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聞こえてきますか、技術の鼓動。

インバータ・サーボ・UPSの応用特集
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息子たちが小学生になる前後から正月休みになるとジグ

ソーパズルを買い込んで組み上げるのが，家族行事である。

パズルの各ピースには数種類の形状パタンしかないが，微

妙に形が違うし，絵柄が異なるから，どれ一つとして同じ

ものはない。ピースの一つ一つにはぴたりとはまる場所が

ある。単純なゲームだが，2,000 ピースを超えると一家四

人掛りでも結構手強い。

最初のうちは思い思いに進めて行くが，しばらくすると，

それぞれに得意なやり方があるのに気づく。完成後の絵柄

を思い描きながらそれを頼りに進める者，なんとなく似た

色を集めてから組み立て始める者，ピースの出っ張りや

引っ込みの些細な特徴をぐっと睨んでぴったり合うものを

見つけ出してしまう者，などである。どの方法でも敵わな

いから，私は枠の部分を担当する。枠のピースは直線や角

という特徴があり，簡単に見つかる。拾い出しながら似た

色合いの山を数個作る。四隅を除くと枠のピースの形はお

おむね二種類だから，各々の山を二つに分ける。あとは小

山から取り出したピース同士が組み合うかどうかを調べる。

単純作業の繰り返しだ。頭を空っぽにして，取り出した二

つのピースが組み合うかを手で調べ続ける。あまり考えな

いほうがよい。腕組みして考えるより，しらみ潰しのほう

が早くできる。家族は，この単純作業が面白くないと言う。

私は，いつもは出来るかどうか分からないことばかり考え

ているから確実に出来るなら単純作業でも気にならないよ，

と答える。ほかのやり方では敵わないとは言わない。我が

家のジグソーパズルは枠の部分が早い段階で完成してしま

い，私の仕事はなくなる。あとは「これ，いる？」とほか

の者の邪魔をして廻るだけである。

全体の半分ほど出来上がると，組み立て作業が停滞する。

ある部分を一人きりで担当していると行き詰まる。すると，

早々に飽きてテレビを見ていた者が，どれどれとやって来

て行き詰まりを開く。しばらくは進展するのだが，やがて

再び行き詰まる。今度は，お菓子を食べ終わった者が，ど

れどれとやって来る。そしてまた進展する。こういうこと

の繰り返しで，ジグソーパズルは完成に近づく。一人で組

み上げるのに比べて，家族総掛りのほうが延べ時間が短い

かどうかは分からない。少なくとも，ほかの者が行き詰ま

りを解消してくれることは，ちょっと悔しいけれど，悪い

気分ではない。

ところで，本誌はインバータ・サーボ・ UPS の応用特

集である。インバータなどの電力変換器の主回路は，突き

詰めれば，半導体スイッチ，ダイオード，インダクタ（L），

コンデンサ（C）の四つから成る。同じく四つの塩基から

成る遺伝子ほどではないが，主回路要素の組み合わせは多

数あるが，実用化されている主回路構成は多くない。これ

はスイッチを介してＬ的要素とＣ的要素を交互に並べなけ

ればならないという制約ゆえである。

新しく主回路を工夫する醍醐味が少なくなっている。多

レベルインバータが提案されてからかなり経過したが，共

振形インバータやロス回収スナバなど少数の提案しかない。

理由は主力となる半導体スイッチ素子に新しいものがない

からである。逆並列ダイオード内蔵の IGBTのように単方

向制御スイッチが主力の現時点では，たとえAC/AC変換

が必要でも途中に直流リンクを入れたほうが必要スイッチ

数は少ない。このことと，インバータ内蔵の家電機器の普

及を併せると，屋内配電の直流化が魅力的に見える。しか

し，双方向制御スイッチが実用化されると，状況が一変す

る。マトリクスコンバータで直接AC/AC変換したほうが，

必要スイッチ数と通過素子数どちらも減るから得になる。

すると，高周波交流配電が魅力的になる。新主回路の考案

が得意な人々には悩みの深い時代である。「双方向制御ス

イッチよ出るなら出てみろ！」という心境であろう。私は

というと，主回路考案が苦手だから脇道に逸れて，イン

バータの組み合わせを試している。電圧形インバータと電

流形インバータの組み合わせや，多数台 UPS の同期化制

御を試している。後者では信号線なしで，かつ，簡単な制

御で実現するとなると，なかなか面白い。

おわりに，ゲームの参加者は最後のピースをパチンと入

れる人だけではない。それぞれに楽しみはあります。

ジグソーパズルの
チームプレー

近藤　正示（こんどう　せいじ）

長岡技術科学大学教授 工学博士
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まえがき

高密度，低消費電力の半導体デバイスの登場，高性能マ

イクロプロセッサの実用化に伴い FA分野では，汎用イン

バータならびにサーボシステムの適用が拡大し，設備の小

型化，省エネルギー化，省力化ならびに装置の高速・高精

度化が図られている。一方，IT 分野の拡大とともにコン

ピュータシステムを電源トラブルから守る無停電電源装置

（UPS）も飛躍的な適用拡大を遂げ，コンピュータの安定

稼動に貢献している。

本稿では，これら市場のニーズにこたえるために開発し

たハードウェア・ソフトウェア技術，あるいはシステム化

対応技術とそのコンセプトのもとに系列化した富士電機の

製品群について紹介する。

最新の技術動向

ここに紹介する駆動機器，電源装置などの電子応用製品

は，半導体デバイス技術とソフトウェア技術の進展に伴っ

て飛躍的に発展してきた。ダウンサイジングのための主回

路技術，高機能・高性能化のための制御・ソフトウェア技

術，小型化技術およびシステム化技術など最新の技術につ

いて述べる。

２.１ 主回路技術

主回路における発熱の 50 ％以上を占めるパワー素子の

損失低減が装置の小型化の鍵（かぎ）を握っている。パ

ワー素子の代表例である IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）はスイッチング特性のほか，コレクタ -エ

ミッタ間飽和電圧の低減など大幅な特性改善が行われた。

主回路モジュールとして，小型化，保護機能の充実，低コ

スト化を目的として IPM（Intelligent Power Module）が

採用され，小容量から中容量領域まで適用を拡大している。

UPSの容量範囲は，0.5 kVAから 1,500 kVAまで広範囲

にわたっており，各容量域に適した主回路技術を開発し採

用してきた。IGBTを使用した PWM（Pulse Width Mod-

ulation）コンバータをいち早く採用し，高調波を発生し

ない UPSを実現した。さらに，10～50 kVA域では，高

周波トランスでの絶縁と高調波抑制を同時に実現する

SMR（Switch Mode Rectifier）コンバータ回路を採用し

て大幅な小型化・軽量化を図った。10 kVA以下の小容量

領域では特に小型・低価格化の要求が強く，1 ～ 3 kVA

の常時インバータ給電方式ではトランスレスの非絶縁回路

方式を採用した。

２.２ 制御・ソフトウェア技術

装置の動作タクトタイムの短縮にこたえるため，汎用イ

ンバータ・サーボシステムでは，さらなる高応答化，高性

能化に向け鋭意開発に取り組んでいる。最近では，32ビッ

ト RISC（Reduced Instruction Set Computer）プロセッ

サの処理速度の目覚ましい向上により，従来ハードウェア

主導であった技術が急速にソフトウェア技術に取り込まれ

てきている。

汎用インバータでは，富士電機独自のトルクベクトル制

御を開発し，低回転むら，低速大トルクなど大幅な特性改

善を行った。高性能ベクトルインバータでは，2 個のRISC

プロセッサを使用し，制御応答の向上，トルクリプルの低

減を図り，また外乱抑制オブザーバ，振動抑制オブザーバ

インバータ・サーボ・UPS技術の動向と展望
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図１　外乱抑制オブザーバによる抑制効果
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など新しいアドバンスト制御アルゴリズムを組み込み高性

能化を図った。図１に外乱抑制オブザーバによる抑制効果

を示す。

サーボシステムでは，装置の動作タクトタイム短縮の要

求にこたえるため，高速化・整定時間の短縮にチャレンジ

してきた。その結果，機構部先端の持続的振動と機械への

振動・衝撃の増大を誘発し，動作タクトタイムも限界に達

していた。

富士電機のサーボシステムではこの限界を打破すべく，

高速化・整定時間短縮を犠牲にせず，持続的振動と機械へ

の振動・衝撃の大幅低減を図った富士電機独自の制振制御

技術を開発した。図２にその制御ブロック図を示す。制御

方式は機械モデル（2 慣性モデル）を内部に持ち，モデル

先端部の振動がなくなるようにモデル内で制御する。その

制御量を電動機の位置・速度制御に補正として加えること

で，先端部の振動を抑制している。

図３に，制振制御機能によるロボットアームの振動抑制

効果を示す。図から明らかなように，位置決め整定時間を

犠牲にすることなく，アーム先端の振動振幅で約 1/5 以下，

収束時間で約 1/3 以下が達成されている。この成果により，

装置のタクトタイムは 20 ～ 30 ％短縮され，かつ機械の振

動・衝撃を大幅に低減させることができる。

そのほか，原点復帰不要の省配線方式ABS（Absolute）

エンコーダの採用，プログラマブルコントローラ（PLC）

から直接位置決め制御を実現する省配線高速シリアルバス

の搭載，直線・回転割出し位置決め機能内蔵アンプなど機

種メニューの充実を図った。

一方，UPSに要求される入出力の性能項目は，負荷機

器に安定したきれいな電力を供給し続けることと，入力電

源側には高調波を発生しないことである。

出力電圧の制御方式として PWMインバータのキャリ

ヤサイクルごとに出力電圧波形のひずみを補正する瞬時値

制御方式が一般的となり，ひずみの少ないきれいな波形を

実現すると同時に負荷投入・遮断時，停電・復電時の過渡

応答特性を大幅に改善している。また常時インバータ給電

方式のUPSでは，従来のサイリスタ整流器に替えてPWM

コンバータを採用し，この入力電流波形を入力電圧と同期

したきれいな正弦波形に制御する PFC（Power Factor

Correction）制御を用いて，入力高調波電流を低減すると

同時に入力力率をほぼ 1.0として入力所要電力の低減を実

現している。

２.３ 小型化技術

小容量インバータ，サーボアンプの小型化のために，低

損失形 IGBTの採用のほか，冷却技術が大変重要である。

冷却フィンは従来，アルミダイキャストが主流であったが，

小型・軽量化が可能な冷却効率のよいかしめフィンやブ

レージングが採用された。
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薄型ベクトルインバータ FRENIC5000VG7Fでは，主回

路部品とプリント基板を適正配置し，ユニットの薄型を実

現するヒートパイプ式冷却体を開発し，奥行寸法 90mm

を実現した。本インバータは設置場所に制約のあるエレ

ベータなどに適用されている。

UPSではコンピュータのダウンサイジング，分散配置

化に伴い，UPSの設置場所は電気室→コンピュータ室→

オフィス→ SOHO（Small Office Home Office）へと多様

化しており，UPSの小型化が求められている。特に小容

量域の UPSでは，コンピュータシステムをはじめとする

各種負荷装置に内蔵して使用されるケースが拡大しており，

一層の小型化あるいは薄型化が望まれている。UPSの小

型化はスイッチングデバイスの高周波化とともに正弦波化

フィルタ部品（リアクトル，コンデンサ）の小型化により

実現されてきた。さらに最近では，上述のように容量に応

じた高周波絶縁方式，非絶縁方式の採用などの主回路構成

の工夫により大幅な小型化が実現されている。

２.４ システム化技術

設備・機械を統括制御する PLCとインバータ・サーボ

システムをシリアル通信により接続し電動機の運転指令，

回転速度などを PLCから指令を与え，またモニタリング

などの目的で駆動装置の運転状態を PLCに渡す通信機能

は，インバータ・サーボシステムでは不可欠の機能になっ

てきている。また機械の状態により，各種ファンクション

を通信にて書き換えて使用することにより，従来の PIO

接続では実現困難な，機械の高性能化・高機能化，システ

ム信頼性の向上を図った。

通信の種類として，汎用通信の RS-485，オープンネッ

トワークである DeviceNet，Profibus-DPなどへの対応，

ならびに富士電機独自の高速リンクである SXバス，およ

び Tリンクなどに対応している。

高性能ベクトルインバータにおいては PLCの言語で

ユーザーがインバータ内部の諸データを使用し，オリジナ

ルな制御システムを構築できるテクノロジーカードを商品

化した。これは機械の高性能化に伴いインバータと PLC

間で 1msレベルのタスクで同期をとる制御の必要性があ

る場合，制御ノウハウをユーザー内部にとどめたい場合，

インバータ周辺の制御はインバータ側で分散させるシステ

ム構成とする場合などに適用している。また，このテクノ

ロジーカードを有するインバータをマスタとしたインバー

タ間の高速通信（最大12台）を併用することで分散形制御

システムの構築も可能になった。

UPSでは，コンピュータネットワークの急拡大に伴っ

て，ネットワークに使用される UPSが急速に普及すると

ともに，ネットワークとのコミュニケーションが UPSの

不可欠な機能となっている。小容量域の UPSでは，RS-

232Cのシリアル通信インタフェースを装備し，この信号

を受けて UPSとネットワーク上のコンピュータを管理す

るソフトウェアをコンピュータ側にインストールしてネッ

トワークとのコミュニケーションを実現している。この

UPS 管理ソフトウェアとして，Windows
〈注1〉

，UNIX
〈注2〉

，LIN

UXなどの各種ネットワーク OSへの対応と同時にマルチ

サーバシャットダウン，スケジューリング運転，UPSリ

アルタイムモニタリングをはじめとするネットワークの安

定稼動を実現するための各種機能を搭載したソフトウェア

「NetpowerView F」を提供している。

ネットワークとのコミュニケーションを実現するもう一

つの手段として，SNMP（Simple Network Management

Protocol）による方法がある。前述のシリアル通信方式で

は RS-232C 信号を受けるコンピュータ経由でネットワー

クに接続されるのに対して，SNMP方式では直接ネット

ワークに接続され，他のネットワーク機器と同様に遠隔か

らの管理を可能にしている。小容量域の UPSでは，オプ

ションカードスロットを装備して SNMPカードが搭載で

きる構成としている。

富士電機の製品系列

富士電機は，パワー素子の供給メーカーであることをフ

ルに活用し，汎用インバータ，高性能ベクトルインバータ，

サーボシステムから UPSに至るまで豊富な製品系列を用

意しており，広範囲の用途で最適な機種が選択できるよう

にした。

３.１ インバータの製品系列

表１に富士電機製インバータの機種系列を示す。

汎用インバータは11シリーズとして系列完備した。S11，

C11，E11，P11，G11，H11の 6 機種群からなり，小容量

簡易可変速制御から高性能・多機能インバータさらには高

周波インバータなど 11シリーズとして統一した考え方の

もとに機種系列を整備した。

高性能ベクトルインバータ VGシリーズはシステム対応

機能の充実を図り，VG7へモデルチェンジした。同期電

動機と専用インバータを組み合わせ高効率運転を実現する

FESPACシリーズ，搬送機械分野などに有効な電源回生

機能付きコンバータ分離形のMG5シリーズなどを新規に

系列追加した。

各種適用におけるユーザーのメリットを追求し，性能・

機能向上を図ったインバータおよびオプションの製品化に

より，インバータの適用範囲はますます拡大している。

３.２ サーボシステムの製品系列

表２に富士電機製サーボシステムの機種系列を示す。

電動機の小型化と低慣性モーメント化により，業界トッ

プレベルの高応答化を実現し，かつ機械の振動を大幅に低

減させる制振制御機能など最新の技術を搭載した，新型

サーボシステム FALDIC-αシリーズを追加系列化した。
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〈注１〉Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注２〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国な

らびに他の国における登録商標
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FALDIC-αシリーズの高性能化と制振制御機能により，
半導体製造装置，電子部品加工装置，各種ロボット，ハー

ネス加工機ほかで機械のタクトタイム短縮と機械の低振動

化に貢献している。

３.３ UPSの製品系列

表３に富士電機製UPSの標準機種系列を示す。

小容量のミニ UPSの系列では，常時インバータ給電方

式のＪシリーズと常時商用給電方式の NetpowerProtect

シリーズを系列化しているが，Jシリーズはコンピュータ

のダウンサイジングに対応して業界トップレベルの小型化

を実現すると同時に，１～ 3kVA機では縦置き・横置き

兼用としてラックマウントにも対応できる構造としている。

NetpowerProtectシリーズは，ネットワークシステムへの

対応をより充実すると同時に，シンプルな回路構成の採用

などにより高信頼化と低価格化を追求している。

中容量 UPS 650シリーズでは，従来からの高性能・高

信頼性を確保しながら，コンピュータのダウンサイジング

に対応して大幅な小型・軽量化を実現している。大容量

UPS 600シリーズは，金融機関の大規模オンラインシステ

ム，インターネットデータセンターなど，より高い信頼性

が求められる分野への適用を狙って，無瞬断バックアップ

運転，並列冗長運転など各種の高信頼システムが構築でき

る機能を備えている。
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機種区分� シリーズ� 電源電圧�
周波数制御範囲（Hz）�

主な特長�

汎用インバータ�

高周波�
　　インバータ�

高性能ベクトル�
制御インバータ�

電源回生機能�
付きインバータ�

工作機械�
　主軸駆動用�
　　インバータ�

省エネルギー�
　　同期電動機�
　　および�
インバータ�
　　　システム�

電源回生PWM�
　　コンバータ�

薄型インバータ�

FVR-S11S

FVR-C11S

FVR-E11S

FRENIC�
5000G11S

FRENIC�
5000P11S

FRENIC�
5000H11S

FRENIC�
5000VG7S

FRENIC�
5000MG5

FRENIC�
5000MS5

FRENIC�
5000VG7F

FESPAC

RHC

三相　200 V�
単相　200 V

単相　100 V�
単相　200 V�
三相　200 V

単相　200 V�
三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V

三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V�
三相　400 V

三相　200 V

三相　200 V

0.1�

0.1

0.1�

0.1�

0.1

0.1�

0.1

0.1 1 10 100 1,000 100 1,000 10,000

120�

120

120�

120�

120

120�

120

200�

200

200�

200

50�

50

簡易可変速用インバータ�
™ボリューム操作形，端子台信号制御形，�
　シリアル通信制御形の3タイプを用意�

コンパクト型インバータ�
™PID制御標準装備�
™周波数設定ボリューム標準装備�

高性能コンパクト型インバータ�
™始動トルク：200％�
™PID制御，RS-485標準装備�

高性能・多機能インバータ�
™始動トルク：200％�
™PID制御，RS-485標準装備�
™制御電源補助入力標準装備�
™オプションカードと PG 付き電動機で高�
　性能ベクトル制御�

二乗低減トルク負荷専用�
™PID制御，RS-485標準装備�
™制御電源補助入力標準装備�
™自動省エネルギー機能で高効率運転�

一般産業用高性能ベクトル制御インバータ�
™高速応答の速度制御�
™トルク制御�
™制御オプションなどシステム機能の充実�

同期電動機と省エネルギー制御を搭載した�
専用インバータのシステム�
™高効率運転�
™磁極センサなし・ありで，ファンポンプ�
　用，一般機械用の2系列�

電源回生用コンバータ�
™高効率で電源回生�
™入力高調波電流の低減�

工作機械主軸駆動用インバータ�
™M5（PG なしトルクベクトル制御）と�
　V5（PG 付きベクトル制御）の二つの制�
　御方式�
™コンバータの分離（発電制動，電源回生�
　制動の選択が可能）�

電源回生機能付き一般産業用インバータ�
™コンバータの分離（発電制動，電源回生�
　制動の選択が可能）�

PWM 制御技術を駆使した高周波専用イン�
バータ�

奥行寸法 90 mmの専用薄型インバータ�

表１　富士電機製インバータの機種系列一覧�

容量系列（kW）�
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インバータ・サーボ・UPS技術の動向と展望

あとがき

市場の要求にこたえ，インバータ，サーボ，UPSなど

の電子応用装置の小型・高性能・多機能化を図ってきた。

今後予測される，オープン化あるいはシステム化の要求に

向けネットワーク機能の充実を図っていく所存である。

近い将来，すべての機器あるいは装置がネットワークに

接続され，その稼動状況がネットワークを介して統合コン

トローラに情報を提供するシステムが実用化されるものと

考える。これらの新しい流れはまだ緒についたばかりであ

るが，ユーザーとメーカーが連携することにより，最適な

システムが構築できるものと確信する。今後ともユーザー

各位のご指導・ご鞭撻（べんたつ）をお願いする次第であ

る。
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方式� シリーズ名称�
出力�
相数�

主な特長�

J 

650-C/1

650-C/3

600-B/1

600-B/3

600-A/3

7000F

Netpower�
Protect

多機能SPS

単相�

単相�

三相�

単相�

三相�

三相�

三相�

単相�

単相�

0.1

1 10

10

75 100

200

0.5

30 1,000

3

10

50

50

75 200

1,500

1 10 1,000100

表３　富士電機製 UPS の標準機種系列一覧�

容量系列（kVA）�

小型・高性能ミニ UPS�
™縦置き・横置き兼用でラックマウントにも対応（1～3 kVA）�
™RS-232C，WindowsNT 対応接点インタフェース標準装備�
™前面からのバッテリー引出し，ホットスワップ可�

小型・高性能中容量 UPS�
™入出力間の絶縁を確保しながら超小型，軽量化を実現�
™入力高調波電流抑制，出力電圧瞬時値制御�
™バッテリー寿命表示，バッテリー自己診断機能搭載�

高信頼・高性能大容量 UPS�
™入力高調波電流抑制，出力電圧瞬時値制御�
™無瞬断バックアップ運転，並列運転，並列冗長運転などの各
種高信頼システムの構築が可能�

™リモートメンテナンスシステム（電話回線経由），リモート
モニタ機能（RS-232C）�

海外電圧（三相 380/415 V）対応小型・高性能 UPS�
™入力高調波電流抑制，出力電圧瞬時値制御�
™並列冗長運転対応�

ネットワーク対応小型・高信頼ミニ UPS�
™RS-232C，WindowsNT 対応接点インタフェース標準装備，
新 UPS 管理ソフトウェア：NetpowerView F に対応�

™前面からのバッテリー引出し，ホットスワップ可�

高効率・多機能中・大容量 SPS�
™停電対策と高調波電流対策を１台の電力変換装置で実現�
™電動機などの動力負荷をはじめ幅広い用途に適用が可能�

常
時
イ
ン
バ
ー
タ
給
電
方
式�

常
時
商
用
給
電
方
式�

20

250

シリーズ名称� 適用電動機�
定格/最高回転速度（r/min）�

主な特長�

FALDIC-α�
① V タイプ�
　（パルス指令，�
　　速度制御用）�
② L タイプ�
　（直線位置決め用）�
③ R タイプ�
　（回転割出し用）�

GYC モータ�
（低慣性�
　キュービック形）�
GYS モータ�
（低慣性スリム形）�

GRH モータ�
（中慣性タイプ）�
GRK モータ�
（高慣性タイプ）�

MPF シリーズモータ�
（専用誘導電動機）�

GRK モータ�
（高慣性タイプ）�

FALDIC-Ⅱ�
① V タイプ�
② L タイプ�
③ R タイプ�

ディジタル ES モータ�
（速度制御用）�

FALDIC-IM

1,000 3,000 5,0000.1

5

2

1 10

表２　富士電機製サーボシステムの機種系列一覧�

容量系列（kW）�

①周波数応答が600 Hz で業界トップレベル�
②機械振動を最小にする制振制御が可能�
③原点復帰不要のABSエンコーダ標準搭載かつ
エンコーダ－アンプ間はシリアル省配線化�

④電動機は低慣性タイプで軸方向最小のキュービッ
ク形と直径が最小のスリム形が選択可能�

⑤用途別の機種系列（V，L，Rタイプ）を用意。
各機種とも上記電動機の組合せは自由�

⑥富士電機製PLC－アンプ間は高速シリアルバス
（SXバス）による省配線化，情報の共有化を
実現�

①周波数応答は100 Hz�
②電動機は中慣性タイプで高剛性対応�
③用途別の機種系列（V，L，Rタイプ）を用意�
④富士電機製PLC－アンプ間はシリアル省配線化�

①大型機械の位置決め用途�
②周波数応答は 80 Hz�
③富士電機製PLC－アンプ間はシリアル省配線化�

①負荷慣性モーメントが大きい機械に適用�
②速度制御，パルス列位置決めが可能�
③電動機は汎用電動機と取付け互換性あり�
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2.2 37
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まえがき

汎用インバータは幅広いユーザー層に支えられ，その普

及とともに小型・軽量化，低価格化，高性能・高機能化が

進められてきた。その結果，専用インバータでしか実現で

きなかった用途に汎用インバータが適用できるようになっ

た。富士電機の高性能汎用インバータ FRENIC5000G11S/

P11Sシリーズは，ファン・ポンプ，工作機械，搬送・運

搬機械など幅広い分野に適用され，好評を得ている。

今回，FRENIC5000G11Sをベースに，上下搬送に最適

な機能を付加し，操作性を向上した上下搬送装置専用イン

バータ FRENIC5000G11UDシリーズを開発したので，そ

の仕様と特長，適用例について紹介する。

仕様と特長

富士電機では機能・性能，上下搬送速度に応じた最適な

機種系列を用意しており，その機種マップを図１に示す。

FRENIC5000G11S-LTシリーズと FRENIC5000G11UDシ

リーズは，上下搬送専用機能を搭載することで，性能向上

と操作性向上とを実現している。FRENIC5000G11S-LT

シリーズは，速度センサレスでの滑らかな運転が可能であ

り，FRENIC5000G11UDシリーズは，本格的な速度セン

サ付きベクトル制御による高性能運転が可能である。FRE

NIC5000VG7Sシリーズは，最高性能機種として位置づけ

ており，高精度な制御技術と豊富な機能により，中・高速

エレベータ用として適している。

FRENIC5000G11UDの仕様を表１に示し，以下に主な

特長を述べる。

２.１ 低速でも滑らかで安定した運転

図２にシステム構成を示す。高性能汎用インバータFRE

NIC5000G11S/P11Sシリーズに搭載され実績のある，ディ

ジタル AVR（Automatic Voltage Regulator）の技術を採

用している。ディジタル AVRは，インバータの出力電圧

を検出し，出力電圧波形を改善する富士電機独自の技術で，

この制御により乗り心地に直接関係のあるトルクリプルを

低減することができる。

２.２ 使いやすさの追求

零，低，中，高およびクリープ，ならびに非常用および

メンテナンスの各速度設定に対して，S 字適用範囲と加減

速時間を同時に切り換える S 字加減速機能付き多段速度

運転機能を用意した。

この機能により，図３に示すように10点の S 字適用範囲

と七つの加減速時間の設定が個別に設定可能である。切換

は三つの外部入力による速度指令の変更のみで行っており，

操作性を向上している。例えばメンテナンス時は，メンテ

ナンス用の速度と作業効率を優先するための最大能力加減

速運転とが，速度指令を切り換えるだけで実現できる。

２.３ ブレーキ釈放時のロールバック低減

エレベータの荷重をセンサにより検出し，トルクバイア

スすることでブレーキ釈放時のロールバックを低減するこ

とができる。

この機能により，ブレーキ釈放から停止までショックの

ない運転が可能である。

２.４ 停電時のバッテリー運転

停電によりエレベータ内に人が閉じ込められた場合，通

上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD」
とその適用例
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図１　上下搬送装置対応インバータの機種マップ



上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD」とその適用例

常は管理者が機械室に行って手動で電動機を回転させて最

寄りの階までかごを移動させる必要がある。このような場

合でも，非常用のバッテリーを使用したインバータ駆動に

より，最寄りの階までかごを移動させることができるバッ

テリー運転機能を搭載した。
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項　目� 仕　様�

型　式 FRN□□□G11UD-2J1�

標　準　適　用　電　動　機 （kW）�

 定　　格　　容　　量 （kVA）�

 電　　　　　　　　圧 �

 定　　格　　電　　流 （A）�

 過 負 荷 電 流 定 格�

 定　格　周　波　数�

 相数・電圧・周波数�

 電圧・周波数許容変動�

 所 要 電 源 容 量 （kVA）�

 型　　　　　　　　式�

 制　　動　　時　　間 （s）�

 制　動　使　用　率 （％ED）�

 接続可能最小抵抗値 （Ω）�

�

2.2�

2.2�

4.1�

�

11�

�

�

�

�

2.9

33

3.7�

3.7�

6.8�

�

18�

�

�

�

�

4.9

5.5�

5.5�

10.2�

�

27�

�

�

�

�

6.9�

�

�

�

20

7.5�

7.5�

14�

�

37�

�

�

�

�

9.4�

�

�

�

15

三相，200 V/50 Hz，　200 V，220 V，230 V/60 Hz�

�

インバータ定格電流の“150％-10 s”�

50 Hz，60 Hz�

三相，200～230 V，50/60 Hz�

™電圧：＋10～－15％（相間アンバランス率：2％以内）　™周波数：＋5～－5％�

内蔵�

60�

50

BU3-220-2�

20�

10�

8.6

BU37-2C�

15�

15�

4.3

11�

11�

18�

�

49�

�

�

�

�

14

15�

15�

24�

�

63�

�

�

�

�

19

18.5�

18.5�

28�

�

74�

�

�

�

�

23

22�

22�

34�

�

90�

�

�

�

�

28

表１　FRENIC5000G11UD の仕様�

（a）三相 200 V シリーズ�

出
力
定
格�

入
力
電
源�

制
動
ユ
ニ
ッ
ト�

項　目� 仕　様�

型　式 FRN□□□G11UD-4J1�

標　準　適　用　電　動　機 （kW）�

 定　　格　　容　　量 （kVA）�

 電　　　　　　　　圧 �

 定　　格　　電　　流 （A）�

 過 負 荷 電 流 定 格�

 定　格　周　波　数�

 相数・電圧・周波数�

 電圧・周波数許容変動�

 所 要 電 源 容 量 （kVA）�

 型　　　　　　　　式�

 制　　動　　時　　間 （s）�

 制　動　使　用　率 （％ED）�

 接続可能最小抵抗値 （Ω）�

3.7�

3.7�

6.8�

�

9.0�

�

�

�

�

5.0�

�

�

�

130

5.5�

5.5�

10.2�

�

13.5�

�

�

�

�

7.0�

内蔵�

60�

50�

80

7.5�

7.5�

14�

�

18.5�

�

�

�

�

9.4�

�

�

�

60

11�

11�

18�

�

24.5�

�

�

�

�

14

三相，380 V，400 V，415 V/50 Hz，　380 V，400 V，440 V，460 V/60 Hz�

�

インバータ定格電流の“150％-10 s”�

50 Hz，60 Hz�

三相，380～480 V，50/60 Hz�

™電圧：＋10～－15％（相間アンバランス率：2％以内）　™周波数：＋5～－5％�

BU3-220-4�

20�

10�

34.4

BU37-4C�

15�

15�

17.2

15�

15�

24�

�

32�

�

�

�

�

19

18.5�

18.5�

29�

�

39�

�

�

�

�

24

22�

22�

34�

�

45�

�

�

�

�

28

（b）三相 400 V シリーズ�

出
力
定
格�

入
力
電
源�

制
動
ユ
ニ
ッ
ト�

項　目� 詳　細　仕　様�

制　御　方　式�

速 度 制 御 範 囲�

零 速 度 ト ル ク�

キャリヤ周波数�

速　度　設　定
�

�
速 度 調 節 器�

トランジスタ出力�
接　点　出　力�

PG フィードバックベクトル制御�

0～1,500 r/min（または 1,800 r/min）（4極電動機）�

150％�

2～15 kHz 可変設定�

�
�

速度調節器のゲインを高速と低速で自動的に切換可能�

IP40�

ファン冷却�

多段速度指令：外部信号3点の組合せにより8段の選択運転が可能�
多段速度指令一致タイマによりリレーのばらつきによる速度指令の誤設定防止が可能�

™ブレーキコントロール信号（2種類）�
™速度一致信号（速度偏差過大信号）�
™速度検出信号（2種類）�
™電流検出信号（2種類）�

（c）共通仕様�

制
　
御�

保　護　構　造（IEC 60529）�

冷　却　方　式�



上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD」とその適用例

２.５ 管理者による制限

インバータに設定されたデータの書換えや読出しを禁止

するパスワード機能を搭載した。

この機能により，ユーザーが設定したノウハウの外部流

出と誤設定とを防止することが可能である。

２.６ 幅広いエンコーダインタフェース

12V，15Vのコンプリメンタリ出力，5Vのラインドラ

イバ出力に対応したエンコーダインタフェースを用意した。

さらに，エンコーダパルスの分周機能も装備した。

この機能により，位置制御を行うためのフィードバック

信号を，ユーザーコントローラのインタフェースに合わせ

た低周波数のパルスに変換するので，分周に必要な回路や

位置制御専用のエンコーダを削減できる。

２.７ エレベータ用途に適した豊富な機能

上位コントローラと協調を図るため，機械式ブレーキの

コントロールを行うブレーキコントロール信号，制御異常

を検出する速度一致信号および出力端子の論理反転機能を

搭載した。このほかインバータや電動機の負荷状態を確認

するため，運転パターンにおける最大電流，RMS（Root

Mean Square）電流および平均ブレーキ消費電力の測定が

できる機能も搭載している。また，タッチパネルには機能

コードの設定データをコピーする機能を設けているので，

たくさんのインバータを簡単にセットアップできる（図４

参照）。

適用例

３.１ エレベータ運転時の特性

表２に FRENIC5000G11UDを適用したエレベータシス

テムの仕様，図５に運転特性を示す。これは，無積載で上

昇した場合の特性で，図中の波形は上から電動機回転速度

（エレベータ速度換算），電動機加速度（エレベータ加速度

換算），電動機トルク電流である。加速，等速，減速，ク

リープおよび停止の各運転モードで非常に滑らかに運転し
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励磁電流�
指令値演算�

トルク電流�
指令値演算�

ディジタル�
AVR

減速機�

荷重検出信号�

ブレーキ�

M

PG

PWM�
インバータ�

電流�
調節器�
（ACR）�

速度指令�
選択�

S字加減速演算器�

滑り周波数�
演算器�

速度検出器�

フィードバック信号選択� 分周回路�

1F

2F

3F

4F

トルクバイアス�
選択�

ユーザーコントローラ�

速度調節器�
（ASR）�

＋�

＋�

＋�

＋�多段速度指令�

アナログ�
速度指令�

磁束パターン発生器�
FRENIC5000G11UD

図２　システム構成

クリープ�
速度�

零速度�
時間�

　部分で自由に�
S字適用範囲設定可能�

低速度�

中速度�

高速度�

速
度
�

図３　S字加減速機能付き多段速度運転機能 図４　データコピー時のタッチパネルの外観

＜データコピー＞
２２Ｇ１１－２

ライト
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上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD」とその適用例

ている様子が分かる。また，ブレーキ釈放時，ブレーキ投

入時ともに各波形に乱れはなく良好な特性となっている。

電動機加速度においても脈動やオーバシュートはなく，安

定で高応答であることが分かる。

３.２ バッテリー運転時の特性

バッテリー運転時の回路構成を図６に示す。インバータ

の制御用電源には，UPS（Uninterruptible Power Supply）

などを用いる。バッテリーの電圧および容量は，エレベー

タ速度，最大負荷，電動機定格電圧，電動機の電気回路定

数などにより選定する。商用電源とバッテリーとの切換は，

ユーザーコントローラ側で行う。図７に FRN7.5G11UD-

2J1での特性例を示す。これは，バッテリー電圧が DC48

V，無負荷時の運転で，上から電動機回転速度，電動機加

速度，出力電流である。速度指令は定格速度の 4 ％に設定

しており，バッテリー電圧が低くても良好な運転特性が得

られている。

あとがき

以上，上下搬送装置専用インバータFRENIC5000G11UD

シリーズの概要と適用例を紹介した。今後とも市場要求に

対応したインバータとするため，ユーザーのご意見を取り

入れ，よりよい製品作りを目指していく所存である。

参考文献

米澤裕之ほか．高性能汎用インバータFRENIC5000G11S/

P11Sシリーズ．富士時報．vol.72，no.4，1999，p.233-236．
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det
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m

0.6
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0.4
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図５　エレベータ運転時の特性（無積載上昇時）
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図６　バッテリー運転時の回路構成
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図７　バッテリー運転時の特性

表２　エレベータシステムの仕様�

項　目� 仕　様�

イ ン バ ー タ 型 式 �

電 動 機 容 量 �

FRN15G11UD-4J1�

11 kW�

1,000 kg�

1,000 kg�

1,450 kg�

1 m/s�

ウォームギヤ�

1/52�

0.67 m�

未使用�

エレベータ仕様�

定 格 積 載 質 量 �

か ご 質 量 �

釣 合 い お も り �

エレベータ定格速度�

減 速 機 の 歯 車 �

減 速 比 �

シ ー ブ 径 �

ト ル ク バ イ ア ス �
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まえがき

各種産業機械分野に適用される汎用インバータに対して，

高性能，高機能，システム対応の要求が年々高まっている。

富士電機では，これらの要求にこたえるためにユーザーが

容易にシステム構築できるユーザープログラマブル機能を

備えたオプションカード「OPC-VG7-UPAC（User Pro-

grammableApplication Card）」（UPAC）を開発し，すで

に市場に投入している。

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」

シリーズ（VG7S）は，エレベータ，クレーン，巻取機，

印刷機などの分野で採用されているが，UPACの商品化

によって，さらに幅広い分野において適用されている。

本稿では，電気自転車用試験機，検品機，搬送装置への

UPAC適用例について述べる。

UPACの特長

UPACは富士電機の統合コントローラ「MICREX-SX」

の高性能 CPU（SPH300）を VG7Sに搭載したカードで，

ユーザーの作成したプログラムにより VG7Sを自在に制御

することができるものである。この結果，中小規模システ

ム，巻取り制御，位置制御などの用途に適用できる。

また，高速シリアルカードを用いると UPAC搭載VG7S

をマスターとしたマスタースレーブ構成が実現でき，UP

AC１枚に対して最大12 台の VG7Sがリンク接続できる。

UPACのプログラミングツールはMICREX-SXシリー

ズのプログラミング支援ツール SED300（D300win）を

VG7S 対応用にアップグレードして適用する。パソコンと

UPAC間は VG7S 内蔵の RS-485インタフェースを経由し

て通信する。

２.１ 仕　様

表１に UPACの仕様を示す。

２.２ パッケージソフトウェア

VG7S 標準機能のままでは適用できない用途に対して，

従来機種ではインバータ本体の専用ソフトウェアによる対

応をしていたが，VG7Sでは，専用機能を UPACで実行

することにより，インバータ本体は標準品で，UPACの

みを追加することで対応できるようになった。このような

UPAC 対応の中で，適用範囲が広いソフトウェアには

パッケージソフトウェアという標準ソフトウェアを充実さ

せている。以下に３種類のパッケージを紹介する。

２.２.１ ダンサ制御パッケ－ジ（WPS-VG7-DAN）

図１にダンサ制御パッケージを適用した UPACシステ

ムの概要を示す。このシステムでは，ダンサロール位置検

出による速度制御を行う。機能としては，PG（Pulse

Generator）パルス検出による巻径演算，巻太りに応じた

ASR（Automatic Speed Regulator）切換制御，張力テー

パ出力などを備えている。

２.２.２ 張力制御パッケ－ジ（WPS-VG7-TEN）

図２に張力制御パッケージを適用した UPACシステム

の概要を示す。このシステムでは，張力検出による張力

フィードバック PID 制御を行う。機能としては，PGパル

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」
用オプションカード「UPAC」の適用例
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表１　UPAC の仕様�

項　目� 内　容�

IEC61131-3準拠（IL，ST，LD，FBD，SFC）�
MICREX-SX　SPH300 同等�

プログラム：32 kステップ�
データ：8 kワード�

3本：定周期1，デフォルト1，割込み1�
実行時間：最小1 ms

UPAC {}|   VG7S�
 6 台システム：50 ワード×6＝300 ワード�
 12 台システム：22 ワード×12＝264 ワード�

UPAC {}|   PC（パソコン）�
 RS-485 シリアル通信�
 支援ローダ：D300 Win＋UPAC アップグレード�
 通信速度：最大 38.4 k ビット/秒�

プログラム言語�
�
�
メ モ リ 容 量 �
�
�
�
�
インタフェース�
�
�
�
�
タ ス ク �
�

実 行 周 期 �
�
バックアップ機能�

�

�

1～32,000 ms�

�あり（内蔵電池：5年保証）�



高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」用…

ス検出による巻径演算，機械損自動測定による機械損補償

などを備えている。

２.２.３ オリエンテーションパッケ－ジ（WPS-VG7-POS）

図３にオリエンテーション（回転位置決め）パッケージ

を適用した UPACシステムの概要を示す。このシステム

では，主軸または電動機付属のエンコーダを用いて停止位

置決め制御を行う。停止位置精度に応じた適用エンコーダ

のパルス数選択機能を備えている。

電気自転車用試験機への適用

３.１ システムの概要

電気自転車や自動車などの車両用試験機には，負荷状態

を精度よく模擬するために負荷機駆動装置としてサーボや

高性能ベクトルインバータが適用され，高精度なトルク制

御または速度制御を行う。

負荷機側の制御方式にはさまざまな方式があるが，本稿

では坂道の条件に応じたトルク制御方式の例で，坂道状態

を模擬する方式を採用した某社の電気自転車用試験機への

UPAC適用システムを紹介する。

３.２ システムの狙い

高精度，高速応答が要求される試験機では複雑で高価な

システム構成となってしまうが，UPACを適用すること

で制御精度の確保，システムの簡素化，コストダウンを目

的としたシステムを実現した。

この UPACを適用したシステムでは下記の特長がある。

トルク演算やモニタ用データ演算をする外部コント

ローラが不要となり，システム全体のコストダウンを実

現できる。

自動機械損測定機能を内蔵し，測定した機械損データ

を UPAC付属電池によりバックアップする。

VG7S 内部で制御が完結されるため，システムの立上

げ時間の短縮，調整の簡素化が実現でき，トラブル時の

原因究明時間の短縮にもつながる。

UPAC内部のデータはVG7S内蔵RS-485インタフェー

ス経由でモニタができ，必要なデータをモニタ用パソコ

ンで任意に確認することができる。

３.３ システム構成

図４に電気自転車用試験機のシステム構成例を示す。負

荷機駆動装置にVG7S＋UPACのシステムを適用している。

前輪を固定し，後輪を試験機のドラムに載せた構造とな

る。UPACは坂道の状態に応じた反抗トルクを発生させ，

電動機とドラムの結合軸にあるトルクセンサの検出値を

フィードバックし，PID 制御をする。

３.４ UPACの適用

図５に UPAC内部の制御ブロック図を示す。坂道の条

件に応じたトルク演算値とトルクセンサ検出値により PID

制御を行う。VG7Sへの実際のトルク指令は PID 制御後

の演算値に機械損補償分およびドラムと電動機の加減速ト

ルク補償分を加えた値を VG7Sへのトルク指令値としてい

る。

加減速トルク補償，機械損補償を行っているので，ドラ

ムには坂道の条件に応じて精度のよい反抗トルクが発生す

る。

運転モードは，走行距離により坂道の条件を変化させて

いくパターンモード（最大６ステージ）と，固定の条件下
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で設定時間連続運転（最大24時間）を行う耐久モードの２

種類がある。発生トルクは，パラメータで設定された質量，

摩擦抵抗，空気抵抗，こう配角度と車速，重力加速度など

を条件として演算している。

図６に車速を一定に制御したときのパターンモードの運

転データを示す。

各ステージで設定された条件に応じたトルクを発生し，

走行距離により各ステージがスムーズに移行している。図

６では車速一定で，かつ各ステージの走行距離が同一設定

のため，各ステージが同一時間でのステージ移行となる。

検品機への適用

４.１ システムの概要

簡単な巻取り制御システムに対しては，ダンサ制御や張

力制御用のパッケージをそのまま，もしくはその一部を適

用できるが，スリッタ，コータ，印刷機械などではインタ

フェースや制御技術を含めて，各メーカーが他社との差別

化を図るためにさまざまなアプリケーション上の工夫がな

されており，UPACシステムの機能・性能をフル活用す

ることが求められる。

ここでは図７に示すような，光ファイバでデータリンク

している複数台の VG7Sを１枚の UPACで制御するシス

テムを，某社のフィルム検品機に適用した例を紹介する。

４.２ システムの狙い

このシステムは従来，富士電機のプログラマブルコント

ローラ（PLC）MICREX-Fシリーズでシステム統括を行

い，張力・駆動制御を従来機種の巻取り特殊 ROMで対応

していたシステムの置換えである。

VG7Sへの置換えに際し，UPAC＋光リンク＋RS-485

システムを適用した目的と狙いは，

トータルコストダウンと省配線のため，システム統括

と駆動制御を１枚の UPACで対応し，2 系統の POD

（プログラマブル操作表示器）は状態監視とシーケンス

制御を担当。

光ファイバによるノイズフリーかつ高速なディジタル

制御で，メンテナンス要素の少ない堅ろうなシステムを

構築。

巻径演算を低速から正確に行うために各電動機軸 PG

のパルスカウント数を活用し，その演算結果をシーケン

ス制御に直ちに反映させること。

IEC 言語の特徴である 32ビット実数型演算により，

煩雑な整数の正規化処理がなくなることで，ユーザーに

おいてもメンテナンスが容易なプログラム。

の達成にある。

４.３ システム構成

図７に示すように，4 台の VG7Sを 1 枚の UPACと各

VG7Sに搭載している光リンクオプション（OPC-VG7-SI）

を用いてシステムを構成している。これにより，各VG7S

の速度やトルクなどの運転状態やモータ PGパルスカウン

ト値，張力センサからのアナログ入力，外部スイッチなど

のディジタル入力データなどを UPACは高速に読み込む

ことができる。一方，UPACは制御演算の結果として，

各VG7Sへ速度・トルクなどの指令データと，シーケンス

（4）

（3）

（2）

（1）
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制御結果としてのアナログ・ディジタル出力を各VG7Sと

外部に与えることができる。これらの演算は最小 6ms 周

期で行われる。

巻出し用・巻取り用VG7Sは，図８のブロック図に示す

ように張力フィードバックによる PID 制御を行い，巻径

や機械損，加減速トルクなどを補償したトルク指令により，

安定した張力制御を行っている。

POD1，2と VG7Sは RS-485で接続している。通信プ

ロトコルは PODメーカーが標準でサポートしているオー

プンなModbus
〈注〉

RTUを採用している。

図９に示すように，内蔵 RS-485を利用したデータ通信

は光リンクを介している各VG7Sに対し，局番指定で通信

が可能となる特長がある。これにより電気的なマルチド

ロップ接続が不要となり省配線を実現している。

この仕様により POD2はメインモニタとして内蔵 RS-

485とのコネクタ接続のみで，各VG7Sからの運転データ

やメンテナンス情報をリアルタイムに読み出し，一方で

UPACに対して加速・減速時間やコア径などの初期設定
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や張力設定などの役割も担っている。図 にはシステムの

状態監視モニタとしての画面例を示している。

POD1は RSオプションを経由して，状態監視モニタや，

各種機能スイッチ設定用に利用している。

搬送装置の同期制御への適用

５.１ システムの概要

工場の生産ラインなどの搬送システムを同期制御する方

法は，その制御目的に応じてさまざまである。特に機械的

に絶縁されている二つ以上のラインを同期制御するときに

は，エンコーダの出力するパルス列を用いた同期制御の手

法が一般的に適用される。

ここでは図 にあるように，製パン機械大手メーカーの

搬送システムで採用した，駆動部１と２を位置同期制御す

るシステムに UPACを適用した例を紹介する。

５.２ システムの狙い

VG7Sにはパルス列同期制御の機能を標準としているが，

上記システムのようにリミットスイッチ（LS1，LS2）を

各搬送ラインに設けて，この位置関係をリアルタイムに取

り込む位置合わせ機能は標準装備していない。

UPACを適用した目的と狙いは，

アプリケーション作成が容易で，複数の搬送システム

への拡張性があり，顧客要求に柔軟に素早く対応できる

こと。

ノイズフリーなオールディジタルシステム要求と１

msタスク実行による応答性の向上。

電源オフ時の位置データやオフセット調整データを付

属の電池でバックアップできること。

PLC 機能との一体化による，顧客からみたシステム

開発の統一。

を満足させることにある。

５.３ システム構成

図 に UPAC内部の制御ブロック図を示す。ブロック

図から分かるように，リミットスイッチのエッジ間でカウ

ントするパルス列カウントデータを計算することで，駆動

部 1，2の相対的な位置関係を取得することができる。こ

の位置偏差がゼロになるように UPAC は速度指令を

VG7Sに与える。

リミットスイッチとパルスカウント情報を UPACは常

に取り込んでいるので，ギヤ比の製品誤差によって生じる

位置ずれや，滑りやすいベルトをシステムに用いている場

合でもリアルタイムに位置を自動補正することができる。
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APRゲインや F/Fゲイン，位置オフセット調整などの

パラメータは VG7Sの標準インタフェース（タッチパネル

や通信）を用いて調整することができる。

５.４ UPACの適用

図 には同期位置合わせ開始時の運転データを示してい

る。リミットスイッチのエッジ位置から分かるように，最

初はわずかにずれていた位置が，２回目のエッジ検出後，

位置合わせ動作が起動することで駆動部 2が増速し，次の

エッジ検出時には位置同期が完了している。増速による位

置合わせと，減速による位置合わせ動作は選択できるよう

になっている。

図 には，比率同期制御の運転データを示している。

駆動部 1（LS1）が 1ステージ移動するごとに，駆動部

2（LS2）が 3ステージ移動している。これは制御ブロッ

ク図にある比率設定で 3/1とすることにより，駆動部 2を

駆動部 1の 3 倍の速度で動作させた位置同期制御となって

いることによる。

あとがき

FRENIC5000VG7S 用オプションカード UPACの適用

例を紹介した。今後は，巻取り，位置決めなどの従来機種

での対応アプリケーションはもとより，さらに高精度，高

速応答が要求されるアプリケーションに対しても適用でき

るよう FB（Function Block）適用によるソフトウェアの

標準化，パッケージソフトウェアの充実を図り，適用範囲

を広げていく所存である。

最後に，本稿へのシステム事例の記載に際し，快くご承

諾いただいたユーザー各位に感謝申し上げる次第である。
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まえがき

インバータの運搬機械への適用を考えた場合，安定した

運転ができることはもとより，クレーンでは大きな始動ト

ルク，大容量電動機への対応，応荷重制御（荷重に応じた

速度制御）が，立体駐車場では停止精度，始動時のロール

バックを防止するためのトルクバイアス機能，応荷重制御

が，立体倉庫では省スペース化，１サイクルの運転時間の

短縮化などが，それぞれ求められる。

本稿では，インバータの運搬装置への適用例として，ク

レーンおよび立体駐車場への高性能ベクトル制御インバー

タ「FRENIC5000VG7S」の適用例，立体倉庫への電源回生

機能付き一般産業用インバータ「FRENIC5000MG5」の適

用例を紹介する。

クレーンへの適用

２.１ インバータ駆動クレーンの概要

クレーンの可変速制御は約15年前までは，DCドライブ

（サイリスタレオナード）が主流であった。これは当時，

インバータによる ACドライブでは，広い可変速範囲，制

御性能（特に応答性）が得られなかったことによる。

しかし，ベクトル制御により DCドライブ以上の性能を

出すことが可能となり，富士電機としても1987年にイン

バータ駆動クレーンの 1 号機を納入して以来，クレーンの

ACドライブ化を進めてきた。以下に用途別クレーンの特

徴およびインバータ駆動クレーンのメリットを述べる。

２.２ 用途別クレーンの特徴

２.２.１ コンテナクレーン（キーサイドクレーン）

コンテナを船とバース間で積み降ろしする目的のクレー

ンであり，つり荷重を上下させる主巻装置，主巻装置を左

右に移動させる横行装置，クレーン自体を前後に移動させ

る走行装置，ブームを上下させる起伏装置から構成される。

図１にコンテナクレーンの一般的な回路構成例を示す。

主巻と走行および横行と起伏は同時運転がないため，１

台のインバータで電動機を切り換えて運転する。

ベクトル制御では，電動機定数を使用して電動機を制御

する。FRENIC5000VG7Sは電動機に関するパラメータを

３台分（うち 1 台分は V/f専用）有し，インバータに切

り換え信号を入力するだけで電動機定数の切換が可能であ

る。

また，複数電動機からなる走行については，FRENIC

5000VG7Sでは代表 PG（Pulse Generator）によるベクト

ル制御，センサレスベクトル制御または V/f制御で制御

している。

コンテナクレーンの場合，高力率，電源回生を目的に

PWM（Pulse Width Modulation）コンバータが設置され

るのが一般的である。

２.２.２ トランスファクレーン

コンテナクレーンで陸側に降ろされたコンテナを各ヤー

ドに搬送するクレーンで，各ヤードを自在に動き回るため，

自走式のタイヤマウントが主流であり，主巻，横行，走行

装置から構成される。自走式のため，電源はクレーン本体

にエンジン発電機を設置し，そこから給電される。

図２にトランスファクレーンの一般的な回路構成例を示

す。

通常，同時運転は主巻と横行のみであるため，走行用イ
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ンバータの 1 台は横行と切り換えて併用する。

主巻用インバータのダイオードコンバータを利用した直

流コモン方式を採用し，複数のインバータ間の電力の授受

を行い省エネルギー化を図る。また，電源が発電機で回生

エネルギーを電源側に返せないため，回生エネルギーは直

流中間回路に設置した抵抗器に熱消費される〔DB（Dy-

namic Brake）抵抗方式〕。

２.３ クレーン駆動用インバータの特長

ベクトル制御インバータ FRENIC5000VG7Sをクレーン

用途に使用した場合のメリットを述べる。

広い速度制御範囲

32ビット高速，高性能 CPUを 2 個採用のオールディジ

タル制御により 1：1,000（最低回転速度 1.5 r/min）の広

い速度制御範囲が得られ，安定した微速運転が可能である。

応荷重制御，ブレーキ釈放信号を標準装備

巻上装置においてはあらかじめ負荷条件（定格速度，定

格荷重，機械効率，負荷慣性モーメントなど）をインバー

タに入力しておき，つり荷重が軽い場合には自動的にそれ

に応じた高い速度で運転することができる応荷重制御を標

準装備している。また，宙づり状態の荷重を荷ずれを起こ

すことなく持ち上げるためには機械式ブレーキの開放タイ

ミングが重要であるが，これをインバータから出力する機

能も標準装備している。

瞬時停電に強い

電圧型インバータは原理上，平滑コンデンサを内蔵して

おり，このためサイリスタレオナード制御と異なり瞬時停

電に非常に強いことが特長である。20ms 程度の瞬時停電

であれば，電動機の速度を変化させることなく継続運転が

可能である。

PWMコンバータで高力率，高調波レス運転が可能

オプションである PWMコンバータを付加することに

より電源力率 95 ％以上という高力率が得られ，経済産業

省が定めたガイドライン上では高調波電流をゼロと見なす

ことができ，高調波フィルタが不要となる。

また，PWMコンバータは電源回生機能を有しているた

め，巻下げ時の回生エネルギーを効率的に電源側へ回生で

きる。

大容量化が可能

インバータ単機では 400 V 系列で最大容量 630 kW（過

負荷耐量 150 ％ 1 分間）であるが，電動機を多巻線化に

しインバータを多重化することにより最大 2,500 kWまで

対応可能である。

電動機の保守作業が容易

インバータ駆動用電動機はかご形誘導電動機を採用して

いるため，整流子やブラシなどがなくメンテナンスはベア

リングのみであるので，保守作業が容易である。

２.４ システム構成例

図３にコンテナクレーンのシステム構成例を示す。

クレーンの運転制御は統括プログラマブルコントローラ

（PLC）で行い，PLCとインバータは Tリンク伝送でデー

タの授受を行う。電気室と運転室は距離的に離れており，

ノイズを考慮し，信号を光信号に変換して通信を行う。振

れ止めには専用 PLCを設置し，統括 PLCとは Pリンク伝

送（ブロードキャスト通信）を行う。ただし，振れ止め制

御で速い応答を求められる横行速度指令などの信号は振れ

止め PLCとインバータ間を直接ハードワイヤで接続して

いる。

モニタリングにはパソコンを用い，統括 PLCとは Pリ

ンク伝送または Ethernet
〈注〉

でデータの授受を行い，リアル

タイムでクレーンの状態を監視できるシステムとなってい

る。

立体駐車場への適用

３.１ 立体駐車場の概要

過密化する都市部では，限られた敷地内での駐車スペー

ス確保，周囲環境への配慮（低騒音・低振動）や入出庫時

間短縮などの使命が立体駐車場に与えられる。

図４に立体駐車場の収納方式を示す。 のエレベータ方

式は，車をパレットに載せて昇降させ，棚に格納する方式

で，昇降速度の高速化による迅速な入出庫や，最小限の直
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（4）
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線運動による省エネルギーが特徴である。 の循環方式は，

車を載せたゴンドラごと循環させる方式で，狭小地の効率

利用，連続入出庫の円滑性などが特徴である。本章ではエ

レベータ方式への適用例について述べる。

３.２ インバータの適用

図５に，昇降駆動部への FRENIC5000VG7S 適用時の制

御ブロック図および運転特性を示し，昇降駆動部に求めら

れる各機能を以下に紹介する。

ディジタル速度設定

ディジタル速度設定（最大15段）により，始動・停止時

の零速度運転時の速度変動が少なくなり，高精度速度制御

による移動距離精度向上で目的位置に停止可能となる。ま

た，Ｓ字曲線適用により，滑らかな加減速運転が可能とな

る。

高トルク仕様による過負荷トルクアップ

インバータ容量 22 kW 以下の容量では最大トルク

200 ％/10 秒を出力可能な高トルク仕様の適用で，加速・

減速時間の短縮が図れ，車呼出しから出庫までの待ち時間

を短縮できる。

トルクバイアス機能

積載質量に見合ったトルクバイアス量を加算して，始動

時のロールバックを防止できる。また，トルクバイアス量

の立上り時の傾きをパラメータで設定することで，始動時

のショックを緩和できる。

応荷重制御（無段階倍速制御）

負荷条件を設定することで，自動的にその荷重に応じた

電動機特性範囲内での最高速度運転が可能となる。

応荷重制御機能を使用することで，設備の稼動効率の改

善が図れる。

電動機定数チューニング

既存電動機の一次抵抗値（％R１）や漏れリアクタンス

（％X），定格負荷のすべりや磁気飽和係数などのベクトル

制御に必要な各定数を電動機を停止させたままで計測する

電動機定数オートチューニング機能により，容易に既設設

備のインバータ化が図れる。
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３.３ 応　用

FRENIC5000VG7Sでは最大３台までの異なる電動機が

接続可能であり，本機能の応用例を紹介する。

３.３.１ インバータ1台3役

図６のように，制御精度が必要となる，第１電動機，第

２電動機をそれぞれ，昇降用，横行用に割り付け，ベクト

ル制御を行い，第３電動機（V/f制御専用）をターンテー

ブル用とする。運転工程ごとに，インバータに電動機切換

指令をディジタル入力で与え，電動機選択状態信号を受け

て，電磁接触器を切り換え，電動機切換運転を行う。

３.３.２ PGトラブル防止対策

図７のように，昇降部駆動電動機を，第１電動機：ベク

トル制御用，第２電動機：センサレスベクトル制御用とし

て割り付け，第１，第２電動機とも同一定数を設定する。

通常はベクトル制御駆動（第１電動機）とし，PGに異

常が発生した時点で，センサレスベクトル制御（第２電動

機）に切り換えて，車を安全な位置まで移動させ，PGト

ラブル発生時の昇降路への車の閉じ込めを回避する。

立体倉庫への適用

富士電機は，高頻度な加減速，特に制動能力の向上や省

スペース化といった立体倉庫用インバータへの要求にこた

えるため，FRENIC5000MG5シリーズを製品化している。

以下に，その構成や特長，適用例について紹介する。

４.１ ユニットの構成

FRENIC5000MG5シリーズ（以下，MG5シリーズと略

す）は，ドライブユニット（インバータ回路部）とコン

バータユニットの二つのユニットで構成される。図８に

MG5シリーズの外観を示す。これらのユニットは，横方

向に密着させて取り付け，バー配線で主回路の直流母線を

並列接続して使用する。

４.２ MG5シリーズの特長

電源回生方式

MG5シリーズのコンバータユニットは，電源回生方式

を採用している。この電源回生方式は，直接電源に戻す方

式であり，制動頻度を大きく取ることができる（過負荷定

格時 30 ％ ED）。また，連続定格出力以下であれば連続回

生も可能である。

電源分離構造による多彩なシステム構成

MG5シリーズは，コンバータユニットとドライブユ

ニットが分離された，いわゆるブックタイプ構造となって

いる。したがって，盤内に設置する際，横に並べることが

可能であり，効率よく収納することができる。

また，組合せにより，1 台のコンバータユニットで複数

台のドライブユニットを駆動することができるので，昇降

用や横行用，フォーク用まで含めた多軸ドライブシステム

が容易にかつコンパクトに構築できる。

小型・軽量化

MG5シリーズは，低損失 IGBTの採用，冷却体の最適

化により大幅な小型・軽量化を実現している（従来，電源

回生コンバータ＋インバータ方式であった当社同等品と比

較し約 1/3に小型化）。特に，据付け面積が小さくなって

いるので，盤内の収納性をよくすることができ，盤の小型

化が可能となる。

優れた性能，豊富な機能

MG5シリーズは富士電機独自のトルクベクトル制御，

および AVR（Automatic Voltage Regulator）制御を採用

しており，特に低速で高トルク，低回転むら特性を得るこ

とができる。

また，15段多段速度設定，Ｓ字加減速設定（２種類設定

可，加速・減速別），加速・減速時間切換（６種類），ブ

レーキコントロール信号出力，簡易位置決め，第２電動機

切換など昇降用・横行用インバータとして最適な機能を標

準装備している。
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図８　FRENIC5000MG5の外観
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４.３ 立体倉庫への適用例

図９にMG5シリーズを立体倉庫に適用する例を示す。

図に示したように，駆動すべき電動機は昇降用，横行用，

フォーク用計３台あるが，コンバータは共通で１台，ドラ

イブユニットは昇降用と，フォーク用を兼用で使用するた

め 2 台である。また，電動機のブレーキや電動機切換用コ

ンタクタの投入・釈放は，ドライブユニットから出力され

る信号をそのままリレー出力変換することで可能である。

本システムでは，直流回路が共通となっているため，例え

ば昇降用電動機の回生エネルギーを横行用電動機の駆動エ

ネルギーとして使用することができる。したがって，従来

の制動抵抗での回生に対して省エネルギー化が図れ，かつ

制動抵抗器の発熱といった問題がなくなる。また，盤ごと

自走する場合には，MG5シリーズの適用で，小型・軽量

化が図れる。

あとがき

以上，クレーン，立体駐車場，立体倉庫といった運搬機

械への富士電機製インバータの適用について概要を紹介し

た。省力化，自動化，スピードアップといった世の中の流

れの中で，運搬機械分野はまだまだ発展していく分野であ

ると考える。その中で富士電機のインバータ群をさらに発

展させ，ユーザーのシステム構築に貢献すべく，たゆみな

い努力をしていく所存である。
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米国では1992年に高効率電動機以外の産業用電動機の使

用を禁ずるエネルギー政策法（Energy Policy Act of 1992）

が制定され，日本でも2000年に高効率電動機が JIS 化され

た（JIS C 4212）。界磁損失がない永久磁石同期電動機

（以下，同期電動機と略す）は，上記規制に対応した高効

率電動機を実現し，また磁石材料の進歩や低価格化に支え

られ，近年その実用化が進められている。

同期電動機駆動は，回転子位置によって電流を制御する

のが一般的であり，通常は回転子位置を検出するための位

置センサが必要となる。しかし，価格アップ，配線，構造，

信頼性などの問題からセンサレス化が望まれている。また，

同期電動機の普及を進めるうえで誘導電動機のインバータ

駆動からの置換えを考えると位置センサレスが重要なポイ

ントとなる。

本稿では，FESPACシリーズ（低減トルク仕様ーイン

バータ型式：FVR□□□ DPS-2，電動機型式：GNA□

□□ PA1-N2 □）における位置センサレス同期電動機の駆

動方法とその適用分野について紹介する。

表１に FESPACシリーズ（低減トルク仕様）の標準系

列一覧を示す。

位置センサレス同期電動機の駆動方法

同期電動機のセンサレス駆動は，電動機の電流・電圧，

および電動機定数から回転子速度と磁極位置を演算してこ

れらの情報に基づいて運転を行う「センサレスベクトル制

御」と，電動機の端子電圧情報を使って転流のタイミング

を切り換える「センサレスブラシレス DCモータ制御」と

が主流である。富士電機ではすでに同期電動機のセンサレ

スベクトル制御の開発を完了しており，ゼロ速度を含めた

高性能運転を実現している。しかしながら，本方式は複雑

な演算をリアルタイムで行う必要があるのでハードウェア

が高価になるという欠点がある。

２.１ 同期電動機のV/f 制御

同期電動機用の小型で安価な汎用インバータをシリーズ

化するというコンセプトのもと，V/f制御をベースとした

同期電動機の制御方式を開発し，FESPACシリーズに採

用した。V/f制御は電動機の端子電圧を周波数に比例して

制御する比較的簡単な制御方式であるため，安価なハード

ウェアでセンサレス運転が実現できる。また，以下に述べ

る制御により，センサレスベクトル制御と同等な高効率運

転と始動トルクの向上が図られている。

（2）（1）
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電源系列�

三相�
200 V

0.2 kW�

0.4 kW�

0.75 kW�

1.5 kW�

2.2 kW�

3.7 kW�

5.5 kW�

7.5 kW

GNA201PA1-N2G�

GNA401PA1-N2G�

GNA751PA1-N2G�

GNA152PA1-N2G�

GNA222PA1-N2G�

GNA372PA1-N2G�

GNA552PA1-N2G

GNA201PA1-N2M�

GNA401PA1-N2M�

GNA751PA1-N2M�

GNA152PA1-N2M�

GNA222PA1-N2M�

GNA372PA1-N2M�

GNA552PA1-N2M�

GNA752PA1-N2M

GNA201PA1-N2H�

GNA401PA1-N2H�

GNA751PA1-N2H�

GNA152PA1-N2H�

GNA222PA1-N2H�

GNA372PA1-N2H�

GNA552PA1-N2H�

GNA752PA1-N2H

FVR0.2DPS-2�

FVR0.4DPS-2�

FVR0.75DPS-2�

FVR1.5DPS-2�

FVR2.2DPS-2�

FVR3.7DPS-2�

FVR5.5DPS-2�

FVR7.5DPS-2

容　量�
同期電動機�

3,600 r/min1,800 r/min 7,200 r/min

適用インバータ�

共　通�

表１　FESPAC シリーズ（低減トルク仕様）の標準系列一覧�
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２.２ 最大効率制御

同期電動機は後述するように電動機単体でも高効率であ

るが，負荷に応じて電圧や電流を最適化することにより，

電動機の効率を最大限に高めた高効率運転ができる。同期

電動機をベクトル制御により運転する場合の高効率運転に

ついては，これまで多くの文献が発表されている。しかし，

V/f制御を行う場合の高効率運転はこれまでに例がない。

このため，運転状態に応じて効率が最大となるように電動

機端子電圧を自動制御する「最大効率制御」を新たに開発

した。これにより負荷に応じた最大の効率点で同期電動機

を運転することが可能である。

２.３ 始動トルクの向上

V/f制御で同期電動機を運転する場合の課題として始動

時を含めた低速時に最大トルクを大きくできない問題があ

る。

FESPACシリーズでは，この問題を電流フィードバッ

クを併用することにより解決しており，定格トルクの

70 ％以上の始動トルクが出力できる。これにより，ファ

ン・ポンプを主とした低減トルク用途での適用が可能とな

る。

同期電動機の適用分野

同期電動機が誘導電動機に比べ高効率・小型軽量という

面で実用化が進んでいる分野としては，民生向けのエアコ

ンディショナをはじめ，一般産業向けのファン・ポンプな

どがある。

FESPACシリーズでは，送風ブロワ・給水ポンプをは

じめとするファン･ポンプ分野への適用を進めている。

３.１ 電動機とインバータの仕様

表２に低減トルク仕様の一覧を示す。またインバータの

外形寸法については，富士電機のコンパクト型汎用イン

バータ FVR-E11Sシリーズと共通化を図っている。図１

にインバータと電動機の外観を示す。

３.２ 標準誘導電動機との比較

３.２.１ 高効率化

図２には，富士電機製の同期電動機と標準誘導電動機と

の電動機効率の比較を示す。これらの電動機は，米国のエ

ネルギー政策（EPAct）に対応している。

省エネルギー面では，誘導電動機のインバータ駆動を超

える省エネルギー効果を発揮する。図３には損失電力の比

較，図４には節約電力量の比較を示す。総合損失電力を

35 ％削減し，ランニングコストが大幅に削減でき，ファ

ン・ポンプなどの流体機器に最適であることが分かる。
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図１　インバータと電動機の外観
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図２　電動機効率の比較

表２　低減トルク仕様一覧�
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F 種�

V5 以下（7,200 r/min：V10 以下）�
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1：10�

70％以上�
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電
動
機
仕
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イ
ン
バ
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仕
様�
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入　力　電　源�
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３.２.２ 小型・軽量化

同期電動機は，界磁損失が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，誘導電動機に比べ総合損失

を低減することが可能となり，固定子鉄心容積の縮小，所

要冷却能力の軽減により標準誘導電動機より枠番を下げる

ことが可能となる。これにより装置全体の小型・軽量化を

図ることができる。図５には，富士電機製の同期電動機と

標準誘導電動機との寸法比較を示す。

３.３ 送風ブロワへの適用

図６には，定格速度 3,600 r/minの送風ブロワに適用し

た場合の加減速特性を示す。負荷条件としては定格速度で

約 80 ％となる負荷を印加しており，５秒以下での加減速

運転を可能としている。

３.４ 給水ポンプへの適用

最近衛生面から注目されている受水槽を必要としない直

結給水では，吐出部の圧力低下を抑制するため吐出圧力一

定制御を行う。これにより停止状態から定格速度までの加

速時間が１秒以下であることが望ましい。図７には吐出圧

力一定制御の構成を示す。さらに，負荷のトルク特性が低

減トルク特性であることから，速度の二乗に比例した加速

トルクが必要となり，平均加速トルクとしては 100 ％程度

必要なのが一般である。

そこで給水ポンプへの適用を考えた場合の駆動特性とし

て，図８には定格速度 3,600 r/minの電動機単体相当での

加減速特性を示す。１秒以下での加減速が可能であること

が分かる。次に図９には，定格速度 3,600 r/minの同期電
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図８　電動機単体相当での加減速特性
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動機に慣性負荷（全体の慣性モーメント≒0.0144 kg・m2，

電動機の約７倍）を付けた状態での加減速特性を示す。平

均加速トルクとして約 100 ％出力可能であることが分かる。

これらの駆動特性から給水ポンプへの適用が可能と考える。

あとがき

以上，FESPACシリーズの位置センサレス同期電動機

の駆動方法とその適用分野について紹介した。今後も省エ

ネルギーの需要がますます増え同期電動機の適用分野が広

がっていくと考えられることから，市場のニーズにこたえ

るよう，インバータの開発に努力していく所存である。
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解　説 米国エネルギー政策法（Energy Policy Act）

米国で，1992年に制定されたもので，高効率電動機

以外の産業用電動機の使用を禁ずる法律である（Ener-

gy Policy Act of 1992）。この法律は1997年10月25日か

ら施行されている。

概要は以下のとおりである。

対象機

多相かご形誘導電動機，汎用Ｔフレーム，フットマ

ウンティング単速度，230Vまたは 460V，0.75 ～ 150

kW，60Hz

規定内容

① 電動機単体および電動機が組み込まれた製品を

米国にて販売する場合，定められたエネルギー効

（2）

（1）

率基準値を満たすこと。

② 電動機製造業者は，銘板にエネルギー効率値を

表示すること。

電動機が組み込まれた製品の製造業者は，カタ

ログなどに電動機のエネルギー効率値を表示する

こと。

③ 電動機の製造業者は，米国内で認められた独立

の試験機関または認証プログラムにより認定を受

けなければならない。

④ 定められたエネルギー効率基準値を満たさない

場合は，罰金が課せられる。
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従来，ガス加熱のみでしか対応できなかった大量調理用

の熱源が電磁誘導加熱（IH：Induction Heating）化され

る背景に，O-157の発生を発端として大量調理施設の衛

生管理方式に HACCP（Hazard Analysis and Critical

Control Points）といわれる概念を取り入れる傾向が強く

なってきていることが挙げられる。

HACCPの概念によれば，厨房（ちゅうぼう）室および

食材保管の温度や湿度の管理が徹底され，食べる直前に急

速加熱調理ができれば最適な厨房環境といえる。さらに細

菌増殖を促す二酸化炭素の発生が抑制できるなら HACCP

の概念と一致することになるが，この理想的な環境を容易

に構築する手段が IH 化であり，近年ますます IH 用イン

バータが大量調理用に使用されるようになってきた。

本稿では大量調理用に使用されている IHインバータの

うち，今後さらなる応用の拡大が予想される大型炊飯釜

（がま）加熱用途と過熱蒸気発生器加熱用途について概要

を紹介し，富士電機における IHインバータ応用の今後の

取組みについて述べる。

汎用 IHインバータ

1990年に『富士時報』で加熱用インバータを紹介（第

63 巻 第７号）して以来，数々の応用形態を経験しながら

10年以上が経過した。この間世の中の汎用 IHインバータ

に対する応用範囲の拡大志向は途切れることがなく，質的

にも近年ますますその要求内容が高度化されつつある。10

年以上の応用経験の中でシリーズ化された汎用 IHイン

バータの種類は基本型として７シリーズあり，特定顧客向

けに開発した３シリーズを合わせると10シリーズになる。

表１に基本となる汎用 IHインバータの概略仕様を紹介す

る。

表中の定格消費電力 2.5 kWから 5.0 kWまでは主に従来

のガスレンジやガスこんろの代替品として応用されており，

コンスタントに需要が続いている。本稿で紹介する大量調

理用途に適用される範囲は 7.0 kWから 20.0 kWまでであ

り，従来は需要家側の電力供給設備容量の不足から採用さ

れることが少なかった。前述したように，食品加工業者の

HACCP 概念の導入が活発になるのと時を同じくしてエネ

ルギーの自由化による発電設備の分散設置化が電力の導入

IH インバータの応用
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表１　汎用 IHインバータの概略仕様�

加
熱
仕
様�

電
源
仕
様�

定 格 消 費 電 力 �

�
定 格 出 力 電 流 �

被加熱物の最適直径�

�
�

�
電 圧 ， 周 波 数 �
�

相 数 �

容 量 �

ワークコイル直径�
（ 円 板 コ イ ル ） �

制 御 回 路 �

R7A タイプ�

27 Arms�

220 mm�

185 mm

HFR�
025R7A-7S�

�

AC 180～　　�
　　　　242 V，�
50/60 Hz

γ角制御による�
電力一定制御�

単　相�

2.6 kVA

C7K タイプ�

7.0 kW�
±10％�

HFR�
070C7K-2�

�

γ角制御による電力一定制御�

8 kVA

10.1 kW�
±10％�

HFR�
100C7K-2�

�

11 kVA

15.0 kW�
±1％�

HFR�
150C7K-2�

�

17 kVA

20.0 kW�
±10％�

HFR�
200C7K-2�

�

35 kVA

C9K タイプ�

3.0 kW�
±10％�

HFR�
030C9K-2UY

5.0 kW�
±10％�

HFR�
050C9K-2UY

電力一定制御（γ角制御）�
16ビット CPU によるディジタル制御�

3.4 kVA 5.6 kVA

鍋底 300 mm�

270 mm

AC 180～264 V，50/60 Hz AC 180～242 V，50/60 Hz

三　相�

2.5 kW�
±10％�
�

33 Arms 46 Arms 56 Arms 85 Arms 127 Arms 125 Arms

分　類�

項　目�
式�型�



IH インバータの応用

を容易にし，電力価格も低価格になり，10.0 kW以上の汎

用 IHインバータの需要が急速に増大し始めた。

中でも IHの特長を十分に生かしながら大量調理システ

ムを完成し，今後も拡大発展が期待できる大型炊飯釜加熱

用途と，IHでなければ実現不可能と考えられる過熱蒸気

発生器加熱用途について以下に応用状況を紹介する。

大型炊飯釜加熱用 IHインバータ

大型炊飯釜を IH 化する目的は大量の米を速く安くおい

しく均一に炊飯することである。

今回，質量で 10.5 kg（７升）の米を約18～20分以内の

高速で炊飯し，さらに炊飯後一日置いてもご飯の味が変わ

らないことを目標にした。

10.5 kgもの大量の米にその 1.5 倍の水を足し，約10分で

沸騰状態にする必要がある。このためには約 15.0 kWの

IHインバータ容量が必要である。

一方，おいしく炊飯するためには，米に十分水を吸収さ

せることが一つのポイントになり，米のでんぷんがよく糊

化し組織は適度に水和して軟らかくなることであるが，弾

力性も必要である。そのためには，ご飯粒に吸収された水

分はご飯の中心部まで均一に存在しなければならない。

これらの命題をすべて満足させるためには，IHイン

バータの容量を 15.0 kW以上にしながら適正な加熱モード

で加熱する必要がある。

IHインバータの容量は最大時には 15 kW必要であるが，

常に 10.5 kgの米を炊飯する訳ではなく需要量に応じて炊

飯する米の量は変わる。ご飯の種類も普通のものから味付

ご飯のように焦げやすいものまで多種類の炊飯ができなけ

ればならず，加熱力や加熱モードをその都度変えなければ

ならない。

また，IH 特有の集中加熱モードを緩和し，炊飯釜全体

に均等加熱しないと普通の炊飯でも焦げが発生する。

こうしたことからこの例では 15.0 kW IHインバータ１

台で加熱するのではなく，炊飯釜１台に対し 5.0 kW IHイ

ンバータ 3 台を使い，その時々の炊飯条件に合わせて加熱

力を分散して調整できるようにした。

特に炊飯加熱で一番重要となる炊飯釜の底が均等に加熱

されるよう有限要素法による電磁界解析手法を使ってワー

クコイルの形状を決定した。図１にその結果を示す。

もう一方の課題であるおいしく炊飯するには，米に水分

を均等に浸透させるよう炊飯釜の中で米の対流を活発にし，

焦げないうちに速く水温を上昇させるようにする必要があ

る。そのために炊飯釜の底に配置される IHインバータは

6.5 kWまで出力アップさせることにより速く水温を上昇

させながら短時間で水の対流を活発にさせた。

このほかに，IH 特有の電磁振動効果も米に水分を均等

に浸透させることに対して有効に作用したと考えられる。

すなわち，出力電流の周波数が 30 ～ 40kHzであることで

炊飯釜に対し同じ周波数帯の電磁振動が発生し，これが超

音波発生効果となって文献でいわれる水のクラスタを細分

することにより米に対する浸透をよくしたと考える。

過熱蒸気発生器加熱用 IHインバータ

常圧の蒸気は熱容量がきわめて大きく，乾燥，焙煎（ば

いせん），殺菌，抽出，脱臭，炭化減容化など多くの用途

に利用が期待され，今まさに研究が盛んに行われている分

野である。

かつては熱源にガスや重油・灯油を使用し，過熱蒸気そ

のものを生成する装置が大掛かりで用途が限られていたが，

IHインバータが汎用化されたことで 500 ℃までの過熱蒸

気は簡単に生成できるようになり，研究が活発になった。

現在では 500 ～ 1,000 ℃の超高温の過熱蒸気も生成でき

るようになっており，この過熱蒸気を使った応用の研究が

進められている。図２に過熱蒸気発生装置のイメージ図を

示す。円筒状に巻いた電磁誘導用コイルの内側に流体また
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過熱蒸気（高温側）�
渦電流�

パイプ�

発熱体（DPH）�

ワークコイル�

磁束�

飽和蒸気（低温側）�

図２　過熱蒸気発生装置のイメージ図

磁束分布�

最適加熱モード�

フェライトコア配置�

加熱分布�

コイル配置�

初期加熱モード�

図１　有限要素法による電磁界解析結果



IH インバータの応用

は気体を高効率に加熱できる被加熱媒体〔商品名：デュア

ルパックスヒーター（DPH）〕を使用することで IHの加

熱リカバリーレスポンスのよさを十分発揮させることがで

き，過熱蒸気の温度がきわめて正確に制御できるように

なっている。制御性の一例を図３に示す。DPHを使用す

ることにより加熱開始後常温の水から蒸気発生までの時間

は数十秒であり，300 ℃までの昇温時間は数分である。

そのほかの IHインバータ応用

従来から最も数多く応用されている例は業務用の電磁調

理レンジおよびこんろであるが，木製のテーブルに IHイ

ンバータとトッププレートおよび操作パネルを組み合わせ

て取り付け，客席でお客さま自身で手軽に調理できるよう

にした例もある。

このような使い方は富士電機がこの製品を商品化した

10 年以上前から変わっておらず，さらに IHの用途を拡大

するためこの使い方をより簡便容易にし，しかも多目的用

途に使用できるように IHインバータの構造を改良した。

現在，富士電機は単なる加熱用として IHインバータを

電磁調理器に応用するのではなく，使用形態に合わせて熱

源を必要とする装置に任意にかつ簡単に組み込める製品と

してインバータ部分とコイルを必要最小限の単位で供給で

きる体制を整えつつある。当面対象品は小容量の 2.5 ～

3.0 kW品としており，外観を図４に示す。

この製品はレンジにもこんろにも卓上フライヤにも木製

テーブルへの組込みにもその他熱源として IHを使用する

用途に簡単に組み込めるよう設計されており，IH 応用装

置の一角を単純な冷却システムと耐環境性を考慮した構造

にすれば IHインバータの組込みが簡単にできる。

あとがき

IHインバータの応用は世の中の環境保全と衛生管理が

徹底するにつれて活発になってきており，特に本稿で述べ

た過熱蒸気の応用は今後研究が進むに従い新しい用途が

次々に開発されるものと期待される。

必要なときに必要なだけの熱が必要とされる場所で簡単

に手に入れることができる加熱方法として IH が世の中で

高い評価を得ている理由の一つは，エネルギー効率が非常

に高く対象物を短時間に加熱できるため運転コストが安い

からである。また，従来の燃焼加熱ではできなかったさま

ざまな効果が発見されるようになり，付加価値が高くなっ

たことも大きな理由といえる。IHの応用分野をさらに研

究し，今後とも IHがエネルギーの有効利用と環境保全に

少しでも役に立つことを願って IH 応用開発拡大に努力し

ていく所存である。
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まえがき

サーボシステムの用途拡大に伴い，サーボに対する顧客

要求としてはますますの小型化，高精度，高応答および低

コスト化があげられる。また，上位コントローラとの組合

せによる省配線化，高速演算処理およびシステムの拡張性

も重要なアイテムとして位置づけられている。

このような背景の中，上位コントローラとサーボシステ

ムを組み合わせた制御はいろいろな分野の機械に適用され，

機械の性能アップ，コストダウンおよびシステムの拡張に

貢献している。

本稿では，サーボシステムの機械設備への適用例として，

ハーネス加工機へのサーボシステムの適用例について紹介

する。

ハーネス加工機

２.１ ハーネス加工機の概要

今回，サーボシステムを適用したハーネス加工機（型

式：NAC-1000WH）の外観を図１に，また盤内構成を図

２に示す。

ハーネス加工機は，自動車などに使用される電線（ハー

ネス）を製造する機械である。電線の長さを設定値に切断

し，さらに電線両側の端末処理を用途によって両端スト

リップ，片側はんだー片側圧着，片側圧着ー片側シール挿

入圧着などに加工形態を変えて製造できる。

２.２ ハーネス加工機の特徴

この機械の仕様（抜粋）を表１に示す。従来の片側はん

ハーネス加工機へのサーボシステム適用例
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図２　ハーネス加工機の盤内構成

図１　ハーネス加工機の外観

表１　ハーネス加工機（NAC-1000 WH）の基本仕様（抜粋）�

項　目�

適 応 電 線�

電線切断長�

加 工 精 度�

ストリップ長�

調　　　　整�

内　容�

AWG＃28～＃14相当電線，�
CAV US 0.3～ AV 2.0相当品�

フロント側：1～15 mm�
リア側：1～15 mm

50～60,000 mm�
両端圧着時最短寸法：65 mm�
片端はんだ－片端シール挿入圧着最短寸法：60 mm

ストリップ長さ調整 （0.1 mm単位）�
切込み深さ調整 （0.01 mm単位）�
圧着前後位置調整 （0.1 mm単位）�
はんだ位置調整 （0.1 mm単位）�
はんだ浸透時間調整 （0.1 秒単位）�

±（0.5＋0.00075×L）mm



ハーネス加工機へのサーボシステム適用例

だー片側圧着，両端圧着加工のできる機種（型式：NAC-

1000H）と，シール挿入圧着のできる機種（型式：NAC-

1000W）の両方の機能を備えている最新鋭の機械である。

図３に加工後の電線を示す。この機械の主な特徴を以下に

述べる。

電線のつなぎ目検出

電線のつなぎ目（材料の電線が不足したり種類を変更す

る際に電線の被覆をむき，導線部をよってつなげている部

分）を検出すると，その位置から設定された切断長までの

送り量を計算し切断位置がちょうどつなぎ目になるときは，

シフト量分電線を多めに送り不良品を１本とすることがで

きる。従来は，つなぎ目で切断される場合が多く不良品が

２本出ていた。

生産本数の管理によるむだ電線の削除

電線の材料フィーダ部から切断部まで約２ｍあり，従来

は生産本数製作後に電線をフィーダ部で人が切断し交換し

ていたため，途中の電線がむだになっていた。このため，

この機械では加工本数がむだにならないように残り本数分

になると自動的に一時生産を中止し，次の電線につなげ再

運転ができるようになっている。

この結果，生産本数製作後次の電線が切断位置にきてい

るためほとんどむだな電線を出さずに生産できるように

なっている。

線径計測機能

電線を切断したときに，被覆だけでなく導線まで切断し

てしまう不具合を早く正確に検出するため，線径計測用に

センサを使用しパルスをカウントすることで，正確にスト

リップできているかについて１本１本検査を行っている。

操作性の向上　　

操作パネル表示器は，生産管理画面と動作管理画面の二

つに大きく分かれており，生産管理画面で製作する電線の

設定を行えばあとは動作管理画面を操作するだけですべて

ができるという操作性の向上を図っている。さらにハード

スイッチ類は，電源と非常停止スイッチのみでシンプルに

なっているため，誤って他のスイッチを押すなどの誤操作

もなく安心して操作ができるようになっている。

また，異常表示や他国語表示およびメンテナンス用とし

てサーボの内部データも確認できる非常に充実した内容と

なっている。

システムの概要

３.１ システム構成

システム構成は，本特集号の別稿「サーボシステムの制

御技術応用例」の図６を参照いただきたい。統合コント

ローラ「MICREX-SX」（以下，SXと略す）と高性能

サーボシステム「FALDIC-α」（以下，FALD ICと略す）
を使用したハーネス加工機の制御システムである。

SXと11台の FALDIC 間は，高速シリアルバス（SXバ

ス）で接続している。SXは，I/Oモジュール４台，リモー

ト I/O ２台，線径計測用カウンタとしてパルス列複合モ

ジュール１台を使用し，プログラマブル操作表示器

（POD）とは RS-485で CPUモジュールと直接接続してい

る。FALDICは，LSSタイプを使用することで SXから

直接速度や移動量を設定し高速な位置決め運転ができる。

３.２ システムの狙い

従来のハーネス加工機では，マイコンボード＋位置決め

ボード＋サーボ（アンプ，モータ）で構成されていたが，

不良排出装置などオプション機器を搭載する場合は，追加

でボードを起こす必要があるなど拡張性に難点があり，ま

た位置決めボードからサーボアンプへはパルス列指令によ

り運転を行っていたため，配線工数が増大していた。

これらの状況を踏まえて，SXバスで FALDICを接続す

ることで大幅な省配線化を図り，さらにサーボの制御は

SXの FB（Function Block）による位置決めソフトウェ

アにより行うことで，サーボ制御用の機器が削減でき高速

な位置決め制御を実現した。

３.３ サ－ボ適用上の特徴

図４にハーネス加工機でサーボモータを使用している機

構部の概略図を示す。電線は，プリフィーダ部（Ｍ１）で

繰り出され，測長部（Ｍ２）で設定長送られ，カッタ部

（Ｍ６）で切断される。

先端部（フロント側）を切断した電線をここでストリッ

プ（被覆むき：Ｍ４）したり，スウィング部（Ｍ３）で端

子加工部へ移動し，そこでシール挿入（Ｍ５）や端子圧着

の端末加工を行う。再度測長部で設定長送り切断して後端

部（リア側）のストリップ（Ｍ７）を行い，スライド部

（Ｍ８）で電線をリア部の端子加工部へ送り圧着やはんだ

付けの端末処理を行う。この途中で線径計測を行い，異常

の有無を確認している。

最後に排出部（Ｍ９）で電線を設定数分束にまとめ，製

品として排出する機構となっている。以下に，代表的な機

構部のサーボシステム適用上の特徴を述べる。

プリフィーダ部

ロール状に巻かれている電線材料から電線を引き出し，

測長部へ供給する部分である。巻かれている電線は，引き

出すとテンションがかかるため加工する電線の長さに応じ

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　加工後の電線

シール挿入圧着

ストリップ はんだ処理



ハーネス加工機へのサーボシステム適用例

て高速で送り出しスピードコントロールをサーボで行って

いる。また，測長部まで約２ｍ電線が滞留しているため

バックテンションがかからないように電線のたるみを検出

し，引っ張られるとサーボで増速して送り出す制御をして

いる。制御方式は，無限長送り，INC（相対位置）制御を

行っている。

測長部

図５に測長部のブロック図を示す。サーボモータで直接

駆動して電線を送り出すとすべりが発生することがある。

電線を押さえつけ過ぎるときずがつくため，ローラで電線

を挟み実際の移動量を外部のエンコーダで検出してサーボ

アンプへフィードバックするフルクローズドループ制御を

用いている。この機械の重要な制御箇所で，電線の切断長

精度および端子加工寸法精度をすべてここで管理している。

FALDICの位置検出には，高分解能（16ビット：65,536

パルス/回転）エンコーダを使用しているが，実移動量は

外部エンコーダ（12ビット相当：4,000パルス/回転）を

制御量として取り込んでいるため，サーボモータの制御精

度が粗くならないようにモータエンコーダと外部エンコー

ダを併用して制御する方法を取り入れている。制御方式は，

無限長送り，INC 制御を行っている。

カッタ部

電線の切断用で，カッタの歯（上下）を待機位置から

カット位置まで決まった移動量の往復運動を行い位置決め

する。制御方式は，有限長送り，ABS（絶対位置）制御

を行っている。

ストリッパ部

電線の被覆をむく量を制御する部分で，測長用サーボ

モータが乗っている土台ごと前後に位置決めを行う。従来，

シリンダを使用した機械では，むく長さにばらつきが出て

いたためサーボを使用することで正確な送りを実現した。

制御方式は，有限長送り，ABS 制御を行っている。

スウィング部

電線を切断後，シール挿入部や圧着部へ高速で位置決め

を行う。４か所の停止点があり，高速・高頻度および正確

な位置決め制御が必要となる。制御方式は，有限長送り，

ABS 制御を行っている。

スライド部

電線フロント部の端末加工が完了した電線を１本１本次

の工程に搬送する往復の位置決め制御を行う。制御方式は，

有限長送り，ABS 制御を行っている。

排出部

従来，機械式で電線をチャックし搬送していたため，機

械寸法により最小加工電線の長さが制限されていた。これ

をサーボ化することにより，電線のチャック位置を自由に

変更できるようになった。このため，最小加工寸法 50

mmまで可能となり，機械の構造も簡単になった。制御方

式は，有限長送り，ABS 制御を行っている。

あとがき

以上，ハーネス加工機へのサーボシステムの適用例を紹

介した。コントローラとして SX，PODを組み合わせるこ

とで機械制御に柔軟に対応できることを述べた。今後も

サーボシステムの一層の低価格化，高機能，高信頼性，小

型化を実現し，さらなる機械の高速化など性能アップに貢

献していく所存である。

最後に，本稿へのシステム事例の記載に際し，快く承諾

をいただきご協力いただいた関係各位に感謝を申し上げる

次第である。
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まえがき

近年，サーボ技術は表１のようなロードマップで進歩し

てきている。

1980年代には高速 CPUやカスタム LSIの出現によって

サーボ制御の全ディジタル化が進展した。1980年代後半か

ら1990年代前半にかけては，希土類永久磁石や新しい構造

による電動機の小型化と IPM（Intelligent Power Module）

や高集積 LSIなどによるアンプの小型化とが進展した。

1990年代はさらなる CPUの高速化やエンコーダの高分解

能化によって，1990年代終盤には応答性能 400～600 Hz，

エンコーダ分解能 16ビット程度となってきている。

以上の流れに引き続いて，2000年代前半にはモーション

制御とネットワーク化が主な流れになると思われる。モー

ション制御はいろいろな解釈があると思われるが，ここで

は「機械動作制御を目的とした電動機制御技術」という意

味で使用している。

このような流れの中で，富士電機のサーボシステムの制

御技術応用例として，制振制御技術，フルクローズド制御，

高速バス制御について以下に紹介する。

FALDIC-αシリーズの主な特徴・仕様

富士電機のサーボシステム FALDIC-α（ファルディッ
ク・アルファ）シリーズは，小型・高性能サーボとして発

売以来好評をいただいている。

主な仕様を表２，表３に示す。

本シリーズは，高性能・高分解能を達成するとともに，

ABS/INC 兼用 16ビットシリアルエンコーダを標準装備

し，電動機とアンプの組合せによっては最大トルク 450 ％

が出力可能などの特徴を有している。

また，パルス列のみならず位置決め機能内蔵タイプや回

転割出し機能内蔵タイプなどの特徴的な機能も持っている。

さらに上位インタフェース（I/F）として，高速シリアル

バス対応も実現している。

これら基本機能や上位 I/Fに加え，制振制御技術やフ

ルクローズド制御などといったシステムに対応するための

性能向上や機能拡充を行っている。

制振制御技術

ロボットアームの高速移動を行った場合に，アーム先端

（3）（2）

（1）
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表１　サーボ技術ロードマップ�

年代� 1980年代� 1990年代� 2000年代�

ディジタル化�

小　型　化�

高性能・�
　　高分解能�

モーション�
　　　　制御�

高速ネット�
　　ワーク化�

表２　電動機の仕様�

�

容　　　　量�

�

最大トルク�

定格回転速度�

最大回転速度�

エンコーダ�

キュービックタイプ�

スリムタイプ�

100 V スリム�

0.1～2 kW�

0.05～5 kW�

0.05～0.2 kW

300％（450％：組合せによる）�

3,000 r/min�

5,000 r/min�

ABS/INC 兼用，16ビットシリアル�

表３　アンプの仕様�

基本機能�

上 位 I / F �

周波数応答�

整 定 時 間 �

位置・速度・トルク制御：V タイプ�
直線位置決め内蔵：L タイプ�
回転割出し内蔵：R タイプ�

接点信号，SX（高速シリアル）バス，Tリンク，RS-485�

600 Hz�

1 ms
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が振動してしまうことがある。これはアーム先端の質量が

急停止することで，アームにたわみを生じるためである。

このような場合，電動機が停止していても先端が振動して

いるため，アームの振動抑制には先端位置やアームの弾性

を考慮した制御が必要となってくる。

従来の対処方法としては加減速をＳ字波形とすることが

多かったが，振動抑制効果を高くするためには動作時間が

遅くなってしまうデメリットがあった。

これに対して FALDIC-αのオプション機能として制振
制御技術を開発し，さまざまなアプリケーションに適用し，

大きな効果を上げている。

制振制御ブロック図は，本特集号の別稿「インバータ・

サーボ・ UPS 技術の動向と展望」の図２を参照いただき

たい。電動機とアーム先端との間が剛性の低い機械結合と

なっており，電動機動作時に先端が振動する。この機械モ

デルをサーボアンプ内部の２慣性モデルとして持っており，

先端推定位置を演算する。この先端推定位置をもとに，振

動抑制制御のアルゴリズムが２慣性モデルの振動を抑制す

る。さらに同じ作用を実際の電動機制御系にも与えること

で，実際の機械系の振動も抑制することができる。

図１に制振制御なし時のアーム先端位置振動波形を示す。

測定は，アーム停止位置付近にレーザ変位計を設置し，

先端に測定レーザを当てて行った。約 10Hz・初期振幅 10

mm（p－p）の振動が 1 秒以上続いている。

図２に制振制御あり時のアーム先端位置振動波形を示す。

まったく同一動作・同一制御パラメータで，制振制御の機

能のみをオンすることで，振幅が約 2mm（p－p）と，図１

の 1/5に減少している。

この機能によれば，同じ機械剛性のままで，いままで以

上の動作タクトを出すことが可能となり，機械性能を上げ

ることができる。

フルクローズド制御

機械精度以上の位置決め精度の要求がある場合，フルク

ローズド制御を採用することがある。図３に，セミクロー

ズド制御とフルクローズド制御のブロック図を示す。

セミクローズド制御では，モータエンコーダの情報を

フィードバック制御することで電動機の位置を直接制御す

るが，機械位置を直接制御することはない。したがって，

電動機からの伝達機構の誤差要因が機械精度に影響する。

フルクローズド制御では，機械位置を直接外部エンコー

ダ（もしくはリニアスケール）にて検出し，電動機を制御

するため，正確に機械位置を制御できる。

このような制御は以下の場合に有効である。

ボールねじの機械誤差以上の精度が必要な場合

ギヤのバックラッシよりも精度が必要な場合（2）

（1）
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すべりやすいものをローラ搬送する場合

一方，フルクローズド制御においては以下のような問題

も出やすい。

™機械系バックラッシなどの非線形性が強い場合に，安

定な制御ができにくい。

™外部エンコーダの分解能がモータエンコーダよりも粗

い場合に，滑らかな制御ができにくい。

このような問題を解決する方法として，図４のフルク

ローズド制御ブロック図に示すハイブリッド位置制御を

行っている。ここでは，リニアスケール（外部エンコーダ）

のフィードバックとモータエンコーダのフィードバックの

両方を位置制御に使用し，リニアスケールによって精度を

確保するとともに，モータエンコーダによって制御の安定

性を確保している。

このときの実機動作波形を図５に示す。200Wのサーボ

モータ（GYC201DC1-SA）にて表４の送りテーブルを駆

動した。

図５の動作波形は，上から偏差パルス量，帰還速度，偏

差ゼロ信号となっている。動作移動量 10mm，偏差ゼロ

幅 20 mとした。点線が従来制御であり，実線がハイブ

リッド位置制御である。モータエンコーダの分解能が

0.1 m 相当以下であるのに対して，スケール分解能は

1 mと粗い。また，テーブルまでの伝達機構にはねじれ

などの非線形要素があり，制御の安定性を阻害する。

ハイブリッド位置制御は，従来制御より高ゲインにでき

るため，位置偏差が小さくなり，速度応答も速くなってい

る。結果として偏差ゼロ信号出力も速くなるため，高タク

トの動作ができる。

高速バス制御

ネットワーク時代を迎えて，サーボシステムにも高速通

信機能の要求が高まってきている。そのような中で FAL

DIC-αシリーズは，SXバスシステムによる高速通信を実
現している。

SXバスは，統合コントローラ MICREX-SXの標準バ

スとして採用されている高速バスであり，その仕様を表５

に示す。また，SXバス対応アンプの基本仕様を表６に示

（4）

（3）

417（35）
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表４　送りテーブルの諸元�

ス ト ロ ー ク�

ね じ ピ ッ チ�

負　荷　質　量�

スケール分解能�

300 mm�

5 mm�

40 kg�

1   m

表６　SX バス対応アンプの基本仕様�

項　目�

基  本  機  能�

占有ワード数�

伝送データ�

接  続  台  数�

仕　様�

V/L/R タイプ�

16ワード：V/L/R タイプ�

位置，速度，シーケンス信号など�

連続10台（バス電源追加で10台以上も可）�

表５　SX バスの基本仕様�

項　目�

通信速度�

総　　長�

伝送媒体�

接続形態�

通信方式�

仕　様�

25 Mビット/秒�

25 m�

ツイストペア�

バス型�

独自�

備　考�

I/O 1,024点を１msでリフレッシュ可能�

光コンバータにより延長可能�

カテゴリ5�

T分岐ユニットでツリー構造可能�
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す。

高速伝送のメリットを生かして精密・高速動作や高タク

トの動作が可能となる。図６は，MICREX-SXを使用し

た２軸同期システムの例である。モーション専用のコント

ローラを用いることなく MICREX-SXの CPUで２軸分

の同期した位置指令を演算し，2ms 周期でアンプに与え

ている。

このときの２台の動作速度波形を図７に示す。２軸がそ

ろって 45msで加減速している様子が分かる。このような

速いタクトで同期運転が可能になったのも，高速バスを使

用したゆえんである。

本システムでは，同期運転以外にもカム同期，走行切断

などのシステム対応が MICREX-SXの FB（Function

Block）にて実現できるほか，位置決め機能内蔵アンプを

使用することで CPUに演算負荷をかけることなく，多数

台の高速制御が可能になる。

あとがき

以上，富士電機のサーボシステム FALDIC-αシリーズ
を中心に，制御技術の応用例として制振制御技術，フルク

ローズド制御，高速バス制御について紹介した。

今後も市場要求にこたえるべく，新機能拡充や一層の高

性能化の実現を行う所存である。

参考文献
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藤田光悦ほか．最近のエンコーダ技術．富士時報．vol.72，
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図７　SXバス同期運転速度波形例

解　説 ABS/INCエンコーダ

ABS/INCエンコーダは，Absolute/Incrementalエ

ンコーダを略したものである。

装置の電源をオンするたびに，原点位置を決めてか

ら通常の位置決め動作を行う方式には，INCエンコー

ダが使用される。これに対して，装置をセットアップ

するときに一度原点位置を決めるだけで，電源オン・

オフにかかわらず以降の位置決め動作ができる方式に

は，ABSエンコーダが使用される。

ABSエンコーダは，電源オフ時も電動機の回転を監

視する回路がバッテリーバックアップされて動作して

いることと，電源オン時に１回転内のどの位置にいる

かを検出する特別な回路を持つため，原点位置に対す

る現在位置を常に得ることができる。

従来の ABSエンコーダはこのような特別な機能を

持つため高価であったが，FALDIC-αでは ABS/INC
共用として標準装備している。

位置を忘れないよ！�

電動機 エンコーダ
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高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」

（VG7S）は，誘導電動機の適用に応じベクトル制御，セン

サレスベクトル制御，V/f制御の選択ができ，同期電動機

はベクトル制御，V/f制御（専用品）の運転が可能となっ

た。また制御性能の向上により，電動機を駆動可能な最高

速度も上がっている。

本稿では VG7Sの特殊電動機（高速誘導電動機，多重巻

線電動機，同期電動機）との組合せ応用技術について紹介

する。

誘導電動機の高速ベクトル制御

近年，工作機械主軸ドライブは，超精密加工そして加工

能率向上の要求から，高速ドライブ化，加減速時間の短縮

化が求められている。また，回転むらの低減，機械剛性を

高めること，そして冷却の優位性の観点から，機械と一体

化したビルトインタイプの電動機が主流になっている。

今回，VG7Sを工作機械主軸ドライブに適用し，高速誘

導電動機のベクトル制御を実現したので，その概要を紹介

する。

２.１ 電動機の仕様

使用した電動機は，ビルトイン構造で巻線切換方式によ

り，高速巻線（Δ結線）で速度 32,000 r/minまで駆動でき

る。電動機の仕様を表１に示す。

２.２ システム構成

図１にシステム構成例を示す。

NCコントローラからの要求に従い，VG7Sは主軸用誘

導電動機を駆動し，主軸の位置決め制御（オリエンテー

ション制御）を行う。制御方式は全領域ベクトル制御で

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」
の特殊電動機への適用例

419（37）

市中　良和（いちなか　よしかず） 鉄谷　裕司（てつたに　ひろし） 山田　達也（やまだ　たつや）
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図１　工作機械主軸ドライブのシステム構成例

トルク指令�

U相電流�

巻線切換�

150％�

5 s

インバータ：FRN15VG7S-4�
電動機　　：高速誘導電動機 15 kW  Y結線8,000 r/min�
  Δ結線32,000 r/min

実速度�

32,000�
r/min

図２　工作機械主軸ドライブの実機運転データ

巻線�

表１　高速誘導電動機の仕様�

Y 結線� Δ結線�
項目�

定格出力�

極　　数�

定格電圧�

定格電流�

定格速度�

14 kW�

2 極�

180 V�

57 A

8,000 r/min�
（133 Hz）�

15 kW�

2 極�

200 V�

55 A

32,000 r/min�
（533 Hz）�



高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」の…

行っている。位置決め制御は，電動機に取り付けられたエ

ンコーダのパルス信号から，制御オプション OPC-VG7-

PG〔ラインドライバ PG（Pulse Generator）インタフェー

スカード〕と OPC-VG7-UPAC（User Programmable

Application Card）を使用したオリエンテーション制御シ

ステムを用いて行っている。

２.３ 実機運転データ

図２は実機システムでの加減速運転時の動作チャートで

ある。加減速時間短縮の要求から 0 ～ 32,000 r/minの加減

速を約５秒で行った。加速時は，速度 8,000 r/minから約

200msで巻線切換（Y結線→Δ結線）を行っている。減

速時は停止までΔ結線で減速している。

同期電動機の高速ベクトル制御

今回，VG7Sと高速同期電動機の組合せによる PG 付き

ベクトル制御を実現したので，その概要について紹介する。

３.１ 電動機の仕様

使用した電動機は，他社製の表面磁石形同期電動機であ

る。磁気軸受構造で 50,000 r/minまで駆動できる。電動

機の仕様を表２に示す。

３.２ 制御改良点

高速同期電動機のベクトル制御実現のために改良，追加

した内容を以下に記す。

電流検出の位相補償を追加

電流制御系ゲインの低速と高速領域での切換

磁束弱め制御追加

電源投入初回始動時の磁極引込み制御を追加

３.３ 実機運転データ

図３は実機システムでの加減速運転時の動作チャートで

ある。0 ～ 50,000 r/minを加速 30 秒，減速 20 秒で行って

いる。

大容量２巻線電動機のセンサレスベクトル制御

インバータユニット単機容量を超える電動機を駆動する

場合は，電動機巻線を多重巻線とし，巻線ごとにインバー

タを設ける多重化システム（最大６多重まで）が適用でき

る。

今回，450 kWの２巻線電動機を 220 kW２台の VG7S

で駆動する２巻線システムで大容量押出機に適用した。制

御方式はセンサレスベクトル制御で実現した。

表３に電動機の仕様を示す。

押出機は定トルク負荷特性で，始動時のロスも大きいた

め，ゼロ速度から高始動トルクが要求される。図４は押出

機に適用した 450 kW電動機のセンサレスベクトル制御に

よる速度ートルク特性である。低速域でも十分にトルクを

出力できており，零回転でも最大 140 ％のトルクを出して

いる。

（4）

（3）

（2）

（1）
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トルク指令�

実速度�

50.0％�

5 s

インバータ：FRN15VG7S-4�
電動機　　：高速同期電動機 11 kW  2極 50,000 r/min

U相電流�

50,000 r/min

図３　高速同期電動機の実機運転データ

定格出力�

極　　数�

定格電圧�

定格電流�

定格速度�

最高速度�

11 kW�

2 極�

200 V�

53 A�

28,000 r/min（466 Hz）�

50,000 r/min（833 Hz）�

�

表２　高速同期電動機の仕様�
定格出力�

極　　数�

定格電圧�

定格電流�

定格速度�

最高速度�

450 kW�

6 極�

370 V�

415 A�

1,150 r/min�

1,495 r/min

�

表３　2巻線電動機の仕様�
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インバータ：FRN220VG7S-4 ×2台�
電動機　　：2巻線電動機 450 kW  6極 1,150/1,490 r/min

図４　押出機用2巻線電動機の速度ートルク特性
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同期電動機の高速V/f 制御

高効率化の観点から同期電動機の駆動が注目されており，

最近では，回転子位置センサを持たないセンサレス制御に

よる同期電動機駆動技術の開発が進められている。

VG7Sでは同期電動機のベクトル制御（PG 付き制御）

機能を内蔵しており，富士電機のサーボモータ，ESモー

タなどと組み合わせて使用されている。それに加えて，

VG7 Sを使用し，V/f制御を主体とした同期電動機センサ

レス制御を新たに開発した。

本章では，VG7Sの高速同期電動機センサレス駆動の概

要について紹介する。

５.１ 同期電動機の仕様

今回テストを行った試作品の高速中容量同期電動機の仕

様を表４に示す。

５.２ 制御方式の概要

V/f制御を主体として下記の特長がある。

十分な始動トルクを得るために低速領域では，電流制

御〔ACR（Automatic Current Regulator）制御〕を採用。

V/f制御の安定性を保つための制御を追加。

ACR制御と V/f制御との切換時のトルクの変動を低

減する機能を追加。

無効電流を低減する高効率制御機能を追加。

負荷レベルの制限を設定できるよう電流制限機能を追

加。

万が一脱調した場合の電動機保護機能を追加。

５.３ 運転特性

図５は，この V/f制御で加減速運転を行った結果である。

始動は，0.5 Hzで数秒間引き込ませてから低速まで ACR

制御している。その後，V/f制御へ移行して最高速度まで

加速しているが，ACR制御と V/f制御の切換時のつなぎ

制御が行われており，トルク変動の低減する制御を行って

いる。減速は V/f制御のままで停止まで制御している。

あとがき

以上，高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000

VG7S」の特殊電動機への適用例を紹介した。

同期電動機駆動，高速電動機駆動など幅広い電動機との

組合せにより，より広い分野に適用されることを期待して

いる。

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制御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。

最後に，本稿へのシステム事例の記載に際し，快くご承

諾いただいたユーザー各位に感謝申し上げる次第である。

参考文献

鉄谷裕司ほか．汎用ベクトル制御インバータ．富士時報．
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速度指令�

U相電流�

1 s

インバータ：FRN30VG7S-4�
電動機　　：表面磁石形同期電動機 30 kW  4極 15,000 r/min

3,000 r/min

図５　V/f 制御による加減速運転データ

定格出力�

極　　数�

定格電圧�

定格電流�

定格速度�

30 kW�

4 極�

400 V�

56 A�

15,000 r/min（500 Hz）��

表４　表面磁石形同期電動機の仕様�



藤倉　政信

UPS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。電気学会会員。

廣瀬　　順

UPS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。電気学会会員。

富士時報 Vol.74 No.7 2001

まえがき

情報技術の発展により通信ネットワークは急速に広がり，

特にインターネットは世界中で一般的に利用されるように

なっている。ここ数年は欧米や日本でインターネットデー

タセンターの建設ラッシュが始まり，その隆盛はアジア諸

国に移行していくと考えられている。一方，世界がイン

ターネットでつながった結果，基幹となる情報通信機器は

24時間365日無停止が義務づけられ，それらを支える電力

の安定化も非常に重要な課題となっている。特にアジア諸

国では，通信インフラストラクチャー（インフラ）の伸張

に比較し電力インフラの成長が追いつかないため，電力品

質に課題がある。このような背景により，無停電電源装置

（UPS）はアジアを中心に急速な需要拡大が期待されてい

る。

UPS7000シリーズは，海外市場向けとして 400V 系の専

用設計を行った中容量 UPSであり，海外市場のニーズに

こたえる製品である。

本稿では UPS7000シリーズの概要を述べる。

特　長

２.１ 非絶縁方式UPS

整流器，インバータ，チョッパ回路に 1,400 V 耐圧

NPT（Non Punch Through）型 IGBT（Insulated Gate

Bipolar Transistor）モジュールを採用し，主回路部に絶

縁変圧器を持たない非絶縁型の UPSとした。絶縁変圧器

がないので，装置の小型・軽量化，高効率を実現している。

２.２ 三相4線出力対応

400V 系の配電系として一般的な三相４線式出力を標準

仕様とした。また電圧については 380/415V，周波数につ

いても 50/60 Hz 兼用の主回路とすることで，標準仕様に

てアジア圏，欧州圏のほとんどの配電系に対応可能となっ

ている。

２.３ 高性能

入力特性としては高力率 PWM（Pulse Width Modu-

lation）コンバータの採用により，入力高調波含有率を

５％以下，入力力率を 0.98 以上とした。出力特性は個別

瞬時値制御を採用し，100 ％整流負荷時の波形ひずみ率を

５％以下，100 ％負荷不平衡時の出力電圧アンバランスを

２％以下としている。

２.４ 入力電圧の広範囲化

整流器の入力電圧許容範囲を定格入力電圧の－25～＋20

％（285 ～ 458V）とした。特に電圧変動の大きい電源系

統への適用において，バッテリーの放電回数を低減できる

ため，放電によるバッテリー劣化を防止できる。

２.５ 長時間バッテリー対応

整流器の出力容量をインバータ定格入力容量の 140 ％と

し，長時間バッテリー対応を可能とした。特に停電が多く，

また長時間停電が多い電源系統への適用においては，停電

時間２～４時間を補償するためのバッテリーが適用される

率が高い。従来は負荷低減を行うか，別置の充電器を備え

る必要があったが，UPS7000シリーズは標準仕様として

長時間バッテリー対応を可能とした。

２.６ ネットワークシステム対応

接点方式の LANインタフェースを標準装備した。また

オプションで SNMP（ Simple Network Management

Protcol）の通信インタフェースを装備した。LAN回線ま

たはダイヤルアップルータを経由して電話回線を使用し，

監視サーバのブラウザソフトウェアにて遠隔監視システム

の構築を可能とした。

２.７ CEマーキング対応

欧州規格である EN 規格の UPS 専用規格 EN50091-1

（低電圧指令：UPSの一般的な安全規格），および EN

50091-2（EMC指令： UPSシステム EMCの要求事項）

に適合し，CEマーキングを自己宣言した。

海外向けCEマーキング対応UPS
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海外向けCEマーキング対応UPS

仕様および容量系列

表１に UPS7000シリーズの標準仕様を示す。容量系列

は 20 kVAから 200 kVAまでの７機種で各装置ともに三

相４線方式でダイレクト 380Vまたは 415V 入出力電圧対

応可能である。

また，停電補償時間についても短時間（10 分間）対応

はもちろん，長時間バッテリー（２～４時間）についても

整流器容量増設なしに対応可能である。

EMCについては EN50091-2に適合した設計としている。

外観および外形寸法，質量

図１に UPS7000F-B/3/50（50 kVA機）の外観，図２に

外形寸法と質量を示す。非絶縁方式により従来の装置に比

較して小型・軽量化を実現している。外観，寸法，質量と

もオフィスやコンピュータ室への設置を前提としている。

CEマーキングとして装置構造の安全性については，EN

50091-1に適合した設計としている。
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項　目�

モデル 　 UPS7000F-  �

定　　格　　容　　量
（kVA）�

 　 （kW）�

運　　転　　方　　式�

バ　　イ　　パ　　ス�

 電　　　　　　　圧�

 周　　　波　　　数�

 相 数 お よ び 線 数�

 入 　 力 　 容 　 量 （kVA）�

 入 力 高 調 波 電 流�

 入 　 力 　 力 　 率�

 相 数 お よ び 線 数�

 電　　　　　　　圧�

 周　　　波　　　数�

 負 　 荷 　 力 　 率�

 定 　 格 　 電 　 流 （A）�

 電 　 圧 　 精 　 度�

 

過 渡 電 圧 変 動

�

�

�

 応 　 答 　 時 　 間�

 波 形 ひ ず み 率�

 電 圧 不 平 衡 率�

 周　波　数　精　度�

 外 部 同 期 範 囲�

 過　負　荷　耐　量�

 電 圧 調 整 範 囲�

 タ　　　イ　　　プ�

 セ　　　ル　　　数�

 発　　　熱　　　量 （kW）�

 周 　 囲 　 温 　 度�

 相 　 対 　 湿 　 度�

 適 　 合 　 規 　 格�

 通信インタフェース�

仕　様�

B/3/80�

80�
64�

常時インバータ給電方式�

商用無瞬断切換方式（無瞬断起動バイパス切換式）�

285～456 V�

50/60 Hz ±5％�

3φ 4 w�

�

5％以下（定格負荷時）�

98％以上（定格負荷時）�

3φ 4 w�

380/415 V�

50/60 Hz�

0.7（遅れ）～1.0　定格0.8（遅れ）�

�

±1％�

B/3/100�

100�
80

B/3/150�

150�
120

B/3/200�

200�
160

B/3/20�

20�
16

B/3/30�

30�
24

B/3/50�

50�
40

80 100 150 20020 30 50

122/111 152/139 228/209 304/27830/28 46/42 76/70

50 ms 以下（最大）�

3％以下（直線性負荷時）　5％以下（100％整流負荷時）�

2％以下（100％不平衡負荷時）�

0.01％（内部発振時）�

±1％（バイパス同期時）�

150％－10 秒，125％－1 分�

±5％（定格負荷時）�

長寿命シール型鉛蓄電池�

198セル（380 V 出力時），210セル（415 V 出力時）�

7�

－10～＋40℃（運転時）　＋18～＋27℃（推奨値）�

30～90％�

IEC（EN50091-1，2 規格），CE マーキング自己宣言�

RS-232C，SNMP（オプション）�

8 14 162 3 4

表１　UPS7000 シリーズの標準仕様�

入
　
力�

出
　
力�

蓄
電
池�

そ
の
他�

①±5％以内　条件：負荷急変0～100％�
②±5％以内　条件：UPS－バイパス切換時�
③±2％以内　条件：商用電源停電・復電時�
④±2％以内　条件：入力電圧急変±10％�
　ただし，①から④は重複しないものとする。�
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構成および要素技術

５.１ 主回路構成と要素技術

図３に UPS7000シリーズの主回路構成を示す。システ

ム構成は，商用電源をバックアップとして備えた商用無瞬

断切換方式である。

内部はノイズ抑制回路，入力ブレーカ，高効率コンバー

タ，昇降圧チョッパ，DCリアクトル，バッテリー，PW

Mインバータ，ACフィルタ，ACスイッチなどから構成

されている。

主回路方式は，三相４線の入出力非絶縁方式とするため

に，直流電圧を約 900Vに昇圧動作させている。高効率コ

ンバータ部は三相の PWMコンバータで各アームはＮ相

に対しての相電圧にて個別制御を行っている。直流中間回

路（Ｐ-Ｎ回路）の中点（Ｏ点）は交流入力のＮ相に固定

している。バッテリーはＮ-Ｏ間に接続することで電圧を

P-N 電圧の半分として直列セル数を低減することができ

る。昇降圧チョッパは，コンバータ動作時には P-Ｏと

Ｎ-Ｏ回路電圧のバランス制御を行っており，停電してコ

ンバータパルスオフ時に昇圧動作に移行してバッテリー電

圧を昇圧し直流中間回路を安定化させている。ＰＷＭイン

バータについては，各アームはＮ相に対しての個別制御で

波形整形としての瞬時値電圧制御を行うことで，整流負荷

時の電圧波形ひずみ率，負荷急変時の過渡電圧特性，不平

衡負荷時のアンバランス率を向上させている。

構造面では，スタック部については新規低熱抵抗冷却体

と大電流基板を適用して変換機の主回路配線，コンバータ，

チョッパ，インバータ駆動用の IGBT，スナバ，電解コン

デンサ，駆動回路を高密度実装させることで装置の小型化

を図った。また，パワー部の駆動については NPT-IGBT

素子の特長である高速動作を生かして高耐圧モジュールに

もかかわらず約 10 kHzのスイッチ周波数にて動作させて
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図１　UPS7000F-B/3/50（50 kVA機）の外観
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図３　UPS7000シリーズの主回路構成
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いる。この結果，ACフィルタ，DCリアクトルの小型化

も達成した。

５.２ 制御回路構成

制御回路の構成を図４に示す。制御用の DSP（Digital

Signal Processor），シーケンス用の RISC（Reduced

Instruction Set Computer），マンマシン用のMPU（Main

Processor Unit）にてマルチプロセッサ方式を採用してい

る。各機能を分散化して DSPにて高速制御，RISCにて

複雑なシーケンス制御を専用で行わせることでトータル的

な最適化と信頼度向上を図っている。制御方式は全面的に

DDC化し，コンバータ，チョッパ，インバータのパルス

パターンなどの複雑な論理回路については，FPGA

（Field Programmable Gate Array）を採用することで部

品点数を削減して制御回路としての信頼度を向上させてい

る。

試験結果

以下に UPS7000F-B/3/50での試験結果について述べる。

６.１ 交流入力電流波形

図５に定格負荷時の交流入力電流波形を示す。入力電流

の高調波含有率は 3.3 ％であり，入力力率は 0.99である。

６.２ 停電・復電波形（短時間瞬断波形）

図６に停電・復電波形（短時間瞬断波形）を示す。入力

電圧が約４サイクル瞬断して，その後復電した場合，コン

バータは停電を検出して動作停止（パルスオフ）し，昇圧

チョッパが直流電圧を一定にする（昇圧動作）ことで，交

流出力電圧については無瞬断で無ひずみの波形が供給され

ている。

６.３ 交流出力電圧波形

図７に整流負荷（線間整流負荷）を接続したときの交流

出力電圧波形を示す。電圧の波形ひずみ率は 1.5 ％であり，

また，Ｎ相との間の相間整流負荷を接続した場合の電圧波

形ひずみ率は 2.5 ％であった。
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図４　制御回路の構成 図５　交流入力電流波形（定格負荷時）
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図６　停電・復電波形（短時間瞬断波形）

図７　交流出力電圧波形（整流負荷時）
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６.４ 負荷急変時の電圧変動特性

図８に 100 ％負荷急変時の過渡電圧変動特性を示す。負

荷急変時の電圧変動については最大でも＋－3.0 ％で，交流

出力電圧はほとんど変動しない安定した電圧を供給できる。

６.５ 不平衡負荷特性

Ｎ相との間に 100 ％の不平衡負荷（線形負荷）を接続し

た場合の出力電圧アンバランス率は 0.55 ％であった。

あとがき

海外市場向け専用機としての UPS7000シリーズを紹介

した。この装置は新たな回路方式と最新の高周波変換技

術・制御技術により実現された製品であり，アジアなどを

ターゲットとした今後の海外市場展開が期待されている製

品である。

今後ともに新技術を積極的に取り入れ，市場ニーズと顧

客ニーズにマッチングした電源装置の開発・製品化にまい

進する所存である。

参考文献

廣瀬順ほか．新形中容量 UPS「UPS650シリーズ」．富士

時報．vol.71，no.7，1998，p.411-415．

本木泰ほか．大容量 UPS「UPS600シリーズ」．富士時報．

vol.71，no.7，1998，p.416-420．
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図８　過渡電圧変動特性（負荷急変0→←100％時）
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解　説 常時商用給電方式と常時インバータ給電方式

UPS（Uninterruptible Power Supply）の給電方式

として，常時商用給電方式と常時インバータ給電方式

がある。

常時商用給電方式は，バッテリー，インバータから

構成され，常時はそれらをバイパスし，入力された商

用電源が負荷に直接給電されており，停電などが発生

した場合にインバータから給電する。この方式では，

常時はインバータが動作しておらず，高効率を実現で

きる。

常時インバータ給電方式は，コンバータ，バッテ

リー，インバータから構成され，常時，インバータを

運転し，負荷に給電する方式で，商用電源をいったん

直流に変換するため入力の変動が出力に現れず，安定

した電圧が得られる。
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まえがき

近年，電源障害（電圧低下や瞬断など）によるサーバの

誤動作・停止に対応するために，無停電電源装置（UPS ：

Uninterruptible Power Supply）を設置して電源障害から

サーバを保護することが一般化している。インターネット

や携帯電話など急速に進展する高度情報化社会において，

コンピュータ，特にサーバの安定稼動に対する高信頼度の

要求がますます高くなってきている。

しかし，サーバのダウンサイジング・低コスト化に伴い，

UPSにもダウンサイジング・低コスト化の要求が一層高

まってきた。また，通信ネットワークと接続することがで

き，常に UPSの状態を監視するといったネットワーク対

応の要求も高くなっている。

今回，富士電機では，常時商用給電方式（本特集号 426

ページの「解説」参照）を採用し，小型・軽量化さらには

ネットワーク対応を強化した新型ミニ UPS「Netpower

Protect シリーズ」および UPS 管理ソフトウェア「Net

powerView F」を開発した。以下にその概要を述べる。

特　長

今回開発した NetpowerProtectシリーズは，下記の特

長を備えている。

２.１ 小型・軽量

高周波電力変換回路の採用により商用トランスレスを実

現して，小型・軽量化を図った。これにより当社従来品

（エクセレントミニ UPS）に比べて体積で約 80%，質量で

約 70%に小型・軽量化を実現した。

図１に 500 VA/700 VA/1,400 VA 機の自立形の外観を，

図２に 1,400VA機のラックマウント形の外観を示す。

これらの装置は，サーバとの融合を前提に設計されてお

り，小型・軽量化を図るとともに，サーバの周辺機器とし

て違和感のないスマートな外観デザインとしている。また，

最近のサーバは，19インチラックに収納されるようにも

なっているため，薄型・軽量ラックマウント形の UPSも

製品化した。

２.２ 高信頼性・高品質を実現

本装置において，主回路部分は常時商用給電方式を採用

することで小さい充電器と高周波 PWM（Pulse Width

Modulation）インバータのみの回路構成とした。制御回

路においてはワンチップマイコンを用いてディジタル化を

図ることで部品点数を減らし，装置の信頼性を高めている。

また，停電時のバックアップはもちろんのこと，装置が万

一故障しても負荷に電源を供給し続けることができるよう

に自己ラッチ式出力切換リレー方式を採用し，システムの

信頼性の向上を図った。

新型ミニUPS「NetpowerProtect シリーズ」
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図２　1,400 VA機のラックマウント形の外観

図１　500 VA/700 VA/1,400 VA機の自立形の外観



新型ミニUPS「NetpowerProtect シリーズ」

２.３ イージーメンテナンスの追求

バッテリーには，期待寿命５年（周囲温度 25 ℃，0.25

CA放電）の長寿命バッテリーを搭載している。さらに通

常運転時にも，ファンを低回転で動作させることでバッテ

リーの周囲温度が上がらないようにしてバッテリーの長寿

命化を図っている。これにより，従来よりもメンテナンス

費用を低減することができる。

図３にバッテリー交換の実施例を示す。バッテリーは，

UPSの出力を停止させずに，装置の前面から，安全かつ

簡単に交換することができる（ホットスワップ方式の採

用）。

２.４ 充実したバッテリーチェック機能

バッテリーチェック機能は，毎起動時および一定時間ご

とに行う自動チェック，前面スイッチおよびネットワーク

経由での手動チェックを備え，バッテリーの劣化を検出し，

バッテリーの交換時期をいちはやくユーザーに知らせるこ

とができる。また，このバッテリーチェックでは模擬停電

を発生させて正確なバッテリーの判定を行っているが，

バッテリーの容量が低下している状態でバッテリーチェッ

クを実施した場合でも，UPSの出力がなくなることがな

いようにチェック方法を工夫して，システムの信頼性を高

めている。

仕　様

表１に仕様および容量系列を示す。

500 VA/700 VA/1,400 VA/3,000 VA 機を製品化してい

る。

500 VA/700 VA 機には UPS管理ソフトウェア「Net

powerViewF」を，ラックマウント形には，19インチラッ

クに装置を取り付けるレールをそれぞれ標準添付している。

図４に回路構成図を示す。全容量，常時商用給電方式を

標準とし，自己ラッチ式出力切換リレー方式を採用して，

システムの信頼性を向上させている。さらに 1,400 VA/

3,000 VA機は，負荷の突入電流で入力ブレーカがトリッ

プしないように出力電圧遅延回路を装備している。

また，UPSが周囲の情報処理装置に対して電波障害を
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図３　バッテリー交換の実施例

定 格 容 量 �

相 数 �

電 圧 �
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8.5 kg�

�

強制風冷�

45 dB 以下�

型　名�

表１　仕様および容量系列�

�



新型ミニUPS「NetpowerProtect シリーズ」

起こさないように VCCI-クラス Aを取得している。

オプションの充実

４.１ UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」

最近では，ネットワークに接続しているサーバ，クライ

アントから UPSを遠隔監視，操作したいという要求が高

まっている。それにより UPSの機能としてバックアップ

はもちろんのこと，状態監視機能，自動シャットダウン機

能，スケジュール運転機能などネットワーク対応機能が必

要不可欠である。

これに対応するために，NetpowerProtectシリーズとシ

リアル通信で監視・操作ができる NetpowerView Fを同

時に開発した。これによりネットワークと連携し，電源障

害に対する対応をより確実なものにすることができる。

また，動作環境としてはWindows
〈注〉

95/98/NT/2000，

Linux（Redhat，Turbo，Open）など幅広い OSに対応し

ている。

NetpowerView Fの特長を以下に述べる。

４.１.１ リアルモニタリング機能

NetpowerView Fをサーバにインストールすることで，

ネットワークを介してリアルタイムに UPSの運転状態，

バッテリーの状態，電源の状態などのデータを監視するこ

とができる。

図５にリアルモニタリングの画面例を示す。画面はイベ

ントリスト，UPSステータス，UPSチャートの３画面か

ら構成され，UPSチャートには３種類のデータを任意に

表示することができる。

また，モニタリングしたデータは，自動的に記録，保存

され，電源障害時の原因究明と解決に役立てられる。

４.１.２ マルチサーバシャットダウン機能

（RCCMD：Remote Console Command）

図６にマルチサーバシャットダウン機能例を示す。マル

チサーバシャットダウンは，UPSから電源を供給してい

る複数台のサーバを同時にシャットダウンすることができ

る機能である。

電源障害時に，UPSと RS-232Cケーブルで接続されて

いるマスタサーバから同一のネットワーク上に接続されて

いる各スレーブサーバへシャットダウン信号を送信するこ

とで，各スレーブサーバは待避処理を行い安全にシャット

ダウンが行える。

これにより１台の UPSで複数台のサーバを安全に

シャットダウンできる。

４.１.３ 電源障害時のメール送信・ユーザーコマンドの実行

UPSに電源障害が発生した場合，設定したメッセージ

を電子メールとしてユーザーに送信することができる。そ

のため，電源障害が発生した場合，サーバ管理者がすぐに

障害を認識でき，サーバに対して安全な処置を施すことが

できる。

そのほか，UPSにイベントが発生した場合，ユーザー
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図４　ミニUPS主回路構成図（1,400 VA）

図５　NetpowerView F のモニタリング画面例

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp.の登録商標



新型ミニUPS「NetpowerProtect シリーズ」

が設定した処理コマンドを実行することで，サーバやシス

テム全体を保護することを目的とする処理が可能となる。

４.２ ネットワークアダプタカード

図７にネットワークアダプタカードの外観を示す。ネッ

トワークアダプタは，UPSから直接ホームページを発信

することにより情報の送受信を可能とするものである。

UPSのスロットカード部にネットワークアダプタカー

ドを挿入することで，ネットワークと簡単に UPSを接続

することができる。また OSに依存せず，ネットワークに

接続さえしていれば，パソコンの汎用ブラウザソフトウェ

アを利用して UPSの状態モニタリングやスケジュール運

転を簡単に設定することが可能である。

４.３ SNMPアダプタ

ネットワークに直結する方法として，ネットワーク管理

プロトコル SNMP（Simple Network Management Proto-

col）を用いた方式がある。現在，この方式に対応した SN

MPアダプタカードを開発している。前述のネットワーク

アダプタと同様，ネットワークを介して UPSを遠隔管理

することができる。

この方式は，市販の SNMPマネジャーソフトウェアを

用いてネットワークシステム全体を管理している場合には，

有効な方法である。

あとがき

本稿では，常時商用給電方式を採用した新型ミニ UPS

「NetpowerProtectシリーズ」と UPS 管理ソフトウェア

「NetpowerView F」の概要を紹介した。

本シリーズは，サーバへの適用を考慮し，小型・軽量化，

高信頼・高品質をコンセプトにネットワークとの融合を実

現した製品である。

今後も情報化社会の発展に伴い，UPSの必要性がます

ます高まることは必至である。また，ネットワークあるい

は OSとの連携といったニーズに対して，ネットワーク技

術との融合がより一層進むと予想されている。

これらの要求に対応するためにもさらなる高信頼化，高

品質化とともに，広く顧客ニーズにこたえる UPSの開発，

製品化に尽力する所存である。
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FA分野では，汎用インバータならびにサーボシステムの適用が

拡大し，設備の小型化・省力化あるいは高速化・高精度化が図られ

ている。一方，IT 分野の拡大に伴い，コンピュータシステムを電

源トラブルから守る無停電電源装置（UPS）も飛躍的な適用拡大を

遂げ，コンピュータの安定稼動に貢献している。本稿では，これら

の技術動向と富士電機の取組みを紹介し，その成果である豊富な製

品系列により幅広い用途に対し，最適な機種選定が可能であること

を述べる。

インバータ・サーボ・UPS技術の動向と展望

栗田　茂文 加護谷 隆己 松枝　弘宣

富士時報 Vol.74 No.7 p.385-389（2001）

上下搬送用インバータとしては，高性能化や使いやすさが市場要

求として高い。富士電機が開発した「FRENIC5000G11UD」は，本

格的な速度センサ付きベクトル制御による高性能運転，ディジタル

AVRによる滑らかな運転，エレベータ専用機能と豊富なインタ

フェースとによる操作性向上，データコピー機能付きタッチパネル

によるセットアップの簡素化といった特長を備えている。本稿では

その概要と適用例について，特性例を交えて紹介する。

上下搬送装置専用インバータ「FRENIC5000G11UD」と
その適用例

野村　哲也 米澤　裕之

富士時報 Vol.74 No.7 p.390-393（2001）

ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」は，従来機種に

比べ性能，機能，インタフェースを大幅に向上させて市場に投入し

ている。これら新機能の中で，ユーザープログラマブル機能を備え

たオプションカード「UPAC（User Programmable Application

Card）」は市場で好評を得ている。UPACの適用により，FRENIC

5000VG7Sはさらに幅広い分野への適用が可能になった。本稿では，

電気自転車用試験機，検品機，搬送装置への UPACの適用例につ

いて紹介する。

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」用
オプションカード「UPAC」の適用例

金沢　直樹 豊田　敏久 山本　　健

富士時報 Vol.74 No.7 p.394-399（2001）

今日のインバータは，発展するパワーデバイスと制御技術により

小型・高精度・高速応答・多機能な可変速駆動装置として位置づけ

られており，運搬機械の省力化，自動化，高速化を可能とする。本

稿では，インバータの運搬機械への適用例として，「FRENIC5000

VG7S」のクレーン，立体駐車場への適用例，「FRENIC5000MG5」

の立体倉庫への適用例を紹介する。

「FRENIC5000VG7S/MG5」の運搬機械への適用例

辻原　　弘 林　　寛明 大路　正孝

富士時報 Vol.74 No.7 p.400-404（2001）

産業分野で利用されている電気エネルギーの約 70%は，モータド

ライブで消費されている。このため，モータドライブの高効率化が

重要となっている。このニーズにこたえる電動機として，永久磁石

同期電動機がある。この電動機は，標準誘導電動機に比べ界磁損失

がないため，高効率・小型・軽量である。本稿では，同期電動機駆

動を専用とする「FESPACシリーズ」（低減トルク仕様）の特徴で

ある V/f制御による位置センサレス同期電動機の駆動方式とその適

用分野について紹介する。

同期電動機駆動システム「FESPACシリーズ」とその適用
分野

糸魚川 信夫 野村　尚史 廣瀬　英男

富士時報 Vol.74 No.7 p.405-408（2001）

環境改善と衛生管理を目的として食品加工工場が HACCPといわ

れる衛生管理方式を採用するようになり，大量調理用熱源には IH

が使用されるようになった。加えて従来の単なるガス加熱の代替と

して使用されるのではなく，IHで特別の効果が得られる用途や IH

でなければできない用途に積極的に使用されることが多くなり，さ

らに今後新しい効果が期待されるようになってきている。本稿では，

最近製品化され当初予想以上の効果が得られた炊飯釜（がま）加熱

用途と今後 IH特有の効果が期待される蒸気発生器加熱用途を説明

する。

IH インバータの応用

松永　哲夫 中井　　勝

富士時報 Vol.74 No.7 p.409-411（2001）

サーボシステムは，上位コントローラと組み合わせ，機械の性能

アップ，コストダウン，システムの拡張などに貢献し，さまざまな

産業機械に使用されている。本稿では，サーボシステムを使用した

ハーネス加工機の特徴および各機構部でのサーボシステムの適用例

を紹介する。

ハーネス加工機へのサーボシステム適用例

志賀　　孝 酒井　利明 伊藤　加代

富士時報 Vol.74 No.7 p.412-414（2001）

富士電機のサーボシステム「FALDIC-αシリーズ」は，小型・
高性能でさまざまな特徴を持っている。その制御技術応用例として

「制振制御技術」「フルクローズド制御」「高速バス制御」について

紹介する。特に「制振制御技術」はロボットアームの先端の振動を

抑制するために，先端位置やアームの剛性を考慮した独自の方式で，

幅広い用途で大きな成果を上げている。

サーボシステムの制御技術応用例

藍原　隆司 市川　　誠 金子　貴之

富士時報 Vol.74 No.7 p.415-418（2001）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

The market requires high performance and easy handling of verti-

cal transfer drive inverters.  The FRENIC5000G11UD  developed by

Fuji Electric is equipped with superior features such as high-perfor-

mance operation by vector control with a full-scale speed sensor,

smooth operation by the digital automatic voltage regulator, maneuver-

ability improved by the elevator-specific function and adequate inter-

faces, and setting up simplified by the touch panel with a data copying

function. This paper gives an outline of the inverter and an application

example, including the characteristics.

Vertical Transfer Drive Inverter “FRENIC5000G11UD”
and its Applications

Tetsuya Nomura Hiroyuki Yonezawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.390-393  (2001)

In the field of factory automation, general-purpose inverters and

servo systems widely been used have reduced equipment size and

labor and increased speed and precision.  On the ohter hand, with the

expansion of information technology, uninterruptible power systems to

protect computer systems from power failure have rapidly come into

wide use, contributing to the stable operation of computers.  This

paper describes their technical trends and Fuji Electric s developments

as well as the selection of an optimum type from among the adequate

lines of products prepared by the company.

Technical Trends and Prospects for Inverters, Servo 
Systems and Uninterruptible Power Systems

Shigefumi Kurita Takami Kagotani Hironori Matsugae

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.385-389  (2001)

W ith the development of power device and control technologies,

the inverter has recently been rated as a small, high-precision, quick-

response, multifunctional, variable-speed drive system, and makes it

possible to realize labor-saving, automated, and high-speed conveyance

machines.  This paper describes examples of inverter application to

conveyance machines : FRENIC5000VG7S  to a crane and a parking

garage and FRENIC5000MG5  to an automated storage system.

Application of “FRENIC5000VG7S/MG5” to 
Conveyance Machines

Hiroshi Tsujihara Hiroaki Hayashi Masataka Ooji

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.400-404  (2001)

The vector-control inverter FRENIC5000VG7S  on the market

has been greatly advanced in performance, functions, and interfaces.

Particularly the optional application card with a user programmable

function (UPAC), one of the new functions, has been favorably received

by the market.  The UPAC has made it possible to further widen the

field of FRENIC5000VG7S application.  This paper describes the

examples of UPAC application to electric bicycle testers, checkup

machines, and conveyors.

Applications of the User Programmable Application
Card for High-Performance Vector-Control 
Inverter “FRENIC5000VG7S”

Naoki Kanazawa Toshihisa Toyota Takeshi Yamamoto

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.394-399  (2001)

As food processing facilities have adopted the method of the hazard

analysis critical control point (HACCP) aiming at environmental

improvement and sanitary control, induction heating (IH) has come

into use as heat supply for large quantity cooking.  In addition, IH has

been used not only to replace conventional gas heating, but more

applied to uses in which IH has a peculiar effect or only IH can suc-

ceed, and promising new effects are expected in the future.  This paper

describes the rice cooker which has recently been marketed with a

higher IH effect than expected and the steam generator in which an

effect peculiar to IH is expected.

Application of Induction Heating Inverters

Tetsuo Matsunaga Masaru Nakai

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.409-411  (2001)

Motor drive consumes about 70% of electric energy used in the

industrial fields.  Therefore, it is important to raise the efficiency of

motor drive.  The permanent-magnet synchronous motor is a type that

can meet the need.  Having no boundary magnetic loss, this motor has

higher efficiency, smaller size and weight than standard induction

motors.  This paper describes the locating-sensor-less drive system of

a synchronous motor using V/f control that characterizes the FESPAC

series (reduced-torque specification) exclusively used for synchronous

motor drive, including its applications.

Synchronous Motor Drive “FESPAC Series” and its 
Applications

Nobuo Itoigawa Naofumi Nomura Hideo Hirose

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.405-408  (2001)

Fuji Electrics servo system FALDIC-α Series  has various fea-

tures including small size and quick response.  This paper describes

the following control technologies using this servo system: a technol-

ogy for reducing machine vibration, full-closed control, and high-speed

serial control.  Especially, the technology for reducing machine vibra-

tion is our original technology taking the work position and the arm

stiffness into consideration to suppress the vibration of a work held by

the robot arm.  This technology has achieved good results in various

applications.

Control Technologies with Servo System
“FALDIC-α Series”

Takashi Aihara Makoto Ichikawa Takayuki Kaneko

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.415-418  (2001)

Servo systems combined with the upper-rank controller contribute

to the improvement of the machine performance and the expansion of

the system; therefore, many servo systems are used in various indus-

trial machines.  This paper describes the features of a wire processing

machine that utilizes servo systems and examples of servo system

application to its mechanisms.

Examples of Servo Systems Applied to a Wire 
Processing Machine

Takashi Shiga Toshiaki Sakai Kayo Ito

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.412-414  (2001)



高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」は，誘導電

動機の適用に応じベクトル制御，センサレスベクトル制御，V/f制

御の選択ができ，同期電動機はベクトル制御，V/f制御（専用品）

の運転が可能となった。また制御性能の向上により，電動機を駆動

可能な最高速度も上がっている。本稿では FRENIC5000VG7Sの特

殊電動機（高速電動機，多重巻線電動機，同期電動機）との組合せ

応用技術について紹介する。

高性能ベクトル制御インバータ「FRENIC5000VG7S」の
特殊電動機への適用例

市中　良和 鉄谷　裕司 山田　達也

富士時報 Vol.74 No.7 p.419-421（2001）

需要の増大が期待される海外市場向けとして開発した「UPS7000

シリーズ」は，非絶縁型の新しい変換方式を採用し，小型・軽量化

を実現するとともに欧州EN規格における安全性と電磁環境両立性

に適合し，CEマーキングを自己宣言した中容量UPSである。本稿

では UPS7000シリーズの特長，仕様，構成，要素技術および試験

結果を紹介する。

海外向けCEマーキング対応UPS

藤倉　政信 廣瀬　　順

富士時報 Vol.74 No.7 p.422-426（2001）

サーバの普及・拡大に伴い，ミニ UPS（無停電電源装置）の需

要が急速に高まっている。最近，この種のUPSには，小型・軽量，

低コスト，さらにはネットワーク対応といったことが求められてい

る。今回，富士電機では，常時商用給電方式を適用した出力容量

500 ～ 3,000VAのミニ UPSとネットワークに対応した UPS 管理

ソフトウェアを製品化した。本稿では，それらの仕様，回路構成お

よび特長を紹介する。

新型ミニUPS「NetpowerProtect シリーズ」

松尾　浩之 大路 桂二郎 山本 真理子

富士時報 Vol.74 No.7 p.427-430（2001）



Fuji Electric has developed the uninterruptible power system

(UPS) UPS7000 Series  for the overseas UPS market where increase

in demand is expected.  This medium capacity UPS realizes small size

and light weight using an uninsulated, new conversion system as well

as meets the safety and compatibility with the electromagnetic envi-

ronment specified by the European EN standard, which gives the

ground of self-declared CE marking. This paper describes the features,

specifications, configuration, constituent technologies, and test results

of the UPS7000 series.

CE-Marked Uninterruptible Power Systems for 
Overseas

Masanobu Fujikura Jun Hirose

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.422-426  (2001)

The high-performance vector-control inverter FRENIC5000VG

7S  has made it possible to select any of vector control, sensor-less

vector control, and V/f control according to the operating condition

when driving induction motors, and perform vector control and V/f

control (exclusive-use) when driving synchronous motors.  Also the

improvement of control performance has raised the allowable maxi-

mum driving speed.  This paper describes application technology for

combining the FRENIC5000VG7S  with special motors such as a

high-speed motor, a multiplex lap winding motor, and a synchronous

motor.

Application of High-Performance Vector-Control
Inverter “FRENIC5000VG7S” to Special Motors

Yoshikazu Ichinaka Hiroshi Tetsutani Tatsuya Yamada

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.419-421  (2001)

Demand for small uninterruptible power supply has rapidly

increased as the server came into wide use.  Recently, this kind of UPS

has been requested to meet operation and observation from the net-

work system in addition to small size, light weight, and low cost.  Fuji

Electric has commercialized a new mini UPS series of 500VA to

3,000VA output with regular utility power supply and the UPS manage-

ment software applicable to the network system.  This paper intro-

duces the specification, circuitry configuration, and features of this new

series UPS.

New Mini-UPS “NetpowerProtect Series”

Hiroyuki Matsuo Keijiro Omichi Mariko Yamamoto

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.7 p.427-430  (2001)
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