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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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3.3/6.6kV交流電動機を直接駆動できる 
IGBT PWMインバータです。 
 

●出力トランスレス 

●シンプルな回路構成 

　部品点数が少なく，信頼性が高い。 

●電動機にやさしい 

　電動機に印加されるサージ電圧が低いため，既設電動機も適用可。 

●電源にやさしい 

　高調波発生量はガイドラインをクリア。電源力率0.95以上。 

　力率改善設備は不要。総合効率（入力変圧器を含む）は約98％。 

●インテリジェント機能を搭載可能 

●操作・監視機能の充実 

回路構成（3.3kV 1,250/1,875/2,500kVAの場合） 主な特長 
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各種産業の基盤技術として定着しているパワーエレクト

ロニクス（PE）技術は，グローバルなエネルギー資源が

有限である状況下で電気エネルギー源の多様化，電力伝送

システムの柔軟性，およびユーザー（負荷）の要求性能の

高度化が進む中，地球規模のエネルギー・環境問題を解決

する技術分野として，今また諸外国および我が国でその技

術の重要性がクローズアップされている。このような状況

で，PE技術の重要な柱であるドライブ制御システム技術

の現状を総括する本特集は，時を得たものであると言える。

本特集には，進展する電動機ドライブ制御技術に加え，最

新の情報通信システム技術を駆使した各種プラントの全体

の操業・保守支援システムも紹介されており，その内容は

エネルギー・環境問題を解決する PE技術分野の先導的役

割を果たすものである。

本特集のシステムは，製品の高品質化・歩留り向上，プ

ラント安定操業などの要求から高性能化，高機能化，小型

化，高効率化などが達成されるとともにプラント全体の省

エネルギー，および多品種・少量生産での生産性向上にも

大きく貢献している。

これは，可変速駆動システムを構成するパワーデバイス

と電力変換回路技術の高度化，制御用デバイスである

MPUなどの高速化・高機能化・低価格化，ベクトル制御

に代表されるドライブ制御技術の高度化，さらにコンピュー

タネットワーク技術と融合した支援システムで構築したプ

ラント総合システム技術の進展などによるものである。

総合システムは，電気・計装・コンピュータ統合制御シ

ステム，エンジニアリング支援ツール，保守支援ツールな

どから構成され，大規模化，高速化・高機能化を達成し，

プロセスラインの高速化，高品質化，操業の省力化の要求

を満たしている。

可変速駆動システムでは，IGBTや GTOなどパワーデ

バイスの大容量・高性能化，電力変換・ドライブ制御技術

の確立，さらに DSP，MPU，ASIC などの制御用電子デ

バイスの高速化・低価格化にともない，最新制御理論を取

り入れて飛躍的な発展を遂げている。電力変換器の主回路

方式は，コモンコンバータ方式の拡大，マルチレベルイン

バータ方式，瞬時電圧低下時の運転継続機能の付加などの

適用技術の拡大が続いている。さらに，クリーン電源への

要求として力率制御機能，高調波低減機能付き電力変換器，

制御機能の向上にオートチューニング技術，速度センサレ

スベクトル制御方式の導入，インタフェースも汎用から

ヒューマンマシンインタフェースへ進展し，安定操業への

信頼性，快適な操作性，操作・監視・保全の合理化の確保，

および設備コストの低減などが進んでいる。

このように進展する本特集のシステムは，前述のように

地球規模のエネルギー・環境問題を解決する先導役として

の側面もあり，要素技術の革新を求めるとともにその成果

を取り込みつつ更なる総合的な技術改革を進めるべきであ

ろう。2000年 4 月開催の IPEC-Tokyo 2000 や 8 月の産業

応用部門大会，中国での IPEMC2000 などで話題になった

課題の幾つかを述べる。高性能絶縁材料や高透磁率・低損

失の磁性材料の実用化による高効率誘導電動機の適用，高

性能希土類永久磁石を回転子に持つ同期電動機の大容量化

技術の確立，また 200 ℃を超える高温で動作し，極めて低

損失のパワーデバイス（例えば SiC をウエハとし，新しい

構造の双方向デバイス）による電力変換器の抜本的な小型

化・軽量化・高効率化，とマルチレベル電力変換器，マト

リックスコンバータの開発による超高効率化電力変換回路

方式の実現などがある。更に，用途に対応した超高速電動

機や高温超電導電動機の適用，PE技術の基幹分野である

この産業プラント用ドライブ制御システムの構築で培われ

た最新技術を変容する電力系統へ適用する手法の開発も必

要になってくる。

本特集が，直接的なユーザーニーズに対応するだけでな

く電源環境や高調波の問題を克服し，地球規模のエネル

ギー・環境問題の解決の一助になり，技術発展のいしずえ

になることを期待したい。

産業プラント用ドライブ
制御システム特集に寄せて

松瀬　貢規（まつせ　こうき）

明治大学理工学部教授 理工学部長 工学博士
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まえがき

1999年以降，日本経済は回復基調にあるものの素材産業

を中心とした民間設備投資は依然として低迷しており，海

外市場もグローバルな大競争により産業用電動力応用プラ

ント分野の国内外ビジネスとも，価格破壊以来の低価格が

定着し，その回復は見られない。新規プラントの建設が減

少する一方で，既存プラントの電気設備の老朽化に伴う更

新工事は増加傾向にあり，更新工事における付加価値とし

てプラントの製品品質向上，自動化，省メンテナンス，省

エネルギーが求められている。

富士電機では，

マルチベンダシステム構築を可能とするドライブ制御

システムのオープン化

最新の可変速駆動システム，可変速制御技術の開発・

適用

エンジニアリング支援システムおよびプロジェクト管

理システムの充実

により，「ユーザーの要求機能・品質を低価格，短納期で」

をテーマに産業プラント用ドライブ制御システムを提供し

てきた。

産業用電動力応用プラントの電気品の要（かなめ）とな

るアイテムは，制御システム，可変速駆動システム，可変

速制御技術およびエンジニアリング支援システムである。

本特集号では，各アイテムを対象として取り上げ，本稿で

はその現状と展望について述べる。

現状と展望

富士電機の産業プラント用ドライブ制御システムの系譜

を図１に示す。最近の特筆すべき事項は次のとおりである。

２.１ 制御システム

近年は，マルチベンダシステム構築を可能とするドライ

ブ制御システムのオープン化として，制御 LANへの FL-

net（10/100Mbps）の採用，プログラマブルコントロー

ラ（PLC）とドライブ装置間 LANへの PROFIBUS-DP

（12Mbps）の採用，I/O 用 LANへの Ethernet
〈注 1〉

，PROFI

BUS-DP（1.5 Mbps）の採用を進めるとともに，HCI

（Human Communication Interface）の Windows
〈注 2〉

対応を

図っている。また，ドライブ装置内に PLCボードを搭載

することで，統括 PLCの負荷を低減し，汎用 PLCの適用

拡大も図っている。

一方，プラント集中監視システム（FORS-7000）や IT

（Information Technology）を応用したフィールドWeb ア

ダプタによる設備監視システムも開発し，保守支援システ

ムの充実を図っている。

２.２ 可変速駆動システム

近年，高調波電流の抑制，電源力率の改善を目的に自励

変換器の適用が拡大しており，特に IGBT（Insulated

Gate Bipolar Transistor）素子を適用した変換器は，素子

の高耐圧化，大電流化と素子の直列，並列接続技術，変換

器の直列接続，マルチレベル技術の進展により，変換器容

量が増大し，従来サイリスタ，GTO（Gate Turn-Off thy-

ristor）を適用していた領域をもカバーしつつある。

富士電機は省エネルギーを目的に既存の高圧電動機を直

接可変速駆動できる高圧マルチレベル IGBTインバータ

（FRENIC4600FM4）を製品化し，多くの納入実績を上げ

るとともに，大容量ベクトル制御インバータとして，高圧

IGBT素子を直列接続した 4kV級 3 レベルインバータも

開発中である。

今後も IGBTインバータを可変速駆動システム開発の中

心に位置づけ，素子の高耐圧化，大電流化と変換器技術の

発展により適用範囲の拡大を図っていく。

また，高効率化により省エネルギー，省スペースを実現

する新しい可変速駆動システムとして，永久磁石同期電動

機駆動システムが注目されており，今後，かご形誘導電動

機駆動システムに替わり，適用拡大が予想される。

〈注１〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注２〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標
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産業プラント用ドライブ制御システムの現状と展望

富士電機では 300 kW以下の製品化に続き，大容量機

（～ 3,500 kW）やコンプレッサなどの増速機を不要とする

高速機（～ 100,000 r/min）の駆動システムも開発中であ

り，広い用途での適用拡大を図っていく。

２.３ 可変速制御技術

プラントの製品品質向上，高機能化，高性能化のためア

ドバンスト制御の適用を積極的に進めてきており，外乱オ

ブザーバ，適応制御，ファジィ制御，H∞制御の適用に続

き，オブザーバを応用した速度制御系のチューニングレス

制御の適用により揃速（せんそく）性の向上，調整期間の

短縮を実現するとともに，簡易型適応制御（SAC：Sim-

ple Adaptive Control）の適用により，慣性モーメントが

大きく変化する制御対象の速度制御性能の改善を実現して

いる。

今後も，アドバンスト制御の適用を積極的に推進し，多

慣性系における二次共振モードの制振などの課題を克服し

ていく。

２.４ エンジニアリング支援システム

産業用電動力応用プラントの電気品は電源装置，ドライ

ブ装置，電動機，制御装置，各種検出器などの多くの機器，

装置で構成され，それらを制御・監視するための情報は多

岐にわたる。

富士電機では，これらのハードウェア，ソフトウェアの

情報を一元管理し，仕様定義から現地調整までのエンジニ

アリングを支援する統合エンジニアリング支援システム

「ATHENA」を開発・運用し，エンジニアリングの生産

性向上，品質向上を図ってきた。

近年，この統合エンジニアリング支援システムにソフト

ウェアライブラリの再利用を支援する「編集設計支援機能」

や汎用ツールを活用し，運転方案作成，プログラムの自動

生成，デバッグを支援する「汎用エディタ機能」を追加し，

さらなる効果を上げている。また，PLCの老朽化更新を

容易にするため，「ソフトウェアコンバータ」を開発し，

95 ％の自動変換を可能とした。

今後は，さらなるエンジニアリング業務の効率化をめざ

した支援システムの機能拡充と，顧客や機械メーカーとの

データ連携を可能とする CALS や電子商取引（Eコマー

ス）などの検討および活用を進めていく。

あとがき

産業プラント用ドライブ制御システムの適用が新設プラ

ント建設から既設プラント用電気品の更新工事に重心が移

動しているなかで，ユーザーニーズはさらに多様化してき

ており，柔軟なシステム構築を可能とする機器，システム

の提供と，高付加価値を生むソリューション提案を富士電

機の使命と考え，これからも努力していく所存である。

関係各位の温かいご支援，ご指導をお願いする次第であ

る。
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1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000（年） 

可変速 
駆動 

 

プラント 
制御 

制御技術 

プラント 
エンジニ 
アリング 

プラント 
適用実績 

サイリスタ駆動 パワートランジスタ駆動 GTO駆動 IGBT駆動 高圧IGBT駆動 

アナログ制御 ディジタル制御，　PWM制御，ベクトル制御，オートチューニング マルチレベルPWM

16ビットコントローラ 32ビットコントローラ 64ビットコントローラ 

ソフトウェア設計支援システム FAISES FPROCES D300win

データウェイのオープン化 Ethernet PROFIBUS，FL-net

アナログオブザーバ ディジタルオブザーバ，H∞制御，ファジィ制御，2自由度制御 

H∞制御線材ループ制御 

H∞制御巻上機制御 

チューニングレス制御 

チューニング 
レス制御 

ドキュメント機械化とコンカレントエンジニアリング APEX ATHENA-E 編集設計，汎用エディタ 

サイクロコンバータ駆動2,500kW可逆ミル 永久磁石励磁同期電動機の 
サイクロコンバータ駆動炭坑巻上機 サイリスタモータ駆動（1,400kW×4）4スタンド連続ミル 

 サイリスタモータ駆動 
3,000kW線材ブロックミル 
 

サイリスタモータ駆動 
4,200kW線材ブロックミル 
 GTOインバータ駆動 

プロセスラインリール 
GTOインバータ駆動 
1,600kW×2 可逆ミル 

GTOインバータ駆動バーミル 
IGBTインバータ 
駆動バーミル 

IGBT 3レベルインバータ 
駆動4×1,250kW線材 
ブロックミル 

3.3kVマルチレベル 
インバータ駆動ミキサ 

6.6kV 
マルチレベル 
インバータ 
駆動ポンプ 
 サイクロコンバータ駆動 

10,000kW×2 可逆ミル 
 

インパクトドロップ抑制オブザーバ制御 軸ねじり振動抑制オブザーバ制御 

2自由補償速度追従制御 

図１　富士電機の産業プラント用ドライブ制御システムの系譜
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電動力応用プラントのエンジニア

リング業務に従事。現在，電機シ

ステムカンパニー電機・交通シス

テム事業部電機技術部。

高橋　　薫

交流可変速装置の開発・設計に従

事。現在，東京システム製作所開

発設計部主任。.

神　　俊裕
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画・設計に従事。現在，電機シス

テムカンパニー環境システム事業

部システム技術部課長補佐。
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まえがき

近年の産業プラント用ドライブ制御システムの動向は，

制御システムの高度化，高い稼動率の確保であり，一方で

設備のコストダウンが重要な課題である。要求される製品

はより多様になることが予想され，その生産システム自体

も高度で多様性が要求され，柔軟なシステム構築が重要に

なっている。この要求の一端を担う技術として，マルチベ

ンダ環境，汎用ハードウェア適用による低価格化，柔軟な

最適システム構築が可能なオープン化技術，システムとし

ての分散化がある（図１）。

富士電機は，システムの信頼性・高速性・リアルタイム

性がより要求される産業プラント用ドライブ制御システム

において，多様化するニーズ，グローバルスタンダード化

といった環境変化に対応し，ドライブ装置と情報システム

を融合した PROFIBUS-DP 適用によるオープン化ドライ

ブ制御システムを，他社に先駆け実用化した。さらに，コ

ントローラ間伝送ネットワークのオープン化として FL-

net を採用した。また，コントローラ機能をドライブ装置

に内蔵し，なお一層の分散化を図ったインテリジェントド

ライブシステムを製品化した。

本稿では，オープンなネットワーク，インテリジェント

ドライブ装置を核とする最新のオープン化ドライブ制御シ

ステムの概要について述べる。

オープン化ドライブ制御システムの概要

２.１ オープン化ドライブシステム

これまでドライブシステムは要求される高信頼性・高速

性を保証するため，装置間の伝送ネットワークにはメーカー

独自の伝送ネットワーク（例えば，富士電機の P/PE リン

ク，Tリンク，Dラインなど）を適用してきた。しかし，

最近ではドライブシステムにおいても伝送ネットワークの

オープン化を求める声は大きく，富士電機はオープンな伝

送ネットワークとして PROFIBUS-DP および FL-net を

適用したドライブ装置，プログラマブルコントローラ

（PLC），集中監視システムを開発・実用化した。

PROFIBUS は欧州で提唱された制御システム向け高速

伝送ネットワークで，欧州ではすでにデファクトスタンダー

ドの地位を確立し，全世界で 1,000 社を超える企業が機器

を供給している。

また，FL-net は，（財）製造科学技術センター（MSTC）

が提唱し，国内20社以上のメーカーならびにユーザーが参

加して規格化された制御用途向け標準プロトコルである。
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環境の変化 オープン化ネットワークによる変化 

ユーザーニーズの 
多様化 
 
グローバル化 
 
オープン化 

効率的投資 
保守コスト低減 
 
生産性向上 
高品質 
低価格 
 
システムの柔軟性 
プラント運転効率向上 
（ダウンタイム短縮） 

システムの変化 
 
 
制御の変化 
 
 
 
 
 
 
運用・保守の変化 

互換性のないメーカー独自のディジタル通信 
→オープン・マルチベンダシステム 
 
フレキシブルなシステム構築 
ドライブ装置をはじめとするフィールド機器 
への制御機能の分散・パッケージ化 
高速伝送化 
フィールド機器の限定された情報 
→より多くの管理情報 
 
オペレータの監視範囲の拡大 
PLCとドライブ装置の支援機能の統合 

図１　オープン化ネットワークによる変化



オープン化ドライブ制御システム

FL-net は Ethernet
〈注〉

をベースとし，その上位にシステムの

信頼性やデータの到達保証，またサイクリック伝送やメッ

セージ伝送機能などの制御用途機能を持っている。さらに，

大規模，中小規模コントローラからインテリジェントフィー

ルド機器までの制御アーキテクチャの統一により，制御パッ

ケージのスケーラブルな運用と分散システムへの展開が可

能である。

PROFIBUS-DP 対応機器および FL-net 対応機器と富

士電機のオープン化ドライブ制御システムを組み合わせる

ことにより，必要機能・許容されるコストに合わせて最適

なシステムを構築可能である。

２.２ インテリジェントドライブシステム

これまでのドライブ制御システムは設備全体を制御する

PLCと電動機を制御するドライブ装置の二つの要素で構

成され，ハードウェアもソフトウェアも分離されていた。

また，PLCの制御機能は設備全体の機能を決定づける統

括制御機能とドライブ装置の制御を行う主幹制御機能に二

分され，この二つの制御機能が一つの PLC内に混在して

いた。富士電機は PLC内に混在する二つの制御機能に早

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

くから着目し，統括制御を担う PLC と主幹制御を担う

PLCに分離して，主幹制御機能をハードウェアとソフト

ウェアごとパッケージ化することにより完成度を高めて制

御の信頼性を向上させるシステム構成を提案してきた。富

士電機では，このパッケージを中間コントローラ（MFC）

と呼んでいる。しかし，MFCはハードウェアとしてはあ

くまでも PLCであり，ドライブ装置とは別構成となって

いた。

富士電機はこれをさらに進化させて，主幹制御機能を行

うハードウェア（インテリジェントプロセッサ）をドライ

ブ装置に内蔵したインテリジェントドライブシステムを製

品化した（図２）。

インテリジェントドライブシステムの特長として，

主幹制御機能を内蔵し自己および他のドライブ装置を

制御可能

制御周期の高速化，制御性能の向上

伝送速度の向上

統括 PLCの負担減（統括 PLCに汎用 PLC を適用可

能）

が挙げられる。

また，統括制御機能が少ない小規模設備，すなわち電動

機数台で構成される設備であれば，統括制御機能もインテ

リジェントプロセッサ内で行う PLCレスシステムを構成

することも可能である（図３）。

オープン・インテリジェント対応プラント用

インバータ FRENIC4000シリーズ

富士電機はオープン・インテリジェント対応ドライブ装

置として，サイリスタレオナード「LEONIC-M600」，IG

BTインバータ「FRENIC4000 シリーズ」，高圧 IGBTイ

ンバータ「FRENIC4600 シリーズ」を製品化している。以

下では一例として，プラント用 IGBTインバータ「FRENIC

4000VM4」を紹介する。

（4）

（3）

（2）

（1）
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DDC

DDC

DDC
DDC

PLC PLC PLC

DDC

DDC
DDC

DDC

DDC
DDC
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ローラ 

DDC DDC
DDC

MFCを適用した 
ドライブ制御システム 

（統括制御機能と主幹制御機能の分離） 

図２　ドライブ制御システムの変化
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DDC

DDC
DDC

コントローラ 

DDC DDC
DDC

ドライブ装置盤 

PLC盤 インテリジェントドライブ盤 

コントローラ内蔵ドライブユニット 

図３　PLCレスシステム

図４　PROFIBUS接続 FRENIC4000VM4の外観

PROFIBUS
ケーブル



オープン化ドライブ制御システム

３.１ ドライブ装置のオープン対応

PROFIBUS 接続 FRENIC4000VM4 適用例の外観を図４

に，その接続仕様を図５に示す。PROFIBUS-DP 伝送ラ

イン１本で60台のドライブ装置を接続でき，かつ集中監視

システム「FORS（Fuji Observation and Recording Sys-

tem）-7000」とも同時に接続できるので，中規模プラン

トの場合はPROFIBUS-DPが 1ラインで完結する。PROFI

BUS-DP 伝送フォーマットは，上り・下りデータとも16

ワードとし，プラント制御に必要なデータを効率よく配置

している。

３.２ ドライブ装置のインテリジェント対応

インテリジェントドライブはオープン環境の分散化シス

テムに対応するドライブ装置で，PLC機能を有したイン

テリジェントボードを搭載している。図６の外形図のよう

に，FRENIC4000VM4 ではインテリジェント機能を搭載

することによるインバータユニットの高さ増加を 175mm

と極力抑え，インバータ盤への実装効率を高めている。ド

ライブ装置制御ボード（DDC）とインテリジェントボー

ドは前述の PROFIBUS-DP インタフェースカード内の２

Port RAMを介して，最高 1ms でデータの授受が行え，

高速なプラント制御に十分対応可能である。また PROFI

BUS-DP を経由して，他のドライブ装置もコントロール

することができる。インテリジェントドライブ全体の制御

ブロック図を図７に示す。

オープン対応コントローラ

オープンとスケーラブルな環境をコンセプトに，電機制

御システムの上位コントローラからフィールドコントロー

ラ，I/O装置に至る電気品のオープン化，スケーラブルな

分散システム化が可能なようにメニューそろえを行ってい

る。これにより電機，計装制御を取り巻く環境のマルチベ

ンダを含む自在な製品に適用でき，大規模から中小規模ま

で最適なシステム構築が実現できる。図８にコントローラ，

ドライブ装置のオープン対応を示す。
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４.１ オープン制御 LAN「FL-net」の適用

制御分野のオープン化の流れに対応すべく，開放型コン

トローラ間ネットワーク FL-net 対応製品として，汎用

PLCである「MICREX-SX」，「FLEX-PC」およびプラン

トコントローラ「MICREX-AX」を開発した。これによ

り，富士電機の PAシステムや FAシステムにおいて他社

の FL-net 機器を自由に混在させることができるマルチベ

ンダシステムを構築できる。

４.２ コントローラレベル・フィールドレベル LANへの

「PROFIBUS-DP」の適用

フィールドバスレベルへの要求事項は通信サイクル定時

性，信頼性，柔軟性，経済性であり，特にオープンな環境

であることも望まれている。PROFIBUS-DP は，それら

に加えて，高速アクセス（12Mbps/1.5Mbps），高信頼性，

コントローラレベル・フィールドレベルの通信など幅広い

制御領域をカバーしており，また，豊富なサービス仕様，

テスト診断機能搭載など，制御用のバスに必要な事項を満

たしている。

コントローラレベルの通信として 12Mbps で構成し，主

幹制御，監視装置用のサービス機能と制御性を高めたコン

トロールバスとしてコントローラ間，インテリジェントド

ライブなどの高機能 I/O 間をインタフェースする。また，

コントローラと I/O 装置間のインタフェース用としては

1.5Mbps で高速，かつ経済的なフィールドレベルバスと

して通信システムを構成している。

各種プラントへの適用例

オープン・インテリジェントドライブシステムを棒鋼線

材圧延設備と鉄鋼プロセスライン設備へ適用した場合の例

を紹介する。

５.１ 棒鋼線材圧延設備への適用

棒鋼線材圧延設備において，走間で材料を一定の長さに

分割切断するディバイディングシヤー（DS）と線材ライ

ンの線材巻出し装置であるレイングヘッドにインテリジェ

ントドライブを適用した場合の制御例について述べる。い

ずれの設備もインテリジェントドライブ単独で制御するこ

とを前提とし，従来，PLCとドライブ装置間のデータ伝

送のばらつきが制御精度に影響していたが，インテリジェ

ントプロセッサとドライブコントローラ間の伝送が高速に

なったことでより高精度な制御応答が得られている。

５.１.１ DSへの適用

図９にインテリジェントドライブをDSに適用した場合

の例を示す。インテリジェントプロセッサへの直結 I/O

インタフェースとして，①熱材検出器（HMD），②上流ス

タンドパルスジェネレータ（PLG）を入力し，外部設定と

して，①リード率設定，②カット長設定，③カット回数設

定を入力する。

インテリジェントプロセッサ内ではHMDにて材料先端

を検出し，そこから材料の移動距離を計測する。この移動

距離とカット長設定値とあらかじめ演算されているシヤー

起動用距離設定とを比較後，1サイクル APC（自動位置

制御）を介してDSカット速度指令値をドライブコントロー

ラに伝えることで DSを起動させる。DS起動後は DS速

度制御用 PLG にて DS切断完了点を検出後に DS定位置

停止制御指令に切り換え，DSを定位置停止させる。

DS切断長精度を向上させるためには，HMDを高速で

検出し材料移動距離の計測精度を上げて，所望のカットタ

イミングでDS起動指令をインテリジェントプロセッサか

ら高速でドライブコントローラに伝達することが重要であ

る。

５.１.２ レイングヘッドへの適用

図 にインテリジェントドライブをレイングヘッドに適１０
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用した場合の例を示す。

インテリジェントプロセッサへの入力として，①上流側

HMD，②ブロックミル PLGを入力し，外部設定として，

①定点位置設定，②リード率設定，③ウォブリング周期設

定，④ウォブリング振幅設定を入力する。

インテリジェントプロセッサ内では以下の制御内容に関

する演算を行い，基準速度と各補正を加算した速度指令を

ドライブコントローラへ伝達する。

定点打出し制御

ウォブリング制御

後端加速制御

一般的にレイングヘッド部を材料が通過する速度は80～

100m/s と高速なために，HMD検出やデータ伝送のばら

つきが先後端の定点打出し精度を悪化させる要因である。

よって高精度な定点打出し制御をするためには，ドライブ

装置の高い制御応答だけでなく上流部で材料の先後端を速

く認識すること，それと同時に定点打出しの演算を処理す

ること，定点打出し制御の速度補正量を正確なタイミング

でインテリジェントプロセッサからドライブコントローラ

に高速伝送することが重要である。

５.２ 鉄鋼プロセスライン設備への適用

鉄鋼プロセスライン設備は素材となる鋼板コイルを払い

出す入側セクション，酸洗など鋼板にさまざまな処理を行

う中央セクション，処理された鋼板をコイル・切板などに

する出側セクションから構成される。各セクションでは鋼

板に対し規定された速度・張力を維持しながら必要な処理

を行う必要があり，ドライブ制御システムには高度な揃速

（せんそく）性，張力精度などが求められる。

図 に鉄鋼プロセスライン設備へオープン・インテリジェ

ントドライブシステムを適用した場合の例を示す。各セク

ションの主幹制御はインテリジェントドライブにて行われ，

その他のドライブはインテリジェントドライブのスレーブ

として機能する。リール，ミル，シヤーなど高度な制御機

能を必要とする設備はインテリジェントドライブを適用し，

さらに高機能化を図ることも可能である。

ドライブ装置のみで高速な主幹制御が完結するため，統

括 PLCの負担は大幅に減少し，統括 PLCに汎用 PLC の

適用が可能である。また，オープン対応機器であれば他社

製機器も混在できる。

あとがき

柔軟でコストパフォーマンスに優れた産業プラント用ド

ライブ制御システムの構築を容易にしたオープン・インテ

リジェントドライブシステムを紹介した。次世代の制御シ

ステムに求められる要件は，IT（Information Technology）

適用によるグローバル，かつ環境と調和した循環型生産シ

ステムを実現するシステムと考えており，ますますシステ

ムのグローバルスタンダード化，オープン化が加速される

と考えている。新世紀を目前に控え，ドライブ制御システ

ムのあるべき姿をユーザーの方々とともに追い続けていけ

るよう努力する所存であり，今後とも一層のご指導，ご支

援をお願いしたい。
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まえがき

可変速駆動装置は，変換素子がサイリスタからバイポー

ラトランジスタ，GTO（Gate Turn-Off thyristor），制御

装置の簡素化，応答の高速化，低損失化を図ることができ

る自己消弧形素子である IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）へと変遷し，またマイクロプロセッサの高速

化，高機能化により飛躍的に発展してきた。富士電機では

各種パワーエレクトロニクス技術を開発し，1981年に熱間

可逆ミル主機の交流化をはじめとして，産業プラント用可

変速駆動システムのディジタル化，交流化を推進してきた。

本稿では富士電機の産業プラント用可変速駆動装置の製

品系列および可変速駆動システムについて述べる。

可変速駆動システムの推移

可変速駆動システムは，製造プロセスの高速化，製品の

高品質化，安定操業の要求から高度な速度制御精度，トル

ク制御精度，応答性が要求され，コストパフォーマンスの

向上を追及しながらさまざまな駆動制御方式が開発されて

きた。また，設備の大規模化，複雑化に伴い省力化，省保

守化が求められてきた。近年，特に地球環境の改善のため

に省エネルギーの推進が急務となっている。

変換素子は，サイリスタ，バイポーラトランジスタから

GTO，IGBTへと進化し，高圧化，大容量化，制御精度の

向上を支えてきた。

IGBTの適用においては，素子単体の高圧化（4.5 kV），

大電流化（2.0 kA），素子直列，インバータセル直列によ

る高圧化，電動機の多巻線化，インバータセルの並列化に

よる大容量化，変換器のマルチレベル化が行われている。

富士電機では圧延主機をはじめ，棒鋼・線材ミル，プロ

セスライン，抄紙機，フィルムラインなど各種プラントで

の交流可変速化を進めてきた。

可変速駆動技術の推移を図１に示す。

富士電機の可変速駆動装置のラインアップ

産業プラントに適用される可変速駆動装置は，それぞれ

のプラントにより出力容量が数 kVAから十数MVAまで

多岐にわたっており，制御方法，揃速（せんそく）性，速

度やトルクの制御精度などの要求もさまざまである。

富士電機では，10 kVAから 1,350 kVAまでを 400V 級

２レベル IGBTインバータ，1,200 kVAから 3,600 kVAま

でを 800V 級 3 レベル IGBTインバータ，6,000 kVAまで

を 4 kV 級 3 レベル IGBTインバータ（開発中），それ以

上はサイクロコンバータまたは GTOインバータを適用し

ている。ファン・ポンプ用としては，5,000 kVAまで 3/6

kV 級マルチレベル IGBTインバータを適用している。図

２に富士電機の交流可変速適用マップを示す。

富士電機では，可変速駆動装置として表１の製品をライ

ンアップしている。

コイル状の鋼板を巻き戻し，酸洗，焼鈍，めっきなどの

表面処理を連続的に行い，再びコイル状に巻き取るプロセ

スラインは数 kWのヘルパから数百 kWのリール，ブラ

イドル，ミルなどで構成されており，各ロールが鋼板でつ

ながっていることから揃速性が重要である。また鋼板を引っ

張るロールと鋼板に引っ張られるロールがあり，エネルギー

を授受しているので，コンバータを共通として容量を小さ

くできる直流配電形インバータが適しており，ベクトル制

御 400V級 2レベル IGBTインバータ「FRENIC4000VM4」

を適用している。

棒鋼・線材ミル主機用としてはベクトル制御 800V 級３

レベル IGBTインバータ「FRENIC4400VM4」を，ロー

ラテーブル用としては V/f制御 400V 級 2 レベル IGBTイ

ンバータ「FRENIC4000FM4」を適用している。

3/6 kV のファン・ポンプ駆動用としては 3/6 kV 級マル

チレベル IGBTインバータ「FRENIC4600FM4」を適用し

ている。

２レベルインバータにはユニットタイプの「FRENIC5000

シリーズ」もあり，ベクトル制御インバータとして「FRE

NIC5000VG7S」，一般産業用として「FRENIC5000G11S」，

産業プラント用可変速駆動システム
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ファン・ポンプ用として「FRENIC5000P11S」がシリー

ズ化されている。FRENIC4600FM4，FRENIC5000 シリー

ズについては，本特集号の別稿（省エネルギー用可変速駆

動システム，汎用ベクトル制御インバータ）にて詳述され

ているのでそちらを参照されたい。

３.１ IGBTインバータ

２レベル IGBTインバータ「FRENIC4000 シリーズ」，

３レベル IGBTインバータ「FRENIC4400 シリーズ」は，

直流配電方式インバータであり，制御方式によりベクトル

制御のVM4，VMT4，V/f制御の FM4からなる。制御方

式によらず各シリーズごとに主回路および制御装置は同一

とし，ハードウェアの共通化を図っている。制御装置は，

速度制御，運転シーケンス制御，伝送インタフェース，ロー

ダインタフェースを行う浮動小数点演算機能内蔵32ビット

RISC プロセッサと，電流制御を行う高速演算用32ビット

DSPの二つのプロセッサで構成している。３レベル IGBT

インバータ FRENIC4400 シリーズは，パルスパターンプ

ログラムを書き込んだFPGA（Field Programmable Gate

Array）搭載のプリント基板と組み合わせて制御装置を構

成している。

２レベル IGBT インバータ FRENIC4000 シリーズの

150 kVA以下はプラグインのユニット構造となっており，

１面に 8ユニットまたは 4ユニットを収納することができ，

省スペース構造になっている。225 kVA以上についても

すべて盤前面のみでの保守が可能である。インバータ盤の

外形寸法を図３に示す。今後，単機容量は 600 kVAに拡

大，小容量ユニットは小型化し，12段積みとする計画であ

る。

３レベル IGBTインバータ FRENIC4400 シリーズは，

単機容量 1,200 kVAが製品化されている。1,200 kVA以上

にインバータ容量を大きくする場合は，電動機の巻線を複

数巻線とし，インバータ装置を多重化することにより大容

量化している。

２レベル IGBT インバータ FRENIC4000，３レベル

IGBTインバータ FRENIC4400 シリーズの標準仕様を表２

に示す。

4 kV 級 IGBT インバータとしては，3.3 kV 1,200 A の

IGBT素子を直列接続した最大 4kV入出力の電源回生付

き 3レベル高圧インバータを開発中である。主回路構成を

図４に示す。

３.２ サイリスタレオナード

1970年代に多数製作された設備は直流電動機を使用して

いる。これらの老朽設備の更新では，投資額を抑えるため

直流電動機は流用されることが多い。富士電機では1999年
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サイリスタ 
レオナード 
駆動 

1980 1985 1990 1995 2000 （年） 

インバータ化実績 

変　換　素　子 

パワー 
エレクトロニクス 
　　　　　　技術 

市 場 ニ ー ズ  

インバータ駆動 

省エネルギー対策 

安定操業（制御精度向上） 

省力化（簡易操作） 

省保守（保守合理化） 

工程短縮（エンジニアリング合理化） 

環境保全 

ローラテーブル 

圧延機 

ファン，ブロワ 

プロセスラインヘルパ 

プロセスライン全交流化 

棒鋼・線材ミル全交流化 

GTO

高圧インバータ 

サイリスタ 

バイポーラトランジスタ モジュール形IGBT/平形IGBT    

高圧IGBT

アナログ制御 ディジタル制御 

ベクトル制御 

ディジタルオブザーバ制御 

H∞制御 

3レベルインバータ 

マルチレベル 

図１　可変速駆動技術の推移
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図２　交流可変速適用マップ
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にそれまでの全ディジタル式サイリスタレオナードを一新

した「LEONIC-M600」を開発し，市場に投入した。

サイリスタレオナード LEONIC-M600 の特長は以下の

とおりである。

直流・交流可変速駆動装置共通コンセプト

機能ごとに分離されたハードウェアおよびソフトウェア

の各ブロックを400V級 2レベル IGBTインバータFRENIC

4000 シリーズと共通化を図った。これにより，制御基板，

ソフトウェア，伝送系統，保守ツールを統一し，直流・交

流機とも同様なシステム構築，保守が可能である。

多彩な制御方式を搭載

標準的な速度制御方式以外に電流制御，電圧制御，メカ

ニカルタイ制御，群駆動電動機制御，6/12/24相制御など

の制御方式を一つのプロセッサに搭載しており，ソフトス

イッチによる切換で選択可能である。これにより，予備品

の共有化が可能である。

液晶ディスプレイ

大型液晶ディスプレイ（5.7 インチ，カラー液晶）によ

り，運転時のオンライントレンド表示など盤面でローダと

同等の保守・調整が可能である。液晶ディスプレイの表示

例は図５のとおりである。

コンパクトな外形寸法

サイリスタスタックの構造を新設計し，従来に比べて盤

寸法をコンパクト化している。

サイリスタレオナード LEONIC-M600 の標準仕様は，

表３のとおりである。

（4）

（3）

（2）

（1）
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インバータ 25
〈注〉盤内のユニット配置は代表例を示す。 

（単位：mm） 

収納盤：自立閉鎖形 
塗装色：内面・外面とも 
　　　　JEM標準 
　　　　マンセル5Y7/1 
　　　　（半つや） 

インバータ 25 コンバータ 
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図３　FRENIC4000シリーズ盤の外形

表１　可変速駆動装置のラインアップ 

主な用途 制御方式 製品名 

ミル主機ドライブ 

ミル補機ドライブ 
（プロセスライン， 
　棒線ミル）， 
抄紙機， 
押出機， 
紡糸機， 
セメントミル， 
ファン， 
ポンプ 

サイクロコンバータ 

GTOインバータ 

400 V級2レベルインバータ 

FRENIC7000

FRENIC4000VM4/VMT4/FM4/ 
T4

省エネルギーブロワ， 
ポンプ， 
コンプレッサ 

容　量 

10/15/25/38/50/75/100/ 
150/225/300/375/450 kVA 
～1,350 kVA（3巻線） 

備　考 

800 V級3レベルインバータ FRENIC4400VM4/VMT4/FM4
1,200 kVA 
3,600 kVA（3巻線） 

4 kV級3レベルインバータ 
2,000 kVA 
6,000 kVA（3巻線） 

FRENIC5000VG7S200/400 V級2レベルインバータ ～400 kW，～800 kW（2巻線） 

FRENIC5000G11S200/400 V級2レベルインバータ ～315 kW

LEONIC-M600DCドライブ ～10,000 kW

FRENIC4600FM4
3 kV級マルチレベルインバータ 
（回生なし） 

400/825/1,250/1,875/ 
2,500 kVA

FRENIC4600FM4
6 kV級マルチレベルインバータ 
（回生なし） 

800/1,650/2,500/3,750/ 
5,000 kVA

FRENIC5000P11S 

FESPAC，FRENIC5000VG7S

200/400 V級2レベルインバータ 

PMモータ 

IGBTセルビウス 

サイリスタスタータ 

～400 kW 

～300 kW 

～3,500 kW 

3.3/6.6/11 kV

入出力トランスレス， 
回生付き 
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可変速駆動システムの特長

プログラマブルコントローラ（PLC）との接続や，保

守・監視システムなど可変速駆動装置周辺を含む最新のシ

ステム構成例を図６に示す。このシステム構成の特長は以

下のとおりである。
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表２　FRENIC4000/4400シリーズの標準仕様 

項　目 

形　式 
FRENIC4000VM4 FRENIC4000VMT4

入　力　電　圧 DC600 V 

AC400 V 

200 Hz（最大） 

10，15，25，38，50，75，100，150，225，300，375，450（kVA） 

三重化900～1,350 kVA（最大六重化2,700 kVA） 

100％連続，過負荷耐量150％1分間 

4象限 

Dライン，Tリンク，PROFIBUS

DC1,200 V 

AC800 V 

120 Hz（最大） 

1,200 kVA 

三重化3,600 kVA（最大六重化7,200 kVA） 

100％連続，過負荷耐量150％1分間 

4象限 

Dライン，Tリンク，PROFIBUS

容　量　系　列 

インバータ多重化 

定　　　　　　格 

運　転　モ　ー　ド 

上　位　伝　送 

電 　 　 圧  

周 波 数  

出
　
力 

方 　 　 式  

範 　 　 囲  

界 磁 範 囲  

精　　度 

制
　
御 

FRENIC4000FM4 FRENIC4400VM4 FRENIC4400FM4

1：1,000 1：1,000 1：80 1：600 1：48

1：4 1：4 1：4 1：3 1：4

速度±0.01％ 
速度±0.01％ 
トルク±3％ 

ディジタル設定時 
　周波数±0.01％ 
アナログ設定時 
　周波数±0.5％ 

速度±0.01％ 周波数±0.01％ 

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御 

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御＋ 

高精度トルク制御 

正弦波PWM 
　/　一定制御 V  f

正弦波PWM 
　/　一定制御 V  f

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御 

入力 
3.3kV 3.3kV

IM

図４　4 kV級 3レベル高圧インバータの主回路構成

図５　液晶ディスプレイの表示例

表３　LEONIC-M600の標準仕様 

項　目 標準仕様 

装置入力 

装置出力 

相数・周波数 

電　　　　圧 

定格出力電圧 

冷 却 方 式 

定格界磁電圧 

三相50/60 Hz

230 V，460 V，780 Vまたは 
810 V　その他 

運　　転　　方　　式 可逆または非可逆運転 

制御性能 

制 御 方 式 

速度制御範囲 

制 御 精 度 

速度制御 

オートチューニング 

電圧制御（逆起電圧補償有無選択） 

電流制御（速度制御付き） 

電圧制御（各電流制限制御付き） 

メカニカルタイ制御 

直流電源制御 

界磁弱め制御 

1：100（最高回転速度の1～100％） 

過　負　荷　耐　量 
（100％負荷連続運転後） 

150％1分間，200％1分間，225％1分間　 
その他 

上　　位　　伝　　送 Dライン，Tリンク，PROFIBUS

ASR制御時，最高回転速度に対し±0.01％ 
以下 

DC220 V，440 V，750 V　その他 

自冷または強制風冷 

DC220 V以下 
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４.１ オープン化

可変速駆動装置は一般に PLCとデータウェイで接続さ

れ，速度やトルクの設定値，実績値をインタフェースして

いる。富士電機の可変速駆動装置は標準仕様の Dライン，

Tリンクによる接続以外に，インタフェースカードを搭載

することにより PROFIBUS-DP による接続が可能である。

これにより，他メーカーの PLCとの接続も可能である。

PLCとパソコンを使用した HCI（Human Communica-

tion Interface）間は Ethernet
〈注〉

，PLC 間は FL-net とオー

プンな伝送路で構築することが可能である。

４.２ 集中監視

PLC と可変速駆動装置を接続する PROFIBUS-DP を集

中監視システム「FORS-7000」に接続することにより，

プラント全体の可変速駆動装置の設定・監視を 1か所で集

中的に行うことができる。故障発生時に複数台のトレース

バックデータを連動させての収集や故障ガイダンス，履歴

管理の機能も備えている。また，接続されている PLCの

データもトレンド表示や24時間のヒストリカルデータの収

集も可能であり，PLCと可変速駆動装置の両方を 1台で

監視することができる。

４.３ インテリジェントドライブ

可変速駆動装置に PLCの機能を搭載しインテリジェン

ト化することにより，速度主幹制御，位置制御，負荷バラ

ンス制御，コイル径演算，張力制御などの演算を可変速駆

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

動装置側で行うことにより，ライン統括制御 PLCに小規

模 PLCの適用が可能となる。小規模なシステムであれば

プラントのアプリケーションソフトウェアも含めることに

より，ライン統括制御 PLCを設けないシステムも構築で

きる。

４.４ ネット保守支援システム

ネットワークアダプタを可変速駆動装置に搭載し

Ethernet に接続することにより，パソコンのブラウザに

より可変速駆動装置の状態を監視することが可能になる。

集中監視システム FORS-7000 とネットワークアダプタ

については，本特集号の別稿（ドライブ用保守支援システ

ム）で詳述されているのでそちらを参照されたい。

あとがき

富士電機の産業プラント用可変速駆動装置の製品系列，

可変速駆動システムの特長について紹介した。今後，さら

に変換素子の高耐圧化，大容量化およびマイクロプロセッ

サの高機能化が進んでいくと思われる。今後も開発を進め

て高性能かつ低価格で使いやすい可変速駆動システムを提

供していく所存である。

参考文献

保坂忍ほか：産業用電動力応用プラントの可変速駆動シス

テム，富士時報，Vol.70，No.10，p.516-521（1997）

服部正志ほか：最近の鉄鋼制御システム，電気学会論文誌

D，Vol.120，No.6（2000）
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図６　可変速駆動システムの構成例
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まえがき

プロセスライン，搬送設備などの制御に，誘導電動機を

用いて保守性の向上と省力化が実現できるベクトル制御イ

ンバータは市場に定着し，年々適用台数が増加している。

富士電機では，1986年に業界に先駆けベクトル制御イン

バータ「FRENIC5000VG」を発売し，エレベータ，立体

駐車場，クレーンなどに代表される上下搬送分野や巻取機，

試験機，印刷機などに代表される中小システム分野で主に

使用いただいてきた。

近年，産業機械における可変速用途でのインバータに対

する高性能・多機能・システム対応といったニーズが高まっ

てきており，さらに，操作性，保護機能，メンテナンス機

能，海外規格対応，同期電動機駆動などのインバータ使用

上の改善要求も高まってきている。これらの市場ニーズに

こたえるため，従来機種である FRENIC5000VG，VG3 お

よび VG5 で培ってきた高性能，高機能を継承し，さらに

システム対応力，グローバル対応力を強化した新形高性能

ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」を発売し

たのでその概要について紹介する。

主な特長と仕様

FRENIC5000VG7S（VG7S）の外観を図１に示す。外観

デザインは，富士電機の汎用インバータFRENIC5000G11S/

P11S シリーズと共通化を図っている。

２.１ 豊富な機種バリエーション

図２には VG7S の容量系列を示す。0.75 ～ 500 kWまで

幅広い容量に同一仕様で対応しており，小規模から大規模

までのあらゆるシステムがこのシリーズに対応できる。ま

たこのシリーズからは，過負荷定格 150 ％での CT仕様

（定トルク），過負荷定格 110 ％での VT仕様（二乗低減

トルク），過負荷トルク 200/170 ％での HT仕様と三重定

格を採用し，用途に応じて選択できるようにした。

２.２ 適用電動機の拡大

このシリーズからは誘導電動機だけでなく，同期電動機

も運転できるようにした。また，インバータと電動機の容

量が同じでなくても，パラメータ設定により，例えば 30

kWの VG7S で容量の大きく異なる 2.2 kWの電動機を回

すことも可能である。
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鉄谷　裕司（てつたに　ひろし） 金沢　直樹（かなざわ　なおき） 市中　良和（いちなか　よしかず）

図１　FRENIC5000VG7Sシリーズの外観

適用電動機出力範囲（kW） 

CT仕様 0.75

200V系列 

電　圧 

400V系列 

90

VT仕様 1.5 110

HT仕様 3.7 55

CT仕様 3.7 400

VT仕様 5.5 500

HT仕様 3.7 55

図２　容量系列
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２.３ 特　長

２.３.１ 優れた制御性能

制御回路にRISC（Reduced Instruction Set Computer）

プロセッサを 2個搭載し，一つを電動機制御専用にした。

これにより PGセンサ付きで速度応答を 100Hz，電流応答

を 800Hz に向上させ，トルク制御精度（直線性） 3％を

実現した。

２.３.２ 各種制御方式に対応

電動機の適用に応じ PG付きベクトル，PGセンサレス

ベクトル，V/f制御の選択ができ，同期電動機は PG付き

ベクトル制御，PGセンサレス制御（開発中）の運転が可

能となった。

２.３.３ ネットワーク対応の充実

RISC プロセッサの一つは通信専用とし，各種シリアル

通信およびオプション処理を行わせた。これにより RS-

485，Tリンク，PROFIBUS-DPなどの通信系，拡張 I/O，

UPAC（User Programmable Application Card）などを含

め最大 4系統のオプションを同時に搭載できるようにした。

２.３.４ グローバル対応

標準品でUL/cUL，CEマークに対応しており，ユーザー

の国内・国外用の装置・機械の仕様統一を図りやすくした。

タッチパネルは標準で 8か国語（日，英，独，仏，伊，西，

中，韓）を切換表示し，近年増加しているアジア市場に向

け操作性向上を図った。

２.３.５ ユーザープログラム機能を搭載

新しく開発したテクノロジーカード（UPAC）により，

オリジナルシステムをユーザーが作成できるようになった。

張力制御などのパッケージソフトウェアは，ユーザーがシ

ステムを構築する際の負担を軽減するのに役立っている。

業界最高の制御機能

PG 付きベクトル制御での代表的な特性を図３～５に示

す。速度応答の向上（図３），トルクリプル低減により，

低速の回転むら（図４）を従来機種に対して 60 ％以下に

抑えた。また，トルク制御精度（図５）は 3％を実現さ

せた。

センサレスベクトル制御は，速度制御範囲を 1：100 ま

でに広げ，低速域での安定な運転が可能になった。

新機能の紹介

４.１ 電動機停止チューニング（誘導機）

ベクトル制御では駆動する電動機の電気定数に応じて，

適切な設定をする必要があり，従来は電動機を回転させて

定数チューニングする機能を内蔵していた。しかし，この

機能では電動機が機械に組み込まれた状態では対応できな

かったため，このシリーズでは電動機が停止した状態での

チューニング機能を追加した。電動機回転時のチューニン

＋－

＋－
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グは，励磁電流のチューニングを電動機無負荷運転で行い，

電動機停止チューニングは，励磁電流チューニングを直流

励磁で行う方式を採用している。

図６に電動機停止時のチューニングの励磁電流チューニ

ングブロック図を示す。

４.２ 振動抑制オブザーバ

従来の外乱抑制オブザーバ機能に加え，振動抑制オブザー

バ機能を追加した。図７は振動抑制オブザーバの効果を示

す。電動機ハンチング状態から振動抑制オブザーバを有効

にすると，顕著に振動を抑制できることが分かる。

４.３ 応荷重制御

応荷重制御はクレーン（主巻き），立体駐車場などの上

下搬送設備用の機能である。電動機定格（基底）速度まで

の加速中において内部演算から，負荷荷重を推定し，運転

可能な最大速度の演算および速度制限制御を行う。本機能

により，軽荷重で昇降させるときには，定格荷重のときに

比べ，より高速に昇降させて，設備の稼動効率を改善する

ことができる。

４.４ 簡易サーボロック機能

図８に，簡易サーボロック機能のブロック図を示す。電

動機停止時のパルス位置を読み込み，位置制御を行う。

豊富な制御オプション

VG7S は揃速（せんそく）制御，同期運転などが要求さ

れるライン運転制御に対して容易にシステムの構築ができ

るようにオプションを充実させている。表１に制御用オプ

ションを示す。以降にこれらオプションの代表的な適用例

を紹介する。

５.１ UPAC

OPC-VG7-UPACは富士電機のMICREX-SX の高性能

CPU（SPH300）をVG7Sに搭載可能にしたカードで，ユー

ザーの作成したプログラムによりVG7S の制御を自由に変
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図８　簡易サーボロック機能

表１　VG7Sの制御オプション 

オプション形式 機能概要 

内
　
蔵 

別
置
き 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

OPC-VG7-DI 

OPC-VG7-DIO 

OPC-VG7-AIO 

OPC-VG7-PG 

OPC-VG7-PMPG 

OPC-VG7-TL 

OPC-VG7-RS 

OPC-VG7-SI 

OPC-VG7-SX 

OPC-VG7-□□ 

16ビットディジタル入力カード 

最大DI/DO＝16/10入出力カード 

AI/AO＝2/2アナログ入出力カード 

同期運転，位置決め，速度検出カード 

4ビット磁極位置検出付き同期駆動用カード 

Tリンク通信インタフェースカード 

RS-485拡張カード 

多重化システム・UPAC用光通信カード 

SXバスインタフェースカード 

オープンネット接続用カード 
PROFIBUS-DP，DeviceNet など5種類 

OPC-VG7-UPAC 

OPC-VG7-FV 

OPC-VG7-SN 

MCA-VG7-SN 

MCA-VG7-FV 

MCAⅡ-PU 

MCA-VG7-CPG 

WPS-VG7-PCL 

WPS-VG7-DAN 

WPS-VG7-TEN 

WPS-VG7-POS

PLC機能内蔵テクノロジーカード 

周波数信号を電圧に変換するカード 

シンクロ発信器のインタフェース用カード 

シンクロ発信器のインタフェース用ユニット 

周波数信号を電圧に変換するユニット 

ダンサ制御用のPID調節器ユニット 

モータPG，NTC信号切換ユニット 

パソコンローダソフトウェア 

ダンサ制御用パッケージ 

張力制御用パッケージ 

オリエンテーション制御用パッケージ 
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更することができるものである。1～ 10台程度のVG7S で

構成する中小システムの統括制御，巻取り制御，位置制御

などの用途に適用されている。

５.１.１ 仕　様

表２にOPC-VG7-UPACの仕様を示す。

５.１.２ システム構成例

図９は UPACと POD（プログラマブル操作表示器）な

どでシステム構築する場合を示す。POD＋拡張 I/O で設

定されたデータは RSオプションを介してVG7S に伝送

され，SI オプションを介してVG7S ～ へ伝送される。

UPACは SI オプションでリンクしている最大12台の

VG7S に対して最小 2ms で制御を行い，各 VG7S の運転

状態やデータモニタ，および標準 I/O，拡張 I/O（OPC-

VG7-DIO，AIO）の参照・操作ができる。また，PGオプ

ション（OPC-VG7-PG）は高速カウンタとして UPACか

ら利用できる。

５.１.３ 開発環境

UPACのプログラム開発環境はMICREX-SX シリーズ

のプログラム支援ツール SED（D300win）に加えて，アッ

プグレード（CD-ROM）するだけで構築できる。

パソコンと UPAC 間の通信は専用のケーブル（RS-

232C/485 変換器内蔵）を用いて行う。

UPACがどんなデータを VG7S から参照して，反映さ

せるかは，D300win の画面上で設定する。図 は，UPAC

から VG7S に反映させるデータとして，速度設定 1，制御

データ（CW），加速・減速時間を設定（チェック）した

画面を示している。

５.１.４ ダンサ制御パッケージ（WPS-VG7-DAN）

図 はUPACで使用するダンサ制御付き巻取り制御パッ

ケージの適用例を示している。この例ではダンサロールの

位置検出にシンクロ発信器（SY）を用いて，OPC-VG7-

SN オプションで電圧変換してダンサ位置を検出している。

調整が必要なパラメータは，機能コードのUNO（ユーザー

コード）を介して，付属のタッチパネルで設定・変更がで

きるようになっている。

５.１.５ オリエンテーション（WPS-VG7-POS）

図 は UPACで使用するオリエンテーション（回転位

置決め）パッケージの適用例を示している。UPAC は

VG7S に対して速度指令パターンを与えるように演算し，

位置偏差が零のときサーボロックとなる。UPACを使用

しているので，シーケンス制御や入出力プログラムを自由

にユーザーが追加・変更できる特長がある。

５.２ 多重化システム

400 kWを超える容量の電動機を駆動する場合，電動機

を多重巻線とし，巻線ごとにインバータを設ける多重化シ

１２

１１

１０

（4）（2）

（1）
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図９　システム構成例
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図１１　ダンサ制御ブロック図

表２　UPACの仕様 

項　目 内　容 

命　　　　　　令 

メ モ リ 容 量  
プログラム：32 kステップ（フラッシュ） 
データ：8 kワード 

入 出 力 変 数  
50ワード（6台システム選択） 
22ワード（12台システム選択） 

タ ス ク 本 数  3本（定周期1，デフォルト1，割込み1） 

実　行　周　期 1～32,000ms

バックアップ機能 あり（内蔵電池：5年保証） 

MICREX-SX SPH300と同等 
（例）シーケンス命令：0.12　s 
　　　整数加減算命令：0.14　s 
　　　浮動小数点加減算命令：0.18　s

図１０　D300win システム定義画面例
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ステム（最大6多重まで）が適用できる。特にVG7Sシリー

ズからはセンサレス制御も多重化ができるので，汎用イン

バータで適用できない容量の電動機もVG7S センサレス制

御で駆動できるようになった。

図 は， 2巻線電動機の各相の電流波形と，速度指令，

実速度，トルク電流指令を示している。

各VG7S の電流位相，PWMスイッチングのタイミング

を合わせるために，光オプション（OPC-VG7-SI）を用い

て，電流指令，位相情報などを伝送している。

図 にはクレーンへの適用例を示す。特長は各電動機に

対して 3台の VG7S を適用するのではなく，2台を適用し

て電動機切換で対応することにある。上位のコントローラ

は，各電動機定数切換，2巻線/単機切換を行い，切換完

了で PG，NTC切換指令をMCA-VG7-CPG オプションに

与えて，モータ PG，NTC信号を切り換える。

５.３ 同期運転

高精度な同期運転が必要なシステムに対しても，PGオ

プション（OPC-VG7-PG）追加により VG7S で対応でき

るようになった。図 には，1,500 r/min 定常運転時，パ

ルス偏差（指令パルスと検出パルスの差）が 1パルス以

内で運転できることを示している。

５.４ パソコンローダ

VG7S ではパソコンローダ（WPS-VG7-PCL）を用意し

ている。主として，図 のようなトレース機能，データの１６

＋－

１５

１４

１３
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図１３　2巻線システムの加減速特性

FRN30VG7S-2×2台 
OPC-VG7-PG（PR） 

10 r/min
速度検出 
1,500 r/min

パルス偏差 

1
パ
ル
ス 

0.1s

図１５　同期運転時のパルス偏差

図１６　リアルタイムトレース画面
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設定・参照・コピー機能，I/Oチェック機能，試運転機能

などがある。インストールは CD-ROMから行い，インス

トール途中で英語，日本語が選択できる。Windows
〈注〉

95，

98，NT上で動作を保証している。

あとがき

以上，このたび開発した高性能ベクトル制御インバータ

FRENIC5000VG7S についてその概要を紹介した。制御性

能を大幅に向上させ，UPAC，パソコンローダなどの新し

いオプションを充実させた FRENIC5000VG シリーズの最

〈注〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

新モデルとして，より広い分野に適用されることを期待し

ている。さらに，今後もパワーエレクトロニクス，マイク

ロエレクトロニクスならびに新しい技術を駆使し市場ニーズ

にこたえるべく，インバータの開発に努力していく所存で

ある。
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まえがき

1973年と1980年の二度の石油危機以来，エネルギー消費

産業にとってエネルギーは重要なコスト要素となり，その

後多年にわたってコスト低減の目的で省エネルギーが進め

られてきた。しかし1997年12月の「気候変動に関する国際

連合枠組み条約第 3回締約国会議（通称：温暖化防止京都

会議）」で，わが国も温室効果ガスの排出総量を，2008～

2012年の 5年平均値で1990年水準から 6％を削減すること

を決定したことから，新たにその達成を目的とする省エネ

ルギーが要請されることになった。これに対し政府は，そ

のための法整備を1998年 4 月の「エネルギーの使用の合理

化に関する法律（省エネ法）」の改正によって行った。

富士電機は第一次石油危機以前から省エネルギービジネ

スを展開してきており，省エネルギー機器を提供してきた。

本稿では富士電機の省エネルギー機器のうち，省エネル

ギー用可変速駆動システムについて紹介する。

永久磁石同期電動機駆動システム

２.１ 概　要

近年，産業分野においては省エネルギーおよび省スペー

スへの取組みが急務となっており，アクチュエータである

電動機には高効率，小型軽量化が求められている。

現在，産業用電動機の主流である誘導電動機においても，

高効率化を図った省エネルギー電動機が製品化されている。

誘導電動機は堅ろう，安価そして汎用性に富んでおり，イ

ンバータとの組合せによる可変速駆動用途の分野でも利便

性が高い。

一方，同期電動機はその効率において誘導電動機を凌駕

（りょうが）するものの，構造が複雑となることから汎用

需要においては敬遠されてきたが，近年，構造の簡素化が

可能である永久磁石同期電動機が注目されてきている。

富士電機では，すでに小容量（0.2 ～ 7.5 kW）の永久磁

石同期電動機をシリーズ品（FESPAC）として発売済み

であり，このたび中容量（～ 300 kW）範囲までの系列化

を完了した。適用用途は，低減トルク用，定トルク用の２

系列である。表１，表２に各用途別の仕様一覧を示す。

本章では，系列化を完了した永久磁石同期電動機の特長

およびその性能を紹介する。

２.２ 埋込磁石型同期電動機

２.２.１ 回転子構造

系列化に適用した永久磁石同期電動機には，永久磁石を

回転子鉄心内部に収めた埋込磁石型同期電動機（以下，IP

Mモータと称す）を採用している。図１に誘導電動機お

よび IPMモータの回転子構造を示す。IPMモータは，誘

導電動機における「二次導体」の代わりに回転子の積層鉄

心内部にスロットを設け，そのスロット内部に「永久磁石」

を埋め込んでいることを特徴とする。そのため従来型の同

期電動機に比べ，回転子構造の簡素化が可能となった。
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表１　中容量永久磁石同期電動機の仕様一覧（低減トルク用） 

電気仕様 

構　　造 

負荷仕様 

出　力（kW） 

回転数（r/min） 

定格電圧（V） 

時間定格 

過負荷耐量 

構造・冷却方式 

低減トルク 

0.2

1,800/3,600/7,200 

AC200/220/230

連続 

150％，1min 

全閉外扇形 

1,500/1,800/3,600 

AC400

1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 15 18.511 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 300
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２.２.２ リラクタンストルク

IPMモータの回転子における磁気特性を図２に，発生

するトルクを式 に示す。

T＝P/2・［φa・iq＋（Ld－Lq）・id・iq］………………

T：発生トルク

P：極数

φa：永久磁石による電機子巻線鎖交磁束

Ld，Lq ： d 軸，q軸インダクタンス

id，iq ：電機子電流の d軸，q軸成分

一般に IPMモータは d軸と q軸のインダクタンス Ld，

Lq に差を有し，d 軸と q 軸のインダクタンス比 Lq/Ld

（突極比と呼ぶ）≠1となる。そのため発生するトルクは

式 から，磁石磁束φaと q軸電流の積によって発生する

マグネットトルク（右辺第 1項）だけでなく，リラクタン

ストルク（右辺第 2項）も発生する。

したがって IPMモータは，電動機定数のφa，Ld，Lq

を適切に設計することによって，効率的にトルクを発生さ

せることができ，種々の回転速度ートルク特性を実現する

ことが可能な電動機である。

２.２.３ センサレス制御への適応

永久磁石同期電動機はインバータによる運転制御のため，

回転子位置の検出（磁極の位置および極性の判別）が不可

欠である。そのため通常はエンコーダなどのセンサを使用

する。しかしセンサは，トラブルの原因，コストアップに

つながるため，「センサレス制御」が望まれる。以下に示

す方法を採用することにより，センサレス制御に対応する

ことが可能となった。

２.２.４ 磁極位置判別

電動機停止時の回転子の磁極位置を特定する手法として，

IPMモータの特徴である磁極位置に依存して変化するイ

ンダクタンスを検出している。それにより磁極位置を判別

することが可能となった。

２.２.５ 極性判別

磁極位置とともに始動時の極性判別が必要である。これ

に対しては，固定子鉄心の磁化特性の非線形性を利用して

検出を行っている。この方法により，極性判別を行うこと

が可能となった。

２.３ 汎用誘導電動機との比較

２.３.１ 小型・軽量化

永久磁石同期電動機は，界磁電源が不要で励磁損が発生

しないことから，回転子で発生する発熱量が少ない。その

ため，誘導電動機や従来型の同期電動機と比べ，損失を低

減することが可能となる。総損失が低減されることにより，

固定子鉄心容積の縮小，所要冷却能力の軽減により，標準

電動機の枠番を下げることが可能となった。富士電機製誘

導電動機との比較を表３に示す。容積の低減として 30 ～

40 ％，質量の低減として 20 ～ 40 ％の小型・軽量化が可

能となった。小型化に伴う誘導電動機と IPMモータの構

造比較を図３，外形比較を図４に示す。

２.３.２ 高効率化

総損失の低減により，高効率化が可能となる。富士電機

製誘導電動機との比較を表３に示す。損失の低減として，

30 ～ 40 ％（効率 3～ 5％向上）の高効率化が図れた。

（1）

（1）

（1）
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d軸 
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d軸 

q軸 
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I q

I d

I d

図２　IPMモータの回転子における磁気特性

二次導体 

誘導電動機 IPMモータ 

永久磁石 

固定子 

回転子 

図１　誘導電動機および IPMモータの回転子構造

表２　中容量永久磁石同期電動機の仕様一覧（定トルク用） 

電気仕様 

構　　造 

負荷仕様 

出　力（kW） 

回転数（r/min） 

定格電圧（V） 

時間定格 

過負荷耐量 

構造・冷却方式 

定トルク 

0.2

1,800/3,600 

AC200/220/230

連続 

150％，1min 

全閉外扇形 

1,000/1,500/1,800 

AC400

1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 15 18.511 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 300
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世界規模の省エネルギー動向があるなか，国内では省エ

ネ法，米国ではエネルギー政策法（EP Act）が施行され

ている。この IPMモータは，これらの省エネ法に対応す

るとともにトップレベルのNEMA design E の効率規定を

クリアしている。

高圧インバータ

３.１ 概　要

高圧インバータ「FRENIC4600FM4」（図５）はインバー

タの出力側に変圧器を設けずに電圧 3.3 kV または 6.6 kV

を直接出力することが可能で，高圧電動機をダイレクトに

可変速運転できるインバータである。

インバータ出力に変圧器を設けないことで，装置の総合

効率を高くすることができ，より省エネルギーに貢献する

ことができる（インバータ総合効率約 98 ％）。また変圧器

の設置スペースが不要となる。

容量範囲は，3.3 kV 系で 400 ～ 2,500 kVA，6.6 kV 系で

800 ～ 5,000 kVAをシリーズ化して，ファン，ポンプ，ブ

ロワなどの設備や押出機，ミキサといった多業種にわたり

適用している。仕様を表４に示す。

３.２ 原理・特徴

多段に接続したインバータセルあるいはユニットによっ

て単相を構成し，それらをスター結線構成にして三相出力

電圧を得る構成としている。

３.２.１ 3.3 kV系の場合

400 kVA，825 kVA

各相のインバータセル数が 2段積みで計 6台のセルによ

り主回路を構成する（図６）。

1,250 ～ 2,500 kVA

各相のインバータユニット数が 1段で計 3台のユニット

により主回路を構成する。

３.２.２ 6.6 kV系の場合

800 kVA，1,650 kVA

各相のインバータセル数が 4段積みで計12セルにより主

回路を構成する（図７）。

2,500 ～ 5,000 kVA

各相のインバータユニット数が 2段で計 6台のユニット

により主回路を構成する。

（2）

（1）

（2）

（1）
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表３　IPMモータの特徴 

富士電機製 
誘導電動機 
との比較 

容積低減 

質量低減 

30～40％ 

20～40％ 

30～40％ 
（効率3～5％向上） 

EP Act，NEMA design E レベル対応 
損失低減 

内部ファン 

内部ファンレス 

誘導機に対して発生損失の低減が可能 

誘導電動機（枠番315） 

IPMモータ（枠番280） 

枠番縮小（1～2枠番） 
内部ファンレス（枠番315） 

図３　誘導電動機と IPMモータの構造比較

図５　高圧インバータ FRENIC4600FM4の外観

従来型，同出力誘導機に対して 
（当社比） 

誘導電動機 IPMモータ 

体積：30～40％減少 
質量：20～40％減少 

図４　誘導電動機と IPMモータの外形比較

A8025-20-186



省エネルギー用可変速駆動システム

３.３ インバータセルおよびユニットの回路構成

１台のインバータセルあるいはユニットは単相で，三つ

のレベルの電圧を出力する。さらに各相をこれらのインバー

タセルあるいはユニットで構成し，高電圧が出力可能な回

路構成としている。

3.3 kV インバータの場合，出力電圧は 5レベルあるいは

９レベル，6.6 kV の場合，出力電圧は 9レベルあるいは17

レベルを得ている。さらに独自のマルチレベルパルスパター

ンを採用して，出力電圧の変化幅を全領域で 1段となるよ

うにしている。これにより電動機にかかるサージ電圧が低

減され，既設の商用電圧駆動の電動機に対しても出力フィ

ルタなどを設置することなく適用可能としている。

３.４ 電源系統への配慮

インバータの入力側に設置される変圧器の二次側を多相

巻線とし位相差を持たせる構成とすることで，入力電流高

調波の低減を図っている（図８）。大容量タイプでは36相

整流相当，小容量タイプでは24相整流相当とし，高調波ガ

イドラインを入力フィルタなどを設置することなくクリア

している。また，インバータ入力はダイオード整流器を採

用しており，電源力率は 0.95 以上となり，力率改善コン

デンサなどの設置を不要としている。

３.５ 電動機制御

簡易ベクトル制御を採用し，電動機の励磁電流とトルク

電流を個別に制御し，負荷急変時などに対しても安定した

運転が可能なようにしている。

また，商用電源からインバータ運転への切換時や，瞬時

停電復電後の再始動時に，フリーラン中の電動機回転速度

をサーチし，インバータ出力周波数を電動機回転速度に合

わせて所定の周波数まで自動再加速する機能を有し，安定

して制御することを可能としている。

ドライブシステムの省エネルギーへの応用

富士電機では省エネルギー対応として，省エネルギー診

断サービスを実施している。第 1ステップでは，一次診断

として富士電機の診断スタッフにより設備の調査（定性的

な調査）を実施する。その調査結果からできるだけ多くの

省エネルギー施策とおおまかな経済効果を提案する。第２
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表４　高圧インバータ FRENIC4600FM4の仕様 

出力定格 

入　　力 

適用電動機最大出力（参考）（kW） 

電　圧 
項　目 

容　量（kVA） 

定格電流（A） 

定格電圧（V） 

最大電流（過負荷時）（A） 

出力周波数（Hz） 

400 

70

336

84

50/60（オプション120） 

825 

144

主回路 

過負荷耐量 

冷却方式 

三相 3,000/3,300 V　50/60 Hz

三相 3,000/3,300

120％　60秒間 

天井ファンによる強制換気 

3.3 kV

1,250 

218

1,875 

328

2,500 

437

173 262 393 524

693 1,050 1,550 2,100

800 

70

672

84

1,650 

144

三相 6,000/6,600 V　50/60 Hz

三相 6,000/6,600

6.6 kV

2,500 

218

3,750 

328

5,000 

437

173 262 393 524

1,386 2,100 3,100 4,200

M

ローカルコントローラ 

3レベル単相インバータ回路構成 

3φ AC3,300V

1,400V IGBT

図６　3.3 kV高圧インバータの回路構成

M

ローカルコントローラ 

3レベル単相インバータ回路構成 

3φ AC6,600V

1,400V IGBT

図７　6.6 kV高圧インバータの回路構成
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ステップでは，一次診断で提案した施策から顧客との協議

により，実施項目を絞ってデータ測定を含めたより掘り下

げた調査（定量的な調査）を行う。調査結果に基づき省エ

ネルギー施策を実施した場合の省エネルギー効果と投資費

用を報告する。そして第 3ステップとして実行する省エネ

ルギー施策を顧客と検討することになる。省エネルギー診

断サービスにより提案した事例を紹介する。

４.１ 診断事例

４.１.１ 冷却塔冷却ファンの自動制御

冷却塔の所要能力は昼と夜，季節など温度条件により変

動し，冷却ファン用電動機の運転動力も変動する。したがっ

て電動機をインバータ駆動化して温度条件にあった最適な

動力で運転することにより，省エネルギーを図ることがで

きる。冷水の温度を検出し，高圧インバータにより冷却塔

冷却ファンの運転速度を自動制御する例を図９に示す。

４.１.２ 押出機用油圧ポンプの最適運転

押出機は運転パターン（図 ）により油圧ポンプに要求

される所要動力は変化する。従来は，押出機の運転パター

ンにかかわらず油圧ポンプを全台数運転していた。これに

対し，所要動力に合わせて油圧ポンプの運転台数を切り換

えることにより，省エネルギーを図ることができる。あわ

せてインバータを適用すれば連続的な容量制御が可能とな

り，さらなる省エネルギーを図ることができる。

４.１.３ コンプレッサの省エネルギー化

コンプレッサの容量制御を効率よく行う方法として，台

数制御がある。これは複数のコンプレッサの運転台数を負

荷に応じて段階的に選択する方法であり，部分負荷時の効

率を向上できる。この台数制御とインバータを組み合わせ

ることにより，連続的な容量制御が可能となる（図 ）。

具体的事例としてコンプレッサをインバータ駆動方式に

改造することにより，使用電力を 15 ％削減する効果が得

られた。

あとがき

省エネルギーの需要が今後も継続することは確実であり，

ドライブシステムの分野での省エネルギーに対する期待も

大きいと考えられる。これに対し，今後とも省エネルギー

対策機器の提供と省エネルギー施策の提案により，顧客に

満足していただける省エネルギーソリューションを提供で

きるよう努力する所存である。
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図９　高圧インバータの冷却塔冷却ファンへの適用例
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まえがき

富士電機は，高機能，高性能が要求されている産業プラ

ントに対し数々のアドバンスト制御の応用を実現している。

1978年に棒鋼圧延設備に外乱オブザーバを応用した瞬時速

度降下抑制制御システムを納入して以来，スキンパスミル

設備の鋼板張力振動抑制制御，棒鋼圧延設備のループ制

御，炭坑の長大斜坑巻上機の人車ローリング抑制制御など

外乱オブザーバおよびH∞制御の応用を実現している。こ

れら以外にも，共振機械系の軸ねじり振動抑制制御など外

乱オブザーバ，H∞制御，ファジィ制御や適応制御などア

ドバンスト制御応用について数々の研究，開発，実用化を

行っている
～

。

特に近年は，1997年に棒鋼圧延設備で実用化したチュー

ニングレス制御の他分野への適用や，より汎用的なオート

チューニングの可能性を持つ簡易型（単純）適応制御
～

など

チューニングに着目した研究，開発に注力している。チュー

ニングレス制御は，外乱オブザーバのロバスト性を有効に

利用したもので，制御対象のゲインに対しコントローラの

ゲインを一定値としたまま所望の制御応答を得ようとする

ものである。現場でのチューニングが不要なチューニング

レス制御を実現する。一方簡易型適応制御は，コントロー

ラのゲインを制御対象のゲインに対し自動的にチューニン

グするもので，いわゆるオートチューニングとなる。また

これら以外に共振機械系の軸ねじり振動についても考察を

進めており，トルク制御系（電流制御系）の応答を考慮に

入れた 2慣性系の制振制御や
～

，多慣性系の二次共振モード

の制振制御の手法を確立している。

本稿では，これらチューニングレス制御，簡易型適応制

御および共振機械系の軸ねじり振動抑制制御の紹介を行う。

まず外乱オブザーバを応用したチューニングレス制御につ

いて説明し，電動機速度制御と電流制御への適用例を示す。

そして簡易型適応制御による電動機速度制御について説明

し，最後にトルク制御系の応答を考慮に入れた 2慣性系の

振動抑制制御について説明する。

チューニングレス制御

２.１ 外乱オブザーバによるチューニングレス制御

チューニングレス制御の原理は，サーボ系の速度制御に

よく用いられている外乱オブザーバを異なった観点から用

いたものである。富士電機は，速度制御系だけでなく電流

制御系にも本手法の適用を検討した。

図１に外乱オブザーバを用いたチューニングレス制御器

の構成を示す。図中の r，u，y，dはそれぞれ指令入力，

制御入力，制御出力，外乱である。Pは制御対象，Kは

フィードバック制御器であり，Pn，Lはそれぞれ外乱オブ

ザーバのノミナルプラント，ゲインである。本制御器は，

ある条件下で，Kの出力 u1 から yまでの伝達関数が Pに

依存しなくなる。簡単にするため SISO（Single Input

Single Output）システムを考えると容易に，

………………………

が得られる。ここで（1＋PL）の根の実部が負の大きな値

となるように外乱オブザーバを構成すれば，

y＝Pnu1 ……………………………………………………

となる。すなわちフィードバック制御器 Kのチューニン

グは，制御対象 Pに対してではなく，外乱オブザーバの

ノミナルプラント Pnに対して行えばよくなる。つまり Pn

に対して望ましい応答が得られるように Kを設計してお

けばチューニングが不要になる。チューニングレスの条件

は―PL―，―PnL―，―L―≫ 1の低周波数領域で成立する。

（8）
（2）

（1）y＝ u1－ d
1＋PL

P（1＋LPn） 
1＋PL

P

（19）（18）

（16）

（14）（10）

（25）（20）

（9）（8）

（17）（5）

（4）（3）（2）
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図１　外乱オブザーバによるチューニングレス制御器の構成
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２.２ 電動機速度制御への適用

２.２.１ 適用例1

チューニングレス制御器を電動機速度制御へ適用する。

IGBTインバータなどで駆動する誘導電動機の速度制御で

は，トルク制御系の応答が速いため制御対象は積分と考え

てよい。この制御対象に対し外乱オブザーバは最も簡単な

最小次元オブザーバで構成する。すなわち，

…………………………………………………

とする。ゲイン Lはスカラーとする。この場合，制御対

象を 1/Jsとおくと，式 は，

…………………

と変形できる。外乱応答に着目すると，積分であったはず

の制御対象が一次遅れとなっている。このことは Kが PI

調節器のように積分器を持たなくてもよいことを示してい

る。これに着目して Kを最も簡単な P調節器とする。

チューニングレスのための条件はω≪ L/J，L/Jnであ

り，このとき，

………………………………………

となる。必要とする制御帯域ωcと制御対象の時定数範囲

J1 ～ J2 から外乱オブザーバのゲイン Lおよびノミナルプ

ラント時定数 Jnが定まる。すなわち，

……………………………………

となる。

図２，図３に，棒鋼圧延設備のミルモータにチューニン

グレス制御器を適用した例を示す。Jn＝0.5 s に対し，J＝

0.5 ～ 3.0 s でほぼ同様な外乱応答を得ようとしたものであ

る。L＝80，K＝10 とした。図２の J＝1.5 s と図３の J＝

2.0 s で同様な外乱応答が得られている。

２.２.２ 適用例2

次に，某所試験設備の速度制御への適用検討例を示す。

この試験設備は，サイリスタレオナードで駆動する直流電

動機でさまざまな被試験機を回転させるものである。被試

験機の慣性モーメントが幅広い値をとるため，制御対象の

時定数が J＝35 ～ 330 s と約10倍変化する。さらに電動機

容量に対して被試験機の慣性モーメントが大きく時定数が

大きい特徴を持つ。開ループ伝達関数のカットオフ周波数

で 0.5 rad/s の制御応答が必要とされるので，単純な PI 調

節器でチューニングを行うとゲインが最大で 165 倍となる。

これは非常に大きいハイゲインフィードバックである。ま

た被試験機が変わるたびにチューニングが必要となる。

このようなシステムへのチューニングレス制御器の適用

を検討した。被試験機が変わることによるチューニングが

不要となるだけでなく，外乱オブザーバのノミナルプラン

トを Jn＝35 s と小さくすることでハイゲインフィードバッ

クを避けることができる。ただし制御対象の時定数の範囲

が約10倍と広いため，外乱オブザーバのゲインを大きくす

る必要が生じる。このため，外乱オブザーバのゲインを

L＝500/（1＋0.1 s）と一次遅れ要素とし速度検出の観測ノ

イズの低減を図る。フィードバックコントローラのゲイン

は K＝17.5 とした。

図４，図５に設定値応答のシミュレーション結果を示す。

トルク指令，速度検出とも定格値で規格化した。サイリス

タレオナードのトルク制御系（電流制御系）の応答も考慮

に入れている。J＝35 s および J＝ 330 s でほぼ同様な応答

を示している。なお，本シミュレーションは速度検出用セ

ンサであるパルスエンコーダによる観測ノイズも考慮して

いる。トルク指令に及ぼす観測ノイズの影響は十分小さい。

２.３ 電流制御への適用

チューニングレス制御器はサーボ系の速度制御だけでな

く電流制御にも適用が可能である。ここでも某所試験設備

への適用検討例を紹介する。この試験設備ではさまざまな

励磁器や界磁回路の電流制御を行う。励磁器や界磁回路の

抵抗 Rとインダクタンス Lがさまざまな値をとるため

チューニングレス制御器は非常に有用である。

電流制御系の制御対象は，RL回路となるため，一次遅

れ要素となる。この試験機では制御対象が，

………………（7）P＝ ＝ ～ 
1＋187.3s
0.86

1＋Tps
Kp

1＋0.41s
13.4

（6）L≫ Jn≪ ωc

L
J2ωc， 

（5）y＝ u1－ d
L
1

Jns
1

（4）y＝ u1－ d
1＋Js/L
1＋Jns/L

1＋Js/L
1/L

Jns
1

（1）

（3）Pn＝ Jns
1
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図２　棒鋼圧延ミルへのチューニングレス速度制御器の適用：

J＝1.5s に対する外乱応答（操業データ）
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図３　棒鋼圧延ミルへのチューニングレス速度制御器の適用：

J＝2.0s に対する外乱応答（操業データ）
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と，ゲインで15倍，時定数で 457 倍の範囲をとる。

このような制御対象に対して，外乱オブザーバのノミナ

ルプラントは積分，

…………………………………………………

とする。式 を変形しチューニングレスの条件を求めると，

―KpL―≫ 1およびω≪―KpL/Tp―，―L/Jn―が得られる。

このとき，

………………………………………

となる。この結果は電動機速度制御のときとまったく同じ

である。

図６，図７に設定値応答のシミュレーション結果を示す。

電圧指令，電流検出とも定格値で規格化した。フィードバッ

クコントローラは K＝0.025，オブザーバのノミナルプラ

ントの時定数は Jn＝0.5 s，オブザーバのゲインは L＝50/

（1＋2 s）とした。制御対象がそれぞれ P＝0.86/（1＋187.3 s）

および P＝13.4/（1＋0.41 s）でもほぼ同様な応答が得られ

ている。なお本シミュレーションは電流検出の V/F 変換

器の観測ノイズも考慮している。電圧指令に対する観測ノ

イズの影響は十分小さい。

簡易型適応制御によるオートチューニング

富士電機は，制御器のゲインを自動的に変化させる簡易

型適応制御（SAC：Simple Adaptive Control）による電

動機速度制御の研究，開発も進めている
～

。ここでは最近行っ

た，制御対象の慣性モーメントの閉ループ同定を行うオー

トチューニング速度制御器
～

の実験を紹介する。

図８に制御器の構成を示す。規範モデル，フィードフォ

ワードゲイン，フィードバックゲイン，直列補償器および

PI 調節器で構成される。フィードフォワードゲイン KuM，

Kxmとフィードバックゲイン Keyが適応則でオートチュー

ニングされる。規範モデルを Gf，1/s，Grを組み合わせ

て 1慣性系の電動機モデルで構成することが特徴である。

この結果 KuMが慣性モーメントを，Kxmが粘性抵抗を同

（25）（23）

（25）（20）（9）y＝ u1－ d
L
1

Jns
1

（1）

（8）Pn＝ Jns
1
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図４　某所試験設備へのチューニングレス速度制御器の適用：

J＝35sのときの設定値応答（シミュレーション）
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図５　某所試験設備へのチューニングレス速度制御器の適用：

J＝330sのときの設定値応答（シミュレーション）
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図６　某所試験設備へのチューニングレス電流制御器の適用：

P＝0.86/（1＋ 187.3s）のときの設定値応答
（シミュレーション）
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図７　某所試験設備へのチューニングレス電流制御器の適用：

P＝13.4/（1＋ 0.41s）のときの設定値応答
（シミュレーション）
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定することが可能となった。この結果により，どのような

慣性モーメントの制御対象でも同様な応答が得られる。

図９に時定数 J＝0.37 s に対する実験結果を，図 に時

定数 J＝0.03 s に対する実験結果を示す。なお，いずれの

場合も速度制御器のパラメータは同一としている。図９，

図 ともトルク指令，速度検出は定格値で規格化している。

図９は 2台のACサーボモータを組み合わせたもので 1台

が速度制御用電動機となり，もう 1台が外乱トルクを与え

る負荷機となる。図 は，図９に対し慣性モーメントが

1/10 以下となるもので，ACサーボモータでボールねじを

駆動したものである。

図９では停止→速度 1→速度－1→速度 1→停止の 4象

限加減速運転を行っており，時間 2.5 s および 3.5 s で 0.2 s

間外乱トルクを加えている。同図から，良好な運転が確認

でき，フィードフォワードゲイン KuMがほぼ慣性モーメ

ント J＝0.37 s を同定していることも確認できる。なお，

外乱トルクは慣性モーメントの同定値に影響を与えていな

いことが確認できる。１０

１０

１０
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図９　簡易型適応制御による電動機速度制御：

2台のACサーボモータによる実験結果（J＝0.37s）
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図１０　簡易型適応制御による電動機速度制御：

ボールねじによる実験結果（J＝0.03s）
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図 では停止→速度 1→速度－1→速度 1→速度－1→

停止の4象限加減速運転を行っている。図９と同一パラメー

タのコントローラでも，良好な運転が実現できている。ま

た，KuMがほぼ慣性モーメント J＝0.03 s を同定している。

なお，図 での始動時の同定の改善を図るため，現在，摩

擦トルクなど非線形トルク損失を補償する手法を考案中で

ある
～

。

共振機械系の軸ねじり振動抑制制御

大型圧延機などによく用いられているサイクロコンバー

タやサイリスタレオナードは，IGBTインバータなどキャ

リヤ周波数の高い PWMインバータとは異なりトルク制

御系の応答が遅い。このため共振機械系の共振周波数とト

ルク制御系の応答が同程度となる場合がある。近年数多く

提案されている共振機械系の軸ねじり振動抑制制御は，ト

ルク制御系の応答を無視しているものがほとんどのため，

このような制御対象に適用できない。これに対し富士電機

は，トルク制御系の応答を考慮した 2慣性系の速度制御器

を独自に考案し実験によりその効果を確認した
～

。ここでは

トルク制御系の応答が 118rad/s と遅いサイリスタレオナー

ドを用いた実験結果を紹介する。

図 に実験機の構成を示す。共振周波数 13.5 Hz，慣性

比（＝負荷機械慣性モーメント/電動機慣性モーメント）

0.379 の 2 慣性系である。このような制御対象に対し富士

電機が考案した速度制御器で実験を行った
～

。この速度制御

器は PI（または IP，P）調節器と外乱オブザーバで構成

される。図 が外乱応答である。これに対し外乱オブザー

バを削除して PI 調節器だけで速度制御を行ったときの外

乱応答が図 である。それぞれ電動機速度，トルク指令を

定格値で規格化したものを図示している。13.5 Hz の持続

振動が生じている図 の PI 調節器に対し，図 ではこの

振動はまったく生じていない。非常に優れた結果が得られ

ている。

あとがき

外乱オブザーバによるチューニングレス制御について電

動機速度制御および電流制御への適用，ならびに簡易型適

応制御による電動機速度制御のオートチューニングおよび

共振機械系の軸ねじり振動抑制制御を紹介した。

チューニングレス制御は，本稿で紹介したような時定数

などの変動範囲が明らかな制御対象には非常に有用な手段

である。一方，簡易型適応制御は，時定数などの変動範囲

が明らかでない制御対象に対しても適用の可能性を持つも

のである。また慣性モーメントの閉ループ同定だけでなく

摩擦トルクなどの補償についても考察を進めており
～

，無負

荷損トルクの測定の可能性も持つ。これらチューニングレ

ス制御，簡易型適応制御はいずれも人手による現場での

チューニングをなくすことを目的としたもので，チューニ

ングの省力化や個人差による性能のばらつき減少などに寄

（25）（23）

１２１３

１３

１２

（14）（10）

１１
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（25）（23）

１０
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図１２　2慣性系の振動抑制制御：振動抑制制御による外乱応答
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図１３　2慣性系の振動抑制制御：PI 調節器による外乱応答
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与するものと期待される。

共振機械系の軸ねじり振動抑制制御では，トルク制御系

の応答を考慮に入れた速度制御器による実験結果を示した。

大容量電動機などによく使われるサイクロコンバータなど

はトルク制御系の応答が遅いため本手法は有用である。

最後に，研究開発にあたり貴重なご教示，ご指導をいた

だいている慶應義塾大学総合デザイン工学専攻佐野昭教授，

東京工業高等専門学校電気工学科松井義弘助教授および東

海大学工学部大内茂人助教授に深く感謝の意を表す。
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まえがき

近年の電動力応用システムは，高度化・多様化が要求さ

れ，システムを具現化するための情報量（エンジニアリン

グデータ）も増大してきている。富士電機では，これらの

エンジニアリングデータを一元的に管理して効率的に運用

し，プログラマブルコントローラ（PLC）とヒューマンコ

ミュニケーションインタフェース（HCI）のアプリケーショ

ンプログラムの製作を支援する統合エンジニアリング支援

システムにより，エンジニアリングの省力化とリードタイ

ムの短縮を図り，より高品質・高機能なシステムをユーザー

へ提供することを狙ってきた。

本稿では，エンジニアリングの種々の場面におけるより

効果的な支援を目的として，統合エンジニアリング支援シ

ステムの機能を追加・発展させた新しいシステムの概要に

ついて述べる。

エンジニアリング機能の構成

図１にエンジニアリング支援システムの構成と，本稿で

紹介する新機能の範囲を示す。

統合エンジニアリング支援システムは，エンジニアリン

グデータベースを中心にして，各種エンジニアリングの支

援機能で構築されており，データベースにはエンジニアリ

ングの過程で収集した多種多様なデータが蓄積されている。

本稿で紹介する機能は，図１に示すエンジニアリング支

産業プラント用エンジニアリング支援システム
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図１　エンジニアリング支援システムの構成
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援システムの運転方案作成機能と PLC・HCI ソフトウェ

ア設計機能を主に支援し，個々のエンジニアリングの局面

でエンジニアリングデータベースの情報と効果的に連携し

て，業務の合理化と品質向上を実現している。

ソフトウェアの再利用への取組み

３.１ 従来の問題点

３.１.１ PLCソフトウェアの再利用

PLC ソフトウェアの生産性および品質を向上させる手

段として，実績のあるソフトウェアを標準ライブラリ（ソ

フトウェア部品）として蓄積し，これを再利用することが

最も有効である。

このソフトウェア部品は，個々のシステムに使用するた

めに，サブルーチンやモジュールの形で提供されるが，最

適な変数名（ラベル）および変数名に対する説明（コメン

ト）をソフトウェア部品に張り付けるという作業がある。

従来，この作業は，設計者の手で行っており，これが生産

性や品質向上の妨げになっている。

３.１.２ 操作 I/L リストとインタロック回路の作成

アクチュエータの使用方法や自動運転の方法を定義する

ドキュメントの一つとして，操作スイッチの組合せとイン

タロック（I/L）を表した，「操作 I/L リスト」がある。

個々のアクチュエータや自動運転の操作方法は設備により

異なり，かつ，それらのインタロックも機械構成などに大

きく左右される。そのため，それぞれの操作やインタロッ

クは，その都度，多大な時間をかけ，顧客をまじえて検

証・確認され，その結果として，操作 I/L リストが作成さ

れる。同様に，この操作 I/L リストから作成されるインタ

ロック回路も多種多様となるため，あらかじめ定型的な部

品を用意しておくことができない。

３.２ 編集設計機能

３.２.１ 編集設計の構造

前述の問題を解決するため，本エンジニアリング支援シ

ステムでは，下記の作業を支援する編集設計機能を実装し

ている。

ソフトウェア部品からアプリケーションソフトウェア

を自動生成する機能

各種機器の仕様を定義した機器リストから操作 I/L リ

ストを自動生成する機能

操作 I/L リストからインタロック回路を自動生成する

機能

図２に編集設計機能の仕組みを示す。

３.２.２ ソフトウェアの自動生成

図３にソフトウェアの自動生成の仕組みを示す。設計者

は，選択したソフトウェア部品に対して，該当する機器リ

ストの ITEMを指定する。このことにより，機器リスト

データベース（DB）からラベル・コメント情報を自動的

に抽出し，ソフトウェア部品の変数として張り付け，回路

を自動生成するとともに，他回路との結線を行う。

３.２.３ 操作 I/L リストの自動生成

操作 I/L リストの自動生成の手順を図４に示す。

操作 I/L リストのフレームの自動生成

機器リストから，機器の種類に対応した操作 I/L リスト

のフレームが自動生成される。

ITEMの入力とコメントの自動生成

機器リストの ITEMを操作 I/L リストに入力する。こ

れにより，機器リストDBから自動生成されたコメントが，

操作 I/L リストの必要箇所に自動的に張り付く。

操作方法とインタロックの入力

操作方法とインタロックの組合せを○， で入力する。

ここで○， で表現しきれない複雑なインタロックは，ロ

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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編集設計機能 

機器リスト 
顧　客 

仕　様 

（2） 
自動生成 

操作I/Lリスト 

再　利　用　機　能 

標準ライブラリ 

部品選択 

データ抽出 

データ 
抽出 

操作I/Lリスト・回路作成機能 

操作部自
動抽出 

インタロック部自動抽出 
回路自動生成 

再利用機能への 
リンク 

編集設計による 
回路設計 

（1）ソフトウェア 
  自動生成 

 

（3）ソフトウェア 
  自動生成 

ラダー 

FB図 

SFC

インタロック回路 
（条件テーブル） 

手入力 

自　動 
運　転　方　案 

PLCソフトウェア 

図２　編集設計機能の仕組み
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ジック図で指定する。

図５に操作 I/L リスト作成画面を示す。

３.２.４ インタロック回路の自動生成

各制御項目のインタロック回路は，PLCのプラグラム

言語の一つである条件テーブル形式に自動生成される。

インタロック回路の自動生成について図６に示す。

条件テーブル回路の出力部の生成

インタロック回路（条件テーブル）の出力部は，操作

I/L リストの機器情報からラベルとコメントを抽出し，自

動生成される。

条件テーブル回路のインタロック部の生成

条件テーブルのインタロック部は，操作 I/L リストの

○， やロジック図を同じ形式の回路に自動変換した後，

インタロック情報からラベルとコメントを抽出し，自動生

成される。

図７にインタロック回路生成の編集画面を示す。

汎用ツールを活用したエンジニアリング

近年，パソコンの普及は，目を見張るものがあり，電動

力応用システムのエンジニアリングにおいて不可欠なもの

となっている。また，Excel
〈注1〉

や VISIO
〈注2〉

などの汎用ツールを

〈注１〉Excel：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉VISIO：米国Microsoft Corp. の登録商標

（2）

（1）
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機器リスト 

モ　ー　タ　リ　ス　ト 

ITEM 用　途 名　称 
回転方向 

 REVFWD 

  E5AC1E05-AC-01  ロール交換装置 前進 後退 

（1）フレームの自動生成 

ITEM自動検索 

操作I/Lリスト 

E05-AC-01 
ロール交換装置 

コメント 

ロール交換　前進 

ロール交換　前進限 

ロール交換　後退 

ロール交換　後退限 

クリップ　HP位置 

クランク　開放 

ロール交換　停止 

ITEM

CSA01-A

CSA01-C
CSA01-B

操
　
作 

イ
ン
タ
ロ
ッ
ク 

LS-E503

LS-E504

PX-E201

PS-E909

前進 後退 

コメント自動生成機能 

機器リスト 

器　具　リ　ス　ト 

ITEM

CSA01

用途銘板 器具銘板 

ロール交換 前進ー停止ー後退 

コメント自動生成データ 

ITEM 生成コメント 

(CSA01-A)

(CSA01-B)

(CSA01-C)

ロール交換　前進 

ロール交換　停止 

ロール交換　後退 

コメント自動張付け 

（2）ITEMの入力 （3）○，×を入力 ロジック図 

図４　操作 I/L リストの自動生成

図５　操作 I/L リスト作成画面
機器リスト 

バ　ル　ブ　リ　ス　ト 

ITEM 用　途 名　称 
動作説明 
（b） （a） 

  D1SV1D01-SV-01  

ラベル・コメント情報の自動生成 

選択 再利用機能 
部品とラベル・コメント情報の結合 

回路自動生成 
PLC

アプリケーションソフトウェア 

D1SV1MA1.M 
トリマー開 
手動指令 

D1SV1MA1.0 
トリマー開 
出力 

標準ライブラリ（部品） 

トリマー開閉 開 閉 

図３　ソフトウェアの自動生成
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使用して，エンジニアリングドキュメントを作成すること

が日常的となっている。これらを用いて作成した電気品の

仕様書や運転方案などの電子ファイルは，PLCのプログ

ラム自動生成や，監視 HCI 画面へ展開するためのリソー

スとして利用されている。ここでは，Excel を用いたプロ

グラミング支援ツールと，Excel と PLC 間のデータ連携

機能を紹介する。

４.１ Excel によるプログラム支援ツールの実現

４.１.１ 従来との比較

従来，自動運転の運転方案などは，図８に示すように，

例えば SFC（Sequential Function Chart）などの表現形

式でドキュメント化され，適用する PLCのプログラミン

グ支援ツールに対し，同じような表現形式のプログラムを

入力してきた。しかし，この方法には以下の問題があった。

入力作業が二度手間

運転方案とプログラムが不一致

運転方案に試験結果を反映させる作業が必要

これらを改善する一つの手法として，Excel を用いて

SFC，タイムチャート，制御ブロック図や条件テーブルな

どを記述し，これからプログラムを自動生成するプログラ

ミング支援ツールを開発した。従来と比較したプログラミ

ング手順の違いについて図８に，また Excel での SFC の

表現例を図９に示す。

４.１.２ 特　長

Excel を用いたプログラミング支援ツールは，汎用ソフ

トウェア連携機能により，既存プログラミング支援ツール

と，変数のラベル・コメント情報や，クロスリファレンス

情報などを共有して，密接な関係を持っていることを大き

な特長としている。また，Excel を用いて実現しているが

故の特長を以下に記す。

ほとんどのパソコン上で動作するので，顧客とのデー

タ交換が容易

自由なコメント記載が可能（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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操作I/Lリスト 

E05-AC-01　ロール交換 

用途コメント 

ロール交換　前進 

ロール交換　前進限 

ロール交換　後退 

ロール交換　後退限 

クリップ　HP位置 

クランク　開放 
冷却ファン運転 

ロール交換　停止 

ITEM

CSA01-A

E05AC01Z1.M

LSE503.1

LSE504.1

PXE201.1

PSE909.1

E1AC-10.1F

E05AC01Z2.M

E05AC01Z3.M

E05AC01Z4.M

CSA01-C
CSA01-B

操
　
作 

イ
ン
タ
ロ
ッ
ク 

LS-E503

LS-E504

PX-E201

PS-E909
E1AC-10

前進 後退 

インタロック回路（条件テーブル） 

ロール交換　前進　起動条件 

ロール交換　前進　運転条件 

ロール交換　後退　起動条件 

ロール交換　後退　運転条件 

ロール交換　前進限 
ロール交換　後退限 

クリップ　HP位置 

クランク　開放 

冷却ファン運転 

出
　
力
　
部 

イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
部 

（1）機器情報の 
　　  ラベル， 
　　  コメント抽出 

（2）インタロック部 
　　  ロジックの自動 
　　  変換 

（2）インタロック部 
　　  ラベルのコメン 
　　  ト抽出 

W
W

W

W

PLCソフトウェア 運　転　方　案 

図６　インタロック回路の自動生成

図７　インタロック回路生成の編集画面

エンジニアリング ソフトウェア設計・製作・デバック 

エンジニアリング・ソフトウェア設計・製作・デバック 

［ワープロなど］ 

機能仕様書 

従来 

SFC

コメント 

［Excel］ 

機能仕様書 

SFC

コメント 

SFC

［エンジニア 
　リングツール 
　/ローダ］ 

モニタ 
［PLC］ 

オブジェクト 
プログラム 

［PLC］ 

オブジェクト 
データ 

ドキュ 
メンタ 

ドキュメンタ 

〈印刷〉 

Excel 自動生成 

入
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変
　
換 

図
面
フ
ォ
ロ
ー 

図８　PLCのプログラム作成手順
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Windows
〈注３〉

のスタイルに従った，GUI（Graphical User

Interface）画面の作成が容易

ユーザー要求にあわせて改良を加えることが容易

容易に扱える編集・印刷機能を実現

運転方案書の完成図書作成作業が不要

４.２ データ連携機能

従来，プラントの生産管理や工程管理，監視制御などの

機能は，専用HCI や，SCADA（Supervisory Control And

〈注３〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

Data Acquisition）を採用し，これらによって提供される

専用通信プロトコルや，関数を利用して PLC内部のデー

タをアクセスしていた。

これに対して最近では，DDE（Dynamic Data Exchange）

や，OPC〔OLE（Object Linking and Embedding）for

Process Control〕などのオープンなインタフェースを利

用して，簡単にPLC内部のデータのアクセスが可能となっ

ている。これにより運転方案として VISIO で作成したプ

ラントのイメージ図は，色替表示や，データ表示部分を追

加するだけで監視画面へ容易に流用可能となる。これらの

データ連携機能と，汎用ツールの機能構造図を図 に示す。１０

（6）

（5）

（4）

（3）
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図９　SFCを Excel で記述した例
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　D300win
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支援ツール 
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支援ツール 

汎用 
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連携 
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Windows NT，95，98，2000
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パソコン 

ソフトウェア構造図 

MICREX-SX ACS-2000

図１０　機能構造図
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ソフトウェアコンバータ

５.１ ニーズ

電動力応用システムにおける設備投資は，既存の設備の

延命化と，その活用による高機能・省力・省保守化を目的

とした老朽電気品の更新投資に集中してきており，その更

新のほとんどに PLCの更新が含まれる。

PLC更新では，既存設備の機能を忠実に踏襲すること

が必須（ひっす）とされ，そのうえに新たな機能を付加す

ることが多い。既存設備の機能を忠実に再現するためのエ

ンジニアリングのリードタイム短縮と品質の確保が，この

ような更新における重要課題である。

富士電機では，これらの課題に対応して，PLC更新に

おいて，プログラミング言語を異にするソフトウェアのコ

ンバータを開発したので紹介する。

５.２ プログラミング言語の変遷

富士電機の PLCのプログラミング言語は，表１に示す

ように，問題向き言語（E-POL：MICREX-E Problem

Oriented Language）から関数型言語（FCL：Function

Control Language）へ変遷し，現在のMICREX-AXに至っ

ている。

問題向き言語 E-POL と関数型言語 FCL の特徴は以下

のとおりである。

問題向き言語E-POL

アセンブラ言語と等価の書式で表現され，命令コードと

オペランドで構成される。演算過程が内部レジスタに保持

され，その値を次の命令に引き継ぎながら処理が実行され

る。

関数型言語FCL

関数型構造を持つ言語であり，関数名と複数個の引数で

構成される。一つの関数呼出し式は必ず一つの値を持ち，

処理が完結する。

図 にE-POLと FCLの構成を示す。

５.３ ソフトウェアの変換の難しさと解決策

ソフトウェアコンバータは，前述の問題向き言語 E-

POLを関数型言語FCLへ自動コンバートする機能である。

この機能を開発するうえで，主に考慮した点を以下に述

べる。

プログラム制御方法の違い

分岐などのプログラム制御において，E-POL はジャン

プを用いてこれを実現しているのに対して，FCL は

IF/THEN/ELSE などのプログラム構造文を用いて実現し

ている。これらの処理は命令単位の互換がないので。プロ

グラム制御の構造を解析して変換を行った。

処理アルゴリズムの解析

E-POL では複数の命令の組合せで一つの処理が完結す

るのに対して，FCL は一つの関数呼出し式で処理が完結

する。したがって複数の E-POL 命令の組合せを，一つの

FCL の関数呼出し式に置き換えるための変換アルゴリズ

ムを導出した。

アドレス情報のコンバート

E-POL と FCL では，対象とする PLCのアドレス構造

が異なるので，プログラムが持つアドレス情報に互換がな

い。この E-POL のアドレス情報を FCL へ有効に引き継

ぐために，E-POL のアドレス情報を加工してFCLのアド

レス情報へ変換した。

５.４ ソフトウェアコンバータの機能概要

図 にソフトウェアコンバータの運用フローを示す。

ソフトウェアコンバータの機能は，E-POL ソースプロ

１２

（3）

（2）

（1）

１１

（2）

（1）
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（論理演算の例） 

AND

E-POL

FCL

命令語 オペランド 処理 

（関数　引数1　　      　　  引数2）処理 
（関数  引数1  引数2） 

R [X
,
1
,
→BA]

X
,
1
,
/P1

X
,
2
,
/P2

X
,
3
,
/P3

X
,
1
,

A [BA AND X
,
2
,
→BA]X

,
2
,

W [BA →X
,
3
,
]X

,
3
,

(BA : ビット演算レジスタ) 
 

（W   （&     P1      P2）    P3）  [P1 AND P2→P3] 
 

図１１　E-POLと FCLの構成

表１　プログラミング言語とPLCの変遷 

プログラミング言語 PLC

E-POL
MICREX-P（第一世代）［1975年～］ 
MICREX-P（第二世代）［1981年～］ 

FCL
MICREX-P（第三世代）［1988年～］ 
MICREX-IX（第四世代）［1992年～］ 
MICREX-AX　　　　　［1998年～］ 

EPOL 
ソース 

メモリ 
マップ 

（補助情報） 

メモリ 
マップ 
定義情報 

システム 
変換規約 

ユーザー 
変換規約 

ソフトウェア 
コンバータ PG，FM 

一覧 

FCL 
テキスト 

アドレス，コメントの入力 
（テキストエディタで編集） 補助情報 

補助情報 
　アドレス自動割付け 

ユーティ 
リティ 
　補助情報 
　の入力 

変換 
　FCLテキ 
　ストを読 
　み込む　 ラダー図 

 
ファンク 
ション 
ブロック図 

プログラミング支援ツール： 
FPROCES-C

図１２　ソフトウェアコンバータ運用フロー
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グラムを FCLプログラムのテキストファイルへコンバー

トする機能である。このテキストファイルをプログラミン

グ支援ツールである FPROCES-C に取り込むことで，変

換された FCLプログラムをラダー図，ファンクションブ

ロック図で視覚的に確認できる。

ソフトウェアコンバータでは，設計者の支援を円滑に行

えるように以下の機能を用意している。

部分変換と一括変換

変換するプログラムの範囲と手順に対応して，プログラ

ムモジュール単位に一括で変換するか，または，部分的に

変換するかが選択可能である。部分変換は部分変換画面で

変換する部分と変換先の位置を選択して変換する。図 に

ソフトウェアコンバータの画面構成を示す。

ユーザー変換規約

ソフトウェアコンバータの基本となる変換ルールは，シ

ステム変換規約としてシステムが運用・管理する。設計者

が変換ルールをカスタマイズする場合には，ユーザー変換

規約を定義することができる。このユーザー変換規約はシ

ステム変換規約より優先して処理される。

メモリマップおよびプログラムモジュール（PG），ファ

ンクションモジュール（FM）一覧

以下の一覧表作成の機能がある。これらの一覧表は，

CSV（Comma Separated Value）ファイルで保存・加工

する。

メモリマップ一覧表（図 ）

① E-POL プログラムで使用しているメモリの一覧

１４（a）

（3）

（2）

１３

（1）
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図１３　ソフトウェアコンバータの画面構成

図１５　PG・ FM一覧表作成例図１４　メモリマップ作成例

メイン画面

部分変換画面

変換画面
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表示

② インデックス修飾により相対アドレスで処理され

るメモリの絶対アドレス表示

③　使用先のクロスリファレンスの表示

④ FCL のアドレス情報として引き継がれるラベル

の表示

PG，FM一覧（図 ）

①　E-POLプログラムのモジュール一覧表示

②　各モジュールの容量，空き領域の容量の表示

変換時の変換エラーリスト表示

ソフトウェアコンバータが変換処理中の種々の変換エラー

の履歴表示を行う。自動変換ができない回路がある場合に

その内容を設計者に通知する。

５.５ 課　題

ソフトウェアコンバータに用意しているシステム変換規

約は全 E-POL 命令語の 95 ％をカバーしている。ほとん

どのプログラムの変換は問題ないが，使用頻度が低く，F

CLに互換できない特殊なマクロ処理を行っているE-POL

命令語は変換できない場合がある。今後必要に応じて機能

拡張やユーザー変換規約での対応の蓄積などを行い，ソフ

トウェアコンバータの変換確度を高めていく所存である。

あとがき

電動力応用システムは，今後も種々のテクノロジーとコ

ンポーネントの発展に伴い加速度的に高機能化，複雑化し

ていくなか，より一層のエンジニアリング効率と品質の向

上が求められる。

富士電機では，顧客ならびにプラントメーカーや機械メー

カーとのデータ連携と共有化を推進しながら，さらなるエ

ンジニアリング業務の効率化と高品質をめざし，高度なエ

ンジニアリング支援環境を実現していく所存である。
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（1996）

根津英樹ほか：エンジニアリング支援システム，富士時報，

Vol.70，No.10，p.528-534（1997）

中村千登世・武田義孝：統合コントローラ「MICREX-SX」

システムにおける FA アプリケーションとの連携，富士時報，

Vol.73，No.2，p.122-125（2000）
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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

3089848 山口　　誠移相巻線付整流器用変圧器

3089853 酒井　利明半導体感圧素子

3089870 後藤　友彰シリコン基体の加工方法

3089873
丸山　宏志
望月　幸広
斉藤　　実

出力回路

3089879 大久保堅司単相変圧器

3089897 吉崎　　務紙幣払出装置

3089911 上野　勝典半導体装置

3089919 佐藤　和彦蒸気タービン

3089935 林　　巨己
戸井　雅則正弦波交流信号の周波数検出方法

3090029 川田　紀右定着ローラおよびその製造方法

3090064
井口　　靖
川田　紀右
山田　羊治

定着ローラおよびその製造方法

3090078
平田　伸生
泉　　晶雄
佐藤　隆郷

測距装置

3090088 諏訪　延行クリーンルームのファンフィルタユ
ニット

3091050

平野　　博
牛山　正之
石井　幸伯
渡辺　典久

ディスク状基板用支持具

3092265 森　　久直
大森　　明自動販売機の省エネルギー制御装置

3092284 井上　歳春アーク炉電極の電流制御装置

3092307 加藤　和之半導体圧力センサ

3092340 菊地　　聡
藍原　隆司

PDM変換装置
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まえがき

鉄鋼業界を取り巻く経済環境は依然厳しいが，粗鋼生産

は 9,100 万トンまで下落した1998年度を境に増加に転じ，

2000年見通しでは 1億トン前後まで回復しつつある。この

ような背景のもと老朽設備の近代化，設備の集約による効

率化，生産性の向上などの目的で設備投資が増えつつある

状況となってきた。

富士電機では，大型圧延設備，棒鋼線材圧延設備，パイ

プ圧延設備などに多くの実績を誇っているが，本稿ではこ

れら圧延設備に適用するドライブ制御システムに焦点をあ

てて，最近の技術動向について述べる。

富士電機の圧延設備用可変速駆動システム

富士電機では厚板圧延設備，大型形鋼可逆圧延設備にお

いて，新設の場合だけでなく老朽化更新の場合でも従来の

直流電動機に替えて容量アップを考え，2,000 ～ 10,000 kW

のサイクロコンバータ方式，GTO（Gate Turn-Off thyris-

tor）方式，高圧 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transis-

tor）方式の交流化を提案している。また，棒鋼・線材圧

延設備の主機電動機のような数百 kWから 2,000 kW程度

の中小容量用途においても，1995年以降に IGBTインバー

タが登場したことで，それまでの直流機に代わって誘導電

動機を適用することが可能となり，プラントの全交流駆動

化が進んだ。

図１に富士電機の圧延設備用交流可変速駆動システムの

適用マップを示す。

可逆圧延設備

３.１ ドライブシステムの考え方

可逆圧延設備の主機ドライブシステムとして，サイクロ

コンバータ，高圧大容量 IGBTインバータ，GTOインバー

タを適用する。

３.２ 富士電機のドライブ装置

サイクロコンバータ

富士電機の可逆圧延機用ドライブ装置として72アーム循

環電流なしサイクロコンバータの適用例について述べる。

主回路構成を図２に示す。2,750 kW同期電動機の駆動用

として入力電圧 1,250 V，出力電圧 3,000 V で主回路サイ

リスタは 4,000 V 耐圧素子を使用している。全ディジタル

形トランスベクトル制御装置を搭載し材料かみ込み時のイ

ンパクトドロップ補償制御（オブザーバ制御）を付加して

いる。

（1）
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図１　圧延設備用交流可変速駆動システムの適用マップ

SM

図２　72アーム循環電流なしサイクロコンバータの主回路構成
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4 kV 級高圧 IGBTインバータ/コンバータ

今後の駆動装置としては，4kV級 IGBTインバータ/コ

ンバータを適用していく。主回路は高耐圧 IGBT素子２直

列の 3レベルインバータで，入出力電圧は 3.3 kVである。

容量としては単機で2,000kVA，２多重化により，4,000kVA

まで対応する。特長として，入出力変圧器が不要のため装

置の小型化が図れ，また電源側への回生が可能である。

３.３ 世界最大級の厚板仕上圧延機用駆動システム

新日本製鐵（株）大分製鐵所向けにシーメンス社と協力し，

既設直流電動機を容量アップ更新し，世界最大級の厚板仕

上圧延機用（10,000 kW，55/110 r/min × 2 台，上ロール，

下ロール用）にサイクロコンバータ駆動システムを納入し

たのでその概要を紹介する。

電動機

新電動機は既設直流電動機の 25 ％出力アップとしなが

ら既設基礎を流用できるよう，コンパクトで短絡荷重が小

さい設計とした。このサイクロコンバータ駆動用同期電動

機は円筒形回転子を採用することで堅ろうな構造となり，

さらに回転子，固定子とも組立接続完了後に一括含浸絶縁

処理を行うことで，過酷な可逆圧延機の運転に対して十分

な信頼性を確保している。また，既設駆動側軸受，中間軸

受および中間軸の支えについては出力アップに伴う強度を

確保するため，有限要素法解析などに基づき部材の補強・

追加を実施した。新電動機の外観を図３に示す。

サイクロコンバータ

サイクロコンバータの主回路構成例を図４に示す。逆並

列・非循環電流方式（32アーム）で，電動機結線はオープ

ン結線を採用し，電動機巻線ごとに独立に変換器を設けて

いる。主変圧器と電源回路は共通電源方式とし，変換器ご

とにACリアクトルを設けシンプルでかつ変換器の独立性

を確保している。変換器が独立していることで切換動作時

に相間電流の干渉がないこと，電流ゼロを直接監視して切

換時間を確実かつ最小とすることで一般の非循環電流方式

に比べトルクリプルが小さく，出力周波数も高くできるこ

とが大きな特長である。

３.４ 制御機能

厚板仕上圧延機の速度制御系の構成

速度制御系は，通常のPI調節器による速度フィードバッ

ク制御ループに，速度設定のフィードフォワード制御によ

る設定値応答改善に寄与するループと外乱オブザーバによ

る外乱応答の改善に寄与するループを付加した構成となっ

ている。外乱オブザーバによる応答改善の制御概略ブロッ

ク図を図５に示す。また，上下ミル間の圧延トルクを均一

にするロードバランス制御も駆動制御装置内部で実現して

いる。ロードバランスの制御概要ブロック図を図６に示す。

コールドランシミュレーション

大型圧延設備において，ミル本体・付帯機器・前後テー

ブルを対象にセンサの材料検出状態をプログラマブルコン

トローラ（PLC）内部で模擬的に発生させ機械設備を材料

なし状態で自動運転することによってオフラインで動作確

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）
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図３　新電動機の外観

図４　サイクロコンバータの主回路構成

上ミル駆動装置 

下ミル駆動装置 
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上ミル速度設定 
＋ 
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＋ 

＋ 
－ 

－ 

上ミル速度指令 
上ミルトルク 

図６　ロードバランス制御ブロック図
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設定 

外乱 
オブザーバ 
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K

図５　速度制御系の制御ブロック図
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認する機能を具備したシステムも提供している。保守休止

明けや機械の取替え後の操業再開時の試運転確認を短時間

かつ容易に行うことができる。

連続圧延設備

４.１ ドライブシステム

圧延主機ミルモータ用やシヤー，冷却床レイクなどのベ

クトル制御が必要な設備とテーブルなどの V/f一定制御

の設備いずれにも，3レベル/2 レベル IGBTインバータを

適用している。3レベル IGBTインバータは，高精度速度

制御を行う全ディジタル式ベクトル制御を採用した

「FRENIC4400VM4」である。2レベル IGBTインバータ

は，「FRENIC4000VM4」「FRENIC4000FM4」である。仕

様を表１，表２に示す。従来は上位 PLCで実行していた

シヤーなどの 1サイクル運転機能やミルスピンドルなどの

定位置停止（APC）機能をインバータで行うことで PLC

のアプリケーションソフトウェア量を削減した。また，速

度追従性と負荷追従性を独立に調整できる 2自由度制御を

インバータに搭載することで制御性能の向上を図っている。

２自由度制御の制御ブロック図を図７に示す。

４.２ 制御システム構成

棒鋼・線材圧延設備などの連続圧延設備では標準化され

た制御システムを適用している。図８にシステム構成例を

示す。圧延主幹制御や高速シヤー測長切断制御用 PLCに

はアドバンストコントローラ「MICREX ACS-2000」を，

加熱炉・精整設備・ユーティリティなどの制御には汎用高

性能コントローラ「MICREX-SX」を採用している。これ

らの PLC は従来の富士電機製 LAN（DPCS，PE/P リン

ク，Tリンク）によりネットワークを構築できるのはもち

ろんのこと，Ethernet
〈注〉

，PROFIBUS，FL-net，DeviceNet

などのオープン LAN にも対応している。また，HCI

（Human Communication Interface）として操作デスク埋

込み形 LCD（Liquid Crystal Display）を採用し，100 サ

イズ程度の圧延設定データ管理までは本デスクのみで対応

可能としている。さらにサイズデータ数の多い場合にはパ

ソコンでデータ管理し，LCDは操業設定監視に徹する使

い方としている。PLCおよび駆動装置の一括データ監視

装置としてプラント集中監視システム「FORS-7000」を

設置し，保守の合理化と故障・不具合発生時の迅速な復旧

対応をサポートすることができる。

４.３ 制御機能

外乱オブザーバは外乱応答改善だけでなく，その応用の

可能性が知られている。

負荷慣性の大きな系の速度制御

電動機容量に対し機械慣性モーメントがきわめて大きな

制御対象（例えば，線材圧延設備のレイングヘッドやポー

リングリールなど）では，速度調節器のゲインを数百倍に

もする必要があり現実的でない。ここに外乱オブザーバの

応用で速度制御系全体のゲインを上げることで応答を改善

した。

速度制御系のチューニングレス化

例えば棒鋼圧延機では，材料かみ込み時のインパクトド

ロップ量の改善のためのファインチューニングを現地試験

時に個別に実施していたが，外乱オブザーバを応用し 1慣

性系を対象とした速度制御系のチューニングレス化を実現

した。これにより現地試験時間を短縮した。

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

（2）
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表１　FRENIC4400VM4の仕様 

項　目 
形　式 

定格出力容量 

制御方式 

入力電圧 

出　力 

制御性能 

運転方式 

電　圧 

周波数 

過負荷 

制御範囲 

制御精度 

界磁制御範囲 

トルク精度 

FRENIC4400VM4

1,200 kVA 

正弦波PWM 
ACRマイナーASR制御 

DC1,200 V 

三相800 V 

0.2～120 Hz 

150％　1分間 

速度　1：600 

±0.01％　定格回転速度 

1：3（1：4） 

±5％ 

正逆運転（4象限） 

表２　FRENIC4000シリーズの仕様 

項　目 

形　式 
FRENIC4000VM4

入力電圧 DC600 V 

AC400 V 

200 Hz（最大） 

10，15，25，38，50，75，100， 
150，225，300，375，450（kVA） 

100％連続，過負荷耐量150％1分間 

4象限 

容量系列 

インバータ多重化 
二重化600～900 kVA 
（最大六重化2,700 kVA） 

定　格 

運転モード 

電　圧 

周波数 

出
　
力 

方　式 

範　囲 

界磁範囲 

制
　
御 

FRENIC4000FM4

1：1,000 1：80

1：4 1：4

ベクトル制御＋正弦波PWM 
速度制御 

正弦波PWM 
　/　一定制御 V  f

機械時定数　×速度指令変化率 
　（s）　　　　  （％/s） 

J

速度PI調節器 
（ASR） 

速度検出値 

＋ ＋ 
＋ 

－ 

速度 
指令値 

トルク 
指令値 

2自由度補償値 

図７　2自由度制御ブロック図
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４.４ 制御システム機能の標準化

圧延主幹制御，圧延補機の個別制御，冷却床以降の搬送

制御などについて，制御方案とリンクする形で設定表示を

含めたソフトウェアについて標準化を行っている。この標

準化により高品質で運転操作しやすいプラントシステムを

提供するとともに短納期低価格対応を行っている。表３に

標準化機能項目例を示す。

パイプ圧延機用ドライブ制御システム

５.１ システム構成

富士電機はパイプ製造設備における製品の高品質化およ

び小ロット多品種化，操業の安定化，保守の省力化などの

ユーザー要求にこたえる制御システムを提案している。パ

イプ圧延機用ドライブシステムの構成を図９に示す。

操作デスクはタッチパネル式 LCDと集合形照光式押

しボタンユニット（PBL ユニット）から構成する標準

デスクである。

圧延機の主幹制御 PLCはMICREX ACS-2000，圧延

機用交流電動機の可変速駆動装置はベクトル制御 IGBT

インバータである。

操業状態の監視，トラブル発生時の早期原因究明を目

的として，主幹制御 PLCと可変速駆動装置をプラント

集中監視システムで監視する。

圧延機用交流電動機の機械的強度，過負荷耐量などは，

圧延用直流電動機の規格 JEM1157-2 種に準ずる仕様と

した誘導電動機を適用している。

５.２ パイプ圧延制御の特長

パイプ圧延における制御は次のとおりである。

圧延機にパイプの先端がかみ込んだ時に発生する瞬時

速度降下を抑制する目的で，オブザーバ制御を可変速駆

動装置に搭載している。

圧延機をパイプ溶接点が通過する時にパイプの破断を

防止する目的で，スタンド間張力低減制御を行っている。

パイプの外径・肉厚・形状のデータから圧延機速度を

計算したミルセットアップをコンピュータ，設定用パソ

コンを用いて行っている。また，圧延実績により最適圧

延時のデータを圧延制御に使用する学習制御機能を付加

している。
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表３　標準化機能項目 

圧延速度主幹 

™スタンド速度単独調整 
™スタンド速度手動カス 
　ケード調整 
™スタンド速度自動カス 
　ケード調整 
™ループ制御（大ループ/ 
　小ループ優先選択可） 
™キッカータイミング 
　制御 
™抽出ピッチ/間ピッチ 
　制御 
™（ミルスピンドルAPC） 
™ブロックミル制御 
™スタンド間極小張力 
　制御

圧延補機 

™シヤー制御 
　（クロップシヤー，ディ 
　バイディングシヤー） 
™アズロール測長 
™ビレット長一定化切断 
　制御 
™最終材長調整切断制御 
™振分け装置制御 
™CB入側トラフ制御 
™CB入側ピンチロール 
　制御 
™CB入側テーブル制御 
™CB入側払出し制御 

™線材ライン補機制御 
　　CS，フラッパ 
　　水冷ゾーン 
　　ピンチロール 
　　水冷ゾーン 
　　レイングヘッド 
　　ループコンベヤ 

冷却床・精整 

™冷却床レイク 
　制御 
™アライニング 
　制御 
™冷却床出側材料 
　整列制御 
™冷却床出側材料 
　取出し制御 
™コールドシヤー 
　テーブル搬送 
　制御 
™コールドシヤー 
　切断制御 

MCC リレー盤 

Tリンク/ 
DeviceNet

Tリンク/ 
DeviceNet

Tリンク/ 
DeviceNet

Tリンク/ 
DeviceNet

操作盤 

電磁弁盤 

可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 

MCC リレー盤 

操作盤 

電磁弁盤 MCC リレー盤 

操作盤 

電磁弁盤 MCC リレー盤 

ユーティリティ 
制御PLC 
MICREX-SX

PLCおよび駆動装置 
データ監視装置 
FORS-7000圧延データ管理 

〔主操作室〕 

設定・監視操作 

精整設備 
MICREX-SX

加熱炉PLC 
MICREX-SX

Ethernet

PROFIBUS

圧延ラインPLC 
MICREX 
ACS-2000

冷却床および 
CB出側設備PLC 
MICREX 
ACS-2000

操作盤 

電磁弁盤 

上位 
コンピュータ 

図８　条鋼圧延設備標準システムの構成例
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５.３ その他

上記制御のほか，搬送装置，誘導加熱装置，切断装置，

冷却装置，出荷装置などの制御，生産管理コンピュータシ

ステムも含めたパイプ製造設備の統括制御システムも提供

している。

あとがき

最近の圧延機用ドライブ制御システムの適用について紹

介した。今後も圧延プラントにおける高品質化，省力化に

こたえるべく，ドライブ制御装置の大容量化，高圧化，高

性能化を図るとともに最適システムを提案していく所存で

ある。

参考文献

常盤信行ほか：世界最大級厚板可逆圧延機のリフレッシュ，

電気学会金属産業研究会，MID-00-01（2000）
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PROFIBUS

TCP-UDP/IP

【コンピュータ室】 

【電気室】 

【詰め所】 

【運転室】 

標準操作盤 

集中監視 
FORS-7000生産管理 

コンピュータ 

切断制御PLC 
MICREX-SX

搬送制御PLC 
MICREX-SX

圧延主幹制御PLC 
MICREX 
ACS-2000

可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 

搬送機用電動機 切断機用電動機 圧延機用電動機 

図９　パイプ圧延機用ドライブシステム構成



西郷　宏治

電動力応用プラントのエンジニア

リング業務に従事。現在，電機シ

ステムカンパニー電機・交通シス

テム事業部電機技術部担当課長。

電気学会会員。

田中　芳紀

産業プラント用電動力応用システ

ムの企画・設計業務に従事。現在，

電機システムカンパニー環境シス

テム事業部システム技術部担当課

長。

富士時報 Vol.73 No.11 2000

まえがき

プロセスラインは，コイル状の鋼板を巻き戻し，溶接機

で溶接することによりコイル状の鋼板を設備内に次々と送

り込み，酸洗，焼鈍，めっきなどの表面処理を連続的に行

い，再びコイル状に巻き取るか，一定の長さの切板にする

表面処理鋼板製造設備である。

このようなプロセスラインに使用されるドライブ制御シ

ステムは，搬送する鋼板に適切な速度・張力を与えながら

多数の電動機を運転するために，高精度な速度揃速（せん

そく）制御，張力制御，負荷バランス制御などが必要とさ

れる。

本稿では，最近のプロセスラインに納入されている電気

品の特徴と制御技術について述べる。

システム構成の特徴

最近の連続焼鈍ライン（CAL）や連続亜鉛めっきライ

ン（CGL）といった鋼板を搬送するための可変速駆動装置

（インバータまたはサイリスタレオナード）が 200 台以上

使用される大規模プロセスラインの EIC 統合システム構

成例を図１に示す。

このシステム構成の特徴は，以下のとおりである。

中間コントローラの採用

入側，中央，出側の各セクションのインバータは中間コ

ントローラ（MFC：Mid Field Controller）を介して各セ

クションのプログラマブルコントローラ（PLC）に接続さ

れる。

MFCは，ISO で提唱された CIMモデルのレベル 1と

（1）
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[入側運転室]

HCI HCI HCI HCI

計装DCS 
ACS-2000

入側PLC 
ACS-2000

PEリンク 

入側MFC 
ACS-2000

VVVFVVVF

MCC

Tリンク 

リレー盤 I/O盤 

操作盤 電磁弁盤 
センサ 
受信盤 

中央PLC 
ACS-2000

PEリンク 

中央MFC 
ACS-2000

VVVFVVVF

MCC

Tリンク 

リレー盤 I/O盤 

操作盤 電磁弁盤 
センサ 
受信盤 

出側PLC 
ACS-2000

PEリンク 

出側MFC 
ACS-2000

VVVFVVVF

MCC

Tリンク 

リレー盤 I/O盤 

操作盤 電磁弁盤 
センサ 
受信盤 

[出側運転室]

プロセス 
コンピュータ 

トラッキング 
PLC 

ACS-2000

集中監視 
システム 

FORS-7000

CRT AES

Ethernet

PEリンク 

PROFIBUS

図１　大規模プロセスラインのEIC 統合システム構成例
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レベル 2の中間に位置するコントローラである。

MFCを採用することにより，主幹制御のパッケージ化

が大幅に可能になり，ソフトウェアの生産性および品質の

向上が達成できる。MFCの特長は， 章で述べる。

IGBTインバータ「FRENIC4000 シリーズ」

プロセスラインで多数を占めるヘルパーロールは，1.5

～ 7.5 kW程度である。2レベル IGBTインバータFRENIC

4000 シリーズは 1面（幅 800mm×奥行 652mm）に 50

kVA以下のインバータを 8段収納することができ，省ス

ペース化を図っている。また，高精度な速度制御により各

ロールの揃速を合わせている。

統括コントローラによる自動運転

各セクション用 PLCにより，入出側コイルハンドリン

グ，先端・尾端通板を自動で行うことにより，省人化を可

能としている。

EIC 共通HCI（Human Communication Interface）

EIC 統合 HCI とすることにより，情報の一元化を図り，

CRTの共有化を行っている。汎用パソコンをベースとし

た HCI とすることにより，安価で使い勝手のよい画面を

構築でき，他の OA系アプリケーションとのデータ連携

が容易である。

オープンなネットワークの採用

PLC ープラント操作・監視用 HCI 間は Ethernet
〈注〉

，

MFCーインバータ間は PROFIBUS-DP を採用し，シス

テムのオープン化を実現している。PROFIBUS-DP は全

世界で約 250 社，35,000 機器の使用実績を持つデファクト

スタンダードバスであり，高速アクセス（12Mbps）が可

能である。

集中監視システム「FORS-7000」

PROFIBUS-DPや PEリンクに接続し，PLCの内部デー

タやインバータなどのドライブ装置の運転状態を高速で監

視し記録することができる。

中間コントローラMFCの特長

近年，プロセスラインの制御は，主幹制御の制御精度の

向上と併せて，多種多様の制御が要求されてきている。

これらにこたえるため，富士電機では，制御分散と階層

化のコンセプトのもとに，画一化された主幹制御を一つの

パッケージとして統括 PLC から分離・独立させた MFC

を適用することで，主幹制御の効率化のみならず，システ

ム全体の制御効率を向上させることができた。また，これ

によりシステムの制御内容に合わせて，統括 PLCに汎用

PLCを適用することも可能である。

このMFCの特長を以下に述べる。

MFCのソフトウェアはパッケージとして管理される。

また，統括 PLCからのパラメータ設定のみでMFCの

種々の動作定義を行うので，プラントごとのデバッグは

不要である。

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

制御パラメータは，統括 PLCから送信する。この制

御パラメータにより，MFC内の回路選択，および自動

結線を行う。また，制御パラメータはオンラインで変更

可能である。

MFCは，MRH（ショックレスライン速度設定器）と

個別のドライブ装置への速度設定，および伝送処理のみ

を行う。これにより他の割込み制御などに影響されずに，

主幹制御周期とドライブ装置の伝送周期が確保され，連

動運転時の各電動機の揃速性が向上する。

図２に機能ブロック図，表１に機能一覧を示す。

可変速駆動装置に PLCの機能を搭載したインテリジェ

ントドライブを適用することにより，統括 PLC および

MFCの機能を可変速駆動装置側に分散搭載することが可

能である。その場合，主幹制御機能を可変速駆動装置側で

自己完結でき，統括 PLCの制御メニューを減らすことが

でき，分散化により主幹制御周期の高速化が可能となる。

プロセスライン制御機能の特長

富士電機が培った技術ノウハウによるプロセスライン制

御機能の代表例を以下に述べる。

４.１ 炉内張力制御

炉内張力制御の制御ブロック図を図３に示す。

炉内張力制御においては，ストリップの蛇行，過張力変

動による板破断，ヒートバックルなどを防止するために高

精度の張力制御が必要である。以下に炉内張力制御機能の

特長を述べる。

張力調節器出力をサクセシブループ方式としたテンショ

ンメータフィードバック張力制御

ストリップの断面積とライン速度に応じた張力調節器

の最適化（張力調節器のゲイン補償，積分時間補償）

個別電動機ごとの加減速トルクフィードフォワード補

償と，速度による無負荷損トルク補償

適正な負担分担比によるブライドルロールのロードバ

ランス制御

４.２ 電動機速度系のオートチューニング

プロセスラインのロール駆動用電動機の台数は 200 台前

後に及び，その大半は主機電動機（ペイオフリール，ルー

パ，ブライドルロール，テンションリールなど）以外のヘ

ルパーロールである。ヘルパーロールの制御では垂下特性

を持つ速度調節器により電動機の負荷を調整し，張力マッ

プを任意に作り出すなどのため，速度応答は二次的になる

が，適切な電動機速度に依存する無負荷損（メカニカルロ

ストルク）補償，加減速トルク（フォーシングトルク）補

償が必要である。従来，これらの調整は，個別に電動機と

負荷の特性を測定し調整を行うために，対象となる電動機

台数により，多大な調整時間が必要であった。

富士電機では，簡易型適応制御（SAC：Simple Adap-

tive Control）を応用することにより，従来の調整時間を

（4）
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大幅に短縮できる電動機速度系のオートチューニング（本

特集号の別稿「産業プラントにおける新しい可変速制御技

術」を参照いただきたい）の実用化をめざし研究・開発し

ている。

図４に簡易型適応制御による電動機速度制御ブロック図

を示す。この機能は，閉ループ同定によりフィードフォワー

ド補償であるフォーシングトルクとメカニカルロストルク

を適切に求め，速度調節器のフィードバックゲインのオー

トチューニングまでを行うものである。なお，これは，誘

起電圧と磁束から速度推定値を求めて速度検出器（PLG）

を不要とする，センサレスベクトル制御の速度制御系にも

適用可能である。また，簡易型適応制御を応用した電動機

速度系のオートチューニングにより，個々の電動機に対し

て，フォーシングトルクとメカニカルロストルクが適正に

621（47）
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表１　MFCの機能一覧 

項　目 機　能 概　要 

演　算　周　期 

伝送 
　ソフトウェア 

基本 
　ソフトウェア 

オ プ シ ョ ン  

プラントコントローラ周期（MFC-I） 

プラントコントローラ非周期（MFC-C） 

プラントコントローラのデータ送信周期と同期して，内部演算を行う。 

MFC単独の定周期設定によって内部演算を行う。 

プラントコントローラの各種パラメータを受信する。 

DDCからの受信データ，MFC内部データをプラントコントローラへ送信する。 

Ethernet（TCP/IP ボード）I/F および受信データを内部メモリにコピーする。 

ショックレスMRH（S字）×5回路 

プラントコントローラからのデータを制御順に並べ替えてDDC出力回路を実行する。 

™MRH，連寸速度切換，速度補正値加算を行いDDC速度設定値　＊を演算する。 
™速度設定から　　　 を算出し，フォーシングトルクも演算する。 
™標準回路，リール用回路，伸率電動機用回路の3種類のなかから一つを選択して演算を 
　実行する。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
™PEリンク接続の場合：最大84台 
™PROFIBUS接続の場合：最大120台（2回線） 

パラメータ演算回路 プラントコントローラから送られるロール径により，速度/回転数変換を行う。 

チャート出力用データ切換回路 
プラントコントローラ側のチャートへデータを出力するために，MFC内部データを 
任意に選択して送信する。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ATR（張力フィードバック制御） 

LBR（ブライドル負荷分担制御） 

伸率制御 

チャート出力回路 

ATR回路16回路 

LBR回路　6回路 

AER回路　4回路 

チャート出力回路　アナログ出力　16チャネル分 

プラントコントローラ 
データ送受信回路 

MRH回路 

プラントコントローラ割付→（制御順並べ替え） 

DDC出力回路 

P/PEリンク用受信 

P/PEリンク用送信 

Ethernet 用 

V
/dv dt

統括コントローラ1 統括コントローラ2

LANMFC

プラントコントローラ MFCデータ受信テーブル 

制
御 

デ
ー
タ 

n－1速度設定 
回路から 

n速度設定回路 速度設定 
入力選択 

回路パターン選択 

速度設定 
回路① 
（標準） 

速度設定 
回路② 

（リール） 

速度設定 
回路③ 

（ストレッチング） 

速度設定回路①（標準） 

速度設定回路②（リール） 

速度設定回路③（ストレッチング） 

MFC PROFIBUSデータ送信テーブル 

PROFIBUS
DDC

M

MRH1 MRH5

速度設定回路 

速度設定 
入力選択 

入力切換 ATRALR Δacc GD2 DV SA.SB HL.LL

レート 
リミット 

ユニット 
変換 

リミット 
Vref

加減速 
トルク演算 

Vs
τH

速度設定 
入力選択 

入力切換 ATRALR Δacc GD2 DVF/R SA.SB HL.LL

レート 
リミット 

ユニット 
変換 

リミット 
Vref

加減速 
トルク演算 

Vs
τH

速度設定 
入力選択 

入力切換 ATRALR Δacc GD2 DVSA.SB HL.LL

レート 
リミット 

ユニット 
変換 

リミット 
Vref

加減速 
トルク演算 

Vs
τH

図２　MFCの機能ブロック図
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補償されるため，加減速時の各電動機間の揃速性も向上し，

外的環境変化で変動するメカニカルロストルクの補償量も

適正に維持される。

４.３ 汎用PLCのプロセスライン制御への適用

近年，メンテナンスの容易さ，予備品入手のしやすさ，

コストパフォーマンスの優位性などから，プラント用

PLCが適用されていた制御へも，汎用 PLCの適用が求め

られてきている。これらの要求に対応して，富士電機では，

プロセスライン設備の一つであるシヤーラインの自動選別

装置に，汎用 PLC「MICREX-SX シリーズ」を適用した。

図５にシヤーラインの自動選別機能の概要を示す。

本システムは，各種機能を効率的に分担する複数個の

PLCで構成しており，主要機能であるシートの情報をト

ラッキングして，欠陥品と良品ごとに指定のシート積込み

場所へ搬送する自動選別機能において，I/Oリフレッシュ

時間：1ms 未満，プログラム実行周期：1ms 定周期の高

速制御を実現している。また，本システムには，保守休止

後の立上げ時の動作確認などのための，ライン運転中のシー

トの動きを模擬して高速モニタするシミュレーション機能

も搭載している。

４.４ パソコン適用によるダウンサイジングシステム

従来，操業管理，設定制御，実績収集，情報トラッキン

グなどのプロセス制御機能は，プロセスコンピュータ（プ

ロコン）や，専用HCI と PLCなどで行っていた。

一方，近年のパソコンの高機能化と低価格化により，

種々の制御機能にパソコンを適用して，ダウンサイジング

システムを実現する試みがなされてきた。

富士電機は，このダウンサイジングシステムの構築に積

極的に取り組み，電気スズめっきラインのプロセス制御に，

性能向上の著しいパソコンを適用した。

システム構成は，パソコンと PLCを接続した非常にシ

ンプルな構成とし，それぞれの特長を生かした機能分担と

している。また，パソコンは，プロセス制御を行うばかり

でなく，操業用端末として HCI 機能も有している。図６
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はこのシステムの機能概要を示したもので，パソコンと

PLCの機能分担により，設定制御，実績管理，トラッキ

ング機能を実現している。なお，図６における境界線 A

または Bの上位の部分は，従来プロコンが担当していた

情報処理機能であり，その機能をパソコンへ移行させたも

のである。また，従来はプロコンの上位に位置する生産・

出荷管理用のビジネスコンピュータ（ビジコン）と，プロ

コンを介さずにインタフェースしている。

あとがき

富士電機のプロセスライン用ドライブ制御システムにつ

いて，システム構成，制御技術の概要について紹介した。

今後，ますます高精度，高速化，省人，省保守の要求が

高まってくると考えられる。これまで蓄積してきたプロセ

スライン制御のノウハウを基に最適なシステムを今後も提

供していく所存である。
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まえがき

製紙産業，フィルム産業における製品の高品質化，操業

の安定性，保守の省力化は，製品の差別化，コストの削減

のためにその重要度を増してきており，ユーザーからの要

求レベルも年々高まっている。また，既存設備の維持，合

理化に対する提案も求められており，富士電機として納入

プラントにおいて可能な限りの提案を行っている。

本稿ではこうした観点から，富士電機の最近の製紙・フィ

ルムライン用ドライブ制御システムをとらえ，キーとなる

オープン化，インテリジェント化，制御性能向上，電源対

策，更新事例について述べる。

最近の製紙・フィルムライン用ドライブ制御

システムの特長

更新および新設電気品に対する市場ニーズを満たすため

に，パワーエレクトロニクス技術と情報処理技術を融合し

た制御システムの特長について述べる。

抄紙機設備のシステム構成を図１，抄紙機設備のライン

レイアウトを図２に示す。

２.１ オープン化

制御 LANは Ethernet
〈注 1〉

をベースとしたオープンな FA

コントロールネットワーク FL-net（10/100Mbps）を使

用する。ドライブ用 LANはヨーロッパでデファクトスタ

ンダードバスである PROFIBUS-DP（12Mbps）を使用

する。どちらもオープン LANであり，他社機器との接続

が可能である。HCI（Human Communication Interface）

は，世界標準のパソコン（OSはWindowsNT
〈注2〉

，ハードウェ

アはDOS/V
〈注3〉

互換機）を使用する。

〈注１〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注２〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注３〉DOS/V：日本アイ・ビー・エム（株）の商品名称

２.２ インテリジェント化

駆動装置内にアプリケーションソフトウェアを搭載でき

るインテリジェントドライブを適用する。従来，大容量の

主幹プログラマブルコントローラ（PLC）で行っていた抄

紙機設備のドロー制御回路，リール張力制御回路などを駆

動装置内に搭載し，上位コンピュータとのインタフェース，

DCS（Distributed Control System）インタフェースおよ

び運転操作用にコンパクトな「MICREX-AX」または

「MICREX-SX」を統括 PLC として使用する。MIC

REX-SX は，マルチ CPU，分散形，オープンネットワー

ク対応の高速 PLCである。

ワインダ設備の単独システムであれば統括 PLCは不要

である。
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２.３ 保守支援

２.３.１ 集中監視

プラントおよび駆動装置の集中監視用に「FORS-7000」

を使用する。DDC駆動装置の運転状態をモニタするもの

で，リアルタイムに速度・電流実際値などを CRT画面上

に表示している。また，故障履歴管理を行っており，迅速

な障害対応を可能にしている。また，PLCのソフトウェ

アをモニタし，50ms で最長24時間のデータを保存してい

る（サンプリング時間を延ばせばそれに比例してデータ保

存時間を延ばすことが可能である）。紙切れなどの障害発

生時の原因を過去にさかのぼって解析することができ，プ

ラントの安定操業に寄与する。

２.３.２ 有寿命品の削減

近年の省力化で保守人員の減員が進み，電気品の保守を

いかに効率的に行うかが重要になってきている。できるだ

け有寿命品を減らす必要がある。ポイントを以下に述べる。

電動機の冷却ファンを管通風として共通ファンとする。

小容量の電動機については，徐動（低速）時の必要負

荷を考慮したうえで可能な限り自冷式を採用する。

駆動装置内のユニットファンを止め，天井ファンのみ

とする。

２.３.３ 点検支援

メーカー点検として下記を提案，実施している。

一次診断（無償）

「老朽度評価表」に基づき設備の目視診断を行っている。

二次診断

「点検チェックシート」に基づき環境を含めた診断を行っ

ている。

精密点検

診断結果に基づき予防保全提案，精密点検案を作成・提

案しメンテナンスを支援している。

オーバホール

個別の設備電気品ごとに電子部品，抵抗，コンデンサ，

冷却ファンなどの部品劣化状況と部品メーカー推奨交換時

期を検討のうえ，顧客メンテナンス計画に合致した実行計

画案を作成し提案している。

２.３.４ リモート監視

駆動装置にNA（ネットワーク対応アダプタ）を追加し，

顧客構内 LAN（Ethernet）に接続し，通常はデスクワー

クを行う事務所のパソコンからブラウザ，電子メール機能

により駆動装置，PLCの監視が可能である。また，「富士

電機コールセンター」での24時間監視も可能であり，予防

保全，定期点検で補そくできなかった突発障害発生時にも

迅速対応・復旧作業支援を行うことができる。

２.４ 電源対策

２.４.１ 高調波対策

「高調波抑制対策ガイドライン」に準拠し，厳密な抑制

対策が必要となる。発生量の低減対策として，

コンバータ用変圧器の並列運転による12パルス化

系統の力率改善コンデンサおよび電動機群による分流

効果

PWMコンバータの適用

などを個別案件ごとに提案している。

２.４.２ 瞬停対策

操業の安定化を図るうえで重要なアイテムが瞬時停電

（瞬停）時駆動状態を保持し操業の安定性を高めることで

ある。富士電機は瞬停仕様に応じて各方式を提案している。

SPS 方式

瞬停期間中のエネルギーをコンデンサから供給するコン

デンサバックアップ方式が主であったが，常時商用給電方

式の SPS（Stand-by Power System ：常時商用給電方式

無停電電源装置）の適用が増えている。図３に構成例を示

（1）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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す。特長は次のとおりである。

常時商用給電式なのでUPS（Uninterruptible Pow-

er Supply）に比べ安価である。

バッテリーはメンテナンスフリーである。

高調波対策として高調波電流の低減，入力力率の改

善，不平衡負荷電流の改善が可能なアクティブフィ

ルタ機能（オプション）を有している。

表１に SPS の仕様を示す。

SPS はブースタポンプ，押出機に適用例が多い。

自動再始動方式

瞬停でフリーラン状態になった後の復電時，フリーラン

中の電動機を自動再始動させる。PLCの制御電源を UPS

から供給する。抄紙機，フィルム設備などのライン系に適

用例が多い。図４に実測データを示す。

２.５ 制御性能向上

製紙設備の制御技術の特長について述べる。

２.５.１ 大慣性系の速度制御性能向上

従来，揃速（せんそく）性を確保するため，速度制御応

答性の悪い大慣性系のドライヤに合わせて他セクションを

調整していた。大慣性の制御対象について必要な速度制御

応答を得るためには，速度調節器のゲインを数百倍にする

必要があるが実用的でない。対策として速度設定値から必

要な加減速トルクを求めるフィードフォワード制御を用い

ている。図５に制御ブロック図を示す。

さらに，調整の煩わしさを避けるため，オブザーバを適

用し速度制御系全体のゲインを上げることで応答の改善を

図る場合もある。図６にオブザーバを備えた速度制御系の

ブロック図を示す。

２.５.２ 軸ねじり振動抑制

サイズプレス，ソフトカレンダなどはロールの接触，開

放のため電動機とロール間の軸にユニバーサルジョイント

を使用する。制御性能を高めようとするとしばしば軸共振

（2）

（c）

（b）

（a）
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図５　フィードフォワード制御ブロック図

表１　SPSの機能 

項　目 仕　様 オプション 

200 V系：30，50，75，100， 
150，200，250 
400 V系：75，100，150， 
200，250，300，400，500， 
600，750，1,000

定格容量（kVA） 

200 V，208 V，210 V，220 V， 
400 V，415 V，440 V　±10％ 

電　圧 

50 Hz/60 Hz ±5％ 周波数 

三相3線 三相4線 相　数 

288～401 V（鉛180セル， 
30，50 kVAは鉛192セル） 

直流電圧変動範囲 

入力に同じ。ただし電圧は入力に対し 
て降下4 V以内 

出力電圧精度 

定格の±2％ 電　圧 

定格の±0.1％ 周波数 

±5％条件：100％負荷急変時 電圧過渡変動 

定格0.8（遅れ）（力率範囲0.7～1.0） 力　率 

150％10秒，125％1分 過負荷耐量 

5％以下：直線性負荷時 
10％以下：100％整流器負荷時 

電圧波形 
　　　ひずみ率 

±3％：40％不平衡負荷時 電圧不平衡 

5分間（25℃） 
1，10分 
間ほか 

停電補償時間 

－10℃～40℃ 
（推奨温度18～27℃） 

周囲温度 

30～90％ 相対湿度 

3 MΩ以上（500 Vメガーにて） 絶縁抵抗 

2,000 V 1分間（主回路） 絶縁耐量 

800％　1サイクル　150％　10秒 過負荷耐量 

商用電圧＋15％以上，－10％以下 
または周波数±4％以外時に切換 

UPSへの 
　　　切換条件 

定格容量以内 

アクティブ 
フィルタ 
機能 

補償容量 

2～20次 補償次数 

70％以上（100％整流器負荷，三相 
平均） 

補償率 

0.95以上 入力力率 

ア
ク
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が発生する。従来は速度制御応答性を犠牲にして固有振動

を励起しないようにしていたが，オブザーバを適用して軸

振動の抑制を可能にした。

２.５.３ 瞬時速度降下抑制

カレンダ通紙時，ドライヤ紙切れ時の負荷外乱による瞬

時速度降下対策としてオブザーバを適用して速度降下を抑

制している。

外乱の推定，外乱応答の改善は，図６において Ĵ＝ Jに

調整
する。これにより となり

τ̂
は
外乱

dを推定する（σobs は推定の速さ）。

２.６ 更新事例

投資コストを削減するため，既設品を流用した設備の一

部改造に対する要求が高まっている。ケーブル，電動機を

流用する改造システムの特長について述べる。

２.６.１ 主幹PLCの更新

稼動後20年近く経過した MICREX-E40，HDC-200 で

運転している設備は多い。主幹 PLC盤を新規製作すると

既設外線ケーブルの再布線や端子台位置を既設に合わせる

ことが必要となる。その対策として既設外線ケーブルをそ

のまま流用する改造システムを提案している。図７に更新

例を示す。

既設外線ケーブルを流用するため外線端子の ITM

（インタフェースターミナル）をそのまま流用する。ITM

から既設入出力装置（I/O）へはコネクタ接続されてい

るのでコネクタ接続先を新規 PLCの I/O に切り換える。

既設 I/O，既設 PLCを新規品に入れ替える。

元に戻すことは容易なので，切換確認試験を数回に分

けることも可能である。

２.６.２ 主幹PLCの流用

既存設備の一部増設のため増設分のみ新規 PLC・駆動

装置とする場合の改造案を図８に示す。抄紙機設備では各

セクション間の揃速性が要求されるので，新規 PLCと既

設HDC-200 間は Pリンク伝送を採用し，高精度なディジ

タル通信とする。Pリンク伝送は HDC-200 のアプリケー

ションプログラムの負荷が増大する。プログラムの見直し，

削減などの対策が必要となる。

２.６.３ 電動機の流用

既設電動機を流用し駆動装置を更新する適用例は多い。

誘導電動機を流用する場合には電動機の電圧，耐圧，巻線

数などを検討する必要がある。駆動装置は主回路機器（変

換器，主遮断器など）を流用し，制御装置のみをディジタ

ル化し更新することもできる。

２.６.４ 省エネルギー対策

高効率電動機，高効率変圧器の適用および誘導電動機に

代えて永久磁石同期電動機（PMモータ）の適用を提案し

ている。誘導電動機に比べ効率が 3～ 5％程度よくなるた

め，24時間連続操業の製紙・フィルム設備では大きな省エ

ネルギー効果が期待できる。

あとがき

製紙・フィルムプラント用ドライブ制御システムにおけ

る製品の高品質化，操業の安定性，保守の省力化および既

設電気品の流用・改造のキーテクノロジーとしてオープン

化，インテリジェント化，制御性能向上ほかを紹介した。

今後，さらに技術の高度化とよりよいシステムの提供に努

力していく所存である。
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まえがき

産業プラント用ドライブ制御システムは高機能化，複雑

化してきており，その安定・安全操業の実現には，設備そ

のものの信頼性向上とともに，設備管理，保全作業のデー

タベース化，システム化，設備診断ツールの有効活用など

保守支援システムの新たな高度化を図る必要がある。

富士電機では，プラントの建設から廃棄までのライフサ

イクルにわたるコストの最少化を実現するため，ドライブ

制御システムにおいても各種 IT（Information Technol-

ogy）ソリューション提案を行っている。

本稿では，複数台のドライブ装置およびコントローラ情

報を一括して集中監視可能な「FORS-7000」（FORS：

Fuji Observation and Recording System），インターネッ

ト，イントラネット上のWeb ブラウザから監視，設定を

可能とするリモート保守支援システムおよび設備監視シス

テムの概要を述べる。

ドライブ用保守支援システムの概要

ドライブ用保守支援システムはドライブ装置を含む制御

システムの運用を支援するためのシステムであり，その用

途は次の 4種類に大別できる。

ドライブ装置の設定・調整

故障などトラブルの復旧

日常的な監視・管理

設備のライフサイクルを通しての保守・管理

それぞれの用途ごとに必要とされるドライブ用保守支援

システムの機能やその使用者も異なるため，用途ごとに最

適なシステムが求められる。富士電機では各用途に最適な

ドライブ用保守支援システムを用意している。各用途と各

システムの対応を表１に，全体のシステム構成を図１に示

す。以下の章では各種ドライブ用保守支援システムの概要

について紹介する。

プラント・ドライブ集中監視システム

FORS-7000

産業プラントにおける制御システムは機械設備を直接制

御するドライブ装置と，それらを統括制御するプログラマ

ブルコントローラ（PLC）にて構成されている。近年，こ

の制御システムは複雑化，大規模化とともに分離・分散設

置され，オープン化されたフィールド伝送の採用，可変速

駆動装置の高機能化・高性能化が図られている。一方，プ

ラントの安定操業を実現するためには信頼性の維持・管理

が重要な条件となってきており，併せて設備保全の省力化

（4）

（3）

（2）

（1）
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表１　保守支援システムの用途と使用者，対応製品 

用　途 時 対象装置 
支援システムに必要な機能 

（主要機能のみ） 

ドライブ装置の設定・調整 

故障などトラブルの復旧 

日常的な監視・管理 

設備のライフサイクルを 
通しての保守・管理 

装置導入時，装置交換時 
など 
（使用頻度小） 

突発的，緊急度大 
（使用頻度小） 

時間・日・月など 
（使用頻度大） 

建設ー更新ー廃棄までの 
長期間 
（使用頻度大） 

装置個別 

装置個別または 
複数 

設備の全装置 

設備の全装置， 
予備品・消耗品 

装置の設定・調整， 
オンラインモニタ（装置個別） 
トレースバック（装置個別） 

使用者 主な対応製品 

ユーザーの保守担当者 
メーカーの調整担当者 
（設備・装置への知識要） 

ドライブ装置付属 
のタッチパネル・ 
ローダ 

集中監視システム 
（FORS-7000） 

フィールドWeb 
アダプタ 

設備管理システム 

オンラインモニタ（複数の装置） 
トレースバック（複数の装置） 

装置のオフラインモニタ 
帳票作成機能 

装置の状態（設定・履歴など） 
管理 
予備品・消耗品管理 

ユーザーの保守担当者 
メーカーの調整担当者 
（設備・装置への知識要） 

ユーザーの操業担当者 
ユーザーの保守担当者 
（設備・装置への知識不要） 

ユーザーの保守担当者 
ユーザーの調達担当者 
（設備・装置への知識不要） 
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が推進されるなか，効率的にデータを収集できる保全支援

システムのニーズが高まっている。

このようなニーズにこたえ，プラントの状態監視保全：

CBM（Condition Based Maintenance）の精度向上と万一

障害が発生した場合の平均修復時間：MTTR（Mean Time

to Repair）の短縮に貢献する保守支援システムとして

FORS-7000 を紹介する。

FORS-7000 は，すでに製品化した可変速駆動装置の監

視システムである FORS-2000 と PLC 制御データの監視

システムである FORS-5000 の監視機能を併せ持ち，通常

の操業データ収集はもちろん，障害発生時における現象の

把握，原因の追求を容易に行える機能を装備しており，設

備保全業務に大きく貢献している。

３.１ システム構成

FORS-7000 は，オープンフィールドバスである PROFI

BUS-DP でリンクされた PLCの内部制御データ，および

可変速駆動装置群の内部データを専用 PLCを介して収集

し，記録・表示・レコーダへの出力を行う集中監視システ

ムである（図２）。システム規模としては最大 240 台の可

変速駆動装置とそれを制御する複数の PLCの接続が可能

で，大型プラント設備や複数の工場監視を実現した。また，

Pリンク/PEリンク伝送により構築された設備も監視する

ことができ，既存設備にも導入可能である。

３.２ 主な機能

３.２.１ ヒストリカルデータ記録機能

監視対象データ（PLCの全制御データおよび可変速駆

動装置の内部制御データ）のなかから選択したデータをエ
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ブラウザ・電子メール 
による遠隔監視 
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図１　保守支援システムの構成

Web

Web

Web

Web

Web

PROFIBUS  

可変速駆動装置群 

トレンド表示 

①ヒストリカル 
②トレースバック 
③リアルタイム 
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図２　FORS-7000のシステム構成
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ンドレスで24時間連続記録することができ，トリガ設定が

困難なデータ収集や予期しないトラブルの解析データとし

て有効である（図３）。

記録点数：96点

サンプリング時間：50ms × n

記録量：24時間分（50ms サンプリングの場合）

３.２.２ トレースバックデータ記録機能

可変速駆動装置が重故障を検出した際に停止するデータ

トレースで故障点の状況を的確に捕らえることができる。

記録点数：25 ～ 30点（可変速駆動装置の機種による）

サンプリング時間：2ms

記録量：トリガ前 200 点，トリガ後25点

３.２.３ PLC制御データトレース

PLC 内部制御データを対象として設定したトリガの検

出でトレースを停止する記録で，多様なトリガによるデー

タの採取が可能である。

記録点数： 128 点（16点× 8グループ）

サンプリング時間：50ms × n

記録量：トリガ前 600 点，トリガ後 100 点

トリガ種別：上下限監視，状態変化偏差監視，特定ビッ

ト監視，ディジタル入力監視，グループ連動

（サンプリング時間，トリガはグループごとに設定可能）

３.２.４ リアルタイム出力機能

監視対象データから任意の選択データをCRT，AO，DO

へリアルタイムに出力することができ，1か所で効率的に

データの採取が可能である。

トレンド表示（図４）：21点（サンプリング50ms× n）

AO出力：48点

DO出力：32点

３.２.５ 故障監視機能およびガイダンス機能

可変速駆動装置の故障履歴およびトリガ履歴を最新

1,000 件管理でき，可変速駆動装置の各故障に対しては，

トラブルシューティングによる故障項目，復旧ガイダンス

の表示を行うことができる（図５）。

３.２.６ 日報・月報出力機能

設備診断や製品品質管理において通常操業時の制御デー

タの記録は重要であり，任意の選択データを設定時刻に収

集し，Excel
〈注1〉

ファイルに出力する機能を実装した。出力ファ

イルは日報フォーマットなど自由にアレンジでき，自動印

字も可能である。また，収集データは過去 1年分が自動保

存される。傾向監視を行いたいデータ（電動機電流値など）

を対象とすることで設備単体の傾向や複数設備データの相

関などを容易に把握できる。

３.２.７ 可変速駆動装置の定数管理機能

監視対象である可変速駆動装置の定数読出し，および設

定が 1か所で集中的にでき，設備不具合によるユニット交

換時など一括で設定が行える。

３.２.８ リモート機能

富士電機から公衆回線を利用して，FORS-7000 に接続

し，ヒストリカル記録データ，トレースバック記録データ，

可変速駆動装置の定数などをリモート収集することができ

る。これにより，設備異常時の迅速な対応，設備運用上の

的確なコンサルティングを可能とした。

フィールドWebアダプタ

インターネット/イントラネットのホームページを閲覧

した情報の活用がデスク業務に広く利用されている。この

ホームページ閲覧がWeb 技術である。情報をWeb 化す

〈注１〉Excel：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図３　ヒストリカルトレンド表示例 図５　故障履歴表示例

図４　リアルタイムトレンド表示例
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ることによりネットワーク上のあらゆる場所から情報を取

り出せる。しかも，汎用ブラウザを利用した閲覧方法のた

め，閲覧先ごとの専用ソフトウェアが不要である。

このWeb 技術のメリットを生かしてフィールド機器の

監視に適用したのがフィールドWeb アダプタである。ド

ライブ装置用フィールドWeb アダプタは，ドライブ装置

のローダインタフェースをTCP/IP（Ethernet
〈注2〉

）上のネッ

トワーク接続化するとともに，ドライブ装置を簡易Web

サーバとしてネットワーク上のWeb ブラウザから監視，

設定を可能にする。また，ネットワーク経由でのローダの

遠隔操作を可能にするものである。図６はWeb 監視シス

テムの構成である。

フィールドWeb アダプタの特長，機能は次のとおりで

ある。

RS-232C,/Ethernet のプロトコルをコンバート

ネットワーク経由のWeb ブラウザとローダ機能を組

み合わせたセキュアな監視・操作機能

Web 機能，電子メール機能，ローダ機能を組み合わせ

て監視・操作機能の充実と制御操作に対する不当なアクセ

スをガードしている。以下，具体的に述べる。

Webサーバ機能によりフィールド機器がホームペー

ジで遠隔監視できる。

メール発信機能で動作状態（保守，障害情報など）

を即時メッセージとして自動通信できる。

RS-232C のローダ接続も透過コマンド機能により

ネットワーク経由のローダに簡単に変更可能である。

さらに専用ローダによるきめの細かい操作・設定と，

第三者からの設定，操作の介入をガードしている。

IEEE802.3 準拠。10BASE-T によるネットワーク接

続

省スペースで既存機種へも簡単接続

RS-232C 経由のケーブル接続で既存システムを変更す

ることなく対応が可能である（機種ごとのWeb 対応は別

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

途必要）。

各種フィールド機器へのカスタマイズも可能

32ビット RISC チップ，リアルタイム OSのμITRON

を搭載し，各種フィールド機器へのカスタマイズを容易に

している。

Web 機能の概要を表２に示す。

図７，図８はフィールドWeb アダプタを用いたドライ

ブ装置のWeb 監視表示例である。

フィールドWeb アダプタはファームウェアを入れ替え

ることによりさまざまな機器に対応可能である。富士電機

では，PLC用フィールドWeb アダプタの製品化を予定し

ている。

設備管理システム

産業プラント用ドライブ制御システムはドライブ装置・

PLCなどの制御装置のほかに，電動機・バルブなどのア

クチュエータ，各種検出器，監視装置など多種多様な機器

から構成されている。この章ではこれらの機器を設備の建

設から更新・廃棄までのライフサイクルを通して管理する

ための設備管理システムについて述べる。

５.１ 設備管理システムの構成

図９が富士電機の提案する設備管理システムの構成であ

（5）

（4）

（3）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）
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ドライブ装置 

パソコン 

フィールドWeb 
アダプタ 

Ethernet

図６　フィールドWebアダプタを利用した監視システム

表２　フィールドWebアダプタの仕様 

Webサービス：ネットワーク部 

ネット 
ワーク 
サービス 

コネクタ 

アダプタ 
インタ 
フェース 

フィールド機器側シリアルインタフェース部 

通信モード RS-232C

通信方式 全二重，半二重，調歩同期式 

転送速度 
4,800，9,600，19,200，38,400，57,600， 
（115,200）bps

キャラクタ 
構成 

データビット：7，8ビット / パリティビット：奇数， 
偶数，なし / ストップビット：1，2ビット 

フロー制御 

制御信号 

Xon/Xoff，CTS/RTS（ハードウェア），なし 

DSR，DTR

コネクタ Dsub 9P（オス）×1チャネル 

™RS-232CとTCP/IP 間ソケット 
™ユーザープロトコル（アプリケーション 
　で透過，非透過コマンド制御の組込み可） 

Webサーバ ホームページ機能 

電子メール 動作状態の自動メール送信機能 

電源・外形 

電源電圧 
AC100V 50/60 Hz　5W 
（ACアダプタによる。本体は＋5 V単一） 

外形寸法 
61.0×102.5×28（mm） 
（ケース材質：難燃性プラスチック） 

LAN 
プロトコル 

TCP/IP，UDP，FTP（クライアント）， 
TELNET，HTTP，SMTP，ICMP，AEP/ 
RARP，DHCP（クライアント），PPP

物理層 

モジュラージャック　RJ-45×1チャネル 
（2LED/シールドタイプ） 

10BASE-T



ドライブ用保守支援システム

る。基本的には各機器ごとに必要な管理項目をそれぞれの

インテリジェンスに応じて分担した分散形データベースシ

ステムとなっており，設備管理サーバが全体を統括してい

る。このシステムは複雑に見えるが，実際には設備管理サー

バパッケージと前述の集中監視システムやフィールド

Web アダプタで容易に構成できる。

５.２ 設備管理サーバ

設備管理サーバは各機器から集められた情報を継続的に

貯え，別途登録された情報と組み合わせ，ユーザーが必要

とする情報を逐次出力する。

管理サーバの主要機能項目と概要は次のとおりである。

稼動状態管理

設備の稼動状態，定期修繕内容などを時間・日・月単位

で管理する。

設定管理

各機器の設定値，ソフトウェアを一括管理する。

故障履歴管理（3）

（2）

（1）
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図８　ブラウザによる表示例（2）図７　ブラウザによる表示例（1）

設備管理サーバ 

☆設備管理サーバ 
　設備全体を総合監視。下位機器が管理できない 
　情報の登録と蓄積を行う。 

☆HCI装置，その他の監視装置など 
　下位機器および設備全体をリアルタイム監視して 
　おり，管理サーバのサブデータベース的存在 

管理項目・機能 

管理項目・機能 

管理項目 

☆ドライブ装置，PLCなどの制御装置 
　自己および下位機器の状態を上位へ報告する。 
　装置に管理機能がない場合はフィールドWebアダプタが代行する。 

☆アクチュエータ，センサおよび単体機器 
　製造時もしくは取付け時に決められた仕様は変化せず，故障などの 
　履歴は自己管理できない。上位の機器が管理を行う。 

集中監視システム 

FORS-7000

プラント用HCI

PLC 
（フィールドWebアダプタ） 

ドライブ装置 
（フィールドWebアダプタ） 

バルブ，センサ 電動機 

定格値 
設備運転履歴 

製造番号 
設備稼動時間 
マニュアル 
（運転方案） 

用途 
設備定数 
故障履歴 
下位機器の管理 

製造番号 
稼動時間 
 

用途 
稼動時間 
有寿命品交換 

製造番号 
故障履歴 
 

定格値 
マニュアル 

定格値 
故障履歴 
有寿命品交換 

用途 
機器定数 
マニュアル（機器） 
下位機器の管理 

図９　設備管理システムの管理項目とデータの流れ



ドライブ用保守支援システム

各機器の故障・復旧を一括管理する。

設備診断

既知の現象とその推定要因を登録し，トラブルシューティ

ングを支援する。

オーバホール支援

各機器の稼動時間と有寿命品リストからオーバホールの

必要な機器を判断しユーザーに通知

各機器の使用場所や使用履歴，予備機器・予備品引当て

状況などを管理する。

ドキュメント管理

機器のマニュアル，設備の運転方案，設計図書などドキュ

メントの管理を行う。

リモート支援

管理サーバのデータをネットワーク経由で遠方から参照

可能である。

現在，富士電機では汎用パソコン上で動作し，これら機

能を備え，特別な知識を必要とせず操作可能な管理サーバ

ソフトウェアの製品化を進めている。

あとがき

最近の ITの発展に伴い，今後ドライブ用保守支援シス

テムもさらに高度化され，サービスの形態も変貌を遂げる

と考えられる。その変化のなかで，富士電機は，あくまで

ユーザーの満足度の最大化を前提に各種システム，サービ

スソリューションを提供したいと考えている。

今後ともユーザー各位の一層のご指導，ご支援をお願い

する次第である。

参考文献

西郷宏治ほか：産業用電動力応用プラントの運転・監視シ

ステム，富士時報，Vol.70，No.10，p.550-553（1997）

（1）

（7）

（6）

（5）
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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

3094603

川手　健司
折笠　　仁
丸山　　茂
古庄　　昇

電子写真用感光体

3094628 山縣　　遵紙幣識別装置

3094682 澄田　仁志横型絶縁ゲート型バイポーラトラン
ジスタ

3094688 佐々木光夫絶縁膜の製造方法

3094690 前川　智律自動販売機の冷却制御装置

3094700 塩川　　治インバータの出力電流補正装置

3094723 高坂　正明
貞川　郁夫高直列容量円板巻線

3094755 田村　嘉忠自動販売機の冷却ユニット

3094761 池田　泰幸誘導加熱装置を備える注湯ポット

3094768 佐藤　　進半導体装置

3094773 神崎　克也氷吐出制御装置

3094776 押川　一志半導体集積回路およびその製造方法

3095790 虎口　　信静電チャック

3095954

財津　靖史
平岡　睦久
野田　直広
多田　　弘
原田　健治

水道水の色および濁りの検知装置

3096698 藤掛　伸二
布野　秀和

薄膜光電変換素子の製造方法および
その方法に用いる成膜装置

3097195 新妻　信行硬貨判別装置

3097198 矢野　正祐直線切形の断路器及びこれを使用す
る開閉器

3097226 丸尾　哲弘電源装置の制御装置

3097286 高橋　龍典回路遮断器の開閉機構

3097300
小山　　淳
内田　直司
海老澤恒雄

回路遮断器の可動接触子装置

3097348 八田　恭典独立電源装置の負荷変動対策回路

3097353
小塙明比古
登坂　浩明
野村　浩二

回路遮断器

3097355 小山　　淳
内田　直司回路遮断器

3097368 三浦　正夫
新井　正起回路遮断器

3092356 山本　　浩半導体装置の試験装置

3092375 伊藤　政芳
本良　雄一変圧器の巻線構造

3092450 中嶋　宏明アクティブフィルタの主回路配線方
法

3094479 福山　良和
植木　芳照

送配電系統における事故発生区間検
出装置と発生事故種類検出装置とそ
の製造方法

3094571 清水　源広
高田　　勇表示灯装置
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流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー

PLC，POD，操作表示機器，FAセンサなどの FA制御機器，開閉機器，高低圧受配電機器，電力制御機器，モールド変

圧器，ガス関連機器，インバータ，サーボシステム，回転機，回転機応用機器，上記構成の小システム

MOSFET，パワートランジスタ，スマートパワーデバイス，IGBTモジュール，整流ダイオード，電源用パワー IC，高耐
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ス，ホテルベンダシステム，カードシステム



産業プラント用ドライブ制御システムにおける最近の技術進歩に

ついて概要を述べる。制御システムではオープン化と分散化，可変

速駆動システムでは高圧 IGBT駆動インバータの進展と永久磁石同

期電動機駆動システムの登場，可変速制御技術ではアドバンスト制

御の適用拡大，そしてエンジニアリング支援システムでは編集設計

支援機能の充実が特筆できる。

産業プラント用ドライブ制御システムの現状と展望

荒井　　至 紙本　博史

富士時報 Vol.73 No.11 p.577-578（2000）

近年の産業プラント用ドライブ制御システムはマルチベンダ環境，

汎用ハードウェア適用による低価格化が進んでおり，高信頼性・高

速性が要求されるドライブ制御システムにおいてもオープン化，シ

ステムの分散化を求める声は大きい。本稿ではオープンバスに対応

したドライブ装置とプログラマブルコントローラ（PLC），システ

ムの分散化をめざしドライブ装置に主幹制御機能を取り込んだイン

テリジェントドライブ装置の概要と適用例を紹介する。

オープン化ドライブ制御システム

西村　英二 高橋　　薫 神　　俊裕

富士時報 Vol.73 No.11 p.579-583（2000）

産業プラントに適用される可変速駆動装置は，それぞれのプラン

トにより出力容量が数 kVAから十数MVAまで多岐にわたってお

り，制御方法，揃速（せんそく）性，速度やトルクの制御精度など

の要求もさまざまである。本稿では，富士電機の可変速駆動装置の

ラインアップ，IGBTインバータ，サイリスタレオナードと，可変

速駆動装置とプログラマブルコントローラ（PLC）の接続や保守・

監視システムについて概要を紹介する。

産業プラント用可変速駆動システム

西郷　宏治

富士時報 Vol.73 No.11 p.584-588（2000）

各種産業機械における可変速用途でのインバータに対する高性

能・多機能・システム対応といったニーズが高まってきており，さ

らに，操作性・保護機能・メンテナンス機能・海外規格対応・同期

電動機駆動などのインバータ使用上の改善要求も高まってきている。

これらの要求に対応するため，性能・機能を大幅に向上させ，ユー

ザープログラムの実装可能なテクノロジーカード，上位コントロー

ラとのインタフェースを充実させた新形ベクトル制御インバータ

「FRENIC5000VG7S」を製品化したので，その特長を紹介する。

汎用ベクトル制御インバータ

鉄谷　裕司 金沢　直樹 市中　良知

富士時報 Vol.73 No.11 p.589-594（2000）

省エネルギーは地球環境保全の重要な 1テーマである。わが国も

その一環として，温室効果ガス排出総量目標値の達成を目的とし，

省エネ法の改正を行った。富士電機は第一次石油危機以前から省エ

ネルギービジネスを展開してきており，省エネルギー機器を提供し

ている。本稿ではそれらの機器のなかのドライブシステムとして，

永久磁石同期電動機および高圧インバータを紹介する。また，ドラ

イブシステムを用いた省エネルギー化の具体事例を紹介する。

省エネルギー用可変速駆動システム

星　　昌博 河野　正志 木谷　昌史

富士時報 Vol.73 No.11 p.595-599（2000）

アドバンスト制御応用について数々の研究・開発ならびに実用化

を進めている。これらのなかから外乱オブザーバを応用した，現場

でのチューニングが不要となるチューニングレス制御について述べ，

電動機速度制御と電流制御への適用例を示す。続いて，現在開発を

進めている簡易型（単純）適応制御による電動機速度制御のオート

チューニングとその実験結果について述べる。さらにトルク制御系

の応答を考慮に入れた 2慣性系の振動抑制制御について述べ，実験

結果を示す。

産業プラントにおける新しい可変速制御技術

宮下　　勉 西田　英幸 伊藤　伸一

富士時報 Vol.73 No.11 p.600-605（2000）

電動力応用システムのエンジニアリング過程で発生する多種多様

なデータを一元管理し，プログラマブルコントローラ（PLC）のソ

フトウェアを効率よく設計する統合エンジニアリング支援システム

に，さらなる効率の向上を狙い，下記の支援機能を追加した。

™運転方案とソフトウェアの連携支援

™エンジニアリングデータと汎用ツールの効果的な連携支援

™既設 PLCの置換え支援

本稿では，追加したこれらの機能の内容について紹介する。

産業プラント用エンジニアリング支援システム

田中　芳紀 根本　成幸 渡辺　　悟

富士時報 Vol.73 No.11 p.606-613（2000）

大型圧延機駆動装置としてはサイロコンバータ方式，GTO方式，

高圧 IGBT方式がある。棒鋼線材圧延機，パイプ圧延機駆動装置と

しては 3レベル/2 レベル IGBTインバータがある。それぞれの駆

動装置の適用と圧延ライン全体を制御するプログラマブルコントロー

ラ（PLC）やHCI（Human Communication Interface）を含めて，

最近の技術動向について述べる。

圧延機用ドライブ制御システム

葛西　隆夫 栃木　　勉

富士時報 Vol.73 No.11 p.614-618（2000）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

The prices of recent motor drive and control systems for industrial

plants have been lowered by the multi-vender environment and general-

purpose hardware. Open and distributed systems are earnestly desired

even in the drive control systems that require high reliability and speed.

This paper gives an outline of the drive system and programmable con-

troller that meet the open bus and the intelligent drive system that has a

master control function in the drive system with the aim of distributing

systems, citing application examples.

Open Drive Control Systems

Eiji Nishimura Kaoru Takahashi Toshihiro Jin

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.579-583  (2000)

This paper gives an outline of recent technical developments in motor

drive and control systems for industrial plants. The topics worthy of spe-

cial mention are open and distributed systems in control systems, high-

voltage IGBT (insulated gate bipolar transistor) drive inverters and perma-

nent-magnet synchronous motor drive systems for variable-speed motor

drive, advanced control technologies for variable-speed control, and

edit/design support functions for engineering support systems.

An Overview of Recent Motor Drive and Control
Systems for Industrial Plants

Itaru Arai Hiroshi Kamimoto

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.577-578  (2000)

There are growing requirements of variable-speed-use inverters in

various industrial machines for high performance, multiple functions, and

compatibility with systems, and further, for improvements in inverter ser-

viceability such as maneuverability, protective/maintenance functions,

conformity to world standards, and synchronous motor drive. To meet the

situation, Fuji Electric has marketed the new vector control inverter

“FRENIC5000VG7S” which has been greatly improved in performance

and functions, replete with the technology card capable of installing user

programs and the interface with the upper-level controller.

General-Purpose Vector Control Inverters

Hiroshi Tetsutani Naoki Kanazawa Yoshikazu Ichinaka

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.589-594  (2000)

Variable-speed drive systems for industrial plants have various output

capacities ranging from several kVA to ten odd MVA and have to meet

various requirements for control methods, speed matching performance,

and speed/torque control precision. This paper outlines the line-up of Fuji

Electric’s variable drive systems, IGBT (insulated gate bipolar transistor)

inverters, thyristor Leonard systems, the connection of variable-speed

drive systems and programmable controllers, and their maintenance/moni-

toring systems.

Variable-Speed Drive Systems for Industrial Plants

Kohji Saigoh

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.584-588  (2000)

Fuji Electric has been promoting many studies, developments, and

practical uses of advanced control applications. From among these, this

paper describes the following technologies: tuning-less control that

requires no local tuning by using a disturbance observer and examples of

application to motor speed control and current control; auto-tuning for

motor speed control using simple adaptive control currently under devel-

opment and the test result; and vibration suppression control of a two-

mass system taking the response of a torque control system into consider-

ation and the test result.

New Drive Control Technologies for Industrial
Plants

Tsutomu Miyashita Hideyuki Nishida Shinichi Ito

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.600-605  (2000)

Energy conservation is one of the important themes of environmental

preservation. Japan amended the Energy Conservation Law in order to

achieve the target of reduction in the total greenhouse gas discharge. Fuji

Electric was in the business of energy conservation before the first oil cri-

sis and has supplied equipment for energy conservation. This paper

describes permanent-magnet motors and high-voltage inverters as drive

systems for energy conservation equipment. Also it introduces examples

of energy conservation using these drive systems.

Variable-Speed Drive Systems for Energy
Conservation

Masahiro Hoshi Masashi Kawano Masafumi Mokutani

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.595-599  (2000)

The drive systems of large rolling mills is of a cycloconverter type, a

GTO (gate turn-off thyristor) type or high-voltage IGBT (insulated gate

bipolar transistor) type. Drive systems for bar, rod and pipe mills use three

and/or two level IGBT inverters. This paper describes recent technical

trends of drives and control systems in rolling mills, including each drive

application and the PLC (programmable controller) and HCI (human com-

munication interface) controlling the total rolling mill line.

Variable-Speed Drive and Control Systems for Rolling
Mills

Takao Kasai Tsutomu Tochigi

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.614-618  (2000)

To improve the efficiency of the integrated engineering support sys-

tem which performs the centralized management of various data produced

in the engineering process of systems with motor applications and effi-

ciently designs software for the programmable controller (PLC), Fuji

Electric has added the following support functions:
™Support for linking operation plan and software
™Support for effectively linking engineering data and general-purpose

tools
™Support for replacing the existing PLC.

This paper describes these added functions.

Engineering Support Systems for Industrial Plants

Yoshiki Tanaka Shigeyuki Nemoto Satoru Watanabe

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.606-613  (2000)



プロセスラインに使用されるドライブ制御システムは，搬送する

鋼板に適切な速度・張力を与えながら多数の電動機を運転するため

に，高精度な速度揃速（せんそく）制御，張力制御，負荷バランス

制御などが必要である。本稿では，最新のプロセスラインのシステ

ム構成，中間コントローラ（MFC）の機能，炉内張力制御，電動

機速度系のオートチューニングなどの制御技術の特長について述べ

る。

プロセスライン用ドライブ制御システム

西郷　宏治 田中　芳紀

富士時報 Vol.73 No.11 p.619-623（2000）

紙・パルププラントおよびフィルムプラント用制御システムを構

築するうえで，特に重要と思われるキーテクノロジーの現況とそれ

ぞれの特長について述べる。キーテクノロジーとしては，オープン

化，インテリジェント化，制御性能向上，電源対策などを取り上げ

ている。

製紙・フィルムライン用ドライブ制御システム

小田　孝一

富士時報 Vol.73 No.11 p.624-627（2000）

産業プラント用ドライブ制御システムは高機能化，複雑化してき

ており，安定・安全操業には保守支援システムの高度化を図る必要

がある。本稿では用途・使用者に合ったドライブ保守支援システム

を提案し，それぞれに対応した製品のなかから，集中監視システム

「FORS-7000」とWeb 技術を用いた「フィールドWebアダプタ」，

さらに設備のライフサイクルを通して管理を行う設備監理システム

について紹介する。

ドライブ用保守支援システム

西村　英二 石橋　景二 岩崎　哲之

富士時報 Vol.73 No.11 p.628-633（2000）



The drive control systems for processing lines requires high-precision

control for speed matching, tension, and load balance to operate many

motors while giving proper speed and tension to the conveyed steel plate.

This paper describes the system construction of the latest process lines,

the function of the MFC (mid field controller), and the features of control

technologies such as tension control in the furnace and auto-tuning for the

speed of motors.

Drive Control Systems for Processing Lines

Kohji Saigoh Yoshiki Tanaka

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.619-623  (2000)

This paper describes the features of recent key technologies consid-

ered particularly important for the drive systems of pulp, paper and film

plants. The technologies taken up are open control systems, intelligent

drive systems, advanced control functions, and measures for the power

source.

Recent Drive Systems for Pulp, Paper and Film
Plants

Kouichi Oda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.624-627  (2000)

Motor drive and control systems for industrial plants have become of

advanced functions and complicated and requires advanced maintenance

support systems to continue stable and safe operation. This paper pro-

poses drive maintenance support systems matching uses and users, and

from among these products each corresponding to a drive control system,

describes the centralized monitoring system “FORS-7000” and “Field

Web adapter” using Web technique, and in addition, the equipment main-

tenance system managing throughout the life cycle.

Maintenance Support Systems for Drive Control
Systems

Eiji Nishimura Keiji Ishibashi Tetsuyuki Iwasaki

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.11 p.628-633  (2000)
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3.3/6.6kV交流電動機を直接駆動できる 
IGBT PWMインバータです。 
 

●出力トランスレス 

●シンプルな回路構成 

　部品点数が少なく，信頼性が高い。 

●電動機にやさしい 

　電動機に印加されるサージ電圧が低いため，既設電動機も適用可。 

●電源にやさしい 

　高調波発生量はガイドラインをクリア。電源力率0.95以上。 

　力率改善設備は不要。総合効率（入力変圧器を含む）は約98％。 

●インテリジェント機能を搭載可能 

●操作・監視機能の充実 

回路構成（3.3kV 1,250/1,875/2,500kVAの場合） 主な特長 
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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