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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

2003 年は，イラク情勢，SARS 問題とこれに続く米国

経済の低迷，冷夏が景気回復に水を差したが，需要の回復

が見られる製造設備・機械メーカーへの新規案件や中国な

ど東アジア向け輸出が伸長した。このような市場環境の中

で，戦略的に取り組んできたグローバル商品開発とネット

ワーク化・システム化開発の成果が実を結びつつある。

器具分野では，アジア向けに主力製品のグローバル化を

推進した。中国市場では強制認証制度 CCCに対応しない

と販売できなくなり，電磁開閉器，配線用遮断器，MMS，

コマンドスイッチなど主要機器の CCC認証品をシリーズ

化した。αツインブレーカは，汎用形 100AF ～ 225AF
で国内向け，海外市場向けにカバー色を分けてラインアッ

プを一新した。米国輸出の多い工作機械，半導体製造装置

などの主電源遮断器用に，北米規格対応の外部操作ハンド

ルをシリーズ化し，機械安全適合に必要となる安全機器と

して，UL/cUL/EN安全規格認定を取得したプッシュロッ

ク形非常停止押しボタンスイッチを拡充した。定格 7.2 kV

の新型マルチ VCBシリーズは，小型化，多機能化により

受配電設備の簡素化が可能な，高圧真空遮断器として商品

化した。器具のネットワーク化としては，AS-iを使用し

たピッキングシステム向けの照光押しボタン付き 7セグメ

ント表示器を開発した。また，ガス関連機器では LPガス

用新型ガス漏れ警報器を開発した。

制御・駆動システム分野では，PLCとサーボ/インバー

タを組み合わせた応用システムのモデル化を進め，ソフト

ウェア機能ブロックの組合せによって効率的にシステムを

構築できるようにした。中容量サーボ FALDIC-αシリー
ズは 20ビットシリアルエンコーダを備え，印刷機械，成

形機械などの高精度位置決め・同期・軌跡制御を，汎用

PLC MICREX-SXとの組合せで柔軟に実現できる。また，

これを利用してソフトウェア方式のセクショナルドライブ

システムを開発し，柔軟な機能追加と軸数の拡張性を実現

した。PLCでは，ブロック型 SPBシリーズへの IEC 準拠

モード追加によるグローバルなソフトウェア設計手法の提

供，MICREX-SXでは PROFIBUS，AS-i V2.1などの通

信機能の拡充，プログラマブル表示器 PODでは 10型TFT

カラー 128 色タイプ，10 型/12 型マトリクスタッチパネル

タイプの系列追加を行った。また，LONWORKSネットワー

クを核として MICREX-SX/POD/PC 要素を組み合わせ

る，ビル・施設管理向け監視システム PF-Eyeを開発した。

可変速機器分野では，工作機械や半導体製造装置など回

復が見られる機械メーカー需要とアジア向け輸出に積極的

な商品投入を行った。出荷数量の多いファン・ポンプ用途

に低価格の追求とグローバル対応を図った FRENIC-Eco

シリーズを商品化し，サーボでは 17ビットエンコーダ，IP

67 耐環境仕様を特長とする中国向け FALDIC-Wシリー

ズを開発した。汎用インバータの拡張システムとして，昇

降機，立体駐車場などの高頻度加減速運転用の電源回生コ

ンバータ RHR-Cシリーズ，リアクトル結合による 400 kW

超・大容量電動機駆動用の複数インバータシステムおよび

伸線機，巻取機，より線機用途にダンサロール，ドロー制

御などの高精度張力制御機能の開発を行った。加熱用イン

バータではコイル一体形鉄板とした業務用鉄板焼き器へ適

用拡大を図った。回転機では，ガスヒートポンプ式エアコ

ンの室外ファン用ブラシレスモータ，エンジン冷却用ブラ

シレスポンプと専用コントローラをシステム商品として開

発した。また，小型・低価格・高信頼のコンテナクレーン

専用ベクトルインバータモータを開発した。

電源装置分野は，IT 投資の抑制により主力のサーバ用

ミニ UPSの売上げが横ばいとなったが，新商品として出

力性能と高効率を両立させるグローバル対応ミニ UPSシ

リーズを開発した。700/1,400/3,000 VAの自立タイプ・

ラックタイプをそろえた。1,400 VAまでは高さ 1 Uの

ラック取付けを実現した。また，インターネットデータセ

ンタなどへの容量可変・高信頼化用に，7 ～ 21 kVAを連

続カバーする並列冗長ミニ UPSを製品化した。

富士電機機器制御（株）は，最高の商品，ソリューション，

サービスの提供を，最高の技術を通して実現することを使

命とする。今後も顧客各位との密接な交流によるニーズの

理解を通してグローバル化・システム化への技術開発を推

進し，最高水準の品質，サービスレベルを実現する FAコ

ンポーネントおよびシステムの提供に努めていく。
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SPBシリーズは小型機械や制御盤などの小規模制御に

適した小型ブロックタイプのプログラマブルコントローラ

（PLC）である。従来の「FLEX-PC NBシリーズ」と上

位互換がある「Nモード」に加え，IEC61131-3に準拠し

た「SXモード」を製品化した。両者は同一ハードウェア

にてユーザーが用途に合わせシステムソフトウェアを入れ

換えることにより，相互にモードの切換が可能となってい

る。SXモードでは IEC 準拠のプログラミングツール「D

300win」により支援を行うことで，既存の「MICREX-

SX」同様の国際的レベルで標準化されたプログラムの実

現，プログラミング効率の向上，プログラムの構造化・保

守性向上が可能となる。また，増設ユニットや通信アダプ

タの接続によりシステムの拡張も容易に実現できる。
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プログラマブルコントローラ

小型プログラマブルコントローラ「SPBシリーズ」の IEC準拠プログラミング言語対応

統合コントローラ「MICREX-SX」における通信モジュールの拡充

プログラマブル操作表示器「UG30シリーズ」の機種拡充

30点基本ユニット 

RS-232Cアダプタ 16点増設ユニット 

図１　30点基本ユニット，16点増設ユニット，RS-232C
アダプタ

多種多様化するネットワーク市場に対応するべく新規に

3 形式を製品化した。各製品の主な特徴は次のとおりであ

る。

PROFIBUS-DPスレーブモジュール

PROFIBUS-DP 通信製品の充実により，さらに柔軟で

多彩な SXシステムの構築が可能となった。

Ethernet AUI 対応モジュール

10BASE-T，100BASE-TXに加え，10BASE5（AUI）

仕様をサポートした。

AS-iマスタ V2.1 対応モジュール

AS-i 通信仕様のバージョンアップ対応により，接続ス

レーブ台数の増大やアナログスレーブの自動接続など，用

途の拡大と使い勝手を向上させた。

（3）

（2）

（1）

図２　新規通信モジュール3形式

図３　POD10型 TFT液晶128色タイプ生産現場でのよりリアルな情報の表示，リアルタイムな

情報処理および情報の共有化のニーズに対応したプログラ

マブル操作表示器（POD）UG30シリーズに，TFT液晶

128 色タイプおよびマトリクスタッチパネルタイプを加え

機種拡充した。主な特長は次のとおりである。

TFT液晶 128 色タイプ

10 型 TFTカラー液晶（640 × 480ドット）を採用し，

32,768 色フルカラーを必要としない用途および STNカ

ラー液晶の見栄えに満足していない用途に適正な価格で適

用が可能

マトリクスタッチパネルタイプ

10 型（640 × 480ドット）および 12 型（800 × 600

ドット）の UG30にマトリクスタッチパネルタイプをライ

ンアップ。タッチパネル上での 2 点同時押しが可能

（2）

（1）
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プログラマブルコントローラ

LONWORKS対応施設監視システム「PF-Eye」

Webコンセントボックス

図４　PF-Eye パソコン監視システムの監視画面例

電源装置

並列冗長ミニUPS

図５　並列冗長ミニUPS（10.5 kVA）

クライアントパソコン 

電源 電源 

LAN

イベント 

サーバ1

サーバ2

サーバ3

サーバ4

電源系統1

電源系統2

電源系統3

電源系統4

シャットダウン信号 
Web 
コンセントボックス 

無停電電源装置（UPS） 

Web/SNMPカード 

図６　Webコンセントボックスを使用したシステム構成例

ビル・施設管理システムにおいては，制御機器のオープ

ン化・標準化が進行している。PF-Eyeは LONWORKS対

応した，規模や監視形態に応じた最適なシステム構築を実

現する施設監視システムである。

PF-Eyeには，規模に応じて 3 種のシステム形態が用意

されている。統合コントローラ「MICREX-SX」とプログ

ラマブル操作表示器（POD）により，①小規模システム

を構築する PF-Eye FCC（Flexible Cell Control）システ

ム，②中規模システムあるいは大規模システムのサブシス

テム構築に向いている PF-Eyeパソコン監視システム，③

これらの中間に位置し，FCCシステムにWebサーバ機能

を付与した，監視を汎用ブラウザにて実施する PF-Eye

Web 監視システムがある。

複数の UPSを並列冗長動作させることで，UPSシステ

ムの信頼性を向上させた並列冗長 UPSを開発・製品化し

た。同製品の導入により，負荷の増加に応じて容量の増加

も可能になる。主な特長は次のとおりである。

容量は，UPSユニット（3.5 kVA）を並列に接続して

7 ～ 21 kVAの幅広い容量系列を構成

入力は 200 VA（単相 2線），出力は 100 V/200 V（単

相 3線）で入力と出力とは完全絶縁

ASL（Advanced Static Line-interactive）給電方式の

採用で入出力絶縁ながら 92 ％の高効率を実現

拡張性に優れた 19インチラック対応構造

Webコンセント機能を標準搭載

フロントアクセスによる無停電保守を実現（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

省スペースの厚さ 1 U（約 44 mm）と薄型ながら，

Web/SNMPカードを内蔵し，ネットワーク経由で 4 系統，

8 口のコンセントを制御可能なコンセントボックスを製品

化した。主な特長は次のとおりである。

遅延コンセント機能

™各負荷機器への電源を，適切なタイミングでオンオフ

ネットワーク経由で制御可能な多彩な機能を搭載

™遠隔からネットワーク経由でコンセントのオンオフ

™Webコンセントボックスごとにスケジュールを設定

可能

™遠隔にある UPSのイベントを取得

イベントに対する多彩な機能

™イベントに対し接続される①サーバをシャットダウン，

②サーバへの警告表示，③サーバへの電源供給停止

（3）

（2）

（1）
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中国はWTOへの加盟に伴い従来の認証制度を改め，

「中国強制製品認証制度（CCC：China Compulsory Cer-

tification）」を発足させ，この制度のもと第一次強制製品

認証実施の製品目録を公示，19 種 132 品目を指定した。

同時に 2003 年 8 月 1 日以降は，強制製品認証書を取得し

ていない製品の中国への輸出・販売ができなくなった。

この認証制度では GB規格に適合した製品と強制認証施

行規則による工場審査に合格することが求めらる。富士電

機はこれに対応して，電磁開閉器，MMS，配線用遮断器，

コマンドスイッチなど主要機種の認証を取得し，CCC

マークを付与した製品の販売を開始した。また，CCC 認

証品には，中国製品品質法に基づく製品品質検査合格証明

の添付，中国語で明記した製品名称，生産工場名表記など

を行った。
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中国強制製品認証制度「CCC認証品シリーズ」

αツインブレーカの機種拡大

フランジ形ケーブル式外部操作ハンドル

図７　CCC認証マークとCCC認証品シリーズ

汎用型 100AF～ 225AFの配線用遮断器・漏電遮断器の

内装付属品のカセット化を実現した新型ブレーカを開発し

た。国内外の規格の要求に適合し，型式の構成を三分化す

るとともに，カバーの外観色を黒とグレーの 2 種類準備し，

日本市場ニーズと国際化ニーズに対応してラインアップを

一新した。主な特徴は次のとおりである。

奥行寸法 60mmで内装付属品のカセット化を実現

強化絶縁・断路機能など最新規格の安全性に適合

フレームサイズ： 100AF，225AFの 2フレーム

JIS 対応品（黒色カバー），CEマーキング対応品（グ

レーカバー），UL489 ＋ CEマーキング品（グレーカ

バー）の 3タイプを製作（CEマーキング対応品の一部

タイプは TU
. .
Vによる規格認証を取得）

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　シリーズのラインアップ（配線用遮断器）

低圧電気設備である半導体製造装置，工作機械装置，自

動車製造装置など国内での使用および北米市場に輸出され

る各種装置の主電源ブレーカ用として北米規格に対応した

外部操作ハンドルを 100AF，225AF，400AFまで開発し

シリーズ化した。主な特徴は次のとおりである。

操作器部とブレーカの駆動部をフレキシブルケーブル

で連結することにより，盤面でのブレーカ取付け位置の

自由度が飛躍的に拡大した。

主要規格（UL，cUL，JIS）への対応を図った。

北米市場に合致した施錠〔シザーズロック，南京（な

んきん）錠φ 3× 3個取付け〕方法に対応している。

保護等級 IP54（IEC，JIS），NEMA：タイプ 12に対

応している。

（4）

（3）

（2）

（1）

図９　フランジ形外部操作ハンドル（ケーブル式）

CCC認証マーク
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非常停止押しボタンスイッチの拡充

ピッキングシステム用の7セグメント付AS-i スレーブ

DeviceNet/AS-i ゲートウェイV2.1 対応品

図１０　非常停止押しボタンスイッチ（AR22VG）

センサ・アクチュエータレベルのオープンネットワーク

である AS-i（Actuator-Sensor-interface）を使用した

ピッキングシステムに最適な照光押しボタン付 7セグメン

ト表示器を開発した。通信用 ICからの 4ビット出力を順

次マイコンに入力し，マイコンでこれを処理して 7セグメ

ント表示器（2けた）および照光押しボタンの照光を制御

するようにしている。取付けは，ねじ取付けとφ30 円柱

棒取付け可能な束線バンド取付けのどちらにも対応できる

ようにした。配線は AS-iケーブルに圧接接続するだけで

接続が可能であるため，取付けが容易で配置換えも簡単に

対応できる。また，押しボタン入力と並列接続可能なコネ

クタも装備している。

図１１　7セグメント表示器

省配線ネットワークの AS-iと，上位の通信ネットワー

クの DeviceNetを相互接続する DeviceNet/AS-iゲート

ウェイの AS-i 通信仕様を V2.0から V2.1にバージョン

アップした。

本品の特長は従来製品との互換性を保ちながらアナログ

スレーブ〔電流（4 ～ 20mA），電圧（0 ～ 10V），Pt100〕

の自動接続およびスレーブ数の倍増（62 個，旧は 31 個）

〈入力点数：最大 248 点，出力点数：最大 186 点〉などの

機能を拡張しており応用の範囲が広がる。

バージョンアップ品では FA分野にとどまらず空調シス

テムのような温度検出や圧力検出の用途に適用できるので

プロセスオートメーション分野とビルオートメーション分

野への使用も可能となる。

図１２　DeviceNet/AS-i ゲートウェイ

機械類の安全性の考え方は規格（ISO，JISなど）整備

や厚生労働省の指針などにより浸透し，安全機器の普及が

進んでいる。そのニーズに応えるため，プッシュロック形

の非常停止押しボタンスイッチの機種を拡充した。主な特

徴は次のとおりである。

操作部と接点部を一体にした構成にして，現場での両

者の連結を不要とし安全機能の保全性を高めた。

照光タイプと非照光タイプがあり，前者はプッシュ

ロックするとランプが点灯する接点を内蔵し，非常停止

状態の識別が容易である。

非常停止用として不可欠な強制開離接点機構やプッ

シュロックと同時に NC接点を開状態として，確実な非

常停止させるトリガーアクション機構を内蔵している。

UL/cUL・TU
. .
Vの認定・認証を取得済みである。（4）

（3）

（2）

（1）

KK03-036
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分電盤や機械装置などの電気エネルギー計測に適したコ

ンパクト形状で，しかもデマンドメータ，高調波メータな

どの計測機能も充実した 1 回路用電力監視ユニットを開発

した。主な特徴は次のとおりである。

1サイクルに 64 回，毎サイクル連続した計測により，

溶接機などの間欠電流やインバータ回路など高調波成分

が多く含まれる場合でも高い計測精度を維持できる。ま

た，無効電力，力率は「皮相電力計法」と「無効電力計

法」を選択設定して使用可能である。

RS-485 通信インタフェース，Whパルス出力を標準

装備しており，電力監視システムの構築や拡張が容易で

ある。

電流，漏れ電流警報リレー出力機能を搭載しており，

設備の保守管理が容易である。

（3）

（2）

（1）
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1回路用電力監視ユニット

ブレーカタイプ電子式電力量計「JFシリーズ」

LPガス用新型ガス漏れ警報器

図１３　1回路用電力監視ユニット

分電盤の小型化を目的とした電力量計への小型化のニー

ズがあり，また省エネルギーの推進，電力監視の要求から

末端の分電盤で電力情報の計測ニーズが増加してきた。こ

のような市場動向を踏まえ，分電盤の省スペース，配線・

組立工数の削減に貢献するブレーカタイプの電子式電力量

計 JFシリーズを製品化した。特徴は次のとおりである。

富士オートブレーカ「α-TWINシリーズ」と端子寸
法を統一

定格電流は 30A，120Aに加え，250A 品をシリーズ化

ドットマトリックス液晶の採用により，見やすい表示

に加え，取付け方向に応じた表示方向変更をスイッチ切

換のワンタッチで実現

オプション通信機能により，電力量に加え，電圧・電

流実効値，電力，力率の計測データの収集も可能

（4）

（3）

（2）

（1）

ガス漏れ警報器はガス漏れ事故に起因する爆発火災事故

を未然に防止する保安機器として広く普及している。LP

ガス用ガス漏れ警報器は低コスト，小型・軽量，取付け利

便性の向上などが求められており，今回，市場要求を満足

すべくデザインを一新した LPガス用新型ガス漏れ警報器

（KP-01H）を開発した。

主な仕様は次のとおりである。

警報濃度：爆発下限界濃度の 1/100 以上 1/4 以下

警報方式：ブザー警報（70 dB/m以上）

外形・質量： 68 × 77 × 29.6（mm）（業界最小サイ

ズ），約 200 g

取付け方向：縦横 2方向

取付け互換性：他社 5社の取付金具へ取付け可能（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１５　LPガス用新型ガス漏れ警報器（KP-01H）

関連論文：富士時報 2003.8 p.502-505

図１４　ブレーカタイプ電子式電力量計

30A，120A 250A
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汎用インバータ G11S/P11S，VG7Sなどと組み合わせて

使用し，制動エネルギーを電源側に回生する機能を備えた

電源回生コンバータを開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

インバータと同容量の 7.5 ～ 55 kW，200/400 V，18

機種を系列化

昇降機，立体駐車場などの高頻度な加減速運転や連続

的な回生機能が必要なアプリケーションに最適

回生機能付き工作機械専用インバータの置換えに最適

PWMコンバータに比べ入力フィルタ回路が不要

富士電機のリンク（Tリンク，SXバス），CCリンク，

RS-485 通信機能により，幅広いシステムに柔軟に対応

インバータと共通タッチパネルを採用し操作性を向上（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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回転機・可変速機器

電源回生コンバータ「RHR-Cシリーズ」

大容量インバータ（リアクトル結合）

伸線機・巻取機・より線機用インバータ「FRENIC5000G11S」（DRタイプ）

図１６　電源回生コンバータRHR-Cシリーズ

400 kWを超える電動機を駆動する場合，電動機を多重

巻線とし，巻線ごとにインバータを設けるシステムを提供

してきた。このたび，大容量単巻線電動機を駆動するため

に，リアクトルを用いて複数インバータを結合するシステ

ムと，PWMコンバータも同様にトランスレスで並列結合

するシステムを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

VG7Sと RHC-C 標準品を用いた並列システム

光オプション（OPC-VG7-SI）を用いて，各電流位

相，PWMスイッチングのタイミングを同期化

ディジタルソフトウェア処理による調整の容易化

高速ACRにより循環電流を抑え，リアクトルを小型

化

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１７　大容量並列システムの構成

伸線機，巻取機，より線機などへのインバータ適用は古

くから実施されているが，張力制御を実現するためには各

種信号変換器との組合せが必要であり，システム構成が複

雑であるという欠点を有していた。本シリーズでは，これ

ら信号変換器の機能をインバータに内蔵することにより，

システム構成を簡略化するとともに，PGフィードバック

カード（内蔵オプション）との組合せで，より高精度な張

力制御を可能としている。主な機能は次のとおりである。

ダンサロールの位置信号をインバータに直接接続し，

PID 制御にてロール位置を一定とすることで，伸線機・

巻取機の張力制御を行う機能を内蔵

後段の軸速度にドロー（比率）を設定することで，よ

り線機の張力制御を行う機能を内蔵

（2）

（1）

巻取機構 

PGM

PGカード 

エンコーダ 

速度フィードバック 

インバータ 

FRENIC5000G11S 
（DRタイプ） 

位置信号 

ライン速度指令 

ダンサロール 

モータ 

図１８　巻取機への応用例

関連論文：富士時報 2003.8 p.457-460
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世の中の動きとして，加熱インバータは熱効率が高く，

加熱スピードが速い，さらに安全でクリーンな熱源である

ことから，近年，電磁誘導加熱（IH）調理器などの各種

業務用調理機器への応用が活発化している。特に，ギョー

ザ焼きやお好み焼きなど業務用鉄板焼き器の分野では，従

来のガス加熱が抱える加熱スピードや安全性の課題を一気

に解決する方法として見直されてきている。

このような動向に対して富士電機では，業務用鉄板焼き

器の IH 化のために，2003 年に開発を完了した新型業務用

2.5 kW加熱インバータ（HFR2.5K11A-7）を適用し，コ

イル一体形鉄板を製品化することでこの分野への拡販を目

指している。
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回転機・可変速機器

鉄板焼き器用加熱インバータ

高性能ACサーボシステム「FALDIC-Wシリーズ」

20ビットシリアルエンコーダ対応ACサーボシステム「中容量 FALDIC-αシリーズ」

図１９　テーブル組込式 IH鉄板焼き器

図２０　FALDIC-Wシリーズ

印刷機械，成形機械，大型搬送装置をターゲットに系列

化した中容量FALDIC-αシリーズにおいて，20ビットシ
リアルエンコーダ対応のアンプ・モータを系列化した。機

種型式ならびに主な特長は次のとおりである。

機種型式

™アンプ：RYS○○○M3-VSH

™モータ：GYM○○○BC1-HC

特　長

™モータ内蔵エンコーダの分解能を標準の 16ビットか

ら 20ビットへ高めることにより，高精度な位置決め，

同期制御ならびにきめ細かな速度制御が実現できる。

™富士電機の汎用プログラマブルコントローラ「MICR

EX-SX」との接続を可能としたため，柔軟なシステ

ム構築が実現できる。

（2）

（1）

高性能サーボシステム FALDIC-α・βシリーズに続い

て，FALDIC-Wシリーズを開発した。Wシリーズは高機

能・小型アンプとモータ機種拡充を行ったシリーズとして，

次の特徴を持つ。① RS-485インタフェースを 2ポート持

ち，上位からのパラメータ一括管理が可能，② 400Wア

ンプでW45mm× H160mmと小型化を実現，③α・βシ

リーズで実績のある制振制御機能を搭載し，機械先端の振

動を抑制しながら高タクト駆動が可能，④最適なチューニ

ングゲインを自動調整する「イージーチューニング機能」

を搭載，⑤ 17ビットエンコーダで，より滑らかな回転を

実現，⑥定格 3,000 r/min 機種に加えて，定格 2,000/1,500

r/minの中慣性機種を用意，⑦モータは全機種 IP67 対応

にて耐環境性能を向上。

図２１　中容量 FALDIC-αシリーズ（20ビットエンコーダ対応）

関連論文：富士時報 2003.8 p.465-467
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セクショナルドライブシステム

ガスヒートポンプ式エアコン用DCブラシレスモータ

クレーン専用インバータモータ

MICREX-SX

SXバス 

FALDIC 
-α 

FALDIC 
-α 

FALDIC 
-α 

図２２　セクショナルドライブシステムの構成例

コンテナクレーンの横行および走行用に使用されるベク

トル制御インバータモータで，品質信頼性の向上，小型化，

低コストをコンセプトとして開発を行った。概略仕様，特

長は次のとおりである。

機種 7.5 ～ 55 kW，基底回転速度 1,750 r/min，4 極，

無励磁作動型ブレーキ，エンコーダ搭載

耐塩害塗装や各部品の接合部シールを施し，海岸近辺

の屋外設置に適した製品としている。

ブレーキは，手動開閉装置を装備して，各種調整作業

や機械メンテナンスなどを容易にできるようにした。ま

た，ブレーキの開閉動作を検知するリミットスイッチを

装備し，異常時のブレーキ破損事故を未然防止している。

中空エンコーダと自冷ファン構造により，全長短縮を

図った。

（4）

（3）

（2）

（1）

図２４　クレーン専用モータ

印刷機械，包装機械，搬送機械などでは，従来，機械式

での同期制御が行われていた。機械式では，ラインシャフ

トあるいはタイミングベルト，チエーンなどの機構部が必

要であり，機械の省スペース化，セットアップ時間の短縮

に大きなデメリットがあった。この改善のため，高速演算

が可能な「MICREX-SX」とサーボシステム「FALDIC-

α」の制御性のよさを活用したソフトウェアによるセク
ショナルドライブシステムを実用化した。主な特長は次の

とおりである。

MICREX-SXの高速バス（SXバス）にサーボアンプ

を直結する構成としたため，軸の拡張性に優れている。

ソフトウェアモーション制御としたことにより，精密

同期制御はもちろん，カム同期，間欠同期などのあらゆ

る同期システムを容易に構築できる。

（2）

（1）

業務用大型ガスヒートポンプ式エアコンの室外ユニット

に使用されるファン駆動用DCブラシレスモータ，エンジ

ン冷却用DCブラシレスポンプおよび専用コントローラを

セットにしたシステム供給をコンセプトに開発を行った。

特　長

™専用コントローラ 1 台で，ファンモータ 2 台または 3

台の多台運転，およびポンプ 1 台の制御を可能にして

いる。

™ファンモータは低騒音を目的に正弦波駆動としている。

™ブラシレスポンプはセンサレス制動方式を採用した。

概略仕様

™コントローラ入力：三相または単相 200V 50/60Hz

™ファンモータ：定格出力 170 ～ 500W

™ポンプ：揚水量　7m-55 L/min

（2）

（1）

図２３　ファンモータ（両端），ポンプ（中央前），コントローラ

（中央後）
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