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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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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 
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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６　電動機停止時のチューニング（励磁電流チューニング）

速度実際値 

ユニット：FRN15VG7S-4 
電動機　：15kW

振動抑制 
オブザーバ 

1s

無効 
有効 

300r/min

図７　振動抑制効果

位置 
データ 
ホールド 

位置検出 

速度検出 APR

AND

ASR

位置制御開始 

0 r/min

0 r/min
速度指令 

サーボロック指令 

位置制御開始 

＋ 

＋ 

－ 

－ 

誘導機 

PG
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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１２　オリエンテーションブロック図
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図１３　2巻線システムの加減速特性
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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



汎用ベクトル制御インバータ

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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