離方式の採用

従来の FVR-C9S シリーズと取付け・操作面での互換性

に配慮し，同一取付け寸法としながらも図３のように主回

路端子に上下分離配線方式を採用し，力率改善用直流リア

クトル接続用端子や接地用端子 2個（主電源側，電動機側）

を標準装備した。これにより，同一盤内の遮断器や電磁開

閉器と同じように機器の上部が入力，下部が出力という配

線構成がとれるため，配線作業が容易で電線の引回しが簡

素になる。

また，盤内収納時における利便性を高めるため，0.75

kW以下の機種にオプションとしてレール取付けベースを

用意しており，IEC35mmレールにワンタッチで取付け・

取外しが可能である。

２.１.２ 環境への配慮

環境問題に配慮して，以下の項目について対応した。

低ノイズ化の実現

ノイズ発生源である IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）に対し，スイッチング時の電圧変化率（dv/dt）

を 5kV/μs 以下に抑えたソフトスイッチング制御により

低ノイズ化を図っている。さらに FVR-C11S シリーズに

ついては，インバータの制御電源を作る DC-DCコンバー

（1）
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図１　FVR-C11Sシリーズの外観 図２　FVR-S11Sシリーズの外観
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タに半共振形スイッチング方式を採用し，スイッチング用

MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Tran-

sistor）のドレーン-ソース間電圧が最小のときにスイッチ

ングタイミングを合わせることで発生ノイズを低減し，セ

ンサなど周辺機器へのノイズによる影響を大幅に低減した。

分別廃棄の容易性

環境保護への対応として，製品の軽量化（従来品に対し，

最大で 10 ％低減）と使用部品点数の削減（従来品に対し，

最大で 20 ％削減）を実現した。また，金属部品をプラス

チックなどの成形と同時に組み入れるインサート成形をな

くし，製品廃棄時の分別処理の容易性を考慮した構造設計

を行っている。

２.１.３ ワールドワイド対応

海外展開や機械に搭載された状態での間接輸出に対応す

るためには，海外の安全規格などに適合する必要がある。

そのため，UL/cUL 規格や EN規格（CEマーキング）に

も標準品で対応している。

２.２ FVR-C11Sシリーズの特長，仕様

従来機種の FVR-C9S シリーズに対し，主な仕様として，

計装制御に使用される PID（Proportional, Integral, Deriv-

ative）制御機能や，保守性を考慮した累積運転時間表示，

冷却ファンのオンオフ制御や制御入力端子の設定による機

能数の増大を図った。また，オプションでシリアル通信

（RS-485）による運転も可能である。さらに，ファンクショ

ンコードを11シリーズで共通化し，ユーザーにとって分か

りやすい表現とした。

ここでは従来機種のFVR-C9S シリーズに対し，追加，

改良した主な内容について紹介する。

２.２.１ PID制御機能

ファンやポンプは，圧力などの変化に応じて流量をス

ムーズに安定した状態に保つため，最適な PID 制御が用

いられている。FVR-C11S シリーズではこの機能をイン

バータに標準仕様として搭載し，センサからのフィードバッ

ク信号を直接インバータへ取り込めるようにした。これに

より，従来必要であった外付けの PID 制御器が不要にな

り，経済的である。

図４はインバータを用いた圧力一定制御システムの例で

ある。給水系の圧力をセンサで検出，給水量が変化しても

常に圧力が一定となるように，インバータでポンプの回転

速度を制御している。給水量が少ない低回転速度領域では

ポンプの軸動力が小さくなり，大きな省エネルギー効果が

得られる。

２.２.２ 累積運転時間

インバータの累積運転時間を表示することにより，電解

コンデンサなど寿命部品の交換時期の目安が容易に分かる

ようにして，保守性を向上した。

２.２.３ 冷却ファンのオンオフ制御

冷却フィンの温度と，インバータの運転状態との関係か

ら，必要なときのみ冷却ファンを回転させるように冷却ファ

ンのオンオフ制御を取り入れた。これにより，冷却ファン

の長寿命化と騒音の低減，さらには省エネルギー化が図れ

る。

２.２.４ 制御入力端子の設定による機能数の増大

FVR-C11S シリーズのような小形インバータにおける

制御入力端子は寸法の制約上，その数は限られる。その反

面，ユーザーの要求する端子機能はさまざまであるため，

一定の機能に限定した仕様にすると汎用性を持たせること

ができない。そのため，FVR-C11S シリーズではX1，X2，

X3 端子をマルチ機能化し，少ない端子数でさまざまな機

能を選択できるようにした。フリーラン指令や外部アラー

ム，異常リセットや多段周波数など合計 8種類の端子機能

が選択できる。

２.２.５ 全機種突入電流抑制回路を装備

電源投入時の突入電流による電磁開閉器の接点溶着を防

止するため，突入電流抑制回路を標準装備している。これ

により，非装備品のインバータに比べて，より小形の電磁

開閉器が適用できる。

２.３　FVR-S11Sシリーズの特長，仕様

２.３.１ 用途に合わせて3機種を準備

FVR-S11S シリーズは機能を限定し，ユーザーの用途に

（2）
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図３　FVR-C11S/S11Sシリーズの主回路端子
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図４　ポンプ制御への適用例



コンパクト形インバータ FVR-C11S/S11Sシリーズ

応じて以下の 3タイプを用意し，低価格で最適なインバー

タを提供できるようにした。

インバータ表面のボリュームによる周波数設定と，正

転・逆転・停止スイッチにより運転を行うボリュームタ

イプ（FVR-S11S-V）。

外部からの0～ 5V入力による周波数設定と制御端子の

オンオフ入力で運転を行う端子台タイプ（FVR-S11S-S）。

RS-485 により運転を行うシリアル通信タイプ（FVR-

S11S-C）。

２.３.２ 簡単な機能設定

電動機の過負荷を保護する電子サーマルに加え，高キャ

リア・低キャリア切換，トルクブースト，加減速時間，ベー

ス（基底）周波数，最高周波数の設定ができる。V，Sタ

イプではこれらを切換スイッチや調整ボリュームで簡単に

設定できる。また，Cタイプではパーソナルコンピュータ

やプログラマブルコントローラから RS-485 通信によりダ

イレクトに設定できる。

FVR-C11S/S11Sシリーズで取り入れた
新技術

３.１ ボンディングレス接合

従来，主回路部のトランジスタやダイオードなどの半導

体チップ部品はアルミワイヤボンディング技術で電気的に

接続し，回路を構成していた。しかし，この方法では基板

設計に自由度がある反面，生産工数の低減に限界がある。

そこで従来のボンディング用チップとは異なる富士電機独

自のはんだ付け可能な電極構造を持ったチップを開発した。

図５はチップと金属バーを直接はんだ付けしたパワーモ

ジュールの外観である。これにより，生産工数の低減と従

来のボンディングよりも信頼性の高い接続を実現した。

３.２ 整流ダイオードチップの開発

汎用インバータは交流部をいったん直流に変換するコン

バータ部があり，図６のように三相入力の場合，6個のダ

イオードで構成されている。部品占有面積縮小のため，ま

た経済性追求のため，図６における破線内の回路を 1部品

に統合し，富士電機独自の整流ダイオードチップを開発し

た。このチップは上アーム側（カソードコモン）と下アー

ム側（アノードコモン）の 2種類ある。この開発により，

装置全体の小形化やボンディングレス接合による信頼性の

向上を図っている。

あとがき

以上，コンパクト形インバータFVR-C11S/S11Sシリーズ

について，その概要を紹介した。

半共振形スイッチング方式などの採用による低ノイズ化

への取組みや機能面の充実により，多くのユーザーに満足

いただける製品であると期待している。

今後とも，鉛フリーはんだの採用など環境に優しい製品

の開発に努めるなど，市場要求に対応して一層の改善を図

る所存である。

（3）

（2）

（1）
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図５　パワーモジュールの外観

破線内　整流ダイオード 
　　　（カソードコモン） 

破線内　整流ダイオード 
　　　（アノードコモン） 

図６　インバータのコンバータ部回路構成
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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，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る。

近年は工作機械自体への省スペース化の要求に伴って，駆

動装置への小形化要求も強まってきた。

また，複合加工に対応したスピンドル間の同期運転制御

など，多様な制御機能が要求されている。さらに，EC機

械指令に代表される各種の規制への対応も重要となった。

これまでの富士電機のスピンドル駆動装置としては，

FRENIC5000M3 シリーズ
（1）

，FRENIC5000V3 シリーズ
（2）

の

２系列を用意して市場の要求に対応してきたが，仕様や構

造を統合した FRENIC5000MS5 シリーズ
（3）

を発表し，1997

年に速度フィードバックを持たないFRENIC5000M5シリー

ズを発売した。そして今回，新たに高性能ベクトル制御方

式の FRENIC 5000V5 シリーズを開発し，FRENIC5000

MS5 シリーズとして完成させた。さらに，FRENIC

5000M5 シリーズの機能向上策として，工作機械主軸に取

り付けられているパルスエンコーダ（PE）からの速度情

報を用いた主軸 PEベクトル制御システムも開発した。

以下に，これらの概要について述べる。

FRENIC5000MS5シリーズの構成

２.１ ドライブユニットの構成

FRENIC5000MS5 シリーズはドライブユニットにより

FRENIC5000M5 シリーズと FRENIC5000V5 シリーズと

があり，表１に FRENIC5000MS5 シリーズの容量系列・

標準仕様を示す。

ドライブユニット部（インバータ回路部）として，既発

表のFRENIC5000M5 シリーズ
（3）

に加え，今回新たに高性能

ベクトル制御の FRENIC5000V5 シリーズを用意して，出

力容量範囲を 55/45 kWまで拡大した。

また，電源コンバータユニット部は「発電制動方式」と

「電源回生方式」の 2系列を用意して，自由な組合せ適応

を可能としている。

図１に FRENIC5000MS5 シリーズの電動機と駆動装置

の外観を示す。駆動装置はドライブユニットとコンバータ

ユニットで構成され，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並列接続し

て使用する。

さらに 5.5/3.7 kW以下の小容量系列は，ドライブユニッ

トとコンバータユニットを一つのユニット内にまとめたパッ

ケージ形とし，さらなる小形化を可能とした。

これらのユニットを組み合わせることにより，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。

２.２ 電動機の構成

スピンドル用電動機は，MVEシリーズと，MVSシリー

ズを用意している。

MVE電動機は FRENIC5000M5 シリーズのドライブユ

ニットで駆動する。またMVS電動機は PE付きと PEな

しを用意しており，PE付きは FRENIC5000V5 シリーズ

のドライブユニットで駆動する。PE なしの場合は

FRENIC5000M5 ドライブユニットで駆動することができ

工作機械主軸駆動装置 FRENIC5000MS5シリーズ
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図１　FRENIC5000MS5シリーズの外観



工作機械主軸駆動装置 FRENIC5000MS5シリーズ

る。

２.３ EC指令対応

FRENIC5000MS5 シリーズ全機種について，EC指令

（低電圧指令）対応を標準仕様とし，全機種とも EC指令

に基づいたTÜV認定を取得完了し，工作機械の国際化に

対応した製品としている。

基本性能の改善

３.１ 定出力領域の出力特性改善

MVS電動機は巻線仕様や鉄心形状の最適化を図り，定

出力領域でのトルク特性を改善した。これにより 5.5/3.7 ～

11/7.5 kWまでの最高速度を 6,000 r/min から 8,000 r/min

まで，22/18.5 ～ 30/22 kWを 4,500 r/min から 6,000 r/min

まで拡大した。

また，従来高速域で出力低減を行っていた 2.2/1.5 ～

3.7/2.2 kWと 37/30 ～ 55/45 kWを出力低減なしとした。

このため，高速域での切削トルクを増大できることはもち

ろん，加減速時間をおよそ 10 ～ 20 ％短縮することができ

た。

３.２ 制御応答の改善

FRENIC5000MS5 シリーズでは，高性能 CPUシステム

を採用して，演算時間の高速化・分解能の向上を図り，従

来シリーズで一部アナログ制御を用いていた制御系を，全

ディジタル方式とした。その結果，制御回路の共通化を実

現するとともに各種オプションの一元化を図った。さらに

FRENIC5000M5 シリーズではオリエンテーション性能や，

同期運転性能の大幅な向上を達成した。さらに富士電機独
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表１　容量系列・標準仕様 

項　目 仕　様 

連 続 定 格 出 力 
　　 （kW） 

50％ ED定格 
　　　出力（kW） 

3 0 分定格出力 
　　 （kW） 

過 負 荷 定 格  

M V E シリーズ 
（M5シリーズ用） 

基底速度（r/min） 

最高速度（r/min） 

M5パッケージ 
　　　　ユニット 

M5ドライブ 
　　　　ユニット 

V5パッケージ 
　　　　ユニット 

V5ドライブ 
　　　　ユニット 

発電制動ユニット 

電源回生ユニット 

相数・電圧・ 
　　　　　周波数 

許 容 変 動 

M 5 シ リ ー ズ 

V 5 シ リ ー ズ 

制 動 方 式 

制動頻度（％ED） 

M V S シリーズ 
（M5/V5　　　 
　　シリーズ用） 

基底速度（r/min） 

最高速度（r/min） 

電
動
機
定
格
出
力 

電
動
機
形
式 

ド
ラ
イ
ブ
ユ
ニ
ッ
ト
形
式 

入
力
電
源 

制
御
方
式 

制
　
動 
ドライブユニット 
　　　　　　冷却方式 

0.75

MVE1.1 
     M5-2

FRN1.1 
     M5-2

三相3線式，200 V/50 Hz，200 V～230 V/60 Hz

電圧：＋10～－15％，電圧アンバランス率：2％以下 

ダイナミックトルクベクトル制御，主軸PEベクトル制御（オプション） 

高性能ベクトル制御 

MS5シリーズコンバータユニットによる発電制動または電源回生制動 

発電制動式：10％ED　電源回生式：30％ED

2.2/1.1 kW以下の機種は自冷，3.7/2.2 kW以上の機種は強制風冷 

MVE2.2 
     M5-2

MVE3.7 
     M5-2

MVE5.5 
     M5-2

MVE7.5 
     M5-2

MVE11 
     M5-2

MVE15 
     M5-2

MVE18.5 
      M5-2

1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30

1.1 2.2 3.7 5.5 7.5 11

50％ED定格出力×120％，1min

1,500

1,500 1,150 1,000

4,0008,000 6,000 4,500

6,000 4,500

30分定格出力× 
120％，1min

15 18.5 22 30

37 45

55

55

MVE22 
     M5-2

FRN2.2 
     M5-2

FRN3.7 
     M5-2

FRN5.5 
     M5-2

FRN2.2 
     V5-2

FRN3.7 
     V5-2

FRN5.5 
     V5-2

FRN5.5 
   VC5-2

FRN5.5 
   PR5-2

FRN7.5 
   VC5-2

FRN7.5 
   PD5-2

FRN7.5 
   PR5-2

FRN11 
   VC5-2

FRN11 
   PD5-2

FRN11 
   PR5-2

FRN15 
   VC5-2

FRN15 
   PD5-2

FRN15 
   PR5-2

FRN22 
   VC5-2

FRN22 
   PR5-2

FRN5.5 
   MC5-2

FRN7.5 
   MC5-2

FRN11 
   MC5-2

FRN15 
   MC5-2

FRN22 
   MC5-2

FRN30 
   MC5-2

FRN18.5 
   MC5-2

FRN18.5 
    VC5-2

FRN18.5 
    PD5-2

FRN18.5 
    PR5-2

MVE30 
     M5-2

MVS2.2 
     V5-2

MVS3.7 
     V5-2

MVS5.5 
     V5-2

MVS7.5 
     V5-2

MVS11 
     V5-2

MVS15 
     V5-2

MVS18.5 
      V5-2

MVS22 
     V5-2

MVS30 
     V5-2

MVS37 
     V5-2

MVS45 
     V5-2

MVS55 
     V5-2

FRN30 
   VC5-2

FRN30 
   PR5-2

FRN37 
   VC5-2

FRN37 
   PR5-2

FRN45 
   VC5-2

FRN45 
   PR5-2

FRN55 
   VC5-2

FRN55 
   PR5-2

45

45

37



工作機械主軸駆動装置 FRENIC5000MS5シリーズ

自のダイナミックトルクベクトル制御を採用して，回転む

らの低減・加減速時間の短縮を図っている。また，主軸エ

ンコーダを利用した PEベクトル制御を実現することがで

きた。

FRENIC5000V5 シリーズでは，ACR（Automatic Cur-

rent Regulator）系の応答を改善して負荷変動に対する応

答性などの向上を図った。

主軸PEベクトル制御

この制御方式は，電動機に速度センサを持たない

FRENIC5000M5 シリーズのドライブユニットに対して，

機械主軸の PE信号を用いて制御装置内で電動機速度を演

算し，速度センサ付きベクトル制御を行う方式である。こ

の機能は本体にオプションの PEインタフェースカードを

搭載することで実現できる。

この制御方式の採用により，トルク制御精度が向上し，

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

せた。さらにオリエンテーション時の停止トルクの増大に

よる停止精度向上・停止時間の短縮，同期運転時の同期精

度の向上などが可能となった。

主軸 PEベクトル制御の運転特性の代表例について以下

に紹介する。

４.１ トルク制限特性

図２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。

４.２ 加減速運転特性

図３に 11/7.5 kWの電動機を実際の機械に組み合わせ，

加減速運転を行ったときのオシログラムを示す。加速・減

速ともに FRENIC5000V5 シリーズ並みの最大トルクでの

加減速運転が可能となっている。

４.３ 同期運転特性

図４は実際の機械に組み合わせ，マスタ軸・スレーブ軸

間の同期運転特性の一例である。マスタ軸・スレーブ軸が

結合されていない条件で，加減速中も同期完了信号（＋－５

パルス≒＋－ 0.5 °）が落ちることなく運転が可能である。

さらに，同期運転時の加減速時間も従来比約 30 ％の短

縮が可能となった。

あとがき

以上，工作機械主軸駆動装置 FRENIC5000MS5 シリー

ズについて，概要を紹介した。制御機能の大幅な改善が図

られたことにより，ポリゴン加工，リジッドタップ，差速

リジッドタップなどへの適用実績をさらに増やし，工作機

械主軸駆動システムとして十分期待にこたえられるよう，

一層の努力をしていく所存である。
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まえがき

ACサーボシステムへの市場要求は，従来からの小形，

高速応答，高精度に加え，使いやすさ，各種の上位インタ

フェースの取込み，シリアルエンコーダの搭載，耐環境性

の向上，海外安全規格対応など一層，加速されてきている。

今回，開発した，FALDIC-αシリーズは，これらの要
求にこたえて従来の FALDIC-Ⅱシリーズを一新し，併せ

て新たな需要を喚起していくことを狙いとして商品化した。

以下，本シリーズの概要，仕様，特長について紹介する。

FALDIC-αシリーズの特長

図１に FALDIC-αシリーズの外観を，図２に FAL
DIC-αシリーズのシステム構成を示す。
このシリーズの主な特長は次のとおりである。

２.１ 高性能化

高速応答化

電流制御ループの高速演算処理を行う制御用 LSI と，32

ビット RISC-CPU（Reduced Instruction Set Computer-

Central Processing Unit）により，周波数応答 500Hz（従

来比 5倍），位置決め整定時間 5ms 以下を実現した。

16 ビットシリアルエンコーダの採用

分解能を，従来比の約 8倍とする 16 ビット（16,384 パ

ルス相当）化し，高精度化ならびに低速時の制御安定化を

図った。

回転むらの低減

電磁界解析技術の向上とモータコアの高精度加工技術に

よるモータコギングトルクの低減と，前述した高速応答化

技術ならびにエンコーダの高分解能化により，10 r/min

におけるサーボモータの回転むら特性を従来比 1/10 に低

減させた。

２.２ ユーザーインタフェースの充実

パソコンローダの開発

サーボシステムのセットアップからメンテナンスまでトー

タルで支援するパソコンローダを開発し，操作性の向上，

メンテナンスの容易化を図った。

２.３ 柔軟性

省配線アブソリュートエンコーダ（ABSエンコーダ）

の標準搭載

電源投入時の煩わしい初期位置合わせ（原点復帰動作）

を不要とするABSエンコーダを標準搭載し，サーボアン

プに内蔵するリチウム電池の配線を含め，三対に省配線化

したアブソリュートシステムを実現した。

製品仕様

３.１ サーボアンプ

FALDIC-αシリーズは容量系列として，30W～ 5 kW
を計画しており，今回 1.5 kWまでを商品化した。順次系

列化の予定である。

サーボアンプの基本仕様を表１に示す。サーボアンプは，

制御機能から次の 4種に区分される。

Vタイプ

パルス列入力による位置決め制御運転，アナログ電圧入

力による速度制御運転，トルク制御運転ができる。

Lタイプ（2）

（1）

（1）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図１　FALDIC-αシリーズの外観
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サーボアンプに直線位置決め制御機能を内蔵し，上位コ

ントローラからのオンオフ信号のみで位置決めができる。

Rタイプ

ATC（Automatic Tool Changer）やインデックステー

ブルなどの回転体割出し用途を狙っている。

SXタイプ

富士電機製新形プログラマブルコントローラ（PLC）

「MICREX-SX」と高速なシリアル通信を行い，さまざま

なモーションコントロールを実現できる。

３.２ サーボモータ

サーボモータは高性能円筒・円弧状分割磁石，分割コア，

整列巻線による高充てん巻線，モールド樹脂成形または，

樹脂注型などの新技術を適用し，電動機の小形化を実現し

た。

また，新開発の 16 ビットシリアル（省配線）エンコー

ダを搭載することにより，小形化，高速応答化，高精度化

を達成した。

FALDIC-αシリーズでは，形状が異なる 2種のサーボ
モータを用意し，用途，機械の取付スペースなどに応じた

選択を可能にした。

また，耐環境性の向上を図り IP55 への標準対応，オプ

ションにて IP67 への対応も可能にした。海外規格対応に

ついては，CEマーキング，UL規格の取得を狙って開発

し，商品メニューの充実を図った。

1.5 kW以下のキュービックモータの仕様を表２に示す。

２～ 5kWの容量範囲については順次系列化の予定である。

３.３ ABSエンコーダ

今回サーボモータに標準搭載したエンコーダは次のコン

セプトに基づき開発した。

高分解能化および電動機の低振動化

周波数応答 500Hz を達成すべくサーボアンプの内部定

数を調整した場合，従来の 13 ビットエンコーダでは，極

低速領域にて速度検出リプルにより，サーボモータの大き

な回転振動を引き起こし，機械共振や騒音の原因となる。

そこで，今回，分解能を 8倍高めた 16 ビットシリアル

エンコーダを制御フィードバックに使用することにより，

低速領域での検出リプルを抑制し，低速時の制御安定性を

飛躍的に向上させた。

省配線ABSエンコーダの標準搭載

電源オンあるいは停電復電後の煩わしい原点復帰動作を

不要とするため，ABSエンコーダを標準搭載した。

FALDIC-αシリーズでは，無通電時のデータバックアッ
プのために，リチウム電池をサーボアンプに内蔵可能であ

り，通常の使用条件において 5年以上の寿命がある。また，

メンテナンス時にケーブルが切り離された状態でも，最低

１時間はアブソリュートデータを保持するために，スーパ

キャパシタをエンコーダに内蔵した。

FALDIC-αシリーズに搭載したエンコーダの概略仕様
を表３に，外観を図３に示す。

電動機 ID（形式）自動判別機能

電動機には，スリムタイプとキュービックタイプの 2シ

リーズを用意した。これらの電動機の性能を最大限に引き

出すには，おのおのの電動機駆動に際し，最適な調整が要

求される。サーボアンプでは，エンコーダからシリアルで

伝送されてくるデータにより，電動機 ID（形式）を読み

出し，あらかじめ記憶されている最適定数で電動機を運転

することができる。したがって，ユーザーがセットアップ

の際に電動機の形式を入力する必要がなく，セットアップ

時間を短縮できる。

３.４ 高性能

高速応答性の実現（1）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）
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図２　FALDIC-αシリーズのシステム構成
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図４にFALDIC-αシリーズの制御ブロックを示す。CPU
は RISC-CPU，新規開発した専用 LSI，制御 LSI とシリ

アル PG（Pulse Generator）LSI で構成した。

外部からのインタフェース信号はコネクタ（CN1）を介

して制御 LSI に入出力され，16 ビットABSエンコーダと

の通信はコネクタ（CN2）を介してシリアル PGLSI によ

り一対の信号線で実現した。

FALDIC-αシリーズでは，高い周波数応答を達成する
ため高速処理が要求される電流制御ループ〔ACR（Auto-

matic Current Regulator），PWM（Pulse Width Modula-

tion），また電流検出〕は制御 LSI にてディジタル処理を

行った。一方，制御システム上，柔軟度が要求される速度

制御ループ〔ASR（Automatic Speed Regulator），帰還

パルス処理〕や位置制御ループ〔APC（Automatic Posi-

tion Controller）〕は RISC-CPUにてソフトウェア処理を

行った。

図５にFALDIC-αシリーズの周波数応答，図６にステッ
プ応答を示す。RISC-CPU の採用と専用 LSI 化による電

流制御ループおよび速度制御ループの高速演算化の実現に

より，周波数応答 500Hz を達成した。

また，図４に示す ASRにはリアルタイムオートチュー

ニング機能を持たせており，セットアップ時や実負荷運転

時など機械系の負荷条件に応じて，サーボ制御系パラメー

タをリアルタイムで最適調整することが可能である。

微速度時の滑らかな制御の実現

サーボモータに要求される性能で，特に微速時の滑らか

な回転が加工製品の出来栄えに大きく影響することから最

近では最も重要なウェートを占めてきている。

FALDIC-αシリーズでは，先にも述べたように高性能
円筒磁石と分割コアとの組合せを採用したことから，コア

形状および分割・はめあい精度が電動機の基本特性である

誘起電圧，コギングトルクに大きく影響する。

電磁界解析技術を駆使して，磁石，コアおよび巻線の材

料・形状・寸法などの最適化を行い，磁気装荷と電気装荷

とをバランスよく構成することによって，FALDIC-αシ
リーズで，10 r/min 時における回転むらを従来比 1/10 に

低減させた。図７に従来機種との比較を示す。

３.５ ユーザー支援ツール（パソコンローダ）

本ツールはWindows
〈注〉

95 上で動作し，電動機の容量選定，

セットアップ，試運転，メンテナンスなどユーザーで必要

とされる作業の効率向上を狙って開発したユーザー支援ソ

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

（2）
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表１　サーボアンプ基本仕様 

サーボアンプの形式 RYS□□□○○-V○○ 

速度制御 

屋内，清浄雰囲気，標高1,000 m以下 

－10～＋55℃，10～90％RH（結露なきこと） 

1チャネル（差動出力） 

2チャネル 

5点（DI/DOタイプ） 

2チャネル（DI/DOタイプ） 

8点（DI/DOタイプ） 

RYS□□□○○-L○○ 

主用途 

電　　　　 圧 
入力電源 

制 　 御 　 方 　 式  

キ 　 ャ 　 リ 　 ヤ  

フ ィ ー ド バ ッ ク  

速 度 制 御 範 囲  

周　波　数　応　答 

過　負　荷　耐　量 

位 置 決 め 分 解 能  

位 　 置 　 管 　 理  

速 　 度 　 制 　 御  

ト　ル　ク　制　御 

パ 　 ル 　 ス 　 列  

P T P 位 置 決 め  

原　　点　　復　　帰 

割　　　込　　　み 

温　　度　，　　湿　　度 

使 用 場 所 ， 標 高  

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

接　　　　　点 

アナログ指令  

パ ル ス 入 力  

接　　　　　点 

アナログモニタ 

パ ル ス 出 力  

周 　 波 　 数  

制
御
仕
様 

制
御
機
能 

環
境 

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
仕
様 

入
　
力 

出
　
力 

直線位置決め 回転割出し 速度制御/直線位置決め 

RYS□□□○○-R○○ RYS□□□○○-○S○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

5点（DI/DOタイプ） 

2点（DI/DOタイプ） 10点（DI/DOタイプ） 

1チャネル（オープンコレクタ/差動入力両方可） 

1チャネル（DI/DOタイプ） 

21点（DI/DOタイプ） 

アブソリュート/インクリメンタル選択可 

16ビット（16,384パルス相当）/回転 

3s/300％，1.5s/450％ 

500 Hz

1：5,000

16ビットシリアルエンコーダ 

10 kHz（一部容量にて5 kHz） 

全ディジタル正弦波PWM方式 

50/60 Hz

200－230 V　＋10～－10％ 
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フトウェアである。

図８はセットアップまたはメンテナンス時に使用される

リアルタイムトレースのパーソナルコンピュータ（パソコ

ン）表示画面である。外部選択により，速度・トルクといっ

た波形信号や RUNなどの論理信号をリアルタイムでモニ

タできる。また，ある信号変化をトリガ条件にして，トリ

ガ時点の前後をモニタできる機能（ヒストリカルトレース）

も用意した。

試運転時あるいは運転中にトラブルが発生した場合，ト

ラブル時の信号状態を解析し，推定される原因と対策・処

置を提示するトラブル診断機能を備え，トラブル発生時の

復旧時間の短縮を狙った。

あとがき

以上，FALDIC-αシリーズについてその概要を述べた。
電動機およびサーボアンプの小形化，高性能化への狙いに

加え，高分解能かつ原点復帰動作不要の 16 ビット ABS

エンコーダの標準装備化，あるいはパソコンローダによる

ユーザー支援機能の充実など，使いやすさを追求したサー

ボシステムを市場に提供できたと考える。
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図３　エンコーダの外観

表２　キュービックモータ仕様 

項　目 

定　格　出　力 0.1 

0.318

0.955/1.43 

0.0583 

1.0 

3.0/4.5

（kW） 

定 格 ト ル ク  （N・m） 

定格回転速度  （r/min） 

最大回転速度  （r/min） 

最 大 ト ル ク  （N・m） 

慣性モーメント （kg・m2）×10－4

定　格　電　流 （A） 

最　大　電　流 （A） 

絶　縁　階　級 

定　　　　　格 

保　護　通　風 

端子（電動機） 

端子（検出器） 

過　熱　保　護 

取 付 け 方 式 

軸　　　　　端 

塗 　 装 　 色  

検 　 出 　 器  

振　　　　　動 

使用場所，標高 

周囲温度・湿度 

耐 　 振 　 動  

〈注〉最大トルク，最大電流欄の斜線の右側は，1枠上のサーボアンプとの組合せ可能時の値を示す。 

電動機形式 
GYC101DC1-S GYC201DC1-S

0.2 

0.637

0.4 

1.27

3,000 

5,000

B種 F種 

ケーブル0.3 mコネクタ付き 

ケーブル0.3 mコネクタ付き 

キャノンプラグ 

キャノンプラグ 

V5以下 V15以下 

連続定格 

全閉・自冷（IP55） 

なし（サーボアンプで検出） 

フランジ取付けIMB5（L51），IMV1（L52），IMV3（L53） 

ストレートシャフト・キー付き 

N1.5 

16ビットシリアルエンコーダ（サーボアンプにバッテリーを装着するとアブソリュートシステムになる） 

屋内，1,000 m以下 

－10～＋40℃，90％RH以下（結露なきこと） 

49 m/s2（5G） 

0.75 

2.38

1 

3.18

1.5 

4.78

GYC401DC1-S GYC751DC1-S GYC102DC1-S GYC152DC1-S

1.91/2.87 

0.216 

1.5 

4.5/6.8

3.82/5.73 

0.412 

2.6 

7.8/11.7

7.17/10.7 

1.21 

4.8 

14.4/21.6

9.55/14.3 

3.26 

6.7 

20.1/30.2

14.3/21.5 

4.51 

9.6 

28.8/43.2

表３　16ビットABSエンコーダの仕様 

項　目 仕様値 

16ビット/回転 

16ビット（＝65,536回転） 

RS-485 
4 Mビット/秒 

6,000 r/min 

アンプオプション電池で5年間 

内蔵コンデンサで1時間 

－20～＋85℃ 

－10～＋85℃ 

90％RH以下（結露なきこと） 

5 G 

50 G 

過熱，パルス数異常，ほか 

1 回 転 分 解 能  

多 回 転 デ ー タ  

データ通信電気仕様 
通 　 信 　 速 　 度 

動作最高回転速度 

バ ッ ク ア ッ プ  

短時間バックアップ 

保 　 存 　 温 　 度  

動 　 作 　 温 　 度  

耐 　 　 湿 　 　 度  

耐 　 　 振 　 　 動  

耐 　 　 衝 　 　 撃  

故 　 障 　 検 　 出  



小形・高性能サーボシステム FALDIC-αシリーズ

今後は，FALDIC-αシリーズの容量系列拡大，スリム
タイプや高剛性タイプといった形状・用途別電動機の整備

など，機種の充実を図る予定である。

さらに，エンコーダの分解能向上による高精度位置決め

あるいは極低速領域の性能追求を行い，また各種オープン

ネットワークへのインタフェース機能の充実を図り，シス

テムへのフレキシビリティを確保すべく努力する所存であ

る。
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図７　回転むら特性

図８　リアルタイムトレース表示画面
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図６　ステップ応答
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図４　制御ブロック図
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まえがき

サーボシステムの用途拡大に伴い，サーボアンプの高機

能化，多機能化が進展している。その結果，サーボアンプ

に設定すべきパラメータの増大，およびシステム立上げ時

にトラブルが発生した場合のトラブルシューティングの複

雑化を引き起こしている。

このような背景のなか，サーボシステムの支援ツールの

課題は，マニュアルレスの操作機能，ユーザーによるシス

テム立上げの迅速化である。これらの課題を解決すべく，

小形・高性能サーボシステム「FALDIC-αシリーズ」の
支援ツールとして，パーソナルコンピュータ（パソコン）

を利用したローダ（パソコンローダ）を開発した。

本稿では，パソコンローダの特長および機能の概要につ

いて述べる。

パソコンローダの特長

パソコンローダの構成を図１に示す。パソコンローダに

よりFALDIC-αシリーズの各種設定およびトラブルシュー
ティングが効率よく実現できる。パソコンのOSは，Win

dows
〈注1〉

95，Windows NT
〈注2〉

を採用した。次にパソコンローダ

の特長を述べる。

２.１ 高速波形トレース機能の実現

高速の波形トレースを実現するため，サーボアンプ側で

データを記憶する機能を新たに設けた。本機能により，オ

シロスコープのトリガ機能に相当するパソコンローダのヒ

ストリカルトレースにおいて，最小 1ms のデータサンプ

リングを実現した。

〈注 1〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

２.２ 豊富なパラメータ編集機能の実現

一覧表での編集機能以外に，200 個あるパラメータを機

能ブロック単位で分割し設定できるモードを準備すること

で設定を容易にした。

２.３ データ解析によるトラブル診断機能の実現

トラブル発生時の 100 ポイントのデータをサーボアンプ

から吸い上げ，トラブルの現象に従ってデータを解析し，

その要因と対策を表示することでトラブルシューティング

の迅速化を図った（以降，本機能をトラブル診断と称す）。

パソコンローダの機能

パソコンローダはファイル入出力，印刷などの基本的な

機能のほか，モニタ，トラブル診断およびサーボアンプへ

パソコンローダおよびトラブル診断技術
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パソコンローダソフトウェア機能 

モニタ1 
（波形トレース） 

モニタ2 
（I/O関連モニタ） 

試運転 

パラメータ編集 

位置決め 
データ編集 

トラブル診断 

リアルタイムトレース 
ヒストリカルトレース 
印刷，保存 

I/Oモニタ 
I/Oリンクモニタ 
システムモニタ（サーボ形式表示） 

手動送り，原点復帰など 

一覧編集 
機能別編集 
印刷，保存，アンプ転送 

アラーム表示あり診断 
アラーム表示なし診断 
診断結果の印刷，ファクシミリ送信 

Windows対応 
パソコン サーボアンプ サーボモータ 

図１　パソコンローダの構成
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のデータ転送（転送，照合）機能を内蔵している。現場で

の使用環境を考慮して，すべての操作はキーボードからで

も実行可能である。パソコンローダの主な機能を次に述べ

る。

３.１ 波形トレース機能（モニタ1）

高速の波形トレースを実現するため，今回サーボアンプ

側で，データ記憶機能とトリガ条件検出機能を新たに設け

た。そのデータの流れを図２に示す。

波形トレースには下記の 2種類があり，その特長は次の

とおりである。

ヒストリカルトレース

ヒストリカルトレースの表示例を図３に示す。ヒストリ

カルトレースは，トリガ設定前後合計 100 ポイントの波形

表示を行うモードで，表示データ量は限定されるが，最小

データサンプリング時間 1ms を実現した。トリガ発生ま

でのデータサンプリング，保存はサーボアンプ側にて実現

している。

リアルタイムトレース

本機能は連続して波形を表示する機能で，従来のように

１サンプリングごとのデータをサーボアンプから吸い上げ

て表示する方法では，サンプリング時間はパソコンの能力

に大きく依存し 300ms 程度が限界であった。

パソコンローダではサーボアンプ側に一定期間のデータ

を蓄積し，一括してパソコンに送信することを繰り返すこ

とにより，最小データサンプリング時間 50ms の連続した

波形トレースを実現した。また，表示画面の制約上，波形

表示できないデータを画面左側にディジタル表示すること

も可能とした。

３.２ 制御信号およびサーボ機器形式表示機能（モニタ2）

制御入出力信号およびパソコンローダの認識しているサー

ボアンプ，サーボモータの形式を表示する。

制御入出力信号の状態表示例を図４に示す。

３.３ 試運転機能

手動送り，原点復帰など試運転を行うための機能はパソ

コンローダのキー操作で実行できる。

３.４ パラメータ編集機能

パラメータの編集などのほか，データ転送・照合機能が

ある。編集に際しては，カーソル位置の詳細情報を表示さ

せることもできる。詳細情報の表示例を図５に示す。

機械諸元に依存するパラメータは，図６に示すようにラッ

ク＆ピニオンの機械構成例ではモジュールおよび歯数など

の仕様を入力することで自動設定される。

３.５ 位置決めデータ編集機能

位置決め内蔵アンプ（Lタイプ）に対する専用機能とし

て，位置決めデータ（速度，目標位置など）を編集する。

３.６ トラブル診断

機械システムを含むトラブル発生時の迅速な解決を図る

ため，新規に開発した診断機能をパソコンローダに搭載し

た。これまで発生したトラブルは，ユーザー自身がマニュ

（2）

（1）
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サーボアンプ 

データ記憶メモリ 

�データ種類：アナログ，I/Oデータ 
�データ容量：100ポイント 
�停止方法　：トリガ条件発生による 
　　　　　　（条件はパソコンから設定） 

パソコンローダ 

�メモリ管理：サイクリック格納 

図２　波形トレース時のデータの流れ

図３　ヒストリカルトレース表示例

図４　I/Oモニタ表示例

図５　パラメータ編集表示例
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アルを見ながら現象の確認と原因の推定，対策を行う場合

が多く，これで解決しない場合に，メーカーが技術問合せ

を受け，問題解決にあたるのが通例であった。しかし，必

要な情報が的確に伝わらず，解決に時間を要する場合が

多々あった。診断機能の搭載によりスムーズにトラブルが

解決するものと考える。診断機能には次の 2種類があり，

この代表例について以下に紹介する。

３.６.１ サーボアンプにアラーム表示がある場合の診断例

サーボアンプのパネルに表示されるアラームには，過負

荷（OL），偏差オーバー（OF）など19種類あり，アラー

ムが発生したときにその原因と対策方法を得る場合に使用

する。図７はOFアラームの診断結果であり，下記の表示

構成としている。

左辺表示項目

診断結果として考えられる要因とその原因および対策方

法を可能性の高い項目から順に表示する。

右辺表示項目

アラーム発生時点のサーボアンプ内の各種データ（指令

速度，帰還速度など）およびアラーム発生前後の波形を表

示する。

３.６.２ サーボアンプにアラーム表示がない場合の診断

システム立上げ時には，電動機が回転しなかったり，振

動したりなどアラームが発生していないのに，ユーザーが

意図したとおりに動作しないトラブルが起こる。このよう

なトラブル時の診断は，ユーザーがトラブルの内容を画面

から選択することにより，解析を開始する。以下にその具

体例 2種類について紹介する。

多段速運転が動作しない場合の診断例

図８は，入力信号に原因があり，多段速運転が動作しな

い場合の診断結果の例で，画面右側に原因となっている信

号を赤色で表示しユーザーに知らせる（動作上問題ない信

号は，緑色表示する）。

サーボモータまたは機械が振動する場合の診断例

図９は，制御関連のパラメータが機械に対して適切では

ない場合の診断結果の例で，解析結果の振動周波数などに

より原因を推定し，具体的な制御パラメータ変更のガイダ

ンスを画面右側に表示する。このように自動作成される診

断結果は，ファクシミリ，電子メールによりメーカーに送

信する機能も計画しており，従来のように電話だけの情報

では判断しにくい複雑なトラブルに対しても，ユーザーに

対してより的確に回答できると考える。

あとがき

FALDIC-αシリーズサーボシステムの支援ツールであ
るパソコンローダの特長および機能について紹介した。引

き続き FALDIC-αシリーズの系列拡大に対応して，パソ
コンローダの機能拡張を進めていく所存である。

（2）

（1）

（2）

（1）
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図７　偏差オーバアラーム発生時の診断結果表示例 図９　振動現象発生時の診断結果表示例

図６　機能別パラメータ編集表示例 図８　多段速運転トラブルの診断結果表示例
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まえがき

サーボシステム，インバータは，進展するパワーデバイ

スと制御技術を駆使して，小形，高精度，高速応答，多機

能な可変速駆動装置に発展している。

サーボシステムを応用した同期運転システムは，機械の

歯車結合の簡素化に対応し，包装機械などの制御に使用さ

れている。線材，シート材などの巻取制御で一般的なダン

サロール制御においては専用のコントローラを必要として

いたが，ベクトル制御インバータではその機能を内蔵して，

インバータのみでダンサロール制御を実現した。

本稿では，サーボシステム，インバータの機械設備への

適用例として，包装機械へのサーボシステムの適用例，巻

取機，遠心脱水装置へのインバータの適用例について紹介

する。

包装機械へのサーボシステムの応用

２.１ システムの概要

包装機械は，汎用電動機と歯車により駆動されていた従

来の機械に代わり，多品種の生産，生産スピードの向上，

上位生産システムとの連携などの多様化，高度化するニー

ズに対応するためにサーボ化，電子化されてきている。

本章では，包装機械のなかで汎用性に優れ，広い用途が

ある横ピロー包装機へのサーボシステム応用例を紹介する。

２.２ システムの狙い

図１に横ピロー包装機のシステム例を示す。フィルムは

送りローラで繰り出され，製袋器，縦シーラにて筒状にさ

れる。製品供給コンベヤにて搬送された製品（被包装物）

は，筒状になったフィルム内に投入される。横シーラにて

被包装物と被包装物の間を熱接着と同時に切断し，包装工

程を完了する。

フィルム繰出し駆動軸，製品供給コンベヤ駆動軸，横シー

ラ駆動軸を各電動機で独立に駆動することにより，包装品

目の段取替え時間の短縮，調整の容易化，生産スピードの

向上，多彩な動作パターンの実現，歯車やカム機構など連

結機構部の簡略化によるメンテナンスの容易化など多くの

メリットが得られる。

２.３ システム構成

図２に制御システムのブロック図を示す。フィルム繰出

し駆動電動機（M1），製品供給コンベヤ駆動電動機（M2），

横シーラ駆動電動機（M3）にサーボモータを適用した。

M1は，フィルムに印刷されたマークをセンサで読み取り，

繰り出されたフィルムのマークとマークの長さ（カット長）

を計測し，マークを所定の位置に合わせるように制御する。

M3（横シーラ）は，フィルムがカット長分送られるごと

に 1回転し，その周速は，シール時，フィルムと同速にな

るよう制御される。

これらの各軸を，基準パルスを同期の基準として制御す

ることにより，各軸間の同期運転を実現した。

２.４ サーボシステムの適用

図３に高性能サーボシステム FALDIC-α（以下，FAL
DIC と略す）と統合コントローラMICREX-SX（以下，

SXと略す）を使用した包装機制御システム構成例を示す。

FALDIC と SX間は，高速シリアルバス（SXバス）で

接続している。これにより，大幅な省配線化，高速な位置

サーボシステム・インバータ適用事例
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図１　横ピロー包装機概略図



サーボシステム・インバータ適用事例

決め制御を実現した。また，FALDIC の位置検出器には，

高分解エンコーダ（16,384 パルス相当/回転）を使用して，

制御精度の向上（従来比約 8倍），および滑らかな運転を

実現した。

SXの位置決めソフトウェアとして，基本の同期制御の

ほかに，①製品供給コンベヤ上の被包装物をコンベヤの速

度を加速・減速することによって一定間隔に整列させてフィ

ルムに投入する整列機能，②製品供給コンベヤ上に被包装

物がない場合，フィルムと横シーラの運転を一時停止して，

被包装物の入っていない空袋の発生を防止する機能，③被

包装物が規定以上の長さで横シーラにかみ込む場合は，横

シーラのみを一時停止してかみ込みを防止する機能など，

多彩な機能を実現した。

これらの位置決めソフトウェアは，IEC61131-3 で定義

された言語で記述されており，包装機用FB（ファンクショ

ンブロック）として提供している。FBはプログラミング

ツール D300win で開発でき，制御機能の追加，変更は，

ユーザーにおいても容易に行うことができる。ユーザーの

要求システムにフレキシブルに対応することが可能である。

巻取機へのインバータの応用

３.１ システムの概要

印刷機，伸線機，フィルム検品機などの長尺材料の加工

や検査を行う機械では，最終段に巻取機が必要になる。巻

取機では，材料にかかる張力を安定させるための主な制御

方式として，ダンサロール制御方式，テンションピックアッ

プ方式がある。

前者は，材料に一定方向の大きさで力を加えているダン

サロールの位置を，巻取電動機の速度を調整して一定範囲

内の位置にとどまらせることで，材料にかかる張力を安定

させる方式である。主に紙，金属材料などの巻取りに用い

られている。

後者は，張力検出器で材料にかかる張力を検出し，張力

指令どおりになるように巻取電動機のトルクを調整する方

式で，フィルムなどの巻取りに用いられている。

本章では，ダンサロール制御方式の巻取機に対応するベ

クトル制御インバータを適用したシステムを紹介する。

３.２ システムの狙い

ダンサロール制御方式の巻取機には，従来からの PID

（Proportional, Integral, Derivative）制御要素を持つアナ

ログ基板で速度補正値を演算して，インバータに与えるシ

ステム構成がある。このシステムでは，巻径が大きくなる

とアナログ基板で持つ PID 値では補正しきれないため，

適用範囲は巻径範囲が 1： 3程度までの巻取機に限定され

る。

巻径範囲が 1： 3を超えるような巻取機では，プログラ

マブルコントローラ（PLC）で PID 演算と巻径演算を行

い，適切な速度指令値を求めて，インバータに指令を与え

るシステムで対応している。アナログ基板に比べ巻取機全

般をカバーできるが，コストアップとなる。

これらの課題を解決するため，PID演算と巻径演算機能

をベクトル制御インバータ FRENIC5000VG5 に内蔵させ

た巻取制御システムを完成した。これによりアナログ基板

や PLCが不要となり，システム全体のコストダウンを実

現した。

３.３ システムの構成

図４にダンサロール制御方式の巻取機のシステム構成例

を示す。送り側インバータで材料送り速度を決定し，巻取

機側インバータに与える。巻取機側インバータでは，巻取

制御と同時に，送り速度と巻取機駆動電動機の回転速度の

比から巻径を演算している。送り側インバータとしては，

安定した送り速度を得るため，速度制御精度のよいベクト

ル制御インバータを使用した。

ダンサロールの位置検出には，ポテンショメータか，シ

ンクロ発振器のいずれかが選択可能である。

巻径範囲が 1： 10 程度になる巻取りでは，同一張力で
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巻取りを継続すると，外側から内側に締付けが生じ，内側

の部分が崩れることがある。インバータからはテーパ張力

用のアナログ電圧を出力し，巻径増加に伴い張力を弱めて

いる。図５に伸線機のシステム構成例を示す。伸線機では

ダイスの前後で線の速度が異なるため，ダンサロール制御

を使用して速度の補正を行っている。

３.４ インバータの適用

図６にダンサロール制御対応インバータFRENIC5000VG5

の制御ブロック図を示す。特長として，巻太りに応じた制

御，巻径推定演算などがある。

巻取材料の慣性モーメントは，巻径の 4乗に比例して変

わるため，巻径が大きくなるに従い送り速度への追従が難

しくなることがある。ダンサロール位置調節器の P（比例）

定数，速度調節器の P定数，I（積分）定数などの制御定

数を巻径に応じて自動的に切り換えていくことで幅広い巻

径に対応している。

巻取りが完了し新しい巻軸に交換した場合は，実際の巻

径とインバータ内部演算値が異なる。本システムでは，巻

軸交換時に巻取機側インバータを一度停止させることに着

目し，再始動時のダンサロールの動作から巻径を演算して

推定する方式を採用している。これにより巻軸交換時の安

定した運転を実現している。

遠心脱水装置へのインバータの応用

４.１ システムの概要

産業廃棄物や土木汚泥などは，固液分離（脱水処理）す

ることで減容化を行い，最終処分場に引き渡すことが必要

である。本遠心脱水装置は土木汚泥の脱水処理に供するも

のである。遠心脱水装置は立形バスケット構造で，電動機

で直接バスケットを駆動している（図７参照）。

バスケットを高速回転した状態で，汚泥をポンプで注入

する。遠心作用で固形物は側壁に蓄積していく。脱水した

段階で，バスケットの回転速度を下げ，かき取り装置でか

き落とし排出する。

４.２ システムの狙い

省エネルギー

大きな慣性モーメントのバスケットを回転させる遠心脱

水装置は，所要動力が大きいため，いかに電力の低減を図

るかが課題である。バスケットの減速時に発生する制動電

力をバッテリーに蓄え，加速時に再利用することで消費エ

ネルギーの低減を図れる。

低騒音化

バスケットを回転駆動する手段として油圧モータが使用

されてきたが，装置運転中の騒音が大きく，設置場所に制

限があった。このため，電動機駆動に替えて騒音を低減し，

かつ省エネルギー化を実現した。

自動化

これまでの装置では運転制御のほとんどを手動で行って

いたが，センサなどを駆使して自動化を行い，省力化，運

転効率の向上を図った。

４.３ システムの構成

図８にシステムの構成を示す。

本装置は可搬式の設備で，山間部などで商用電力が使用

できない場合を考慮して，電源としてはエンジン発電機を

使用している。

バスケットの駆動には交流電動機を使用してベクトル制

御インバータで制御している。

インバータを発電機に接続して使用する場合，インバー

（3）

（2）

（1）

253（45）

富士時報 Vol.72 No.4 1999

テーパ 
出力 

ダンサロール 
位置 

送り速度設定 

歯車 歯車 

送り方向 

エア 
シリンダ 

電空 
変換器 

ポテンショメータ 
またはシンクロ発振器 

ダンサ 
ロール 

送り速度 
設定器 送り側 

インバータ 
巻取機側 
インバータ 

IM IM
PG

力 

PG

図４　巻取機システム構成

伸線機 
インバータ 

速度設定 

ダンサ 
ロール位置 

伸線機 
インバータ 

速度設定 速度設定 

ダンサ 
ロール位置 

マスタ 
インバータ 

速度設定 

巻取機 
インバータ 

ダンサ 
ロール位置 

歯車 

IM
PG

歯車 

ダイス ダイス ダイス 

IM
PG

歯車 

IM
PG

歯車 

IM
PG

図５　伸線機システム構成

巻径 
演算 

ASR÷ 

D

I

P

P

巻径 

巻径 

巻径 

加減速中 

ダンサ 
ロール 
位置 

送り 
速度 

PG

一定速度 

テーパ出力 
テーパ出力 

トルク 
指令 － 

＋ 
＋ 

＋ 

＋ 

＋ 
＋ 

速度検出 

図６　ダンサロール制御ブロック図



サーボシステム・インバータ適用事例

タから発生する高調波電流が，発電機に対して熱的な負担

を大きくすることがある。そこで，コモンコンバータとし

て，PWM（Pulse Width Modulation）コンバータを使用

して，高力率の制御を行い，発電機への負担軽減のため，

高調波電流の抑制を行った。

自動運転など，システム全体の制御は，PLC（MICREX-

F70）で行っている。

ヒューマンマシンインタフェース（HMI）部は，プロ

グラマブル操作表示器（POD）を使用することで，視覚

的に運転状況を読み取ることができるようにし，分かりや

すい操作を実現した。

４.４ インバータシステムの適用

４.４.１ バッテリーの適用

遠心脱水装置のバスケットは慣性モーメントが非常に大

きいため，加速時に大きな電力が必要となり，発電機の容

量は加速時のピーク負荷に対応したものが求められる。

本システムでは，バッテリーを併用して，加速時の電力

を補てんして，発電機に対するピーク電力の低減を図った

ものである。また減速時には制動電力が発生するが，電源

がエンジン発電機の場合，回生することができない。これ

までは抵抗器で熱として放出して再利用はされていなかっ

た。本システムでは，この減速時に発生する電力をバッテ

リーに蓄え，次の運転の加速時に再利用している。

バッテリーの容量は，加速時の所要電力の 50 ％を負担

できる仕様とした。バッテリーは自ら充電量，放電量の制

御ができないので，PWMコンバータの出力電圧，電流を

制御することで，バッテリーの充電，放電の制御，発電機

との負荷分担の制御を行っている。図９に運転チャートを

示す。バッテリーに対して，加速時に放電，減速時に充電

が行われており，エネルギーが再利用されていることが分

かる。バッテリーが過充電状態にあるときは，続けて充電

することができない。このときの余剰電力を吸収するため，

制動抵抗器を設けている。

本システムにより，発電機は従来のものに比べ半分以下

の容量に小形化ができ，ランニングコストの低減，省エネ

ルギーを実現した。また，発電機が小形になったことによ

り，CO2 などの排気ガスについても低減を図った。

４.４.２ インバータの適用

バスケットの加速，減速に要する時間は 4分強と長く，

この加速，減速を繰り返すバスケットの運転は，電動機に

対して熱的な負担を大きくする。インバータで電動機のト

ルクを最大 100 ％（定格トルク）に制限することで，過負

荷で電動機が過熱しないようにした。

あとがき

サーボシステム，インバータを使用した産業機械への応

用例について紹介した。コントローラとして PLC，HMI

として PODを組み合わせることにより，機械制御にフレ

キシブルに対応できることを述べた。

サーボシステム，インバータなどの可変速装置は，今後

もさらに発展し，応用範囲を広げていくものと確信する。

最後に，本稿へのシステム事例の記載に際し，快く承諾

いただいたユーザー各位に感謝申し上げる次第である。
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まえがき

富士電機の汎用 IH（Induction Heating）インバータは，

業務用厨房（ちゅうぼう）機器用の 2.5 kW機種から一般

工業用の 20 kWまで，広い容量系列を備えており，ガ

ス・石油・電熱ヒータなどの代替熱源用途に広く応用され

ている。IHによる加熱は熱効率が高く，排熱・排ガスが

ないため，作業環境の改善に有効，安全性が高い，温暖化

ガスの CO2 低減対策に有効などの特長が注目を浴びてい

る。

また，最新の HFR9 形ではオールディジタル制御を導

入し，部品点数の削減による信頼性の向上と，機能の増大

を図ったので，より多くの用途，分野への応用を容易にで

きるようになった。ここでは，今回開発した HFR9 形の

特長，仕様について紹介する。

新機種HFR9形の特長と仕様

新形のHFR-C9K（3kW，5kW）およびHFR-R9A（2.5

kW）は，より多くの用途への応用を製品コンセプトにし，

制御回路のオールディジタル化と機能の充実を図った。

汎用 IHインバータの外観を図１に，基本回路構成と制

御回路のブロック図を図２に示す。

従来は，富士電機独自の出力γ（ガンマ）角制御をアナ

ログ回路で 20 ～ 50 kHz の制御を行っていたが，高性能

の 16 ビット CPU（Central Processing Unit）を使用する

ことにより20 ～ 100 kHz の高速のゲート信号の制御を可

能とし，出力γ角制御をオールディジタルで制御すること

ができた。また，ディジタル化によりアナログ制御で発生

していた設定誤差を＋－ 3％から＋－ 1％程度に改善したので，

加熱力や温度の制御精度が向上している。

２.１ 主な機能

新機種の主な機能と仕様を表１に示す。

タイマ加熱

IHインバータでは一般に電力の制御を行うが，これに

タイマ運転の機能を加えることにより，電磁調理用途や，

一般工業用途における被加熱物への定量熱エネルギーの注

入制御が可能である。

温度調節（温調）加熱

従来，市販の温調器を使って温度制御をしていたが，新

機種ではNTC（Negative Temperature Coefficient）サー

ミスタを汎用 IHインバータの制御端子に直接接続し，温

度センサを食材の中などに挿入して，きめ細かな温度制御

をできるようにした。タイマ加熱と温調加熱を併用すれば，

自動調理も可能である。

保温加熱

タイマ加熱と温調加熱を併用して加熱した後，保温動作

の温度を設定して，制御をすることができる。

空検出〔鍋（なべ）なし検出〕

安全のため，入力電力と出力電流の変化から鍋のない状

態を検出している。これを空検出といい，自動復帰待機状

態の時間を任意に設定できるようにした。
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図１　汎用 IHインバータの外観
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過去 4回の警報履歴を内部に記憶し，電源遮断後も保存

しているので，トラブルシューティングに便利である。

RS通信（オプション）

RS-422，RS-485 のオプションカードを使用すれば，最

大で31台まで接続が可能で，シリアル通信を経由して，運

転指令やパワーのコントロール，運転状態のモニタなどが

可能である。また，顧客が独自の操作パネルを製作したり，

複数台のインバータを連動して制御する工業用の金型加熱

などの用途にも容易に対応できるようにしている。

保護機能の充実

従来の保護機能に加えて，表１に下線で示す項目を追加

した。内気温度過熱保護は，周囲の冷却条件が悪い場合の

バックアップである。また，コイルアンマッチは，顧客で

製作した特殊コイルのインダクタンス値が所定の値より大

きい場合に，所定の電力が注入できないので，そのことを

表示（UL）で知らせるものである。

２.２ 回路構成と制御方式

図２に示すように，主回路に 2石ハーフブリッジ方式を

採用し，小形で高出力の IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）を使用した。また，加熱コイルと直列にコン

デンサを接続して，共振回路を構成している。

電力制御

入力電力と直流中間電圧を検出し，これを演算して入力

電力とし，従来からの富士電機独自の出力γ角制御により，

被加熱物の変化や入力電圧の変動に対し電力一定の制御を

している。

γmin 検出

出力電流の位相が出力電圧の位相より進むと電力制御が

行えなくなり，IGBTを破損する。これを保護するための

位相検出がγmin 検出である。オールディジタル化上，

独自の検出方法を開発して，より安全な保護機能を確立さ

せた。

２.３ 制御端子

汎用 IHインバータはタッチパネルのみでも操作が可能

であるが，工業用にも対応するために，制御端子を装備し

ている。

3kW，5 kWの C9Kシリーズは，工業用に使用される

場合が多いので汎用 IHインバータ本体に，また，2.5 kW

の R9Aシリーズはシステムキッチンやテーブルこんろな

どに使用されることが多いことから，タッチパネルに装備

（2）

（1）

（7）

（6）
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図２　基本回路構成と制御ブロック図

表１　新機種の主な機能と仕様 

項　目 仕　様 

（1）タイマ加熱 
設定範囲：0分0秒～99分59秒（分解能：1秒） 
表示：加算，減算切換可 

設定温度範囲：60～300℃（分解能：1℃） （2）温調加熱 

タイマ加熱終了後，被加熱物を保温 
設定温度範囲：50～100℃（分解能：1℃） 

（3）保温加熱 

自動復帰または時限停止の選択可 
時限停止の設定：0～300秒（分解能：1秒） 

（4）空検出 
　　（鍋なし検出） 

最新の過去4回の警報を記憶 

RS-422，RS-485　接続：最大31台 
機能：加熱オンオフ，電力指令 
　　　入力電力，トリップ状態などモニタ可 

（5）警報履歴 

（6）RS通信 
　　（オプション） 

過電流保護（OC） 
過電圧保護（OV） 
不足電圧（LV） 
コイル過熱（CH） 
空だき（PH） 
空検出（nP） 
冷却フィン過熱 
（OH1） 
＊（　）内はパネル表示記号，下線は新規追加機能。 

メモリエラー（ER1） 
タッチパネル通信エラー（ER2） 
CPU暴走（ER3） 
RS通信エラー（ER4） 
内気温度過熱（OH2） 
コイルアンマッチ（UL） 
温調サーミスタ断線（OP） 

（7）保護機能 



IH インバータとその応用

している。表２に各制御端子の仕様を示す。

２.４ タッチパネル

図３にタッチパネルの外観を示す。以下にその特長を説

明する。

LED（Light Emitting Diode）表示

4けたの 7セグメント LEDには，通常運転中における

入力電力の％表示，タイマ加熱時の時間表示，温調加熱時

の温度表示，出力電流などのほかに，トリップ時のトリッ

プ要因の表示，ファンクション設定時のデータなどの表示

を行う。

また，10個の LEDレベルメータでは，常に入力電力に

応じたレベル表示を行っている。

操作性

電力設定の操作は，ガスこんろの操作と比べて違和感の

ないようにボリュームで行うようにした。通常よく使うオ

ンキーとオフキーは，他のキーより目立つように大きく表

示し，押し間違いのないように他のキーとの間隔を空けた

配置としている。

特殊用途への対応

汎用 IHインバータとして，加熱特有の制御方式をオー

ルディジタル化したことで，電磁調理以外のさまざまな用

途への応用がソフトウェアの対応で可能となり，多様な用

途対応の要求に容易に応じることができるようになった。

それらの例を次に紹介する。

特殊コイルへの対応

顧客の被加熱物の形状や材質に合わせて特殊なコイルを

使用する場合に，空検出のレベルも変更したいことが多い

ので，この設定を自由に変更できるものとした。

ステーキ皿加熱

図４は，ステーキ皿加熱のシーケンス例である。ディジ

タル化により，簡単なシーケンス制御と組み合わせること

が容易になった。待機状態で皿を載せると加熱を開始し，

タイマ時間が経過すると保温加熱に移行する。保温動作の

電力は任意に設定することができる。

2コイルの直列接続負荷への対応

コイルを 2個直列に接続し，それぞれのコイルに被加熱

物を載せ加熱する用途がある。この場合，通常の入力電力

制御では被加熱物の個数によって加熱パワーの変動が起こ

るので，出力電流を制御する回路を付加して，安定した制

御ができるようにしている。

あとがき

以上，汎用 IHインバータHFR9 形について，概要を紹

介した。今後もさらに IHの用途は，新しい分野にも広が

り，多種多様の応用を進めていかなければならない。その

ためにも汎用 IHインバータのより一層の低価格化，高機

能化，高信頼性化，小形化に努力し，数多くの用途に対応

できる商品として育てていく所存である。各位のより一層

のご指導・ご協力をお願いする次第である。

参考文献

久本正昭ほか：高周波誘導加熱電源，富士時報，Vol.71，

No.5，p.268-273（1998）

（1）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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表２　制御端子の機能（HFR-C9Kシリーズ） 

端子記号 端子機能 区分 

入
力
端
子 

接点入力で，加熱の運転・停止を行う。 

アラーム時のリセット 

ボリュームを接続して電力設定を行う。 

DC4～20 mA入力で，電力設定を行 
う。 

ON/OFF

RST

11，12，13

C1

出
力
端
子 

シ
リ
ア
ル 

　
リ
ン
ク 

空だき（PH）警報出力。異常時に開放。 

コイル過熱（CH）警報出力。 
異常時に開放。 

汎用IHインバータ本体の一括アラーム 
出力。（リレー出力） 

PH

CH

30A，30B， 
30C

汎用IHインバータ本体の加熱中出力。 
（リレー出力） 

HTA，HTB， 
HTC

温調用サーミスタの接続用。 Tha，Thb

外部ファン接続用。DC24Vを出力。 
FAN＋， 
FAN－ 

外部出力電源。DC15Vを出力。 P15

RS通信接続用。T1（＋）・T2（－） T1，T2，SD

本体 

本体 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

本体 

本体 

本体 

本体 

 

100

電
　
力
 （
％
）
 

X

0

オンオフ 

タッチパネル 
表示 

皿を載せる 皿を下ろす 

タイマ運転 

待機状態 待機状態 
出力ダウン 

オフ オン 

nP nPタイムおよびタイムアップ表示 

図４　ステーキ皿加熱シーケンスの例

図３　タッチパネルの外観

AF95-568



2850599 野村　一郎アナログ出力回路

2853351
服部　芳正
古庄　　昇電子写真用感光体

2850606
山田　敏総
宮下　秀仁
清水　敏久

トランジスタモジュール

2853358
大澤　　誠
堀　　進一回路遮断器

2853450 佐藤　　剛バーコード読取り装置

2850623 小川　省吾半導体装置

2853774 石原　俊幸プログラマブルコントローラ

2850961 早川　広明表示制御装置

2854157
佐藤　哲朗
水越　清治

原子炉施設用廃液貯蔵タンクの洗浄
処理装置

2853336 高嶋　幹夫電子写真用感光体の製造方法

2854171 小松　　正燃料電池発電装置の補給水回収装置

2853347
上出　俊夫
滝田　　清超電導磁石装置の電流リード

2854235
高尾　宣行
杉山　修一

プラズマ放射光の照射方法および装
置
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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

廣岡　武祝
田口　一洋2842395 ロータリ破袋機

宮本　昌弘
森田　　公
廣重　宣紀

2842460 高性能型爆薬発電機

宮本　昌弘
森田　　公
廣重　宣紀

2842461 高効率型爆薬発電機

宮本　昌弘
森田　　公
廣重　宣紀

2842462 爆薬発電機固定子製造方法

宮本　昌弘
森田　　公
廣重　宣紀

2842459 冷却高性能型爆薬発電機

高橋　正人
平山　紀友
和田　雅之

2841979 自動販売機用フィルタの目詰まり検
出回路

2844646
軽部　邦彦
豊島　成久シマー回路

2744702
島津　和雄
福田　英治模擬体験用シミュレーション装置

2844844
戸井　貞道
岩井　圭一駆動用多出力半導体集積回路

2844866 倉島　昭介内圧防爆形サージパック

2844915 清藤　真次
榊原　康史

薄膜形成用基盤加熱装置

2844928 酒井　利明半導体感圧素子

2844929 伊東　直基電子写真感光体用支持体およびその
製造方法

2844937 新城　正治引出式遮断器の脱落防止装置

2845277 澤　　昌司
高橋　清信

在庫監視方法

2846769 村田　幸雄
早馬　　弘

ペルトン水車のノズル管保護シール
ド

2846785 相場　　茂デフレクタ破損検出装置

2847970 長瀬　徳美ガスセンサおよびその製造方法

2848068 丸山　　篤半導体装置

2848002 川手　健司
古庄　　昇

電子写真用感光体

2847989 平野　　孝冷気循環式オープンショーケースの
空気吸込口装置

2848180 大熊　康浩
五十嵐征輝

コンバータ出力変圧器の偏磁補正制
御装置

2848838 三村　一郎集電用スリップリングの発銹防止装
置

2848972 大橋　俊二液中回転電機

2848993 ト部　恭一薄膜太陽電池の製造方法および製造
装置

2850456 山先　孝雄高周波発振型近接スイッチ

2850491 太田　春夫冷凍機の運転制御方法

2850567 吉田　　拓位置決め制御方法

2850568 中村　和久位置決め運転方法

2850586 藤沢　浩昭ヒューズの溶断表示装置

2850598 前田　　保
浜　　一行部品の供給装置及び試験装置

2845350
村本　道也
相田　忠勝
羽鳥　秀夫

カム動作位置決めシステム

2844930
中村　彰吾
大木　裕二
箕輪　義弘

自動車道トンネル用集じんユニット
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技術論文社外公表一覧

FE-SEMによるパワー半導体デバイスの
欠陥形態観察

松 本 工 場
富士電機総合研究所

横山　拓也
立町　寛児

日本金属学会会報まてりあ，37，
12（1998） 日本金属学会

共同研究への期待 西方　　聡 工業技術，40，3（1999） 工業技術院

月刊エネルギー，No.4（1999） 日本工業新聞社

富士電機総合研究所

富士電機におけるりん酸形燃料電池開発
の取り組み 鴨下　友義技 術 開 発 室

電気学会電力・エネルギー部門
誌，119-B，3（1999） 電気学会

電力技術開発研究所の研究紹介 岩井　弘美富士電機総合研究所

負荷融通問題に対するReactive Tabu
Searchの適用とGA及びPSAとの比較検討

福山　良和
中西　要祐

富士電機総合研究所
〃

第 5回シンポジウム Mate’99（Microjoining and
Assembly Technology in Electoronics）（1999-2）

Pb フリーはんだ接合部に及ぼす部品電極
材料の影響

生産・システム企画室
〃
〃

池見　和尚
渡邉　裕彦
松村　慶一

ZnOバリスタ単一粒界の光 ICTS による
解析

富士電機総合研究所
〃

田中　顕紀
向江　和郎 日本金属学会1999年春期大会（1999-3）

プラズマエッチングによるシリコンの三次
元加工技術

生産・システム企画室
〃

後藤　友彰
松下　浩二

Al ワイヤボンディングの熱疲労強度に関
する検討

富士電機総合研究所
〃
〃

松 本 工 場
〃

生産・システム企画室

山崎　和昭
脇本　博樹
関　　康和
高橋　良和
早乙女全紀
新野　文達

衛生除菌水供給装置「サニーボーイ」の開
発

三 重 工 場
〃
〃

出野　　裕
井上　正喜
岩本　昌三

三重県工業技術振興機構 産学官研究交流フォー
ラム・オン・キャンパス 99 （1999-3）

マルチ PPM高効率符号方式の検討 富士電機総合研究所 佐藤　公紀 1999年電子情報通信学会全国大会（1999-3）

熱処理による封入拡散後のウェハーのライ
フタイム変化

松 本 工 場
〃
〃
〃

奥原　和典
塚田　剛三
兼田　博利
渡辺　雅英

高性能パワーFETは可能か 富士電機総合研究所 上野　勝典

μ c-Si 層を用いたアモルファスシリコ
ンセル

（p）

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃

佐々木敏明
藤掛　伸二
田淵　勝也
浜　　敏夫
市川　幸美

サブストレート型 a-SiGe 太陽電池（2）

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃
〃

藤掛　伸二
田淵　勝也
佐々木敏明
吉田　　隆
浜　　敏夫
市川　幸美

第46回応用物理学関係連合講演会（1999-3）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

Two-Dimensional Micro Conveyer with
Integrated Electrostatic Actuators

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃

江戸　雅晴
渡辺　泰正
森田　　修
中澤　治雄
米沢　栄一

MEMS’99 （International Conference on Micro
Electro Mechanical Systems）（1999-1）

Display Works’99 Manufacturing Technology
Conference（1999-2）

The Design of Anode for Passive Matrix
Addressed Organic EL Displays

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃

寺尾　　豊
小林　　誠
内海　　誠
白石洋太郎
古庄　　昇

IEEE Winter Meeting’99（1999-2）
Comparison of Digital Simulation and
Field Test Results of Islanding Detection
System for Synchronous Generators

富士電機総合研究所
〃
〃

中沢　親志
深井　裕幸
千原　　勲

International Conference on Mechanics of
Structures，Materials and Systems（1999-2）

The Dynamic Analysis of Kyser-Type
Ink-Jet Head

富士電機総合研究所
〃

北出雄二郎
吉田　孝次



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝

送システム，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，磁気記録媒体，複写

機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー
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汎用インバータやサーボシステムは，ますます広い分野に応用が

拡大し，新しいニーズとそれにこたえる技術開発によって，飛躍的

な発展を遂げている。用途に応じて高速応答・高性能の要求が強い

分野から，きわめて簡単な機能で経済性を主体的に要求する分野ま

で多岐にわたっている。これらの技術開発の動向と富士電機の取組

みを紹介するとともに，その成果である豊富な製品系列を紹介し，

あらゆる用途に対して経済的な機種選定が可能であることを述べる。

インバータ・サーボシステム技術の動向と展望

山添　　勝 川畑 志農夫 栗田　茂文

富士時報 Vol.72 No.4 p.211-214（1999）

汎用インバータとサーボシステムの制御技術について，以下を紹

介する。

汎用インバータ関係：①ヒステリシス損まで考慮した鉄損補償に

よるトルク制御精度の向上，②温度変化に対する二次抵抗のオンラ

インチューニングによる速度制御精度向上，③フリーラン速度推定

技術による，ショックレス・フリーラン始動の実現。

サーボ関係：①カットオフ周波数 560Hz ・位置決め整定時間２

msを実現する高速応答制御，②新開発 16 ビットシリアル通信・エ

ンコーダによる低速性能向上，③負荷慣性推定に基づいて瞬時にサー

ボ調整を行う新方式オートチューニング技術。

最近のインバータ・サーボシステムの制御技術

柳瀬　孝雄 海田　英俊 藍原　隆司

富士時報 Vol.72 No.4 p.215-218（1999）

インバータ・サーボアンプはその普及に伴い，小形・軽量化，低

価格化，高性能化，品質の向上が大幅に進められてきた。その背景

には，マイクロプロセッサ，パワー半導体の発展，冷却技術などの

ハードウェア技術の進歩があり，これらによるところが大きい。本

稿では，今回開発した汎用インバータFRENIC5000G11/P11 シリー

ズおよびサーボシステム FALDIC-αシリーズで用いているハード
ウェア技術を例にあげながら，インバータ・サーボアンプのハード

ウェア技術の動向について紹介する。

最近のインバータ・サーボアンプのハードウェア技術

松本　吉弘 篠田　誠司

富士時報 Vol.72 No.4 p.219-223（1999）

半導体製造装置や電子部品加工装置が小形化，高速応答化するす

う勢のなかで，それらを駆動するサーボモータにも小形化による省

スペース，低慣性による高速応答化への要求が高まっている。富士

電機では，数年前からサーボモータの小形化技術の開発に取り組み，

強力な希土類磁石の利用，高い巻線充てん率，高熱伝導性樹脂モー

ルドによる冷却の向上を主とした技術革新によって，業界トップレ

ベルの小形化を実現したので，その概要を紹介する。

最近のサーボモータ技術

遠藤　研二 真下　明秀 清水　輝文

富士時報 Vol.72 No.4 p.224-227（1999）

サーボシステムの高性能化に伴い，エンコーダ技術も大きな変化を

遂げている。最近のエンコーダの特長は次のとおりである。①小形・

高分解能化，②アブソリュート機能の標準搭載，③シリアル伝送によ

る省配線，④インテリジェント化。

本稿では，これらの特長を実現するための要素技術や，構成部品の

動向と課題などを説明する。また，サーボアンプとのシリアル通信に

おける各種方式，電気仕様，システム構成例を示すとともに，エンコー

ダでの自己診断機能について解説する。

最近のエンコーダ技術

藤田　光悦 中山　智晴 松添　雄二

富士時報 Vol.72 No.4 p.228-232（1999）

汎用インバータの適用拡大に伴い，従来以上の高始動トルク，高

速応答，低ノイズ，使いやすさなど，性能・機能の向上が求められ

ている。これにこたえて新たに開発した高性能汎用インバータは，

ダイナミックトルクベクトル制御によるトルク特性の改善，ディジ

タルAVRによる回転むらの低減，オートチューニング機能による

調整の簡単化，低ノイズ形制御電源方式の採用，6か国語対応のタッ

チパネルなどの特徴を備えている。本稿ではその概要について紹介

する。

高性能汎用インバータ FRENIC5000G11S/P11S
シリーズ

米澤　裕之 八須　康明 田島　宏一

富士時報 Vol.72 No.4 p.233-236（1999）

FVR-C11S シリーズは，従来機種のFVR-C9S シリーズに対し，

低ノイズ化や高調波対策といったインバータの市場要求を満足し，

PID制御や累積運転時間表示などの機能を新たに取り入れた。また，

FVR-S11S シリーズは，機能を限定してボリュームタイプ，端子台

タイプ，通信タイプといったユーザー用途にあわせた 3タイプを用

意した。ここでは両小形インバータの主な特長と仕様および開発に

取り入れた技術について紹介する。

コンパクト形インバータ FVR-C11S/S11Sシリーズ

今村　一彦 市原　孝男 塩川　　治

富士時報 Vol.72 No.4 p.237-239（1999）

工作機械主軸駆動装置の FRENIC5000V3/M3 シリーズは市場で

好評を得ていたが，市場要求の変化に伴い機能面・性能面での対応

が困難になってきた。そこで，これらの市場要求にこたえるため

FRENIC5000MS5 シリーズを発表した。今回新たに高性能ベクト

ル制御方式の FRENIC 5000V5 シリーズを開発し，FRENIC

5000MS5 シリーズとして完成させた。本稿では FRENIC5000MS5

シリーズの構成，基本性能の改善，オプション機能について概要を

紹介する。

工作機械主軸駆動装置 FRENIC5000MS5シリーズ

田中　良和 林　　寛明 石井　新一

富士時報 Vol.72 No.4 p.240-242（1999）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

This paper describes the following examples of recent control tech-

nology.  General-purpose inverters: (1) High-accuracy torque control by

iron loss compensation, including hysteresis loss  (2) High-accuracy speed

control by on-line tuning the secondary resistance to changes in tempera-

ture (3) Shock-less starting from a free-running state by estimating free-

running speed.  Servo systems: (1) Fast response (cut-off frequency of 560

Hz and setting time of 2 ms) (2) Smooth rotation at low speed with a

newly developed 16bit-resolution and serial-communication encoder (3)

New auto-tuning technology of instantaneously tuning servo control para-

meters based on the real-time estimation of load inertia.

Recent Control Technology of Inverters and Servo 
Systems

Takao Yanase Hidetoshi Umida Takashi Aihara

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.215-218  (1999)

General-purpose inverters and servo systems have been applied in
wider applications and have achieved rapid development due to new
needs and technical developments in response to the needs.  According to
uses, technical requirements range from quick response and high perfor-
mance to simple, economical functions. This paper describes the trend of
these technical developments, Fuji Electric’s activities, and their resultant
ample product lines that enable the selection of an economical type for
any use.

Present Status and Prospects for General-Purpose
Inverters and Servo Systems

Masaru Yamazoe Shinobu Kawabata Shigefumi Kurita

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.211-214  (1999)

In the tendency of semiconductor manufacturing equipment and elec-

tronic parts machining equipment toward smaller size and faster response,

servomotors for driving them are required to be space-saving and of low

inertia.  Fuji Electric has tackled the technology of reducing servomotor

size for several years and has attained top-ranking compactness in the

industry through technical innovations mainly due to powerful rare earth

magnets, dense filling of conductors, and cooling improved with high

heat-conductive resin molds.

Recent Servomotor Technology

Kenji Endo Akihide Mashimo Terufumi Shimizu

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.224-227  (1999)

As inverters and servo systems have pervaded in industry, they have

been reduced in size, weight, and cost, and improved in perform-ance and

reliability. Many of these improvements are due to progress in hardware

technology such as microprocessors, power semiconductors, and

advanced cooling technology.  This paper describes the technical trend of

inverters and servo system hardware, citing the newly developed general-

purpose inverter FRENIC5000G11/P11 series and servo system

FALDIC-α series as examples.

Recent Hardware Technology of Inverters and Servo 
Systems

Yoshihiro Matsumoto Seiji Shinoda

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.219-223  (1999)

The new general-purpose inverter has been developed to meet the

market requirements for high starting torque, quick response, low electro-

magnetic noise, and easy handling, as well as improvement in perfor-

mance and functions conventionally required.  The main features are the

torque characteristics improved by dynamic torque vector control,  low

torque ripples with a digital AVR (automatic voltage regulator), easy

adjustment by the auto-tuning function, the low electromagnetic noise

control power supply system, and the intelligent keypad panel with 6-lan-

guage display.  This paper outlines the specifications, control method, and

keypad panel.

General-Purpose Inverter FRENIC5000G11S/P11S
Series

Hiroyuki Yonezawa Yasuaki Hachisu Hirokazu Tajima

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.233-236  (1999)

With advances in the performance of servo systems, encoder technol-

ogy has greatly been improved. The features of recent encoders are (1)

small size and high resolution (2) standard mounting of absolute functions

(3) reduction in wiring by serial communication (4) intelligent systems.

This paper describes fundamental technologies to realize these features

and the trends and problems of component parts. Also it refers to the sys-

tems, electrical specifications, and system configurations of the serial

communication with servo amplifiers as well as the self-diagnostic func-

tion of encoders.

Recent Encoder Technology

Kouetsu Fujita Tomoharu Nakayama Yuji Matsuzoe

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.228-232  (1999)

The FRENIC5000V3/M3 series for machine tool spindle drive had

been favorably commented upon in the market, but it became difficult to

meet functions and performances required according to changes in market

requirements.  In response to these market requirements, Fuji Electric has

newly developed a high-performance vector control system

FRENIC5000V5 series and developed it into FRENIC5000MS5 series.

This paper outlines the configurations, improvements in basic perfor-

mances, and optional functions of the FRENIC5000MS5 series.

FRENIC5000MS5 Series for Machine Tool Spindle
Drive

Yoshikazu Tanaka Hiroaki Hayashi Shinichi Ishii

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.240-242  (1999)

The FVR-C11S series has been developed from the former FVR-C9S

series to meet the inverter market requirements for low emission of noise

and harmonics and to add new functions of PID control and displaying

operation time.  The FVR-S11S series prepares three types with limited

functions according to user requests: manual operation type, terminal

operation type, and serial communication type.  This paper describes the

main features, specifications, and technologies used for development of

both compact inverters.

Compact Inverter FVR-C11S/S11S Series

Kazuhiko Imamura Takao Ichihara Osamu Shiokawa

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.237-239  (1999)



高度化するサーボシステム市場に適合させた FALDIC-αシリー
ズを開発した。このシリーズは，従来シリーズを一新し，使いやす

さ，上位コントローラとのインタフェースの充実ならびに高分解能

アブソリュートエンコーダの搭載による高精度化，高速応答化を図っ

た。一方，耐環境性の向上あるいは海外安全規格への対応を考慮し

て，一層の柔軟性を確保した。本シリーズの特長，仕様，特性につ

いて概要を述べる。

小形・高性能サーボシステム FALDIC-αシリーズ

荒川　宏泰 山　貴史 新美　　務

富士時報 Vol.72 No.4 p.243-247（1999）

サーボシステム，インバータは，進展するパワーデバイスと制御

技術を駆使して，小形，高精度，高速応答，多機能な可変速駆動装

置に発展し，さまざまな産業機械に使用されている。

本稿では，包装機械へのサーボシステムの適用例，ならびに巻取

機，遠心脱水装置へのインバータの適用例について紹介する。

サーボシステム・インバータ適用事例

井上　幸雄 高橋　秀夫 大路　正孝

富士時報 Vol.72 No.4 p.251-254（1999）

汎用 IH（Induction Heating）インバータは，業務用厨房（ちゅ

うぼう）機器から一般工業用までの広い範囲において，磁性金属を

直接加熱する効率のよい電源として応用されている。このたびオー

ルディジタル制御方式のインバータを開発した。本器はタイマ運転

や，保温動作，シリアルリンクによる複数台の連動運転などの便利

な機能を備えている。また，ソフトウェア処理による各種要求への

対応を容易なものとしているので，今後ますます応用範囲が拡大し

ていくものと期待している。

IH インバータとその応用

角垣　隆宣 野村　年弘

富士時報 Vol.72 No.4 p.255-257（1999）

サーボシステムの立上げ容易化にこたえるため，各種設定，デー

タモニタおよびトラブル発生時の自動診断などの機能を有した高性

能サーボシステム FALDIC-αシリーズ用パソコンローダを開発し
た。このソフトウェアはWindows 95 で動作する。その主な機能，

特長について紹介する。

パラメータの一覧編集，機能別編集機能

データモニタ機能

トラブル発生時の自動診断機能（3）

（2）

（1）

パソコンローダおよびトラブル診断技術

鈴木　重雄 橋　　弘 井本　博幸

富士時報 Vol.72 No.4 p.248-250（1999）



To facilitate the start up of servo systems, Fuji Electric has developed

a loader using a personal computer for the high-performance servo system

FALDIC-α series.  The loader contains functions of parameter setting,

data monitoring, and diagnosis in case a trouble occurs.  This software

operates on Windows95.  This paper describes its main functions and fea-

tures.  (1) Functions of editing lists of param-eters and functions  (2) Data

monitoring functions  (3) Diagnosis function in case a trouble occurs.

Loader Using a Personal Computer for FALDIC-α
Series

Shigeo Suzuki Hiroshi Takahashi Hiroyuki Imoto

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.248-250  (1999)

Fuji Electric has developed the FALDIC-α series fit for the market

of servo systems that are becoming sophisticated.  Completely changed

from the former series, this series is made easier to use, is equipped with

adequate interfaces with upper-level controllers, and has high precision

and quick response by mounting a high-resolution, absolute encoder. In

addition, the series ensures more flexibility in consideration of improve-

ment in environmental protection and con-

formity to foreign safety standards.  This paper outlines the features, spec-

ifications, and characteristics of this series.

Compact, High-Performance Servo System 
FALDIC-α Series

Hiroyasu Arakawa Takashi Sakiyama Tsutomu Niimi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.243-247  (1999)

Making the most use of advanced power devices and control tech-

nologies, servo systems and inverters have developed into compact, high-

precision, quick-response, multifunction, variable-speed drive systems

and have widely been used in various industrial machines.  This paper

describes examples of servo system application to packaging machines

and inverter application to spin-driers.

Examples of Servo Systems and Inverters

Yukio Inoue Hideo Takahashi Masataka Ooji

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.251-254  (1999)

General-purpose induction heating inverters are used as an efficient

power supply to directly heat magnetic metals in a wide range from busi-

ness-purpose cookers to industrial uses.  Recently, Fuji Electric has devel-

oped an all digitally controlled inverter.  This has convenient functions

such as timer operation, warmth keeping operation, and interlocking oper-

ation of two or more units with serial links.  Its software processing has

made it easy to meet various requirements, and therefore, the range of its

application range is expected to expand rapidly in the future.

Induction Heating Inverters

Takanobu Kadogaki Toshihiro Nomura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.4 p.255-257  (1999)
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道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
豊 田 営 業 所 1（0565）29-5771 〒471-0835 豊田市曙町三丁目25番地1
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：機器事業本部 駆動制御・配電盤事業部 電話（0593）83-8192

環境のために，
はじめてみませんか。

富士インバータ11シリーズ

計算例 
モータ出力：15kW×1台を，流量：85％・2,000時間， 
60％・2,000時間，合計4,000時間/年使用した場合 

年間の省エネ効果→25,200kWh/年 
年間のＣＯ2削減量→3,024kg/年 

省エネ効果 

富士インバータの省エネ効果 

所
要
動
力 

（％） 

流量（％） 

ダンパ制御 

100

0 100

インバータ制御 
（自動省エネモード） 

インバータ制御 
（  /   制御） V　f

インバータと高効率モータで，
経済的な省エネ化を提案します。
環境負荷の低減がますます求められている

時代。富士電機は，空調設備やポンプ設備

のさらなる省エネを実現します。仕事量に合

わせて適正な運転を制御する「インバータ」。

少ない電力でパワフルな力を発揮する「高効率

モータ」。機械の効率を向上させ，電力コストを

ぐんと低減。さらに，働く人のコンディションを

考えた静音・低振動設計。環境に経営に人に，

快適な省エネ化を富士電機が提案します。

省エネ駆動機器

計算例 
全閉外扇形，４種，30kWモータを200V-50Hz， 
負荷率100％で4,000時間/年使用した場合 

年間の省エネ効果→8,900kWh/年 
年間のＣＯ2削減量→1,068kg/年 

経
費
↑
 

新
形
高
効
率 

モ
ー
タ
の
価
格 

標
準
モ
ー
タ 

の
価
格 

→運転時間 

標準モータの価格＋運転経費 

損益分岐点 

新形高効率モータ 
の価格＋運転経費 

富士高効率モータの経済性 

この期間の節電料金で 
新形高効率モータのコストアップ分を償却 

省エネ効果 

富士高効率モータ
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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インバータ・サーボシステム技術特集
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