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システムコンポーネント

展　望

プログラマブルコントローラ

電源装置

器　具

回転機・可変速機器

21世紀の幕開け，2001年は IT 不況による急激な景気減

速が進む中， 9 月に発生した米国での同時多発テロが加わ

り世界的な経済不況に陥り，先行きのよく見えないさまざ

まな不安が残る年であった。

電気機器の分野では，グローバル化と低コスト化に対応

するため生産の海外シフトが広がりを見せている。一方海

外製品，特に IEC 規格品の国内設備への導入も盛んにな

りつつある。こうした状況の中，市場を見ると，21世紀は

人と環境に優しい世紀を標榜（ひょうぼう）した産業，社

会システムの構築が求められており，具体的には設備のラ

イフサイクル対応としてのリモートメンテナンス，環境対

策としての省エネルギー，来るべき高齢化対応としての安

全に対する技術開発の動きが見られる。生産設備建設への

基本姿勢はより高効率かつ低コスト化への追求が厳しく

なっており，システム機能を有機的に備えた電気機器が新

規開発され，多角的・広範囲に適用されつつあり，今後の

さらなる発展が期待できる。

富士電機は激しい変化を伴う世の中の動向に的確に対応

し，将来を担うべくシステムコンポーネントの拡充とシ

リーズ化を強力に進め，以下に述べる多くの成果を上げた。

世界標準を目指すプログラマブルコントローラ「MIC

REX-SXシリーズ」の整備，拡充がほぼ完成し，FA用の

各種のネットワークもそろえつつある中で，今般，ビル管

理，施設管理システムの中核となるネットワーク LON

WORKSモジュールとその支援ツールを開発した。これに

合わせネットワーク端末として，電力監視機器に接続する

LONゲートウェイと LON I/Oターミナルを開発した。

これにより上位の情報処理系とオープンでしかもフレキシ

ビリティの高いユーザーオリエンテッドなビル管理システ

ムの情報制御系が構築できるようになり，今後の多様な発

展に寄与できる。

一方，高速精密 FA用モーションコントローラを MIC

REX-SXシリーズのモジュールとして開発し，系列に加

えた。 8 台のサーボシステムを制御可能で，取出しロボッ

トなどのモーション制御が適用対象である。

オープンネットワーク対応の要求が高いアクチュエータ

としてインバータがあげられる。そこで「FRENIC5000

G11Sシリーズ」および「FVR-E11Sシリーズ」専用のネッ

トワーク対応オプションを開発し，PROFIBUS-DPのほ

か計 5種類のオープンネットワークに対応できるようにし

た。また，工作機械および精密加工用途を対象として高周

波インバータ「FRENIC5000H11Tシリーズ」を開発した。

最高出力 2,500 Hz，150,000 r/minの高速スピンドルに対

応可能である。そのほか，薄型構造，操作性の向上，経済

性を追求した高性能 ACサーボシステム「FALDIC-βシ

リーズ」を開発した。制振制御，新方式オートチューニン

グを備え，試験調整レスを可能にするなどの特長を有する。

電動機分野では，グローバル化対応の一環として米国

EP法に対応するため，適合証明番号を取得した高効率

モータをシリーズ化し発売した。

電源装置では，ミニ UPS 用管理ソフトウェアを開発し

た。この狙いは，ネットワークを活用し，電源トラブルに

対するシステムの安定性と保守性の向上である。また，大

規模データセンター向けとして，500 kVA× 8 並列冗長

方式の大容量 UPSシステムを納入するとともに，ビルや

駅構内のエレベータ用として停電時の緊急避難用 UPSを

開発した。特長はインバータを変圧器なしで直接バックアッ

プできるマシンルームレス対応が可能な薄型構造である。

配電盤・制御盤内器具分野では，グローバル化対応の一

環として，小型配線用遮断器・漏電遮断器「α-TWINシ
リーズ」を開発するとともにミニコンタクタ「SC-Mシ

リーズ」および「SC-Eシリーズ」を開発した。両シリー

ズとも新 JISはもとより IEC，UL，CSA規格認定取得，

CEマーク表示を標準としている。操作表示器では，LED

チップを採用した高輝度コマンドスイッチ，新型強力端子

台なども開発した。このほか，民生用漏電遮断器（プラグ

形）のモデルチェンジを行うとともに，ガスメータの検針

を自動化するための無線機（親機・子機）を開発した。

富士電機では，今後もシステムコンポーネントの総合的

な発展の主役を担うべく，顧客各位との密度の濃いコミュ

ニケーションを保ち，コストパフォーマンスのより高い製

品を先駆的に提供することに情熱を注ぐ所存である。
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MICREX-SXシリーズにおいて，オープンな施設管理

システムを実現するためのフィールドネットワークである

LONWORKSの基本コンポーネントを開発した。

LONWORKSモジュール：ビル管理システムなどのサ

ブシステムの管理と自律した中大規模の LONWORKS

ノードの構築および最大 300の定義が可能である。また，

パソコンベースのエリアコントローラとの連携により，

LONWORKS-Ethernetのゲートウェイ，LONWORKSシ

ステム管理などの機能を有したシステム構築が可能であ

る。

支援ツール（LONDEF）：変数定義用の専用言語の

知識を必要とせず，Access を用いた簡易的な LON

WORKSの変数定義を可能とした。

（2）

（1）
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プログラマブルコントローラ

統合コントローラ「MICREX-SX」における LONWORKSモジュール

統合コントローラ「MICREX-SX」におけるモーションコントロールモジュール

統合コントローラ「MICREX-SX」におけるPCベースコントローラの機種拡充
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LONWORKS�
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図１　LONWORKSシステムの構成

MICREX-SXシリーズにおいて，モーションコントロー

ルシステムを構築するコンポーネントを開発した。本シス

テムは，シーケンス制御とモーション制御を別々に開発，

管理するので，取出しロボットなどのモーション制御の設

定，変更が多いシステムの開発，保守が容易に行える。

モーションコントロールモジュール： 8台のサーボシ

ステム「FALDIC-α」を 1モジュールで制御でき，最
大 2,500ステップのモーション制御が可能である。

支援ツール：支援ツール内の表を埋めることで，補間

運転や複雑な連続位置決め制御を容易に実現できる。

ティーチングペンダント：ハンディ PODに専用ソフ

トウェアをダウンロードすることで，現在位置のモニタ

や位置決めプログラムの編集，ティーチングができる。

（3）

（2）

（1）
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図２　モーションコントロールモジュールとシステム構成例

PCベースコントロールシステムを担うパソコン内蔵

ボードの機種拡充を図り，パソコンの標準拡張バスである

PCIバスに対応した。ドライバはWindowsNT4.0に加え，

Windows2000にも対応，OSの選択肢の幅を広げた。

PCIバス対応高性能CPUボード

MICREX-SX 高性能 CPU（SPH300）と同等の機能を

実現した。プログラム容量は 32 kステップと 74 kステッ

プの 2 機種を開発した。

PCIバス対応FL-netボード

オープンネットワークである FL-net（OPCN-2）ボー

ドを開発した。パソコンにて相互接続したさまざまな装置

の制御・監視を実現する。

（2）

（1）

図３　FL-net ボード（左）と高性能CPUボード（右）
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国内の大規模データセンター向けに 500 kVA× 8 並列

冗長システム 3,500 kVA大容量 UPSを納入した。データ

センターなどの顧客を中心に近年，大規模 UPSシステム

には今までの高信頼性システムに加えて，次のような要求

がある。

初期コストをミニマムとして需要負荷の増大に見合っ

て UPSシステムの容量を増大できること（N＋1方式）

365 日24時間給電を行いながらの無停止保守が実現可

能なこと

今回これらの要求に応えるべく，給電系統とバイパス切

換回路の 2 系統化，各 UPSを完全独立で共通制御部がな

い構成とし，UPS 自身の判定とシステムの状態から的確

に異常号機を解列できるシステムとした。

（2）

（1）
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大規模データセンター向け大容量UPS

UPS用 JEMA-MIB対応ネットワークボード

エレベータ緊急避難用UPS「Pシリーズ」

図４　500 kVA× 8並列冗長UPSシステム

ミニ UPSから中大容量UPSまで適用できるネットワー

クボードを開発した。特長は次のとおりである。

SNMP対応

™JEMA，RFC1628の MIBの採用により，一般的な

SNMPマネジャーによる一元管理が可能

Webによる機能の充実

™ネットワーク上のクライアントからの UPS 状態監視

™コマンドによるマルチサーバシャットダウン

™イベント発生時の電子メールなどによるユーザーへ

の通知

™スケジューリング機能

™データおよびイベントのロギング

リモートメンテナンス

™中大容量UPSのリモートメンテナンスに対応

（3）

（2）
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図５　SNMPカードのシステム構成

ビルや駅構内のエレベータに，停電時の緊急避難用

UPSの需要が高まっている。一方で，モータやインバー

タの省スペース化によるマシンルームレスが進んできてい

る。そのような背景を受けて，エレベータ緊急避難用

UPSとして，マシンルームレス対応の薄型 UPSを製品化

した。

特長は次のとおりである。

薄型で，厚さ 90mmの壁掛型

定格出力容量 3kVA。入出力 200 Vでインバータを

直接バックアップ（昇圧トランス不要）

外付けバッテリー箱（薄型 90 mm）を増設して，

バックアップ時間の延長も可能

外送信号用カードスロットを装備（オプション）（4）

（3）

（2）

（1）

図６　UPS（Pシリーズ）
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「新 SC，NEO SCシリーズ」より小容量のミニコンタ

クタ「SC-Mシリーズ」（AC240V，1.7 kW以下）および

コンタクタ「SC-Eシリーズ」の拡充として小容量 E02 ～

E05 形（AC240V，2.2 ～ 4 kW）を開発した。両商品の主

な特長は次のとおりである。

グローバルスタンダード商品として，新 JIS，IEC 規

格に適合するとともに，UL，CSA規格認定取得，CE

マーク表示を標準対応した。

端子部感電防止などの安全性重視の要求に対し，全機

種に充電部の露出を防止するフィンガプロテクション端

子構造を採用した。

サーマルリレーは，過負荷・拘束および欠相保護機能

を標準装備した。

（3）

（2）

（1）
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ミニコンタクタ「SC-Mシリーズ」，コンタクタ「SC-Eシリーズ」

小型民生用漏電遮断器（プラグ形）

高輝度コマンドスイッチ「ぴかりくん」

図７　SC-MシリーズとSC-Eシリーズ

温水便座，24時間風呂の普及に伴い付属されるプラグ形

漏電遮断器は，低価格化はもちろんのこと，デザイン性が

重要視されてきている。

富士電機では，こうした要求に応えるためプラグ形漏電

遮断器のモデルチェンジを行い，デザインを一新した

EP12G 形を発売した。

主な特長，定格，用途は次のとおりである。

特　長

小型：44× 77 × 35（mm），カラー：ツートーンカラー

定　格

AC100V，定格電流：14A，定格感度電流：15mA

用　途

温水便座，24時間風呂など水まわり機器の漏電保護

（3）

（2）

（1）

図８　プラグ形漏電遮断器（EP12G形）

図９　高輝度コマンドスイッチおよび高輝度 LED球操作表示機器に用いる光源は，白熱電球に比べて長寿命

（約30倍），低消費電力（約 1/3）であることから，LED

球の需要は年々増加している。しかし従来の LED光源で

は，白熱電球と比較し暗いという欠点があり高輝度化が要

求されてきた。この要求に応えるため，4 元素系高輝度

LEDチップや純緑色，青色の高輝度 LEDチップを採用し

光度約 2倍（従来品比）の明るさを実現した。

高輝度化とともに LED球の発光色は，従来の 4 色に純

緑色，青色も加わり計 6色となったため，操作表示機器の

視認性が大幅に向上する。

この LED球は主にコマンドスイッチなどの表示機器の

光源として組み込まれ，「ぴかりくん」の愛称で発売した。

SC-M
シリーズ

SC-M01/G
SC-M01

SC-E02

TK-M0

TK-E02

SC-E
シリーズ
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強力端子台は電源側にねじ端子，負荷側に箱端子を有す

る端子台である。主に配線用遮断器，漏電遮断器の負荷側

に接続して使用され，負荷側の箱端子により線を直接接続

することを可能にする。今回の機能向上は，主な用途であ

る仮設分電盤における要求仕様に応えることと，使用上の

安全性を考慮することを主眼にしており，次の特長を有し

ている。

カバー色を黒から透明にすることで，外部からの配線

状態の確認などを容易にした。

すべてのボルト形状をプラスマイナス溝付き六角ボル

トに変更し，ドライバ，レンチいずれも使用可能とした。

従来から実現している負荷側端子カバーの開け閉めだ

けでなく，電源側端子カバーも開閉可能として，取付け

状態での点検・増締めなどの作業を容易にした。

（3）

（2）

（1）
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新型強力端子台の機能向上

設備ネットワーク LONWORKSインタフェース機器

AS-i ネットワークインタフェース機器拡充

図１０　新型強力端子台

近年，ビルオートメーションや施設管理の分野において

も，オープンネットワークに基づき全体のシステムを構築

することで，システムの開発から保守に至るトータルコス

トの低減を図ることが重要な課題となっている。このよう

なニーズに対し欧米ではすでに LONWORKSが一般的に普

及し，日本でも今後急速な適用拡大が予想される。富士電

機では次のように LONWORKS 対応機器のシリーズ化を

図った。

MICREX-SX：IEC 準拠の標準プログラミング言語で，

ノードの制御内容を記述できる汎用コントローラ

I/Oターミナル：コンパクトな端子台形 I/O

F-MPCデータ蓄積ユニット/LON：F-MPCシリー

ズの電力計測データを LONWORKS上に送信

POD：タッチパネルにより機器の監視・操作（4）

（3）

（2）

（1）
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図１１　LONWORKSシステムの構成

AS-iは，省配線およびトータルコストダウンが可能で

環境に優しいなどの特長から，搬送機械，工作機械，半導

体装置など，広い業種で使用実績がある。今回，適用範囲

を拡大するため，次の製品を開発し，シリーズを強化した。

Tリンク/AS-iゲートウェイ

™既存顧客のアフターフォローを狙いに MICREX-F

と AS-iを接続することで，省配線設備が容易にでき

るようにした。

防じんコネクタ形スレーブ（縦形）

™リモート I/Oの置換えを狙い，スリム構造で入出力

４点単位に分割，取付スペースの最小化を実現した。

™レール，ねじ取付け可能な IP40の保護構造により，

安価で取付け自由度の向上を図った。

（2）

（1）

図１２　ゲートウェイと防じんコネクタ形スレーブ
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省エネルギーの推進は，スローガンの時代から実行の時

代へと移行している。このような背景の中，現場機器 F-

MPCと組み合わせ，より経済的に省エネルギー解析支援

データの収集を行うための商品拡充を行った。

F-MPC用データ蓄積ユニット：計測・監視データを

自動収集し，決められた周期で内部メモリに蓄積するも

のである。これにより上位専用パソコンによる常時接続

は必要とせず，定期的なアップロードでデータ収集・解

析を可能とした。上位インタフェースは，① RS-232C

接続，② PHS 通信，③電話回線モデム通信が可能と

なっている。

電力監視ポータブル：計測・解析に便利な，可搬型電

力監視装置である。データはメモリカードに保存され，

1 台を繰り返し多目的用途に活用できる。

（2）

（1）
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エネルギー管理ネットワーク機器「F-MPCシリーズ」の機種拡充

6 kV系統用高速限流遮断装置

ガス自動検針用無線システム

F-MPC

RS-232C

専用パソコン設定�
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図１３　データ蓄積ユニットを用いたシステム構成

コージェネレーションシステムなどに代表される商用系

統と連系運転を行っている自家用発電設備において，商用

系統側で発生した短絡事故による瞬時電圧低下時間を短縮

し，さらに自家用発電機からの流出短絡電流を抑制するこ

とによって，自家用発電設備とそれに接続された重要負荷

の保護を目的とした，6 kV 系統高速限流遮断装置を大阪

ガス（株）と共同で開発した。

本装置は，1msで開極する高速遮断器（真空遮断器を

使用），事故電流に高周波電流を重畳して強制的に電流ゼ

ロ点をつくるための転流コンデンサ，回路インダクタンス

に蓄えられた電磁エネルギーを吸収する非線形抵抗，CT

および VTを介して事故を検出する高速検出器などから

構成されている。

図１４　高速限流遮断装置

東京・大阪などの住宅密集地での検針システムとして無

線を使用した大規模自動検針の要求が高まっている。今回

検針センターと無線親機間通信は PHS 無線，無線親機と

無線子機間通信は特定小電力無線を使用した自動検針用無

線親機，子機を開発した。主な特長は次のとおりである。

無線親機は 360 台の子機と通信でき，2 本の内蔵する

アンテナにより通信品質のよいアンテナに切り換える。

無線子機は 2 台の親機と通信できるので，自動的に通

信品質のよい親機に切り換えて通信を行う。また，内蔵

電池（2,200mAh，2 本）にて10年間動作が可能である。

2チャネルからの選択動作機能，データ連送機能，再

送制御機能，誤り訂正機能を採用し，無線親子機間の通

信品質を高めている。

（3）

（2）

（1）

図１５　無線親機（左）と無線子機（右）

関連論文：富士時報 2001.11 p.638-641
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富士電機は，国内規格 JIS C 4212 準拠の高効率モータ

をシリーズ化している。一方，米国では EP 法により2001

年11月以降，エネルギー省の適合認定を受けていない対象

モータに対して販売・輸入の規制を開始した。そこで，こ

の米国 EP法に対応するため，適合証明番号を取得した新

シリーズを発売した。一部の機種を除き，現行の JIS 対応

品と同一仕様とすることで改造による短納期対応を可能に

し，経済性に優れた製品としている。

機種と主な特長は次のとおりである。

機種：全閉外扇形　2，4，6 極　230/460 V 60 Hz

出力 0.75 ～ 200 kW

特長：標準モータおよび JIS 対応高効率モータと取付

寸法が同一（一部の機種を除く）

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

EP法対応高効率モータ

新型ギヤードモータ「MGXシリーズ」

新型多段クーラントポンプ（揚程120m級）

図１６　EP法対応高効率モータ（2.2 kW，4極）

ギヤードモータMGXシリーズは従来機種MGAシリー

ズの性能を継承しつつ，短納期対応・メニューの充実をコ

ンセプトに開発を行った。特長は次のとおりである。

短納期対応（標準機種：1週間，準標準機種：2週間）

準標準シリーズ（異電圧，屋外仕様など）のメニュー

化

インバータ運転時の性能を向上させ，全機種 1：10定

トルク連続運転が可能

減速比メニューの拡大（高減速の充実）

グリースの漏れにくい構造（ 3 段リップ構造の採用）

ブレーキの信頼性をさらに向上させ，屋外（蒸気，塩

害，氷結などのある場合は除く）にも対応可能

国際規格である IEC60034-1に相当する JIS C 4034-1

を他社に先駆けて採用

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１７　新型ギヤードモータ（MGXシリーズ）

新型多段クーラントポンプ「VKAシリーズ」は，発売

以来，金属工作機械などの高圧分野で好評を得ている。

今回，さらなる高圧への要求に対応するため，揚程120m

級の領域まで拡大し，機種メニューの拡充を図った。主な

特長は次のとおりである。

豊富な機種バリエーションで，あらゆるタンク深さに

適合可能（流量形：20機種，圧力形：39機種）

シャフトカップリングレス構造の採用により，省ス

ペース，軽量を実現

クーラントポンプに最適な材料を使用したメカニカル

シールの採用により，信頼性を向上

ミストなどの使用環境に適応可能

欧州規格に標準品で対応（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１８　新型多段クーラントポンプ（VKAシリーズ）



富士時報 Vol.75 No.1 2002

近年，欧米地域では各種オープンネットワークが，自動

車・石油・食品産業などの多分野で実用化され，日本でも

実用化が進みつつある。そこで，富士電機では各種産業機

器のオープンネットワーク化に対応するため，汎用イン

バータ FRENIC5000G11Sシリーズと FVR-E11Sシリー

ズ専用のネットワーク対応オプションのシリーズ化を完了

した。主な特長は次のとおりである。

PROFIBUS-DP，DeviceNet，Interbus-S，CANopen，

ModbusP1usの 5 種類のオープンネットワークに対応

オプションを搭載することにより，インバータのパラ

メータ設定，運転状態の監視，運転・停止・速度設定な

どのリモートコントロールが可能

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

ネットワーク対応オプション

高周波インバータ「FRENIC5000H11Tシリーズ」

工作機械用スピンドルドライブシステム「FRENIC5000MS5」の400 Vシリーズ

図１９　オプション外形

高周波インバータは，工作機械および精密加工用途に使

用する高速スピンドルモータの駆動を目的としている。今

回，汎用インバータで培ってきた最新のディジタル技術を

駆使し，高機能・高性能化した FRENIC5000H11Tシリー

ズを開発した。主な特長は次のとおりである。

最高出力周波数 2,500Hz，150,000 r/min（ 2 極モータ

時）の高速スピンドルに対応

複数台モータの切換機能を搭載（最大 5台分のモータ

運転条件を個別に設定可能）

内蔵の出力フィルタを搭載し，出力電圧を正弦波化す

ることによりモータの温度上昇抑制を実現

ディジタル入力端子のシンク方式/ソース方式切換が

可能（上位機器との結線がフレキシブルに行える）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２０　FRENIC5000H11Tシリーズ

工作機械用スピンドルドライブシステムとして FRENIC

5000MS5シリーズを発売し，好評をいただいているが，中

国をはじめとする海外市場からのニーズに応えるため，新

たに 400Vシリーズを系列化した。主な特長は次のとおり

である。

容量系列は，2.2/3.7 kW～ 15/18.5 kW（連続定格出

力/50 ％ ED定格出力）

ドライブユニット部分とコンバータ部分が分離構造

オートチューニング機能により，専用モータ以外の

モータを駆動可能

富士電機独自のトルクベクトル制御，AVR（Auto Vol-

tage Regulator）制御により，低速でも高トルクを発生

でき，汎用インバータと比較して回転むらを大幅に低減

（4）

（3）

（2）

（1）

図２１　FRENIC5000MS5シリーズ

FVR-E11S FRENIC5000G11S

AF97-307C
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高性能 ACサーボシステム FALDIC-αシリーズに引き
続き，βシリーズを開発した。βシリーズは，シンプル＆

スマートをキーコンセプトに，αシリーズに対して薄型構
造の追求による取付け面積 1/2，パラメータのスリム化に

よる操作性大幅向上を実現した。負荷機械の振動を抑制す

る「制振制御」と「ノッチフィルタ」，指令に対する遅れ

をゼロに近づける「指令追従制御」を標準装備し，さらな

る調整レスを目的とした「新方式オートチューニング」に

より，負荷機械に対する高速応答性，操作性を格段に向上

させた。モータは，16ビットシリアルインクリメンタルエ

ンコーダを標準搭載し，システムの高性能，高精度化と優

れた経済性を両立している。
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回転機・可変速機器

小型・高性能サーボシステム「FALDIC-βシリーズ」

高性能ACサーボシステム「FALDIC-αシリーズ」用DeviceNet ゲートウェイ

フルクローズド制御機能付きサーボシステム「FALDIC-α」

図２２　FALDIC-βシリーズ

高性能 ACサーボシステム FALDIC-αシリーズにおい
て，DeviceNetゲートウェイと位置決め機能内蔵専用アン

プを開発した。DeviceNetゲートウェイは，オープン化さ

れたフィールドネットワークである DeviceNetから富士

電機の高速プライベートリンクへ信号交換する。Device

Netゲートウェイを用いることによって，DeviceNetで構

成された上位システムに，FALDIC-αを最大 8台まで接
続することが可能となり，高性能位置速度制御システムと

省スペースおよび経済性の両立を実現した。また，I/O 通

信のアドレスマップを自動的に割り付けたり，状態表示

LEDや各種設定スイッチをすべて前面部に集約している

など，シンプルな操作性も追求した。

図２３　FALDIC-αシリーズ用DeviceNet ゲートウェイ

機械システムのさらなる高精度位置決めの要求に対応す

るため，高性能 ACサーボシステム FALDIC-αシリーズ
の 1 機種としてフルクローズド制御機能付きアンプを開発

した。パルス列・速度制御タイプの機種にリニアスケール

または外部エンコーダからの帰還パルスインタフェースを

搭載しており，機械位置の直接フィードバック制御を行う。

従来このような制御においては，機械系のバックラッシが

大きい場合や外部エンコーダの分解能が粗い場合に，動作

が不安定になりやすいという問題があった。このような問

題を解決するために，図に示すようなハイブリッド位置制

御としている。モータのエンコーダからのフィードバック

とリニアスケール（外部エンコーダ）からの帰還パルスの

両方を使用することで，高精度と安定性の両立を実現して

いる。
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図２４　フルクローズド制御ブロック図
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