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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」，
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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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図１　可変速駆動技術の推移
イ
ン
バ
ー
タ
出
力
電
圧
（
V
）
 

10,000

1,000

100

400

800

10,0001,00010010

インバータ容量（kVA） 

6kV級マルチレベルインバータ 

4kV級3レベルインバータ 
スタータ 
 

3kV級マルチレベルインバータ 

400V級2レベル 
インバータ 

　800V級 
　3レベル 
　インバータ 

サ
イ
ク
ロ 

コ
ン
バ
ー
タ 

 
 

サ
イ
ク
ロ 

コ
ン
バ
ー
タ 

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。
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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。
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図６　可変速駆動システムの構成例
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