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まえがき

近年，各種産業機械の自動化・高性能化が進んでいる。

特に，半導体・電子部品加工装置などの分野では，機械の

高速化・高精度化・小型化の要求が顕著である。これらの

市場では ACサーボシステムに対して，さらなる高性能

化・小型化の要求が増してきているうえ，ユーザーの使い

やすさも求められている。

今回開発した「FALDIC-βシリーズ」では，これらの

要望に応えるため，機能・性能を精錬して，機械振動の抑

制，位置決め整定時間 1ms 以下を実現してより高度な要

求に対応することを可能とした。また，業界最小サイズを

達成したうえに，オートチューニングの改良，パソコン

ローダの用意，サーボアナライズ機能の追加をするなどし

てユーザーの使いやすさへの配慮もした。

以下，本サーボシステムの特徴・仕様について紹介する。

FALDIC-βシリーズの特徴および仕様

FALDIC-βシリーズ（以下，本シリーズという）の外

観を図１に，基本仕様を表１に示す。

本シリーズの容量系列は，200 V 入力仕様 50 ～ 750W

（計 5種類），100 V 入力仕様 50 ～ 200W（計 3種類）で

合計 8種である。

このシリーズの主な特徴は次のとおりである。

２.１ 小型化

近年，半導体製造装置業界をはじめとするサーボ市場で

は，装置全体の小型化がますます進み，使用機器の一つで

あるサーボアンプに対してもその要求は厳しいものになっ

てきている。

このため本シリーズの開発にあたり，盤への設置面積を

業界最小レベルにするべく，サーボアンプの小型化を目指

し開発を行った。

機能特化による回路の削減

本シリーズでは，サーボへの指令入力として最も一般的

であるパルス列入力による位置決め運転専用機種として機

能をブラッシュアップし，単機能による使いやすさを考慮

したうえで回路の小型化を図った。

動力端子台のコネクタ化

従来，動力の配線はねじ式端子台を使用して接続してい

たが，本シリーズでは新たにコネクタ式端子を採用し，前

面パネル面積を大幅に縮小することができた。

専用メタル基板の採用

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）を主とした

発熱部品を，専用のメタル基板に実装し，部品配置の自由

度による発熱部品の最適配置，発熱部品の集約化を行うこ

とができた。その結果，小型化によって最も弊害となる冷

却能力の低下を補うことができた。

高密度実装 1枚基板の採用

従来，内部の基板は主回路系と制御系の 2 種類で構成さ

れていたが，これを 1 枚の基板に実装することによって基

板間の接続を不要にした。さらに BVH（Blind Via Hole）

を使用した多層基板や小型部品による高密度基板設計をす

ることにより，基板面積の縮小を図ることができた。これ

らの新たな取組みにより，高性能汎用サーボ FALDIC-α
シリーズの容積比 47 ％（200Wによる比較）という業界
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図１　FALDIC-βシリーズの外観
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最小レベルのサーボアンプを実現した。

また，小型化をしたにもかかわらず操作性が損なわれな

いよう以下のような工夫を施した。

①　タッチパネルに従来と同一の機能を持たせる。

②　配線接続用のコネクタをすべて前面に配置する。

③　回生抵抗をアンプに取付け可能とする。

外形寸法の比較を表２，密着配置図を図２に示す。

２.２ 簡単セットアップ

操作性を追求したセットアップパラメータ

FALDIC-βは，半導体製造装置などに代表されるよう
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表１　サーボアンプの基本仕様 

型　式（RYB） 
500S3 
-VBC6

相　　　　　数 

電　　　　　圧 
周　　波　　数 

単相入力 

AC100～115 V（－15 ％＋10 ％） 
50/60 Hz

制　御　方　式 

キャリヤ周波数 

定 格電流（A） 

最 大電流（A） 

過 負 荷 耐 量 

制　動　方　式 

 

制　御　機　能 

最大入力 
　パルス周波数 

最大回転速度 

周 波 数 応 答 

位 置 分 解 能 

設　置　場　所 

周　囲　温　度 

周　囲　湿　度 

耐　　振　　動 

衝　　　　　撃 

フ ィ ー ド バ ッ ク 

保護機能（アラーム） 

構　　　　　　　　　 造 開放，自然空冷 開放，強制空冷 

そ　　　　の　　　　他 

質　　　　 　　量（kg） 

全ディジタル正弦波 PWM 方式 

10 kHz 

 

 

3 s/300 ％ 

直流中間回路への回生制動，回生抵抗は外付け（オプション） 

インクリメンタル専用 16 ビットシリアルエンコーダ（1回転分解能 16 ビット） 

パルス列入力による位置制御 

1 MHz（差動），200 kHz（オープンコレクタ） 

5,000 r/min 

600 Hz（at    L＝　M） 

2
16
（＝65,536）/1回転 

 

 

 

 

 

 

 

－10～＋50 ℃ 

10～90 ％ RH（結露なきこと） 

4.9 m/s2｛0.5 G｝ 

19.6 m/s2｛2 G｝ 

UL/cUL（UL508C），CE マーキング（低電圧指令 EN50178）第三者認定取得 

入
　
力 

出
　
力 

機
能
・
性
能 

環
　
境 

101S3 
-VBC6

201S3 
-VBC6

500S3 
-VBC

三相入力（ただし，400 W 以下に限り単相入力可） 

AC200～230 V（－15 ％＋10 ％） 
50/60 Hz

101S3 
-VBC

201S3 
-VBC

401S3 
-VBC

751S3 
-VBC

0.9 

2.7

0.6

1.5 

4.5

2.7 

8.1

0.7

0.9 

2.7

0.9 

2.7

0.6

1.5 

4.5

2.6 

7.8

0.7

4.8 

14.4

1.0

屋内，標高 1,000 m 以下 
じんあい，腐食性ガス，直射日光なきこと 
CE マーキング対応の場合　™Pollution Degree＝2 
　　　　　　　　　　　　　™Over Voltage Category＝Ⅱ 

過電流（01，02），過速度（03），過電圧（04），エンコーダ異常（05），制御電源異常（06，07）， 
メモリ異常（08），組合せ異常（09），回生トランジスタ過熱（10），エンコーダ通信異常（11）， 
CONT 重複（12），過負荷（13），不足電圧（14），回生抵抗過熱（15），偏差オーバー（16）， 
アンプ過熱（17），エンコーダ過熱（18），イニシャルエラー（19） 

J J

表２　外形寸法比較 

200 W

高さ 

幅 

奥行 

高さ 

幅 

奥行 

160 

60 

130 

130 

35 

130 

47 ％ 

 

α 

 

 

β 

 

容積比 

400 W

160 

80 

130 

130 

50 

130 

51 ％ 

750 W

（単位：mm） 

α：FALDIC-αシリーズ（200 V 入力） 
β：FALDIC-βシリーズ（200 V 入力） 

160 

100 

130 

130 

70 

130 

57 ％ 

図２　密着配置図

［例］200 V入力50～ 750Wそれぞれ1軸
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な高タクト位置決め制御をターゲットに絞り込んだパルス

列運転専用アンプである。故にサーボアンプの設定パラ

メータは，全体数こそ少なくなっているものの，高タクト

を極限まで追求するために 章で紹介する「制振制御」

「ノッチフィルタ」などの制御設定パラメータは増えてい

る。そのためパラメータブロックを「基本設定」「システ

ム設定」「制御設定」と用途別に分類し，パルス列運転を

行うために最小限必要なパラメータを「基本設定」ブロッ

クに集約することによって，短時間でセットアップできる

ように工夫している。

オートチューニング

オートチューニングは，従来のオートチューニングをブ

ラッシュアップし，FALDIC-αでは 30 倍までであった
負荷慣性比を 100 倍までとし機械の適応範囲を広げている。

また，その調整は，いわゆる「ワンパラメータオート

チューニング」として，前項でも紹介したパラメータの

「基本設定」ブロックに「オートチューニングゲイン」と

しておき，「オートチューニングゲイン」一つを上下する

だけで簡単にサーボの最高性能を引き出せるようになって

いる。

２.３ 海外規格への対応

本シリーズでは北米市場で要求される UL/cUL 規格，

欧州市場で要求される EN規格（CEマーキング）に標準

品で対応している。

２.４ 16ビットシリアルエンコーダ

FALDIC-βシリーズでは高性能・高精度位置決めを要

求されることから，サーボモータに新開発のシリアルエン

コーダを搭載した。本エンコーダの分解能は 16ビット

（65,536パルス相当）であるうえ，高速シリアル通信にて

データをアンプに伝送する。これにより，低速域での回転

むらの安定化，高速応答性を実現している。また従来のア

ブソリュート機能を取り除いてインクリメンタル専用とす

ることで柔軟な価格対応力を有している。

２.５ オプションの充実

本シリーズではさまざまなユーザーニーズに対応するた

めにオプションの用意をしている（図３）。

パソコンローダ

サーボシステムの操作性向上のため，支援ツールとして

専用のパソコンローダを用意した。これによりセットアッ

プ，トラブルシューティング，メンテナンスなどの作業の

効率化を図っている。また「制振制御」「ノッチフィルタ」

などの機能を簡単に使えるようにパソコンローダに「サー

ボアナライズ機能」を搭載可能としている。またパソコン

ローダとサーボアンプの接続において，使用ケーブルは汎

用 LANケーブルを採用し，ユーザーの入手性を考慮した。

ダイナミックブレーキングユニット

サーボシステムに異常が発生した際，モータを強制停止

させることが望まれる場合がある。アンプ本体のモータ制

御に頼らず，外部回路にてモータを停止させる方法として，

モータ動力線を短絡して制動トルクを発生させる方法があ

り，この機能を内蔵した「ダイナミックブレーキングユ

ニット」を用意した。本オプションはアンプ本体下部に取

付け可能であり，アンプと一体化することで小型化を実現

している。またユーザーの操作性を考慮して，パラメータ

の変更などは必要なしに，オプションをワンタッチ装着す

るだけで，アンプ側が自動認識しダイナミックブレーキが

動作可能としている。

回生抵抗

オプションの回生抵抗は，薄型（小型）と大型の 2 種類

の形状を用意した。特に薄型の抵抗はアンプ本体の冷却

フィン部に取付け可能であり，抵抗とアンプを一体化する

ことで，アンプの小型化を維持することができ，盤内の設

置面積を必要としないように配慮した。

制御機能

３.１ 振動を抑制

制振制御

FALDIC-βは富士電機独自の技術である制振制御を標

準搭載している。制振制御とは，サーボアンプに多慣性の

機械モデルを内蔵し，ロボットアームの先端のような剛性

の低い機械の振動を低減できる機能である。この機能を使

用するには，その機械固有の振動周波数に応じてサーボア

ンプのパラメータである「反共振周波数」を設定する必要

がある。今回，そのパラメータを４段装備し，例えば，機

械の搬送物の有無で振動周波数が変化するような機械にお

いても柔軟に対応できるように，外部入力信号から切換が

できるようになっている。

ノッチフィルタ

サーボシステムを有するさまざまな装置において，装置
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サーボアンプ 

ダイナミック 
ブレーキングユニット 

図３　オプションの外観
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の生産性を向上させるため，一般的にサーボの制御設定を

高応答設定とする。しかし，高応答に設定すると，モータ

と装置の機械共振を発生しやすくなり，それ以上の高応答

な設定は望めなかった。このような機械共振を避ける方法

は，ローパスフィルタを設定する方法があるがカットオフ

周波数以上の応答をすべて減衰させ，機械共振点を大きく

超える周波数までの応答を得ることができなかった。この

課題を解決するべく，本シリーズではノッチフィルタを搭

載している。ノッチフィルタは特定の周波数のみ応答を減

衰させる特性を持っている。その周波数に共振周波数を設

定することにより機械との共振を抑制し，より高応答な設

定ができるようになっている。この共振周波数を 2 段装備

し，共振点が 2 点あるような複雑な機械にも柔軟に対応で

きるようになっている。

サーボアナライズ機能

前述の「制振制御」および「ノッチフィルタ」は，サー

ボアンプのパラメータとして共振周波数と反共振周波数を

適切に設定しなければ威力を発揮しない。そこで，これら

設定値を「簡単に」「正確に」求めるためサーボアナライ

ズ機能を開発した。サーボアナライズ機能とは，サーボア

ンプ内蔵のトルク指令を入力とした加振機能と，加振した

ときのトルク，速度，位置データから機械特性を解析する

パソコンのアプリケーションから構成され，機械の特性を

解析できる機能である。図４はパソコン上のサーボアナラ

イズ画面である。加振トルク，加振モード（軸構成）と

いった簡単な項目の設定後，開始から 15 秒程度で機械特

性を表すボード線図が表示される。一般的に，共振点，反

共振点がない機械においては右肩下がりのフラットな曲線

になるが，それらがある場合，図４のように山谷が明確に

出る。山の部分が共振点，谷の部分が反共振点である。

３.２ 高性能

指令追従制御

富士電機では，装置の動作タクトタイム短縮の要求に応

えるため，整定時間の短縮にチャレンジしてきた。本シ

リーズでは整定時間を大幅に短縮できる指令追従制御を開

発した。指令追従制御とは，位置指令に対してモータを完

全に追従させ，位置偏差量をほぼゼロとするように制御す

る方式である。図５は指令追従制御のブロック図である。

通常のフィードフォーワード制御は，加減速時に位置偏差

量がゼロになることはないが，そこにブロック図の指令追

従ブロックが示すように補償項を加えることによって，加

減速時も含めて位置偏差量をほぼゼロにすることができる。

図６は，従来制御と指令追従制御との比較波形である。図
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図４　サーボアナライズ画面

指令追従 
制御 

フィード 
フォワード 

位置調節器 
ゲイン 

ノッチ 
フィルタ 

整定時 
加算制御 

位置検出 
速度検出 

S字時定数 パルス列入力 PI制御 電流制御 M

PG

d 
dt

図５　指令追従制御ブロック図

指令周波数 

10 ms

5.1 ms

3,000  
r/min

5,000  
パルス 偏差パルス 

位置決め完了 

指令パルスが切れたと同時に位置決め完了ができる。 

動作 
位置決め完了幅 
サーボ調整 

：3,000 r/min まで 20 ms で加減速 
：偏差が 200 パルス以下 
：同じ調整値で指令追従制御を追加 

指令周波数 

10 ms

0 ms

3,000  
r/min

5,000  
パルス 偏差パルス 

位置決め完了 

従来制御 指令追従制御 

図６　指令追従波形
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を見ても明らかなように，指令追従制御で動作させた波形

は全域で位置偏差量がほぼゼロとなっている。その結果，

同条件で測定したにもかかわらず，位置決め整定時間（指

令周波数ゼロから位置決め完了オンまで）は従来制御の

5.1msに対して 0msを達成している。

高分解能化

本シリーズは，位置決め運転の指令としてパルス列入力

専用機種である。このパルス列指令の最高入力周波数は従

来 500 kHzであったのに対し，本シリーズでは 1 MHz

（差動入力時）まで可能とし，新規開発の専用 16ビットイ

ンクリメンタルシリアルエンコーダとの組合せで，装置の

高分解能化を達成した。また電流制御ループの高速演算処

理を行う専用制御 LSIと，32ビット RISC-CPUにより，

周波数応答 600Hz，位置決め整定時間 1ms 以下を実現し

た。

あとがき

以上，「FALDIC-βシリーズ」についてその概要を述べ

た。本シリーズは業界トップレベルの性能と小型化を同時

に実現したものであり，高タクト・高速位置決めを必要と

するニーズに積極的に応えた製品である。富士電機では，

今後もさまざまな業種の機械において生産性向上に役立つ

サーボシステム製品開発に全力で取り組む所存である。
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解　説 高調波電流

高調波電流とは一般に基本となる商用周波数（50

Hzまたは 60 Hz）以上の周波数成分を持った電流で，

主に電力変換装置が動作することによって電源系統に

発生する。電源系統にはさまざまな機器が接続されて

いるので，電力変換装置が高調波電流を発生させると，

同じ電源系統に接続されている他の機器に悪影響を与

える。例えば，高調波電流によって機器が誤動作した

り，場合によっては破損してしまう。そこで，高調波

電流の発生を抑制させる目的で国際規格 IEC61000-

3-2が制定された。

IEC61000-3-2は有効消費電力が 75W以上かつ定

格入力電流が 16A/相以下の機器に適用され，機器の

用途や消費電力によってクラス A～ Dに分類されて

いる。例えば，表にクラス Aにおける高調波電流の

限度値を示す。クラス Aでは三相平衡機器や他のク

ラスに属さないすべての機器が対象となり，各周波数

成分の高調電流を表に示されている限度値以下にする

必要がある。よって，近年では高調波電流の発生を抑

制させるような電力変換装置の回路方式や制御方式に

おける研究開発が盛んに行われている。

奇
数
高
調
波 

偶
数
高
調
波 

高調波次数 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≦　≦39 

2 

4 

6 

8≦　≦40

n

n

n

最大許容電流 
（A） 

2.30 

1.14 

0.77 

0.40 

0.33 

0.21 

0.15 

1.08 

0.43 

0.30 

0.23

n

n

15
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