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展　望
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　2005年の機器・制御事業を取り巻く市況は，国内では

自動車産業などの旺盛な設備投資の持続と機械生産が全般
に堅調で，また海外は中国の金融引締めの影響があるもの

の引き続き好調に推移した。このような環境の中で，市場
要求を的確にとらえた新製品開発，拡充と，市場のグロー

バル化に対応する製品の開発を積極的に進めるとともに，

RoHS規制対応などの環境保護の要請に応える製品開発を

推進し，事業ポジションの向上を担った。特に器具分野は，

主要な機械メーカー向けが高水準を維持し，可変速機器分
野では，国内の自動車や工作機械向けおよび中国，欧州な

どの海外向けインバータが好調に推移した。

　統合コントローラ分野では，生産フロアにおける PLC
へのパソコン機能の取込みに対応できるデータ処理能力
を備えた新 CPUモジュール SPH2000，ユーザー独自のプ

ロトコルを開発・搭載できる汎用通信モジュールの開発，

IEC準拠構造化プログラミング，従来型ラダープログラミ

ングおよび用途別支援ツール群の統合化を行った。

　器具分野では，火災発生下で一定時間給電を確保する

ため，一種耐熱型電磁接触器，補助継電器および二種耐
熱型配線用遮断器の開発を行った。また，配線用遮断器
の UL/CEマーキング対応 N形外部操作ハンドルやマニュ

アルモータスタータ（MMS）の N形外部操作ハンドルを

開発し，半導体製造装置や工作機械などの輸出機械設備の

UL/IEC規格対応制御パネルやモータコントロールセン

ターでの使用に対応した拡充を行った。角形表示灯 DP36，
DP40シリーズでは，奥行寸法を縮小した LED照光式短
胴形シリーズを追加した。

　電力監視機器 F-MPCでは，デジタル形多機能リレーと

して母線保護ユニット，モータフィーダ保護ユニット，ト

ランス保護ユニットの機種拡充を行うとともに，F-MPC
シリーズを無線や電話，LANなどインフラ回線の環境で

自由に使用できるようにした電力監視システム F-MPC-

Netを開発した。また，機械式ブレーカと電気計測ユニッ

トを組み合わせた Fe-PSUブレーカに電子式 OCR機能
を内蔵させた計測・監視・保護機能付きを系列に加えた。

AS-iネットワーク機器では，既発売のデジタルピッキン

グ用スレーブに誤作業防止のためのスポットライト付きを

開発した。ガス関連機器では，消防庁の火災報知器の設置
推奨に対応した火災警報機能を持つ新しい複合型ガス警報
器を開発した。

　可変速機器分野では，駆動・回生の双方向で直接電力
変換することにより大幅な小型化と高調波抑制が可能な

マトリックスコンバータ FRENIC-MXシリーズを開発し

た。汎用インバータでは，上下搬送・横行搬送を含めた幅
広い適用が可能な，クラス最高水準の制御性能，環境配
慮，長寿命化を実現した高性能・コンパクト型インバー

タ FRENIC-Multiシリーズを開発して系列の充実化を進
めた。また，空調用途向けファン・ポンプ負荷形インバー

タ FRENIC-Ecoシリーズの容量拡大と防水構造 IP54へ
の対応，コンパクト型インバータ FRENIC-Miniシリー

ズの全閉構造 IP40への対応，エレベータ用インバータ

FRENIC-Liftシリーズの容量拡大を進め，適用範囲の拡
大を推進した。大容量インバータでは，送水ポンプ，コ

ンベヤ，クレーン，押出し機などでの大容量化要求に対
応して，汎用インバータ G11/P11シリーズ，高性能ベク

トルインバータ VG7シリーズ，PWMコンバータ RHCシ

リーズで業界最大クラスの 800 kW機を開発するとともに，

690V電源用の要求に応えた VG7シリーズ，G11/P11シ
リーズの 500 kW，630 kW機を開発した。

　業務用加熱インバータでは 7 kW機の追加，サーボシス

テムでは，FALDIC-Wシリーズで 1.8 kW，2.9 kW機を

拡充した。専用回転機・駆動分野では，高効率化によって

小型・軽量化，低騒音化を図ったポンプ専用小型同期モー

タおよびセンサレス駆動インバータ，クリーンルーム機
器や大型エアコン室外ユニットのファン用 DCブラシレス

モータとセンサレス駆動コントローラの開発を行った。

　富士電機は，常に市場の要求を見定め，技術の探求とス

ピーディな製品開発に努め，製造・販売・サービス・技術
サポート体制の強化により，最高水準の品質，サービスレ

ベルの提供に努めていく。その実現には市場要求の的確な

把握が最も重要であり，今後とも顧客各位との密接な交流
とご支援をお願い申し上げる。

システムコンポーネント

プログラマブルコントローラ

器　具

回転機・可変速機器
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　シーケンス制御とデータ処理を融合させる新CPU「SPH2000」

　統合コントローラ「MICREX-SX」のマルチユース通信モジュール

　統合コントローラ「MICREX-SX」の支援ツール群

図１　SPH2000を搭載したMICREX-SXシステム

図2　マルチユース通信モジュール
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図3　統合コントローラMICREX-SXの支援ツール群

　統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」に，シー

ケンス制御に加え，従来 PLCでは不得意であったデー

タ処理系機能を革新的に向上させた新 CPUモジュール

「SPH2000」を追加した。このモジュールは，PLCへの現
場におけるパソコン系機能取込み要求に対応したものであ

り，以下の特徴を有している。

（1）　48 kステップ，96 kワードの大容量メモリ

（2）　8 kステップシーケンス制御を 3msで実行する高速性，

特に，FOR文による配列の繰返し演算のようなデータ

処理演算では，業界最高速
（3）　汎用コンパクトフラッシュカードのアクセス機能強化
（4）　実行時間割付け機能による設計自由度の向上
（5）　RUN中の複数プログラム書換えや，複数箇所での論
理指定付ブレーク設定などのデバッグ機能強化

　総合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」において，

高速制御に対応する応答性と，ユーザー独自のプロトコル

に対応できるカスタマイズ性を備えたマルチユース通信モ

ジュールを開発し加えた。このモジュールは，通信インタ

フェースとして RS-232C，RS-485ポートを各 1チャネル

備え，以下の特徴を有している。

（1）　RS-485で最大 460.8 kビット/秒の高速通信が可能
（2）　モジュール内部の通信処理時間を約 1/4に短縮したこ

とにより，高速制御への適用範囲を大幅に拡大
（3）　提供する基本ソフトウェアとサービス関数を使用して，

ユーザーが応用ソフトウェアを開発し組み合わせること

により，オリジナルの高速通信モジュールの構築が可能

　統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のエンジ

ニアリング支援ツール群を，本格的な構造化設計手法に対
応し，ライフサイクルを通して効率のよいエンジニアリン

グ環境としてラインアップした。支援ツール群の構成は次
のとおりである。

（1）　「SX-Programmer Expert（D300win）」
　本格的な構造化設計によりエンジニアリング効率向上が

可能である。

（2）　「SX-Programmer Standard」
　従来のラダー言語中心の設計手法を継承しつつ，

MICREX-SXの特徴である構造化設計も可能である。

（3）　周辺ツール群
　特定用途向けのシステムの立上げ・運転・保守を支援す

るツールである。

プログラマブルコントローラ

関連論文：富士時報 2005.5 p.333-336
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　耐熱形電磁接触器および配線用遮断器の機種拡充

図4　一種耐熱形電磁接触器および二種耐熱形配線用遮断器　耐熱形機器は，高温環境下においても一定時間支障なく

給電することができる耐熱性能を有し，火災発生時の被害
を最小限にとどめるために必要な製品として，重要な役割
を担っている。このたび，一種耐熱形電磁接触器・補助継
電器および二種耐熱形配線用遮断器の新型を開発し機種拡
充を図った。一種耐熱形電磁接触器・補助継電器では，新
SCシリーズ，NEO SCシリーズをベースにして，高耐熱
性の熱可塑性材料を適用することによって，小型化および

耐久性の向上を実現した。また，二種耐熱形配線用遮断器
では，小型かつ高性能なα-TW1Nシリーズをベースにし

て，50A，100Aフレームの二種耐熱形機種を系列に加え

た（ET52C形，ET53C形，ET53RC形，ET103C形）。

　MMS用N形外部操作ハンドル

図6　MMS用N形外部操作ハンドル　マニュアルモータスタータ（MMS）は，ブレーカの過
電流保護機能とサーマルリレーの過負荷・欠相保護機能を

一つに統合した商品であり，外形がコンパクトで遮断容量
が高いことが特徴である。

　このMMSは，モータコントロールセンター（MCC）
への搭載に適しているが，より最適化を図るため，MMS
用の N形外部操作ハンドルを製品化した。主な特徴は次
のとおりである。

（1）　標準で保護構造 IP20に適合，防じんパッキン付きで

IP50に適合（MCCへ搭載した状態で）

（2）　オンオフ位置で，南京錠によるハンドルのロックが可
能

（3）　MCC扉との機械的インタロックが可能

器　具

　電力監視機能付きブレーカ「FePSUブレーカ」の機能拡充

図5　 225AF計測・監視・保護機能付き FePSUブレーカ　低圧受配電設備の保護，保全，省エネルギー支援用途と

して，機械式ブレーカと電気計測ユニットを組み合わせた

「FePSUブレーカ」が好評を得ている。

　今回，この FePSUブレーカの計測ユニットに長限時・

短限時特性を備えた電子式 OCRを内蔵化させ，計測・監
視・保護機能付きを開発した。この電子式 OCR内蔵計測
ユニットとフレーム最大定格（100〜 800AF）のブレー

カを組み合わせると，ブレーカ最大定格の 50〜 100％
（100AFは 15〜 100％）の範囲で定格電流を調整するこ

とができる。さらに，この OCR機能が動作した場合，直
前に計測した事故電流値の表示が可能なので事故の復旧処
理に役立てることができる。なお，電子式 OCR機能に加
え地絡検出機能付きも用意した。
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　UL/CEマーキング対応N形外部操作ハンドル

　デジタル形多機能リレー「F-MPCシリーズ」の機種拡充

図7　UL/CEマーキング対応N形外部操作ハンドル

図8　モータフィーダユニット F-MPC30

　半導体製造装置，工作機械装置，自動車製造装置など世
界市場に展開される装置の主電源開閉用として使用される

30〜 800AFの配線用遮断器用外部操作ハンドルを開発し，

シリーズ化した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　IEC60204-1（機械の安全性－機械の電気機器）に規
定された電源開閉器用として使用できる。さらに TÜV
の第三者認証も取得している。

（2）　UL489に適合しているので UL508A（工業用コント

ロールパネル）に規定されたパネルにも適用可能である。

（3）　北米市場で要求される施錠方法（シザーズロック，南
京錠φ8mm× 3個取付け）にも対応している。

（4）　取付け調整が簡単なブレーカマウントタイプである。

　国内，東南アジアで実績の多い高圧受配電設備の保護・

計測・監視・伝送機能をコンパクトな箱に収納したデジ

タル形多機能リレー「F-MPC30シリーズ」に母線保護ユ

ニット，モータフィーダ保護ユニットを，「F-MPC60Bシ

リーズ」にトランス保護ユニットを開発し機種拡充を行っ

た。主な特徴は次のとおりである。

　①海外の受配電設備で普及しているMODBUS-RTU
（RS-485）プロトコルを標準装備し，海外ユーザーのアプ

リケーションソフトウェアで容易に設備の状態，電気量
監視が可能（3機種共通）。②三相 3線，三相 4線配電系
にも外部配線切換で対応可能（母線保護ユニット）。③動
作特性は IEC60255-8に準拠（モータフィーダ保護ユニッ

ト）。④ 3巻線トランスに対応（トランス保護ユニット）。

器　具

　電力監視システム「F-MPC-Net」

RS-485
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電話回線

電話回線

SS無線

RS-485 PLC経由

電力監視機器
F-MPCシリーズ

解析支援ツール

RS-485 直結

図9　F-MPC-Net のシステム形態　省エネルギー法や ISO 14000への対応に加え，2005年
の京都議定書の発効によって，環境・省エネルギー活動が

今や必須となっている。電力監視システムは省エネルギー

活動を実践するための最重要ツールであり，インフラに対
応したスムーズな導入がキーポイントとなる。

　電力監視システム「F-MPC-Net」は，すでに多くの

ユーザーから高い評価をいただいており，コスト重視の

シンプルな構成でありながら，①配線工事が困難な場合の

無線や電話回線の利用，② LANなどのネットワークへの

対応など，さまざまなインフラに対応が可能という特徴を

持っている。また，監視・計測機能に加え解析機能も備え

ており，柔軟に最適システムの構築が可能である。
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　AS-i 機器 ピッキング用スレーブ

図10　ピッキング用スレーブ　中・小規模のデジタルピッキング用途に最適な，省配線
ネットワーク AS-i対応のピッキング用スレーブを開発し

た。2けた 7セグメント表示器と照光押しボタンを内蔵し

たもの（AS-i仕様 V2.0対応，1系統に 31台接続可），照
光押しボタンのみを内蔵したもの（AS-i仕様 V2.1対応，

1系統に 62台接続可）の 2種類を準備した。

　主な特徴は次のとおりである。

　①スポットライトを搭載しており，スポットライトで取
り出す部品を照射することで部品取出しの間違い防止が可
能，② AS-iの自由な配線方式およびケーブルへの圧接接
続方式によりレイアウト変更が容易で，トータルで大幅な

コストダウンに寄与，③平面取付け，円柱棒取付けの両方
可能。

　火災警報機能付き複合型ガス警報器

図12　火災警報機能付き複合型ガス警報器　大阪ガス株式会社と共同で，火災警報機能を備えた新し

い複合型ガス警報器を開発した。この警報器の製造ライン

には，搭載する全部品のロットや製造にかかわる履歴を警
報器 1台ごとに追跡可能としたトレーサビリティシステム

をさらに高度化したシステムを適用した。また，警報器は

電子回路の常時監視を図った。電子回路の異常予兆現象を

検知すると音とランプで知らせる自己診断機能や，ガスセ

ンサの検知手段の工夫による誤報抑制機能，警報履歴の記
憶機能など，さまざまな機能を搭載した。

　近年の住宅火災の死者数増加などを踏まえ，消防庁は，

一般住宅居室への火災警報器の設置義務化や，台所などへ

の火災警報器の設置を推奨しており，今後，この製品の販
売拡大が見込まれる。

器　具

　短胴形角形表示灯

図11　短胴形角形表示灯　現行角形表示灯「DP36・DP40シリーズ」に，奥行寸
法を縮小した LED照光・全電圧式短胴形シリーズを開
発し，機種拡充を図った。奥行寸法は 50mm（現行品は

61mm）としており，配線スペースに制約がある場所への

使用に適した製品である。主な特徴は次のとおりである。

　①高輝度照光，②充電部カバーを標準付属，③照光部の

色変更・配置変更が容易，④青色，純白色を含む 7色のカ

ラーバリエーション，⑤奥行寸法を除く外形・取付穴寸法
は現行品と同一。

　また，現行 DPシリーズおよび短胴形シリーズとも

RoHS指令に対応した鉛，六価クロムなどの有害物質を含
まない環境に優しい製品としている。
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　ファン・ポンプ用インバータ「FRENIC-Eco」の容量拡大

　低圧大容量インバータ

図13　ファン・ポンプ用インバータ FRENIC-Eco

図14　800kWインバータ盤

　HVAC（空調）用途をターゲットにした，ファン・ポン

プ（2乗低減トルク負荷）用インバータ「FRENIC-Eco」
において，標準シリーズの容量系列をさらに拡大し，商品
化した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　容量拡大範囲
　™  90 kW，110 kW/200V（2機種）

　™  280〜 560 kW/400V（7機種）

（2）　主な特徴
　™  小・中容量クラスと同一の操作方法，制御オプション

が使用可能
　™  最適省電力制御搭載で，省エネルギー効果アップ

　™  前面パネルからのアクセスでファン交換が可能
　™  標準品で盤外冷却にも対応可能

　国内外で幅広い用途に使用されている，一般用インバー

タ：FRENIC-G11S/P11Sシリーズ，高性能ベクトルイン

バータ：FRENIC-VG7Sシリーズ，PWMコンバータ：

RHCシリーズについて，送水ポンプ，コンベヤ，クレー

ン，押出し機用途における容量拡大の要求に応え，業界最
大クラスとなる 800 kWインバータを開発した。主な特徴
は次のとおりである。

（1）　機種バリエーションが豊富
（2）　各相ごとのスタック化と専用リフタで，保守性を改善
（3）　単機容量の拡大に伴い，収納盤の省スペース化が可能
（4）　スタックに冷却ファンを内蔵しており，収納盤側で冷
却ファンの設置が不要

（5）　海外規格対応として，UL/cUL規格を取得済み

回転機・可変速機器

　大容量インバータ690Vシリーズ

図15　FRENIC5000VG7シリーズ　低圧モータ駆動用インバータとして，単機 800 kWまで

容量拡大を進めてきたが，ケーブル工事や盤スペースの関
係から，690V電源用インバータの要求がある。今回，こ

うした要求に応えるため大容量クラスのユニットを開発し

た。主な特徴は以下のとおりである。

（1）　500 kW，630 kWの 2容量を製品化
（2）　豊富な機種バリエーション

　FRENIC5000VG7，G11/P11に対応可能。

（3）　制御回路は低圧シリーズと同一思想
（4）　直流並列システム対応に考慮
　直流入力端子を天井側に配置して並列接続を容易化，オ

プションとして 1,200 kW連続回生の制動ユニットを用意。

　なお，今後，さらなる容量系列の拡大について検討する。
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　小型ポンプ用同期モータシリーズ

図18　ポンプ用7.5kW同期モータ　ポンプ用途専用小型同期モータの開発を行った。

〔シリーズの定格〕

　三相 200V，0.75，1.5，2.2，3.7，5.5，7. 5 kW
〔同期モータの特徴〕

（1）　回転速度 4,500 r/minでの運転に最適な専用設計によ

り 90％の高効率を達成した。

（2）　高効率化によるモータ発熱の低減と通風冷却構造の最
適化により，従来比約 5 dB（A）の騒音低減を実現した。

（3）　誘導モータに対し体積比約 35％減，質量比約 40％減
と小型軽量化するとともに軸受温度の低減を図り寿命を

約 2倍とした。

（4）　専用インバータとの組合せにより，センサレス駆動が

可能である。

回転機・可変速機器

　ファン駆動用センサレスDCBLシステム

図17　ファンモータ（両端）とコントローラ（中央）　クリーンルーム機器や大型エアコン室外ユニットに使用
するファン用高効率 DCブラシレスモータおよびセンサレ

ス専用コントローラシステムを開発した。主な特徴は次の

とおりである。

（1）　専用センサレス駆動コントローラ 1台で，ファンモー

タ 2〜 4台の多台運転制御が可能
（2）　モータ騒音低減を目的として正弦波駆動方式を採用
（3）　モータがフリーラン状態からの始動が可能
（4）　各種通信方式には，アドオンボードにて対応
（5）　モータのセンサレス化により低コスト，高信頼性を確
保

〔概略仕様〕

™  コントローラ入力：三相または単相 200V 50/60Hz
™  モータ定格出力範囲：170〜 800W

　エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift」の機種系列拡大

30kW 400V 22kW 200V

図16　エレベータ用インバータ FRENIC-Lift シリーズ　エレベータ用インバータ「FRENIC-Liftシリーズ」（三
相 400V，5.5〜 22 kW）は，従来の「FRENIC-G11UDシ

リーズ」に対して，電流制御性能の向上，過負荷定格アッ

プ，エレベータ専用機能搭載など数多くの特徴を有して

いる。また，全容量制動ユニット搭載，PGフィードバッ

ク回路や CANバス標準搭載など，エレベータシステムに

適した機能・性能を備えており高い評価を得ている。一方，

より高速なエレベータ用，既設エレベータの置換え用など

としてさらなる容量拡大，機種拡充が求められている。こ

うしたニーズに応えるために，三相 400V，30 kW機およ

び 200Vシリーズ（三相 200V，5.5〜 22 kW）を開発し，

FRENIC-Liftシリーズの系列拡充を図った。
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　サーボシステム「FALDIC-Wシリーズ」の容量拡大

1.8kW
サーボモータ

2.9kW
サーボモータ

1.8kW
サーボアンプ

2.9kW
サーボアンプ

図19　FALDIC-W 1.8 kW，2.9kWサーボシステム　サーボシステム「FALDIC-Wシリーズ」の適用範囲を

さらに広げるため，出力 1.8 kW機および 2.9 kW機を新た

に開発し系列の強化を行った。新機種の概略仕様および

FALDIC-Wシリーズの主な特徴は次のとおりである。

（1）　概略仕様
　入力：三相 200〜 230V
　 定格出力/定格トルク：1.8 kW/11.5N・m，2.9 kW/18.5  
N・m，定格回転速度：1,500 r/min

（2）　主な特徴
　™  イージーチューニング機能，制振制御機能を標準で搭

載
　™  高分解能エンコーダ（17ビット）搭載で低速でも安
定した回転を実現

回転機・可変速機器

　7kW業務用 IHインバータ

図20　業務用 IHインバータ（7kW）　二酸化炭素（CO2）の排出抑制や作業環境の改善が可能
などの特徴を持つ電磁誘導加熱（IH）の適用範囲が広がっ

ている。このたび，好評をいただいている 3 kWおよび

5 kWの業務用 IHインバータに加え 7 kW品を開発し容量
拡大を図った。このクラスでは，用途に応じて専用コイル

が不可欠であることから，インバータ単体を標準品として

提供している。

　この製品の機能・性能は，3 kW/5 kWと同一仕様であり，

32 ビット CPU搭載による加熱性能の向上や幅広い用途
で必要とされる各種電力制御・温度調整機能を有している。

さらに，RS-485通信を標準装備していることから，上位
コントローラと組み合わせたシステム化が容易である。業
務用厨房（ちゅうぼう）機器だけでなく給食センターや食
品加工工場などへの適用を見込んでいる。

関連論文：富士時報 2005.5 p.385-388

　可変速機器のRoHS指令対応

図21　RoHS指令対応可変速機器　2006年 7月から RoHS指令が施行され，EUで販売され

る製品に対して鉛，六価クロム，水銀などの特定 6物質の

使用が制限される。国内においても RoHS指令と同等の

基準でグリーン調達を実施するユーザーが増えてきており，

FALDIC-W，FRENIC-Ecoをはじめとした可変速機器で

は以下の対応を開始した。

（1）　プリント基板ユニット：規制の鉛やカドミウムを含ま

ない部品の採用および鉛フリーはんだによる実装
（2）　板金，ねじ類などの機構部品：三価クロムまたはニッ

ケルめっきなど六価クロムを含まないめっきへの変更
（3）　プラスチック類：規制の臭素系物質を含まない材料の

採用
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