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富士電機は，省エネルギー（省エネ）や安全・安心に

貢献する計測制御システムおよび計測機器を提供してい

る。中でも温度調節計は，高品質でコストパフォーマン

スに優れた「PXRシリーズ」を中心に，多くの支持を得
ており，全世界で販売累計 300 万台を超えている。

「PXFシリーズ」は，富士電機の主力製品である PXR
シリーズの使いやすさはそのままに，多機能型「PXGシ

リーズ」の機能をさらに拡張し，グローバル市場に対応
したモデルである（図₁）。

1　富士電機の温度調節計ラインアップ

富士電機では用途や価格帯別にさまざまな温度調節計
をラインアップしている（図₂）。小型装置から各種製造

装置・圧力制御装置まで，また，オン－オフ制御からカ

スケード制御まで幅広いアプリケーションに対応してい

る。

表₁に，PXFシリーズの機能と従来機の PXRシリーズ，

PXGシリーズの機能との比較を示す。「PXFシリーズ」は，

主力製品 PXRシリーズと多機能型 PXGシリーズの特徴
を包含し，高速化・高機能化することでグローバル市場
に対応した最新モデルである。

2　「PXFシリーズ」の特徴と新機能

₂.₁　特　徴

⑴　高速の入力サンプリング周期・制御演算周期
入力サンプリング周期を従来機（PXRシリーズ）比

1/10の 50msに高速化し，制御演算周期も 1/5の 100ms
に高速化した。また，入力指示精度も従来の±0.5%から

±0.2%に高めた（測温抵抗体入力における，0〜 850 ℃
レンジでの PXRとの比較）。これにより，きめ細かな制
御が可能になり，設備における生産性・加工品質の向上
に貢献する。

⑵　業界最小クラスのサイズ

従来製品に比べて体積を約 25%小型化した。業界最小
クラスのサイズで（盤内奥行 58mm），設備の小型化に貢
献する。

⑶　ユニバーサル入力
パラメータを変更するだけで，熱電対や測温抵抗体，

電圧，電流，DC mVに対してユニバーサル入力が可能で

ある。保守用の温度調節計の在庫が削減でき，現場での

突然のセンサ変更にも対応することができる。

₂.₂　新機能

⑴　2自由度 PID制御機能
従来 PID 制御では，設備の昇温時に立上げ時間を重
視したチューニングを行うとオーバーシュートが大きく

なり，逆にオーバーシュートを抑えたチューニングを行
うと立上げ時間が延びるという問題があった。そこで，

PXFシリーズでは，設定値に近づいたときに PID 制御量
を変える 2 自由度 PID 制御機能を搭載し，立上げ時間短
縮とオーバーシュート抑制を両立した。これにより，生
産性・品質確保の両方の課題を解決でき，操業の効率化・

省エネに有効である（図₃）。
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図 2 　 温度調節計のラインアップと位置付け
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図 1 　「PXF シリーズ」
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グラフ表示が可能である（バーグラフ表示は PXF5と
PXF9のみ対応） 。
補助ディスプレイには，おのおののパラメータに対応

した番号を表示する機能を備えている。電話による遠隔
サポートの場面でもパラメータ番号を用いて情報交換を

行うことにより，対象となるパラメータを正確かつ迅速
に把握することができる。

表示器は，機能や用途に関連付けて 4 色（白，緑，赤，

だいだい）に色分けしており，安全操業にも配慮している。

⑶　簡易電力モニタ機能
設備の電力消費量を簡易的に監視でき，ユーザの省エ

広視野角・高コントラストのMVA液晶パネルを搭載
するとともに，現在温度（PV）の表示には白色表示を採
用し視認性を高めた。

上下 2段の文字表示スペースには 11セグメント表示を

採用することで，英文字を読みやすくして，視認性を向
上した。液晶表示としては業界最大の文字高さ（PXF4：
15.3mm，PXF5：18.1mm，PXF9：26.0mm）を確保し，

離れた場所からの温度監視にも配慮している（図₄）。

また，PVと SV（設定温度）の表示に加えて補助ディ

スプレイを搭載しており，時間表示・電力量表示・バー

表₁　﹁PXF シリーズ﹂ の機能

シリーズ名称 PXFシリーズ PXGシリーズ（従来機） PXRシリーズ（従来機）

入力サンプリング周期 50 ms 200 ms 500 ms

制御演算周期 100 ms 200 ms 500 ms

表示器
11セグメントキャラクタ

４色カラー表示（ＰＶ表示は白色）
広視野角・高コントラストMVA液晶パネル

７セグメントキャラクタ
赤，緑色

高輝度LED表示

７セグメントキャラクタ
赤，緑色

高輝度LED表示

ユーザ割り当てキー ○ ○ ―

桁送りキー ○ ― ―

2自由度PID制御 ○ ― ―

電動バルブ制御    □*1 □ ―

簡易電力モニタ機能 ○ ― ―

稼動時間警報機能 ○ ― ―

ランプＳＶ ○ ○ ―

ランプソーク機能 ○　64ステップ ○　32ステップ □　16ステップ

ローダ通信ポート ○　ＵＳＢ給電 ○　ミニジャック（給電なし） ―

警報・イベント出力 □　最大3点（最大5点*1） □　最大5点 □　最大3点

警報・イベント出力種類 400種以上 82種 31種

イベント入力 □　最大5点*1 □　最大5点 □　最大2点

イベント入力種類 50種以上 48種 12種

ヒータ電流モニタ機能 □　最大100 A ― ―

ヒータ断線警報 □　最大100 A □　最大50 A □　最大50 A

RS-485通信ポート □　最大115.4 kbits/s □　最大19.2 kbits/s □　最大9.6 kbits/s

プログラムレス通信 Siemens-S7, 
Mitsubishi Qシリーズ対応*1 ― ―

無線ローダ Bluetooth*2, 3 ― ―

奥行寸法（盤内） 58 mm 78 mm 78 mm

○：標準機能， □：オプション機能
＊1：2015 年4 月発売，＊2：開発検討中，＊3：Bluetooth： 米国Bluetooth SIG, INC. の商標または登録商標
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図 3 　 2 自由度 PID 制御機能

図 4 　 表示器
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ネをサポートする。

業界で初めて，制御対象のヒータ消費電力量の監視を

行うことができる簡易電力モニタ機能を搭載した。これ

は，制御出力の種類がリレーの場合に対応している。現
場で操業改善を行った際の省エネ効果の評価，セットメー

カーにおいて装置の消費電力量の事前評価などに使用で

きる（図₅）。

⑷　稼動時間警報機能
保守点検時期を知らせ，設備の予防保全をサポートする。

温度調節計自身の稼動時間が設定した時間に達すると

警報を発する機能を搭載した。同一設備内の最短寿命の

保守部品に警報時期を合わせることで，設備の予防保全
に利用できる。予防保全用のタイマを設ける必要がなく

なり，システムコストの削減が可能になる（図₆）。

発売時期
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ヒータ負荷

あらかじめ設定した固定の負荷電圧と負荷
電流から，ヒータのオンした割合に従い消
費電力を計算する。
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図 5 　 簡易電力モニタ機能
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。


