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電磁接触器は，主としてモータの起動・停止を行う制御機器であり，東南アジアや中国の市場で需要が増加している。
富士電機は，これらの市場に向けた経済型電磁接触器「FJ シリーズ」およびインバータ・サーボアンプに最適なコンパク
トサイズの電磁接触器「SK シリーズ」について機種拡充を行った。FJ シリーズでは，40〜95 A の定格を拡充し，支え摺
動部設計の最適化を図ることにより小型かつ高信頼性を確保した。SK シリーズでは，従来の 6〜12 A の上位定格である

特集

18 A と 22 A 品を開発し，突入電流の限界溶着性能を従来品比で 2.5 倍向上させた。

受配電・開閉・制御機器コンポーネント

A magnetic contactor is a control device that mainly starts and stops motors, and demand for them is increasing in the Chinese and
Southeast Asian markets. Fuji Electric has expanded the economical magnetic contactor“FJ Series”product line intended for the markets
and the compact-sized magnetic contactor“SK Series”product line ideal for inverters and servo ampliﬁers. To the FJ Series, we have added
products with 40 to 95 A ratings and optimized the support sliding-portion design to ensure a small size and high reliability. For the SK
Series, we have developed 18 A and 22 A products, which are higher ratings than the existing 6 to 12 A, to successfully improve the limit
performance of contact welding resistance for inrush current by 2.5 times that of the existing products.
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まえがき

電磁接触器
定格：40A, 50A, 65A

電磁接触器は，主としてモータの起動・停止を行う制御

定格：80A, 95A

（単位：mm）

機器として，生産設備の制御盤や機械装置などに設置され
る産業用開閉器であり，東南アジアや中国の市場で需要が
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増加している。これらの市場では，電磁接触器に高耐久性

90

を求めながら，用途を限定して価格を抑えた電磁接触器が
求められている。一方，日本をはじめとした先進国のモー
タ制御は，モータ直入れの駆動だけでなく，高効率・高精

96

度インバータ・サーボ制御が普及している。これらの駆動
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63.5

制御装置の一次側には，電磁接触器を設置する場合が多く
ある。このように，使用される地域や適用先用途の要求機

76.5

サーマルリレー

能に絞った用途別の電磁接触器が求められている。
富士電機は，電磁接触器の先駆者として小型化・高効率
化を追求しながら，標準型電磁接触器「SC シリーズ」を

78.5

はじめ，ユーザニーズにマッチした電磁接触器を市場へ提

89.5

供し続けてきた。
本稿では，新興国向けの経済型電磁接触器「FJ シリー
ズ」およびインバータ・サーボアンプに最適なコンパクト

54

サイズの電磁接触器「SK シリーズ」の機種拡充について

97
68
（a）65 AF

102.5

（b）95 AF

述べる。
図₁ 「FJ シリーズ」の機種拡充品（40〜95 A）
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新興国向け経済型電磁接触器「FJ シリーズ」
な耐久性があり，低価格である製品が求められる。

東南アジアや中国などで用いられる電磁接触器では，主
に次の二つのニーズがある。
⒜

輸出用装置やエレベータなど安全が重視される設

FJ シリーズは，⒝のニーズに合わせた製品であり，
2011 年 に 発 売 し た 6〜32 A 定 格 品 に 加 え， 今 回，40〜
95 A までの機種拡充を行った（図₁）
。

備では，高品質，高開閉耐久性の製品であり，かつ，
2.1

⑴

⒝

IEC，UL などの国際規格に適合していることが求め
られる。
空調機器などの簡易制御機器・設備では，必要十分
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機種拡充の背景と製品の特徴

機種拡充の背景
海外の工作機械やエレベータなどの高頻度開閉・高品質

電磁接触器「FJ シリーズ」
「SK シリーズ」の機種拡充

な用途にはこれまで通り標準型の SC シリーズを提供する。

と，電気的安全性は標準型と同等にする必要がある。FJ

一般家庭用空調機や希頻度開閉用途には経済型を推奨して

シリーズでは，導電部保持部品で最も熱的性能要求の高い

いるが，経済型の定格は 32 A 以下の製品しかなかったた

接点支えには，標準型と同等の高い熱的耐量を持った材料

め，これを超える定格を必要とする場合には標準型を使用

を採用している。これにより，過度の通電発熱による相間

していた。今回，40〜95 A 定格の製品を増やすことで経

短絡事故の防止や端子カバーの標準装備による感電防止な

済型の選択肢を増やし，電磁接触器の用途を広げる。

ど，安全性については標準型と同等の性能を確保している。

⑵

小型化
経済型電磁接触器に必要な性能（定格使用電圧，定格使

用電流，電気的耐久性）を確保した上で，標準型の SC シ

2.2

小型化のための可動部挙動の安定化

製品の小型化を図る上で，奥行寸法が狭くなると接点の
可動ストロークが減少してしまう。そこで，投入・釈放時

可逆形や機械ラッチ式などのバリエーションを絞るとと

接点（可動部）の挙動を安定させ，投入時の接点バウンス

もに，制御回路における自己保持やインタロックのための

量や釈放時の接点支え跳ね返りを抑制する必要がある。な

補助接点 1a1b を本体一体型とした構造とすることで，製

お，釈放時の接点支え跳ね返りとは，制御コイル電圧をオ

品の小型化を図った。接点数が不足する場合には，オプ

フすると鉄心の励磁が解け，接点支え・可動鉄心はバック

ションで追加も可能である。

スプリング力によって釈放方向へと押し返される際に，接
点支えが上部フレームに衝突して瞬間的に跳ね返る現象の
ことである（図₄）
。

石消費電力は，中国の省エネルギー法に基づくエネルギー

特に，電磁接触器の定格容量が 40〜95 A になると内部

効率等級において 2 級を満足している。FJ シリーズのエ

の接点接触力などが大きくなり，釈放時の跳ね返りが顕著

ネルギー効率等級を図₃ に示す。

になる。開発品は，釈放時の接点跳ね返りを抑制するため，

⑶

電磁石釈放時の接点支えの跳ね返り量の評価に機構解析シ

安全性の確保
経済型においては，低価格が要求されるが，誤った使用

方法や製品寿命の末期に発生する電気的な事故を想定する

ミュレーションを行い，部品寸法と跳ね返り量の関係を明
らかにした。
図₅ に，接点支えを釈放するときの接点支えの跳ね返り

現象を示す。コイルのオフにより投入位置から釈放位置ま

FJ-B06〜B95 形 従来品比較（平均値）

で接点支えが移動したとき，逆方向の跳ね返りが発生して

取付面積

体

積

いる。跳ね返りが大きくなると，補助 b 接点が釈放時に
オン - オフを数回繰り返す可能性がある。この誤動作を
抑えるためには，接点支えの衝突エネルギーを吸収して跳
ね返り量を抑えることが必要である。

62 %

機構解析シミュレーションを用いて，釈放時の衝突エネ

72 %

ルギーを接点支えをガイドする摺動（しゅうどう）面（図
₄ の上下方向）に分散することで，跳ね返りを抑制できる

図₂

電磁接触器の小型化

ことを導いた。具体的には図₄ に示すように，接点支えが

環境性

中国効率ラベル

RoHS 指令* に対応

支え摺動部
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図₃

可動鉄心

図₄

電磁接触器の構造
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また，小型化を実現するために，電磁接触器を動作させ
る電磁石も小型化した。開発した 40〜95 A 定格品の電磁

特集

リーズに対して体積比で 38 % の小型化を達成した（図₂）
。

電磁接触器「FJ シリーズ」
「SK シリーズ」の機種拡充

投入方向
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釈放方向の跳ね返り
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図₅

釈放時の接点支え跳ね返り（実測変位波形）

図₇ 「SK18」
「SK22」
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支え摺動部クリアランス（µm）

図₆

53 mm

−66%

支え摺動部クリアランスと跳ね返り量および摩耗量

接する支え摺動部クリアランスによって，支えの上下方向

従来品 SK18, SK22

の動きは制御できる。図₆ に示すように，支え摺動部のク

（c）電磁石容量

2.5 倍

従来品 SK18, SK22
（d）限界溶着電流

リアランスと跳ね返り量および摩耗量の関係について評価
検証を行った。このクリアランスは支え摺動部の摩耗にも

図₈ 「SK18」
「SK22」の特徴

影響するため，跳ね返り量と摩耗量のバランスを取った最
適なクリアランス寸法（図₆ の矢印）を製品設計に反映し

SK18 および SK22 は，インバータ・サーボアンプで使
用されるアプリケーションでの使い勝手の良さを追求した。

た。
40〜95 A 定格品では支え摺動部のクリアランスの設計

このため，標準型電磁接触器である SC シリーズとは別の

において最適化を図り，小型かつ高い信頼性を確保した。

ラインアップとして用途を特化したシリーズである。具体

3

⑴

コンパクトサイズの電磁接触器「SK シリーズ 」

的には，突入電流による限界溶着性能を従来品比で 2.5 倍
に向上させた。
インバータ・サーボアンプには整流平滑回路用のコンデ

2011 年に AC-3 規格の定格 12 A 以下のミニチュアに分

ンサが内蔵されているため，接触器投入時に数 ms のコン

類される範囲を発売し，世界最小サイズ，低消費電力の

デンサへの突入電流が流れる。この突入電流によって電磁

電磁接触器として好評を得ている。今回，12 A より大き

接触器の接点が微溶着する危険性があるが，SK シリーズ

な定格品として，18 A の「SK18」および 22 A の「SK22」

は限界溶着性能の向上によってこの危険性を低くしている。

を開発し，機種拡充を行った。外観を図₇ に，特徴を図₈

インバータ・サーボアンプの適用や一般の市場用途を考慮

に示す。

し，モータ直入れ駆動である AC-3 電気的寿命は，必要
十分な 100 万回とした。

3.1

⑴

開発の背景と製品の特徴

開発の背景
SK シリーズの直流操作品は PLC からの直接駆動も可

⑵

限界溶着性能の向上
突入電流に対する電磁接触器閉路時の限界溶着性能

は，閉路時の接点バウンス，接点材料などの要素で決まる。

能な低消費電力駆動が可能であることから，インバータ・

SK18，SK22 は，接点のワイプ量，接圧の最適化による接

サーボアンプの一次側に特に多く使用されている。このよ

点投入時のバウンス低減を図るとともに，新たに耐溶着性

うなアプリケーションの多くは 30 A 以下で使用されてお

を向上させた環境に優しい Cd フリー接点を採用すること

り，12 A より大きい定格の製品が望まれていた。

で，従来の SC シリーズに比べて 2.5 倍の突入電流にも耐
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電磁接触器「FJ シリーズ」
「SK シリーズ」の機種拡充

えられる限界溶着性能を達成した。
3.2

小型化技術

製品幅 45 mm に補助接点 1 極を含めて主回路 3 極を収

接点支え

めるためには，主回路の極間のピッチ 11.4 mm において
AC-4 規格にある定格 22 A の 6 倍の電流を投入・遮断す
る性能が要求される。
⑴

相間絶縁の確保
幅寸法を 53 mm から 45 mm に小型化するに当たり，主

可動接点

回路の極間のピッチは 13 mm から 11.4 mm に狭くなるた
め，相間の電気的な絶縁を確保することが必達の課題とな
る。SK18，SK22 は，インバータ・サーボアンプの通電・
断路用途で用いることができるだけでなく，従来からある

図₁₀

接点支え構造

規格）やインチング動作（AC-4
接点を保持するとともに，電磁接触器が開閉時に摺動動作

チング（モータの寸動運転）やプラッキング（逆相制動）

を行う部品である（図₁₀）
。したがって，高い耐熱性と耐

において，大きなアークエネルギーによって相間の絶縁を

摩耗性が求められるため，従来はフェノール樹脂をはじめ

確保する隔壁が消耗する。電気的開閉寿命を担保するため

とする熱硬化性樹脂を使用してきた。しかし，フェノール

に，あまりに隔壁を厚肉化すると，アークを消弧するため

樹脂ではリサイクル性に問題があるほか，薄肉成形が困難

のスペースが減少し遮断性能が低下する。また，隔壁自身

であり，小型化するためには障害となっていた。

の製造時の寸法の不均一が増大し，寸法不良が発生する。

開発品では，熱で溶ける特性を持つ熱可塑性樹脂を接点

開発品では，実機検証およびシミュレーションで特定し

支えとして使用する構造とし，薄肉成形が可能な熱可塑性

たアークによって消耗する隔壁部分を，局部的に肉厚とし

樹脂の一種である高強度ポリアミド樹脂を適用した。この

た（図₉）
。また，アークガスを滞留させる溝形状にする

材料は 300 ℃を超える高融点であるとともに，さらに熱的

ことで，遮断時のアーク冷却効果を向上させ，耐久性を向

特性を改善するために導電部の断面積を最適化し，温度上

上させた。

昇を 250 ℃以下とした。

⑵

接点支えの熱可塑性樹脂材の採用

また，摺動部，摺動面積，摺動クリアランスを最適化す

環境に配慮した製品を提供するため，接点支えに再利用
可能な熱可塑材を採用した。接点支えは通電部である可動

ることで，機械的耐久性 500 万回を確保した。
⑶

直流電磁石
製品の小型化と低消費電力化を実現するために，新たに

直流電磁石を開発した。直流電磁石はコイル巻線のインダ
クタンスにより投入時の電流が徐々に上昇するため，必要
な吸引力を得るためにコイル AT（電流×巻線量）を増や
す必要があった。このため，電磁石部の小型化，低消費電
力化が難しかった。
開発品では永久磁石を用いた有極電磁石を採用した（図
₁₁）
。しかし，有極電磁石ではプランジャが動作すること

隔壁
永久磁石

プランジャ

コイル巻線

図₉

相間隔壁の断面図

図₁₁

直流電磁石
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規格）を行う駆動システムに使用される。そのため，イン
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モータ直入れ駆動（AC-3

電磁接触器「FJ シリーズ」
「SK シリーズ」の機種拡充

により発生する逆起電力によって，コイル電流が降下し不
安定動作となることが大きな課題であった。
電流降下による不安定動作は，コイルへ電圧印加後コイ
ル電流が立ち上がる際，プランジャが動作を始めることで，
動作力が負荷となる接点圧力のばね力を下回るために発生
することが分かった。コイル電流が十分に上昇してからプ

①

ランジャが動作するよう，永久磁石の磁束量を最適化し，
②

投入動作直前の永久磁石とプランジャ間の保持力を大きく
③

することで，この課題を解決した。
3.3

④

⑤

短納期を可能にする製品構造

組立順序

SK18 および SK22 は，最下部の部品から順々に部品を
積み上げて組み立てることができる“パイルアップ構造”

特集

として設計した。従来品の構造では，製品の上部と下部は

受配電・開閉・制御機器コンポーネント

生産工程を採っていた。このため上部アセンブリの中間在

図₁₃

パイルアップ構造の部品展開図

別々に組立を行う必要があり，図₁₂ に示すようなバッチ
庫が必要となり，一連の流れ生産の妨げになっていた。

4

あとがき

図₁₃ にパイルアップ構造の部品展開図を示す。番号は

電磁接触器「FJ シリーズ」
「SK シリーズ」の機種拡充

組立順である。下部フレームとスライダーを組み立てる工
程①から最終の端子カバーを組み立てる工程⑤までの一連

について述べた。

の組立が可能である。このため，従来のような多種のアセ

今後も，市場要求にマッチした電磁接触器の技術開発を

ンブリ在庫を持つ必要がなくなり，短納期で製品を供給す

行い，よりいっそう製品の充実を図ることで，市場要求や

ることが可能になった。

お客さまの満足に貢献する所存である。
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