特集

ラインアップ拡充中、あなたの「最適」がここにある！

魅力的な用途最適機能を搭載したFT仕様に新製品が登場！

ACサーボドライブΣ-7シリーズ FT62仕様を発売
当 社 は A C サ ー ボドライブΣ- 7 シリー ズ を

2013年11月に製品化し、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

高速スキャン設定 最小125μsを可能とした新マシンコントローラMP3300 。
速度周波数応答3.1kHzを実現するAC サーボドライブΣ-7シリーズ。
「7つを極める」
をキーワードに誕生した両製品が、さらにラインアップを充実させました。
あなたのマシンに驚きの性能と一歩先ゆくソリューションを提供します。

統合マシンコントローラ
・最速125μの高速アプリケーション処理
・ロギング機能、FTPサーバー機能を搭載
・MECHATROLINK-IIIを標準搭載

マシンコントローラ

MP3300

MP3100

ボード形マシンコントローラ
・演算処理を4倍（MP2100比）
に高速化
・PCI Expressを採用
・MECHATROLINK-IIIを標準搭載
※PCI ExpressはPCI SIG社の商標です。

Σ-7S（SGD7S）

単軸サーボパック
・速度周波数応答 3.1kHz
・用途最適：EX/FT仕様を順次リリース
・振動抑制機能強化

サーボパック

Σ-7W（SGD7W）
2軸一体サーボパック
・2軸一体サーボパック
（200W×2軸〜1kW×2軸）
・速度周波数応答 3.1kHz
・振動抑制機能強化

テム簡略化によるコスト削減、精度の向上、セット
アップ時間の短縮に貢献します。

定点出力機能

カメラシャッタートリガ、
タイミング同期用

回転座標系機能

回転テーブル制御用

機械の可動部が基準位置を通過するときに、サーボパック

回転座標系機能を使用すると、システムに合った座標系で

から信号を出力する機能です。画像処理が必要なシステム

サーボパックを制御、監視することができます。また、移動

において、
カメラのシャッタートリガとして使用します。また、

方法を次の4つから任意に選択することができます。

加工開始や搬送開始など、タイミング同期のための信号と
して使用することもできます。
Σ-７シリーズ FT62仕様では、高速なラインドライバによる
定点出力 32 点（出力端子数 2 ）、フォトカプラによる定点出力

32 点（出力端子数 3 ）を、個別に設定することができます。
ラインドライバによる定点出力においてばらつき5μs ※ 以下
を実現しており、高精度なタイミングを必要とする装置にも
適用いただけます。

・絶対位置の位置決め

・正方向への位置決め

・近回りでの位置決め

・負方向への位置決め

さらに、定点出力機能との組み合わせにより、回転テーブル
の所定の角度にて 1 回転毎に信号を出力するといった用途
にも応用できます。
主な用途

各定点出力信号においては、それぞれ出力位置、出力時間
もしくは出力距離を設定することができます。また、
これらの
設定をサーボパック内部のメモリに保存することもできます。
※一定速（50min-1以上）で回転しているときの値

回転形
サーボモータ
Σ-7C（SGD7C）
コントローラ内蔵2軸一体サーボパック
・速度周波数応答 3.1kHz

Σ-7回転形サーボモータ

・小形（従来比 約80%）
・高分解能24bitエンコーダ搭載（1,677万パルス/rev）
・最大トルク350%（小容量）

ダイレクトドライブ
サーボモータ
SGM7D

・コア付きアウターロータ構造
・高分解能24bitエンコーダ搭載

リニアサーボモータ

・PLCレスの小規模装置のシステムを
1ユニットで構築可能

SGLGＷ（コアレスモデル）

・吸引力レスで低騒音化とガイドの長寿命化を実現
・コギングレスで低推力リプルに有利

SGLFW2（コア付きFモデル）

SGM7F

・コア付きインナーロータ構造
・高分解能24bitエンコーダ搭載

SGM7E

・コアレスインナーロータ構造
・高分解能24bitエンコーダ搭載
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これまで上位装置で実現してきたアプリケー
ションをサーボドライブで実現することで、シス

製品ラインアップを追加しました。

6月20日に発売したΣ-７シリーズ FT62仕様は、

モジュール形マシンコントローラ
・演算処理を1.5倍（MP2310比）
に高速化
・６４bitデータ型（倍精度実数、4倍長整数）対応
・MECHATROLINK-IIIを標準搭載

テーブル制御用「回転座標系機能」の 2つの機能
に対応したオプション製品です。

順次製品化してまいりましたが、
このたび新たに

移載・アライメント用途向けに、カメラシャッター

MP3200

トリガ、
タイミング同期用「定点出力機能」
と、回転
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・大きな磁気吸引で軸受部への与圧として活用可能
・ガイド摩擦力により減速推力を小さくできる

SGLTＷ（コア付きTモデル）

・当社独自の磁気吸引力総裁構造で
低騒音化とガイドの長寿命化を実現

SGLFW（コア付きFモデル）

・大きな磁気吸引で軸受部への与圧として活用可能
・ガイド摩擦力により減速推力を小さくできる

サーボ機構の通過位置に連動した出力処理を必要と
する装置全般
・ダイサー（シャッタートリガ）
・マウンタ（シャッタートリガ）
・レーザー加工機（タイミング同期）
・ディスペンサ（タイミング同期）
・回転テーブルによる搬送、検査など
（タイミング同期、回転座標）

選べる！用途最適形サーボパック

を
各市場で蓄積したノウハウを生かして、アプリケーションに最適な機能を追加した様々なサーボパック
（FT 仕様）
ラインアップしています。お客様の用途に最適なサーボパックをお選びください。
FT 仕様

アプリケーション

追加機能

インターフェース

特徴

A/P M - II M-III

FT 19 軌跡描線用途

偏差レス制御機能

位置指令に対するモータ動作の遅れがほとんどなく、移動中の指令追従
性能（高い位置精度）
が必要な用途に最適です。

○

×

○

FT 21 切削・切断用途

送り軸対応機能

クリアランス
（距離一定）制御、予測制御、象限突起補償機能を使用して
軌跡追従性を向上し、高精度な切削動作を実現します。

×

×

○

FT 40 プレス・射出用途

圧力フィードバック機能

圧力センサ信号を直接サーボパックに入力し、高精度な圧力制御を実現
します。

×

×

○

FT 41 プレス・射出用途

圧力フィードバック機能

MECHATROLINK - I/O 機器を介して圧力センサの信号を直接サーボ
パックにフィードバックして、高精度な圧力制御を実現します。

×

×

○

FT 62 移載・アライメント用途

定点通過出力 及び
回転系座標機能

指定点の通過信号を追加。協調動作のトリガ信号などに使用可能です。
×
また、回転テーブルの無限長座標管理が簡単にできます。

×

○

FT 77 搬送用途

トルク
（推力）アシスト機能

○

×

○

FT 79 割出し用途

INDEXER機能

位置決めに便利な機能（ZONE 信号出力、JOG 速度テーブル運転、原点復帰など）を
搭載しており、モーションコントローラなしで高精度・高速位置決めが構築可能です。

○

×

×

FT 82 特定モータ組合せ用途

SGM7Dモータ駆動

「高トルク」、
「使いやすさ」、
「高精度化」の特長をもつSGM7Dモータ駆動
用サーボパックです。

○

○

○

FT 83 特定モータ組合せ用途

SGM7Dモータ駆動

INDEXER 機能を内蔵したSGM7D モータ駆動用サーボパックです。

○

×

×

2台のサーボパックを使用し、2倍のトルク（推力）を出力するシステムを
容易に構築可能です。
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装置の高精度化、動作の安定化に幅広く対応！

MP3000シリーズに待望のPCボードタイプコントローラが登場！

ダイレクトドライブモータSGM7Eモデルを発売
当社は、ACサーボドライブΣ-7シリーズのダイレクトドライブ

マシンコントローラ MP3100シリーズを発売

の採用で、低コギングトルク、低トルクリップルによる滑らかな

兼ねてよりご好評いただいているMP 2000 シリーズの PC

モータに、SGM 7 Eモデルを新たにラインアップ。7 月20日より

動作を実現するとともに、
Σ-7シリーズの特長である業界最高

ボードタイプ後継機種として、高性能、使い易さ向上を実現した

アクセス・モーション制御が可能で、国内はもとより、アジア地区

販売を開始しました。

レベルの24ビットシリアルエンコーダを搭載することで、
さらなる

PCボードタイプコントローラMP 3100を開発し、9 月26日より

を中心に海外のお客様にも幅広く好評を得ています。今回、その

SGM7Eモデルは、従来のダイレクトドライブサーボモータの
SGMCS 小容量モデル（Σ- IIIシリーズ）をΣ-7 シリーズとして

高精度化を実現します。より幅広くなったラインアップで、様々な

販売を開始します。

PCボードタイプコントローラの後継機種としてMP3100を製品

全面リニューアルしたものです。ギャップワインディング構造

装置の高精度化、動作の安定化のニーズにお応えします。

※

※コイルに鉄心がない構造

動作の安定性
ギャップワインディング構造を採用したSGMCS小容量モデル

主な用途

の特長を踏襲し、動作の安定化に貢献します。

・半導体製造装置
・電子部品実装装置
・ラベル印刷機

高精度

・液晶製造装置
・メディアタッチパネル製造装置

24ビットシリアルエンコーダを搭載しており、装置の高精度化

・太陽電池製造装置

を実現します。さらに軸振れ・面振れの高機械精度にも標準
対応しています。

2003 年 1 月に PC ボードタイプのコントローラ MP 2100
（MECHATROLINK- II）を市場投入、2009年11月には同タイプ
のMP2101T（MECHATROLINK-III ）
を市場投入しました。
MP 2100をはじめとするPCボードタイプのコントローラは、

コンパクトでありながら、豊富な API による PC からのデータ

化しました。

MP3100は、MP2100シリーズと互換性を保ちながら、性能、
使い易さを向上しました。高速・高精度モーションに加え、モー
ションAPIによるPCとの強力連携を実現しています。

CPU性能向上

PCI Express採用

演算処理時間を4倍（MP2100比）
に高速化しました。

パソコンとのデータ通信が高速化し、
タクトタイム短縮が可能

最小スキャンは125μsを設定可能です。

です。たとえば、500ワードのレジスタデータの読み出しの

MECHATROLINK-III 対応

できます。

場合、
レジスタアクセス時間が約 1 / 3（ MP 2100 比）に短縮

通信周期 125μｓに対応し、高速できめ細やかな指令を実現
するとともに、加工精度や軌跡精度の向上も可能です。

SGM 7 E
SGM 7 F

SGM 7 D

・半導体・液晶製造装置
・電子部品実装機
・金属加工機

高速I/O
（入力 5点，出力 4点）

・包装機

高速 I/Oモジュールを内蔵しており、高速スキャン125μｓでの

I/Oサービスに対応します。

幅広いラインアップ

主な用途

・ロボット
・その他一般産業用機械

構造が違う3種類のシリーズを展開。
モータ外径Φ135mm〜Φ290mmを揃えており、
幅広いニーズにお応えします。

SGM 7 E

SGM 7 F

SGM 7 D

コアレスインナーロータ構造

コア付きインナーロータ構造

コア付きアウターロータ構造

モデル

CSV データ
ホスト PC

MP3100 に装着した USB

構造

MP3100
モータの内側が回転します

特長

バイナリデータ

・24ビットエンコーダ搭載
・コアレス方式による低コギングで
速度ムラのない滑らかな動作

モータの内側が回転します

・24ビットエンコーダ搭載
・小径ロータ採用でコンパクト
・高速・高頻度位置決め可能
・低慣性

モータの外側が回転します

・24ビットエンコーダ搭載
・高い許容イナーシャ比で
大負荷搭載可能
・大口径中空穴による配線スペースの実現
・高剛性

機種数

11

8

29

モータ外径

135 〜 290 mm

135 〜 230 mm

107 〜 264 mm

定格トルク

２〜 35 N・m

4 〜 35 N・m

1 . 3 〜 240 N・m

瞬時最大トルク

6 〜 105 N・m

12 〜 105 N・m

4 〜 400 N・m

用途

速度ムラが少なく、
滑らかな動作が必要な用途に最適

高速・高精度位置決めに最適

大負荷用途に最適

メモリへも保存可能

①大容量データの蓄積が簡単

ロギング機能で、装置の稼働状況をパソコン内
のHDDやUSBメモリに保存できます。

軸情報などレジスタデータ

②精度の高い原因究明が可能
スキャンに同 期した高 速ロギングで、従 来は

・・・・・

見逃していたトラブルを発見できます。
MP3100はバッテリレスでメンテナンスフリー、MP2000
シリーズのソフトウェア資産活用も可能です。

今回ご紹介した製品の詳細情報は、安川電機の製品・技術情報サイト
e-メカサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。

● 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
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FAX : 04-2966-0746
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