
新製品

New Products

食品・薬品・化粧品分野、物流・電機・電子部品分野向け

ハンドリングロボットコントローラFS100L
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主な特長

主な機能

適用可能ロボットラインアップ

・省スペース化、設置自由
・ユニット・基板の高密度実装により、従来同容量機種と比べ
約22％をサイズダウン。

・キャスターを標準装備しているため、移設の自由度が向上。
・ボックス高さを550mm以下に抑え、制御盤を2段まで
段積み可能で、スペースの有効利用を実現。

・4倍の高速化により生産性を向上（当社同容量機種従来比）

・ I/O応答時間の短縮によりサイクルタイムが向上。
・タイマ設定分解能の向上により、信号出力タイミングをより
精密に調整可能。

・パレタイズ専用アプリケーション「MOTOPAL」を使うことで、
ティーチングなしでパレタイズ用の動作プログラムを作成
でき、修正・動作が可能。

・「多数個取り対応」「パレット複数枚床置き対応」「高さ補正
機能」「ジョブ転送画面」などの機能が利用可能。

・「プログラミングペンダントの操作パネル化」により通常運転
時に行う操作がさらに容易に。

エンドユーザー様にとって使いやすい

・C言語で作成したアプリケーションをコントローラ上で実行する
「MotoPlus」に、サーボ制御サービスを追加したことにより、
モータの速度やトルクのデータをリアルタイムで取得したり、
モータのトルクを直接制御したりすることが可能。

・「MotomanSync」を使うことで外部機器からの指令によって
ロボットを制御することが可能。また、従来のパソコン、当社
マシンコントローラMP3000に加え、PLCからの制御を可能に。

SI様 にとって設計・開発しやすい

　当社は、物流・電機・電子や医療・食品市場向けに、中・大形
ハンドリングロボット用コントローラ「FS100L」を開発し、2013年
3月より販売開始し、順次ラインアップを拡充していきます。
　産業用ロボット市場は、これまでアーク溶接、スポット溶接、
塗装などの自動車生産設備向けの用途が主流でした。しかし近年、
食品・薬品・化粧品といった三品市場におけるワークの高速搬送
や、電機・電子機器市場での組立てなどの分野へと適用が拡大
しています。これらのハンドリング用途では、ロボットコントローラ
に対して、制御盤の小形化や I/O信号の高速応答、SI（システム
インテグレータ）向けの自由な開発環境などが求められています。
　こうした要求に応え、当社は2011年9月に、可搬質量20kg
以下小形ハンドリングロボットコントローラFS100をリリースし
ました。今回開発したFS100Lは、可搬質量20kg超の中・大形
ロボットに適用できます。これにより、FS100シリーズとして、小形
ロボットから大形ロボットまで一貫してハンドリング市場に最適な
機能・性能を提供することが可能になりました。

・オープン化ツールの機能を拡充

・ハンドリング用途に必要な各種機能に対応

MPK
MPL

シリーズ

MH

シリーズ

MOTOMAN-MPK50 MOTOMAN-MPL80 MOTOMAN-MPL100 MOTOMAN-MPL160 MOTOMAN-MPL300

MOTOMAN-MH50 MOTOMAN-MH80 MOTOMAN-MH165 MOTOMAN-MH200 MOTOMAN-MH215 MOTOMAN-MH250

パレタイジング
用途

ハンドリング
用途

■ お問い合せ先:  ロボット事業部　グローバルマーケティング部  TEL: 093-645-7703　FAX: 093-631-8140

FS100L



対象：
脳卒中の後遺症治療患者

New Technology

新製品 新技術

New Products
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■ お問い合せ先:  技術開発本部　スマートロボティクスセンタ  TEL: 093-571-6017　FAX: 093-571-6028■ お問い合せ先:  モーションコントロール事業部  事業企画部　ヒューマンアシスト事業推進チーム  TEL: 03-5402-4907　FAX: 03-5402-4508

　超高齢社会の到来とともに、医療・福祉現場での介助者の不足が深刻

化しています。介助者の負担軽減や要介護者の自立支援には、ロボット技術

を応用した装置の活用が期待されており、国は装置開発の促進や装置適用

の保険制度の整備を進めています。

　当社は、創立100周年に向けて新中期経営計画「Realize 100」（2013年度～

2015年度）を発表しました。この中で、ロボティクスヒューマンアシスト事業

を主要な柱の一つとして位置づけています。今回は、医療･福祉分野における

脳疾患などのリハビリ装置への当社の取組みを紹介します。

ロボティクスヒューマンアシスト事業の取組み

医療・福祉分野向けリハビリ装置の研究開発

主な特長
・専門治療動作パターンを内蔵、適正なリハビリが可能。 ・ベッドサイド形で移動簡単。メニューガイド方式で操作簡単。

理学療法士などリハビリ専門家が使用する下肢運動パターン
を内蔵し、患者の脚の長さに応じて下肢3大関節（股、膝、足首）
の協調動作制御が可能。

主な特長
・小形密着形で安全かつ長期間の歩行リハビリが可能。

服の中に装着できるので、時間と空間の制約を受けない。

・足首部を軽量化して患者の負担を軽減。

足首駆動部分とコントローラを分離して、小形扁平モータを
使って足首を直接駆動。

主な特長
・促通刺激により神経回路の興奮状態を高める。

・反復運動により神経回路を効率的に強化。

4輪キャスター付きでベッド間や病室間の移動が自由自在。
タッチパネルで簡単に操作が可能。また患者情報を記録でき、
診療に再利用が可能。

下肢用リハビリ装置

足首アシスト歩行装置 

上肢リーチング訓練装置 

寝たままで早期のリハビリが可能

「川平法」リハビリ装置

歩行リハビリ装置

・両足の足裏センサの情報を元に、歩行時の足首の背屈と
底屈動作をモータでアシストする。
・二関節筋（腓腹筋）の伸張により、反射で膝・股関節の動きを
連動させ、スムーズな振り出しをアシストする。

3関節1

CPM（Continuous Passive Motion）

3関節2

SLR                (Straight Leg Raising) ブレンド

足関節

　運動機能に障害を持つ方がベッドに寝たまま機能回復訓練を
行うことができるシステムです。従来製品TEM LX2 TypeD＊2

をリニューアルし、製品化する予定です。
　本装置は患者の股・膝・足首の各関節を同時に、かつ長時間
動作させることで、拘縮した関節の可動範囲の維持・拡大など
が期待され、早期回復・離床、早期社会復帰に貢献します。

曲げ・伸ばしの際に使う筋に振動刺激、電気刺激を併用する促通
によって、肩と肘の運動を伝える神経回路の興奮状態を高く維持。

促通刺激によって患者が自主的に腕を動かすことが容易になり、
運動を反復しやすくなる。この反復運動によって、効率的に神経
回路を強化することができ、麻痺回復を促進。

　鹿児島大学の前教授川平和美先生が開発された「促通反復療
法」（川平法）に基づき、当社のモーションコントロール技術と
ロボット技術を応用して開発したリハビリ装置です。今回の上肢
リーチング装置に続き、前腕・指・下肢・歩行用の訓練装置も
順次開発する予定です。
　「促通反復療法」は、脳卒中片麻痺患者の麻痺回復に優れた
効果を示しますが、その手技は熟練を要すため習得した療法士
はまだ少なく、本療法の治療を受けられる患者は少数にとど
まっています。
　本装置の開発によって、麻痺した上肢の早期回復を期待
できるとともに、療法士の負担を軽減できます。

　脳卒中などによる後遺症で麻痺した下肢の歩行姿勢（歩容）
改善用に、当社モーションコントロール技術とロボット技術を
応用して開発した足首アシスト歩行装置です。
　歩行リハビリによる歩容改善には療法士への技術依存が高く、
質の高い訓練を均一に提供するには限界があります。また、歩行
時の足首のコントロールには高度な介助技術を要します。現実的
には、歩容よりも安全性を重視し、足首の動きが出ないように
固定する短下肢装具を装着して行うリハビリが一般的でした。
　本装置により、理想に近い歩容で歩行リハビリを安全かつ
長時間に行うことが可能となり、麻痺した下肢の歩容改善
及び歩行能力の回復が期待できます。

展示会案内

対象：

* 鹿児島大学の促通反復療法研究グループとの共同研究です。

* 芝浦工業大学、広島大学、株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズとの共同研究です。

対象：
脳卒中の後遺症治療患者

・手首をワイヤで吊り下げ、モータの力で腕の重量を免荷し、
患者の弱い力でも腕を動かせる。
・患者の手前と上方遠方にボタンを配置する。患者は腕を曲げ・
伸ばしてそれらのボタンを交互に押す。
通常は1日に100回から1000回程度反復に行う。

足関節の角度を
維持したまま、

膝関節を屈伸する。

くるぶし位置を
一定に保って

膝関節を屈伸する。

膝関節を
伸ばしたまま、
脚を上下させる。

股・膝・足首の
3関節を同時に

動作する。

足関節を
底背屈動作する。

異なる
2パターンを
交互に繰り返す。

● 動作パターン

動作パターン

動作パターン

本記事で紹介している装置は、下記展示会に
出展します。ぜひ会場で体感してください。

・第40回国際福祉機器展（H.C.R.2013）
会期：2013年9月18日（水）～20日（金）
場所：東京ビッグサイト  東2ホール
小間番号：2-12-13

・2013国際ロボット展（iRex）
会期：2013年11月6日（水）～9日（土）
場所：東京ビッグサイト  東1、2、3ホール
小間番号：IR2-62

開発中*1

開発中

開発中
・脳血管疾患患者、整形疾患患者の中でリハビリテーション
が必要とされる方。

・運動機能回復、維持のための高齢者など。

＊1: 医療機器認証取得後、販売開始する予定です。
＊2: 九州大学病院との共同研究です。

背屈動作
（つま先の持ち上げ）

底屈動作
（つま先の蹴り出し）

伸張性反射
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　世界的に節電・省エネの重要性がクローズアップされ、電力
の有効利用に対する意識がいっそう高まっています。当社は機械
設備の節電・省エネに貢献する「電源回生省エネユニットシリーズ」
を提供しています。既に販売しているマトリクスコンバータ
Varispeed-AC、電源回生コンバータD1000に続き、電源回生
ユニットR1000を2013年7月1日より販売開始しました。
　R1000は、電源回生による省エネ効果はもちろん、制動抵抗
方式に比べブレーキ力アップ・機種拡充・電力モニタ拡充など
の特長を有しています。また、世界規格に準拠し、グローバルに
使用可能です。

　モータは、回すと電力を消費しますが、回されると電力が発生し、
それを回生電力と言います。従来この回生電力を熱として捨てて
いましたが、それを電源回生し、ムダなく活用することで省エネ
に利用する目的で、当社は「安川回生省エネユニットシリーズ」
を提案しています。

安川回生省エネユニットシリーズ

電源回生ユニット R1000を販売開始 主な特長

主な機能

「安川回生省エネユニットシリーズ」

シリーズ製品のポジショニング 適応例

制動抵抗器から置き換えるだけで、手軽にもっと省エネ

制動トルクがアップし、連続回生運転で装置のブレーキ力が向上

・「モニタリング」による省エネの見える化

アナログ出力や通信ネットワークなどを使用して、さまざま
なデータをモニタ可能。操作も簡単。

・パソコンを使って簡単サポート

・回生省エネ効果シミュレーションプログラムで、導入時の
費用対効果が簡単に確認可能。

・DriveWizard Plusで、調整や保守作業がさらに簡単。

・「パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台」で安心

制御信号の配線作業やパラメータの再設定が不要で、万一の
トラブルでも安心。

・グローバルビジネスをサポート

世界規格に準拠し、各種フィールドネットワークに対応。

・「寿命診断予測」による予防保全

寿命部品のメンテナンス時期を事前にアラーム信号で出力。

機械は発電する!

モータは、回すと電力を消費、 回されると発電します。

■ 昇降機（クレーンなど） ■ 水平搬送機（台車など） ■ 発電機（風車・水車など）

モータは…

このとき発電 ! このとき発電 !

減速・停止時に慣性力で引っ張られる。
モータは…

このとき発電 !

風や水などの外力で回される。
モータは…
巻下げ時に重力で引っ張られる。

このエネルギーをムダなく活用して省エネ！

R1000

電源協調
リアクトル

電流抑制リアクトル
ヒューズ

R1000

インバータ

◆ 制動抵抗方式 ◆ R1000

制動ユニット

インバータ

制動抵抗器ユニット

定格荷重　　：10 t
定格巻上速度：20 m/min
適用モータ　：45 kW 4極 1750 min-1

昇降回数： 25回 /時間
　　　　　（12時間/日、365日で109,500回/年）
電気料金：10円 /kWh

R1000を昇降機に適用した場合

R1000の適用で
（ LKEB-4045の例 ）

54%54%

150%150%
（30秒）

◆ 制動抵抗方式 ◆ R1000

制動抵抗器 R1000制御盤 制御盤

125%125%

（10秒）

条件：
500回/年）

電源回生で省エネ！　制動抵抗器を使用する機械に最適。

クレーン、ホイスト、
チェーンブロック エレベータ

スタッカクレーン エスカレータ 垂直搬送リフター

立体駐車場

繊維機械

ロボット

プレス

ミキサー

ワインダ、アンワインダ

連続鋳造設備
スリッタ

工作機械

遠心分離機

斜面移送システム
（モノレール、ケーブルカー）マトリクスコンバータ

Varispeed-AC

電源回生コンバータ
D1000

電源回生ユニット
R1000

インバータ一体形

インバータ併用形

電源回生、高調波抑制 電源回生

インバータ複数台接続可能

電圧

200V 級

400V 級

容量（順次展開予定）

105kW

210kW、300kW

容量（販売開始時）

3.5kW ～   73kW

3.5kW ～ 150kW

1.

2.

* : 申請中です。

■  お問い合せ先：　インバータ事業部 事業推進部　TEL 0930-25-2548　FAX 0930-25-3431
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「CEMS」からの要求

新技術

New Technology

主な技術内容
・エネルギー評価を加えた生産設備運転計画機能
従来の品質（Q）、コスト（C）、納期（D）に加え、エネルギー
（E）の評価も取り入れて、生産設備運転計画を立てる機能

・生産設備運転計画に対応した省エネ制御機能
ダイナミックプライシング（DP）＊に対応して生産設備運転
計画を策定。その運転計画に応じて生産設備が運転した際に、
付帯設備もそれに応じて省エネ制御を行う機能

・需要電力負荷の変動吸収機能
生産設備運転計画と実績とのずれを補うための充放電計画
を立てる機能

・生産システム向けの電力分析機能
工場の省エネ操業を追及するために、製品や工程にかかる
消費電力を電力計による計測データを用いて分析する機能

＊ 地域の電力需給状況に応じて変動する電力料金のことです。
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■ お問い合せ先: システムエンジニアリング事業部  システム工場 社会・環境システム技術部 環境システム技術課   TEL:0930-23-1421  FAX:0930-23-3402

　当社は、本社所在地である北九州市が低炭素社会の実現に向け
取り組む「北九州スマートコミュニティ創造事業」に参画し、工場
エネルギーマネジメントシステム（FEMS）の実証実験を開始します。
　地球温暖化が進む中、エネルギーの安定供給およびCO2

排出量の削減に向けて、政府はエネルギー戦略の見直しを検討
しています。その中で、経済産業省は「次世代エネルギー・社会
システム実証事業」に取り組んでいます。その一環として、環境
モデル都市に指定されている北九州市は、「スマートコミュニティ
創造事業」を進め、地域のエネルギーを中心としたプロジェクト
の実証実験を行っています。

　北九州市の実証事業では、CEMS、HEMS、BEMS、産業部門、
輸送部門の各テーマで進めています。このたび、当社はプラント
運転監視システム構築の経験を活かし、「産業部門」にて
「FEMS構築」の開発、実証実験を開始しました。工場の設備・
工程をエネルギーの面から最適に管理・制御を行うことで、
工場全体のエネルギーを最適化します。また、地域エネルギー
マネジメント（CEMS）と情報連携し、地域グリッドの需給バランス
制御やグリッドのエネルギー品質維持に貢献します。
　この実証は2014年まで行い、得られた技術を事業化に向け
展開する予定です。

「北九州スマートコミュニティ創造事業」に参画

工場エネルギーマネジメントシステムの実証実験

・EMS (Energy Management System):

エネルギーマネジメントシステムの略で、「電力供給」と「電力
需要」を監視・制御し、需給安定を実現するシステムです。

・CEMS (Community Energy Management System):

地域（コミュニティ）の消費電力・発電電力の監視と電力需給
の制御を行うシステムです。

・HEMS (Home Energy Management System):

家庭での消費電力・発電電力の監視と電力需給の制御を
行うシステムです。

・BEMS (Building Energy Management System):

オフィス、学校、病院、集合住宅など、ビルでの消費電力・
発電電力の監視と電力需給の制御を行うシステムです。

・FEMS (Factory Energy Management System):

工場での消費電力・発電電力の監視と電力需給の制御を
行うシステムです。

エネルギーマネージメントシステムについて

CEMS

輸送部門

産業部門BEMS

HEMS

・ダイナミックプライシング
・電力需給バランス エネルギー評価を加えた

生産設備運転計画機能

需要電力負荷の
変動吸収機能

生産システム向けの
電力分析機能

ピークカット・シフト率

10％
省エネ、CO2削減

10％

FEMS

● 北九州市の「スマートコミュニティ創造事業」 ● 当社「FEMS」の構築

生産設備運転計画に対応した
省エネ制御機能



エレベータに最適な性能と機能をグレードアップ

安川インバータ L1000A （エレベータ専用）

主な特長

・従来比2倍の速度応答性により、最高の乗り心地を実現

最新の高性能MPU採用により、速度制御処理を高速化。速度
応答100Hz以上を実現。
・起動時ゼロサーボ機能により、起動時のロールバック現象を
抑制。

・速度制御処理の高速化により、停止時のオーバーシュートを
抑制。また、高層階向け高速エレベータへの適用も可能。

・振動抑制機能により、エレベータかごの共振を軽減。

・PG速度制御カードPG-F3オプションでSICK Stegmann
社製HiperfaceエンコーダインタフェースSRS50/60、
SKS36、SFS60に対応。

・通信オプションカード EtherCAT＊1（SI-ES3＊2）に対応。

・拡張性を向上し、幅広いインタフェースに対応

　エレベータ業界では、これまで誘導モータを駆動する汎用
インバータが多く使われました。近年、快適な乗り心地と安全性
を求め、中低層階向けエレベータの永久磁石同期モータの採用
が進み、インバータに対しても高性能化・高応答化ニーズが
高まっています。
　当社はエレベータ専用インバータL1000Aに高性能MPU
（マイクロプロセシングユニット）を搭載し、モータの制御性能
を高め、グレードアップしました。これにより、優れた乗り心地を
実現するとともに、作業現場でも調整が容易になり、操作性が
向上します。さらに、各種通信オプションインタフェースに対応し
拡張性を高めています。　

＊2  SI-ES3カードについては、「お問い合わせ先」までご相談ください。
＊1  EtherCATは、Bechhoff Automation GmbHの商標です。

電圧

200V 級

400V 級

容量

1.5 ～ 110kW 

1.5 ～ 110kW

誘導モータ ベースマウント形同期モータ 超薄形同期モータ

簡単調整、
乗り心地 
Good！

ロールバック
抑制

振動
抑制

オーバシュート
抑制

■  お問い合せ先：　
　 インバータ事業部 事業推進部　TEL 0930-25-2548　FAX 0930-25-3431
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新製品

New Products

L1000A
（グレードアップ）

L1000A
（グレードアップ）

L1000A
（グレードアップ）

EtherCAT

エレベータコントローラ

エンコーダ
シリアル通信

PG-F3

SI-ES3
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新製品

New Products

「とにかく簡単！」新コンセプトコントローラ誕生

モーションアダプタMA100を販売開始

主な特長

・エンジニアリングツール「MA-Manager＊」で、 簡単プログラミング、簡単デバッグ

・Ethernet＊（100Mbps）1ポート搭載で、機器間の接続は1本で完了 ・モーションフィールドネットワークMECHATROLINK-II対応

　機械を動かすためには、コントローラによるプログラミングが
必要不可欠な作業です。当社のマシンコントローラMPシリーズ
は、「高性能、多機能、高速制御」を特長として、市場から好評を
いただいています。一方、「サーボが使いたいけれど、上位コント
ローラにラダーや専用のプログラミング言語などの専門スキル
が必要で覚えるのが難しい」と感じるお客様もいます。このたび、
「とにかく簡単 !」をコンセプトに、モーションアダプタMA100を
開発し2013年5月21日より販売開始しました。　
　MA100は、単純な位置決めを直感的なプログラミングで実現
しました。専門的な電気技術者でなくても位置決めプログラムを
組むことができます。また、省配線・簡単接続・簡単操作で、
比較的小規模のシステム構築や、単純な位置決め用途などで
特に力を発揮することが期待できます。

・視覚的に分かり易いタイムチャート作図方式で初心者でも
簡単に位置決め指令プログラムを作成可能。

・充実した手動運転機能でデバッグが簡単。画面上のアイコン
をクリックするだけで、サーボオン／サーボオフ、JOG、
STEP、原点復帰などの運転が可能。
また、タイムチャートの運転、停止やオーバーライド設定が簡単。
プログラムの運転状態をモニタでき、確認作業やプログラム
の設定変更も容易。

・PC側のEthernetポートの通信設定を自動的に行い、PCと
MA100を簡単に接続可能。

・上位PLCやHMIには、自動受信機能で簡単に接続
（拡張MEMOBUS及びMODBUS/TCP）。

・MECHATROLINK-II対応のACサーボドライブΣ-V及び
Σ-Vminiは最大4軸､ I/O は最大4局まで接続可能。
（大容量Σ-Vを除く）

・ IMECHATROLINK-IIのシンプル I/Oに対応。
（分散 I/Oモジュール及びサードパーティ製品が接続可能）

＊ e-メカサイトより無償ダウンロードが可能です。

＊ Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

・搬送機器、設備や装置の補機、評価機など、比較的小規模のシステム構築
・単純な位置決めだけ求められる用途　・装置の機械調整やデバッグ用途

エンジニアリングツール「MA-Manager」運転パターン画面

対応スレーブ一覧 

回転形
サーボモータ

ダイレクトドライブ
サーボモータ リニアスライダ I / Oモジュールサーボパック

各種海外規格に準拠

（2013年9月20日取得予定）

■ お問い合せ先:  

　モーションコントロール事業部  事業企画部 営業企画チーム
   TEL: 04-2962-5470　FAX: 04-2962-5913

MA100

リニア
サーボモータ

主な用途


