
UPS機能付電源と長寿命バッテリ(本体内蔵)の搭載により、停電など不意の電源断にも電源供給を

バックアップし、コンピュータの動作維持／安全なシャットダウンが可能。
システムの更なる信頼性向上を実現します。

本モデルは受注生産品となります。

◆長寿命バッテリの採用

◆バッテリのホットスワップが可能
・前面から容易にバッテリ交換が可能
・システム運用中（AC通電状態）のバッテリ交換も

可能。

・停電時にシャットダウン処理を行う間の 電源バック

アップが可能。
・瞬時停電時シャットダウンせず連続運転 時間の設定
可能。(1～120秒)

・停電復帰時に自動立ち上げ可能(シャットダウン中の
停電復帰は除く)

◆万全な停電対策

◆添付アプリケーション
添付ソフトにより下記の機能をサポート
・状態表示（AC電源／バッテリ）

・電源障害監視
・ログ機能（停電発生／復旧）

注意：添付アプリケーションは、日本語版OSのみサポートしています。
英語版OSの場合、OS標準のUPS機能をご使用ください。

鉛バッテリに比べ約3倍の寿命を持つニッケル水素

バッテリを採用
・ハイパワー 最高 20A 放電可能、

大電流放電特性に優れています。
・小型・軽量 鉛電池の半分以下

・環境に配慮 RoHS、J-Mossグリーンマーク対応
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２年３～４年６年鉛

４０℃３０℃２０℃バッテリの種類

【参考】バッテリの種類と寿命について
（UPSによるバックアップが、 6回/年程度の場合）

（バッテリメーカ 資料より抜粋）

ＵＰＳ用バッテリ

◆供給期間
標準仕様モデルの供給期間と同様となります。
（2008年11月集約予定）

◎セレクションメニュー
UPS機能付き電源搭載モデルは 受注生産品受注生産品となります。 納期につきましては、販売特約店までお問い合わせ願います。
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※ Linuxのディストリビューションは、MIRACLE LINUXとなります。

※ UPS機能付き電源搭載モデルの希望小売価格は、標準仕様モデルの価格に50,000円プラスとなります。



水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの
原因となることがあります。

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」および「補足マニュアル」の
「注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

お問い合わせ先は下記のNECへ

NEC 放送・制御販売本部 制御端末販売本部 TEL.03-3798-6385
■ http://www.nec.co.jp/fc/
■ Email：fc@customer.jp.nec.com

２００６年 ９月 現在

★本製品には、有寿命部品（バッテリ、ハードディスク、冷却用FAN等）が含まれています。使用頻度や条件により異なりますが、有寿命部品の交換時期の目安は、マニュアル等に記載されておりますのでご参照ください。

★記載の仕様、デザインは予告なしに変更することがあります。

■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■Intel、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
■Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

◆仕様 ＜標準仕様との差分＞

保存期間により、周囲温度の最高値が変わります。以下の値に従って保存をおこなってください。
ただし35℃以上の長期保存（6ヶ月以上）は、寿命に悪影響をおよぼす可能性がありますのでお避けください。

電源リモート
コントロール機能

バックアップ時間

充電時間

バッテリ
ユニット

種類

公称電圧

定格容量

寿命

ホットスワップ機能

バッテリユニット
保存条件

規格等

消費電力

皮相電力

発熱量

外形寸法

質量

添付品

3分 最大出力時

最大15時間

密閉式ニッケル・水素電池（バッテリユニット使用電池種類）

DC24.0V typ（バッテリパックの出力端子電圧）

2.0Ah 

周囲温度25℃、停電などの電源障害が6回/年で約10年間

通常状態（ACによる稼動中）のまま、本体前面からのバッテリ交換が可能

-20℃～30℃未満/65±20％RH：1年以内の保存

-20℃～40℃未満/65±20％RH：90日以内の保存

-20℃～50℃未満/65±20％RH：30日以内の保存

6ヶ月以上の長期保存の場合は6ヶ月に1回は再充電をおこなってください。

上記期間を過ぎても充放電をおこなわない場合ニッケル水素電池の特性上、充電しても十分に容量が回復しない
ことがあります。

RoHS指令に対応、J-Moss グリーンマークに対応、VCCI class A 適合
EMC指令(EN55022、EN61000-6-2)* および低電圧指令(EN60950-1)* 規格に基づいた設計
UL60950の規格に基づいた電源設計 *CEマーキングに必要な規格

約239W (最大 約347W) 約229W (最大 約347W) 約221W (最大 約347W) 

約860.4J (最大 約1249.2J) 約824.4J (最大 約1249.2J) 約795.6J (最大 約1249.2J) 
420(W) × 418(D) × 163(H) ㎜

（シリアルケーブル並びにその他コネクタ部は除く、ゴム足含む）

約18.4Kg 約17.4Kg 約16.7Kg 
・シリアルケーブル （ケーブル長：150mm）
・マニュアル※
・UPSサポートソフト※

項 目
仕 様

ミラーリング機能搭載モデル シングルディスクモデル ディスクレスモデル

標準装備

※ 本体添付のバックアップCD-ROMに格納されています。

項目
HDD/FC-CF002R/
FC-SD1K動作時
(FDD/CD-ROM非動作時) 

FDD/HDD/CD-ROM/
FC-CF002R/FC-SD1K
動作時

ディスクレスモデルで、FDD/
CD-ROM非動作時（HDD 非搭載）
FC-CF002R/FC-SD1K動作時※2 

周囲温度※3 

保存温度※5 
湿度(非結露) 

保存湿度(非結露) 

瞬時停電

◆設置環境条件＜標準仕様との差分＞ UPS機能付き電源搭載モデルでは、以下の項目が標準仕様と設置環境条件が異なりますのでご注意下さい。

5～35℃（5～30℃）※4 5～35℃（5～30℃）

-20～60℃（バッテリユニットを除く）

10～80％

20～80％（バッテリユニットを除く）

停電発生から3分間は、UPS機能により運転可能 ※6 （バッテリ容量が不足している場合：20ms以下）

※１ PC製品および市販のファイル装置を内蔵した場合、設置環境条件は増設したオプションの設置環境条件となります。
周囲温度0℃以下の所で保存される場合、本体内の時計がずれる場合がありますので、使用する際に再設定をおこなってください。

※２ 内蔵FDD/CD-ROMを常に使用しない場合 (ディスクレスモデル(FC-S34Y/TB0***)のみ)。
※３ （）内は、添付の防塵フィルタ(前面用)または別売りの防塵フィルタ(FC-FL006R)装着時
※４ CD-R/RW with DVD-ROMドライブ搭載モデルを選択時の動作温度範囲は5～35℃（5～30℃）となります。

セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMドライブ搭載モデルを選択時の動作温度範囲は5～35℃(5～30℃）となります。
※５ 別売りのキーボード/マウスの保存温度はFC-KB001R：-20～60℃ / FC-KB003：-5～50℃ / FC-MS002：-20～60℃となります。
※６ UPSサポートソフトウェアの設定によります。

約241VA (最大約351VA) 約231VA (最大約351VA) 約223VA (最大約351VA) 

〒108-8001 東京都港区芝5丁目7-1（NEC本社ビル）


