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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

251（43）

井上　幸雄（いのうえ　ゆきお） 高橋　秀夫（たかはし　ひでお） 大路　正孝（おおじ　まさたか）

被包装物 
 

製袋器 

製品供給コンベヤ 
 

M2 M3

M1
フィルム原反 マーク 

センサ 

縦シーラ 

横シーラ 
送り 
ローラ 押え 

ベルト 

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

富士時報 Vol.72 No.4 1999

252（44）

M1 M2 M3

マークセンサ 原点LS

SXバス 

SXバス 

POD

原点LS

FALDIC-α 

MICREX-SX

図３　包装機制御システム構成
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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）
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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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