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　まえがき

　近年，世界的な地球環境保護意識の高まりから，京都議
定書の発効にも表されるように，地球温暖化の原因と

なる二酸化炭素の削減を目的とした省エネルギー化が求
められている。HVAC（Heating，Ventilating and Air-
Conditioning System：換気空調設備）などのファン・ポ

ンプ用途ではインバータ化により大幅な省エネルギー効果
が得られることから，従来からインバータ化が進んでおり，

最近では機能・性能面の市場ニーズも高まってきている。

　今回開発した「FRENIC-Ecoシリーズ」はこのような

ニーズのもと，ファン・ポンプ用途に特化し専用設計した

シリーズで，ファン・ポンプに必要となる最適な機能・性
能・オプションにより使いやすさを向上させ，かつ主回路
半導体素子の最適化設計により小型化と低価格化を実現し

た。また，長寿命設計・ノイズ低減・欧州の RoHS
〈注 1〉
指令

対応などの環境への配慮や海外規格対応など，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。

　豊富な機種バリエーション

　図 1に FRENIC-Ecoシリーズの外観を，表１に機種バ

リエーションを示す。

　家庭用ポンプからトンネル内の換気システムなどま

で広範囲な容量帯にシリーズで提供できるよう，三相
200Vシリーズは 0.75〜 75 kW，三相 400Vシリーズは

0.75〜 220 kWを標準機種として開発した。また，標準
機種に加え，電源高調波低減用の直流リアクトル一体型
シリーズ，放射ノイズ低減用の EMC（Electromagnetic 
Compatibility）フィルタ一体型シリーズ，ポンプなど水
滴のかかる環境でも使用可能な防水型（IP54）シリーズを

準標準シリーズとして開発した。

　メンテナンスの面においては，パソコンから機能コード

設定，運転モニタ，試運転などが可能なインバータ支援
ローダソフトウェアを開発した。

　使いやすさの面においては，LONWORKS
〈注 2〉

，DeviceNet
〈注 3〉

， 
RS-485，リレー出力といったインタフェースカードや，

コピー機能を搭載し操作や表示も充実させた多機能タッチ

〈注 1〉RoHS：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限

〈注 2〉LONWORKS：米国 Echelon Corp. の登録商標

〈注 3〉DeviceNet： ODVA（Open DeviceNet Vendor Association）

の登録商標

図1　FRENIC-Eco シリーズの外観

表1　FRENIC-Ecoシリーズの機種バリエーション

機種分類

標準機種

直流リアクトル
一体型

EMCフィルタ一体型

防水型（IP54）

バリエーション

0.75～75kW（90～110kW）

0.75～220kW（280～500kW）

0.75～75kW

0.75～75kW

0.75～15kW

0.75～15kW

0.75～45kW

0.75～90kW

三相200V

三相400V

三相200V

三相400V

三相200V

三相400V

三相200V

三相400V

（　）は，順次ラインアップ予定
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パネル，発熱部を盤外に出すことにより盤の小型化が可能
な外部冷却アタッチメントをオプションとして開発した。

　環境への配慮

3.1　省エネルギー運転機能

　従来の省エネルギー運転機能は，負荷の状態に合わせて

モータ単体の損失を最小にするような制御方式を採用して

いた。今回の FRENIC-Ecoシリーズでは，インバータ自
身が消費する電力（インバータの損失）とモータ単体の

損失が最小となる新しい制御方式（最適最小電力制御）を

採用した。図 2に富士電機の従来方式と，新方式の省エネ

ルギー運転機能ありと省エネルギー運転機能なしの，モー

タ出力に対する「インバータ＋モータ」の効率特性を示す。

新方式では，従来方式からさらに数パーセントの省エネル

ギーを可能とした。

3.2　RoHS対応

　汎用インバータは現在，欧州 RoHS指令の対象外
ではあるものの，市場における環境意識の高まりから，

FRENIC-Ecoシリーズでは RoHS指令への適合を順次進
めている。

3.3　周辺機器へのノイズ低減

　インバータは，主回路部の IGBT（Insulated Gate 
Bipolar Transistor）素子と制御電源部の FET（Field- 
Effect Transistor）素子がスイッチングすることにより，

対地との浮遊容量などを伝導する伝導ノイズと，電波とし

て伝搬する放射ノイズが発生し，他の周辺機器を誤動作さ

せる場合がある。FRENIC-Ecoシリーズでは，下記の施
策により，発生ノイズの低減を行っている。

（1）　主回路部 IGBTの電圧変化率 dv/dt の低減
（2）　制御電源部 FETのノイズ伝搬経路を絶つ構造の採用
（3）　筐体（きょうたい）の接地シールドを強化する構造の

採用
　また，EMCフィルタ一体型を準標準シリーズにライン

アップし，欧州の EMC規格（EN61800-3）に適合させた。

3.4　直流リアクトル一体型のラインアップ

　FRENIC-Ecoシリーズでは，直流リアクトル一体型を

準標準シリーズ（0.75〜 75 kW）にラインアップしている。

22 kW以下は，零相リアクトル，容量性フィルタも一体化
し，国土交通省「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事
編）平成 16年版」に適合している。30 kW以上について

は零相リアクトルを追加することで適合可能である。

3.5　メンテナンス性の向上

　設備導入後の部品交換にかかるメンテナンスの手間を軽
減するために、インバータ内部に使用されている各種の有
寿命部品に対して，部品配置の最適化設計（熱対策）と長
寿命部品の採用により，設計寿命を延ばした。表 2にイン

バータの周囲温度 40℃，インバータ定格電流の 80％負荷
における各部品の設計寿命を示す。

　また，メンテナンスの情報として，

™主回路コンデンサ容量
™プリント基板上の電解コンデンサ累積運転時間
™冷却ファン累積運転時間
™インバータ累積運転時間
に加え，新たに設備のメンテナンスを考慮し，

™モータ累積運転時間
™始動回数
をタッチパネルに記録・表示，あるいは通信を経由して上
位システムに情報を提供することで，設備の信頼性向上を

可能とした。

3.6　冷却ファンの簡単交換

　冷却ファンは，長寿命品を採用することにより，通常の

使用環境下では交換する可能性は低くなったものの，万一
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率
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省エネルギー運転なし

図2　省エネルギー運転機能の有無による効率特性

表2　有寿命部品の設計寿命

有寿命部品名

主回路コンデンサ

プリント基板上の電解コンデンサ

冷却ファン
～30kW

37kW～

設計寿命

10年

10年

10年

7年

〈条件〉周囲温度：40℃，負荷率：インバータ定格電流の80％

図3　冷却ファンの交換（7.5 ～ 15kW）
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の故障の場合に，簡単に交換できる構造とした。

　7.5〜 30 kWについては，ワンタッチでの交換，37 kW
以上については，インバータを盤から取り外すことなくイ

ンバータの前面からの交換を可能にしている。図 3に冷却
ファンの交換の様子を示す。

　HVACに最適な機能

4.1　アナログモニタの電流出力化

　従来，出力周波数，出力電流などの情報をアナログ信号
として出力する場合，0〜 10Vの電圧信号で出力していた。

今回の FRENIC-Ecoシリーズは計装信号としてよく使用
される 4〜 20mAの電流信号としても出力可能とし，制
御線の配線が長く 4〜 20mAが必要な場合でも，電圧－
電流変換器などの外部機器を不要とした。

4.2　PID制御機能

　ファン・ポンプ用途では，温度・流量・圧力などの制
御をインバータの PID（Proportional，Integral，Deriva-
tive）制御機能または外部の PID調節器で行っている。今
回の FRENIC-Ecoシリーズでは，マニュアル速度指令の

多様化，警報出力機能，小水量停止機能，さらにオーバ

シュートを防止するアンチリセットワインドアップ機能な

ど充実した PID制御機能を搭載することにより，ファン・

ポンプでのさまざまな用途への適用を可能とした。図 4に

PID制御機能のブロック図を示す。

4.3　商用切換シーケンス

　ファン・ポンプ用途では，商用周波数付近では商用電源
で運転を行い，周波数が商用周波数より低い場合はイン

バータで運転を行うことにより，より効率をよくするよう

な運用とすることが多い。また，インバータを使用して

いる設備などを運用停止できない場合に，インバータがア

ラーム停止や故障したときに商用運転に切り換えて運転を

継続している。

　これらの場合に，通常はインバータ周辺にシーケンス回
路を設け，商用・インバータ運転の切換を実現していた。

「FRENIC5000G11S/P11Sシリーズ」では一部の外部回路
をインバータに内蔵することで，外部のシーケンス回路の

簡素化を可能としていたが，FRENIC-Ecoシリーズでは，

インバータの保護機能によりアラーム停止した場合に自動
的に商用運転に切り換えるシーケンスを追加で内蔵するこ

とにより，さらなる外部回路の簡素化を可能とした。

4.4　拾い込み機能

　FRENIC-Ecoシリーズでは，FRENIC-Miniシリーズか

ら採用した高速電流制限機能を利用した拾い込み機能を搭
載した。この機能により，自然対流などで空転中のファン

をインバータによって始動するなどの場合にも，モータの

回転方向に関係なくスムーズな拾い込みが可能である。

　図 5に空転中のモータを拾い込み機能によって始動した

場合の特性を示す。

4.5　電力モニタ機能

　消費電力量（kW），積算電力量（kWh）および積算電
力料金（各国の通貨単位 /kWh）の電力モニタ情報を，イ

ンバータ本体のタッチパネルに表示，あるいは通信を経
由して上位システムに情報提供することにより，他のイン

バータなどの機器と合わせてシステムとして電力情報の監
視を可能とした。

4.6　アナログ入力モニタ機能

　FRENIC-Ecoシリーズに搭載したアナログ入力モニタ

機能により，空調設備の流量や温度センサなどの信号をイ

ンバータのアナログ入力端子に入力し，この入力信号に対
する温度・圧力などの物理数値への変換係数をあらかじめ

設定することにより，専用の流量計や風量計を使用しなく

ても，温度・圧力などの物理数値が擬似的にインバータの

タッチパネルに表示，あるいは通信を経由して上位システ

ムに情報提供することが可能である。

　オプション

5.1　多機能タッチパネル

　FRENIC-Ecoシリーズは遠隔操作可能なタッチパネル

を標準で装備しているが，バックライト付き LCD（Liquid 
Crystal Display）と大型 7セグメント LED（Light Emit-
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図4　PID制御ブロック図
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図5　拾い込み機能によって始動した場合の特性



富士時報　Vol.78 No.5 2005

特  

集

ファン・ポンプ用インバータ「FRENIC-Eco シリーズ」

ting Diode）5けた表示を持った多機能タッチパネルをオ

プションで用意している。図 6に多機能タッチパネルの外
観を示す。また，以下に多機能タッチパネルの特徴を示す。

（1）　標準のタッチパネルの代わりにインバータ本体に取付
付け可能（LANケーブルにより遠隔操作も可能）

（2）　リモート－ローカル切換キーにより，外部からの運転
指令によるリモート運転と，インバータ単独でのローカ

ル運転の切換が可能
（3）　最大インバータ 3台分の機能コードを保存・読出し可
能

（4）　通信デバッグ機能により，通信データのテスト，確認
が可能

（5）　過去 4回までのアラーム発生時の情報など多くのデー

タ表示や機能コードデータの設定・確認が可能

5.2　バスオプション

　上位コントローラとの通信には，ビル制御ネットワー

クに最適な LONWORKSや DeviceNetに対応したインタ

フェースカードを準備し，ビル内の空調設備の制御など

にも柔軟に対応できるようにした。また，PROFIBUS- 

DP
〈注 4〉

，CC-Link
〈注 5〉

の各種バスに対応したインタフェースカー

ドにも順次対応予定である。

5.3　インバータ支援ローダ

　機能コード設定，運転モニタ，試運転などが可能な

Windows
〈注 6〉
用インバータ支援ローダソフトウェアを準備し

た。

　表 3に支援ローダの機能一覧を，図 7に機能コード設定
画面とメータ表示画面を両方表示させた画面例を，図 8に

試運転の画面例を示す。

　主回路技術

　FRENIC-Ecoシリーズでは，ファン・ポンプ用途の 2
乗低減トルク特性に合わせ，最適な主回路半導体素子の適
用を行った。

　また，新規に開発を行った低熱抵抗金属基板の採用（7.5
〜 15 kW）により，従来では内部にセラミック基板を用
い，コンバータ部とインバータ部で分かれていたパワーモ

ジュールを一体化することにより，小型化・低価格化を実
現した。

　さらに，主回路の IGBT素子と主回路コンデンサを接続

371（51）

図6　多機能タッチパネルの外観

図8　試運転画面

図7　機能コード設定画面とメータ表示画面

表3　支援ローダの機能一覧

機能名称

機能コード設定

内　容

機能コードデータの読出し，編集，比較，用語検索，
ユーザー設定など

I/Oモニタ，システムモニタ，アラームモニタ，
メータ表示

複数のインバータのデータを同時にモニタ可能

任意のデータをリアルタイムでモニタ可能

通信設定，接続設定

運転・停止，周波数の設定により，ローダから試運転
が可能
運転状態のモニタ（出力周波数など）

運転モニタ

マルチモニタ
　

試運転
　

リアルタイム
トレース

その他

〈注 4〉PROFIBUS-DP：PROFIBUS User Organizationの登録商標
〈注 5〉CC-Link：CC-Link協会の登録商標

〈注 6〉Windows：米国Microsoft Corp. 登録商標
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する内部配線ブスバーの設計に，電磁界解析シミュレー

ションを適用した。これにより，内部配線ブスバーの最
適形状，IGBT素子と主回路コンデンサの最適配置を行い，

内部配線インダクタンスの低減，電流分布の均一化が可
能となり，スナバ回路，主回路コンデンサについても小型
化・低価格化を実現した。

　あとがき

　ファン・ポンプ（2乗低減トルク負荷）用インバータ

FRENIC-Ecoシリーズの特徴について紹介した。この機
種は，インバータ化により大幅に省エネルギー効果の得ら

れるファン・ポンプ用途において，機能・性能面を充実
させ，インバータ化をさらに促進させるべく専用設計した

製品である。今後もファン・ポンプ市場の動向を見据えて，

市場のニーズをとらえたよりよい製品作りを目指していく

所存である。
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