
風力発電システム用周波数入力モジュール NFAF135

横河技報 Vol.54 No.2 (2011)

風力発電システム用周波数入力モジュール NFAF135
NFAF135 Frequency Input Module for Wind Power Generation System

武藤 孝裕 *1 齋藤 岳晴 *1

Takahiro Mutou Takaharu Saitou
関 健志 *1 古月 学 *2

Takeshi Seki Manabu Furutsuki

再生可能エネルギーとして注目されている風力発電市場向けに，ネットワークベース生産システム STARDOM

の I/O モジュールとして，新規に周波数入力モジュールを開発した。このモジュールを STARDOM に実装するこ

とで，高信頼・高精度な風力発電システムが実現でき，風力による安定発電に貢献することができる。本稿では，

風力発電制御システムで用いられる周波数帯域における高精度で高品質な周波数入力モジュール NFAF135 の技

術的特徴，適用事例について紹介する。

As an I/O module for STARDOM FCN/FCJ, we have developed a frequency input module for 
wind power generation systems, which are attracting attention as a source of renewable energy. 
The STARDOM controllers with this module will help build highly reliable and accurate wind 
power generation systems, enabling a steady power supply. This paper introduces the technical 
features of NFAF135, which can accurately and reliably measure the rotation speed in a 
frequency bandwidth used in wind power generation control systems, and its application.

1. はじめに

近年，新興国の経済発展から年々エネルギー需要が増加
する傾向にある。地球環境への配慮から化石燃料を燃焼す
る発電設備の代替手段として注目を浴びているのが，再生
可能エネルギーである風力や太陽光，地熱などである。

このような背景の下，各国において，再生可能エネル
ギーに対する投資が年々増加する傾向にあり，特に風力
発電に対する期待と投資の伸びは大きい。旺盛な電力需
要と投資に後押しされて風車一機分の発電量は年々大き
くなる傾向にある。一方で風車の大型化によって，高精
度な制御，安定発電のための制御機器の信頼性，測定点
数の増加などが課題となってきている。このような背景
から風力発電制御用コントローラには以下のような機能
と性能が求められる。
①高精度

風車の回転数を高精度で測定して発電機を安定制御し，
発電を効率化する。

②高信頼性と保守管理の容易化
広範囲に分散した風車のメンテナンスフリー化と，設
備の遠隔監視・予防保全，情報の一括管理。高温・低温，
高地での動作。

③スケーラビリティ
発電量に応じたシステムの拡張に対して，柔軟にシス
テム構築ができる。

ネットワークベース生産システム STARDOM はオープ
ン性とエンジニアリングの容易性，高信頼性と長期運用
性を備えたシステムである (1)。主に，中小規模計装市場
や省エネ市場で使用されてきたが，昨今，石油・ガスの
採掘現場をターゲットとした市場や，風力発電を代表と
する新エネルギー市場に適したソリューションも提供し
つつある。今回，投資の旺盛な風力発電市場へのソリュ
ーションを強化することを目的に，高精度・高信頼な周
波数入力モジュール NFAF135 を開発した。本稿では，
NFAF135 の製品概要と技術的特徴，適用事例を紹介する。

2. NFAF135 の開発背景

2007 年から STARDOM による中国の風力発電市場開
拓を始め，主に監視用途として STARDOM が採用されて
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きた。そこで培われた実績により，「STARDOM は故障が
少ない製品である」という評価を顧客から得た。

前述のように，発電量の増加に伴う風車の大型化
による高精度測定と高信頼性の必要性が顧客要求とし
て高くなり，高信頼なコントローラとして認知された
STARDOM による風車制御へと繋がった。さらに，中国
の大口顧客から，安定発電のための高精度な回転数を測
定するモジュールの開発依頼を得ることができ，本モジ
ュールを開発した。

3. 風力発電システム構成例

STARDOM のコントローラである FCN (Field Control 
Node) を使用した風力発電システムの構成例を図 1 に示
す。FCN は風車のメインコントローラとして用いられる。

図 1 風車のシステム構成例

風車は，風を受けるためのブレード（翼），発電機や
風車のコントローラ及びその周辺機器を収納するナセル，
タワーから構成される。ナセルは，ブレードの角度を制
御するピッチコントローラやブレードが受けた風力を回
転に変換するロータ軸，風車の回転数を商用周波回転数
に増幅させるためのギアや発電機本体，風車の向きを制
御するヨーコントローラ，これらを統合制御するメイン
コントローラから構成される。

周波数入力モジュール NFAF135 は FCN に実装されて
おり，風車の回転軸の低速シャフトと回転増幅後の高速
シャフトの回転数を測定するために用いられる。

メインコントローラは，高速シャフトの回転数が商用
周波数になるように，低速シャフト側のブレードの角度
を制御する信号をピッチコントローラに送り，風を効率

的に受けるようにナセルのヨー角（方向）を変化させる
ための制御信号をヨーコントローラに送ることで，安定
した発電を実現する。

また，風車自体を保護するため，低速シャフトと高速
シャフトの回転比率を監視し，監視結果が異常比率とな
った場合に，ブレードが破損するのを防ぐために，ブレ
ーキをかける動作を実行する。このように安定発電，設
備保護のために回転軸の測定精度の高精度化が求められ，
NFAF135 がその実現に役立っている。

4. NFAF135 概要

4.1 システム内の位置づけ
FCN に お け る NFAF135 の 位 置 付 け を 図 2 に 示 す。

FCN は，電源モジュール，CPU モジュール，I/O モジュ
ール及びベースモジュールで構成される。NFAF135 は
FCN に実装される I/O モジュール群を構成するモジュー
ルのひとつである。CPU モジュールは，各 I/O モジュー
ルからのプロセス値を用いて，アプリケーションプログ
ラムを実行し，必要な制御を行う。CPU モジュールと
I/O モジュール間は，ベースモジュールの通信バス（SB-
BUS）を介して通信する。CPU モジュールはユーザイン
ターフェース用 PC と Ethernet で接続しており，制御・
監視を行うことができる。風力発電システムでの上位シ
ス テ ム は， 主 に SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) ソフトウェアが用いられ，プロセスの制御・
監視が行われる。当社が提供している SCADA ソフトウェ
アは，FAST/TOOLS という製品である。FAST/TOOLS は，
100 万点以上の I/O ポイントに対応しており広域に分散
設置された風車の制御・監視に適した製品である。

図 2 システムにおける NFAF135 の位置付け
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4.2 NFAF135 の特長
NFAF135 は，外部から入力されたパルスのエッジ数

とパルスの間隔を計測した結果を周波数に演算し，その
プロセス値を，ベースモジュール内の通信バスを通して
CPU モジュールに伝達する機能を持つ。NFAF135 の外
観を図 3 に示す。

図 3 NFAF135 外観

NFAF135 は，主に風力発電市場で求められる，高精度，
高信頼性を満足する製品であり，以下のような特長を持
つ。
■特長１　高精度測定

 • 複数のパルス数とパルス間隔を累積して演算すること
で，クロック分解能の影響を低減させ，測定精度を向
上させたこと

 • パルス間隔が大きい場合，更新周期を延ばすことで，
風力発電で使用される低周波域に対して高精度測定が
可能であること

■特長２　高信頼性
 • ディレーティングを考慮した部品選定および設計
 • 仕様マージンを考慮した，耐環境性評価

表 1 に，仕様概要を示す。周波数入力範囲は，風力発
電で使用される低周波域（0.1 Hz）から，タービンで使
用される高周波域（10 kHz）までをカバーする。

4.3 NFAF135 の内部構成の概要
NFAF135 のハードウェアの内部構成を図 4 に示す。

図 4 NFAF135 の内部構成

NFAF135 は，個別に絶縁された８チャネルのパルス I/
F 回路と，パルスのエッジ検出や間隔の計時を行う FPGA
であるパルス測定回路，モジュールの制御や周波数演算
を行う MPU から構成される。

I/F 回路は，電圧入力や接点入力等の複数の入力モード
をサポートしており，接点入力の給電が可能である。入
力モードの切り替えや接点入力の給電電圧は，STARDOM
が提供するコンフィグレーションソフトウエア（リソー
スコンフィギュレータ）から設定する。

5. NFAF135 の高精度測定

周波数は，入力されるパルスの周期の逆数を演算する
ことで得られる。

図 4 のパルス測定回路のクロック周波数は 4 MHz であ
り，分解能は ± 250 ns である。クロック周波数の分解能
が周波数精度に与える影響を低減させるため，パルス数
とパルス間隔を更新周期である 10 ms 間に渡って累積し
て周波数に演算する。周波数演算の計算式は以下のよう
になる。
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NFAF135 は，前述のように低周波域から高周波域まで
精度良く測定するため，以下のような方式を採用した。

図 5 に，入力周波数が高い場合の NFAF135 の周波数
測定原理を示す。

図 5 周波数測定原理（10 kHz 入力時）

パルス入力が 10 kHz の場合，パルス数は 100，パル
ス間隔累積値は 10 ms ± 250 ns となり，周波数精度は以
下となり，目標の精度に対して十分な性能を持つ。

次に，入力周波数が低い場合の NFAF135 の周波数測
定原理を図 6 に示す。入力周波数が低い場合，つまりパ
ルス間隔が十分に広い場合には，250 ns の分解能はパル
ス間隔に対して微小であるため十分な精度を得ることが
できる。

図 6 周波数測定原理（50 Hz 入力時）

更新周期である 10 ms 以内にパルスが入力されない場
合，更新周期は 10 ms 単位で延長される。パルス入力が
50 Hz の場合，パルス数は１，パルス間隔累積値は 20 
ms ± 250 ns となり，周波数精度は以下となり，目標の
精度に対して十分な性能を持つ。

以上の演算方式により，0.1 Hz-10 kHz の広範囲で高
い周波数精度を実現している。

6. 販売実績

STARDOM は，2007 年に風力市場へ本格参入，その
後現在まで，主に中国の風力発電市場に多くのコントロ
ーラを販売してきている。図 7 は，中国での販売実績で
あり，主に内陸部に多くのコントローラを提供している。

図 7 中国での納入実績

7. おわりに

STARDOM は，さまざまな環境・用途・規模に適した
システムを提供するために，発売以来，ラインアップを
拡充し続けている。今回開発した NFAF135 は，海外市
場で拡大する再生可能エネルギー分野のニーズに応える
製品であり，特に他社製品にない，高精度・高信頼を実
現した製品である。風力発電システムでは，周波数を測
定する機能以外にも，周辺機器との接続のために必須で
ある通信規格があり（CANopen 注 1) ），今後も，市場に必
要とされる製品を提供し，風力発電による安定電力の創
出と地球環境保護に貢献していく所存である。
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