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2008 年は，緩やかな拡大基調が持続していた 2007 年の

監視システムを導入した設備の省エネルギー活動に必要

市況から一変し，米国のサブプライム問題に端を発する金

となる収集データの解析と対策支援機能に対応し，F-

融市場の混乱，原油価格や素材価格の高騰，中国経済の減

MPC Net と連携する解析支援システム「F-MPC Eco」に，

速懸念などによる環境悪化の影響により，国内の生産動向

全員が参加できる省エネルギー活動の実現に不可欠な見え

や民間設備投資に減速感が一段と強まった。このような環

る化を強化する Web 機能などの機能拡充を行った。

境変化の中にあって，より中長期的な視点で市場要求・環

また，当分野の事業について，フランス・シュナイダー

境変化を先取りし，より一層の顧客価値の提供を目標とし

エレクトリック社（以下，SE 社という）の日本法人と

て，グローバル対応の新製品開発，機種の拡充を進めてき

の事業統合による，新生・富士電機機器制御株式会社を

た。また，市場ニーズの高まりが期待される機械装置類の

2008 年 10 月 1 日付けで設立した。これにより，受配電・

安全規格対応に貢献する製品開発，および「京都議定書」

自動化機器分野において世界のリーディングカンパニー

の第一約束期間の開始による省エネルギー活動の高まりに

である SE 社の製品ラインを加え，より付加価値の高い製

対応し，工場・事業所などの省エネルギー活動を支援する

品・サービスの提供を開始した。

システムの開発を行った。
受配電・開閉機器分野では，新 JIS/IEC（日本）
，GB

具体的な製品ラインとして，受配電・開閉機器分野で
は，世界最小サイズでワイドレンジに対応した低圧気中遮

（中国）
，UL（米国）の各規格にすべて対応した真のグロー

断器（ACB）や，電子式可調整で高遮断性能を持つ開閉

バルツインブレーカ「G-TWIN シリーズ」125 〜 400 AF

機器の拡充およびインテリジェントモータスタータなど

の上位フレームとなる 630 〜 800 AF の配線用遮断器・漏

モータ制御・保護機器群の機種拡充を図った。また，電力

電遮断器を開発し，シリーズラインアップの拡充を行った。

監視・制御機器分野では，電気品質をより高精度に計測で

併せて，G-TWIN シリーズの 125 〜 800 AF までの全フ

きる電力監視システム機器の機種拡充およびセーフティリ

レームに対応した，電気エネルギー監視，省エネルギー

レーユニット，セーフティドアスイッチ/リミットスイッ

化支援を可能とする「FePSU ブレーカ」を開発した。ま

チ，セーフティコントローラなど SE 社の幅広い安全機器

た，近年高まる制御電源の低電圧直流化と小型軽量化の市

群の導入を行った。

場ニーズに応えて，従来の交直両用操作形電磁接触器のシ

これにより，従来の機器製品のコンポーネント提供に加

リーズに対して，外形け寸法，取付け寸法，端子位置を同

えて，省エネルギーソリューションとしての高機能電力監

一とした交流操作形および直流操作形の専用品を開発した。

視機器，安全機器の品ぞろえにコンサルティングを加えた

電力監視・制御機器分野では，制御盤の小型化のニー

安全ソリューション，高性能受配電機器の品ぞろえを使っ

ズに応えるためパネル奥行寸法を縮小したφ16 接点一体

たクリティカルパワーソリューションなど，より高付加価

型のコマンドスイッチ「minico シリーズ」AR16 形につい

値なソリューション提供を進めていく。

て，国際安全規格に対応した非常停止スイッチの開発・拡

富士電機は，多岐にわたる顧客要求に，いち早く的確に

充を行った。また，CO2 排出量の削減成果の数値化提示の

ソリューション提案できるサービス体制を強化し，産業・

要請に対応した，工場・事業所における省エネルギー活動

社会のベストパートナーをめざしていく所存である。今後

の推進に貢献するため，電力監視システム「F-MPC Net」

とも顧客各位のなお一層のご支援，ご指導をお願い申し上

に対し，顧客要求を取り入れ，Web 化をはじめとした一

げる。

層の機能拡充を行った。さらに，このようなエネルギー
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電磁接触機「NEO SC シリーズ

SC-N4，SC-N5」の機種拡充

「NEO SC シリーズ」の電磁接触器「SC-N4」
「SC-N5」

図１

電磁接触器

は交直両用操作形を販売して好評を得ている。これに加え
て，近年高まる制御電源の低電圧直流化と小型軽量化の市
場ニーズに応えて，交流操作形および直流操作形の専用品
を開発した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 交流操作形「SC-N5A」

™現行の「SC-N5」と外形寸法，取付け寸法，端子位置
同一（付属品も現行品と共用可能）
™約 15% 軽量化
「SC-N5/G」
（ 2） 直流操作形「SC-N4/G」
™世界最小クラスの外形寸法と消費電力
™半導体製造装置の SEMI 規格 F47-0200 に適合

電力監視機能付「G-TWIN シリーズ

SC-N5A

SC-N5/G

新 FePSU ブレーカ」

機械式ブレーカと電気計測ユニットを組み合わせること

図

G-TWIN 250 AF の新「FePSU ブレーカ」

によって，低圧受配電設備の保護，保全とともに，電気エ
ネルギー監視，省エネルギー化支援を可能とする「FePSU
ブレーカ」が好評を得ている。
今回，
「G-TWIN ブレーカ」と電気計測ユニットを組み
合わせた「FePSU ブレーカ」を新たに追加した。主な特
徴と仕様は次のとおりである。
（ 1） 外観を G-TWIN ブレーカと同一のホワイトグレー基

調とし，125 〜 800 AF を品ぞろえ
（ 2） G-TWIN ブレーカの特徴をすべて継承（小型，高性

能，安全性，保守性，使いやすさ，環境負荷低減など）
（ 3） 計測項目：電流，電圧，電力，電力量，高調波，力率，

漏れ電流（ZCT 付 MCCB との組合せ時）

配線用遮断器（MCCB）

漏電遮断器（ELCB）

（ 4） センサ（CT，VT）内蔵で省施工，省スペース

グローバルツインブレーカ「G-TWIN シリーズ
新 JIS/IEC（ 日 本 ）
，GB（ 中 国 ）
，UL（ 米 国 ） の 各

630 AF，800 AF」の機種拡充
図

800 AF

規格にすべて対応した真のグローバルツインブレーカ
「G-TWIN シリーズ」125 〜 400 AF の上位フレームとな
る 630 〜 800 AF の配線用遮断器・漏電遮断器を開発し，
シリーズラインアップの拡充を行った。主要外形寸法を従
来品と変えることなく，次の主な特徴を持っている。
（ 1） AC400 V 系 遮 断 容 量 の 格 上 げ：AC440 V/65 kA/

70 kA
（ 2） UL 適用電圧の拡大：AC480 V/AC600 V，Δ結線適用
（ 3） ブロック端子を端子部直載形とし，外形小型化を実現
（ 4） ELB には欠相対応形の新三相電源制御回路を採用し，

漏電遮断器

メガーテスト切換スイッチを搭載
（ 5） 内装付属品を 400 〜 800 AF のフレーム間で共用化し，

顧客による取付けを容易化
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電力監視・制御機器
φ16 コマンドスイッチ「minico シリーズ」の新型非常停止スイッチ
制御盤の小型化のニーズに応えるため，パネル奥行寸法

図

「AR16V0R-13R」

を縮小したφ16 接点一体型のコマンドスイッチ「minico
シリーズ」AR16 形について，国際安全規格に対応した非
常停止スイッチの開発・拡充を行った。主な特徴は次のと
おりである。
（ 1） 接点数は最大 4 接点
（ 2） 操作方式は，プッシュロックおよびプルリセットまた

はターンリセットが可能
（ 3） ボタンがロックされるまで接点が動作しないセーフ

ティトリガアクション機構を装備
（ 4） 万一の b 接点微溶着時でもボタン操作力で強制的に b

接点を開離・遮断する直接開路動作機能に対応
（ 5） UL 規格，CSA 規格および EN 規格の認証を標準品と

して取得

電力監視システム「F-MPC Net」の機能拡充
地球規模での CO2 排出量の削減活動の成果が，2008 年

図

システム構成図および画面例

度から数値で求められているが，目標達成は難しく，エ
ネルギー監視の必要性がますます高まっている。富士電機
は電力監視システムとして「F-MPC

画面例
監視パソコン
F-MPC Net

Net」を提供してき

たが，今回顧客要求を取り入れて一層の機能拡充を行った。

クライ
アント

クライ
アント

メール
サーバ

拡充した主な機能は次のとおりである。
「F-MPC Net（Ver.2）
」への Web 機能アド
（ 1） Web 化：

構内 LAN（Ethernet）
F-MPC Web（GW）
RS485

オンにより実現
（ 2） トレンド：ガイド線を追加しガイド線の任意位置のグ

ラフ値表示と画面印刷機能の強化

F-MPC04

（ 3） デマンド監視：警報段数の拡大（5 段）と，過去のデ

F-MPC04P
F-MPC04S

FePSU

マンドグラフの表示，画面印刷機能の追加
（ 4） メール発報：警報発生時に任意のメールアドレスへの

メール発報を実現

省エネルギー解析支援システム「F-MPC Eco」の機能拡充
設備の効果的な省エネルギー活動には，エネルギー監

図

システム構成図および画面例

視システムの導入とこれによる収集データの解析が必要
である。富士電機は，監視システム「F-MPC Net」に連
携した解析支援システム「F-MPC Eco」を提供している

監視パソコン
F-MPC Net

F-MPC Eco

クライ
アント

クライ
アント

画面例

が，今回全員参加の省エネルギー活動を実現するための見
える化を強化する Web 機能の追加などの機能拡充を行っ
た。主な拡充機能は次のとおりである。
（ 1） データベース構築：規模によりライセンスの要・不要

の選択が可能で，運用開始後にデータベース拡大も可能

構内 LAN（Ethernet）

※F-MPC Eco は，監視パソコンでの動作も可能

監視パソコン帳票 DB
IIS
スケジューラ

（ 2） エネルギー使用量表示の多様化：グループごとの使用

量の表示，表示期間の選択，グラフ表示の選択およびエ
ネルギー種別の表示が可能
（ 3） データ比較：各表示期間，全グラフ種類が可能
（ 4） 使用量評価表示：計画値に対する使用量の判定が可能
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＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

