
　地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が少ないクリーン
な「新エネルギー」として、太陽光や風力などの再生可能エネ
ルギーが注目されており、当社は太陽光発電へのニーズに応える
ため、パワーコンディショナ「Enewell-SOL」を投入し市場要求に
応えてきました。一方、風力発電は採算性が厳しいことから普及
が遅れていましたが、太陽光発電への過度な集中を避け、他の
代替エネルギーの普及に力を入れる政府の後押しを背景に、
小形風力発電の普及の期待が高まっています。
　そこで当社は、小形風力発電システムに適用可能なパワー
コンディショナ「Enewell-WIN」シリーズを新たに製品化しま
した。多種多様な風力発電特性にマッチングする電力変換機能を
搭載し、当社独自のダイレクト電力変換を採用したパワー変換
技術により、96%以上の変換効率を実現しています。

主な用途 ・小形風力発電（～ 20kW）

7YASKAWA NEWS No. 3146 YASKAWA NEWS No. 314

高効率な電力変換を実現した小形風力発電用パワーコンディショナ

Enewell-WINシリーズを発売

新製品
New Products

高周波トランス絶縁方式を採用した太陽光発電用パワーコンディショナ

Enewell-SOL P2H（9.9kW 200V級 三相）を発売

New Products
新製品

● お問い合せ先 ： インバータ事業部 環境エネルギー機器事業統括部 推進部　TEL: 0930-23-5079　FAX: 0930-23-3010

　インバータシェアNo.1の安川電機が今まで培った経験と蓄積
してきた技術から作り出したEnewell-SOL P2（10kW/9.9kW）
の機種展開として、高周波トランス絶縁方式を採用した
Enewell-SOL P2H（9.9kW 200V 三相）を販売開始しました。
　日本国内の低圧連系システムでは系統側のアンバランスの
抑制に有効であるとして、三相200Vでの系統連系が電力会社か
らの要求されることがあります。Enewell-SOL P2Hでは高周波
トランス絶縁方式を採用することにより、外部に商用トランスを
別途設置することなく三相200Vでの連系が可能となり、システム
の簡素化とコストダウンが実現できます。また、負極接地タイプ
の太陽電池含め、どんな太陽電池とも接続が可能です。

高周波トランス絶縁方式を採用
外部の商用トランスを設置せずに、低圧連系三相線（灯動
共用三相四線式の低圧三相配線電線）へ接続が可能です。
また、負極接地タイプの太陽電池なども含め、どんな太陽
電池とも接続することができます。

● お問い合せ先 ： インバータ事業部 環境エネルギー機器事業統括部 推進部　TEL: 0930-23-5079　FAX: 0930-23-3010

Enewell-SOL P2H（9.9kW 200V級 三相）

高効率な電力変換
風車特性を入力する電力変換テーブルを32点設けています。
これにより、様々な特性を持つ風車に合わせた細かい設定
が可能なため、電力変換によるロスを抑えて効率よく発電
します。

簡単操作&簡単メンテナンス
操作やファン交換等を簡素化し、簡単メンテナンスを実現
しました。
パワーコンディショナの扉を閉じたまま、前面の表示窓で運転
状態を確認できます。

コンパクトなサイズを実現
Enewell-SOL P2 10kW/9.9kW（非絶縁型）と同サイズを
実現しました。

豊富な系統連系実績
当社は早くから小形型風力発電用パワーコンディショナの
サンプル供給に着手しており、様々な電力会社との系統連系
実績があります。系統連系については個別にご相談ください。

※再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の適用を受けるためには、
　別途お客様にて小型風力発電システムのNK認証（Class NK風車認証）
　を取得していただく必要があります。

重塩害対応
IP65の耐環境保護性能を有し、重塩害地域（海岸線から
500m以内）でもご使用いただけます。（オプション対応）

Enewell-WIN（4.5kW/5.8kW 200V級 単相）

高い環境性能
塩害地域※1や-20℃の寒冷地域にも設置可能な耐環境性能
を実現しました。
※1:Enewell-SOL（SUS筐体）と塩害対応オプション「IP55キット(ケーブル
      グランド)」の準備が必要です。（右図参照）

設定例1

PF管固定金具※

IP55キット

電力指令値（31）

入力電圧値（0） 入力電圧値 入力電圧値（31）

3000 W

0 W

0 Vdc 400 Vdc

（1～30）

（1～30）

電力指令値（0）

電力指令値

※PF管固定時に
　使用してください。



　地球温暖化が世界的な問題として取り上げられており、自然
エネルギーによる発電やバイオマス発電等のCO2が発生しない
発電設備の開発・導入が活発化しています。
　当社は、2011年より小型水力発電、地熱発電、バイオマス
発電、潮流発電などの自然エネルギーを利用した小容量発電
システム用制御装置Enewell-GD/GCを発売してまいりました。
このたび、発電機制御ドライバEnewell-GDの容量拡充、そして
系統連系インバータEnewell-GCの容量拡充及びモデルチェンジ
による機能強化を行いましたのでお知らせします。

主な用途 高精度な軌跡追従制御が求められる加工装置全般
・レーザ加工機 ・金属加工機
・工作機

主な用途 2軸による協調動作を行う機構全般
・巻き取り巻き出し(ワインディング )機構 ・多連結リニア
・両側駆動ボールねじ   ・走行台車のタイヤ制御
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小容量発電システム用制御装置の容量拡充、モデルチェンジによる系統連系保護機能強化

Enewell-GD/GCのラインアップを拡充

新製品
New Products

魅力的な用途最適機能を搭載したFT仕様

　　FTシリーズのラインアップを追加

New Products
新製品

● お問い合せ先 ： インバータ事業部 環境エネルギー機器事業統括部 推進部　TEL: 0930-23-5079　FAX: 0930-23-3010

　2013年11月に製品化し、「7つを極めた心ゆさぶるソリューション」
で多くのお客様からご好評をいただいているΣ-7シリーズの
サーボパックは、その後、用途最適機能を内蔵したΣ-7シリーズ
FT仕様を2015年6月から順次製品化してまいりました。
　このたび、新たに3つの製品ラインアップを追加し、1月20日
より発売いたしました。
　長年のACサーボドライブ開発で蓄積したノウハウを生かし、
今後も各用途に最適な製品を順次追加し、より多くの装置の性能
向上に貢献してまいります。

　　シリーズFT21仕様 
切削、切断用途機能オプション 
　切削、切断用途の送り軸向けに「クリアランス（距離一定）
制御」「予測制御」「象限突起補償」といった機能に対応した
オプション製品です。
　クリアランス制御では、レーザ加工などの用途において、
焦点距離を合わせるために変位センサを使用して一定距
離を保つ制御を実現します。また、予測制御および象限突
起補償機能を使用することで、軌跡追従性を向上し、高精
度な切削動作を実現します。

● お問い合せ先 ： モーションコントロール事業部 営業部 販売推進課　TEL: 04-2962-5470　FAX: 04-2966-0746

長寿命設計
ファン、コンデンサ、リレー、IGBTの長寿命部品の採用で、設計寿命10年を実現して
います。
※周囲温度30℃、負荷率100%、24時間連続稼動の場合条件により変わります。

通信機能搭載
監視装置等にて、運転状態や異常などのモニタリングが可能です。

Enewell-GD
（発電機制御ドライバ）

Enewell-GC R2
（系統連系インバータ）

Σ-7シリーズFT仕様

系統連系インバータEnewell-GC
モデルチェンジによる系統連系保護機能の強化
電圧上昇抑制、力率一定制御などの電力会社から求められる系統連系保護機能を強化
したことで、電力会社との系統連系協議が容易になりました。

充実の容量展開
1.5kWから100kWまでのシステム容量に対応
容量拡充により、1.5kWから100kWまでのシステムに対応します。

IPM
発動機

原動機 発電機制御
ドライバ

Enewell-GD

系統連系
インバータ

Enewell-GC R2

過大発電保護装置

解列
スイッチ

三相交流電流 AC200V/400 50/60Hz

直流分
流出防止用
変圧器

負荷

フィルタ

系統連系部

主な用途 高速、高精度な圧力制御が求められる装置全般
・プレス機械 ・スクライバ
・射出成形機 ・ダイボンダ（Z軸）

　　シリーズFT40仕様 
プレス、射出用途機能オプション 
　プレス・射出成形用途向けに「圧力フィードバック制御」
に対応したオプション製品です。
　近年、プレス機械や射出成形機等ではさらなる加工精度
の向上が求められています。圧力フィードバック制御では、
圧力センサ出力をサーボパックへ取り込み、圧力センサ値
が目標の力と一致するように制御を行うことで、高速・高精
度な圧力制御を実現します。
　新アルゴリズムを採用し、ワンパラメータチューニングに
対応した「圧力フィードバック制御2」をご使用いただくこと
で、従来のΣ-V-FTシリーズFT003形に比べてより簡単に、
より短時間でゲイン調整が可能です。

　　シリーズFT77仕様 
 搬送用途機能オプション 
　2つのモータが1つの制御対象を駆動する機構において、2台のサーボパックによる
協調制御を実現する「トルク・推力アシスト機能」に対応したオプション製品です。
　トルク・推力アシスト機能とは、2台のサーボドライブが協調して動作し、同一のトルク
指令を出力することで、1軸では駆動が難しいワークを駆動するための制御機能です。
　Σ-7シリーズ FT77仕様では、シリアル通信により駆動軸と補助軸間の必要な情報
交換を行い、同一のトルク指令にてモータ制御を行います。上位システムによる複雑な
処理を必要とせず、簡易的に協調システムを構築することができます。

制御対象 補助軸駆動軸

主な用途 ・小型水力発電
・地熱発電
・バイオマス発電
・潮流発電

※Enewell-GCの5kWは2016年度発売開始予定です。

Enewell-GD
200V級　1.5～ 55kW

400V級　22/110kW

Enewell-GC 
R2

200V級　5※/19.9/30/49.9kW

400V級　100kW

製品ラインアップ

クリアランス制御のイメージ

パルス列指令
SVON指令

上位コントローラ 補助軸駆動軸

O
T
信
号

システム構成例

送り方向

ワーク面

加工ヘッド
変位センサ

Y軸
Y軸

静止摩擦等
による停止
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象限突起補償のイメージ


