
集じん機は工場内を清潔
に保つために、気体中に
浮遊する粉じんをファン
で集めます。
ファンの風量調整にマトリ
クスコンバータを使うと、
速やかな減速運転が可能
です。一般的インバータ
と比べ、急減速でより大
きな回生電力が発生し、
大幅な省エネ効果を実現
します。また、寿命部品
コンデンサが無いため、
保守性が向上します。

集塵
（12分）

高速

低速

高速

低速

インバータ

減速：60秒 減速：10秒集塵
（12分）
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省エネなどを目的として、インバータを用いたモータ
の可変速ドライブが普及してきています。しかし、その
原理に起因する高調波の発生や、減速時の回生電力の
消費など、課題があります。
これらの課題を解決する手段の一つとして、「交流」から
「交流」へ直接電力変換できるマトリクスコンバータ技術
が注目を集めています。

当社は、2005年に世界で初めてマトリクスコンバータ
技術を応用した製品の開発に成功しました。マトリクス
コンバータ製品には低圧用途と高圧用途があり、今回
の特集ではそれぞれの適用事例を紹介します。
一般的なインバータと比較しながら、マトリクスコン
バータ製品の適用メリットをご覧ください。

低圧マトリクスコンバータ Varispeed AC 高圧マトリクスコンバータ FSDrive-MX1

大型レードルクレーンは、製鉄（製鋼）用天井クレーン
の一種です。溶銑鍋のつり上げ（下げ）や運搬、溶銑の
流し込みなどを行うため、安全面、生産効率面から
極めて高い速度安定性が要求されます。
駆動装置の中で、特に重量のある主巻用には大容量
ドライブが要求されます。高圧マトリクスコンバータ
FSDrive-MX1を主巻に適用することで、高い周波数
制御精度（±0.5%）と、広範囲な周波数制御が可能に
なります。さらに、巻下げの全速域で電源回生が可能
なため、大幅な省エネ効果を実現します。

年中稼働する計算機は、発熱が大きく昼夜を通じて
空調による細やかな温度調整が必要で、省エネが要求
されます。一方、都会のオフィスビルなどでは機械室
の省スペースが求められます。さらに、計算機室では
高調波電流が他の設備や機器に障害を与える場合が
あるために、電源高調波
対策が必要です。
マトリクスコンバータは、
省エネと同時に省スペース
も実現できます。また、
「高調波抑制対策ガイドラ
イン」をクリアし、電源高
調波対策は不要です。

Case5
大型クレーン

マトリクスコンバータの主回路部は、小形のAC入力フィルタと
9個の双方向スイッチで基本的に構成されています。AC入力
フィルタはリアクトルとコンデンサで、双方向スイッチは IGBT
の組合せで構成されています。
マトリクスコンバータは一般的なインバータの「交流－直流－交流」
変換と異なり、「交流－交流」直接電力変換を行います。

大型風力発電用マトリクスコンバータ 

Enewin-MX1

広範囲で高精度な周波数制御電源高調波抑制で干渉を軽減

オールインワンでコンパクト 電源回生による省エネ

主巻
モータ

フック（溶銑鍋をつるす）

走行
巻上げ（下げ）

滑車

横行

適用製品： Varispeed AC 適用製品： FSDrive-MX1

汎用インバータ マトリクスコンバータ

電源電流歪み率：大 電源電流歪み率：小

◆ 入力電源電流波形比較
◆ 減速運転の比較

Case2
計算機室用空調

低圧用途 Case3 低圧、高圧用途 高圧用途 高圧用途

■ 回路構成と基本原理 ■ 主な特長

200V級
400V級

9-63kVA
10-209kVA

3kV級
6kV級

200-3000kVA
400-6000kVA 3kV級 2.8-4.2MW

特 集

Case4
大型ギヤ試験設備
ギヤの試験では、頻繁に起動・停止を行い加減速を
繰り返します。そのときに発生する回生電力は電源側
に戻すことで、設備系統内で再利用できます。
下図では、No.1のモータを試験対象ギヤの駆動用と
して、力行側FSDrive-MX1で力行運転します。また、
No.2のモータを負荷機として試験対象ギヤと連結
し、回生側FSDrive-MX1で回生運転します。回生側
FSDrive-MX1は力行により運転されたNo.2モータ
の回生電力を電源側に戻すことで、電力を再利用し
大きな省エネ効果を実現します。

93%
電力削減

電源回生による省エネ

適用製品： FSDrive-MX1

エレベータ、エスカレータ
エレベータとエスカレータ
は昇降運転を頻繁に繰り返
し、大きな回生電力が発生
します。また、設置スペース
の制限で部品の小形化、
軽量化が求められます。
マトリクスコンバータを使う
と、電源回生による省エネ
効果が1台で得られるの
で、構造がシンプルで省ス
ペース・軽量化を実現で
きます。

Case1

周辺機器

インバータ電源回生
コンバータ

オールイン
ワン

Varispeed AC

低圧用途

集じん機

システムの部品削減による省  メンテナンス

マトリクスコンバータ

速やかな減速が可能 電源回生による省エネ

適用製品： Varispeed AC、
　　　　　 FSDrive-MX1

60秒
↓

10秒

急減速が可能

・マトリクスコンバータ主回路構成図

u

v

w

R

S

T

AC入力フィルタ

双方向スイッチ

S33

S23

S13

S32

S22

S12

S31

S21

S11

電源高調波抑制
特別な対策なしで、入力電流THD＊7%以下、
入力力率98%以上を実現。

電源回生
双方向スイッチを用いることで回生能力を有し、
追加回路が不要で連続回生動作が可能。

コンパクト・高効率
高調波抑制や電源回生などの機能が1台で可能。
インバータと比べて構成がシンプルで高効率化を実現。

省メンテナンス
主回路に電解コンデンサなどの寿命部品がない
ため、省メンテナンスを実現。

低速大電流出力に強い
特定素子への電流集中がないため、低周波数運転
時の「てい減運転」が不要。

1

2

3

4

5

双方向 IGBT

*THD: 全高調波歪みの意味で、小さいほど歪みが小さいこと
　　　　を示しています。

電源回生による省エネ

オールインワンでコンパクト

■ お問い合せ先:  インバータ事業部 事業推進部　TEL 0930-25-2548  FAX 0930-25-3431  
　 　　　　　　　システムエンジニアリング事業部 技術管理課　TEL: 0930-23-1422  FAX: 0930-25-8072

適用製品： Varispeed AC
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◆ 採用のメリット

船　舶

大型風車

ドラグヘッド
サクションパイプ
（浚渫ポンプ吸入管）

水中浚渫ポンプ

浚渫ポンプ主機関 主発
電機

船底弁 船底弁

トラ二オンガントリ
（サクションパイプ昇降用）

横方向の推進装置舵

排砂管
接続口

ドラグヘッド
ガントリ

浚渫船ポンプ用ドライブ装置にFSDrive-MX1Sを適用

大型風力発電用システムにEnewin-MX1を適用

中間ガントリ
（サクションパイプ昇降用）

ホッパー（泥艙）

世界最大級の自航式浚渫船

「ANDROMEDA V」（五洋

建設株式会社様製）の浚渫

ポンプ用ドライブ装置に、

当社の高圧マトリクスコン

バータFSDrive-MX1Sが

採用されました。

本船は、海底から吸い上げた土砂を船内ホッパーに積載して、

目的地に運搬し船外へ排出する操業を行うドラグサクション浚渫船

です。この浚渫船は低速で航行しながら、浚渫ポンプにより浚渫

ポンプ吸入管の先端に取付けたドラグヘッドから、海底の土砂を

吸い上げます。海底土砂の粘性や様々な操業方法に合わせ、

高効率かつ広範囲・高精度な運転制御が求められます。また、ホッ

パーから海底へ土砂を埋め戻す際に発生する回生電力に対応する

必要があります。FSDrive-MX1を適用することで、これらの課題

を解決し、シンプルなシステム構成で省メンテナンスを実現しました。

風力発電では、エネルギーコスト(COE: Cost of Energy)を低減

することが重要で、風車の大容量化と高効率化が課題となります。

「大容量化」では、風が強く風況が安定している洋上設置への

シフトが進み、より高い耐環境性、信頼性、メンテナンス性が求め

られます。「高効率化」では、発電効率の向上はもちろん、風車

稼働率の向上も求められます。

また、世界各国において電力安定化のために、系統連系要件
(Grid Code)への対応が要求されています。
当社はこれらの要求を満たす風力発電用高圧マトリクスコン
バータを製品化しました。

◆ 採用のメリット

6kV高圧スイッチ盤

ACL、バイパス盤 ACL、バイパス盤

二次盤 二次盤

FSDrive-MX1S

水中
浚渫ポンプ用
モータ

浚渫ポンプ用
モータ1

浚渫ポンプ用
モータ2

納
入
範
囲

G 発電機

◆ 従来のシステム構成

◆ Enewinのシステム構成

発電機風車 発電機側
フィルタ

AC-DC/DC-AC 変換

電力系統側
フィルタ トランス 電力系統

電力系統

コンバータ

風車 発電機 大型風力発電用
マトリクスコンバータ

AC-AC 直接変換

（トランス一体化）

◆ 一般的システム構成

◆ 片舷のシステム構成

◆ マトリクスコンバータ適用

Case 6

Case 7

Case 8

小型風車 南極昭和基地向け風力発電機にVarispeed ACを採用

南極昭和基地に設置される風力発電機（日本飛行機株式会社様

製）に、当社のマトリクスコンバータVarispeed ACが採用され

ました。

日本の南極観測は昭和基地を中心に行われており、確実な電源

装置が必要です。昭和基地では、環境保全や化石燃料消費量削減

の目的から、20kW級の風車を設置することを計画しています。

その事前準備として、気象条件が似ている秋田県にかほ市にて

国内試験を行いました。国内接続試験が順調に進み、2012年

11月に南極観測船「しらせ」に積み込み基地に向かいました。

昭和基地では、強風や寒冷など過酷な状況で風車を設置、運転、

メンテナンスする必要があるため、設備のコンパクトさが必須

条件です。また、化石燃料の代替エネルギーとして、風力発電に

高い発電効率が求められます。

Varispeed ACはオールインワン構成でコンパクトなシステム

を実現できます。また、電源高調波を抑制でき力率が高く電源

設備の小形化も可能になりました。

・高効率、高精度な運転
電力変換効率約98％、PLC機能の搭載により広範囲
にわたるインテリジェントな運転を実現。

・省スペース、省メンテナンス
回生コンバータが不要で、シンプルでメンテナンスが
容易なシステムを構築可能。

◆ 採用のメリット

・コンパクト
入力フィルタを含むオールインワン構成で、省スペース、
省配線を実現し、設置・メンテナンスが簡単。

・高力率・電源高調波抑制
電源高調波抑制により、電源設備の負荷を軽減。
高力率により電源設備の小形化を実現。

・高効率
周辺機器がないため、エネルギーロスを低減。  

Grid

力率：約0.95以上

効率：約96％

効率：約98％

効率：約98％

Grid

Varispeed AC ＊

発電機
制御装置

Grid連系
コンバータ フィルタ

秋田県にかほ市での接続試験風景
（写真提供：日本飛行機株式会社様）

低圧用途

高圧用途

高圧用途

コンパクトなシステム構成で設置・メンテナンスが簡単

「交流－交流」直接変換で高効率化、シンプル化を実現

「交流－交流」直接変換で高効率化、シンプル化を実現

マトリクスコンバータ事例集特 集

・高効率運転
「交流－交流」直接変換で電力変換効率約98%を実現。

・良質な電力供給
発電機側・電力系統側ともに正弦波を実現。高調波
対策を行わずに、良質な電力供給が可能。

・省メンテナンス
シンプルな回路構成により部品点数を削減。メンテ
ナンスが容易。ランニングコストの低減に貢献。 

・微速から発電可能
速度制御範囲の制限がないため、微速回転域からの
運転が可能。発電量増大に貢献。 

＊： マトリクスコンバータには、系統連系機能はありません。



YASKAWA NEWS No. 302　76　 YASKAWA NEWS No. 302

人手のノウハウをロボットへ

6軸力センサユニットMotoFit
モ ー ト フ ィ ッ ト

3つの連続した動作により
精密組立てを実現

主な特長
・高速・高精度はめ合い
・すき間10μm以上（公差h7/H7）、深さ20mmの円柱形状の
金属部品のはめ合いが5秒以内で可能。

・ロボットの位置決め精度以上の精密組立てが可能。

・高信頼性

・反力が最小になるはめ合い位置を探り、確実性を向上。
・精密部品の挿入時に、ワーク同士が引っ掛かる「噛み付き
現象」の発生を、噛み付き防止機能により自動で検知・解消。

・力覚制御パラメータ自動調整機能により、人手作業に代わる
微細な力加減を短時間で調整、ティーチング可能。

・画面上のガイダンスに沿って操作することで、金属や樹脂な
ど対象ワークの材質に応じた最適なパラメータを設定可能。

・楽々ティーチング

　当社は産業用ロボットを中核としながらより使いやすく・より
人に近い領域へとロボット分野を広げることを目指し、精密部品
組立ての自動化を実現する6軸力センサユニットMotoFitの
販売を2013年1月21日より開始しました。
　人手による精密部品組立てでは、視覚よりも手先に伝わる
微妙な反力を感じながら組付け位置を探り挿入しています。この
作業には熟練した技術を習得する期間が必要であり、習得後も
作業時間にムラがあるため、自動化が望まれています。
　一般に部品組立てを行うロボットには、部品の精度以上に高い
動作精度が求められます。しかし、精密部品組立て対応のために
ロボットの動作精度を向上させると、動作速度の低下・価格の
上昇・ロボットの大形化などが起こり、現実的ではありません。
　そこで、当社は精密な組立てを汎用性の高い多関節ロボット
で行うことを目的に、産業用ロボットのオプションとして、6軸
力センサユニットMotoFitを開発しました。作業の自動化はも
とより、ロボットが取り扱うワークの種類の拡大など、生産ライン
の効率化が図れます。

MotoFitは、アーム先端に6軸方向からの力を検出する高精度
センサを組込み、その先に取り付けられたハンドに伝わる微妙な力
を検出します。精密部品を取り扱うハンドの直近にセンサを組込む
ことで、繊細なセンシングが可能となり、「突き当て」・「探り」・
「挿入」の連続した動作を高速で確実に行うことができます。

業界最速

6軸力センサユニット MotoFit

2. 探り 3. 挿入1. 突き当て

MotoFitにより、人手作業のノウハウを
ロボットに組込み、ロボット動作精度以上

の精密部品組立てが可能です。

■ お問い合せ先:    ロボット事業部　事業企画部　TEL: 093-645-7703　FAX: 093-631-8140

新製品

New Products

point!

ピタッーピタッー

探って
はめ合い

挿入して
押し込む

突き当て
押し付ける

はめ合い

マトリクスコンバータ事例集特 集

「パワコン」にも「マトコン」

コラム

コラム

　住宅向け太陽光発電用パワコンディショナー Enewell-SOL

（200V級  4.5 / 5.8kW）は、マトリクスコンバータ技術を応用

したDC/ACダイレクト変換方式を採用し、業界トップクラス

の変換効率96%を実現しました。

　太陽電池による発電電圧は、天候などにより変動します。

昇圧チョッパにより安定した直流電圧に変換してから、商用

電源（交流）に変換するのが一般的です。

　これに対して、当社独自のDC/AC昇降圧ダイレクト変換は、

変動する直流電圧を交流電圧に直接変換でき、エネルギー

変換ロスを減らしました。2012年に販売開始以来、高い電力

変換効率で販売実績を順調に伸ばしています。

　天井クレーンなどのドライブ装置に、当社1次電圧制御装置

VS-390を使用しているお客様に、低圧マトリクスコンバータ

Varispeed ACの適用を提案します。

　VS-390で制御する場合、可逆コンタクタ（MC）や巻線形

モータが必要で、メンテナンス負担が大きな課題となって

いました。

　本制御にマトリクスコンバータVarispeed ACを適用すること

で、制御機能向上はもとより、置換時のスペース問題をクリア

し、2次抵抗器のロスを無くした省エネ・省スペースの最適

システムを実現できます。

　さらに、Varispeed AC標準
品にコントローラを搭載し、
クレーン制御で必要な機能を
追加することで、高機能で安全
なシステムを提供します。
　ぜ ひ と も こ の 機 会 に、

Varispeed ACへの更新による

アップグレード（機能上級化）

をご検討ください。

パワーコンディショナー マトリクスコンバータ

クレーン用1次電圧制御装置更新のご提案

太陽光発電用パワーコンディショナ
Enewell-SOL（住宅用）

◆ 一般的なパワコンディショナー回路

◆ DC/ACダイレクト変換方式の回路

＋

－

＋

平滑部 DCL

R

S

DC/AC昇降圧ダイレクト変換部

DC／DC
昇圧チョッパ

DC／AC
コンバータ ～

DC／AC
コンバータ

～
DC/AC昇降圧ダイレクト変換部

展開

VS-390からVarispeed ACへ

コントローラを搭載したVarispeed ACの主な機能

・ブレーキシーケンス
安全を確認してからブレーキ開放指令を出力し、
負荷の巻き下がりを防止。

・ショックレスブレーキシーケンス
負荷やブレーキライニングへのショックを緩和。

・バランス制御
複数台で駆動する場合、負荷・速度バランスを維持。

・フレキシブルな可変速制御
負荷に応じた加減速レート変更などにも対応可能。

マトリクスコンバータ
Varispeed AC

F FR MC

TG

MC

PG
巻線形
電動機

巻線形
電動機

VS-390 Varispeed AC

更新前（回路構成） 更新後（回路構成）

零相
リアクトル

2次抵抗器および短絡MC撤去

マトリクスコンバータ盤を設置

既設回路を流用可能

巻線形電動機は流用可能

2次側可逆MCは、F側のみ使用

速度検出器はパルス発信器（PG)に更新

ブレーカー ブレーカー

1

2


