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本部開発企画本部開発部長。

　まえがき

低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の器具商品は，

低圧電気設備の重要な保護・開閉制御機器として制御盤や

配電盤に使用され，顧客の国内設備はもとより海外設備向
けへ輸出される。

さらに海外企業の現地調達拡大の動向を踏まえ，製品性
能のグローバル化や海外市場の要求にすばやく応えていく

ことが重要である。

本稿では器具商品を取り巻く市場環境の動向に対応した

最近の新商品シリーズの特徴を紹介し，今後の新たな取組
みについて述べる。

　 低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の動
向と富士電機の取組み

2.1　市場動向

低圧受配電・開閉機器および監視制御機器の世界市場は，

特に BRICsに代表される経済発展地域であるインドへの

IT情報産業企業の集中化や中国においては産業・経済活
動の沿岸部から内陸部への拡がりとともに社会インフラ整
備や産業設備への投資が活発であり，中国・アジア圏の経
済動向は今後も拡大傾向にある。

一方，日本では最近のアメリカのサブプライム問題，原
油価格の上昇や素材価格高騰の影響を受け，景気の先行き

に不透明感が漂うものの，フラットパネルディスプレイ業
界や半導体業界では日本を高付加価値製品の生産拠点と位
置づけた設備投資が堅調に推移している。

さらに自動車業界やこれを支える工作機械に代表される

機械装置産業は海外への生産拠点進出や海外市場への参入
をダイナミックに展開している。このように国内・海外を

問わない各産業界のグローバルな設備投資は拡大を続ける

と考えられる。

2.2　技術動向と富士電機の取組み

このような市場動向に的確に対応するためには，世界

トップレベルのコンポーネントメーカーとして，器具商品
のグローバル化で必要となるコア技術開発を基礎とし，商
品が使用される機械・装置産業，受配電・制御盤業界の顧
客要求や規格動向を捉（とら）え，市場の方向性を見極め

た上で，継続した新規商品の開発と新規市場の創出が今後
も非常に重要である。

国内の電気設備に使用される器具商品は，器具個別の

JISに IEC規格（国際規格）が取り込まれた新 JISが発行
され，電磁開閉器や配線用遮断器については IEC 60947
シリーズと整合した JIS C 8201シリーズが制定された。

この新 JISは国内の「内線規定」や「公共建築工事標準
仕様書」にも併記され，設備設計者は従来 JISと同様に新
JIS商品の採用が可能になっている。この国際規格の導入
は機械設備の安全の一般概念にも拡大している。2006年
に「労働安全衛生法」が改正され，機械安全，電気安全思
想として危険を診断するリスクアセスメントの実施が義
務づけられた。この改正では機械類の設計段階から，機械
のライフサイクルの全局面にわたって危険源を同定し，リ

スク（危険）を削除または最小化することを要求しており，

ハードウェア面の回避策だけでなくソフトウェア面，すな

わち運転から危険検出および停止に至る一連の運転制御回
路に機能安全の考え方を導入している。したがって，電気
設備における回路保護機器として新 JIS，IEC規格，UL
規格に適合した高信頼性の低圧受配電機器の商品開発を基
本に，操作者の安全を考慮した HMI（ヒューマンマシン

インタフェース）思考を取り込んだ開閉機器や制御機器の

商品づくりに取り組んでいく。

また，地球温暖化問題においては，2008年は「京都議
定書」の第一約束期間の開始年であり，各国ともエネル

ギー削減への本格的な取組みを加速させている。国内の消
費電力の監視についても昼夜の負荷変動や生産量の増減に

伴う電力量の細かい使用量変化の記録・管理および生産設
備ごとの監視要求の高まりをうけ，電力監視制御分野の機
器は集中監視と分散監視の両面から顧客の要求に応え，さ

らに顧客の取り扱うさまざまなエネルギー源にも応える

ために監視システムの構築を容易にする商品機能の拡充を
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行っていく必要がある。

図 1に市場動向と富士電機の器具商品群の取組みを示し，

以下に最近の新商品を紹介する。

　低圧遮断器の取組み
（1）

富士電機は，1990年に世界で初めて配線用遮断器
（MCCB）と漏電遮断器（ELCB）の外形寸法を統一した

「ツインブレーカ」を発売し顧客からの大きな反響と支持
によって，この考え方はわが国の“デファクトスタンダー

ド”として定着した。 近年この低圧遮断器分野のグローバ

ル化は，従来の JISが IEC規格に整合されたことにより

一層加速している。しかしながら，配電制御システムや安
全保護思想の相違により IEC規格圏と UL・CSA規格圏
とが併存しているのが実態である。このため，世界各国の

メーカーはそれぞれの規格に適合した 2系列の遮断器を用
意しなければならなかった。

富士電機は日本の標準的寸法で IEC規格の要求性能は

もちろん，大型でしか実現できていなかった UL・CSA規
格の要求性能をも備えることが“真のグローバル化”と

位置づけ，両規格の難易度の高い限流遮断性能，漏電検
出機能などの要求に対する，各要素技術を抜本的に見直
し，革新的開発を進めた。その成果として，図 2に示す真
のグローバルツインブレーカ「G-Twinシリーズ」125〜
400AF（アンペアフレーム）を市場投入した。これにより，

グローバル市場での製品適用に関するユーザー側の煩雑さ

を一挙に解決することができた。

G-Twinシリーズの主な特徴は次のとおりである。

（a） 　国内標準のコンパクトサイズを維持しつつ，新
JIS/IEC（日本，欧州），GB（中国）規格認証と

UL489（米国）規格認証を同一品で取得（業界初）

（b） 　UL489の AC480VΔ結線系統へ適用可能
（c） 　ELCBの IEC 60947-2Ed.Ⅲへの対応と，欠相状態

でも確実に地絡事故を検出する設備安全の確保と保守
用メガーテスト切換スイッチの搭載（業界初）

（d） 　全規格対応の G-Twinグローバルと新 JIS/IEC，GB 
対応 G-Twinスタンダードの二つのシリーズを供給

（e） 　内装付属品は 125AFと 250AFで共用化
以上の特徴により，G-Twinシリーズは，グローバル拠
点展開を検討する顧客各位の要求に合致し，機種選定の手

間や煩雑さを省いてトータル合理化に寄与する画期的な新
商品である。

　操作表示機器の取組み

富士電機は産業用機械，工作機械，制御盤，配電盤に使
用される操作・開閉表示機器を「コマンドスイッチ」の商
品名で販売しており，フラットコマンドスイッチから，取
付け穴寸法φ8〜 30コマンドスイッチにわたる多彩な品
ぞろえと高輝度な表示機能をもち，さらに非常停止用押し

ボタンスイッチとしての高機能品までそろえている。

コマンドスイッチは，機械に対して人間の判断に基づく

指令を与えるための HMI機器として制御盤や手元操作盤
（ペンダント）への採用が多く，安全動作機構と開閉耐久
性能など従来の運転・停止の基本制御機能を確保しつつ盤
の小型化に対応する薄型化の要求が高まっていた。このた

め，取付け穴がφ16のコマンドスイッチについて既存シ

リーズの奥行き寸法 42.5mmに対して，28.4mmと大幅な

縮小化を図った新型φ16コマンドスイッチ「minico（ミ

ニコ）シリーズ」を開発した。

minicoシリーズの縮小化は，操作部と連動する接点操
作部のむだなストロークの削除と接点部を一体構造化する

ことで実現した。また，人が操作したことを実感する感覚
（クリック感）も確保した。照光品においては，小型 LED
とリードフレームへのチップ実装技術および薄型リフレク

ターの開発を行い，これらを組合せ構成することで全体の

小型化が実現した。図 3に示すminicoシリーズの主な特
徴は次のとおりである。

（a） 　すべてのスイッチ・表示灯に共通に使用できるソ
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世界動向

経済発展国への積極投資
地球環境問題
省エネルギー化

国内市場動向

生産拠点のグローバル化
各国共通商品要求
機械安全思想の高まり
監視制御の高度化
盤内省配線

商品動向

IEC，UL国際化
小型・高性能
操作性向上，高寿命化

器具商品の取組み

電動機制御機器 ：SC，新SCシリーズ
受配電機器 ：低圧回路遮断器，G-Twinシリーズ，
  高圧遮断器，薄型マルチVCB
制御機器 ：コマンドスイッチ，薄型φ16シリーズ
  （minico）
電力監視機器 ：F-MPC系統連系ユニット
ガス警報機器 ：音声発信形警報機

図1　市場動向と器具商品の取組み
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3P
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4P
MCCB

4P
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図2　G-Twin シリーズ (250AF)

図3　minico シリーズ
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ケット・保護カバーの開発による配線作業の簡略化・

安全性の向上
（b） 　薄型で高強度鍵構造，高輝度照光技術により盤表面

の操作部としてのデザインを向上
（c） 　標準品で，新 JIS/IEC，GB，UL/cULの規格認証

を取得

　電力監視機器の取組み

OA機器や情報ネットワークの急激な普及に代表される

高度情報化や生産設備の自動化・高機能化により受配電設
備機器においては，設備の運転状態の見える化をねらいと

した多機能化と一層の信頼性向上が求められている。ま

た電力エネルギーでは，今後の一層の使用量削減に向けて，

よりきめ細かい使用量の記録・管理・効果の確認による削
減実行が要求され，多機能化およびシステム化対応などの

要求もますます高まっている。

このような背景から，富士電機においては「F-MPCシ

リーズ」としてディジタル化を図り，受配電設備機器の多
機能複合化や多回路集合ユニット化および高・低圧遮断器
との組合せ一体化など，図 4に示すように高圧から低圧受
配電設備機器までのシリーズ整備を行ってきた。F-MPC
シリーズは，新設設備への適用，リニューアルなどの設備
更新に際し，時代のニーズに対応する商品，新技術の取込
み商品として好評を得ている。

このたび，その適用分野・用途の絞込みを行い，それ

に基づく最適複合一体化を図った系統連系ユニット，高低
圧変圧器盤用ユニットおよびトランス保護ユニットなど

を商品化した。またシステム化商品として，これら現場
機器を構内 LANに容易に接続し，一元管理を可能とする

「F-MPC Webユニット」を商品化した。

　安全機器に対する要求の高まり

以上のような器具商品に対して，大きな影響を与えてい

る最近の安全規格動向と富士電機の取組みについて述べる。

6.1　国際規格動向

従来から EU（欧州連合）では，機械指令，低電圧指令
および EMC指令が発行され，EUに入るすべての機械類
の適合評価は各指令の整合規格である EN規格に基づき試
験される。機械装置においては，機械の安全性に関する

基本概念や設計の原則を規定する EN 292が国際安全規格
化され，ISO 12100「機械類の安全性－基本概念，設計の

ための一般原則」として 2003年に発行された。その骨子
は“機械は故障するもの。人は間違いを犯すもの”の考え

方に基づくリスクアセスメントを行い，設備に安全を造り

込むための“リスク低減プロセスの構築”を要求するもの

である。機械類の安全は上記の基本概念規格から機械系安
全としての EN 954-1を国際安全規格化した ISO 13849-1
「制御システムの安全関連部第一部」や，電気系安全とし

ての IEC 60204-1「機械の電気装置」と，さらに制御系安
全 IEC 61508「電気・電子・プログラマブル電子安全関連
系の機能安全」をはじめさまざまな国際安全規格が発行さ

れており，トータルで安全をつくりこむことが重要になっ

てきた（図 5，図 6）。

6.2　国内規格動向

ISO 12100，ISO 13849-1，IEC 61508は，それぞれ JIS 
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電力監視機器
F-MPC

ディジタル形
多機能リレー
Ｆ-ＭＰＣ６０Ｂ/５０/３０
シリーズ

集合形配電監視
ユニット
Ｆ-ＭＰＣ０４

多回路形電力
監視ユニット
Ｆ-ＭＰＣ０４Ｐ

１回路形電力
監視ユニット
Ｆ-ＭＰＣ０４Ｓ

ＦｅＰＳＵブレーカ
シリーズ

図4　電力監視機器

ISO 12100
の制定
安全対策は
全世界の
技術動向

日本も
積極導入！

①EU指令

機械装置の規格

②EN規格（欧州の統一規格）

例）機械指令（Machine Directive）

例）EN 292-1,2
（機械の安全－基礎概念，設計原則）
EN 60204-1
（機械の安全－機械設備の電気機器）
 4.2 項　機器の選択：EN規格，IEC規格の選定

第8条　全ての機械類にEC適合宣言書を作成，
　　　　CEマーキングの表示

電気機器の規格

例）EN 60947-2（配線用遮断器）
EN 60947-4-1（接触器，モータスタータ）

図5EU発の安全に対する新しい国際潮流

機械制御部の安全部設計の
ための原則

機械系（ISO） 電子・ソフト系（IEC）

産業機械
オート
メーション

ISO/IEC
ガイド51

機械安全

基本概念・設計の一般原則

ISO
IEC

IEC

電気設備安全規格

機能安全

制御安全を含む機能安全の原則

機械に対して包括的に安全構築
のルールを定める規格

12100

ISO 13849-1

60204

61508

62061

計装
プロセス

61511

可変速
電気駆動
システム

61800

スイッチ類規格

60947

各分野へ反映

図6　安全国際規格全般
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B 9700，JIS B 9705，JIS C 0508で JISに取り込まれ，そ

の他の国際安全規格も順次 JISに取り込まれている。図 7

に示すように，国内では 2006年 4月に「労働安全衛生法」

において“危険性又は有害性等の調査”が記載され，さら

に 2007年 7月に「機械の包括的な安全基準に関する指針」

が改正された。これにより，“機械設備の新規導入または

変更時，作業方法や手順を変更した時”などにリスクアセ

スメントの実施が義務づけられ，今後は，国内においても

機械設備の設計者・製造者・設置者・運用者は安全に関す

る規格や技術動向を常に把握し，安全確保のために最善を

尽くす必要がある。

6.3　制御盤の安全システム

上述した機械設備の制御盤での安全思想の取組みについ

て，電気設備の電源断路機器，過電流保護機器，制御回路
における要求事項が記載された IEC 60204-1を例に，富
士電機の商品構成を説明する。

（1）　電源断路機器
機械の各入力電源に対して設置する機器であり，回路遮

断器であって IEC 60947-2（JIS C 8201-2-1，2）に規定
する断路（アイソレーション）の機能に適合する機器で

ある。図 8に示すように，要求機能として①オフ，オン表
示，②外部の操作手段をもつ，③オフ（断路）位置でロッ

クする手段を備えているなどの多様な要求に対し，新商品
グローバルツインブレーカの配線用遮断器・漏電遮断器・

外部操作ハンドルは標準品で適合している。

（2）　電磁接触器，非常停止用押しボタンスイッチ

故障時の制御機能に対する要求事項として，“適切な手
段を講じて故障時のリスクを最小にしなければならない”

また，“強制開離機構を備えた開閉機器の使用などによる，

例として接点の二重化”などが記載され，富士電機の電磁
接触器の「SCシリーズ」（SC-03〜 SC-N16）は安全開離
機構を標準装備しており，IEC 60947-4-1附属書 Fの“ミ

ラーコンタクト”に適合している。非常停止機器に対す

る要求事項としては，“直接開路動作機能付き”，“機械的
ロック機構を備えている”などが記載され，富士電機の非
常停止用押しボタンスイッチは標準品で適合している。こ

れら富士電機の非常停止用押しボタンスイッチと電磁接触
器を用いることにより，ISO 13489-1の安全カテゴリ 3以
上の単独および複数の故障検出を行う制御回路の構築が容
易にできる。特に非常停止用押しボタンスイッチは操作者
の安全と機械安全に重要な操作・開閉器であり，今後も顧
客操作性要求も含め，さらに安全設計を追求していく必要
がある。図 9に安全要求に対応する進化を示す。

（3）　制御盤への対応
図 に機械設備の制御盤としての IEC 60204-1の安全
要求と対応製品を示す。この図で示すように安全要求に対
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安全の考え方
［ 今まで ］ ［ これから ］

安全作業基準・教育に依存
作業者責任
教育訓練
安全な使い方の指示徹底

① 国際安全規格　ISO 12100以下多くの JIS 化
　 ISO 12100 : 機械の安全 / IEC 61508 : 機能安全 ⇒JIS B 9700/JIS C 0508
　 IEC 60204-1 : 機械設備の電気装置                  ⇒JIS B 9960-1

② 労働安全衛生法　第28条の2　
危険性･有害性等調査及び必要な処置の実施（2006年４月1日）

③ 厚生労働省労働基準局長通達（2001年 6月）
機械の包括的な安全基準に関する指針（2007年 7月改正）

リスク低減方式
企業責任
本質安全
安全制御による機械

図7　安全規格と規則の動向（国内）

OFF
ON

適合商品
配線用遮断器
漏電遮断器
外部操作
ハンドル

外部操作手段（ハンドル）を持つ。

オフ（断路）位置でロックする手段（例えば南京錠
による）を備えている。

電源回路のすべての充電部
を断路できる。

①電源断路機器
機械の各入力電源に対して設置

②要求事項
電源から電気装置を分離し，オフ（断路），
オン位置を一つだけ有し，それぞれ“○”
および“Ｉ”と明示する。

全接点が開路
し な い と
OFF 表 示し
てはいけない

図8　IEC 60204-1の要求事項と適合商品

動作表示：機械式

接点は一体
（脱落防止）

より安全な製品へ進化する

矢印の色変わる
（不動作⇒動作）

非定常作業
（点検・修理）
の安全性向上

操作部に
南京錠を取付け

接点は分離構造
ラッチの前に接点OFF
スプリングなど弾性
部材が介在

接点は強制開離機構
ラッチ後，ただちにOFF
トリガーアクション機構
動作表示灯付き

図9　非常停止用押しボタンスイッチの進化

機械安全 + 機能安全レベルをクリアした製造設備に変革

電源引込用配線用遮断器
南京錠ロック機能付き操作ハンドル

安全カテゴリ3対応

ブレーカ，スイッチ
間の保護協調

非常停止用
押しボタン
スイッチ

起動停止スイッチの二重化
（安全カテゴリ3，4）
安全開離機能接点
（Mirror Contact）

過電流保護
電動機の過負荷保護
欠相保護

安全対応
電子機器

Safetyインバータ
電源断停止回路用
スイッチ

図10　機械の制御盤への安全要求と対応製品
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し富士電機は豊富な器具商品をそろえ応えてきたが，さら

に ISO 13489-1に記載されたリスクと安全カテゴリに対
応する適用も可能であり，今後も安全ニーズに対応した器
具商品の開発に取り組んでいく。

　あとがき

低圧受配電・開閉機器・監視制御機器の市場動向および

最近発売した新商品を紹介し，技術動向に対する富士電機
の取組みについて述べた。今後も国内の電気設備業界から

低圧受配電・監視制御機器に対するシステム化や安全要
求はますます多様化し，また高度化していくと考える。こ

の動向を踏まえ，市場ニーズに高信頼性な最新技術で応え，

継続したグローバルな商品の供給者として全世界に貢献す

べく前進し，今後とも顧客各位の意見を仰ぎ，より一層の

充実を図っていく所存である。
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