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工場生産システムのエネルギー効率を 
最適化するエコシステム
著者：Aengus Murray

国際エネルギー報告書によると、電気モーターは2006年には世界の電力
の46%以上を消費しました。CO2排出量に換算すると6040Mt（メトリックト
ン）に相当します*1。このため、モーター駆動装置のメーカーには、システム
のエネルギー効率を最適化するための高度な制御機能とツールの導入が
求められています。工場生産システムのエネルギー効率最適化のための新
しいモーター駆動エコシステムは、世界規模で広く普及しつつあります。
ヨーロッパからの朗報では、省エネルギー政策のおかげで、産業用電力消
費は年1%の割合で減少する傾向にあります*2。

工場におけるモーターの一般的な用途は、ポンプ、ファン、コンプレッサ、コ
ンベヤですが、これらのモーターの大多数は標準カタログ製品として販売
されています。小型の機械や電気器具に使用される小型モーター（0.75kW
未満）は、世界全体のモーターの90%を占めますが、モーターのエネルギー
消費としては10%に達しません。他方、中型（0.75kW～350kW）の産業用
モーターは、世界のモーターのエネルギー消費のほぼ70%を占めています。
標準的なアプリケーションでは、システムで消費される電気エネルギーの
50%しか有効な機械エネルギーに変換されません。この事実は、世界中の
エネルギー規制当局や工場経営者に注目されています。米国、中国、ヨーロッ
パなど各国の規制当局は、過去数年にわたる最低エネルギー消費効率基
準（MEPS）を導入しています。高価格モーターの定格効率は80%（小出力

モーター）から96%（大出力モーター）のレベルに達しているため、工場経
営者は節電を図るためにモーターのさらに先を見据えています。

図1は、先進的な工場で見られる自動化した機械やプロセスの主要な要素を
表しています。この手法により、機械やプロセスの動作に対して新たな最適
化が可能になり、新たなレベルのエネルギー効率や生産性が達成されます。

複数の制御層によってモーターと生産プロセス全体の効率が決定されま
す。最初の制御層は、パワー・インバータのスイッチング・シーケンスを調
整してモーターの電圧と電流を制御し、さらにトルク発生効率を最大化し
ます。次の制御層は、機械を効率的に操作する位置と速度のコントローラ
です。これにより、プロセス装置では最適なポンプ流量を駆動でき、また自
動化装置では速度と位置の一連のコマンドによって組立機能を実行できま
す。自動化装置の場合、機械のコントローラにとってトルク発生の効率より
も速度制御の応答時間のほうが重要です。複数のモーターが高速データ・
ネットワーク経由で同期し、さらに工場ネットワークにも接続するようにな
るとともに、通信とシステムの層の重要性はますます増大しています。プロ
セス管理者は、機械をアイドル・モードで待機させず、必要なときに順次起
動させることができます。ネットワーク構成にした安全機能により、効率的
な機器の起動と停止が可能となり、ダウンタイムを最小化できます。プラン
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図1. 自動化された機械の制御では、複数のフィードバック制御ループと、パワー・インバータ、制御、通信回路間の安全絶縁バリアが必要になります。
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ト管理者は、モーター駆動の動作データと診断データをトラッキングしてプ
ロセスのエネルギー効率と信頼性の向上を図ることができます。 

効率的なトルク発生：アルゴリズムとEthernet

モーターの効率は、任意の速度と端子電圧で1アンペア当たり発生するト
ルクの関数です。電気モーターは、内部の磁界を揃えようとする力によって
トルクを発生します。図2のACモーターでは、ステーターとローターの磁界
の相互作用によってこれらの力が発生します。ACモーターは、ステーターの
電流がローターの動作と同期して、連続した磁界のずれが維持されるとき
に一定のトルクを発生します。ACモーターの速度は、モーターの電流の周
波数に直接関係するため、速度制御には可変周波数の電圧源が必要とな
ります。最大効率は、ローター／ステーターの磁界のずれが最大のときに得
られます。モーターの効率は、モーターの構成と、特にローター磁界の構造
にも依存します。非同期誘導モーター（AIM）では、電流はローターとステー
ターの両方の巻線を流れ、コアを磁化するのに最低限のステーター電流を
消費します。永久磁石の同期モーター（PMSM）はローター磁界の磁化に
電流を必要としないため、こちらの方が効率は優れています。また、超高効
率の埋込磁石型（IPM）モーターは、磁気コアの凸構造のおかげで追加ト
ルクを発生します。 

図2. PMSMとAIMのモーターにはどちらも同じようなステーターがありますが、
ローター磁界の構造はまったく異なります。

これらのモーターはいずれも出力とアプリケーションの要件に応じて産業
界で使用されていますが、簡単な構成と使いやすさのおかげで最もよく使
用されているのが非同期誘導モーターです。永久磁石の同期モーターはト
ルク対重量比が高く、また低慣性のローター構造により自動化機器の高
度な動的制御に最適です。ただし、AIMは3相ACラインに直接接続して起
動することができ、単純な周波数インバータを使用して速度を制御するこ
とができます。今日のように効率が重視される以前は、ファン、ポンプ、コ
ンプレッサのモーターなどを直接ACラインに接続し、ダンパー、バルブ、ま
たは単純なオン／オフ制御によってプロセスを制御することが一般的でし
た。オープン・ループの周波数制御では、遠心力ポンプを50%の速度で稼
働すると、電力消費は全出力時の20%未満に低下しますが、オン／オフ制
御を使用して流量を50%に低減すると電力消費は全出力時の50%になり
ます。システム効率をこのようにして向上できることから、工場経営者は既
存の固定速度のモーター・アプリケーションにインバータを組み込んで改
造しようとしています。今日では、高度なアルゴリズムを使用してステーター
の電圧を調整してローター磁界を調節し、効率を最適化することができま
す。駆動装置メーカーは、さまざまなモーターの型式やタイプに対応して構
成を変えることができる標準駆動装置を供給しています。アナログとデジ
タルの最新の信号処理デバイスを使用して、コスト重視のインバータ・アプ
リケーションにも高度な制御を導入できます。予測アルゴリズムが、ステー
ターの電流と電圧の測定値だけ使ってローター磁界の角度位置を算出しま
す。このようなセンサレス制御のアルゴリズムにより高効率の IPMモー
ターの導入が容易になり、コンプレッサやコンベアなどのアプリケーション
のプロセス効率を最大化できます。巻線機や大型ポンプなどの高出力のア
プリケーションではまだ誘導モーターの利用が一般的ですが、500kWモー
ターの標準効率は96%という高効率が可能です。このような駆動装置には

通常、モーターの効率を最適化し、駆動装置の健全性を監視するアルゴリ
ズムが含まれています。従来からこのような駆動装置にはシリアル・フィー
ルドバスへの接続機能が装備されており、ローカルのPLCで動作と診断の
データを収集します。最近は、Ethernet/IPまたはModbus TCPなどの産業用
Ethernetプロトコルを使用して工場ネットワークに駆動装置を接続し、複数
の駆動装置を調整して使用し、効率向上を図る傾向があります。

効率的な動作制御：高精度絶縁と通信

正確な動作制御と通信タイミングを組み合わせることで、機械の生産サイ
クルを短縮し、各部品の製造で消費するエネルギーを低減することができ
ます。設備投資という観点から自動化システムではモーターのエネルギー
効率よりも機械の生産性や品質に重きを置くため、上記のポイントは非常
に重要です。駆動装置メーカーは高速応答、高精度の速度と位置の制御
が可能なPMSMサーボ・モーターと駆動装置を提供して、自動化アプリケー
ションに対応しています。高速制御プロセッサに高精度の電圧駆動と電流
フィードバックを組み合わせて、スムーズな動的トルク制御を実現します。
パワー・インバータの高電圧高電流は、絶縁回路を厳しい電気安全規格
に適合させなければならないため、回路設計者には手ごわい課題となり
ます。しかし、高速磁気絶縁技術により、速度や精度を低下させることな
くアナログとデジタルの信号電圧を安全に絶縁することができます。エン
コーダ位置に高精度A/Dコンバータを組み込めば、最大24ビット分解能
の位置フィードバックが可能となり、1 RPMという低速でも高度な動的速度
制御を実現できます。このような高性能な制御は、精密機械部品の多軸フ
ライス加工、微細形状の集積回路の組立、あるいは携帯電話部品の射出
成形などの自動化アプリケーションに利用できます。精度の制御に加えて、
モーターの動作タイミングにも正確な同期が必要です。タイミング誤差は、
そのまま多軸位置制御における軌跡誤差につながるからです。PROFINET
やEtherCatなどの同期式の産業用Ethernetプロトコルは、修正された
Ethernetネットワーク・インターフェースを使用してデータのリアルタイム同
期に対応し、クロック・ジッターはわずか1μs程度です。このようなネットワー
ク・インターフェースは、生産効率向上のための動作制御の同期と、生産シ
ステム管理のための工場ネットワーク接続のどちらにも対応します。

設計の効率化：迅速なカスタマイズ 

モデリング・ツールにより、駆動装置メーカーは最終アプリケーションに合
わせて制御アルゴリズムを迅速にカスタマイズすることができます。工場の
現場で試行錯誤のチューニングを実施するために多大な投資をする必要は
ありません。

自動化機械は複雑に相互接続された複数のシステムで構成されており、多
くの専門分野にまたがるエンジニアリング・チームのサポートが必要です。
自動化機器の開発支援に必要な主な設計機能の一部のみを図3に示しま
す。通常、これらのエンジニアの多くは異なる企業で働いているため、チェー
ン内のさまざまなサプライヤが統合作業を行う設計者をサポートする必要
があります。MathWorksなどの企業のモデリング・ツールは、状態制御、
モーション・アルゴリズム、モーター、機械負荷などのシステム・モデルの全
体をサポートします。電磁設計と機械設計の専用ツールは、ACモーターと
機械の動作モデルを生成し、システム・モデルの精度を上げます。設計プロ
セス全体をすべて自動化することはできませんが、プロトタイプの作成回数
は大幅に削減できます。新しいモーターまたは機械の制御アルゴリズムを
開発したら、プロトタイプを作る前にシミュレーション・プラットフォーム上
でテストすることができます。自動コード生成ツールを利用して、テスト・プ
ラットフォーム上で制御アルゴリズムを迅速に開発することができます。設
計を繰り返すごとに新しいデータが得られ、システム・モデルの精度が向上
します。自動生成制御コードに実証済みのシステム・アプリケーション・コー
ドを組み合わせて、生産駆動装置システムに使用することができます。駆
動装置メーカーは、特定のアプリケーション向けに最適な新しい制御機能
を迅速に配備して、エネルギー効率と自動化生産性を最適化することがで
きます。
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図3. モーター駆動装置と自動化システムの設計には、広範囲のエンジニアリング・ツールによる支援が必要です。

結論

さまざまなプロセスを正確に制御して測定する高精度のコンバータを必要
とする産業用計装アプリケーションはますます増加しています。こうした最
終アプリケーションは、柔軟性、信頼性、機能セットの向上が求められると
同時に、コストとボード面積の削減が要求されます。部品メーカーはこれら
の課題に取り組み、現在および将来の設計のためにシステム設計者の要
望を満たす数多くの製品を提供しています。この記事で解説されているよう
に、高精度アプリケーションに適した部品を選択するにはいろいろな方法
があり、それぞれに長所と短所があります。システムの精度が向上するにつ
れて、アプリケーションのニーズを満たす適切なコンポーネントの選択につ
いて、これまで以上に配慮する必要があります。

紹介されている製品の詳細については、以下のサイトをご覧ください。 
www.analog.com/jp/motorcontrol
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注記：CO2排出量の単位はMtです。1t = 1000kg
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