
富士時報 Vol.73 No.1 2000

システムコンポーネンツ

展　望

プログラマブルコントローラ

器　具

回転機・可変速機器

1999年は国内の設備投資が低迷し，東南アジア，中国，

韓国での経済の停滞が響いて全般に低調であったが，後半

明るさの見える展開となった。このような経済環境の変化

が，経営と生産・販売現場の直結（垂直統合）など種々の

変革を及ぼしている。

富士電機はその対応として，システムコンポーネンツの

開発を強力に進め多くの成果を上げた。システムコンポー

ネンツにおける技術開発の共通的なコンセプトは，機種そ

れぞれの低価格化，高機能化，高性能化，オープン化，小

形軽量化，高効率化，国際化対応であるとともに，省エネ

ルギー，自動化，合理化システムなど，システム対応力の

追求である。

最近の産業界では，機械加工組立産業や FA，物流，環

境といった分野で設備のシステム化が進み，システムコン

ポーネンツの標準化，カスタム化，複合・システム化が浸

透してきている。

こうしたなかで制御システムの中核であるプログラマブ

ルコントローラ（PLC）の分野では，各種オープンネット

ワークに対応するマスタ/スレーブモジュールの開発およ

び制御プログラムの効率的・省力的な開発環境を提供する

統合プログラミング支援システム D300win を開発した。

D300win は，システム構築の要（かなめ）となるもので，

システム全体の改変，保守がこれ 1台でできるとともにプ

ログラム自動生成機能を持っている。PODでは，SXとの

バス結合化を実現するとともに描画速度の大幅アップを図

り，あわせて画面サイズのシリーズ化を行った。ビットレ

ベルのオープンネットワークとしてAS-i（Actuator Sen-

sor Interface）の展開を進めるとともに，AS--i 用機器シ

リーズの拡充を図った。

インバータ分野では，1998年の高性能汎用インバータ11

シリーズに続いて，ベクトル制御インバータ FRENIC

5000VG7 シリーズを開発した。このシリーズの特長は，

サーボに近い高速・高精度（ 0.005 ％精度，100Hz 応答）

の制御応答を実現したほか，PROFIBUS，DeviceNet な

どのオープンネットワークに対応したことである。さらに

アプリケーションソフトウェア（シーケンス制御，張力制

御，位置制御など）を組み込んだオプションカード（UPAC）

を併用することにより，フレキシブルなシステム対応が可

能となる。

サーボシステムでは，高性能サーボシステム FALDIC-

αの展開を行い，各方面のユーザーからの要望を反映し
たシリーズ拡充を積極的に行った。サーボモータではスリ

ム・キュービック 2系列で 50Wから 5kWまでを開発し

た。またサーボアンプでは，ネットワーク対応の一つとし

て RS-485，SXバス/Tリンクなどのインタフェースを開

発し，上位ネットワークとの接続を可能とした。さらに単

相 100V 電源仕様の開発をはじめ機種拡充・性能改良を進

め，速度制御応答 600Hz 以上・整定時間 1ms 以下を実

現した。

配電盤収納器具分野では，「国際性」「安全性」「実用性」

「小形化」「環境性」をコンセプトに新形電磁開閉器 NEO

SCシリーズを開発するとともに，コンパクトツインブレー

カ，サーキットプロテクタのシリーズ拡充，新形高圧真空

電磁接触器の開発などを行った。また，配電盤の小形化・

省配線の観点から高い評価を得ているディジタル形多機能

リレーF-MPC60 の機能・性能向上と適用範囲拡大を狙い

に RS-485 対応，3CT方式にも対応した F-MPC60Aを開

発した。さらに低圧配電回路の計測・監視用に好評の集合

形配電監視ユニットF-MPC04 シリーズに分電盤用電力監

視ユニット F-MPC04P を開発した。これは機能をエネル

ギー管理に限定した経済的なシステム構築の要望にこたえ

るものである。

省エネルギー対応としてはこのほか，電動機の高効率化

ニーズの高まりに対応するため，同期電動機と専用インバー

タを組み合わせた FESPACシリーズを開発した。誘導電

動機（インバータ駆動）に比べ総合損失電力を 35 ％低減

できる。

富士電機では，システムコンポーネンツとして，今後一

段と加速するであろうグローバル化，オープン化に対応で

きる基礎技術，要素技術の研鑽（けんさん）に努めるとと

もに，顧客各位との密接な交流によりニーズに合った高性

能，高品質の製品開発を担っていく所存である。

＋－
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統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」において

各種のオープンネットワークに対応する機器を開発した。

富士電機の専用ネットワーク機器に加え，多くの国際的

オープンネットワーク機器との接続を可能とした。また，

これらマスタモジュールに接続される，各種のスレーブモ

ジュールも用意されている。

コントローラレベルネットワーク

™FL-net モジュール

デバイスレベル

™デバイスネットマスタモジュール

™JPCN-1 マスタモジュール

ビットレベル

™AS-i マスタモジュール

（3）

（2）

（1）
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プログラマブルコントローラ

MICREX-SXシリーズのオープンネットワーク接続機器

MICREX-SXシリーズの統合プログラミング支援システム

プログラマブル操作表示器 UG20シリーズ

図１　MICREX-SX用オープンネットワーク機器

図２　D300win Ver2.0 の画面例プログラマブルコントローラの高機能化に伴い，複雑

化・高度化・大規模化する制御プログラムを，効率的・省

力的に開発可能な環境が求められるなかで，統合プログラ

ミング支援システムを開発した。主な特長は次のとおりで

ある。

ユーザーインタフェースを一新し，操作性を大幅に改

善。さらに操作を快適にするカスタマイズ機能も搭載。

高速なコンパイル機能の実現により，全工程での開発

作業効率の大幅な向上を実現。

エディットウイザード機能の採用によりプログラミン

グ作業の省力化を実現。また，ユーザー教育負担を軽減。

強力なクロスリファレンス機能と，エディタ，デバッ

ガとの連携を実現し，これまでユーザーの大きな負担と

なっていた検索・修正作業を軽減。

（4）

（3）

（2）

（1）

プログラマブル操作表示器（POD）UG20 シリーズに次

の機種拡充，機能追加を図った。

UG420H でアナログ RGB 入力対応機種を開発した。

パソコンなどの画面と PODの画面をオンラインで切り

替えて表示することができる。

5.7 インチ画面サイズの UG220H を開発した。5.7 イ

ンチから 12.1 インチまで 4種類の画面サイズにて，シ

ステムに最適な機種の選択ができる。

SXバス通信インタフェースを開発した。MICREX-

SX と SXバスで直結でき，表示，操作の高速応答が可

能である。

CEマーキング，UL/cUL 規格対応機種を開発した。（4）

（3）

（2）

（1）

図３　プログラマブル操作表示器 UG420H

AF99-341/AF99-340/AF99-13/AF99-339

AF98-302/AF98-314

JPCN-1
マスタモジュール

デバイスネット
マスタモジュール

AS-i
マスタモジュール

FL-net
モジュール
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中大形電磁開閉器 NEO SC シリーズは，「国際性」「安

全性」「実用性」「小形化」「環境性」という五つのコンセ

プトを軸に開発した。

安全性，環境性が重要視されるなかで，JIS 規格の国際

化が進みつつあり，新たに制定された JIS 規格，国際規格

に準拠し，標準品で海外規格の認証取得をしたグローバル

商品としたこと，直流操作専用品の拡充などにより機種選

定と手配の簡素化，および保守用部品を含めた迅速な供給

で顧客に貢献する。

また，短絡事故時の波及事故防止性能の向上，アークス

ペースフリー化，端子カバー，相間バリヤなどのオプショ

ン品の品ぞろえで安全性の向上，レール取付け機種の拡充

と使用周囲温度を 55 °Cに拡大，追加補助接点の充実など

により実用性の向上を図っている。
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電磁開閉器 NEO SCシリーズ

NEO SCシリーズ新形サーマルリレー

電子化機器保護用サーキットプロテクタの応用品

図４　電磁開閉器 NEO SCシリーズ

サーマルリレーは，電磁接触器と組み合わせて電動機の

焼損保護機器として各種設備の自動化・省力化機器ととも

に広く用いられている。近年では，生産システムが複雑

化・大規模化しており，電動機の故障がシステム全体に与

える影響は大きく，保護の信頼性をより向上させることが

望まれている。これにこたえるために次の狙いで新形サー

マルリレーを開発した。

保護精度の向上

高信頼性 1a1b 接点の採用

幅寸法の縮小化

各種機能の追加

豊富なオプションユニット

世界の主要規格に適合（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　新形サーマルリレー

設備や事務機の省スペース化・高機能化の進展に伴い，

事務機器や電源装置などは小形化・小容量化が進んでいる。

これらの機器や装置の電路を保護するため，プリント板に

搭載可能なサーキットプロテクタや，低負荷容量を有する

補助スイッチ付きの要求がある。こうした要求に対応する

ため，既存のシリーズ（CP30P 形，CP50B 形）の応用品

を開発した。主な特長は次のとおりである。

小形でプリント板に直接接続できる端子構造により，

配線を不要にした（CP30P/□ P形；□ R形）。

微小負荷専用の補助・警報接点により，低負荷容量へ

の適用を可能にした（CP30P/□ W1 形；□ K1 形，

CP50B/□W1形；□K1形）。

世界の主要規格であるUL・CSA規格，ｬおよびTÜV

認証（EN規格）をバリエーション付きにて取得した。

（3）

（2）

（1）

図６　電子化機器保護用サーキットプロテクタの応用品

関連論文：富士時報 1999.7 p.357-376

関連論文：富士時報 1999.7 p.377-382

AF98-282

AF99-226/AF99-225

CP30P/□ P形
CP30P/□ R形

CP50B/□W1形
CP50B/□ K1形
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高圧電動機や高圧コンデンサの開閉用電磁接触器は，そ

の普及とともに，高品質化が従来以上に強く要求される一

方，経済性，取扱い性などに対する要求も厳しいものとなっ

ている。このたび，富士電機は高圧真空電磁接触器の全面

モデルチェンジを行い，より一層の安全性，信頼性，取扱

い性を追求した「VMC・HNシリーズ」を発売した。

専用 ICを使用したスーパーマグネットの搭載により，省

エネルギー化，動作信頼性の向上を図るとともに，正面デ

ザインパネルの共用化によるパネル外形寸法の統一，ヒュー

ズ交換が容易な構造，豊富な据付け方式など使いやすさを

特長とした商品となっている。定格電圧は 3.3 kVと 6.6 kV，

定格電流は 200Aと 400A，そしておのおのに操作方式と

して常時励磁式とラッチ式の 2種類を用意している。
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新形高圧真空電磁接触器 VMC・HNシリーズ

新形マルチリレー F-MPC60A

分電盤用電力監視ユニット F-MPC04P

図７　高圧真空電磁接触器 VMC・HNシリーズ

高圧受変電設備に用いるメータ，保護継電器，制御機器，

トランスデューサ機能をコンパクトに一体化したディジタ

ル形多機能リレーとして 2CT方式の F-MPC60 を販売中

である。今回，抵抗接地系への適用を踏まえた 3CT方式

品のシリーズ拡大と，2CT方式品の機能・性能向上を併

せて図ったF-MPC60Aを開発した。

主な改善点と特長は次のとおりである。

77 kVまでの高圧・特別高圧回路への適用が可能。

エネルギー管理・電気設備保守用の機能としてデマン

ド計測（電流，電力），高調波計測（電流，電圧）およ

びプレアラーム（OCA）を追加。

汎用インタフェースであるRS-485 対応品を追加。

フレキシビリティの高い，選択入出力方式の採用。（4）

（3）

（2）

（1）

図８　新形マルチリレー F-MPC60A

低圧受配電設備の電路情報すべてを計測・監視可能な集

合形配電監視ユニットF-MPC04 を発売して好評を得てい

る。一方，より経済的な投資でエネルギー管理に限定した

システム構築の要望も強く，今回，分電盤用電力監視ユニッ

トF-MPC04P を開発した。以下に特長を記す。

電気エネルギー管理用途のみに狙いをしぼり，１台で

８フィーダを計測。小形化，低コスト化を実現（計測項

目は電流，有効電力，有効電力量，デマンド有効電力の

最大値に限定）。

計測ユニットと表示・設定器が分離方式であり，コス

トパフォーマンスが高い製品構成。

専用分割形 CTおよび既設 CT（＊＊/5A）との組合

せができ，既設盤への対応も容易。

操作性・上位通信手順はF-MPCシリーズで統一。（4）

（3）

（2）

（1）

図９　分電盤用電力監視ユニット F-MPC04P

関連論文：富士時報 1999.7 p.387-390

AF99-160

表示・設定器電力計測ユニット
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1997年の「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」（地

球温暖化防止京都会議）での決定を受け，地球温暖化の原

因となる二酸化炭素の排出量を削減した低公害車としてハ

イブリッド車，電気自動車などの発表，発売が相次いでい

る。富士電機では，日産自動車（株）とハイブリッド車用

DC-DCコンバータの開発を行っている。主な特長は次の

とおりである。

降圧コンバータと緊急対応用昇圧コンバータとを一体

化しているため小形，軽量。

高効率：89 ％。

アルミ電解コンデンサレス設計のため長寿命。

信頼性向上のための各種保護，警報出力を搭載。

今後はシリーズ化とさらなる高効率，低ノイズ化，小形

化を図っていく。

（4）

（3）

（2）

（1）

73

システムコンポーネンツ

器　具

車載用DC-DCコンバータ

AS-i スレーブ（AS-i 対応機器）

コンパクトツインブレーカの機種拡充

図１０　ハイブリッド車用DC-DCコンバータ

年々，制御系の高度化により配線などの人的作業が増加

傾向にある。今回，配線などの人的作業低減をすることが

できるビットレベルのオープンネットワークAS-i（Actu-

ator Sensor Interface）用スレーブで，日本市場に適した

ものを開発した。主な特長は次のとおりである。

50 × 77 × 19（mm）の小形で薄形形状。

AS-i ケーブルに圧接接続可能，またねじ端子付きの

ため一般ケーブルも接続可能。

アクチュエータ，センサへの接続は，コネクタによる

ワンタッチ接続。

センサ電源は，日本仕様にあったDC24V 供給。

通信エラー，過負荷，0アドレス，などの異常状態表

示灯付き。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　AS-i スレーブ

分電盤の組立合理化・省配線化を目的とした電源側端子

プラグイン方式のコンパクトプラグインブレーカに，負荷

側端子を差込端子構造としたシリーズを開発した。負荷側

電線接続作業が，ねじなしでワンタッチで行え，クイック

施工と保守性の向上に貢献する。また，電線挿入量確認表

示付きで，接続作業の信頼性向上が図れる。

製作機種

配線用遮断器（形式：F52Q，F52QNR，F52QNT）

漏電遮断器（形式：FG52Q，FG52QNR，FG52QNT）

定格電流：15A，20A

極・素子数：2P2E，2P1E

定格遮断電流：AC100/200V：5 kA

AC200V：2.5 kA

適用電線サイズ：単銅線φ 1.6，φ 2.0（mm）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　コンパクトクイックブレーカ

AF99-204
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ガスブレーカ機能と自動検針・遠隔制御に対応する通信

機能の強化および圧力測定を可能とする都市ガスメータ用

（NI メータ用）コントローラを開発した。

プリント板搭載電池 2本（1,500 mAh，2,200 mAh）

でコントローラと接続する双方向遮断弁・圧力センサの

電力供給を含め，10年間の動作が可能である。

従来の閉栓機能のみの単方向遮断弁から開栓も可能な

双方向遮断弁に対応するための駆動回路を備え，通信機

能による遠隔からの開栓動作も可能である。

０～ 4kPa の圧力を精度 10 Pa で計測し，ガスの供給

圧力を監視・記録する。また，閉栓状態から開栓するま

での漏れ検査を圧力降下による方式とし，従来 120 秒の

開栓時間を40秒に短縮している。

（3）

（2）

（1）

74

システムコンポーネンツ

器　具

ガスメータ用コントローラの機種拡充

円柱形近接スイッチ PE1・PE2シリーズ

海外規格対応パワーフィルタ

図１３　ガスメータ用コントローラ

FA用センサとして工作機械，搬送機械などに使用され

ている円柱形近接スイッチにおいて，より使いやすくする

ことを狙いに，機能・性能の向上を図った。新しい PE1，

PE2 シリーズの主な特長は次のとおりである。

テールインジケータの採用により，広範囲から表示灯

が確認できる。

検出距離の設定が容易かつ確実に行える安定動作表示

灯付きである。

PE2（M30 形非シールド）の検出距離をアップさせ，

余裕をもった設定を可能とした（従来形 20mm→新形

24mm）。

スパナで近接スイッチをつかむ際のフライスカット部

を装備した（M8タイプに追加）。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１４　円柱形近接スイッチ PE1・PE2シリーズ

パワーフィルタは，インバータなどから発生するノイズ

を防止する目的で広く普及している。近年，電圧障害が社

会問題となりつつあり，また，インバータ自身の高機能化

や多様化により，パワーフィルタの高性能化が望まれてい

る。あわせて，1996年から欧州 EMC指令で規制の対象と

なったノイズ障害防止に関して，EN規格への対応が望ま

れていた。そこで富士電機は，ノイズ減衰性能に優れたパ

ワーフィルタ RNFHAシリーズの開発を行い，標準品で

海外規格の認証を取得した。

特長は次のとおりである。

標準品で海外規格（EN133200，IEC939）に適合。

インバータから発生するノイズを確実に防止。

小形・軽量化を実現。（3）

（2）

（1）

図１５　高性能パワーフィルタ RNFHAシリーズ

AF98-85



富士時報 Vol.73 No.1 2000

75

システムコンポーネンツ

回転機・可変速機器

高性能コンパクト形インバータ FVR-E11シリーズ

同期電動機駆動専用インバータ FVR-Dシリーズ

マシンルームレスエレベータ用薄形インバータ

図１６　高性能コンパクト形インバータ FVR-E11シリーズ

ファン・ポンプをはじめとした一般産業分野での省エネ

ルギーニーズにこたえるため，小形，高効率，低騒音，多

機能を備えた同期電動機駆動専用インバータ（FVR-D）

シリーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

FVR-E11 と同一寸法とし，低減トルクと定トルクの

２系列を用意。

省エネルギー制御搭載による高効率運転の実現により，

富士電機の誘導電動機との従来比で，総合損失電力を

35 ％削減。

低減トルク仕様においては，磁極センサなしで始動ト

ルク 70 ％以上を発生。

定トルク仕様においては，回転中の同期電動機でもイ

ンバータ始動を行うフライングスタート機能を搭載。

PID制御と RS-485 シリアル通信機能を標準装備。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１７　同期電動機駆動専用インバータ FVR-Dシリーズ

エレベータ業界では，中低速エレベータの領域で，通常，

屋上などに設けられる機械室をなくしたマシンルームレス

エレベータが脚光をあびている。機械室がなくなると，巻

上げ用電動機やその制御盤の設置スペースに制約を生じる。

富士電機では，この要求にこたえるため，フジテック

（株）と共同で，乗り場部分に設置可能な超薄形インバータ

を開発した。このインバータは，富士電機の高性能ベクト

ル制御インバータ FRENIC5000VG5 を母体として，厚さ

100mmの超薄形構造とし，11 kWまでの 3機種をシリー

ズ化した。

薄形構造を実現するために，富士電機独自の冷却構造の

採用や，薄い制御盤内においてもメンテナンス性を損なう

ことのないよう，随所に細やかな配慮を払った設計とした。

図１８　マシンルームレスエレベータ用薄形インバータ

近年の汎用インバータ市場では，搬送機械などでのパワ

フルさ，ファン・ポンプなどの省エネルギーニーズの高ま

りを背景に，インバータに対する高性能・多機能ニーズ，

および小形化・経済性の追求がますます高まっている。こ

れらを踏まえ，高性能コンパクト形インバータ「FVR-E9

シリーズ」の後継機種として「FVR-E11 シリーズ」を開

発した。主な特長は次のとおりである。

ダイナミックトルクベクトル制御で始動トルク 200 ％

（0.5 Hz 時）を実現。低速域での回転むらも約 1/2 に低

減。

自動省エネルギー，オートチューニング，フライング

スタートなどのインテリジェント機能を搭載。

従来品体積比約 70 ％に小形化。

海外規格（UL/cUL，TÜV）にも標準品で対応。（4）

（3）

（2）

（1）
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電動機駆動用インバータは，高性能化，多機能化，小形

化，低価格化により，適用分野の拡大を図ってきた。

富士電機では，IGBT インバータとして，FRENIC

5000G，P，VGシリーズをユニットタイプと多段積盤タ

イプで市場に展開し，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，

大容量まで単器で一貫したシステムの構築が可能になった。

以下に製品の主な特長を記す。

各 IGBTの電流分担率を保ちながら，並列接続数を従

来の 8個から12個に拡大し，630 kWを実現した。

左右に配した各相ごとのキャスタ付スタックと専用リ

フタによるスタック交換や，冷却ファンの個数減により，

メンテナンスを正面から行う際の作業性が向上した。

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

大容量電力変換器

FRENIC5000VG7用UPACおよびパソコンローダ

新形立体駐車装置用ギヤードモータ

図１９　大容量 IGBTインバータ

高性能ベクトルインバータ VG7 のオプションとして，

テクノロジーカード（UPAC）と VG7 支援ローダソフト

ウェアを開発した。

UPACには，富士電機のプログラマブルコントローラ

MICREX-SX シリーズと同じ環境でユーザープログラム

の開発ができること，光オプションリンクにより複数の

VG7 を一括制御ができるなどの特徴がある。これにより

巻取機，印刷機，試験機などのシステム対応が可能となる。

VG7 支援ローダは，富士電機のサーボシステム

FALDIC-αと同じ機能・操作性を継承している。VG7 の
機能コードの参照・更新やモニタデータのトレース，複数

台の VG7 をスキャンするマルチモニタ機能などがパソコ

ンから可能となる。日本語/英語はインストール時に選択

できる。

図２０　テクノロジーカードとパソコンのケーブル接続

市街地やマンションなどの駐車スペース確保の手段とし

て，立体駐車装置は着実な伸長を続けている。

富士電機では，こうした装置のうち，機械式駐車装置の

パレット昇降駆動専用ギヤードモータ「MGS3 形」シリー

ズを開発した。主な特長は以下のとおりである。

業界トップレベルの低騒音

運転騒音 50 dB（A）を実現し，さらに制動音低減には

超低騒音形ブレーキを採用した。

全長約 15 ％の小形化，質量約 5％の軽量化。

配線作業性の向上

モータ一体形大形端子箱採用で，配線作業を容易にした。

防水性能の向上（屋外使用時の信頼性向上）

保護等級 IP55 を標準仕様とし，防水性を強化した。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　新形立体駐車装置用ギヤードモータ MGS3形

AF99-125C
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富士電機では一般産業分野での省エネルギーニーズに対

応するため，永久磁石内蔵形同期電動機（IPMモータ）

をシリーズ開発した。このモータは，専用インバータ

FVR-Dシリーズとの組合せシステム「FASPAC」シリー

ズとして提供される。

永久磁石の採用により，従来の誘導電動機に対し励磁電

流の必要がなくなり，損失を大きく低減できる。これによ

り，①最大約 10 ％の電動機効率向上を実現し，②体積比

平均 35 ％減・質量比平均 40 ％減の大幅な小形・軽量化を

達成した。

0.2 ～ 7.5 kWの出力範囲に，2系列のトルク仕様（低減

トルク，定トルク）と 3 種類の定格回転数シリーズ

（1,800・3,600・7,200 r/min）を用意した全38機種で，多種

多様なニーズにこたえる。
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回転機・可変速機器

一般産業用同期電動機シリーズ

FALDIC-αアンプの機種拡充

FALDIC-αモータの機種拡充

図２２　一般産業用同期電動機 GNA1形

高性能サーボシステム FALDIC-αシリーズの一層の機
種拡充を図った。①機能面：パルス列タイプに加えて，直

線位置決め・回転割出しタイプを開発。②容量系列：50

Wから 5kWまでの拡充。③上位 I/F ： RS-485，富士電

機の PLCバスである SXバス，Tリンク I/F の開発。ま

た，④半導体関係市場対応として単相 100V 電源仕様品の

開発。

以上のように，柔軟にシステム対応できる充実した機種

ぞろえと新開発のサーボモータとによって高い機械性能を

引き出すことができ，またサーボ支援ソフトウェアにより

セットアップ時間の短縮が図れる。性能面でもさらに改良

を加え，２自由度 PI 制御やオブザーバ技術の導入などに

より，速度制御応答 600Hz 以上，整定時間 1ms 以下を達

成した。

図２３　FALDIC-αアンプ

ACサーボモータへの市場ニーズは用途に応じて小形，

高性能，使いやすさ，対環境性の向上，海外安全規格対応

などが主たる選定時の条件となってきている。

1999年に発売したFALDIC-αモータは，スリム，キュー
ビックの 2系列形状で，容量は 50Wから 5kWまで開発，

さらに保持ブレーキ付モータと専用ギヤシリーズを加え，

機種拡充を図った。耐環境性についても標準仕様で IP55，

個別対応で IP67 を可能とした。海外安全規格については

取得申請中である。

今後は，低回転シリーズの開発と容量の拡大を行い，サー

ボ市場の幅広いニーズに対応していく。

関連論文：富士時報 1999.4 p.243-247

関連論文：富士時報 1999.4 p.243-247
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図２４　FALDIC-αモータ
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