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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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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）

213（5）

富士時報 Vol.72 No.4 1999

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



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




