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まえがき

富士電機の汎用 IH（Induction Heating）インバータは，

業務用厨房（ちゅうぼう）機器用の 2.5 kW機種から一般

工業用の 20 kWまで，広い容量系列を備えており，ガ

ス・石油・電熱ヒータなどの代替熱源用途に広く応用され

ている。IHによる加熱は熱効率が高く，排熱・排ガスが

ないため，作業環境の改善に有効，安全性が高い，温暖化

ガスの CO2 低減対策に有効などの特長が注目を浴びてい

る。

また，最新の HFR9 形ではオールディジタル制御を導

入し，部品点数の削減による信頼性の向上と，機能の増大

を図ったので，より多くの用途，分野への応用を容易にで

きるようになった。ここでは，今回開発した HFR9 形の

特長，仕様について紹介する。

新機種HFR9形の特長と仕様

新形のHFR-C9K（3kW，5kW）およびHFR-R9A（2.5

kW）は，より多くの用途への応用を製品コンセプトにし，

制御回路のオールディジタル化と機能の充実を図った。

汎用 IHインバータの外観を図１に，基本回路構成と制

御回路のブロック図を図２に示す。

従来は，富士電機独自の出力γ（ガンマ）角制御をアナ

ログ回路で 20 ～ 50 kHz の制御を行っていたが，高性能

の 16 ビット CPU（Central Processing Unit）を使用する

ことにより20 ～ 100 kHz の高速のゲート信号の制御を可

能とし，出力γ角制御をオールディジタルで制御すること

ができた。また，ディジタル化によりアナログ制御で発生

していた設定誤差を＋－ 3％から＋－ 1％程度に改善したので，

加熱力や温度の制御精度が向上している。

２.１ 主な機能

新機種の主な機能と仕様を表１に示す。

タイマ加熱

IHインバータでは一般に電力の制御を行うが，これに

タイマ運転の機能を加えることにより，電磁調理用途や，

一般工業用途における被加熱物への定量熱エネルギーの注

入制御が可能である。

温度調節（温調）加熱

従来，市販の温調器を使って温度制御をしていたが，新

機種ではNTC（Negative Temperature Coefficient）サー

ミスタを汎用 IHインバータの制御端子に直接接続し，温

度センサを食材の中などに挿入して，きめ細かな温度制御

をできるようにした。タイマ加熱と温調加熱を併用すれば，

自動調理も可能である。

保温加熱

タイマ加熱と温調加熱を併用して加熱した後，保温動作

の温度を設定して，制御をすることができる。

空検出〔鍋（なべ）なし検出〕

安全のため，入力電力と出力電流の変化から鍋のない状

態を検出している。これを空検出といい，自動復帰待機状

態の時間を任意に設定できるようにした。
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図１　汎用 IHインバータの外観
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過去 4回の警報履歴を内部に記憶し，電源遮断後も保存

しているので，トラブルシューティングに便利である。

RS通信（オプション）

RS-422，RS-485 のオプションカードを使用すれば，最

大で31台まで接続が可能で，シリアル通信を経由して，運

転指令やパワーのコントロール，運転状態のモニタなどが

可能である。また，顧客が独自の操作パネルを製作したり，

複数台のインバータを連動して制御する工業用の金型加熱

などの用途にも容易に対応できるようにしている。

保護機能の充実

従来の保護機能に加えて，表１に下線で示す項目を追加

した。内気温度過熱保護は，周囲の冷却条件が悪い場合の

バックアップである。また，コイルアンマッチは，顧客で

製作した特殊コイルのインダクタンス値が所定の値より大

きい場合に，所定の電力が注入できないので，そのことを

表示（UL）で知らせるものである。

２.２ 回路構成と制御方式

図２に示すように，主回路に 2石ハーフブリッジ方式を

採用し，小形で高出力の IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）を使用した。また，加熱コイルと直列にコン

デンサを接続して，共振回路を構成している。

電力制御

入力電力と直流中間電圧を検出し，これを演算して入力

電力とし，従来からの富士電機独自の出力γ角制御により，

被加熱物の変化や入力電圧の変動に対し電力一定の制御を

している。

γmin 検出

出力電流の位相が出力電圧の位相より進むと電力制御が

行えなくなり，IGBTを破損する。これを保護するための

位相検出がγmin 検出である。オールディジタル化上，

独自の検出方法を開発して，より安全な保護機能を確立さ

せた。

２.３ 制御端子

汎用 IHインバータはタッチパネルのみでも操作が可能

であるが，工業用にも対応するために，制御端子を装備し

ている。

3kW，5 kWの C9Kシリーズは，工業用に使用される

場合が多いので汎用 IHインバータ本体に，また，2.5 kW

の R9Aシリーズはシステムキッチンやテーブルこんろな

どに使用されることが多いことから，タッチパネルに装備
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図２　基本回路構成と制御ブロック図

表１　新機種の主な機能と仕様 

項　目 仕　様 

（1）タイマ加熱 
設定範囲：0分0秒～99分59秒（分解能：1秒） 
表示：加算，減算切換可 

設定温度範囲：60～300℃（分解能：1℃） （2）温調加熱 

タイマ加熱終了後，被加熱物を保温 
設定温度範囲：50～100℃（分解能：1℃） 

（3）保温加熱 

自動復帰または時限停止の選択可 
時限停止の設定：0～300秒（分解能：1秒） 

（4）空検出 
　　（鍋なし検出） 

最新の過去4回の警報を記憶 

RS-422，RS-485　接続：最大31台 
機能：加熱オンオフ，電力指令 
　　　入力電力，トリップ状態などモニタ可 

（5）警報履歴 

（6）RS通信 
　　（オプション） 

過電流保護（OC） 
過電圧保護（OV） 
不足電圧（LV） 
コイル過熱（CH） 
空だき（PH） 
空検出（nP） 
冷却フィン過熱 
（OH1） 
＊（　）内はパネル表示記号，下線は新規追加機能。 

メモリエラー（ER1） 
タッチパネル通信エラー（ER2） 
CPU暴走（ER3） 
RS通信エラー（ER4） 
内気温度過熱（OH2） 
コイルアンマッチ（UL） 
温調サーミスタ断線（OP） 

（7）保護機能 
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している。表２に各制御端子の仕様を示す。

２.４ タッチパネル

図３にタッチパネルの外観を示す。以下にその特長を説

明する。

LED（Light Emitting Diode）表示

4けたの 7セグメント LEDには，通常運転中における

入力電力の％表示，タイマ加熱時の時間表示，温調加熱時

の温度表示，出力電流などのほかに，トリップ時のトリッ

プ要因の表示，ファンクション設定時のデータなどの表示

を行う。

また，10個の LEDレベルメータでは，常に入力電力に

応じたレベル表示を行っている。

操作性

電力設定の操作は，ガスこんろの操作と比べて違和感の

ないようにボリュームで行うようにした。通常よく使うオ

ンキーとオフキーは，他のキーより目立つように大きく表

示し，押し間違いのないように他のキーとの間隔を空けた

配置としている。

特殊用途への対応

汎用 IHインバータとして，加熱特有の制御方式をオー

ルディジタル化したことで，電磁調理以外のさまざまな用

途への応用がソフトウェアの対応で可能となり，多様な用

途対応の要求に容易に応じることができるようになった。

それらの例を次に紹介する。

特殊コイルへの対応

顧客の被加熱物の形状や材質に合わせて特殊なコイルを

使用する場合に，空検出のレベルも変更したいことが多い

ので，この設定を自由に変更できるものとした。

ステーキ皿加熱

図４は，ステーキ皿加熱のシーケンス例である。ディジ

タル化により，簡単なシーケンス制御と組み合わせること

が容易になった。待機状態で皿を載せると加熱を開始し，

タイマ時間が経過すると保温加熱に移行する。保温動作の

電力は任意に設定することができる。

2コイルの直列接続負荷への対応

コイルを 2個直列に接続し，それぞれのコイルに被加熱

物を載せ加熱する用途がある。この場合，通常の入力電力

制御では被加熱物の個数によって加熱パワーの変動が起こ

るので，出力電流を制御する回路を付加して，安定した制

御ができるようにしている。

あとがき

以上，汎用 IHインバータHFR9 形について，概要を紹

介した。今後もさらに IHの用途は，新しい分野にも広が

り，多種多様の応用を進めていかなければならない。その

ためにも汎用 IHインバータのより一層の低価格化，高機

能化，高信頼性化，小形化に努力し，数多くの用途に対応

できる商品として育てていく所存である。各位のより一層

のご指導・ご協力をお願いする次第である。
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表２　制御端子の機能（HFR-C9Kシリーズ） 

端子記号 端子機能 区分 

入
力
端
子 

接点入力で，加熱の運転・停止を行う。 

アラーム時のリセット 

ボリュームを接続して電力設定を行う。 

DC4～20 mA入力で，電力設定を行 
う。 

ON/OFF

RST

11，12，13

C1

出
力
端
子 

シ
リ
ア
ル 

　
リ
ン
ク 

空だき（PH）警報出力。異常時に開放。 

コイル過熱（CH）警報出力。 
異常時に開放。 

汎用IHインバータ本体の一括アラーム 
出力。（リレー出力） 

PH

CH

30A，30B， 
30C

汎用IHインバータ本体の加熱中出力。 
（リレー出力） 

HTA，HTB， 
HTC

温調用サーミスタの接続用。 Tha，Thb

外部ファン接続用。DC24Vを出力。 
FAN＋， 
FAN－ 

外部出力電源。DC15Vを出力。 P15

RS通信接続用。T1（＋）・T2（－） T1，T2，SD

本体 

本体 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

オプ 
ション 

本体 

本体 

本体 

本体 
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図４　ステーキ皿加熱シーケンスの例

図３　タッチパネルの外観

AF95-568



＊ 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。




