
SVC-2000　仕様書 Ver.C

1.基本製品仕様
１)入力電圧

AC85～230V
２)振幅量設定

0～100
３)出力周波数

31～300Hz
４)最大ピーク出力電流

10A
５)制御入出力

センサor外部信号にて同期可能
※npn,pnpの両方式対応

６)ソフトスタート/ストップ機能
滑らかに開始停止が可能

７)ディレイスタート/ストップ機能
動作開始、停止指示から
遅れて動作が可能

８)フィードバック制御機能
近接センサを追加し、
振幅量にてフィードバック制御をする

９)自動OFF機能
一定時間外部信号が無い場合
自動的に出力停止をする

10)全波半波切替機能
出力波形の全波と半波を切り替える

11)設定バックアップ機能

電源OFFにて設定値をバックアップし、
RUN/ALM表示灯にて、状態表示 次回起動時での再設定が不要
　　橙点灯：センサ検知の停止
　　緑点灯：動作中
　　赤点灯：過電流検出　　　（検出中はLED4桁表示灯に『OVER』表示）
　　消灯：自動OFF機能での停止　（停止中はLED4桁表示灯に『STOP』表示）
FEEDBACK(フィードバック)表示灯にて状態表示
　　緑点灯：フィードバック制御動作時、設定振幅量で動作中
　　消灯：フィードバック制御未設定(MODE『8』が0の時)、又は、
             フィードバック制御動作時、出力調整中で、設定振幅量に達していない時

2.LED4桁表示灯の内容と、押しボタンSWでの設定方法
1）初期設定
『SEL』を押す毎に
①振幅量　→　②周波数　→　③ソフトスタート・ストップ設定　→　④ディレイスタート時間

⑨自動OFF設定　→　⑩全波半波切替　→　⑪センサ極性切替設定　→　⑫最大実振幅量設定

⑬設定値初期化
と切り替わり、
①は
　　『▲』『▼』を押してリアルタイムに設定値を調整。※『SET』は使用しない
③～⑬は
　　『▲』『▼』を押して設定値を調整（調整時は、数値が点滅表示）設定値を合わせたら『SET』で確定

※基板上に初期設定LOCKスイッチがあり、これをＯＮすると、③～⑬の項目を非表示にする事が可能

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 設定初期化 0：しない　、　1：する 0：しない
最大実振幅量設定 無し。フィードバック制御の初期設定にて必要　 未登録

全波半波切替設定 0：全波　、　1：半波 1：半波

フィードバック制御設定 0：しない　、　1：する 0：しない
自動OFF設定 0～60分 0分：しない

外部同期設定(同機種同士) 0：非同期　、　1：同期 0：非同期
最大電圧出力制限設定 0～100％ 50%

ディレイスタート時間設定 0.0～20.0秒 0.0秒
ディレイストップ時間設定

項目 設定値 初期値

0.0～20.0秒 0.0秒

⑤ディレイストップ時間　→　⑥外部同期設定　→　⑦最大電圧出力制限設定　→　⑧フィードバック制御設定

センサ極性切替設定 0：センサOFFで、フィーダON　、　1：センサONで、フィーダON 0

周波数設定 31.0～300.0Hz 60Hz
振幅量表示 VR(ボリューム)の設定値がデジタル表示するのみ

ソフトスタートストップ設定 0：無し、1：スタート時のみ、2：ストップ時のみ、3：両方 0：無し

LED4桁表示灯
FEEDBACK(フィードバック)表示灯 振幅量設定VR(ボリューム)

RUN/ALM(ラン/アラーム)表示灯

カバーの外し方

黒色ネジを緩めて下方向へスライド

※通常はカバーを閉めて使用の事
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3.コントローラ内部の端子機能

・マイコンプログラム書込みコネクタ

・振幅センサコネクタ
キーエンスEH-110を接続する為のコネクタ

・外部同期コネクタ
同機種コントローラを接続する為のコネクタ　※現行IVC-1000用接続ハーネス使用可能

・モード切替 インターロックSW
上にすると、『SEL』ボタンを押した時、MODE『1』と『2』しか切り替わらなくなる。

・センサ種類設定SW
上記センサ入力のSTP端子の動作切替SW
P側　：　STPと+12Vを短絡でセンサ検知
N側　：　STPと0Vを短絡でセンサ検知

・連動機器接点出力　　※フィーダー動作に連動
NC　：　ノーマルクローズ　　フィーダー停止中はCOMと導通、フィーダー動作中は遮断
COM　：　コモン端子

・センサ入力
+12V　：　センサ電源用　DC12V　最大100mA出力
STP　　：　センサ信号入力
0V　　 ：　センサ電源用GND

・フィーダー出力
フィーダーに接続する

・アース
接地接続をする　　※アースを取らない場合、コントローラの誤作動につながる場合があります。

・電源入力
AC85～230Vを入力する

・ヒューズ
型式：FGMB250V5A(富士端子工業)　容量　5A

マイコンのプログラムを書き換える時に使用するコネクタ　※ユーザーは使用しない

振幅センサ

外部同期コネクタマイコンプログラム

電
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センサ種類設定SW

ヒ
ュ
ー
ズ

2 ページ 164.11



4.各モードの設定内容
・MODE『1』・・・・・振幅量表示モード

このモードは表示のみの為、基本ボタンは使わない
使用ボタン

使用しない（ボタン操作無効）

使用しない（ボタン操作無効）

MODE『3』に切り替える

使用しない（ボタン操作無効）

・MODE『2』・・・・・周波数表示・設定モード　　（初期値　60Hz）
出力周波数を調節する
MODE『10』の全波半波設定によって調整周波数が異なる　※MODE『10』説明参照

設定方法 ※外部同期時（MODE『6』が1の時）は
　　連結したコントローラの周波数に依存する為

① を3秒長押しする 　　LED4桁表示灯は周波数表示では無く『----』が表示される

②  LED4桁表示灯が点滅したら、下記　使用ボタン　にて周波数を調整する

③ を押し、設定を確定させる ※確定させないと、MODE切替及び電源再投入にて
　　元の周波数に戻る

使用ボタン
表示モード中（LED4桁表示灯：点灯）　使用しない（ボタン操作無効）
設定モード中（LED4桁表示灯：点滅）　出力周波数を上げる(長押しにて上昇スピードアップ)

表示モード中（LED4桁表示灯：点灯）　使用しない（ボタン操作無効）
設定モード中（LED4桁表示灯：点滅）　出力周波数を下げる(長押しにて下降スピードアップ)

表示モード中（LED4桁表示灯：点灯）　3秒長押しにて、設定モードに移行
設定モード中（LED4桁表示灯：点滅）　設定値を確定させる

・MODE『3』・・・・・ソフトスタート・ストップ設定モード　　（初期値　0：無し）
動作開始・停止時に徐々に出力が変化する様に設定
変化量としては、0.1秒毎に2％ずつ変化する
※例　　振幅量設定が50％の場合、　50(%)÷2(%)×0.1秒＝2.5秒間で
　　　　　スタート時であれば、出力0から設定出力になり、ストップ時であれば、設定出力から出力0になる。

設定値
0：設定無し　　　　　1：ソフトスタートのみ動作　　　　　2：ソフトストップのみ動作　　　　　3両方動作

使用ボタン

設定値を変える ※外部同期時（モード6が1の時）　ソフトストップは不可

設定値を変える

MODE『4』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『4』・・・・・ディレイスタート時間設定モード　　（初期値　0.0秒）
停止状態から、動作条件になった時に設定時間分遅れてから動作する

設定値
0.0秒～20.0秒

使用ボタン

時間を上げる(長押しにて上昇スピードアップ)

時間を下げる(長押しにて下降スピードアップ)

MODE『5』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

両モード共通　　MODE『2』に切り替える

振幅量設定VR(ボリューム)で設定されている調整値が表示される

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

SET

SET
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・MODE『5』・・・・・ディレイストップ時間設定モード　　（初期値　0.0秒）
動作状態から、停止条件になった時に設定時間分遅れてから停止する
※外部同期時（MODE『6』が1の時）　ディレイストップは不可
設定値
0.0秒～20.0秒

使用ボタン

時間を上げる(長押しにて上昇スピードアップ)

時間を下げる(長押しにて下降スピードアップ)

MODE『6』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『6』・・・・・外部同期設定設定モード　　（初期値　0：非同期）
外部同期コネクタに同じコントローラを接続する事により、周波数を連動させる
動作としては、親機が停止すると子機も停止する、但し、MODE『3』～『5』は同期しないので、
必要な場合は、親・子コントローラとも設定が必要

※動作、停止は連動しません ※MODE10が、1：半波設定時のみ有効
設定値
0：非同期(親機として動作)　　　　　1：同期(子機として動作)

使用ボタン

設定値を変える

設定値を変える

MODE『7』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『7』・・・・・最大電圧出力制限設定モード　　（初期値　50％）
振幅量設定VR(ボリューム)100の時の出力をこのモードにて設定する　（D型コイル基準）
※例　当モードが100％　振幅量設定VR100時 当モードが50％　振幅量設定VR100時

入力電圧200Vの場合は、出力200V 入力電圧200Vの場合は、出力100V
入力電圧100Vの場合は、出力100V 入力電圧100Vの場合は、出力50V

設定値
0％～100％

使用ボタン

設定値を上げる(長押しにて上昇スピードアップ)

設定値を下げる(長押しにて下降スピードアップ)

MODE『8』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『8』・・・・・フィードバック制御設定モード　　（初期値　0：しない）
MODE12で設定した、実振幅動作量を100％として、振幅量設定％に自動で調整し出力する
※アース線が接続されている事を必ず御確認下さい。（未接続では、正しく動作しません。）
設定値
0：しない　　　　　1：する ※MODE12が未設定時は同モード設定値変更不可

使用ボタン
※当モードを実施中は、

設定値を変える 　　電源投入時及び振幅量設定VR(ボリューム)変更時
　　設定振幅が安定するまで約10～20秒程度かかります。

設定値を変える

MODE『9』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET
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・MODE『9』・・・・・自動OFF設定モード　　（初期値　0分：しない）
設定時間内に、センサー入力が変化しない場合、出力を停止し、スリープ状態に意向する
尚、スリープ状態時は、LED4桁表示灯が『0』のみ表示され、センサー入力があると再起動する

設定値
0分～60分

使用ボタン

時間を上げる(長押しにて上昇スピードアップ)

時間を下げる(長押しにて下降スピードアップ)

MODE『10』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『10』・・・・・全波半波切替設定設定モード　　（初期値　1：半波）
このモードの設定値にてMODE『1』の周波数設定上下限が変わる　（MODE8が、1：非同期設定時のみ全波切替可）

設定値
0：全波（設定上下限100～300Hz）　　　　　1：半波（設定上下限31～100Hz）

使用ボタン

設定値を変える

設定値を変える

MODE『11』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『11』・・・・・センサ極性切替設定モード　　（初期値　0：センサOFFで、フィーダON）
センサ、または外部信号（STP端子）の極性を設定する

設定値
0：センサOFFで、フィーダON　、　1：センサONで、フィーダON

使用ボタン

設定値を変える

設定値を変える

MODE『12』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

・MODE『12』・・・・・最大実振幅量設定モード　　（初期値　未登録）
MODE『8』のフィードバック制御を有効にする為の最大実振幅量を登録する
フィードバックモード設定時、ここで登録した実振幅量を100％とし、MODE『2』の振幅量で動作する

設定値
無し ※使用方法

使用ボタン 1）振幅センサーを取付ける
2）モード『8』のフィードバックモードを無効にする

使用しない（ボタン操作無効） 3）振幅量設定VR(ボリューム)にて、装置の最大振幅に合わす
4）『SET』ボタンを5秒間長押しをして登録する

使用しない（ボタン操作無効）
※この登録をしていないと、MODE『8』を有効に出来ません

MODE『13』に切り替える

5秒間長押しにて、点滅表示し、登録される

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET

▲

▼

SEL

SET
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・MODE『13』・・・・・設定初期化モード　　（初期値　0：しない）
このモードを実施する事により、工場出荷状態（上記項2.の表内初期値）になる

設定値
0：しない　　　　　1：する

使用ボタン

設定値を変える

設定値を変える

MODE『1』に切り替える

設定値を確定させる　※上下降させると点滅表示するが、このボタンを押さないと反映しない

5.動作不良時の確認

フィードバック動作時の確認

※その他、御不明な点は エスケー工業㈱ TEL052-352-3205 までお問い合わせ下さい。

1.振動センサの取り付け位置を確認してください。

LED4桁表示灯：正常表示
FEEDBACK(フィードバック)表示灯
　　　　　　　　　　：緑点灯 又は　緑点滅
RUN/ALM(ラン/アラーム)表示灯：消灯

振動が
変動する

LED4桁表示灯：正常表示
FEEDBACK(フィードバック)表示灯：消灯
RUN/ALM(ラン/アラーム)表示灯：消灯
LED4桁表示灯：正常表示

1.出力電源線が正しく接続されているか？
2.振幅量設定VR(ボリューム)が0になっていないか？
3.最大電圧出力制限設定が0％になっていないか？
1.最大電圧出力制限設定が小さくないか？
1.出力電源線がショートしていないか？
2.負荷がショートしていないか？
3.負荷に対し出力設定が大きすぎないか？

点検事項
1.最大実振幅量設定が小さすぎなので、
　一旦フィードバック制御をOFFにし、
　最大実振幅量を再設定してください。
1.最大実振幅量設定が大きすぎなので、
　一旦フィードバック制御をOFFにし、
　最大実振幅量を再設定してください。

コントローラ表示
LED4桁表示灯：正常表示
FEEDBACK(フィードバック)表示灯：緑点灯
RUN/ALM(ラン/アラーム)表示灯：消灯
LED4桁表示灯：正常表示
FEEDBACK(フィードバック)表示灯：消灯
RUN/ALM(ラン/アラーム)表示灯：赤点灯

コントローラ表示

何も表示しない

LED4桁表示灯：『OVER』表示
FEEDBACK(フィードバック)表示灯：消灯
RUN/ALM(ラン/アラーム)表示灯：赤点灯

振動しない

振動が調整
できない

振動しない

振幅が大きく
ならない

現象

点検事項
1.入力電源線が正しく接続されているか？
2.入力電源の電圧に問題が無いか？
3.内部ヒューズが切れていないか？

現象

▲

▼

SEL

SET
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