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　まえがき

　生産設備の自動化や施設の省エネルギーなどの分野でた

ゆまぬ改善を実現してきた制御システムは，汎用インバー

タ，サーボシステムに代表される駆動系の機器や，汎用プ

ログラマブルコントローラ（PLC），プログラマブル操作
表示器（POD）の制御・操作表示系の機器など，主要な

コンポーネントの発展がこれを支えている。

　これらのシステム制御機器は，単体としての高性能化，

多機能化，低価格化の要求に加えて，システムを構成す

る際の拡張性・柔軟性が重要であり，最近では信頼性や安
全性もシステム構築における機器選定の大きな評価項目と

なっている。

　本稿では，本特集号で紹介するシステム制御機器の最新
技術を俯瞰（ふかん）した技術動向と，それに対応した製
品系列について述べる。

　システム制御機器の技術動向

2.1　駆動系機器の技術動向

（1）　高性能化技術
　駆動システムに対する要求事項は，単にモータの回転速
度や位置を制御するだけでなく，負荷を含めたシステム全
体の省エネルギー化や，負荷機械の構造や据付け部の剛性
なども考慮してタクトタイムの短縮につながる高応答制御
の実現である。

　富士電機のサーボシステムでは「制振制御機能」を標準 
搭載し，装置全体の応答性を高めている。この機能は，

サーボアンプ内に負荷機械を含めた多慣性モデルを格納し，

このモデルの振動を最小にするための補償を行うもので，

ロボットアームのような比較的剛性の低い機械においても

高い応答を実現する。この機能を生かすためには，機械系
の伝達関数を正確につかむ必要があるが，このためにサー

ボアナライズ機能が開発されている。これによって機械系
の共振周波数や反共振周波数が解析できるため，ユーザー

によるパラメータ設定が容易に行える。このような機械系

の解析は，通常運転とは別に初期運転モードを設けて行う

オフライン方式と，通常運転中に行うオンライン方式があ

る。オフライン方式における富士電機のイージーチューニ

ング機能は，複雑な機械系の伝達関数の解析と制御系のパ

ラメータの最適自動調整を行い，ユーザーの設定を簡単化
するものである。今後は，伝達関数が運転中にも変化する

用途に適用されるオンライン方式のフルオートチューニン

グ機能の開発が期待されるが，通常運転以外の動作におい

ても安全に運転・停止ができるきめ細かい制御アルゴリズ

ムが不可欠となる。

　一方，エレベータ用インバータでは，かごのブレーキ釈
放時のロールバック現象を抑制する「アンバランス荷重補
償機能」が搭載されている。これは，エレベータ用モータ

の回転速度を検出し，その急峻（きゅうしゅん）な変化に

応じて補償トルクを発生させる機能であるが，かごの積載
質量や停止階の違いによるロープ質量の変化に対しても自
由に対応できるロバストな制御が要求される。

（2）　大容量化技術
　近年，汎用インバータの大容量化は確実に進んでおり，

富士電機は，入力電圧 400V系の標準系列インバータおよ

びコンバータとして単器容量最大 800 kW（スタックタイ

プ）までをラインアップしている。

　入力電圧が限られている汎用インバータの大容量化に

はモータ電流を大きくする必要があり，そのためには適
用 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュール

をはじめとする主回路部品の並列化が必要である。ここで

の適用技術は，素子間の定常状態の電流平衡と過渡状態で

のスイッチング速度の均一化のための技術であり，そのた

めには素子そのものの特性の均一化はもちろん，素子の

配置に合わせた配線インダクタンスや浮遊容量の考慮など

が必要となる。これらの解析には三次元での電磁界解析
や熱解析が不可欠であり，これらを用いることによって，

1,200V/400Aの IGBTモジュールの 12並列接続を実現し

た。

（3）　低ノイズ化技術
　汎用インバータ，サーボアンプの主回路は電圧形イン
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バータの構成であり，直流電圧を PWM（Pulse Width 
Modulation）制御することで，可変電圧・可変周波数の

出力電圧を得ている。したがって，商用電源に比べ，ノイ

ズの増大は避けられず，入力電流の高調波抑制と合わせて，

低ノイズ化技術が不可欠である。低ノイズ化技術には，ノ

イズの発生そのものを抑制する技術と，発生したノイズの

伝搬・放射を抑制する技術があり，前者は主回路用スイッ

チング素子や制御電源用スイッチング素子の電圧変化率
dv/dt を抑制しており，後者はフィルタ部品や筐体（きょ

たい）のシールド部材の適用で実現している。

　最近は，モータの信頼性向上を主眼としたノイズ低減技
術の研究が積極的に行われている。インバータとモータ

との配線長が長いと，モータ入力端子にサージ電圧が発生
することが知られている。これは配線のインピーダンス

とモータのインピーダンスの違いによって，モータ入力端
子で反射波が発生することに起因し，入力端子電圧がイン

バータの出力電圧以上に跳ね上がり，モータの絶縁劣化を

加速する要因となる場合がある。この対策として，反射を

引き起こす高周波成分のみをバイパスさせる機能を付加し

たサージ抑制ケーブルやその機能をコンパクトに格納して

既設モータに簡単に取付け可能としたサージ抑制ユニット

が開発されている。

（4）　主回路技術
　パワーエレクトロニクスは新しい主回路デバイスの登場
によって大きな変化を遂げてきたが，現在，逆阻止 IGBT
が実用化されつつある。その代表的な適用例がマトリック

スコンバータである。図 1に主回路構成を示す。二つの逆
阻止 IGBTを逆並列に接続することで双方向性デバイスを

構成し，これを各相 3個ずつ配置することでマトリックス

コンバータを実現する。この回路は，電源高調波抑制や電
源回生機能を必要とする用途に適しており，富士電機では，

エレベータ用途をはじめとした広範囲な用途に実用化を計
画している。図 2は 400V 22 kWのマトリックスコンバー

タの特性例であり，高力率と高効率が達成できている。

2.2　制御・操作表示系機器の技術動向

（1）　高効率プログラミング技術
　コントローラの分野では，アプリケーションプログラ

ムが大規模・複雑化し，開発効率の向上が強く求められ

ている。統合コントローラ「MICREX-SX」シリーズでは，

発売当初から PLCプログラミング言語の国際規格である

IEC61131-3に完全に準拠したプログラミングツール（「SX 
Programmer Expert」）を提供し，IEC規格が提唱するプ

ログラムの構造化・部品化による再利用を軸としたソフト

ウェア生産の効率化を推進してきた。特に，プログラムの

部品化の仕組みであるファンクションブロック（FB）は，

効率向上に大きな効果をあげている。

　また，IEC規格の浸透とともに，異なる PLCベンダー

間でのアプリケーションプログラムの相互利用が望まれる

ようになってきている。富士電機では，PLCopen Japan
と協働して，XML（eXtensible Markup Language）を用

いた異メーカー，異機種間でのソフトウェア再利用の実用
化に向けた取組みを行っている。

（2）　大量データ処理技術
　PLCは，高性能化・高機能化に伴い，その適用範囲を

大きく拡大している。特に，近年では生産システムを構成
する機械・装置の制御のみならず，生産物個体のデータ管
理や，法的規制に基づくトレーサビリティの強化，電気・

水などの消費エネルギー管理などの，いわゆる「データ

集約的」な分野への適用要求が高まっている。元来，PLC
は効率的なシーケンス制御の実現を目的として発展して

きたため，大量のデータを効率的に処理するようなアプリ

ケーションには不向きであり，このような適用の拡大に

対応した機能拡大が必要となっていた。MICREX-SXは，

シーケンス制御用のラダー言語のほかに，IEC61131-3に
基づく，ストラクチャードテキスト言語（ST言語）およ

び配列・構造体といったデータ構造をサポートしており，

高度なデータ処理アプリケーションに対しても，パソコン

が苦手とする現場向きの開発環境を実現し，その適用範囲
を大きく拡大してきた。今回，データ処理性能をさらに向
上させた新 CPUをMICREX-SXシリーズに追加した。

（3）　ネットワーク技術
　図 3に富士電機のシステム制御機器が対応するネット

ワークを示す。世界の主要なオープンネットワークを網羅
すると同時に，従来から定評のある富士電機オリジナル

ネットワーク（「P/PEリンク」「Tリンク」）をサポートし 

【逆阻止IGBT】

M

図1　マトリックスコンバータの主回路構成
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図2　マトリックスコンバータの特性例
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ている。機器組込みの小規模用途から大規模な階層分散シ

ステムまで，シームレス・最適なシステム構築を可能とし

ている。

（4）　高信頼化技術
　PLCの適用範囲の拡大に伴い，プラントコントローラ

並みの信頼性，すなわち，故障が発生してもダウンするこ

となく，システムの 24時間連続運転を維持することが求
められるようになってきた。

　MICREX-SXでは発売当初から，CPUの 1：1ウォー

ムスタンバイによる冗長化機能を提供してきた。これは，

稼動・待機方式の冗長化技術で，CPUに異常が発生して

も，システムを停止することなく運転を継続できる。

　今回開発したコントローラレベルネットワーク「LE-

net」では，ネットワークモジュールの冗長化およびルー

プトポロジーによるネットワーク回線の冗長化を実現し

ている（図 4）。また，I/Oモジュールの活線着脱が可能
なベースボードにより，MICREX-SXシステムは，DCS
（Distributed Control System）並みの高信頼性システムを

PLC並みの低コストで実現することができる。

（5）　HMI（Human Machine Interface）技術
　プログラマブル操作表示器（POD）は，1990年前後に

市場に登場し，プログラミングの知識がなくとも操作表示
画面が作成できる点が大きく評価され発展を続けている。

当初はスイッチ，ランプなどで構成される，いわゆる操作
表示盤の置換え用途が主であった。しかし，画面の表現力
の向上や高速化，画面サイズの拡大，各種ネットワーク

とのインタフェース性向上などにより，現在ではよりリア

ルな生産現場情報の取込みと表示，生産管理データの蓄積，

情報系ネットワーク経由による情報交換，さらにはWeb
サービスへの対応など，その適用範囲を拡大している。

　富士電機の POD「UG30」シリーズは，PLCに接続す

るポートとは別にシリアルポートを 1チャネル装備してお

り，通信のための各種プロトコルに標準で対応している。

このポートに通信機能を持った温度調節計やインバータ

などの各種機器を接続でき，異メーカーの機種であっても

標準プロトコルを使用して，これらの機器のモニタやパラ

メータ設定を一括して行うことができる（図 5）。

2.3　環境対応技術

　近年，欧州をはじめとした法規制の制定やグリーン調達
の拡大によって，システム制御機器の環境対応が進んでき
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プラントレベル
プラント内の設備・ラインの

最適運用

Ethernet
〈注1〉

オープン
ネットワーク PLC POD

イン
バータ サーボ

○ ○ 　 　
○ 　 　 　

オリジナル
ネットワーク

LONWORKS
〈注4〉

〈注3〉

〈注2〉

○ 　 ○ 　

ADS-net

コントローラレベル
機械・ラインコントローラの

協調制御

Ethernet ○ ○ 　 　
○ ○ 　 　FL-net
○ 　 　 　P/PEリンク
○ 　 　 　LE-net

デバイスレベル
機械・ラインのセンス・
駆動と操作・表示

OPCN-1 ○ ○ 　 　
○ ○ ○ 　PROFIBUS-DP
○ ○ ○ ○DeviceNet

　 ○ ○ 　Modbus
　 ○ 　Interbus-S

　 　 ○ 　CANopen
○ ○ ○ ○Tリンク
○ 　 　 　AS-i〈注1〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標

〈注2〉PROFIBUS-DP：PROFIBUS User Organizationの登録商標
〈注3〉DeviceNet：ODVA（Open DeviceNet Vendor Association）の登録商標
〈注4〉LONWORKS：米国Echelon Corp.の登録商標

図3　システム制御機器の対応ネットワーク

最大64ノード

ループトポロジーによる通信回線冗長化
⇒1か所の断線でもネットワーク機能維持

稼動・待機方式による通信モジュール冗長化
⇒通信モジュール故障でもネットワーク機能維持

図4　LE-net の冗長化
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ている。環境対応には，製品の寿命を延ばし資源の有効活
用を図ることと，製品を構成する部材から環境に有害な物
質を排除し再利用を促進することの二つの視点がある。富

士電機のシステム制御機器はこれらに積極的に対応して，

電解コンデンサや冷却ファンの長寿命化を進めるととも

に，簡単に交換できる構造を採用している。また，グリー

ン調達の要求に対しては，新規開発製品が先行するものの

既存製品においても順次 RoHS
〈注〉

指令への準拠を進めている。

特に，PLCのプリント基板や駆動系の主回路モジュール

内部のはんだの鉛フリー化は課題が多いが，低弾性係数の

ベース材料の採用やはんだ槽の温度プロファイルの最適化
などによって解決を図っている。

　システム制御機器の製品系列 

　富士電機の各種システム制御機器は，豊富な製品系列が

用意されており，これらを組み合わせることによって，幅
広い用途で最適なシステムを構成することができる。

3.1　インバータの製品系列

　表１に富士電機におけるインバータの製品系列を示す。
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〈注〉RoHS：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限

Ethernet

PLCを使わないシステムも可能

RS-232C/485

最大
31台

標準ネットワーク機器

図5　PODの標準ネットワーク機器接続

表1　富士電機製インバータの機種系列一覧

機種区分

汎用インバータ

単相　100V
単相　200V
三相　200V
三相　400V

0.1
0.1
0.1
　　0.4

コンパクト型インバータ
�出力周波数最大400Hz
�横密着取付け可能
�グローバル対応（400V入力）

高性能コンパクト型インバータ
�始動トルク：200％
�オプションカードにてPGフィード
　バック制御に対応
�豊富な機種バリエーション

ファン・ポンプ用インバータ
�省エネルギー運転機能搭載
�HVAC用各種機能搭載
�長寿命設計，簡単メンテナンス

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
�オプションカードにてベクトル制御
　対応

二乗低減負荷用インバータ
�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力率運転

エレベータ用ベクトル制御インバータ
�過負荷耐量：200％，10s
�エレベータ専用機能・制御を搭載
�エレベータ用同期モータ対応

PWM制御技術を駆使した
高周波専用インバータ

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

奥行寸法90mmの専用薄型
インバータ

電源回生コンバータ
�高効率で電源回生
�入力高調波電流の低減

単相　200V
三相　200V
三相　400V

三相　200V

三相　400V

三相　200V

三相　400V

三相　200V

三相　400V

三相　400V

三相　200V

三相　200V

三相　400V

三相　200V
三相　400V

三相　200V

三相　400V

400
400
400
400

400
400
400

120

120

400

400

120

120

120

1,667

200

200

200
200

50   60

50   60

0.1
0.1
　　0.4

0.75

0.75

0.2

　0.4

5.5

5.5

5.5

0.75

0.75

 　　　  3.7

5.5
5.5

7.5

7.5

0.75
      2.2
        3.7
        3.7

2.2
        15
        15

(110)

    (500)

90

         800

110

       800

(45)

18.5

90

         800

11
 15

55

            800

FRENIC-Multi

FRENIC-Eco

RHC-C

FRENIC
5000G11S

FRENIC
5000P11S

FRENIC
5000H11S

FRENIC
5000VG7S

FRENIC
5000VG7F

FRENIC-Lift

高周波
インバータ

高性能ベクトル
制御インバータ

薄型インバータ

電源回生PWM
コンバータ

FRENIC-Mini

シリーズ 電源電圧 容量範囲（kW）
0.1 1 10 100 1,000 100 10,0001,000

周波数制御範囲（Hz） 主な特徴

開発中
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汎用インバータの製品系列の特徴は，「FRENIC-Eco」シ

リーズや「FRENIC-Lift」シリーズのように，適用用途に

特化した新機種の追加である。これらの機種は，その用
途に最適な性能と機能を有し，従来機種に比べてコスト

パフォーマンスに優れるとともに，使いやすさを追求し

ている。また，最も新しい製品である「FRENIC-Multi」
シリーズは，どんな用途にも適用可能な高性能・コンパ

クト型インバータであり，世界中で幅広く使用できるグ

ローバル製品である。FRENIC-Multiシリーズは，フィ

ルタ一体型，各種カード一体型などの準標準機種をそろ

えており，幅広い要求に短納期で対応できる製品である。

「FRENIC5000G11」「FRENIC5000P11」シリーズは安定
した実績を誇る製品であり，単器容量 800 kWまで容量拡
大を行い，汎用インバータの適用範囲の拡大に貢献してい

る。

　高性能ベクトル制御インバータである「FRENIC 
5000VG7」「FRENIC5000VG7F」シリーズは，高応答・高
精度のトルク・速度制御を要求する一般産業用に加えて，

マシンルームレスエレベータへの適用が拡大しており，同
期モータとの組合せも多くなっている。一方，これらのイ

ンバータと組み合わせて使用する電源回生 PWMコンバー

タの「RHC-C」シリーズも，インバータと同じ単器容量
800 kWまで製品化している。

3.2　サーボシステムの製品系列

　表 2に富士電機におけるサーボシステムの製品系列
を示す。高性能・高分解能シリアルエンコーダ搭載の

「FALDIC-α」シリーズ，業界最小レベルの超小型アン

プに制振制御を標準搭載した「FALDIC-β」シリーズに

対し，グローバル対応の「FALDIC-W」シリーズを新機
種として系列化した。また，これらの機種において，容
量やサーボモータの定格回転速度の系列拡大を行って

いる。FALDIC-αシリーズは最大容量 15 kWまで拡大
し，FALDIC-Wシリーズでは，定格回転速度がそれぞれ 
1,500 r/min，2,000 r/minのサーボモータ系列を追加し，

各種用途に最適なサーボモータの選定が可能となった。

　サーボシステムには，表 2の製品系列とは別に，

MICREX-SXのモーション制御モジュール「MC8」が製
品化されており，最大 8軸のサーボシステムに対し，補間
制御などの高度な位置決め制御を可能としている。

 
3.3　統合コントローラの製品系列

　図 6に，MICREX-SX CPUの製品系列を示す。容量・
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表2　富士電機製サーボシステムの機種系列一覧

GYCモータ
（低慣性）
GYSモータ
（低慣性）
GYAモータ
（低慣性）

GYMモータ
（中慣性）

GYCモータ
（低慣性）
GYSモータ
（低慣性）

GYSモータ
（低慣性）

GYGモータ
（中慣性）

GRKモータ
（高慣性）

      0.1

0.05

            0.5

                     2.9

                              11

①周波数応答：600Hz
②制振制御が搭載可能
③16ビットABS/INC共用エンコー
　ダ搭載
④アンプ，エンコーダ間はシリアル
　省配線
⑤高速シリアルバス（SXバス）
　および各種オープンバス対応

①業界最小レベルの超小型アンプ
②偏差零制御，制振制御を標準搭載
③ノッチフィルタ，サーボアナライ
　ズ機能対応
④16ビットシリアルエンコーダ搭載

①制振制御を標準搭載
②イージーチューニング，サーボア
　ナライズ機能対応
③豊富なモータバリエーション
④17ビットシリアルエンコーダ搭載
⑤RS-485（2ポート），制御電源
　入力装置

①負荷慣性モーメントが大きい機械
　に適用
②モータは汎用モータと取付け互換
　性あり
③セットアップ，操作が容易

3,000/5,000

3,000/5,000

2

     5

 2.5

       7.5

         15

FALDIC-β
（パルス指令用）

FALDIC-W
（パルス指令，
　　　　速度制御用）

ディジタルESモータ
（パルス指令，
　　　　速度制御用）

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

シリーズ 適用モータ 容量範囲（kW）
0.1 1 10 100 1,000 5,0003,000

定格/最大回転速度（r/min）　 主な特徴

      0.1

0.05

0.75

0.75

0.05 3.7

0.05

            0.5

            0.5

0.75

     2.0

       2.9

3,000/5,000

3,000/5,000

1,500/2,500

1,500/3,000

1,500/2,000

3,000/5,000

2,000/3,000

1,500/3,000

2,000/2,500

P
LC
- M
IX

プログラム容量（kステップ）

SPH300

PLC-MIX＝21

全系列
�同一サイズ
�I/O共用
�アプリケー
　ションソフト
　ウェア互換

10

10

1

20

32 64 128 256

SPH2000

拡大

PLC-MIX＝7

32k 74k 117k 245k

48k

SPH200

16k8k

図6　MICREX-SX CPUの製品系列
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性能に応じて「SPH200」系列，「SPH300」系列および新
系列の「SPH2000」が用意されている。各 CPUはすべて

同一サイズであり，I/Oやアプリケーションプログラムを

完全に継承できる点が大きな特徴である。この結果，アプ

リケーション容量がオーバーしたり，スキャン性能が未達
だったりした場合，ユーザーは I/Oやアプリケーション

に変更を加えることなく，容易に 1クラス上の CPUにグ

レードアップすることができる。

3.4　PODの製品系列

　表3に富士電機のPOD UG30シリーズの製品系列を示す。

簡易な現場操作・表示用の 6型のものから，パソコンレ

ベルの表示能力を有する 12型まで，広い応用レンジをカ

バーしている。

　あとがき

　富士電機のシステム制御機器の技術動向，製品系列につ

いて紹介した。今後のシステム制御機器は，FA現場への

適用範囲の拡大に対応するための機能・性能・容量での一
層の系列拡大と，応用に特化した専用化が進むと考えられ

る。また，パソコンに置き換わる情報処理分野への適用拡
大とともに，Webサービスなどによる経営システムとの

一体化がますます進展することが予想される。

　富士電機は今後ともこのような動向を的確にとらえ，顧
客のよきパートナーとして，先進のコンポーネントとツー

ルを提供していく所存である。
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表3　PODの製品系列

サイズ

10型

12型

8型

6型

機　種

UG530H V□ TFTカラー （32,768色）
800×600（ドット)

V□ TFTカラー （32,768色）
800×600（ドット)

T□ TFTカラー （32,768色）
640×480（ドット)

S□ TFTカラー　   （128色）
640×480（ドット)

V□ TFTカラー （32,768色）
800×600（ドット)

S□ STNカラー      （128色）
640×480（ドット)

T□ TFTカラー （32,768色）
320×240（ドット)

S□ STNカラー（32,768色）
320×240（ドット)

L□ モノクロ
320×240（ドット)

SR STNカラー      （16色）
320×240（ドット)

LE,
LR

モノクロ
320×240（ドット)

仕　様

UG430H

UG330H

UG230H

UG221H

各機種：Ethernet接続可能，コンパクトフラッシュカードインタフェース装備
　　　　（UG221を除く）



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




