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　まえがき

　富士電機の汎用電磁誘導加熱インバータ〔以下，IH
（Induction Heating）インバータという〕は，業務用厨房
（ちゅうぼう）機器を中心に一般工業用加熱など，電磁誘
導加熱により被加熱物を直接加熱するためのインバータ

装置として，ガス・石油・電熱ヒータなどの代替熱源用
途に広く応用されつつある。IHインバータは熱効率が高
く，作業環境の改善や安全性の確保に優れ，環境破壊・温
暖化現象の原因となる二酸化炭素（CO2）増加の抑制に有
効である。業務用厨房機器向けの主力となる 3 kW/5 kW
の新型 IHインバータ（型式：HFR-C11K）の開発を行っ

た（図 1）。HFR-C11Kでは，より多種多様の用途や分野
への応用ができるように，高性能 32ビット CPUを採用
することで，制御性能を高めた。また，保護機能を充実さ

せ，信頼性をアップさせるとともに使いやすさを追求した。

　以下に HFR-C11Kの特徴を紹介する。

　特徴と仕様

　HFR-C11K（3 kW/5 kW）は，より多種多様の用途へ

の応用を製品コンセプトにし，RS通信機能を標準装備す

るなど，入出力制御機能の充実を行った。また，特殊用途
への対応も行えるよう制御方式に出力電流一定制御を標準
装備とした。小径鍋加熱への適用など従来機種に対する要
望を満足するように開発した。その主な仕様について従来
機種と比較し，表１に示す。また，回路構成と基本接続を

図 2に示す。

　各機能・性能については以下に説明する。

2.1　高性能化

　32ビット CPUによるオールディジタル制御の採用によ

り，各種検出，制御周期を高速化することで，加熱性能の

改善（パワー一定制御）を実現し，きめ細かな火力設定
（1％刻み），温度設定（1℃刻み）を可能とした。さらに，

出力電流制御の応答を高速化することにより，磁性が急

激に変化する加熱負荷でも，過電流トリップすることなく，

加熱を継続できるようになった。また，出力電流のフィー

ドバック制御（ACR機能）を標準装備とし，特殊な加熱
用途にも容易に適用できるようにした。さらに連続で加熱
できる最小電力を従来機種より小さくし，とろ火制御によ

る加熱を可能とした。

2.2　多機能化

　アナログパワー設定機能として，ボリューム入力，電圧
設定および電流設定入力を選択できる端子台を本体に標準
で装備した。またオンオフやリセット，多段電力設定，外
部アラームなど 18種類の機能から自由に選択して使用で

きる 5個の入力端子を設けた。出力端子についてもアラー

ム出力など IHインバータの状態出力を行う 21種類の機
能から選択して使用できる端子を 2個標準装備した。また，

オプション基板を搭載することにより入力端子を 2個，出
力端子を 3個増設可能である。熱電対による温度検出も可
能とした。また，食品工場や給食センターなどのシステム

にも IHインバータを組み込みやすくできるように通信機
能（RS-485通信）も標準装備している。さらに，IHイン

バータの持つ被加熱物の温度調節機能を充実させた。

　温度調節機能は用途に応じて PID（Proportional，Inte-
gral，Derivative）制御・オンオフ制御を選択でき，温

図1　HFR-C11Kの外観
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度センサも顧客で NTC（Negative Temperature Coeffi-
cient）サーミスタの種類を選択できるようにし，熱電対に

も対応（オプション要）できるようにした。これらの温度
調節機能を用途に応じて顧客で最適に設定できるようにす

ることで，各種用途での温度制御に柔軟に対応できるよう

になった。

2.3　高信頼化

　IHインバータは高温な環境で使用されることを要求さ

れてきている。新機種では，従来機種に比べて質量で約
10％の軽量化を実現したにもかかわらず，冷却構造の最
適化と冷却能力の強化により，使用可能な周囲温度範囲の

上限を 50℃から 60℃に上げた。また，冷却風取入れ口な

どに設置されたエアフィルタ，冷却ファンなどの寿命部品
の交換時期，定期点検時期を知らせるためにメンテナンス

警報機能を設けた。この機能は，調理の積算時間を計測し，

セットメーカーにて警告発生までの時間を任意に設定でき

る。また，冷却フィンや加熱コイルの温度に対応して電力
を制限する機能を設け温度に対する保護機能を強化してい

る。さらに，加熱コイル断線，電源欠相，外部ファン短絡
などの保護機能を追加し，IHインバータの信頼性を高め

表1　5kWの標準仕様比較一覧表

要　目

電 源 仕 様

型　式

項　目

相/電圧

所要電源容量

瞬時電圧低下

絶縁抵抗

定格消費電力

電力調整範囲

出力周波数

加熱可能最小径

外形寸法

質　量

インバータ構造

保護機能

ファンクション設定

待機電力（定格電圧時）

I/O機能（本体）
（オプション）

C11K

HFR5.0C11K-2

三相/200～220V±10％

5.6kVA

30ms以上運転停止

DC500Vメガーで10MΩ以上

5kW±10％

約5～100％

20.7～64kHz

φ120mm

W340×D405×H140（mm）

7.6kg

IP40

出力周期ごと可変（20～30kHz）

各種センサによるPID/オンオフ制御

温度条件による風量制御

24アイテム制御端子
10アイテム制御端子

26アイテムの検出・表示

約300アイテム設定可

100  sごと固定（10kHz）

指定サーミスタによるPI制御

加熱停止時の時限停止

10アイテム制御端子
15アイテム制御端子

14アイテムの検出・表示

38アイテム設定可

加 熱 仕 様

形状・構造

使 用 環 境

制御・機能

メンテナンス

＊1　APR：Automatic Power Regulator　　＊2　ACR：Automatic Current Regulator

6.0W以下
（一定期間無操作で電源オフ指令出力）

－10～＋60℃
50℃以下で電力低減運転

運転積算時間からファン，コンデンサ，エアフィルタ
などのメンテナンス時間設定で予報出力

入力電力のAPR制御

出力電流のACR制御対応可

C9K（現行機種）

HFR050C9K-2

三相/200～240V±10％

5.6kVA

規定なし

DC250Vメガーで10MΩ以上

5kW±10％

定格電力の10～100％

20.7～50kHz

φ240mm

W340×D405×H140（mm）

8.5kg

IP40

規定なし

－10～＋50℃

入力電力のAPR制御

周囲温度

制御方式

電流制限制御周期

自動温度調節

冷却ファン制御

予報機能 機能なし
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＊2
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＋
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（＋）
外部回路用
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ファン電源
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図2　回路構成と基本接続
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ている。

　雑音端子電圧に関しては電気用品安全法の規格に準拠す

るノイズフィルタを内蔵した。

2.4　タッチパネル

　IHインバータを操作するタッチパネルは従来機種との

互換性を維持し，メンテナンス機能を追加，IHインバー

タ状態のモニタ機能の充実をコンセプトに高機能パネル

HFR-TP11Gを開発した（図 3）。外観，取付け寸法は従
来機種（HFR-TP9G）と同一とし，タッチパネルの機能
には加熱のオンオフ，電力設定だけでなく，タイマ運転，

温度調節運転もできる。また，IHインバータの各ファン

クションを表示・設定でき，アラーム発生時にはその内容
を表示する。

　従来機種では表示することができなかった出力周波数，

γ角（出力位相角），入力電圧をモニタし，これにより，

オシロスコープを用いて出力電流・電圧波形を観測するこ

となく，IHインバータの動作状態を正確に把握すること

ができるようになった。また，負荷とのマッチングが悪い

と，設定された電力が入らない場合がある。タッチパネル

のモニタ機能により出力電流制限かγ角最小値（進み位相
保護）を確認することで加熱コイルを含む加熱負荷とのミ

スマッチングの原因を把握し，加熱負荷側の調整方法を容
易に決定できるようになった。

　新機種の IHインバータには多くのファンクションを追
加したため，その設定値を他の IHインバータにコピーで

きる機能をタッチパネルに持たせた。

　加熱特性の改善

　今回開発した HFR-C11K（3 kW/5 kW）専用加熱コイ

ルは，従来機種に比べ，加熱分布の改善，小径鍋の対応，

IHインバータ適用負荷範囲の最適化，加熱コイル部の損
失低減などを実現している。これらは，電磁界解析を活用
しさまざまな条件において最適となるように加熱コイル構
成を決定した結果である。以下，電磁界解析を活用した検
討例について紹介する。

3.1　加熱分布の改善

　加熱コイル下面に配置されるフェライトは，主に以下の

役割を果たしている。

（1）　加熱コイル上面への磁束集中
（2）　被加熱物の加熱分布調整
（3）　コイル支持用アルミ板の発生損失低減
　新機種専用コイルは，上記 3点について電磁界解析を活
用して検討し，最適なフェライトの配置を実現している。

　図 4に従来機種と新機種の被加熱物下面の加熱分布を示
す。従来機種がフェライトの配置されている 3か所に高温
部分が集中しているのに対し，新機種は同心円状の加熱分
布の均一化を実現している。

　また，図 5にコイル支持用アルミ板の発生損失解析例を

示す。従来機種に比べ新機種は，局部的に発生する大きな

損失を緩和し，約 25％のアルミ板での発生損失を低減し

ている。

3.2　小径鍋への対応

　新機種では，従来機種では不可能だった鍋底直径
120mmの小径鍋も加熱できる。小径鍋は加熱コイル面積
に比べ鍋底面積が小さいため，加熱コイルとの結合が悪く，

効率よく鍋に電力を伝えることが難しい。また，厨房機器
においては，スプーンやナイフなどの金属小物が置かれた

場合はそれを判別し加熱を停止することが望まれるが，小
径鍋の場合は供給する電力が小さいことから，被加熱物の

有無を正確に検出することが従来機種での課題となってい

た。
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図3　HFR-TP11Gの外観
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図4　従来機種と新機種の加熱分布例
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　そこで，新機種では小径鍋への効率のよい電力供給と，

鍋なし検出の高精度化の両立を目標に開発を行った。図 6

に新機種専用コイルにおける加熱コイル電流通流時のフェ

ライト磁束密度分布の解析例を示す。図 6のように，新機
種専用コイルは，鍋なし時，小径鍋（φ120mm）加熱時，

大径鍋（φ300mm）加熱時におけるフェライトの磁束密
度分布がすべて大きく異なる。つまり，コイル上面に発生
する磁束分布を，負荷条件に応じて変化させており，小径
鍋を加熱する際には，鍋が載っている範囲の磁束密度を均
一化し，載っていない外側はフェライトの磁束密度集中を

利用してコイル上面の磁束分布を中心に集めることで，効
率よい電力供給を実現している。また，鍋なし検出の精度
向上については，電流検出の高精度化と高性能 CPUによ

る電力演算アルゴリズムの改良により実現した。

　以上から，小径鍋の加熱に対応することで，IHインバー

タで適用できる鍋の種類を増やすことが可能になった。

　あとがき

　今回開発した業務用 IHインバータ 3 kW/5 kWについ

て，概要を紹介した。HFR-C11Kシリーズは 30 kWまで

容量拡大し，順次開発を進める計画である。今後もさら

に IHインバータの用途は新しい分野に広がり，多種多様
の応用が進むと考えられる。そのためにも業務用 IHイン

バータのより一層の高機能化，高信頼化，小型・軽量化を

目指し，よりよい製品開発に取り組む所存である。
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図5　コイル支持用アルミ板の発生損失解析例

磁束密度

高

低

（a）鍋なし時

大径鍋

加熱コイル

フェライト
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図6　加熱コイル電流通流時のフェライト磁束密度分布
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