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　2006年の機器・制御事業を取り巻く市況は，国内では

自動車関連，工作機械などの好況業種を中心に設備投資需
要が旺盛で，また海外も 2005年に引き続き好調に推移し

たが，一方で素材価格の高騰という懸念材料が生じた。こ

のような環境の中で，市場要求を的確にとらえた新製品，

海外規格に対応したグローバル製品の開発および省エネル

ギー関連機器などの機種拡充を積極的に推進した。

　プログラマブルコントローラ分野では，多軸機械などで

要求のある大規模入出力容量とこれら情報を高速に同期制
御する能力を備えた統合コントローラ「SPH300EX」，プ

ラントの高信頼化要求に応えるために冗長化機能を付加し

た「SPH2000」，手軽に現場でパラメータ変更・調整など

の保守を行えるハンディモニタなどを開発し，統合コント

ローラシリーズの拡充を図った。

　器具分野では，顧客の海外進出，国内では IEC規格
の採り入れに伴う IEC整合新 JISの発行などグローバ

ル化が進展しており，これに対応するため新 JIS/IEC，
GB，ULの各規格の認証を 1台で取得したグローバル

MCCB/ELCB「G-Twinシリーズ」を開発した。漏電遮
断器は，IEC60947-2 Edition 3に対応するとともに，電材
店向けとして，単相三線式中性線欠相による過電圧を 1秒
以内で保護できる漏電遮断器を系列に加えた。操作表示機
器では，多種多様な用途に応えるためコマンドスイッチ

「AR30シリーズ」に既存のつまみ形，長つまみ形に加え，

レバー形セレクタスイッチを追加した。火災発生時に一定
時間給電を行うための耐熱形機器では，直流制御機器へ電
力を供給する新型 1種耐熱形整流器を開発した。

　省エネルギー法の改正・施行を受けてエネルギー使用
の合理化気運が高まり，これに対応するため電力監視機
器「F-MPCシリーズ」の一層の拡充を図った。主なもの

として計測機能に変圧器一次側と二次側の保護機能を備
え，1台で計測・監視・保護を実現するデジタル多機能リ

レー，およびクレーン電源用保護ユニットの系列化，さら

には情報系ネットワーク（Ethernet）へ接続を可能とした

「F-MPC Webユニット」の開発などである。また，省エ

ネルギー活動支援システムとして，スーパーマーケットな

どのバックヤードを対象とした店舗エネルギー管理支援シ

ステムを開発した。AS-iネットワーク機器では，盤内省
配線システムに最適な端子台形 4i/4oスレーブを開発した。

　汎用インバータ分野では，グローバル製品として EMC
フィルタ・高調波抑制リアクトル内蔵など豊富なバリエー

ションを持ち，あらゆる用途や使い方に対応した高性能・

多機能形インバータ「FRENIC-MEGAシリーズ」を開発
した。さらに，「FRENIC-Multi」のインタフェースオプ

ションの製品化，ファン・ポンプ用途で温度・圧力・流
量などの制御が可能な空調熱源システム向け「FRENIC-

Eco」の発売，エレベータ用インバータ「FRENIC-Liftシ
リーズ」の容量拡大と機能拡張を行った。また，省スペー

スが要求される低層用ホームエレベータ向け PLC一体形
インバータ，新たな伝送線路原理に基づいた新構造のマイ

クロサージ抑制ユニットを開発した。その他，駆動・回
生の双方で直接電力変換が可能なマトリックスコンバータ

では，高調波ガイドラインを満足し高性能ベクトル制御に

よる電動機駆動用「FRENIC-Mx」の機種系列を拡大する

とともに，汎用電動機の駆動を可能とした V/F制御マト

リックスコンバータ「FRENIC-MxF」を開発した。

　サーボシステムでは，20ビット高分解能エンコーダを

搭載し 1,500Hzの高速応答・高精度位置決めを実現した

グローバル化対応高性能サーボシステム「ALPHA5シリー

ズ」を開発・製品化した。

　回転機分野では，大幅な軸受寿命の改善と軽量化を実現
した新型リングブロー，非接触ギャップシール方式の採用
によるポンプ締切運転を可能とした総揚程 250m級新型
クーラントポンプを開発した。

　富士電機は，常に市場の要求を見定め，技術の探求とス

ピーディでタイムリーな製品開発に努め，製造・販売・

サービス・技術サポート体制の強化により，最強の制御機
器専業メーカーを目指して業界最高水準の品質の提供に努
めていく所存である。今後とも顧客各位との密接な交流と

ご支援をお願いする次第である。

システムコンポーネント

プログラマブルコントローラ

器　具

回転機・可変速機器
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　大規模・高速制御用拡張形CPUモジュール「SPH300EX」

　統合コントローラ「MICREX-SX」の冗長化対応

　PLC支援ツールの拡充

図１　拡張形高性能CPUモジュール SPH300EX

図2　SPH2000による冗長化システム
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図3　セキュリティ強化イメージ，ハンディモニタ

　統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」に，多軸
モーション機械などで要求される大規模な入出力容量の確
保と，これを高速に同期制御できる処理性能を備えた拡張
形高性能 CPUモジュール「SPH300EX」を追加した。こ

のモジュールは，業界最高速の処理性能を持つ「SPH300」
を 2系統装備し，通常のシーケンス制御と高速同期制御
を基本 CPUと拡張 CPUで自由な処理分散が可能であり，

以下の特徴を有している。

（1） 　高速 SXバス入出力 8,192点× 2系統の大規模システ

ム

（2） 　（74 kステップ +128 kワード）× 2系統の大容量メモ

リ

（3） 　基本 CPUと拡張 CPU間を高速・大容量共有メモリ

で結合

　プラントの高信頼化要求に対応するため統合コント

ローラ「MICREX-SXシリーズ」の CPUモジュール

「SPH2000」に，冗長化機能を付加した機種を系列に加え

た。この機種は異常が発生した場合でも，システムダウン

させることなく一方の CPUモジュールにて継続運転がで

きる。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　CPU，電源，ネットワークの冗長化が可能
（2） 　等値化性能 320 kワード/250msにより等値化メモリ

サイズを意識しない容易なプログラミングが可能
（3） 　電源，ベース，入出力モジュールは標準品が使用でき，

システムコストを低減
（4） 　プログラミング支援ツール「SX-Programmer Expert 

（D300win）」により設計資産の再利用が可能

　パラメータ変更・調整など現場でのプログラマブルコン

トローラ（PLC）の保守を容易にする SXシリーズ用ハン

ディモニタを開発した。また，ハンディモニタを含め現場
での複数保守員による作業分担時のリスクを軽減するため，

支援ツールに新しいパスワード機能を追加した。これらの

特徴は次のとおりである。

（1）　ハンディモニタ

™  簡単な操作で，PLC内データをモニタ，設定
™  異常発生時，PLCへの接続によって瞬時に異常要因を

表示
（2） 　支援ツールの作業リスク低減機能の強化

™  3段階の保護レベルで，PLC操作を制限
™  用途に応じ，PLCの保護内容をカスタマイズ可能
™  英数字で最大 32文字の組合せによる強固なパスワード

プログラマブルコントローラ
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　IEC 規格対応漏電遮断器シリーズ

図4　IEC規格対応新100A，225Aフレーム漏電遮断器　IEC60947-2 Ed.3では，三相漏電遮断器について，1相
欠相時においても，漏電引外しできることが要求されてい

る。このため IEC規格に適合した漏電遮断器 30〜 400A
フレームを開発し，シリーズ化した。主な特徴は次のとお

りである。

（1） 　漏電引外し電源を，従来の単相から三相とし，1相欠
相でも確実に漏電引外しできる。

（2） 　CEマーキング品および UL489適合/CEマーキング

品の 2シリーズで，従来品との取付け寸法，付属装置の

互換性を有している。

（3） 　TÜV Rheinlandの第三者認証を取得している。

（4） 　100A以下では，小型漏電引外し機構の新規開発によ

り，従来品と同一外形で実現している。

　レバー形セレクタスイッチ

図6　レバー形セレクタスイッチ（AR30HR）　主として工作機械や産業機械に使用される操作スイッチ

は，用途により多種多様な機種が必要とされている。こ

の要求に応えるため，切換スイッチとして既存のつまみ

形，長つまみ形に加えレバー形を開発し，「AR30シリー

ズ」に追加した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　レバー式のため指のかかりがよく操作がしやすい。

（2） 　金属製レバーであり，高強度である。

（3） 　2ノッチ手動復帰，3ノッチ手動復帰・自動復帰，3
ノッチ手動復帰コントロールタイプなどの操作方法およ

び接点仕様を各種用意している。

（4） 　UL規格，CSA規格，EN規格に適合し，UL，CSA
の認証を取得してるいる。TÜVによる EN規格の認証
も取得し，CEマーキング対応している。

器　具

　電材店向け単三中性線欠相保護機能付漏電遮断器

50Aフレーム 100Aフレーム

図5　 電材店向け単三中性線欠相保護機能付漏電遮断器　単相三線式回路においては，中性線が何らかの原因で欠
相すると，負荷の 100V機器に過電圧が印加されることが

ある。機器に過電圧が加わると，電気器具の絶縁劣化や故
障の要因になる。これらを防止するため，過電圧を検出し

電路を確実に遮断する電材店向け（電気工事用）単三中性
線欠相保護機能付漏電遮断器（50，100Aフレーム）を開
発し，電材店向け漏電遮断器シリーズの拡充を図った。

　主な特徴は次のとおりである。

（1） 　単相三線式中性線が欠相し，過電圧が 135Vを超える

と 1秒以内で回路を遮断する。

（2） 　過負荷・短絡保護および漏電保護の機能を有する。

（3） 　「α-Twinシリーズ」の小型経済形 30〜 100Aフレー

ムと同一外形とした。

（4） 　標準で端子保護カバーを備えている。
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　デジタル形多機能リレー「F-MPC50シリーズ」の機種拡充

　LAN用電力監視システム「F-MPC Webユニット」

図7　F-MPC50変圧器盤用ユニット

図8　F-MPC Webユニット

　デジタル形多機能リレー「F-MPC50シリーズ」が好評
を得ているが，1台で計測・監視および変圧器一次側と二
次側の保護ができるユニットへの要望が多い。今回こうし

た要望に応えるため，変圧器用ユニットを開発しシリーズ

の拡充を図った。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　計測・表示は変圧器一次側の電圧，電流，力率，電力，

電力量と変圧器二次側の常時漏れ電流（計測範囲 30〜
2,000mA）が可能

（2） 　保護機能として変圧器一次側の電圧保護（過電圧，不
足電圧），過電流保護（反限時，定限時および瞬時動作
単独または組合せ可）および変圧器二次側の地絡過電流
保護（定限時動作）を有す

（3） 　変圧器二次側地絡保護用として専用分割型変流器（穴
径φ22mm）を用意

　監視系ネットワークで多数の実績を持つ「F-MPC」電
力監視システムを情報系ネットワーク（LAN）にも容易
に適合させるため，「F-MPC Webユニット」を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

（1） 　実績のある富士電機の電力監視ソフトウェア「F- 

MPC-Net」との組合せが可能な Ethernetと RS-485の
ゲートウェイ機能を装備

（2） 　各種機能の設定を汎用Webブラウザで行うことがで

きるWebサーバ機能を装備
（3） 　電力監視データを内部メモリに蓄え，上位パソコンへ

ファイル転送するデータ蓄積機能を装備
（4） 　標準分電盤に収納可能なコンパクトサイズ〔W100×
H70× D56（mm）〕，さらに DINレール取付け可能

器　具

　店舗エネルギー管理支援システム

図9　店舗エネルギー管理支援システム表示画面例　本システムはスーパーマーケット，ショッピングセン

ターなどの店舗バックヤードにおける省エネルギー活動を

支援するシステムである。電気・ガス・水道の各使用量を

一括してリアルタイムに表示し，計測データを蓄積する。

（1） 　店舗内表示器に部門単位ごと〔青果，精肉，鮮魚，惣
菜（そうざい）など〕の現在のエネルギー使用量を表示
し，部門管理責任者の管理・分析・改善活動を支援

（2） 　各エネルギー使用目標値の達成支援機能として，ア

ラームで目標値オーバーを事前に警告。使用金額の表示
により店舗従業員の改善意識向上にも貢献

（3） 　トレンドグラフ・帳票作成，使用量目標値設定機能
（4） 　店舗総合省エネルギー制御システム「エコマックス

NetⅡ」との組合せで空調設備などとのデマンド制御も

可能
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　AS-i 端子台形4i/4o スレーブ

図10　端子台形4i/4o スレーブのイメージ図　センサ・アクチュエータレベルのオープンネットワーク

である AS-iを装備した盤内省配線システムに最適な端子
台形 4i/4oスレーブを開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

（1） 　AS-i Ver.2.0対応，1系統に 31台接続可能
（2） 　入出力用電源は外部補助電源（DC24V）から供給
（3） 　配線はねじレス端子台採用によりねじ締め不要
（4） 　PNP品（シンク入力，ソース出力），NPN品（ソー

ス入力，シンク出力）の 2機種を用意
（5） 　DINレール取付け可能
（6） 　複数台並べて使用する場合，コネクタによる電源の渡

り配線ができるので電源の接続は 1台のみ端子台配線を

施せばよい。

　新型1種耐熱形整流器

図12　新型1種耐熱形整流器〔SZ-N2V（H）〕　耐熱形機器は，火災発生時に一定時間支障なく動作する

ことができる耐熱性能を有し，火災発生時に非常電源など

の給電継続を可能にする製品であり，重要な役割を担って

いる。このたび，直流制御機器への電力供給に用いる 1種
耐熱形整流器の新型を開発した。

　新型はフレームをモールド化することで，内部を二重構
造化し，空気層と断熱材との併用により熱伝達率を低下さ

せ，耐熱効果の向上と小型化を達成した。また，フレーム

の寸法精度を高めることで，断熱材の組込みによるばらつ

きを抑制し，断熱効果の安定を図った。

　新型 1種耐熱形整流器 SZ-N2V（H）形の耐熱定格は次の 
とおりである。

™  最高電圧 250V，連続定格 1A，短時間定格 15A 0.5秒

器　具

　クレーン電源用保護ユニット

図11　F-MPC30クレーン電源用保護ユニット　コンテナクレーン電源系統の保護に必要な機能を 1台に

集約した保護ユニットを開発し，デジタル形多機能リレー

「F-MPC30シリーズ」の系列拡充を図った。主な特徴は

次のとおりである。

（1） 　クレーン電源（発電機）の保護に必要な電圧保護（過
電圧，不足電圧），地絡過電流保護（反限時，瞬時動作
および反限時＋瞬時動作），周波数保護（過周波数・不
足周波数）機能を装備

（2） 　地絡電流の計測・表示が可能。常時漏れ電流は 0〜
2A，地絡保護機能を設定することで最大 8Aの事故電
流を表示

（3） 　海外の受配電設備で普及しているMODBUS-RTU
（RS-485）プロトコルを標準装備

（4） 　三相 3線式および三相 4線式の配電系に適用可能
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　新型三相標準型リングブロー

　総揚程250m級新型多段高圧クーラントポンプ

図13　新型三相標準型リングブロー（VFZシリーズ）

図14　新型多段高圧クーラントポンプ（VKBシリーズ）

　近年，印刷機械，搬送機械などにおけるブロワは吸着固
定，吸着搬送といった吸込全閉運転の需要が高まっている。

また，低騒音化，軽量化，環境配慮などの取り扱いやすさ

向上のニーズも高い。このような状況に対応するため，今
回，リングブロー（0.09〜 2.3 kW）の新型 6機種を開発し，

シリーズ化を完了した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　軸受冷却構造の最適化により，軸受温度上昇を低減さ

せ，軸受寿命を大幅に改善し，吸込全閉運転が可能
（2） 　ブロワ部品を従来の鋳物からアルミダイカストに変更

し，大幅な軽量化を実現
（3） 　ファンカバー通風孔形状の最適化などにより低騒音を

実現
（4） 　RoHS指令，EC指令（CEマーキング）に標準仕様で

適合

　主に金属工作機械に使用される多段高圧クーラントポ

ンプは，総揚程 120m級の「VKAシリーズ」を発売以来，

好評を得ている。今回，さらなる高圧領域用として総揚
程 250m級の「VKBシリーズ」を開発した。これにより，

流量形から圧力形まで豊富な機種メニューがそろい，あら

ゆる用途に対応できるクーラントポンプシリーズが調った

（流量形：176機種，圧力形：264機種）。

　VKBシリーズの主な特徴として，ポンプ軸貫通部の

シール構造は，非接触ギャップシール方式を採用し，従来
のメカニカルシールをなくしたことで切削粉に強く，ポン

プ締切（無潤滑）運転を可能にしたこと，また，高発停頻
度に耐えるインペラ，空気かみ込み防止の吸込スクリュー

および目詰りしないワイドストレーナなどの採用により高
信頼性を実現した，などがある。

回転機・可変速機器

　高機能・コンパクト型インバータ「FRENIC-Multi」の機能拡張（オプション）

図15　FRENIC-Multi インタフェースオプション　多様なシステム化のニーズに対応すべく，高機能・コン

パクト型インバータ「FRENIC-Multi」のインタフェース

オプションを製品化した。特徴は次のとおりである。

（1） 　デジタルインタフェースオプション

　12点のデジタル入力により周波数指令，8点のデジタル

出力からインバータ状態のモニタが可能である。

（2） 　DeviceNetインタフェースオプション

　さまざまなメーカーから供給される DeviceNetマスタ

と接続してネットワーク構築ができる。

（3） 　CC-Linkインタフェースオプション

　CC-Link Ver.1.10に加えバージョンアップ版である

Ver.2.00に対応，CC-Link付プログラマブルコントローラ

と柔軟で高度なネットワーク構築ができる。
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　PLC一体形インバータ
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図18　PLC一体形インバータ　省スペースが要求される低層用ホームエレベータをター

ゲットとした PLC（Programmable Logic Controller）一
体形インバータを開発した。その特徴は次のとおりである。

（1） 　単相 200V入力，三相 200V，3.0 kW出力のインバー

タに PLC機能を内蔵し，奥行寸法 80mmの超薄型を実
現

（2） 　IEC61131-3準拠の高性能なプログラミング環境によ

り効率的なプログラム開発が可能
（3） 　3レベルパスワード機能により，操作者の取扱いラン

ク別に内部データへのアクセスレベルを制限。セキュリ

ティ強化が可能
（4） 　エレベータ用インバータ「FRENIC-Liftシリーズ」

の同期モータ運転用オプションカードを組み合わせるこ

とで同期モータ運転にも対応

回転機・可変速機器

　エレベータ用インバータ「FRENIC-Lift」の容量拡大と機能拡張

図17　エレベータ用インバータ FRENIC-Lift シリーズ　エレベータ用インバータ「FRENIC-Liftシリーズ」は，

発売以来，ユーザーに広く使用されている。

　今回，容量拡大と機能拡張を行った。主な特徴は次のと

おりである。

（1） 　積載質量が大きく，高速なエレベータにも対応するた

め，45 kWの容量まで拡大
（2） 　ブレーキ釈放時のロールバックを低減する「アンバラ

ンス荷重補償機能」の高性能化
（3） 　停電時のバッテリー運転時に，制動運転になる方向を

指示する「バッテリー運転時推奨運転方向出力」を付加
（4） 　停電などに起因する特定アラーム発生時，安全にイン

バータをリセットする「オートリセット機能」を付加

　HSAC機能搭載インバータ「FRENIC-EcoPlus」

図16　FRENIC-EcoPlus のタッチパネル　ファン・ポンプ用のアプリケーションの一つである温
度，圧力，流量などを制御対象とする空調熱源システムに

対し，最適な機能を HSAC（Heat Source system for Air 
Conditioner）機能と定義し，その HSAC機能を搭載した

インバータ「FRENIC-EcoPlus」を発売した。本製品は

HSAC機能として四つの制御モードを有している。

™  モード 1：温度・圧力・差圧・流量一定制御
™  モード 2：推定末端圧制御（リニアライザ機能搭載）

™  モード 3：比例運転制御（補正制御）

™  モード 4：温度差一定制御・圧力差一定制御
　この FRENIC-EcoPlusの採用で，インバータによる

空調熱源システムなどの大幅な省エネルギーのみならず，

HSAC機能による計装システムの大幅な簡素化が実現で

きる。
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　サージ抑制ユニット

図19　サージ抑制ユニット（SSUシリーズ）　インバータとモータの間の配線が長い場合，一般にマイ

クロサージと呼ばれるきわめて周波数の高いサージ電圧が

モータ端子に印加され，モータの絶縁を破壊する事例が増
えている。このサージ電圧の抑制を目的に，新たな伝送線
路原理に基づいた新構造のサージ抑制ユニットを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

（1） 　モータ端子にサージ抑制ユニットを接続するだけで，

サージ電圧を大幅に低減
（2） 　追加工事は不要なので，既設設備への設置が容易
（3） 　容量に関係なく適用可能（75 kWを超えるモータへの

適用は個別対応）

（4） 　50m用，100m用の 2種類をラインアップ

（5） 　電源不要であり，メンテナンスフリー

（6） 　RoHS（欧州連合特定有害物質使用制限）指令対応

回転機・可変速機器

　マトリックスコンバータ「FRENIC-Mx」の機種系列拡大

400V  30kW

図20　マトリックスコンバータ FRENIC-Mx　小型化・高効率化の要求に応え，環境に優しい究極の交
流電力変換装置として注目されている富士マトリックス

コンバータ「FRENIC-Mx」（三相 400V，45 kW）は，駆
動・回生の双方向の運転が可能，高調波ガイドラインをク

リア（ひずみ率 7%以下），高性能ベクトル制御インバー

タの技術を取り入れた高い制御性能，豊富な機能を備えて

おり，電源回生機能を必要とする昇降機用途で高い評価を

いただいている。一方，従来 PWMコンバータを使用せ

ずに制動抵抗（オプション）にて対応していた小容量の昇
降機用途への適用が求められており，こうしたニーズに応
えるために，三相 400V，30 kW・15 kW機および 200V，
30 kW・15 kW機を開発し，FRENIC-Mxシリーズの系列
拡大を図った。

　V/F 制御マトリックスコンバータ「FRENIC-MxF」
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図21　マトリックスコンバータの適用分野　先に発売したベクトル制御方式を取り入れたマトリック

スコンバータ「FRENIC-Mx」は，交流から交流への直接
変換を実現していることから，回生運転が可能であり，か

つ電源高調波も小さくできるといった特徴を持つため，図
のようなさまざまな分野への適用が期待されている。今回，

汎用モータ駆動を目的とした V/F制御を組み込んだマト

リックスコンバータ「FRENIC-MxF」を開発し，適用範
囲の拡大を図った。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　最大出力電圧は電源電圧の 95%に改善
（2） 　高速ソフトウェア電流制限機能の実装により，負荷急
変時などの出力過電流によるトリップを回避

（3） 　ファン・ポンプ用途に適した機能を搭載
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