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舶用インバータ VF64-25044mr
舶用インバータは，経済性，低騒音，環境負荷軽減及び省

VF64―25044mr の外観

力化の面において，優れた性能を持ち，国及び業界において，
積極的な採用の促進が行われている。
このような背景の中，当社は電気推進あるいは船内電源へ
の適用を目的として，財団法人日本海事協会の規格である
NK規格＊を取得した，舶用インバータVF64-25044mrを開発
した。
VF64-25044mrは，当社標準インバータファミリの中の
VF64をベースに舶用として要求される諸機能・性能を具備
させるために，専用の構造化を行ったもので，その定格は，
電源定格３φ，AC380V ～ 460V，50/60Hz，定格出力容量
250kW，並列時最大容量1,000kWである。
＊

NK規格
鋼鉛規則D編の自動化機器の環境試験の承認。

舶用小型インバータ VF65W
近年，船舶用途の電動機も可変速駆動化が進んでいる。

VF65W の外観

今回，当社のインバータ技術を応用し，小容量のポンプ駆
動等に適用可能な，舶用小型インバータVF65Wを開発した。
VF65Wは，当社標準インバータシリーズを基にしており，
ハイブリッド型ベクトル制御を採用し，速度センサレスベク
トル制御モード対応としている。
VF65Wは，船舶に適用するために，財団法人日本海事協
会の規格であるNK規格＊を取得し，同EMC試験に適合する
入力フィルタをユニットに内蔵している。
VF65Wの 適 用 対 象 は 誘 導 電 動 機 で， 電 源 定 格 は ３ φ，
AC380V ～ 440V，50/60Hz，定格出力は1.1kWで，RoHS指
令対応の環境配慮設計がなされている。

＊

NK規格
鋼鉛規則D編の自動化機器の環境試験の承認。
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大容量水冷インバータVF64hpw/ED64hpw
産業界におけるシステム駆動は，交流電動機をインバータ

ユニット収納状態

駆動する方法が主となり，更に高効率，小型の永久磁石型同
期電動機
（当社商品名ではEDモータ）も，広く使用されてい
る。各種装置は大容量化が要求され，同時にドライブ装置も
大容量のものが必要になってきている。これらを背景とし，
誘導電動機，EDモータのドライブ用インバータとして，この
たび，大容量IGBTを採用し，半導体素子の冷却に水冷方式
を採用したインバータ装置VF64hpw/ED64hpwを開発した。
その特長は
１．単位ユニットを250kWとし，最大4ユニットを並列接続
して1,000kWインバータを構成し単一盤に収納した。
２．大容量IGBTモジュールを使用し，水冷却として冷却部
を小型化した。
３．並列ユニット間の電流バランス制御を行なうことにより，
バランスリアクトルをなくし，
装置の小型化を実現した。
４．整流器コンバータ，PWMコンバータをはじめとして各
種の直流電源に対応可能とした。
５．電 気性 能 はVF64/ED64spシ リー ズ と 同様 で，定格は
400V系，最大1,000kW 1,840A過負荷耐量150%，１分間
である。

EDモータのCEマーキング適合宣言について
標準EDモータ
（永久磁石型同期電動機）
，CEマーキングの

標準ED モータ

適合宣言を行うため，テクニカルファイルの作成及び適合性
の評価を，公認機関の指導を受けて完了させ，下記の型式に
ついて，CEマーキング適合を宣言した。今後は，ほかの型式・
容量についても展開していく。
１．適合指令 低電圧指令 2006/95/EC
２．適合規格 EN60034-1：2004
３．型式及び仕様
EDM2211V-C1AC-N01 22kW 190V 1800r/min
EDM2221V-C1AC-N01 30kW 190V 1800r/min
EDM2231V-C1AC-N01 37kW 190V 1800r/min
EDM2231V-C1AC-H12 37kW 190V 1800r/min
EDM2231V-C1AC-H13 37kW 190V 1800r/min
EDM2231V-C1AC-H14 37kW 190V 1800r/min
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国内某社向け テンションレベラライン電気品更新
国内某社向けに，UFモータ，インバータで構成したテンショ

既設の直流機によるアナログ制御から，インバータによ

ンレベラライン用電気品を納入し，現在，稼働中である。

るオールディジタル制御へ更新した。
（機械及び一部補

以下にその構成・特長を記載する。

機制御は既設流用）
⑵ディジタル制御により，高信頼性を実現し，ライン速度

１．ライン諸元

1m/minという低速時の速度制御の安定性も実現した。

ライン最高速度：300m/min
（高速）
／ 180m/min
（低速）
材料：アルミ
＊

1 PLC：Programmable Logic Controller

２．主要電気品構成
電源部：正弦波コンバータ VF61R-60044

＊

駆動用インバータ：VF64
（図参照）

＊

モータ：UFモータ
（インバータ用誘導電動機）

＊

2 ACR：自動電流調整器
3 ASR：自動速度調整器
4 DROOP：
（電流）
垂下制御

＊

（３台）
PLC 1：MELSEC-Q
PLC間リンク方式：MELSECNET-H
（光）
PLC-インバータ間通信方式：ProfiBus
３．制御
アンコイラ，リコイラ：ACR＊2
3 ラインマスタ）
ブライドルロール：ASR＊（
サイドトリーマ，ピンチロール：ASR+DROOP＊4
4．更新の特長
⑴本ラインは，1971年に設置されたもので，今回電気品を，
図

テンションレベラライン電気品概略構成図（主駆動）
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某社海外新工場向け

電気品納入

ゴム加工某社の海外新工場向けに当社省エネモータである

ポリシートフイルムライン：CC-Link

永久磁石型同期電動機
（以下EDモータ）を標準機として採用

⑵カ レンダラインではμGPCsxを使用したシートゲージ

していただき，EDモータと専用インテリジェントインバー

制御を実施し，圧延されるゴムシートの精度向上と安定

＊

タを多数納入するとともに，当社PLC であるμGPCsxコン

化に寄与している。

トローラも納入した。

ま
 た，生産指令用PLC＊とはFL-NETにて通信接続を行っ

以下にその内容を記載する。

ている。

１．設備名称
＊

PLC：Programble Logic Controllerの略

押出工程：３層押出ライン等 ２ライン
ビード工程：ビード成型装置等 ２ライン
圧延工程：S型４本カレンダライン
裁断工程：ローラダイ，ベルト裁断ライン等 ６セット
ミキシングロール：７セット
ポリシートフイルムライン：１セット
２．納入台数
モータ：0.7kW ～ 375kW 155台
インバータ：160台
制御盤：49面
３．制御内容
⑴インバータ通信方式
押出工程，ビード工程，裁断工程：DeviceNet
圧延工程：OPCN-1
ポリシートフイルムライン構成図
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発電機設備における電力制御
ごみ処理設備用発電機において，当社製制御装置
（DG-

発電機設備構成
商用電力

AMP）を用いて電力制御を可能にしたシステムを商品化し，
某メーカへ納入した。

受電点

以下に本システムの概要を示す。
商用電源
（特高）
を変圧器で降圧し，発電機と連携運転し負
荷へ電力を供給するシステムにおいて，次の2つの制御モー

無効
電力検出

力率・無効
電力検出

負荷

ドを実現した。
コンデンサ
バンク

モード１：受電点での無効電力制御
（AQR）
を行う。

発電点

（発電機の過励磁制限，不足励磁制限付）

AVR

モード２：発電点での力率制御
（APFR）
を行う。

蒸気タービン

モード１，モード２の制御はそれぞれ独立しているが，切り
替えて制御する。
これらの制御を当社製制御装置
（DG-AMP）
で実現させた。
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