
新製品

New Products

　2010年、当社は大型風力発電用電機品Enewinシリーズの
市場投入を開始しました。世界で初めて製品化に成功した高圧
マトリクスコンバータ技術を採用したEnewin-MX1と、モータ
技術を生かして開発した発電機は、その高効率とコンパクトさで
市場の注目を集めました。
　このたび、風力発電システムに広く採用されている低圧仕様
（690V）に合わせた低圧大容量電機品 Enewin-LV1シリーズを
ラインアップしました。

新製品 大型風力発電用電機品Enewinシリーズをラインアップ拡充

低圧大容量電機品Enewin-LV1シリーズ

New Products

主な特長

主な機能

・高効率により風車発電量最大化

・電力変換効率は業界最高レベルの97%を実現。
・フルコンバータ採用で、従来の二重給電誘導発電機（DFIG）
と比較して、常用発電領域における発電機とコンバータを
合わせた発電効率の向上が可能。

・高調波抑制、最適な力率制御で発電機効率の最大化が可能。

・高信頼性で長寿命化
液冷方式を用いた密閉性（IP54＊）により、様々な設置環境
において高い信頼性を確保し長寿命化に貢献。

主な特長

システム構成

・カスタマイズ対応

・効率的な内部冷却

発電機の容量、冷却方式、端子箱位置、外径などの変更対応が
可能で、お客様の風車システムにマッチするカスタマイズを実現。

内部循環方式を採用し効率的に内部を冷却できるので、
マグネットの省レアアース化と巻線の長寿命化を実現。

・充実したオプション対応

・豊富なラインアップ

・フレキシブルな設計でカスタマイズ
モジュール構造を採用し、容量によりモジュールを追加する
ことで、1.0MW～5.0MWの様々な出力容量に適用可能。
お客様の風車システムにマッチするカスタマイズを実現。

・LVRT（Low Voltage Ride Through）機能
瞬時電圧低下（残電圧0%を含む）において運転継続が可能など、
ドイツE.ONに代表される各国の厳しい系統連系要件に適合。

・通信機能
オープンネットワークによる風車コントローラとの通信が可能。

・リモートメンテナンス機能
Ethernet経由で24時間状態監視、パラメータ設定変更な
どの遠隔操作が可能。
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・コンバータラインアップ・発電機ラインアップ

あらゆる永久磁石式発電機に適用できるフルコンバータです。
風車システム全体の高効率化、信頼性向上、省メンテナンスを実現
します。また、風況変動に対する追従性の向上により、常に変化する
運転状況に対し安定した制御を提供します。厳しい系統連系要件を
満たし、系統側の擾乱に対しても優れた性能を発揮します。

高速、中速、低速 (ダイレクトドライブ )の各タイプに対応できる
永久磁石式発電機です。
形状と磁石の配置に特色があり、最大効率を実現します。
また、当社が産業用ドライブ製品で培った発電機・モータ技術
を活かし、信頼性の確保に貢献します。
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インナーロータ型

IP54空気 /空気熱
交換型

センサレス

アウターロータ型

IP54空気 /液体熱交換型、
空冷型、水冷型

エンコーダ付き

項目 オプション標準

　Enewin-LV1シリーズは低圧大容量のコンバータと発電機で
構成されており、当社が産業用ドライブ製品で培った技術による
アフターサービスと合わせ、高効率・高信頼性の風力発電シス
テムを実現します。
　高圧用と低圧用のラインアップが整い、急成長が期待される
風力発電設備市場の幅広いニーズに対しベストソリューションを
提供していきます。
　　

電力系統風車 発電機 大型風力発電用 コンバータ トランス

低速発電機

中速発電機

フルコンバータ
Enewin-LV1

・軽負荷域で高効率
・ギヤレス、低速運転による高信頼性

・ギヤ一体構成による
   省スペース化
・カスタマイズ対応可能

高速発電機

・従来の二重給電誘導発電機（DFIG）
  との置換えが容易
・高強度、耐腐食性の高い
  ロータ構造

ロータ
ステータ かく拌用ファン

熱交換器かく拌用ファン 水冷装置

＊： IP 値は、IEC（国際電気標準会議）やJIS（日本工業規格）
　 で電気機器の防じん・防水性能に関する保護等級です。

■ お問い合せ先 :  システムエンジニアリング事業部 風力・ドライブ事業統括部 営業課  TEL: 0930-23-5246  FAX: 0930-23-5249  E-mail: enewin@yaskawa.co.jp 

MV
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効率比較（発電機＋コンバータ）

（オプション例）

コンバータ
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新製品

New Products

　廃水処理場での活性汚泥処理法によって発生する余剰汚泥
は、一部は再資源化されているものの、一部は産業廃棄物として
埋め立て処分されています。環境保護が求められる昨今では、
産業廃棄物の処分が深刻な社会問題になっており、汚泥発生量
の削減が求められています。
　このたび、当社が開発したハイブリッド汚泥減量化システム 

AquaSlim は、キャビテーションとオゾンのハイブリッド作用で
省電力かつ高効率な汚泥減量化を実現します。
　AquaSlimは食品加工工場様の廃水処理場での実証評価を
経た後、市場へ投入する予定です。また、自治体様においても
実証評価を行っています。当社は社会インフラである水処理施設
向け設備のシステム構築で培った技術を活用し、地球規模の環境
問題解決に貢献します。

　お客様にご好評を博してきたACサーボドライブΣ-Vシリーズ
の後継機種として、当社は「7つを極める心揺さぶるソリューション」
をコンセプトに、　-7（シグマ・セブン）シリーズを2013年11月
に製品化しました。このたび、先行販売を開始した容量機種
50W-3kWに続き、4kW-15kW機種をラインアップに加え、
2014年6月21日より販売を開始しました。
　この容量拡充により、中規模装置の搬送機構や射出成形、金属
加工など高トルクが必要な用途にもお使いいただけます。また、
　-7シリーズの全容量機種のラインアップを揃えることで、AC
サーボドライブを必要とするあらゆる用途をカバーすることが
可能になりました。

　産業用ロボットシステムと組み合わせて使う2Dビジョンシス
テムは、自動車業界や食品業界、電気・電子業界などで部品の
位置補正や検査用途で幅広く使用されてきました。
　しかし、従来の2Dビジョンシステムには専用のペンダントやPC
が必要なため、モデル登録などの設定操作に手間がかかり、トラ
ブルが起きた際の問い合わせ先が多岐に渡るなど、お客様から
は導入しづらいとの声が多く寄せられました。
　このような問題を解決するために、当社は組立て、ハンドリング
用ロボットに最適化した2Dビジョンパッケージ MotoSight2D
を製品化し、7月18日より販売を開始しました。

新技術 廃水処理施設で環境対応ソリューションを提供

ハイブリッド汚泥減量化システム AquaSlim

New Technology

■  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

主な特長
・ 高効率
キャビテーションによる物理作用で
汚泥を切断（破断）し、オゾンによる
化学作用で汚泥を改質することで、
高効率に汚泥を減量化（特許取得済）。

・ 設置簡単
コンパクトな装置であるため、搬入後、
設置・配管・電気工事だけで運転可能。
設置費用も少ない。

・ 水質保全の強化
汚泥減量化装置導入時における廃水処理
設備の最適運転をサポート。
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■ お問い合せ先:  モーションコントロール事業部  事業推進部営業推進課  TEL: 04-2962-5470　FAX: 04-2962-5913

お客様の心揺さぶる 最適なシステムソリューションを実現

ACサーボドライブ　　シリーズ 機種拡充

簡単・安心の One Stop ソリューションを提供

ロボット専用2DビジョンパッケージMotoSight2D

容量 (適用モータ)
指令 I/F

AC200V : 50 W ～ 3 kW   4 kW ～ 15 kW
MECHATROLINK-　、MECHATROLINK-　、アナログ /パルス

SGM7Aモデル : 50 W ～ 3 kW   4 kW ～ 7 kW
SGM7Jモデル : 50 W ～ 750 W
SGM7Pモデル : 100 W ～  1.5 kW
SGM7Gモデル : 300 W  ～ 2.9 kW   4.4 kW ～ 15 kW

低慣性
中慣性
中慣性 (扁平 )
中慣性

サーボアンプ

サーボモータ

単軸モデル
“  -7S”

  -7 モータ

容量 (適用モータ)
指令 I/F

AC200V : 200 W × 2 ～1kW × 2   
MECHATROLINK-

2軸一体モデル
“  -7W ”

ラインアップ

主な特長
・標準ロボット用ペンダントを使ってビジョン操作が可能
ビジョン専用ペンダントやPCなどの専用機器で行っていた設定
や撮像した画像確認などが標準ロボット用ペンダントだけで
操作可能となり、作業効率を向上。

・用途に応じた3モデル
処理能力、解像度の違いによりスタンダードモデル、高スペック
モデル、超高スペックモデルの3モデルをラインアップ。

・省スペース・省配線
ビジョン専用ペンダント、モニタが不要で省スペースを実現。
制御盤内に必要な周辺機器を格納し、配線作業効率化を実現。

・安心のワンストップソリューション
ロボットを含めた一括サポートを行うことで、より迅速な問題
解決が可能。

仕組み

水質管理システム

AquaNavi
(水質シミュレーション)
［オプション］

主な用途 半導体、液晶製造装置、電子部品実装機、工作機械、
金属加工機、包装機、ロボット、その他一般産業用機械

■ 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: 093-645-7802

（ ■ ： 追加機種 ）

キャビテーション

ハイブリッド汚泥減量化装置 AquaSlim

オゾン 沈殿槽
生物反応槽

キャビテ ションキャビテーーション

ハイブリッ 量化装置 AquaSlimド汚泥減量

オゾンオゾン

① 未処理 ② キャビテーション ③ オゾン

細かい泡ができ、その泡の
破裂で汚泥を小さく切断

オゾンと反応が難しい
大きな汚泥

廃水処理場の汚泥を
減量化装置に入れます。 汚泥を溶解させ、処理場に戻します。

微生物により汚泥が再処理
され、汚泥が減量します。

汚泥をさらに小さく分解

④ 再処理

小さくなった汚泥を
再度微生物で処理

発生量を
大幅に削減

減量化後
の汚泥

汚泥

主な市場 食品産業、化学、電子機器産業、
公共下水処理、農業集落排水、廃水処理

車両で搬送
設置工事が1週間

90%減量で
汚泥処分費用を
大幅に削減

2Dビジョンパッケージ MotoSight2D

活性汚泥活性汚泥
（微生物）（微生物）
活性汚泥
（微生物）

汚泥減量化率
最大90％


