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節電ニーズの高まる中、

ものづくりから社会インフラ、新エネルギー・生活関連まで
その用途は広がっています。



汎用インバータ（75kW以下）
業種別の出荷実績（国内金額）
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注：インバータ効率：95％と仮定
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容量別構成比

市場規模推移（台数）

市場規模推移（金額）

ファン、ポンプ及び圧縮機
32.3％

搬送機械
15.6％

金属工作
機械

5.4％
建設・土木機械 4.6％

半導体製造装置 2.5％

製紙・印刷機械 2.7％

生活関連機器 1.6％

木材加工機械 0.4％

健康・医療・福祉介護関連機器
0.3％ その他、出荷先が

特定できないもの
20.8％

金属加工機械 4.0％

繊維機械 3.4％

化学プラント 4.6％

食品加工機械及び包装機械 1.8％

10,556kg-CO2/年

　汎用インバータは、パワーデバイスや制御技術の進展に伴い、ユーザの様々な要望にお応えしています。用途
もファン・ポンプ等の単体駆動から、ネットワークに対応した高付加価値の機械・装置まで広範囲にわたります。
今後も更なる生産効率アップ・省エネルギー化に加え、予防保全や予知保全機能の進化によりユーザのダウンタ
イム削減へ貢献していきます。 
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※CO2 排出実績（速報値）2019 年 9 月　電気事業低炭素社会協議会
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２. 省エネ効果

３. インバータの使用状況

インバータの用途は、ますます拡がっていますが、2018 年度「モータ・インバータに
関する調査」報告書（相手側機械調査）の結果によれば、インバータの装着率は約 27％と、
まだまだ低いため、インバータが活躍できる設備に適用することで、より一層の省エネ化
を図ることができます。

2018年度「モータ・インバータに関するユーザ調査」より抜粋
（一般社団法人日本電機工業会調べ）

インバータの装着率

事業所数
2018年度「モータ・インバータ
に関するユーザ調査」報告書

モータ
台数（A）

インバータ
台数（B）

装着率
（B/A）％

全体

ファン、ポンプ及び圧縮機

216 4,577,905 1,249,927 27.3％

13 379,794 74,566 19.6％

１． 拡大するインバータ需要
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回生エネルギーの有効利用 RoHS2対応

効率規格対応インバータ

Ethernet技術の適用

欧州ErP指令対応 ※16

高回転化電気安全規格への対応 機能安全規格への対応 ※11

IoTでの活用 ※14

機械側の寿命予測

大容量化

ファンレス

PMセンサレス

SoC（System on a Chip）※13

従来の半導体材料より耐熱性が高く、損失が低いことから、小形、高効率化が可能なパワーデバイス。

※13 ．SoC（System on a chip）
　大規模な制御回路を一つの半導体チップ上に集積し、高性能化している。
※14．ネットワーク技術を活用し、生産性改善、保守やエネルギー管理などにインバータがもつデータを活かす。

※16．インバータの効率規制を含む、環境配慮設計の義務付けが検討されている。

※15．

※11．IEC 61800-5-2 ( 可変速駆動システムの機能安全 ) に適合するインバータを採用することで、
　機械製造業者は IEC 61508 や ISO 13849、個別機械の規格など機能安全規格への対応が容易となる。

IGBT。

6. 技術の進歩と今後の動向
2020年

5. 技術的取組み4. ユーザの満足度

※15

（１）省エネ・高効率化
　インバータで回転数制御することで、省エネを実現できることは知られておりますが、さらなる省エネを目指して、
下記の技術に取り組んでおります。
①インバータ自体の高効率化

低損失化したパワーデバイスの採用により、インバータ自体を高効率化しています。
②モータ自体の高効率化

電気部の合理的な設計や低損失の材料の使用、また永久磁石の使用等により、モータ自体の高効率化を図っています。   
（鉄損、銅損などのモータの損失を減らすことで、高効率化を図っています）

③ドライブシステムにおける省エネ化
「自動省エネモード・機能」等の搭載により、インバータ・モータ組み合わせ時にさらなる省エネ・高効率ドライブ 
を提供できるよう機能・性能向上を図っています。

（２）電源高調波の低減
　リアクトルの高性能化・小型化に加えて、正弦波入力型コンバータを用意しています。また、通商産業省（現経済産
業省）より通知された高調波抑制対策ガイドラインの概要とインバータの高調波抑制の原理及びその対策方法について
説明したパンフレット「汎用インバータの高調波抑制対策について」を発行しています。

（３）高調波ノイズの低減対策
　パワーデバイスの低ノイズ化に取り組んでいます。また、インバータのノイズトラブルを防止するためのパンフレット
「インバータの上手な使い方（電気ノイズ予防対策について）」を発行しています。

（４）駆動特製の改善
　速度センサレスベクトル制御やオートチューニング機能の性能向上によって、」速い応答のトルク発生、高い速度の
安定性が得られるようになりました。

（５）400V級インバータのサージ対策
　400V級インバータで汎用モータを駆動する場合のサージ対策に関するパンフレット「400V級インバータで汎用
モータを駆動する場合の絶縁への影響について」を発行しています。

（6）IoTでのインバータ活用
　ネットワーク技術を活用し、生産性改善、保守やエネルギー管理などにインバータがもつデータを活かす動きがあります。
IT及びOTのプラットフォームがデータを活用しやすくするための情報モデルや辞書定義の標準化検討が進みつつあります。

全般的な品質・性能（バランス）

カタログ、資料

始動トルク

操作性

アフターサービス

耐久性、寿命

寸法、重量

電源高調波対策

価格

納期

高周波ノイズ対策

項目

年度「電動機・インバータに関するユーザ調査」より抜粋

一般社団法人日本電機工業会調べ）

満足度
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JEM 1468 汎用インバータの外形寸法記号（1996）
JEM-TR 148 インバータドライブの適用指針（汎用インバータ）（2008）
JEM-TR 169 一般用低圧三相かご形誘導電動機をインバータ駆動する場合の適用指針（1990）
JEM-TR 201 特定需要家における汎用インバータの高調波電流計算方法（2015）
JEM-TR 217 汎用インバータの用語及び標準仕様（2001）
JEM-TR 226 汎用インバータ（入力電流20A以下）の高調波抑制指針（2003）
JEM-TR 234 インバータの船舶への適用指針（2006）
JEM-TR 245 汎用インバータの規約効率の算出方法（2012）

2018年度『モータ・インバータに関するユーザ調査（相手機械調査）』報告書（2019）

汎用インバータ定期点検のおすすめ（2001）
インバータの上手な使い方（電気ノイズ予防対策について）（2008）
400Ｖ級インバータで汎用モータを駆動する場合の絶縁への影響について（1994）
周波数変換器(インバータ等)を輸出する際には許可申請が必要になる場合があります！（2013）
汎用インバータの更新は計画的に（2014）
汎用インバータの高調波抑制対策について（2015）
誘導電動機をインバータ駆動する場合の軸受電食について（2016）
「伸びゆくインバータ」2019～2020年版

〈技術資料〉

〈 報 告 書 〉

〈パンフレット〉

【資料のダウンロード方法】
①JEMAのウェブサイト（http://www.jema-net.or.jp/）にアクセスします。
②「JEMA刊行物コーナー（旧JEMAオンラインストア）
　規格、出版物・パンフレットはこちら」のボタンをクリックします。
③「無料ダウンロード　パンフレット」の
　ボタンをクリックします。
④「PDF」のボタンをクリックすれば、ダウンロードして
　入手できます。


