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まえがき

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
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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



高性能汎用インバータ FRENIC5000G11S/P11Sシリーズ

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
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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。
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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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