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　まえがき

　エレベータ業界では，これまで標準的であった誘導モー

タを使用したギヤードエレベータから同期モータを使用し

たギヤレスエレベータへと移行しつつある。国内では，す

でに新規着工台数の半数以上がギヤレスエレベータとなっ

ており，また成長著しい中国や欧州においても需要が増え

てきている。ギヤレスエレベータを駆動するインバータに

は，小型・薄型化，高過負荷耐量，高性能・高機能化など

が要求される。

　このような背景を基に，今回，エレベータ用途に専用設
計したインバータ「FRENIC-Liftシリーズ」を開発した。

本稿ではその特徴について紹介する。

　FRENIC-Lift の仕様と特徴

　FRENIC-Liftシリーズは，「パワフルで使いやすい高性
能インバータ」をコンセプトに開発した。入力電圧は三相
400V，容量範囲は 5.5〜 22 kWである。11 kW機の外観
を図 1に示す。従来から定評のある速度センサ付きベクト

ル制御を核に数々のエレベータ専用機能を搭載し，機能を

充実させた。以下に主な特徴について述べる。

2.1　パワフルでエレベータに最適なハードウェア構成
2.1.1　高過負荷耐量

　エレベータ用途では，加速・減速時に最大のトルクが必
要となるため，過負荷耐量が重要である。また，最近普及
してきたギヤレスエレベータは，ギヤードエレベータと比
較して，慣性モーメントが大きく，加速・減速時に，より

大きなトルクが必要となる。

　FRENIC-Liftでは，エレベータの運転パターンを基に

した専用の熱設計と，新世代の IGBT（Insulated Gate 
Bipolar Transistor）チップ採用による発生損失の低減と

によって，過負荷耐量 200％-10 sを実現した。この値は

従来機種「FRENIC5000G11UD」の 150％-10 sと比較し，

大幅にアップしている。

　これにより，従来機種では過負荷耐量の制約で適用でき

なかった，比較的速度の速いエレベータや慣性モーメント

が大きいギヤレスエレベータにも適用できる。
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図1　FRENIC-Lift シリーズの外観
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　図 2に低速度での速度－トルク特性データを示す。

FRENIC5000G11UDと比較して，FRENIC-Liftでは最大
トルクが大きく，速度リプルが小さくなっており，パワフ

ルで安定した運転となっていることが分かる。

2.1.2　エンコーダインタフェースと制動回路を内蔵

　12V，15Vのコンプリメンタリーおよびオープンコレ

クタ出力の回転角度センサ（エンコーダ）に対応したイン

タフェースおよび制動用の回路を標準装備した。これによ

り従来よりも省スペース化を図れる。

2.1.3　セーフティファンクション

　専用の制御入力（EN端子）をオフすることで，いかな

る場合でも，インバータ出力を即座に遮断し，モータ駆動
を確実に停止させることが可能なセーフティファンクショ

ンを搭載した。この機能による出力遮断の過程はハード

ウェアで処理されるため，ソフトウェアの処理に比べ高速
動作が可能である。また，出力遮断回路には回路の一部
が故障しても確実にモータ駆動を停止させるためのバック

アップ機能と故障を外部出力する機能とを搭載しており，

より安全な設計となっている。

2.2　高い制御性能
2.2.1　制御応答の向上による乗り心地の向上

　FRENIC-Liftでは，電流制御系の高速化により，制
御応答を格段に向上させた。図 3に FRENIC-Liftの制
御ブロック図を示す。図 4に FRENIC-Liftと FRENIC 
5000G11UDの速度応答データを示す。

　制御応答を向上させることで，従来機よりもエレベータ

のかご振動加速度を抑制しており，実際のギヤレスエレ

ベータで 0.10m/s2（p-p）以下の特性を得ている。実際の

エレベータでの振動波形を図 5に示す。

2.2.2　ブレーキ釈放時のロールバックの低減

　エレベータは構成上，かご側の荷重と釣合いおもりのア

ンバランス分（アンバランス荷重）に対応するトルクを補
償しなければ，ブレーキ釈放時にロールバックが発生する。

　通常は，エレベータのかごなどに取り付けた荷重センサ

からの信号を用いて，必要なトルク量をインバータに入力
し，ブレーキ釈放時のロールバックを緩和している。これ

に対し，FRENIC-Liftではブレーキが釈放された瞬間に，

必要なトルク量を演算して補償する「アンバランス荷重補
償」を搭載した。

　図 6に「アンバランス荷重補償」の特性データを示す。

左が「補償なし」，右が「補償あり」でのデータである。

ブレーキ釈放時のロールバック現象は，モータ加速度の振
動で確認できる。「補償あり」でのデータでは，モータ加
速度の振動がなく，「アンバランス荷重補償」により，始

0

0

FRENIC-Lift

アナログ
速度指令

ユーザーコントローラ

速度指令
選択

S字加減速
演算器

励磁電流
指令値演算

磁束パターン発生器

速度検出器

ブレーキ

1F

2F

荷重検出信号

多段
速度指令

振動抑制
オブザーバ

PWM
インバータ

滑り周波数
演算器

トルク電流
指令値演算

速度調節器
（ASR）

トルクバイアス
選択

アン
バランス
荷重補償

ソフト
ウェア
電流制限

電流
調節器
（ACR）

N

＋

＋

＋

＋ ＋

＋

Y同期モータ

N

Y

同期モータ

M

PG

CANバス

内部モニタ

図3　制御ブロック図
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動時のショックが改善できていることが分かる。

　この機能により，荷重センサが不要になり，エレベータ

システムの簡素化やコストダウンが可能で，例えば，エレ

ベータのリニューアル事業において，荷重センサを搭載し

ていないエレベータでも，ショックのない運転を実現でき

るため，大きな効果を発揮する。

2.2.3　ギヤレスエレベータへの適用（オプション）

　同期モータ用のオプションとして，エレベータ業界で比
較的使用率の高い「シリアルエンコーダ EnDat 2.1」「パ

ラレルエンコーダ 4 bit gray code，UVW 3 bit code」に

対応したインタフェースを用意している。また，磁極位
置のオフセット値を自動調整する「磁極位置オフセット

チューニング」も搭載している。

　これにより，ギヤレスエレベータでもセットアップが容
易にできる。

2.3　エレベータ用途に適した機能
2.3.1　CANバス標準搭載

　CAN（Controller Area Network）バスは，多くの使用
実績を持つ信頼性の高いネットワークである。また，プロ

トコルのオーバヘッドが少なく，高速通信が可能であるた

め，従来の汎用インバータで用いられている RS-485通信
と比較し，約 10倍の高応答が可能である。

　CANバスの標準搭載により，通信を経由したインバー

タの制御が可能で，省配線化も実現できる。

2.3.2　運転サイクルの最適化

　一般的にエレベータでは着床時（かごが乗り場に到着す

る時）に，着床直前でクリープ速度と呼ばれる低速で運転
し，着床位置を合わせる。FRENIC-Liftでは，着床時に

位置決め信号を外部指令として受け取り，その時点から

指定された距離だけ移動して停止するように，指令速度パ

ターンを発生させることで，クリープ速度での運転をなく

すことが可能な「クリープレス運転機能」を搭載した。

　この機能により，エレベータの運転サイクルを最適にす

ることができる。

2.3.3　バッテリー運転時の特性

　図 7にバッテリー運転（376ページの「解説」参照）時
の速度－トルク特性データを示す。バッテリー電圧は DC 
48Vである。制動モードで使用すれば，バッテリー運転
時においても，200％以上のトルクで安定した運転が可能
である。

　また，バッテリー運転時のインバータの制御用電源に

は，UPS（Uninterruptible Power Supply）などを用いる。

UPSの出力電圧は配電系統の電圧に合わせるため，動力
系統（三相電源）の電圧と異なることが多い。例えば，三
相電源が 380Vで配電系統電圧が単相 220Vの場合，UPS
に切り換えたときの電圧低下は 40％を超えることになる。

富士電機の汎用インバータの場合，電源電圧 15％低下ま

での保証となっているが，FRENIC-Liftではこのような

広範囲の電圧変動を保証するため，DC-DCコンバータ負
荷の最適設計を行っている。バッテリー運転時の DC-DC
コンバータ負荷を小さくすることで，400V系列インバー

タで停電時の制御電源入力電圧 200Vを可能とした。

2.4　使いやすさ
2.4.1　トレース機能

　Windows
〈注 1〉

対応インバータ支援ローダソフトウェアによ

り，インバータ内部の速度指令値，トルク指令値などの波
形を観測できるトレース機能を搭載している。

　トレース機能には，現在の状態を連続波形として表示す

る「リアルタイムトレース」と，トリガ条件の前後の波形
を表示する「ヒストリカルトレース」を搭載した（図 8参
照）。

　この機能により，試運転時，メンテナンス時に，波形を

観測しながらパラメータの調整作業ができるため，作業性
が向上し，セットアップ時間の短縮に効果があがっている。

375（55）

図6　ブレーキ釈放時のロールバック低減
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〈注 1〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標
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2.4.2　環境配慮の機能

　エレベータは公共的な乗り物であるため，エレベータ停
止状態での，インバータの冷却ファンによる騒音が指摘さ

れる場合がある。FRENIC-Liftでは，従来の冷却ファン

制御を改良し，インバータの冷却体温度が上昇しない限り，

インバータの冷却ファンを動作させない冷却ファン制御と

した。 これにより，冷却ファンによる騒音を抑制できるだ

けでなく，冷却ファンの長寿命化も可能にした。

　また，エレベータの制御盤は，機械室など，インバータ

にとっては比較的厳しい環境に設置されるため，防じん処
理を施したファンを採用し，耐環境性を強化した。

2.4.3　その他の機能

　エレベータ制御システムは，ユーザーコントローラ，イ

ンバータ，周辺回路から構成される。FRENIC-Liftシリー

ズは，システムオリエンテッドにするために，多くの便利
な機能を搭載している。

　その一つに，ドア開閉用制御信号がある。この信号をイ

ンバータ側で用意することで，エレベータ着床時の，ドア

の制御を容易にしている。

　I/O信号のアクティブ論理反転設定も便利な機能である。

各信号を正常時オンとするか，異常時オンとするかは，制
御信号の内容またはシステム設計によって違ってくるが，

FRENIC-Liftでは，すべての I/O信号において，アクティ

ブ論理をパラメータの設定で容易に切り換えることができ

る。

　今後の展開

3.1　海外規格への対応

　欧州市場で要求される EN規格（CEマーク），北米市
場で要求される UL規格 /cUL認定に対応させる予定であ

る。さらには，現在のところインバータは対象外ではある

ものの，市場での環境に対する意識の高まりから RoHS
〈注 2〉

指令にも迅速に対応できるように準備を行っている。

3.2　系列拡大

　今後は，400V系列の容量拡大と，200V系列の開発と

を行う予定である。

　あとがき

　エレベータ用インバータ FRENIC-Liftシリーズの特徴
について紹介した。今後とも市場要求に対応したインバー

タとするため，ユーザーの意見を取り入れ，より良い製品
作りを目指していく所存である。
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図8　トレース機能

解　説 バッテリー運転

　停電によるエレベータの緊急停止時には，かごの中
に乗客が閉じ込められることがある。このため，最
近のエレベータでは，停電時に電源を自動的にバッテ

リーに切り換えて，最寄りの階まで低速で運転する「自
動救出運転機能」を搭載していることが多い。停電時
にはエレベータの駆動電源をバッテリーから供給する

ため，エレベータに使用されているインバータでは，

通常運転時と停電時救出運転時の主回路電圧切換機能

を搭載している。エレベータ用インバータ「FRENIC-

Lift」では，バッテリーに切り換えて運転する機能を「バッ

テリー運転」と称している。バッテリー運転時は低速
度で運転するので，モータ出力 P に成り立つ関係式
P=ωτ =EI（ω：モータ角速度，τ：モータトルク，

E：バッテリー電圧，I：バッテリー放電電流）から，

バッテリー容量は小さくてもよいことが分かる。
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