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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
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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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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

ダイナミック・シミュレータの制御
装置

2841903

佐藤　嘉一
金森　正志
出野　　裕
漆谷多二男
小沢　賢治

再生信号検出回路及びこれを備えた
光ディスク装置

2841940 甕　　建志
荻村　好友

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



＊ 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。




