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1997年に期待された景気回復は，国内消費の伸び悩みな

どから，必ずしもはかばかしいものではなかったが，円安

傾向による輸出の拡大と堅調な設備投資により，汎用機器

の市場はおおむね好調であった。

富士電機の汎用機器が主として使用される各産業分野で

は，輸出市場の重要性がさらに高くなり，UL・CSA，CE

マーキング対応など海外規格に適合することが一層望まれ

るようになった。制御機器の分野では，システム構築の効

率化の要求が強まり，システムのオープン化・ネットワー

ク化が望まれている。制御プログラム作成の効率化がます

ます重要になり，プログラミング言語の IEC 規格・ JIS

規格制定により，これら国際標準に対応したプログラミン

グツールおよびプログラマブルコントローラ（PLC）を基

本とした効率化の実現が望まれている。

富士電機の汎用機器はこれらの市場要求のほか小形化・

高性能化・低価格化などの市場要求にこたえ，機能・性

能・品質を大幅に向上した新商品を市場に提供するととも

に，多くの分野で機種の拡充を図った。

PLCの分野では，時代の要求にこたえて力を注ぎ，オー

プン化・国際規格対応の要求にこたえたまったく新しい

MICREX-SXシリーズを開発した。命令処理時間 20 ns の

高速性能を実現するハードウェアのほか，プログラム互換

性のあるソフトウェア PLCを開発した。このソフトウェ

ア PLC は，国際標準のプログラミング言語を使用する。

これらの PLCと接続が容易なプログラマブル操作表示器

（POD）も新シリーズを開発した。PLC同様，ハードウェ

アと互換性のあるソフトウェア PODも併せて開発した。

これらの PLC，PODおよび機能モジュールを統合的に支

援する，統合支援システムを新たに開発した。IEC（JIS）

規格に準拠した言語を使用し，言語の混在記述，ラベルプ

ログラミングなどを実現したほか，ドキュメント機能など

の一層の向上を図った。また，プログラム作成の効率向上

を実現するため，新たに制御の流れを動作フローで示し，

機器動作を日本語で規定することで，プログラムの自動生

成を実現するプログラミング方式を開発した。

コンタクタでは，民生機器・軽産業用途向けに新シリー

ズを加えたほか，高感度コンタクタシリーズに 2機種を加

えて拡充を図った。

遮断器分野では，UL・ CSA規格認定，IEC 規格準拠

の FABシリーズを整備したほか，サーキットプロテクタ

では，同じく規格に適合した 2系列のシリーズを加えた。

同様に ULの認証を受け，CEマーキングにも対応した分

離形漏電保護リレーを開発し，海外規格対応品の拡充を

図った。

真空遮断器では，コージェネレーション用途などに高速

度機種を開発したほか，機種の拡充を図った。

産業用機器のほか，民生用機器の分野でも制御技術を生

かした各種製品を提供している。ガスメータ関連機器とし

て，感震器（地震センサ）搭載マイコンメータコントロー

ラを開発・製造しているが，寒冷地環境で使用できる機種

を開発し安全確保に寄与している。またエレベータの位置

検出用に，耐環境性に優れた近接スイッチを開発した。

回転機の分野では，CEマーキング対応を容易にし，幅

広い定出力領域を持つ工作機械用スピンドルモータの新シ

リーズを開発した。また，同期電動機（パーモシンモータ）

は，小形化・高効率化などの改良を加えた。電動機応用と

して，冷凍ユニットクーラ用換気扇の新シリーズを開発し

た。

サーボシステムでは，CE マーキングに対応するため，

欧州の低電圧指令に対応した新シリーズを開発した。また，

好評を得ている位置制御シリーズに，新たに速度制御シ

リーズを開発し機種の拡充を図った。

インバータ分野では，工作機械用として基本性能を向上

し，小形化を図りながら，EC指令に対応したスピンドル

駆動装置を開発した。EC指令対応では，汎用インバータ

についても，TU
..
V から認証を受けた。ますます用途の広

がる加熱用インバータでは，溶接などへの適用も考慮した

高出力機種を開発した。

今後一層，国際化・オープン化が進み，ますます国際競

争力のある商品が求められる。富士電機では基礎技術を蓄
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近年のオープン化，国際規格対応，制御の高速・高度化

などの要求にこたえるため，プログラマブルコントローラ

（PLC）の新シリーズを開発した。

SPH300 は，並列・分散・同期制御を可能にしたマルチ

CPU構成や，最新の LSI 技術で実現した命令処理時間 20

ns の高速処理により，1ms スキャンを実現した。プログ

ラミング言語は，IEC1131-3 準拠の国際規格対応言語を採

用した。また，CEマーキングや ULなどの規格に対応し

ているほか，Ethernet や JPCN-1，AS-I などのオープン

ネットワークに対応している。

SPS は Windows NT で動作し，SPH300 とプログラム

互換があるソフトウェア PLC である。I/O ユニットは，

直結バス（SXバス）による SPH300 増設ユニットのほか，

各種ネットワーク経由で接続可能である。
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プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ SPH300/SPS

プログラマブル操作表示器 SUG/SUS

統合プログラミング支援システム SES300

図１　プログラマブルコントローラ SPH300シリーズ

SUG は，専用ハードウェアのプログラマブル操作表示

器（POD）で，5.7 インチモノクローム・カラー中画面の

UG210，10.4 インチモノクローム・カラー標準画面の UG

400，12 インチカラー大画面の UG500 と品ぞろえも充実

している。画面作成には，共通のWindows 対応エディタ

が使用可能である。また，各社プログラマブルコントロー

ラとプログラムレス接続が可能で，接続インタフェースと

して RS-232C/485 のほか，Tリンク，JPCN-1 や SX バ

スをサポートしている。さらに，UG500 はビデオ入力に

対応している。

SUS は，パソコンやパネルコンピュータ上で動作する

ソフトウェア PODで，WindowsNTに対応している。実

行機能は，SUGと同等である。SUS の画面プログラムは

SUGと互換性がある。

図２　プログラマブル操作表示器 SUG

プログラマブルコントローラ用プログラミング支援ツー

ルを中心に，機能モジュール用ローダ，操作表示器用ロー

ダを統合した。操作の統一のほか，従来個別に設定してい

たラベル（変数）やシステム定義情報の共有化，プログラ

ミング時やデバッグ時のデータ相互参照などが容易に行え

る。統合サポート環境の実現で，サポートの質を向上させ

た。

プログラミング言語は国際規格 IEC 1131-3 準拠で，ラ

ベル（変数）プログラミング，言語の混在記述，卓越した

ドキュメント機能や優れた操作性を実現した。さらに，機

器の動作を規定する分かりやすい日本語表現の部品を，制

御の流れを示す動作フロー図に張り付けることで，プログ

ラムの自動生成を可能にした SEA300 を加え，プログラ

ミング効率の向上を実現した。

図３　統合プログラミング支援システム SES300の画面例
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エアコン，温水器，乾燥機などの民生機器・軽産業用と

して 3 kW用電磁接触器を開発するとともに改良を行い，

新 FCシリーズとして拡充を行った。主な仕様，特長は次

のとおりである。

適用範囲： 2.2 ～ 15 kW（AC220V）

寿命：電気的25万回（AC3 級），機械的100万回

許容周囲温度：60 ℃

取付け床面積を従来比約 70％（2S 形フレーム以上）

と大幅な小形化を行った。

AC440V における適用容量の格上げを行った。

モールド材としてUL94V-0 認定品を採用し，難燃性

レベルを高めるとともに，UL746A の CTI 値 250 V あ

るいは 175V の材料を使用して耐トラッキング性能の向

上を図った。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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新形民生用電磁接触器 FCシリーズ

高感度コンタクタ SJ-０Gシリーズの機種拡充

コマンドスイッチの機種拡充

図４　新形民生用電磁接触器

プログラマブルコントローラのトランジスタ出力により，

直接駆動できる高感度コンタクタ SJ-0G シリーズに，配

線の合理化や省力化にこたえる 2機種を拡充した。開発し

た機種はプリント基板搭載用ソケット（SZ6SJ12A 形）に

装着使用できるプラグインタイプと差込圧着端子を使用で

きるタブ端子付タイプで，主な特長は次のとおりである。

プラグインタイプ高感度コンタクタ SJ-0PG 形

™プリント基板搭載用ソケット（SZ6SJ12A 形）に装

着使用可能

™AC220V 1.5 kW三相誘導電動機へ適用可能

™コイル消費電力 1.4Wと低消費電力・高感度形

タブ端子付高感度コンタクタ SJ-0TG 形

™IEC，DIN 規格の 35mmレールに取付け可能

™AC220V 2.2 kW三相誘導電動機へ適用可能

（2）

（1）

図５　高感度コンタクタとプリント基板搭載用ソケット

配電盤・制御盤を主用途とするコマンドスイッチは，多

種多様な要求にこたえられる必要がある。すでに発売した

新形コマンドスイッチ（Rシリーズ）は，種々の特長（奥

行縮小，小形化，充電部保護カバーの標準装備など）を有

しており，このシリーズの拡充を含め新たに開発した機種

は次のとおりである。

角形，角大形，長角形記名式表示灯：表示部の寸法が

34mm角，40mm角，34×40（mm）の記名式表示灯

防まつブザー：特殊フィルタを採用したパネル表面部

が IP54 の保護構造を有するブザー

軽荷重非常停止用押しボタンスイッチ：接点強制開離

機構，トリガアクション機構を採用した軽操作形

角形コマンドスイッチ：化粧枠のパネル表面突出量が

3mmの薄形コマンドスイッチ

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　コマンドスイッチの追加機種

AF97-428/AF97-431

プリント基板搭載用ソケット
（SJ-０PG装着状態）

SJ-０TG
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設備や事務機の省スペース化や高機能化の進展に伴い，

コンピュータ周辺機器や電源装置などは小形化や安全性の

向上が進んでいる。これらの機器や装置の電路を保護する

ため，より小形で使いやすいサーキットプロテクタの要求

が増えている。こうした要求に対応するため，既存のシ

リーズに加えて，2系列のシリーズ（CP30P 形，CP50B

形）を開発した。主な特長は次のとおりである。

①従来品（CP30E 形）に比べて容積を 70％に小形化し

たことにより，取付スペースの削減を可能にした（CP30P

形）。②定格電流の適用を最大 50Aに拡大した（CP50B

形）。③取っ手部はトグルハンドル式を採用し，操作しや

すくした。④世界の主要規格であるUL・CSA規格，およ

び TU
..
V 認証（EN規格）を取得し，厳しい絶縁性能を満

足した。
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電子化機器保護用サーキットプロテクタ

UL・CSA規格認定配線用遮断器 FAB

輸出専用の漏電保護リレー

図７　サーキットプロテクタ

日本から世界各国に輸出される機械装置は，それぞれの

市場で要求される規格に適合したうえで装置の仕様を共通

化する動向にある。したがって，使用される機器は世界の

主要な規格に適合していることが必須（ひっす）となる。

このような状況に対応するために，欧米の主要規格に適合

した FAB（富士オートブレーカ）シリーズを新たに整備

したので紹介する。主な特徴は次のとおりである。

① UL・CSA規格認定ならびに IEC（EN）規格に準拠。

②端子構造はブロック端子，平形端子，バー直接接続方式

およびバスバーリンクシステム接続など豊富な接続方式が

可能。③定格プラグを差し換えるだけで簡単に定格電流を

変更できる定格可変方式を採用。④内装付属装置は，ユー

ザー取付け可能なカセット取付方式。

図８　新シリーズ FAB 100～ 1,200AF

近年，PL法の施行などによる企業の安全・予防保全意

識の向上から，大形の産業用機器，特に半導体装置に搭載

する漏電保護リレーの需要が増加している。また，輸出比

率の高いメーカーや海外のメーカーからは，EMC指令・

低電圧指令やUL規格に準拠した製品が強く要求されてい

る。こうした要求にこたえるため，CEマーキング，UL規

格に同時に対応した分離形漏電保護リレー（EL形）を開

発した。主な特長・仕様は次のとおりである。

CEマーキング対応（EMC指令，低電圧指令）

UL1053（機器保護用漏電保護装置）認証品

仕様： ZCT径 90mm，115mm，制御電圧 120/240V，

定格感度電流 30mA，40ms 動作（250mA漏電時）

（3）

（2）

（1）

図９　漏電保護リレー（EL90P0)

AF97-301/AF97-300

AF97-568

CP30P形

CP50B形



富士時報 Vol.71 No.1 1998

PWM-APR は，IGBTを用いた PWM（パルス幅変調）

制御方式により，交流出力電圧の振幅を制御する交流電力

調整器である。1996年 7 月発売の単相降圧形（入力電圧

200V，出力電流 80，160A）に続き，三相降圧形の製品

（入力電圧 200 V，出力電流 40，80，160A）を 1997年8

月に発売した。主な特長は次のとおりである。

高調波対策が不要（ガイドライン回路分類 6に相当）

さまざまな負荷に適用可能（容量性負荷，抵抗負荷，

誘導性負荷，整流負荷）

入力力率と負荷力率が同一

所要電源容量が負荷容量と同一

正弦波電圧として入力電圧の 0～ 95％を出力（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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交流電力調整器 PWM-APRシリーズ

コージェネレーション用高速度真空遮断器

真空遮断器の新シリーズ

図１０　交流電力調整器PWM-APR（三相200V，40A）

コージェネレーションシステムの普及に伴い，このシス

テムと商用系統を連系運転するケースが増えている。この

ようなケースにおいて，商用系での地絡・短絡事故時の瞬

時電圧低下による自家発電系統での電圧低下をできるだけ

短くし，重要負荷への悪影響をなくすことが望まれている。

すなわち，商用系統での事故時には連系点を高速度で切り

離すことが必要となってくる。今回，この商用系側の事故

を短時間で分離するための高速度真空遮断器を開発した。

この遮断器は，遮断部である真空バルブと電磁反発コイ

ルを内蔵した高速開極機構と真空遮断器の操作機構を組み

合わせて構成している。定格電圧 7.2 kV，定格電流 1,200

A，定格遮断電流 25 kA，遮断時間 1サイクルを実現し，

自家発電系重要負荷の安定運転継続を可能とした。

図１１　コージェネレーション用高速度真空遮断器

定格電圧 3.6 ～ 36 kV の電動操作形真空遮断器HS-Nシ

リーズは，市場で高い評価を得ている。一方，配電盤の省

スペース化，合理化，高信頼性化などの強い要求があり，

新形電動操作形真空遮断器を開発し，HS-E シリーズとし

ての機種の拡充を図ってきている。このたび，追加拡充し

た真空遮断器の定格・仕様と特長は次のとおりである。

定格・仕様

™電圧 24 kV，遮断電流 25 kA，電流 630～2,000A

™据付け方式：据置形，引出形（CW，MW・PWクラ

ス対応）

特　長

™軽量（従来比約 70％）である。

™シンプルな機構と構造の採用で動作信頼性が高い。

™操作消費電力が小さい。

（2）

（1）

図１２　真空遮断器 HS-Eシリーズ（24kV，25kA）

関連論文：富士時報　1997.8 p.438-440

AF97-277
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工作機械や包装機械など，制御回路の小形化が求められ

ている。この要求に対応した新形タイマを開発した。従来

のタイマは，本体とソケットを分離するプラグイン方式で

あるのに対し，新形タイマ（MS7S1 形）は，これを一体

形にして小形化を図ったものである。MS7S1 形は，取付

面からの高さを大幅に縮小できるので，制御盤の奥行を小

さくできるメリットが生じる。主な特長は次のとおりであ

る。

時限回路は CR発振計数方式を採用し，60分まで定格

時限を用意

電源電圧はAC100/200V 共用

取付面からの高さ寸法が 51.3mmと小形（当社従来

比最大 40％減）

（3）

（2）

（1）
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小形スーパータイマ

溝形磁気近接スイッチ

寒冷地向け感震器搭載形マイコンメータコントローラ

図１３　小形スーパータイマ（MS7S1形）

家庭用エレベータの普及やビルの高層化に伴い，エレ

ベータの位置検出用センサにはより高い信頼性と精度が求

められるようになった。こうした要求に対応するため，密

閉タイプの高信頼性リードスイッチを採用し，耐環境性に

も優れた溝形磁気近接スイッチを開発した。主な特長は次

のとおりである。

マグネットとリードスイッチの配置を最適化すること

により動作精度を向上し，エレベータの揺れなどがあっ

ても安定した検出が可能

操作用電源が不要で，交直両方の信号を開閉可能

動作状態を確認できる表示用 LEDを装備

保護構造は IP67（IEC 規格）に適合（4）

（3）

（2）

（1）

図１４　溝形磁気近接スイッチ

マイコンメータは，ガスの消し忘れ，ゴム管外れ，地震

などの異常時にガスを遮断する保安機能付ガスメータとし

て高い評価を受けている。

富士電機では，1996年から標準環境向けコントローラに

感震器（地震センサ）を搭載した感震器搭載形コントロー

ラを製造しているが，新たに寒冷地環境向け感震器搭載形

コントローラを開発した。主な特徴は次のとおりである。

寒冷地環境でも使用可能となるよう電源電池の強化を

行った（使用温度範囲：－25 ～＋40 ℃）。

小形マイコンの採用により，寒冷地環境向けでも従来

と同一寸法を維持し，取付け互換性を有している（マイ

コン占有面積：従来の約 31％）。

（2）

（1）

図１５　寒冷地向け感震器搭載形マイコンメータコントローラ

AF97-505

AF97-413
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富士電機は，合成繊維機械用として数多くの永久磁石式

同期電動機「パーモシンモータ」の納入実績がある。今回，

市場のニーズにこたえ，小形・軽量，高効率，軸の温度上

昇低減などの改良を加えた新シリーズを発売した。永久磁

石には高性能な希土類磁石を採用し，さらに回転子形状の

最適化を図ることにより大幅な小形・軽量化を実現してい

る。機種と主な特長は次のとおりである。

機　種：全閉外扇形，枠番 90L ～ 112M

4 極，出力 500W～ 2.2 kW

小形化：従来品に対し，体積比で平均 40％の低減

特　長：低慣性化による応答性の向上

汎用電動機との取合い寸法の共用化

巻線作業の機械化による短納期対応

（3）

（2）

（1）
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汎用機器

回転機・可変速機器

新形パーモシンモータ

冷凍ユニットクーラ用有圧換気扇

工作機械用スピンドルモータ

図１６　新形パーモシンモータ（1.5 kW 4 極）

ユニットクーラは，野菜，アイスクリーム，鮮魚などの

保存用冷凍庫に取り付けられる。このため，これに使用さ

れる有圧換気扇は，鮮魚などの冷凍時には，－50 ℃で運

転され，また，冷却器の氷・霜取り時は水や氷が激しく落

下する厳しい環境にさらされる。

富士電機では，こうした用途向けに性能を向上させた新

シリーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

ファン径 30 ～ 45 cm（4機種）をラインアップした。

軸貫通部に独自の防水構造を採用し，広範囲の温度条

件での運転と霜取り時の防水性を両立させた。

新形翼の採用で送風直進性を大幅に改善した。

電動機に加熱保護素子を内蔵し，氷結ロック時の電動

機焼損防止を行った。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１７　ユニットクーラ用有圧換気扇

工作機械業界においては「加工の複合化」「高速化」の

基本的な流れに加え，「CEマーキング対応」の要求が高

まっている。これらの市場要求にこたえるため，工作機械

用スピンドルモータ「MVEシリーズ」を開発した。出力

1.1/0.75 kWから 30/22 kWまで短時間定格出力を持つ二

重定格として10機種をシリーズ化した。また，基底速度の

1,500 r/min から 6,000 r/min まで広い定出力領域を確保し

ている。主な特長は次のとおりである。

CEマーキング対応のため，端子台式端子箱を標準採

用し，国際化への対応，配線作業の向上を図った。

電動機巻線にサーミスタ素子を内蔵し，最適なトルク

制御および巻線の過熱保護を行った。

経済性向上のため，主要部品は汎用電動機と共通にし

た。

（3）

（2）

（1）

図１８　工作機械用スピンドルモータ（7.5/5.5 kW）
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サーボシステムは，適用分野の拡大に伴いニーズの多様

化・高度化が進んでいる。これらの要求にこたえるため，

すでに発売済みの位置制御シリーズ（RYG-L/R 形）に，新

たに速度制御用としてRYG-Vシリーズを開発し，シリー

ズの拡充を行った。主な特長は次のとおりである。

高機能化

™アナログ指令入力を 4チャネルに拡大し，速度制御，

トルク制御の複合化，柔軟性の向上を図った。

™従来のパルス列運転機能に加え，原点復帰，割込み

位置決め機能を付加し，広範囲な機械の特殊運転に対

応できるようにした。

適用電動機の機種充実

™GRH，GRK，GRS 3 シリーズの各電動機への接続を

可能とし，選択自由度の向上を図った。

（2）

（1）
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汎用機器

回転機・可変速機器

速度サーボアンプ RYG-Vシリーズ

低電圧指令対応サーボアンプ

工作機械用スピンドル駆動装置 FRENIC5000MS5

図１９　速度サーボアンプ RYG-Vシリーズ

欧州連合（EU）加盟国内での貿易障壁を取り除くため，

製品には規格に準拠した証明として，CEマークを添付す

ることが義務づけられた。今回の低電圧指令は 1997 年１

月１日から施行され，特に人的に感電するおそれのある場

所の絶縁が厳しく規定されている。これらの状況を踏まえ，

低電圧指令に対応した新サーボアンプシリーズの開発を

行った。要点は次のとおりである。

低電圧指令への対応機種：RYE，RYGシリーズ

絶縁強化に関しては，DIN-VDE0660 の規格に基づき，

製品内部の高電圧部と低電圧部の空間距離および沿面距

離を増やし，適合させた。

対応機種に対しては，アンプに CEマークを添付し自

己宣言書を用意している。

（3）

（2）

（1）

図２０　低電圧指令対応サーボアンプ

近年の工作機械業界のACスピンドル駆動装置に対する

要求として，装置の小形化，複合加工の対応，および EC

指令に代表される各種の規制への対応などが挙げられる。

FRENIC5000MS5 シリーズはこれらの要求にこたえるた

めに開発した製品で，従来個別のシリーズであった FRE

NIC5000V3/M3 シリーズを構造やオプションの共通化を

行い，制御方式でトルクベクトル制御の「FRENIC5000

M5 シリーズ」と高性能ベクトル制御の「FRENIC5000V5

シリーズ」を選択できるシステムとした。このシリーズは

次の特長を有している。

①コンバータ分離構造の採用により柔軟な機種対応が可

能，② EC指令対応を標準仕様，③オプション機能の充実，

④回転むらの低減，応答性の向上など基本性能の改善，⑤

従来製品比約 60％（据付け面積比）の小形化を実現。

図２１　スピンドル駆動装置 FRENIC5000MS5

AF96-407

関連論文：富士時報　1997.12 p.638-641
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富士電機では，IGBTインバータとして，FRENIC5000

G9S，P9S，VG5S シリーズを市場に展開し，好評を得てい

るが，さらに大容量化の要求を満たすべく，系列の拡大を

図った。これにより大容量まで，同一システムでの構築を

可能とした。大容量インバータの特長は次のとおりである。

インバータ容量の拡大…… G9S：～400 kW，P9S：～

500 kW，VG5S：～ 800 kW

前面メンテナンス……保守性向上のため，各相ごとに

トレイ化した多段積み構造とし，各トレイ単位での交換

を可能とし，設備のダウンタイムを短縮した。

また，最近問題視されている高調波対策として，12 パル

ス整流器や PWMコンバータについても，これら大容量

インバータに合わせた容量系列整備を図った。

（2）

（1）
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汎用機器

回転機・可変速機器

大容量 IGBTインバータ

汎用インバータ低電圧指令対応

20 kW汎用加熱インバータ

図２２　大容量 IGBTインバータ

欧州に輸出される電気機器については，1997年 1 月 1 日

から低電圧指令に関して，CEマークの張付けが義務づけ

られた。低電圧指令は，直流 75V 以上 1,500 V 以下，交

流 50V 以上 1,000 V 以下の電気機器が対象であり，汎用

インバータは，低電圧指令適用の対象品とみなされている。

低電圧指令への適合を証明する方法は，適合する規格に従

い評価し自主宣言する方法，または欧州の認証機関により

適合性の証明を受け自主宣言する方法がある。

汎用インバータ FRENIC5000G9S 三相 200V・400V シ

リーズ（～ 22 kW），FVR-E9S 三相 200 V・400 V，単相

200V シリーズは，低電圧適合規格VDE0160/1988に基づ

いて TU
. .
V 認証を取得し，FRENIC5000G9S 三相 400 V

（30 kW～）は適合規格に従って評価し，自主宣言を行い

CEマークの張付けを完了した。

図２３　汎用インバータ

汎用加熱インバータの小容量機（2.5 ～ 5 kW）は高出力

電磁調理器として業務用厨房（ちゅうぼう）機器に，中容

量機（7～ 15 kW）は大形フライヤ，大形焼物機などの食

品工業用あるいは熱処理などの産業用に広く使用され好評

を得ている。

この加熱インバータを「溶接」のような加熱溶解や大規

模熱処理などの用途に適用したいと，顧客から強く望まれ

ていた。このたび，こうした要望にこたえる機種として，

20 kW容量機を開発した。特長は次のとおりである。

富士電機独自のγ角制御とフルブリッジ方式により現

行シリーズに比べ制御性能の向上と高出力化を実現

高性能フィンの採用により風冷方式で 20 kWを実現

操作パネルは現行シリーズと共通化し，さらにシステ

ム連動用として I/Oインタフェースを標準装備

（3）

（2）

（1）

図２４　汎用加熱インバータ（形式HFR200C7K-2）

関連論文：富士時報　1997.12 p.634-637

関連論文：富士時報　1997.12 p.654-657

FVR-E9Sシリーズ FRENIC シリーズ
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