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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
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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
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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。
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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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