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　まえがき

　近年，汎用インバータ市場では搬送機械などでのパワフ

ルさ，ファン・ポンプなどの省エネルギーニーズの高まり

を背景に，小・中容量の可変速用途におけるインバータへ

の高性能・多機能化ニーズおよび小型・経済性の追求が高
まっている。

　今回開発した「FRENIC-Multiシリーズ」は汎用イン

バータの中核機種として，どの業界・どの分野へも適用可
能なインバータとするため，高性能・多機能化に加え，環
境適合性やメンテナンス性の向上，使いやすさ，保護機能
の充実，周辺機器への配慮，海外規格対応など，世界で広
く使用できるグローバル製品とすることをコンセプトとし

た。

　本稿ではその特徴を中心に紹介する。

　環境への配慮

2.1　RoHS指令への対応

　EU（欧州連合）のWEEE
〈注 1〉

＆ RoHS
〈注 2〉

指令の施行を背景に，

製品の環境対応は世界各国に広がりを見せている。汎用
インバータは現在，RoHS指令の対象外であるものの，市
場での環境に対する意識の高まりから FRENIC-Multiシ
リーズでは，RoHS指令で制限している有害 6物質〔鉛，

水銀，カドミウム，六価クロム，ポリ臭化ビフェニール

（PBB），ポリ臭化ジフィニルエーテル（PBDE）〕を規定
値以上含有しない製品の供給を計画している。また，最近
は顧客のグリーン調達協力要請が増加しており，有害 6物
質の含有有無や含有量などの情報を要求された場合でも迅
速に対応できるよう準備をしている。

2.2　有寿命部品の長寿命設計

　従来機種において内部の主回路コンデンサやプリント基

板上のコンデンサ，冷却ファンは有寿命部品として 3〜 7
年を目安に定期交換を推奨している。設備のメンテナンス

サイクル長期化のため，FRENIC-Multiシリーズではそ

れら部品の長寿命設計や部品の最適配置を行い，インバー

タの周囲温度 40℃，80％負荷連続運転において設計寿命
を 10年に延ばした。また，突然の設備停止を防止するた

め，タッチパネルで寿命情報を表示可能としたことや，い

ずれかの部品が寿命に近づいたときにはトランジスタ出力
から寿命予報信号を出力し，上位のコントローラなどへ信
号を伝達することで，事前に部品交換を促すことを可能に

した。

　豊富な機種バリエーション

　図 1に FRENIC-Multiシリーズの外観を，表１に機種バ

リエーションを示す。今回開発したFRENIC-Multiシリー

ズは，従来機種である「FVR-E11Sシリーズ」の後継
機種であるが，三相 200V，400V系列で 11 kW，15 kW 
を追加し，容量範囲を拡大した。

　また，顧客選択肢の拡大を図り PG（Pulse Generator）
フィードバックカード内蔵型，EMC（Electromagnetic 

〈注 1〉WEEE：廃電気電子機器

〈注 2〉RoHS：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限

図1　FRENIC-Multi シリーズの外観
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Compatibility）フィルタ内蔵型，RS-485カード内蔵型を

準標準シリーズとして開発した。図 2に RS-485カード内
蔵型の例を示す。

　高性能化・多機能化

4.1　ダイナミックトルクベクトル制御（磁束推定付き）

　ダイナミックトルクベクトル制御とは，誘導モータ電圧
方程式に基づき，出力電流とモータ定数から，最適な出力
電圧指令値と滑り量推定値をリアルタイムで演算すること

により，急激な負荷変動に対して高応答で安定した運転を

行う制御方式である。FRENIC-Multiシリーズでは，さ

らに，磁束推定による軸ずれ補償，磁束調節器による励磁
電流補償を追加することで 200％以上の高始動トルクを安
定して出力可能とした。また，オンラインチューニングに

よる一次抵抗補償・二次抵抗補償により，モータの温度変
化に伴う速度変動を最小とすることが可能である。

　図 3に速度－トルク特性を，図 4にステップ負荷応答特
性を示す。FRENIC-Multiシリーズでは，FVR-E11Sシ
リーズに比べ低速領域において回転速度が変動すること

なく広範囲で安定したトルクを出力することが可能となり，

ステップ負荷の応答性においてもモータの回転速度の変動
が小さく，元の回転速度に復帰するまでの整定時間も短縮
されている。

4.2　回生回避制御

　ファン・ポンプ用途のインバータ「FRENIC-Ecoシリー

ズ」では，減速時に直流中間電圧を監視して，一定値以上
になった場合に減速時間を自動的に延ばす直流中間電圧一
定制御方式の回生回避制御を採用している。これに対して，

FRENIC-Multiシリーズでは，横行・昇降搬送用途を考
慮し，応答性のよいトルク制限方式を採用した。これによ

り，制動トルクを瞬時に演算し，抑制レベルに達すると自
動的に減速時間を延ばすことで過電圧トリップを防止する

ことが可能である。

　図 5に回生回避制御特性例を示す。制動トルクを検出し，

表1　FRENIC-Multiシリーズの機種バリエーション

機種分類

標　準

バリエーション

三相200V
0.1/0.2/0.4/0.75/1.5/
2.2/3.7/5.5/7.5/11/
15kW

0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/
5.5/7.5/11/15kW

0.1/0.2/0.4/0.75/1.5/
2.2kW

EMCフィルター体型

準
標
準

単相200V

三相400V

RS-485カード内蔵型

PGフィードバック
カード内蔵型

図2　RS-485カード内蔵型
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図3　速度－トルク特性

FRENIC-Multi

インパクト負荷
投入信号

回転速度

出力電流

時間
整定時間を短縮

条件：インパクト負荷応答（PGなし，3.7kW）

200ms
20A

250r/min

FVR-E11S

インパクト負荷
投入信号

回転速度

出力電流

時間

200ms
20A

250r/min

図4　ステップ負荷応答性
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出力周波数の操作により直流中間回路電圧の上昇を抑制し

ている。

4.3　過負荷停止機能

　トルクもしくは出力電流の変化から負荷の急変を検出し，

インバータに次のいずれかの動作を行わせることができる。

　™フリーラン

　™減速停止
　™当て止め

　当て止めは，トルク制限によりトルクを維持したまま減
速し，減速後電流制御に移行して保持トルクを発生させた

ままブレーキ投入を待つ機能で，横行・昇降搬送に必要な

機能である。

　図 6に当て止め機能動作時の特性を示す。FRENIC-

Multiシリーズでは，当て止め後も一定トルクを保持しつ

つ，FVR-E11Sシリーズに比べてモータの回転速度が振
動しないような特性が得られている。

4.4　上下搬送用ブレーキ信号

　昇降搬送システムでは，ワークの落下を防止するため，

停止時に機械式ブレーキでワークを保持するのが一般的で

ある。

　FRENIC-Multiシリーズでは，トランジスタ出力により，

ブレーキ信号を設け，機能コードにブレーキ信号投入・釈
放タイマやブレーキ信号釈放周波数・電流，ブレーキ信号
投入周波数を追加した。これらの設定と始動周波数や始動
周波数継続時間，停止周波数，停止周波数継続時間との組
合せにより，昇降用途で駆動系やブレーキに負担をかけな

い最適なシステムの構築が可能となった。

　図 7にブレーキ信号のタイムチャート例を示す。

4.5　トルクおよび電流による制限動作

　トルク制限（駆動・制動）および電流制限の二つの制限
方式を搭載したため，システムごとに最適な制限動作の

選択が可能である。トルク制限は実トルクを制限するため，

駆動系の保護に最適である。電流制限は出力電流を制限す

るため，モータやシステムの熱保護，負荷制限に利用可能
である。

4.6　PGフィードバック制御

　従来，上位機種で対応していた PGフィードバック制御
を，業界で初めてオプションとして開発した。PGフィー

ドバックカードを実装することにより，FRENIC-Multi
シリーズでは以下の機能が利用可能となり，応用範囲が一
段と広がった。

（1）　PGフィードバックによる速度制御
　トルク推定値に基づく滑り補償制御と比べて，速度制御
精度が向上するため，搬送機械の位置精度や計量機械の計
量精度の向上が期待できる。

（2）　パルス数検出による位置決め制御
　搬送機械に適用することにより，ワーク位置の制御が可
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図5　回生回避制御特性

時間

FRENIC-Multi　当て止め

振動なし

電流

回転速度

10A

2s

600r/min

時間

FVR-E11S　トルク制限

振動あり

電流

回転速度

10A

2s

600r/min

図6　当て止め特性

始動周波数
出力周波数

出力電流

ブレーキ信号（投入周波数）ブレーキ信号
（釈放周波数） 停止周波数

始動周波数（継続時間）
ブレーキ信号
（釈放電流）

ブレーキ信号（釈放タイマ） ブレーキ信号（投入タイマ）

ブレーキ信号「BRK」
オン条件成立

ブレーキ信号「BRK」
オフ条件成立

オン運転指令

停止周波数（継続時間）

オンオフ オフ

オフ

ブレーキ信号
「BRK」

図7　ブレーキ信号のタイムチャート
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能である。位置制御用の端子および機能コードを準備した

ので，容易に高度な位置制御システムを構築することが可
能である。図 8に位置制御のタイムチャート例を示す。こ

の例では，コンベヤ上のワーク通過を検出してから，コン

ベヤ送り量を一定に制御することにより，定寸刻印システ

ムを構築している。

（3）　パルス列による周波数設定
　プログラマブルコントローラなどの制御機器からパルス

列による周波数の設定を行うことが可能である。また，主
機に取り付けた PGからのパルス信号を入力することによ

り，追従運転が可能である。

4.7　メンテナンス機能

　タッチパネルもしくは通信により，インバータ単体のメ

ンテナンス情報がモニタ可能である。

（1）　主回路コンデンサ容量
（2）　プリント基板上の電解コンデンサ累積運転時間
（3）　冷却ファン累積運転時間
（4）　インバータ累積運転時間
　さらに FRENIC-Multiシリーズでは周辺機器へも配慮
し，設備のメンテナンスを考慮した次の情報をモニタ可能
とした。

　™モータ累積運転時間
　™モータ始動回数
　上記情報が設備の稼動（運転）と連動する消耗部品の交
換時期を知らせる目安となるため，事前に予防保守を行う

ことでトラブルのない安定したシステム運用を図ることが

できる。

　簡単操作・簡単配線・省スペース

5.1　着脱可能なタッチパネル

　従来の FVR-E11Sシリーズでは，ねじ止めにより

タッチパネルをインバータ本体に取り付けていたが，

FRENIC-Multiシリーズではワンタッチでの取付け，取
外しを可能とした。さらに，本体に同梱（どうこん）され

ている裏カバーをタッチパネルに取り付けて，盤面に設
置すれば簡単に遠隔操作が行える。遠隔操作を行う場合，

タッチパネルとインバータ本体は，市販の LANケーブル

（10BASE-T/100BASE-TX用ストレートケーブル）を用
いてワンタッチで接続可能である。

5.2　着脱可能なインタフェース基板

　配線作業を簡単に行えるようにインタフェース基板は

着脱可能な構造とした。また，オプションの PGフィード

バックカード，RS-485通信カードを同一の取付け形状と

し，標準のインタフェース基板と差し換えることにより，

各オプション仕様に対応可能とした。

5.3　サイドバイサイド取付け

　複数台のインバータを使用する場合，横方向密着取付け

（サイドバイサイド）を可能とし，盤の省スペース設計を

実現した（3.7 kW以下）。

　あとがき

　高性能・コンパクト型インバータ FRENIC-Multiシリー

ズの特徴について述べた。この機種はすべての汎用用途に

グローバル展開できるインバータとして富士電機独自の技
術，手法を取り入れ開発した製品である。今後はMultiシ
リーズで盛り込んだ性能・機能をさまざまな機械，設備に

応用しながら，適用分野の拡大に努めていく所存である。
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例：定寸刻印機システム

刻印対象物 ベルトコンベヤ

刻印機

位置制御動作区間位置検出
センサ
「LS」

停止目標点（E点）
10,000パルス

出力周波数
（Hz）

設定周波数

低速運転時
設定周波数

Z信号
スタート/
リセット

「S/R」端子

ST＝0.15s Z点
CP＝10パルス
ER＝20パルス（±20）

ET＝0.2s

オン
時間（s）

L

＝3,000パルスL

進行方向

低速開始位置

  基準位置（Z点）
1,500パルス

  スタート点（S点）
0パルス

時間（s）

0 位置（パルス）

運転指令
「FWD」端子 オンオフ

時間（s）

タイマ出力
DO出力：
「TO」 オンオフ

時間（s）

リミット
スイッチ

「LS」端子 オンオフ
時間（s）

位置決め完了信号
DO出力：
「PSET」 オンオフ

時間（s）

刻印対象物が，
位置検出センサ
「LS」をオンして
最初にZ点信号が
オンする位置

開始時，ブレーキ
開放のため0.15秒
待つ。

E点で，振動などの減
衰待ちのため，刻印開
始まで0.2秒待つE点
±20パルス範囲内で
刻印を実施する。

図8　位置制御タイムチャート
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