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国内，海外規格に標準対応！！�
ユーザーインストール可能な付属品の充実！！�

国際性，実用性，技術革新，小形化，安全性，環境性のプラスアルファ�
6大コンセプトをご提案。�

●国際性　：標準品でIEC,新JIS,UL,CSA,TU
..
Vに適合，認定（認証取得）。�

●実用性　：付属品のカセット化に対応。仕様変更時の作業低減に貢献。�
●技術革新：コンパクト化を実現する高性能遮断技術。�
●小形化　：経済形100AF以下の外形を小形モジュール化。�
　            　仕様変更にフレキシブルに対応。�
●安全性　：本体アイソレーションに標準対応。�
●環境性　：環境改善をKey Conceptとした製品開発への取組み。�
�

配線用遮断器・漏電遮断器�

α-TWINシリーズ��
30AF～小形100AF

アルファ�
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低圧機器の開発設計，低圧機器全

般の商品企画に従事。現在，機
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業部機器開発部長。電気学会会員，
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まえがき

わが国は，1996年に世界貿易機構（WTO）の TBT

（Technical Barriers to Trade）ルールの決定を受け入れ，

電気設備およびそれらに使用する電気機器や部材の国際規

格整合化の方針を具体化してきている。電気設備の技術基

準においては，その解釈に国際規格である IEC60364シリー

ズと内容が一致する条項（272 条）が追加され，法的にも

IEC 規格に基づく電気システムの稼動が可能となっている。

電気設備を構成するコンポーネントにおいても，この動き

に連動して IEC 規格に基づく「新 JIS 規格」が整備され

つつある。この意味合いは，従来輸出向けととらえられて

いた IEC 規格品が国内向け設備にも使用されることであ

り，わが国でも，欧米と同一のシステム，コンポーネント

仕様の標準化の動きが拡大していくと思われる。

一方，最近の地球環境保護，安全規格の国際規格化の動

きや IT（Information Technology）の進展にも，低圧開

閉機器は大きな影響を受けてくると推測され，今後，数年

の間に低圧設備を支えるコンポーネントの変革が期待され

る。

本稿ではこのような動向にあって，変革を起こす要因を

概括するとともに，富士電機の取組みの方向を紹介する。

機器・制御システムの変化の動向

低圧開閉機器を取り巻くわが国の規制，インフラストラ

クチャー（インフラ），国内市場の変化を図１，図２にま

とめた。変化は，国策として必ず実施されていくものと，

関係者全体のインフラ変革の努力の結果として変化するも

のとに分けられるが，いずれにしてもその結果として，①

国内市場のグローバル化，②システムインテグレーション

（SI）に対応する盤，コンポーネント，ネットワーク機器

の開発，③標準機器，標準システムの割合の拡大，などを

促すものと推測される。

２.１ 国内規格，規制の変化動向

電気施設にかかわる法令と個別規格の変化と比較を表１

に示す。IEC60364の導入が1999年11月に実施され，世界

の規格は，欧州系の IEC 規格と米国系の NEC/UL 規格に

集約してきている。IEC 規格では，配電システムの接地方

式（主として感電・漏電保護の違いによる）の選択を定め

ており，共通接地方式（TNシステム）の導入が可能となっ

ている（図３）。これに伴い感電保護や過電圧保護におい

ては，旧電気設備技術基準にはない技術の適用が予想され，

対応機器の開発が期待される。

個別機器では，開閉・制御機器を IEC 規格の内容に一

致させた新 JIS 規格が表２に示すように発行されている。

さらに，第二次行政改革本部の規制改革委員会で表２に並

立されている新，旧の電気用品関連の JIS 規格を IECベー

スの新々 JISに統合すべきとの答申がなされており，現在
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小塙 明比古（こはなわ　あきひこ）

法規制・規格の変化：グローバル基準に統合�
　　　　　　　　　　（電気設備の構成変化）�

■ 電気設備技術基準へIECの導入，解釈発行�
　 ……（TNシステム導入，感電保護，過電圧保護）�
�
■ JISがIEC規格に一本化�
　 ……（機器設計基準の欧米流統一プラットホーム）�
�
■ 安全規格の導入と規制�
　 ……（ISO12100，IEC60204，労働安全基準法の対応）�
�
■ 環境規制と温暖化防止�
　 ……（Cd，Pb，ハロゲンフリー熱可塑性樹脂，省エネルギー）�

図１　低圧開閉機器を取り巻く最近の変化（1）

機器・制御インフラの変化：欧米流インフラの導入�
　　　　　　　　　　　　　（設備・文化の変更努力）�

■ 配電電圧の変更模索�
　 …………（20 kV/400 V/230 Vシステムへの移行）�
�
■ システムのオープン化�
　 …………（設備，制御のオープンネット活用，SIの容易化）�
　 …………（器具のディファクト寸法や仕様の進展＝世界統一）�
�
■ IT（Web連携）�
　 …………（リモートメンテナンス，重電・盤EDIの運用開始）�

図２　低圧開閉機器を取り巻く最近の変化（2）
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検討されている。したがって，個別機器では，将来，現在

の IEC 規格を完全に取り込んだ商品へ変更していくこと

になる。富士電機では，EU向けの CEマーク商品の提供

を積極的に実施してきたが，この方針をさらに発展させ，

標準品での IEC 規格化を推進している。

２.２ 環境対応規制の動向

電気機器にかかわる環境規制は，主として有害物質の規

制やリサイクルに関するものと省エネルギー（地球温暖化

対策）に関するものとに分けられ，個別機器の対応と電気

設備システムの監視・制御により施設の最少エネルギー管

理に分けられる。前者は，2001年，欧州のWEEE指令と
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交流1,000 V以下�

TNシステム-�
変圧器を1点接地�

IEC-364（新JIS）はすべてのシステムをフォロー�
旧電気設備技術基準はTTシステムをフォロー�

TTシステム-�
変圧器と機器側独立接地�

TN-S N相と接地保護導体分離�
（S：セパレート）　�

TN-C N相と接地保護導体共通�
（C：コンバインド）�

☆欧州が主流�
☆三相→3線＋N相＋PEN導体�
　　　　＝5線�

☆米国が主流�
☆三相→3線＋N相＝4線�
☆ELCB使用不可�

☆日本の方式�
☆ELCB使用義務付き�

ITシステム-非接地/�
高インピーダンス接地�

☆スウェーデンなど北欧方式�
☆病院，プラントもこの方式�

図３　低圧配電システムの違い

表１　電気施設に関する法令と個別規格の比較�

日本� 欧州�

電気施設�
に関する�
法令�

電気事業法�
�
電気設備に�
関する技術�
基準を定め�
る省令�

JIS 規格�
�
電気用品�
安全法�

個別電気�
機器の�
規格�

EN 規格�
�
各国安全�
規格�

UL 規格�
CSA 規格�

™電気機器の性能，�
　特性に対する規定�
- 法規に準拠した�
　個別規格の規定�
- 強制（限定的）と�
　準拠規格あり�
- 各国の相互認証�
　制度�

�
IEC＝JIS に�
一本化予定�

内線規程�
改定�
（2000年�
　　11月）�

その他の�
規格類�

安全規格�
指針�
ISO12100

NFPA ™適用すべき個別�
　電気機器の規格�
™安全ガイドライン�

（1997年�
　3月 改定�
　：省令と�
　　　解釈）�
（1999年�
　11月 改正�
　：IEC の�
　　　導入）�

電気事業法�
に BS/NF/�
DIN/VDE �
を引用�
�
IEC 364に�
整合�
（EC 指令）�

米国，�
カナダ�

米国，�
カナダ�
電気工事�
規程�
™NEC�
™CEC

規定事項�

™電気施設の保安に�
　対する規制�
- 配電系統，電線�
- 保護機器選定�
　過電流，感電，�
　過電圧�
- 接地方式�
- 施工方法�
（公共の安全確保）�

表２　日本における国際整合化の規格体系〔IEC60947 シリーズと JIS（開閉器，遮断器関係）との体系比較〕�

産業用機器�
IEC60947-1�
『通則』�

IEC60947-2　配線用遮断器�

IEC60947-2　漏電遮断器�
Annex. B

IEC 規格体系� 新 JIS 体系�現・旧 JIS 体系�

JIS C 8370　配線用遮断器�

JIS C 8372　低圧遮断器�

JIS C 8371　漏電遮断器�

IEC60947-3　開閉器�

IEC60947-4-1　接触器および�
　　　　　　　　　モータ始動器�

IEC60947-5�
制御回路装置と�
開閉素子�

IEC60947-6　多機能開閉装置�
　　　　　　　  （電源切換器）�

IEC60947-�
5-1

IEC60947-�
5-2

JISなし　　 　断路器�

JIS C 8326　低圧箱開閉器�

JIS C 8308　カバー付き�
　　　　　　　ナイフスイッチ�

JIS C 8301　カットアウト�
　　　　　　　スイッチ�

JIS C 8325　交流電磁開閉器�

JIS C 4504　誘導電動機の�
　　　　　　　直入れ始動開閉器�
　　　　　　　通則�

JIS C 4520　制御用スイッチ通則�

JIS C 4521　制御用ボタン�
　　　　　　　スイッチ�

JIS C 4522　制御用カムスイッチ�

JIS C 8151　工業用表示灯�

IEC60947-7-1　補助機器�

JIS C 4531　電磁継電器�

JIS C 4524　高周波近接スイッチ�

JIS C 4525　光電スイッチ・�
　　　　　　　超音波スイッチ�

JIS C 2811　工業用端子台�

JIS C 8201-2�
低圧開閉装置および制御装置�
第2部：産業用回路遮断器�

JIS C 8201-4-1�
低圧開閉装置および制御装置�
第4部：接触器およびモータスタータ�
第1節：電気機械式接触器およびモータスタータ�
（現行 JIS と IEC 規格を統合）�

JIS C 8201-5-1�
低圧開閉装置および制御装置�
第5-1部：制御回路機器とスイッチエレメント�
　　　　　電気機械式制御回路機器�
（現行 JIS と IEC 規格を統合）�

JIS C 8201-5-2�
低圧開閉装置および制御装置�
第5-2部：制御回路機器とスイッチエレメント�
（現行 JIS と IEC 規格を統合）�

新 JIS 化未実施�

新 JIS 化予定�

新 JIS 化予定�

産業用機器�
�
JIS C 8201-1�
低圧開閉装置�
および制御装置�
第1部：通則�
（新規制定）�



低圧開閉機器の技術動向と富士電機の対応

して2006年，EU圏において強制され，日本でも実質的に

開閉・制御機器は WEEE（Waste Electric and Electro-

nics Equipment）指令に従った商品化が必要になる。富

士電機の低圧開閉機器・制御機器では，表３に示すような

対応の計画で個別商品への対応を積極的に推進していく方

針であり，環境対応の固有技術を蓄積している。特に，鉛

フリー化ではぬれ性と靱性がよい独自のはんだ材料の開発

を完了しており，今後の新商品から順次適用していく。

一方，省エネルギー関連では，「エネルギーの使用の合

理化に関する法律」（省エネルギー法）の制定を受けて，

いち早くコンパクトな省エネルギーシステム機器（商品名

「F-MPC」）を発売し好評を得ており，さらに経済型品や

市場経験を踏まえたシステム改善を促す機器を開発してい

く（図４）。F-MPCは，本特集号の別稿（省エネルギー

支援・エネルギー監視機器「F-MPCシリーズ」）で詳細

に解説しているので参照されたい。

２.３ 安全規制強化の動向

安全規格においても，個別商品の安全設計のための機械

系最上位規格である ISO12100が制定され，これに準ずる

国内規格が整備されてくる。一方，電気系では，前述の設

備基準に加えて IEC60204-1，機械の電気装置が JIS B

9960-1として整備されている。図５に安全規格の国際化

の流れ，図６に国際安全規格の体系を示す。

富士電機では，表４に示すように，主として産業用制御

盤への適用を意図した商品の整備を進めており，今後日本
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表３　機器の環境対応技術の方針�

規
制
強
化�

有害物質�
規制�

廃棄物規制�

エネルギー�
規制�

管理強化�

熱可塑性�
樹脂�

規制物�
以外の�
充てん材，�
難燃剤�

1990

法
律
・
顧
客
基
準�

基本的考え方：器具商品の技術的リーダーカンパニーとして環境対応をタイムリーに取り入れた商品展開を進める。�

具体的な推進：エコ対応，グリーン調達，安全性向上をキーワードに順次商品に反映する。�

1995

：直接影響�
移行（2003→2008→2006 確定）�

2000 2001 2008 2010

安全衛生法使用禁止物質の拡大�
アスベスト特定粉じんに指定� 電気電子商品に対する EU 指令�

2008年に使用禁止�
（Pb，Cr6＋，Cd，特定臭素）�

エコラベルの導入：ドイツ�
ブルーエンジェルマーク�

熱可塑材評価技術の向上�

カドミウムフリー接点の開発・適用Ⅰ� カドミウムフリー接点の開発・適用Ⅱ�

アスベストフリー材料の�
開発�

（安全衛生法対応）�

特定臭素代替難燃材�
使用のプラスチック材�
の開発�

塩化ビニル代替材料適用�
（各種バリア・電線など）�

架橋ナイロン材適用�

赤りん代替難燃材�
使用のプラスチック材�
の開発�

ハロゲンレス，Sb2O3レス難燃材�
プラスチック材料の開発�

開閉機器への熱可塑材適用Ⅰ� 機構部べースへの熱可塑材適用（完全熱可塑化）Ⅱ� 分解性プラスチック�
の適用�

顧客から環境負荷物質�
使用の問合せ�

有害廃棄物質の越境規制条約（バーゼル）�
（PCB，Cd，Pb，Be，Sb，�
塩化ビニルモノマ，など）�

ダイオキシン規制法例：ドイツ�

EU WEEE 議決�

省エネルギー法改正案提出：日本トップランナ�
方式の導入�

環境汚染物質排出・移動登録制度 PRTR 導入勧告：日本�

地球温暖化防止京都会議�
（COP3）�

SF6 ガス排出量削減�
（COP3，JEMA）�
2008年に購入量の5％以下に削減�

環境基本法成立：日本� 官公庁のグリーン調達開始�

低
環
境
負
荷
材
の
使
用�

商
品
構
成�

熱硬化性�
樹脂�

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク�

特定金属類�
の使用廃止�
™Cd�
™Pb�
™Cr�
™ベリ�
　リウム銅�

接
点
金
属�

商品開発アセスメントの開始�

モールドの熱可塑化（Ⅰ）� モールドの熱可塑化（Ⅱ・表示）�

ISO14001�
の認証取得�

モールドの熱可塑化（Ⅲ・分離廃却）�

第一次環境対応商品展開�

省エネルギー基準�
樹脂リサイクル基準�

リサイクル可能�
商品展開�

事務機内蔵・カドミウムフリー，�
塩化ビニルフリー，鉛フリー�

第二次環境対応商品展開�

ハロゲンフリープラスチック�

使用材料表示の標準化�

プラスチック材料の種類削減（複合化）�
世界標準材料の適用�

ブルーエンジェルマーク適用�

部品の残存寿命推定技術の向上�

リサイクルマーク適用�

使用化学物質の管理強化�
（PRTR 対応）�

逆工程技術の開発�
（分離・分解・再処理など）�

環境負荷�
低減�
�
リサイクル�
化�
�
省エネ�
ルギー商品�

環境対応推進�

グ
リ
ー
ン
調
達�

接点消耗削減遮断方式研究Ⅰ� 接点消耗削減遮断方式研究Ⅱ�

鉛フリーはんだ�
開発�

鉛フリーはんだの適用� はんだレス技術の確立�

クロメート代替�
開発�

リードレスしゅう動接触技術�

ベリリウム銅の使用削減�

6価クロムフリー化成皮膜�
の適用�



低圧開閉機器の技術動向と富士電機の対応

でも要求される場合への商品対応を進めている。

機器・制御システムのインフラ変化の動向

前述した電気設備の国際化は，わが国の政策として実施

しているものであると同時に必然的変化を意味するもので

あり，十分な対応がなされつつある。一方，グローバル経

済化の影響や業界の国際化を背景に一つの技術動向をつく

る動きが模索されている。以下に述べることは，今後の方

向を示すものとして注目すべき点である。

３.１ 配電電圧変更の模索

前述した国内電気設備の IEC 化 JIS 規格が整備され商

品が一般的に普及することは，もともと IEC 規格が整備

される過程で想定基準電圧である 20 kV/400V/230Vの配

電電圧を容易に構成する個別機器がそろうことを意味する。

従来からたびたび検討されていた国内電圧の 400V 昇圧

化の実現がしやすい方向になってきており，民間にて種々

の研究が活発に実施されており注目する必要がある。表５

に欧州と日本の系統電圧の違いによる要求性能の違いをま

とめて示す。

これを見れば分かるように，必然的に導入される IEC

化規格の想定要求性能と従来の JIS 規格の基となる 6 kV/

200V/100Vの配電システムが要求する性能に開きがあり，

今後この点を整合させる商品開発が期待される。

３.２ 配電システムのオープン化と ITの導入

配電システムの監視制御は，省エネルギー監視を起爆剤

として広範に導入されてきており，配電設備を構成する低

圧開閉機器においてもシステムへの接続性は今後重要な課

題となってくる。一方，システム構築（システムインテグ

レート）は，設備制御用のオープンネットワークの活用が

FA制御システムと同様に重要となっている。これは，従

来，電気設備は独立した部分システム（例えば，照明シス

テムや空調システムなど）の集合として個々に設計された

ものを接続したため，異社間のシステムを接続することが

コスト，時間とも大変であったことの解決も背景にある。

電気設備のオープンネットワークの概念を図７に示す。こ

こでは，各サブシステムが共通のオープンネットワーク言

語で構築され，相互のサブシステムの接続が簡単になるメ

リットがあり，従来は特別な技術領域であったこの分野の

システムインテグレートを容易にし，結果としてコストダ

ウンが図れる可能性を生むと予測されるので確実な技術動
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■ 安全規格制定のための指針（ISO/IECガイド51）1996年制定�
 ◇ 国際安全規格を階層化（A/B/C）し，構成して完成�
 ◇ ISO：機械系�
  基本概念，設計のための一般原則 �
   （ISO12100→ JIS化予定 ）�
  リスクアセスメントの原則 �
   （ISO14121→JIS B 9705-1）�
  機械類の安全性－制御システムの安全関連部�
   （EN954-1→ISO13489-1→JIS B 9705-1）�
 ◇ IEC：電気系�
  機械類の安全性－機械の電気装置 �
   （IEC60204-1→JIS B 9960-1）�
  電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全�
   （IEC61508→JIS C 0508）�

EU・US思想� IEC・ISO化� JIS化� 法規制�

2002年�

図５　安全規格国際化の流れ

ZCT付き�
MCCB

最大10台�

5回路用�

ZCT付き�
MCCB

CT-BOX

F-MPC04P

RS-485�
Pリンク�

RS-485・Tリンク�

F-MPC04

電圧信号�

RS-485�
Pリンク�

RS-485　Tリンク�

（電流，漏れ�
　電流信号）�

中継コネクタ端子台�
（kWhパルス出力中継端子）�

ターミナルリレー�

ターミナルリレー�

（プレアラーム，漏電遮断出力）�

CT

CT

MCCB

400 A，200 A，�
50 A 専用分割CT

CT

CT-BOX
低圧分電盤�

システムコントローラ�

ローカルモニタコントローラ�

低圧�

220/440 V
TR

MCCB

6 kV
PLC

POD

図４　F-MPCの概念



低圧開閉機器の技術動向と富士電機の対応

向となると思われる。

図８に，国際的にみた設備系オープンネットワークの概

要を示す。主として，米国系の BACnet/LONWORKS
〈注〉

系

と欧州の EIB 系が主要なものとして普及している。わが

国では，電気設備学会を検討母体として BACnet/LON系

の推進を実施しており，最近急速に普及しつつある。富士

電機では，この動きをいち早く捕らえて総合設備系オープ

ンネットワークプロバイダとして汎用システム構築部品の

開発に注力している。

この分野の富士電機の特長として，LONWORKS 機器

とビットワードレベルの最下層フィールドネットワークで

あるAS-iオープンネットワークを組み合わせたネットワー

クを提供しており，低圧開閉機器の比較的簡単な制御（オ

ン，オフ，警報など）を AS-iに接続して，系統の電力量

などの多量データは LONに接続して処理するコストパ

フォーマンスがよい方式を推進している。図９に富士電機
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ISO：機械系�

ISO/IECガイド51

A�
�

基本安全規格�
基本概念，設計原則を扱う規格�

B�
�

グループ安全規格�
広範囲な機械類の安全装置を扱う規格�

C�
�

個別機械安全規格�
個別機械に対する安全要件を規定する規格�

（工作機械，産業用ロボット，成形機械，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など）�

機械安全の安全性－基本理念�
一般設計の原則規格 （ISO12100）�
リスクアセスメント規格 （ISO14121）�
�
インタロック規格 （ISO14119）�
カードシステム規格 （ISO14120）�
システム安全規格 （ISO13849-1）�
安全関連部品規格 （ISO13849-2）�
安全距離規格 （ISO13852）�
非常停止規格 （ISO13850）�
突然の起動停止規格 （ISO14118）�
両手操作制御装置規格 （ISO13651）�
マットセンサ規格 （ISO13856）�

IEC：電気系�

電気設備安全規格 （IEC60204）�
センサ一般安全規格 （IEC61496）�
センサ応用規格 （IEC62046）�
電気的安全機能規格 （IEC61508）�
スイッチ類規格 （IEC60947）�
EMC規格 （IEC60076）�

図６　国際安全規格の体系

表４　IEC60204-1の要求事項と安全規格対応商品�

要求事項� 安全規格対応商品�

4-2 項�
装置の選択�

IEC 規格適合商品�
　™配線用遮断器，電磁接触器，コマンドスイッチ�
　　など�

5-3 項�
電源断路機器�

配線用遮断器�
V 形外部操作ハンドル�

アイソレーション適合�
IEC 947-2 適合�

5-4 項�
偶発始動防止装置�

安全スイッチ�
接点強制開離機構付き�
構造 IEC 947-5-1�
付属書K適合�

6-2 項�
直接接触保護�

フィンガプロテクション�
構造（各種機器に装備）�

保護等級�
IP20

9-4 項�
故障時の制御機能�

バックアップコンビ�
ネーションユニット�
電磁接触器�

安全開離機能接点�
（ミラーコンタクト）�
IEC 947-4-1�
（ドラフト）適合�

10-7 項�
非常停止用機器�

非常停止用�
押しボタンスイッチ�

接点強制開離機構付き�
構造セーフティトリガ�
アクション機能�
EN418 適合�

12-3 項�
エンクロージャの�
保護等級�

コマンドスイッチ：IP65�
V 形外部操作ハンドル�
：IP54�
（配線用遮断器用）�

一般産業用エンクロー�
ジャの保護等級の要求�
IP32，IP43，IP54

備　考�

受変電�

RS

RS

RS

RS

照明�

ビル内の各種設備・機器を有機的に結合することにより，それらの�
設備・機器単独では得られない効用を生む。�

BMS BAS

RS

RS

RS

RS

防犯�

RS

RS

RS

RS

防災�

RS

RS

RS

RS

空調�
異種設備間�
での統合�

情報系LAN

他設備機器�
との統合�

情報管理系�
との統合�

RS

RS

RS

RS

RS：リモートステーション�

図７　電気設備のオープンネットワークの概念

表５　欧州と日本の系統電圧の違い�

日本の系統（既存 JIS の基準）� 欧米の系統（IEC の基準）�

6 kV/200 V/100 V 20 kV/400 V/230 V

TT 配電方式（機器：接地）�
TN 配電方式�
（機器：PE/PEN 導体）�

■短絡電流：小さい�
™波及事故：限定事故が多い�
�
™低遮断容量：経済型が主流�
™遮断ガス：アークスペースで処理�
™ブレーカとスイッチ 1：　�
　　　　　　　　　　タイプⅠ�
■200 V が主流電圧�
™感電事故：危険である�

™強化絶縁類：オプション�
™漏電遮断器で保護�

N

■短絡電流：大きい�
™波及事故：常に大事故の恐れ�
�
™高遮断容量：高性能型が主流�
™遮断ガス：高限流遮断で発生少�
™ブレーカとスイッチ 1：1　�
　　　　　　　　　　タイプⅡ�
■400 V が主流電圧�
™感電事故：即死事故となる�

™強化絶縁類：標準装備が当然�
™PE 導体，保護ボンディング，�
　漏電遮断器でだめ押しの保護�

〈注〉LONWORKS ：米国 Echelon Corp.の登録商標
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の設備系ネットワークの思想を示す。なお，「設備用ネッ

トワーク LONWORKS 機器および AS-i 機器」の詳細は

本特集号の別稿を参照されたい。

低圧遮断器・開閉器の動向と新商品

低圧開閉機器は，IEC60947シリーズの JIS 化が進んで

おり，今後この新 JIS 規格（JIS C 8201シリーズ）をベー

スにした商品の対応が進められる。

前述したように，IEC 規格は 20 kV/400V/230Vの電圧

体系を基にして整備されたものであり，各個別規格はきわ

めて整合性が高いものである。しかし，この体系をわが国

へ適用した場合，日本の配電電圧からくる要求性能と IEC

規格品（例えば，欧州商品）では若干のずれを生ずること
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マネジメントレベル�
ASNI�
ENV1805-1

ENV13321-2

ENV�
13154-2

ASNI

ブリッジ�

ブリッジ�

LON

Profibus FMS，FIP，�
BACnet

EIB Batibus

統合�
EU US

EHS

EIBnet

BACnet

ゲート�
ウェイ�

ゲート�
ウェイ�

オートメーション�
レベル�

フィールド�
レベル�

ENV13321-1

図８　国際的にみた設備系オープンネットワークの概要

（BACnet）/LONWORKS/AS-i�
オープンネットワーク統合プラットホーム�

MPC-LON

LON-POD

LONWORKS�
（フィールドレベル）�

AS-i-INV

AS-i�
（下位フィールド�
　レベル）�

AS-i-Mag AS-i-PB

スレーブ群�

設備コントローラ� LON/IO

SX-LON
GW

GW

DI/DO

Mag

LON-INV

BACnet，Ethernet（コントロール/マネジメントレベル）�*

* Ethernet：米国 Xerox Corp. の登録商標�

リモートメンテナンス�
リモート監視�

Web

エリアコントローラ�

UPS（電源）�

他社�
ネット�

ACB
マルチVCB

モルトラ�
（PM端子付き）�

ブレーカ・ELB

GW

GW

：設備機器�
：ネットワーク機器�

図９　富士電機の設備系オープンネットワークの思想

■ EU型市場への変化�

顧客ニーズ/規制�

背景　20 kV/400 V/230 V�
　　　系統的な商品規格�
　　（IEC/EN）�

安全基準の許容レベルの高さ�
ライフサイクルおよび�
システムコストの削減�
システムとして環境規制を重視�

新EN基準，新IEC＝JIS対応品�

ヨーロッパ，アメリカ市場� 間接輸出市場�

400 V系が中心の安全感覚�
 - 高遮断容量系列商品�
 - 感電保護の体系化�
標準化ブロック単位の統合でトータルCD�
 - 電動機保護の高度化ユニットでタイプⅡ保護�
環境規格を主導�
旧JIS品は実質的締め出し�

（旧）日本基準，（旧）JIS対応品�

変化速い�

CEマーキング品の開発 ：高価格�
EN規格を詳細調査して対策 ：受け身�
認証期間でその都度試験 ：手間多し�

背景　6 kV/200 V/100 V�
　　　個別対応型の商品規格�
　　（旧JIS）�

安全基準の許容レベルの低さ�
単位初期コストの削減�
個別的な環境規制対応�

これからの日本市場� 移行�

侵�
　入�

これまでの日本市場�

200 V系が主力の安全感覚�
 - 低遮断容量でOK�
 - ELCB中心の感電保護�
規格安全と使用電圧安全レベル差�
 - 400 V系へは絶縁オプション対応�
EU品と同等で安い価格で競合�
海外メーカーの参入�
- 400 V品→200 V品はOK

日本の受電システム，電圧体系をベースにした商品�
構成�
EU品を実質的に締め出し�
旧基準ぎりぎりでOK，価格安�
 ：ニーズ�
単品の組合せで注文的対応の盤構成�
 ：きめ細か，しかしコスト高�

変
化
遅
い�

応
用
品�

図１０　国際規格化で予測される低圧機器市場の変化
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が予測される。図 にこのずれを示す市場区分を単純化し

てまとめた。富士電機では，このような市場の違いを意識

しつつ，グローバル統合化の商品開発を進めていく方針で

ある。

４.１ 新型低圧遮断器「α-TWINブレーカ」の開発

低圧遮断器の IEC 化は，IEC60947-2に準拠することで

ある。図 に配線用遮断器に要求される新たな性能を示す。

α-TWINブレーカは，富士電機が業界で最初に開発した
ツインブレーカの思想（配線用遮断器と漏電遮断器の同一

外形寸法化）を受け継ぎ，業界一の小型化を狙った画期的

な新商品である。特に，①分電盤・制御盤へ適用する外形

モジュールと配電盤へ適用する外形モジュールを超小型で

統一化してまとめたこと，②国内標準品で CEマーク品と

UL規格（UL508）リスト品であること，などの業界唯一

の特長を持っている。富士電機ではこの商品が IEC 規格

化された国内市場を的確にリードする商品として先駆者と

しての役割を果たすと確信している。図 にα-TWINブ
レーカの外観を示す。α-TWINブレーカの詳細は本特集
号の別稿（新しい小型配線用遮断器・漏電遮断器「α-

TWINシリーズ」）を参照されたい。

４.２ 新型電磁開閉器「Eシリーズ」の開発

電磁開閉器は，配線用遮断器に比べて国際整合化の進ん

だ機器である。低圧開閉器の IEC 化は，IEC60947-4-1に

準拠することである。図 に電磁開閉器に要求される新た

な性能を示す。IEC 化規格では主として AC400Vの使用

電圧を想定しており，その観点から電磁開閉器の負荷側で

発生した短絡事故に対する波及事故防止に特別な規定を持

たせている。図 における短絡保護装置との保護協調のレ

ベルであり，近い将来この規定のタイプⅡを満足する適用

を進める予定である。

また，Eシリーズは幅 45mmを基準にして設計されて

おり，欧州の商品のディファクト寸法となっている。した

がって，輸出する場合の利便性が一層増大した。Eシリー

ズ電磁開閉器については本特集号の別稿（電磁開閉器の新

１３

１３

１２

１１

１０

602（8）

富士時報 Vol.74 No.11 2001

IEC60947-2：配線用遮断器�

■ 定格限界遮断容量（  cu）と�
　 別に定格使用遮断電流（  cs）�
　 を規定�

I
I

■ インパルス耐電圧を主回路，�
　 制御回路の区分なく規定�

■ 引外し特性�遮断責務と判定�

　105 ％不動作�
　130 ％動作�
　（ホットスタート）�
�
JIS　100 ％不動作�
 125 ％動作コールド�
 　スタート�

I cu：O－CO
耐電圧  2 　e�
引外し特性  250 ％�

U

I cs：O－CO－CO
耐電圧  2 　i�
引外し特性  145 ％�
温度試験　端子80 K

U

図１１　配線用遮断器の国際規格化

図１２　α-TWINブレーカの外観

IEC60947-4-1：交流電磁開閉器�

■ 短絡保護装置（SPCD）との�
　 保護協調規格�

■ サーマルリレーの動作特性�

タイプⅠ�
電磁接触器，サーマルリレーの�
損傷は認められる。�
交換可能�
�
タイプⅡ�
電磁接触器の軽い溶着を除く�
損傷は不可�
サーマルリレーの引外し特性は�
規格値を満足�

3極3素子のみの規定�
（欠相保護機能付きが考え方の�
　基本，国内で一般的な3極2�
　素子の規定はない。）�
�
4種類のトリップクラス分け�

図１３　電磁開閉器の国際規格化

移行期の日本市場�

IT

CEマーク品�

プル�

プル�

プッシュ�
プッシュ�

プッシュ�

プル�

標準化�

分散化�

IEC＝新JIS規制�

IEC・UL規制�

日本＝EU�
グローバル�
マーケット�

旧JIS規制�

これまでの�
日本市場�

安全規制�

環境規制�

オープン化�

図１４　受配電・制御コンポーネントの変化（まとめ）
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シリーズ「SC-M/SC-Eシリーズ」）を参照されたい。

市場動向変化のまとめと富士電機のビジョン

５.１ 市場動向変化のまとめ

いままで論じてきた種々の変化をまとめると，図 のよ

うになる。現在は，わが国の商品の国際整合化へ向けての

移行期の市場であると位置づけられる。この図でプッシュ

は規制緩和，新たな国際規制の導入で移行することが必然

な変化を示している。また，プルは規制によらず業界関係

者の変革の努力の結果として変化していくと推定される。

５.２ 低圧開閉機器の富士電機のビジョン

図 に上記市場の変化を踏まえた商品開発のビジョンと

ロードマップのイメージを示す。ここでは，現在まで日本

で進めてきたこの分野の単体機器の性能向上・コストダウ

ンからユニット機器化を基にしたシステム化を実現してい

くことを目指している。電気設備のイニシャルコストの低

減に注力する発想と，ライフサイクルコストの低減を高度

にバランスさせていくことが重要である。富士電機の目指

す方向として，標準品とファンクションブロックで汎用シ

ステムソリューションを顧客に構築していただけるような

商品群を精力的に開発していくことを基本としている。

あとがき

最近の低圧開閉機器を中心に，その市場・技術動向と最

近開発された代表的な新商品の概要について述べた。

わが国の市場では，市場そのものが国際化されてくるこ

とが予測される。これに従って，配電システムや個別機器

が大幅に変ぼうすることも十分予測される。中長期的には

従来の市場に加えて，新たな市場展開，および主として欧

州技術の消化，採り入れによる技術進歩を需要の拡大とし

て今後とも着実な発展が期待されている。

富士電機は，このような動向にタイミングをあわせて低

圧開閉機器，システムの開発を実施していく所存であり，

顧客および読者各位には，今後ともご指導・ご協力をお願

いする次第である。

１５

１４
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変化�
将来�

単体機器�
ソリューション�

ユニット機器�
ソリューション�

制御盤�
標準化�

システム拡張�
LON-AS-i

標準品とファンクションブロックで汎用システムソリューション構築�

システム単位�
（ブロックビルド＋�
ソフトウェア）�

自立分散システム�
（制御盤レス）�

電源とデータラインの簡単な施設�
（無線）�
機能ブロック化技術＋オープン�
ネットワーク�
簡単なシステム構築支援�
（自動ツール）�
短絡，漏電事故への対応システム�

機械
と電
気制
御の
結合
�

単体
商品
をベ
ース
に汎
用シ
ステ
ムへ
�

ビジ
ョン
�

図１５　富士電機の商品開発のビジョンとロードマップ



朝日　信夫

配線用遮断器，漏電遮断器の開発

に従事。現在，大田原工場設計部。

佐藤　一彦

配線用遮断器，漏電遮断器の開発

に従事。現在，大田原工場設計部

主任。

川嶋　善明

低圧遮断器の開発設計に従事。現

在，大田原工場設計部。
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まえがき

富士電機では，1990年に配線用遮断器と漏電遮断器の外

形を統一した「ツインブレーカ」を発表し，大きな反響を

呼んだ。その後1992年に「スーパーツインブレーカ」，引

き続き1995年に「スーパー60シリーズ」と，外形寸法のモ

ジュール化を業界に先駆けて推進し，顧客から大きな支持

を得てきた。

一方，この10年間に，規制緩和に源を発する JIS 規格の

IEC 整合化，商品の国際化，ISO14000や「再生資源の利

用の促進に関する法律」（リサイクル法）の制定に代表さ

れる環境保全活動の要請など，低圧電気機器を取り巻く環

境も複雑に変化してきている。富士電機では，こうした社

会や技術の動向を踏まえ，さらに長年の経験で蓄積した技

術を集大成し，新しい考え方による富士オートブレーカ

（以下，FABと記す），および富士漏電遮断器（以下，ELB

と記す）の新シリーズを開発した。

この新シリーズは 100Aフレーム経済型シリーズ以下の

全機種を対象にフルモデルチェンジしたものであり，ツイ

ンブレーカの最終発展型と考えている。新しい考え方を取

り入れたツインブレーカと位置づけて「α-TWIN」と命
名した。

本稿においては，α-TWINの特長，仕様，構造などに
ついて，その概要を紹介する。

α-TWINの狙いと特長

２.１ 従来のツインブレーカ

表１は今回のモデルチェンジの対象とした従来の経済型

100Aフレーム以下のシリーズ構成で，電灯分電盤用シリー

ズと一般配線用シリーズの 2 種類である。これらのシリー

ズでは，国内外の準拠規格の違いから，従来の JIS 規格品，

欧州の CEマーク表示品，米国の UL認証品の 3 種類から

構成されており，顧客がその用途に応じて使い分けるのが

通例となっている。

一方，FAB，ELBに装着される付属装置類については，

その使い勝手から重要度がますます増大しており，装着率

が拡大している。付属装置類の装着はすべて工場および指

新しい小型配線用遮断器・漏電遮断器
「α-TWINシリーズ」

604（10）

朝日　信夫（あさひ　のぶお） 佐藤　一彦（さとう　かずひこ） 川嶋　善明（かわしま　よしあき）

表１　従来ブレーカのシリーズ構成�

項　目�
用　途�

電灯分電盤用�

型　式�

準拠規格�

定格電流�

定格遮断容量�
（AC200～230 V）�

外形寸法（3極）� 縦96×横75×奥行60（mm）�

付属装置�

区　分�

備　考�

FAB

ELB

EA30～EA100F

EG30F～EG100F

現行�
　JIS C 8370�
　JIS C 8371

IEC60947-2�
CE マーク表示�
TU

..
V 認証品�

UL508�
認証品�

3～100 A

2.5 kA

工場取付け�

受注品�

外形寸法は JIS C 8370 電灯分電盤用協約寸法�

標準品� 受注品�

縦130×横75×奥行60（mm）�

一般配線用�

EA50B～100B，SA30B～60B，60R

EG30B～100B，SG30B～60B，60R

現行�
　JIS C 8370�
　JIS C 8371

IEC60947-2�
CE マーク表示�
TU

..
V 認証品�

UL508�
認証品�

3～100 A

5～25 kA

デプス 60 mm シリーズ�

工場取付け�

受注品�標準品� 受注品�
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定の分工場で行われており，顧客における急な仕様変更な

どに対しては，納期的に十分にこたえられていないのが現

状である。

最近の国際化の観点からは，これらの現状は顧客の機種

選定，盤の製作，変更を複雑にしており，これらの問題点

の解消は，顧客のニーズとして重要なこととなっている。

２.２ α-TWINの特長

図１に示すように，電灯分電盤用と一般配線用の 2シリー

ズを，電灯分電盤用のサイズに小型化し，統一を図ったも

のである。α-TWINの主な特長を以下に述べる。
電灯分電盤用と一般配線用の外形，付属装置の統一

電灯分電盤用 30Aフレームから，一般配線用経済型

100Aフレームまで，電灯分電盤用のサイズ一つに統合し

た。よって，電灯分電盤用シリーズにおいても，一般配線

用シリーズと同様に付属装置のフル選択が可能となった。

一般配線用の 100Aフレームにおいては，外形寸法が小

型化されているので配電盤設計，製作の管理工数を削減し

ながら配電盤の小型化に寄与できると考えている。

国際商品化

FAB，ELBの標準品が新 JIS 規格（JIS C 8201-2），IEC

規格（IEC60947-2），UL規格（UL508，UL1053）に適合

しており，主銘板に表示されている。この結果，世界中の

ほとんどの地域で共通的に適用でき，顧客の標準化，在庫

圧縮に寄与できるものと考えている。

特に IEC 規格では，使用する材料の熱的・電気的特性

を詳細に要求しており，これを満足する必要がある。

IEC 規格（IEC60947-2）が材料に要求している特性例

を表２に示す。

安全性への配慮

FAB，ELBは IECで要求するアイソレーション適合し

ている。すなわち，主接点が接触状態では，ハンドルはオ

フ表示しない，オフロックできない構造となっており，常

に主接点の状態を明確に表示する構造となっている。した

がって，EU機械指令の基本安全規格 EN60204-1の「給

電遮断装置」として適用できる。ハンドル，操作ボタンと

（3）

（2）

（1）
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電灯分電盤用� α-TWIN 一般配線用�

図１　α-TWINと従来シリーズの外形比較

表２　IEC 規格（IEC60947-2）が材料に要求している特性例�

ブレーカに使用する樹脂の耐熱性は�
想定される条件により，グローワイヤ�
（GW）960℃，850℃が要求される。�

ブレーカに使用する樹脂の材質は�
分類される難燃性に応じて，�
ホットワイヤイグニション（HWI），�
大電流アーク着火（HAI）を�
満足しなければならない。�

先端温度�
（℃）�

650

850

960

導電部に接触・支持部分� 導電部を支持しない部分�

設置する際固定する付属品�

燃焼性�
分類�

建物の受電部付近で使用する電気装置�

絶縁材の最小沿面距離は材質区分に�
対応する比較トラッキング指数（CTI）�
と定格絶縁電圧により決定される。�

定格絶縁�
電圧  　�
（V）�
U i

HWI

HAI

絶縁物を使用している部分�

はα-TWIN の主要構成部品が主に該当するランクを示す。�

人の注意が行き届く状態で使用する機器�

人の注意が行き届かない状態で使用，負荷が連続�

沿面距離（mm）�

汚染度3

材　質�

CTI 比較トラッキング指数（V）�

IEC707

相当する UL ランク�

厚み部�

発火時間（s）�

PLC 特性ランク�

アーク数（回）�

PLC 特性ランク�

Ⅰ�

≧600�
PLC 特性ランク（0）�

4.0�

5.0�

6.3�

8.0

FV0

94 V-0

指定なし�

7

（4）�

15

（3）�

Ⅱ�

≧400�
（1）�

4.5�

5.6�

7.1�

9.0

Ⅲa

≧175�
（2，3）�

Ⅲb

≧100�
（4）�

5.0�

6.3�

8.0�

10.0

FV1

94 V-1

指定なし�

15

（3）�

30

（2）�

FV2

94 V-2

指定なし�

30

（2）�

30

（2）�

FH1

指定なし�

30

（2）�

60

（1）�

FH3

94 HB

≧3

≦40 mm/min ≦75 mm/min

30

（2）�

60

（1）�

＜3

30

（2）�

60

（1）�

320�

400�

500�

630

人の注意が行き届かない状態で使用，負荷が連続と同時にかなり厳しい条件で使用するもの�

グローワイヤ：しゃく熱線を押し�
付けて，絶縁材料の発火性を評価�
する試験�
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いったインタフェース部は強化絶縁構造であり，内部の充

電部との間には，十分な絶縁距離を確保している。端子充

電部は，端子カバーと対地バリアとの組合せにより，感電

保護としてのフィンガプロテクションタイプ（IEC529IP20）
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表３　α-TWIN の定格と仕様（3極品の場合）�

フレーム� 30 50 60 100

F�
A�
B
�

E�
L�
B
�

AC�
DC

AC600 V�
AC500 V�
AC440 V�
AC400 V�
AC230 V�
DC250 V

AC�
DC

AC600 V�
AC500 V�
AC440 V�
AC400 V�
AC230 V�
DC250 V

AC

高速型�
�
�
�

時延型�

AC440 V�
AC230 V�
AC100 V

AC�
DC

高速型�
�
�
�

時延型�

AC440 V�
AC230 V�
AC100 V

EG30C

3

5，10，15，�
20，30

440

15，30，�
100�
�

�

ー�

1.5/1�
5/3�
5/3

30，�
100/200/�
500 切換�
�

　　ー�

3

EA30AC

3

3，5，10，�
15，20，�
30

500�
ー�

ー�

ー�

1.5/1�
1.5/1�
2.5/2�
ー�

SA30C

3

3，5，10，�
15，20，�
30

690�
250

ー�

1.5/1�
2.5/2�
2.5/2�
5/3�
2.5/2

EG30AC

3，5，10，�
15，20，�
30

230

15，30，�
100�
�

�

ー�

ー�

2.5/2�
2.5/2

SG30C

3

3，5，10，�
15，20，�
30

690�
250

2.5/2�
5/3�
5/3

30，�
100/200/�
500 切換�
�

　　ー�

3

EA50AC

3

5，10，15，�
20，30，�
40，50

500�
ー�

ー�

ー�

1.5/1�
1.5/1�
2.5/2�
ー�

SA50C

3

5，10，15，�
20，30，�
40，50

690�
250

2.5/2�
5/3�
7.5/4�
7.5/4�
10/5�
5/3

EG50AC

5，10，15，�
20，30，�
40，50

230

15，30，�
100�
�
�

ー�

ー�

2.5/2�
2.5/2

SG50C

3

5，10，15，�
20，30，�
40，50

690�
250

7.5/4�
10/5�
10/5

30，�
100/200/�
500 切換�
�
100/200/�
500 切換�

3

EA100C

3

60，75，�
100

690�
250

5/3�
7.5/4�
10/5�
10/5�
25/13�
5/3

EG100C

60，75，�
100

440

10/5�
25/13�
25/13

30，�
100/200/�
500 切換�
�

　　ー�

3

EA50C

3

5，10，15，�
20，30，�
40，50

690�
250

ー�

1.5/1�
2.5/2�
2.5/2�
5/3�
2.5/2

SA50RC

3

5，10，15，�
20，30，�
40，50

690�
250

5/3�
7.5/4�
10/5�
10/5�
25/13�
5/3

EG50C

5，10，15，�
20，30，�
40，50

440

2.5/2�
5/3�
5/3

SG50RC

3

5，10，15，�
20，30，�
40，50

690�
250

10/5�
25/13�
25/13

15，30，�
100/200 �
　　　　切換�
�

　　 ー�

30，�
100/200/�
500 切換�
�

　　ー�

3

EA60C

3

60

690�
250

ー�

1.5/1�
2.5/2�
2.5/2�
5/3�
2.5/2

SA60C

3

60

690�
250

2.5/2�
5/3�
7.5/4�
7.5/4�
10/5�
5/3

EG60C

60

440

2.5/2�
5/3�
5/3

SG60C

3

60

690�
250

7.5/4�
10/5�
10/5

15，30，�
100/200 �
　　　　切換�
�

　　 ー�

3

EA100AC

3

60，75，�
100

500�
ー�

ー�

ー�

ー�

1.5/1�
5/3�
ー�

EG100AC

60，75，�
100

230

30，�
100/200 �
　　　　切換�
�

　　 ー�

ー�
5/3�
5/3

30，�
100/200/�
500 切換�
�

　　ー�

SA60RC

3

60

690�
250

5/3�
7.5/4�
10/5�
10/5�
25/13�
5/3

SG60RC

3

60

690�
250

10/5�
25/13�
25/13

〈注〉外形寸法はすべて，幅75×高さ100×深さ60（mm）�

基本名称�

極　数�

定格電流（A）�

定格絶縁電圧�
U i（V）�

定格遮断容量�
I Icu / cs（kA）�

定格絶縁電圧�
U i（V）�

定格絶縁電圧�
U i（V）�

定格絶縁電圧�
U i（V）�

定格遮断容量�
I Icu / cs（kA）�

定格遮断容量�
I Icu / cs（kA）�

定格遮断容量�
I Icu / cs（kA）�

JIS C 8201-2
IEC60204-1

基本名称�

極　数�

定格電流（A）�

JIS C 8201-2
IEC60204-1

JIS C 8201-2
IEC60204-1

基本名称�

極　数�

定格電流（A）�

定格感度電流�
（mA）�

JIS C 8201-2
IEC60204-1

基本名称�

極　数�

定格電流（A）�

定格感度電流�
（mA）�

E 

タ
イ
プ�

E 

タ
イ
プ�

S 

タ
イ
プ�

S 

タ
イ
プ�
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とすることができる。

豊富なオプション類とユーザー取付けに対応

付属装置のユーザー取付け可能範囲を大幅に拡大した。

現場での多様な仕様変更にスピーディーに対応することが

できる。しかも電圧引外し装置や不足電圧引外し装置の付

属ができなかった ELBでも，付属できるようにした。

２.３ 定格と仕様

表３にα-TWINの基本型式について定格と仕様を示す。

α-TWINの構造と性能

α-TWINの基本構造の決定にあたっては，200 V 級 25
kAの消弧スペース，付属装置の収容スペースを確保する

ため，各機能要素の小型化と最適な配置を追求するととも

に，地球環境に配慮した商品とするための要素技術を開発

した。

各機能要素配置の最適化

図２は従来シリーズとの機能要素配置を比較したもので

ある。

α-TWINでは，電磁コイル姿勢の逆転によるスペース
の有効な活用と，メカニズムの小型化により，大きな消弧

室スペースを確保したことに特徴がある。

各機能要素のユニット化

付属装置類も含め，FAB，ELBの各構成要素を完全に

ユニット化して，注文仕様により組み合わせれば最終商品

となる設計とした。特に電磁コイルを使用した過電流引外

しユニットは，引外し機構とともに一体のユニットケース

に集約し，ユニット単体で引外し動作特性を保証できる構

造である。

新材料や新技術の導入

よりコンパクト，さらに環境負荷の少ない商品を目指し

て，積極的に新材料や新技術の開発を進めた。

特に，①リサイクルを可能とするオール熱可塑性樹脂化

のための構造開発，②はんだレス電磁コイル過電流引外し

ユニット開発，③リード線レス漏電引外しユニットの開発，

④漏電検出用零相変流器（ZCT）導体の一体成形ユニッ

ト開発，が基盤となっている。

３.１ 全体の構成

図３に現行一般配線用とα-TWINの構造断面図を示す。
可動接触子を縦に配置し，電磁コイルを現行品に対し逆

転した配置として，漏電引外しユニットのスペースを十分

に確保した。漏電引外しユニットを表面側に配置した理由

は，漏電引外し機能を表面側に集中配置し，リード線によ

るつなぎ構造を一掃することにある。漏電引外しユニット

を取り外すと，ELBが FABになる。付属装置の補助スイッ

チ，警報スイッチの収容スペースは電源側端子上に，IEC

レール用の取付けスペースは底面に確保した。

このように，各機能要素を最適に配置することにより，

α-TWINの遮断スペースは，現行の一般配線用と同等の
スペースを確保しているのが分かる。

３.２ 開閉機構部

α-TWINでは小型化と，新 JIS，IEC 規格で要求され
る安全性，絶縁性の両方を満足させるため新しい発想によ

る開閉機構を開発した。

図４は 3 極品の開閉機構部を示すものである。3 極一体

の樹脂成形品によるハンドルとラッチ，各極に配置された

可動接触子により構成される。ハンドルで直接可動接触子

を操作する構造から，ダイレクトドライブメカニズム

（DDメカニズム）と名付けた。

3 極を一体に支持するハンドル，ラッチの樹脂成形品は，

開閉機構のエネルギーと，外部操作時の過大な操作力に耐

える設計が必要である。α-TWINでは外形もコンパクト
化されているため，過大な外部操作力に耐える形状，長期

の過酷な使用に耐える形状を詳細に検討した。

図５はラッチに加わる応力解析の例を示すもので，これ

により，各部位の応力の定量的な評価を実施するとともに，

実験型を用いた長期信頼性試験を実施し，コンパクトで十

（3）

（2）

（1）

（4）
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小さな消弧室� 過電流引外しユニット�

（a）現行電灯分電盤用シリーズ�
遮断容量：AC220 V/2.5 kA

漏電引外し部（分散）�むだ空間�

充電メカニズム�

大きな消弧室� 過電流引外しユニット�

（b）α-TWIN�
遮断容量：AC230 V/25 kA

漏電引外し部（集約）�付属品カセット�

絶縁メカニズム�

図２　各機能要素の配置比較
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分な強度を持つ開閉機構が実現できた。

３.３ 遮断部

α-TWINではコンパクト設計を目標としたので，確保
した遮断スペースの中で，最高レベルの遮断性能が得られ

る構造を追求した。

低圧遮断器の遮断原理は，一般に遮断器接点に発生した

短絡電流アークを急激に冷却し，アーク抵抗を増大させて

短絡電流自体を絞り込んで遮断するものである。α-TWIN
ではその効果を上げるために短絡発生時点から，冷却可能

なアークに移行する時間を短縮することが最も有効との観

点から，これを実現する構造開発に注力した。

図６にα-TWINの遮断部の斜視図を示す。固定接触子
側にスリットを設け，短絡電流を強制的に迂回（うかい）

させることにより，可動接触子に反発力を生じさせ，接点

を急速に開離させるものである。接点間に発生したアーク

は，消弧室側の U字状のコアにより消弧室内に誘導され，

消弧が完了する。この結果現行品に対して，遮断時の電流

ピークで約 25 ％の低減が図れた。
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図４　3極品の開閉機構部 図５　ラッチの応力解析例

付属装置収容スペース�

可動接触子�

遮断スペース� IECレール取付スペース�
遮断スペース�

漏電引外しユニット�

電磁コイル�
（b）α-TWIN（a）現行一般配線用�

図３　現行一般配線用とα-TWINの構造断面図

フラットターン�
接触子�

可動接触子�

ブローアウト�
マグネット，消弧室�

図６　α-TWINの遮断部

2
0

（a）現行品� （b）α-TWIN

図７　ZCT部比較

ハンドル

ラッチ

可動接触子
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３.４ ELBの漏電検出部

α-TWINでは，漏電検出部についても現行品に対し小
型化する必要があった。この課題を解決するため，漏電検

出部とトリップコイルを表面側に配置して，接続空間を極

小化するとともに ZCTと貫通導体の省スペース構造を追

求した。

図７は ZCTおよびその貫通導体の構造を説明したもの

である。板状と丸棒状の導体を組み合わせて薄型化すると

ともに，ZCTと貫通導体を一体の絶縁樹脂で成形し，省

スペースと絶縁信頼性の両立を実現した。

付属装置の構造と特長

FABと ELBに取り付ける付属装置は，遮断器に収納さ

れる内部付属装置と外部に取り付ける外部付属装置とに大

別される。図８にα-TWINに取り付けられる付属装置の
種類を示す。

４.１ 内部付属装置

最近の SCM（Supply Chain Management）などの普及

による短納期化への要求から，仕様変更に対するフレキシ

ブルな対応が望まれている。内部付属装置ではこのような

ニーズに対応するため，付属装置を小型化，カセット化し，

ユーザー取付けを可能な構造とした。

４.１.１ 補助スイッチ，警報スイッチ

FAB，ELBのオンオフ状態を電気的に表示する補助ス

イッチ，トリップ状態を電気的に表示する警報スイッチの

収納部を電源側端子上に配置し，本体の付属カバーを開け

ることによって，ユーザーで後取付けができる構造とした。

これらは IEC60947-5-1にも適合している。表４にα-

TWINの補助スイッチ，警報スイッチの定格仕様を示す。

４.１.２ 電圧引外し装置

FABを遠方から電気的に引き外す装置では，図９に構

造を示すようにソレノイドと，FABの遮断動作と連動し

て自動的に励磁電流を切るコイル焼損防止用のスイッチと

を一体化した構造が特長である。FABの付属カバーを開

けることにより，後取付けが可能である。同様に，ELB

にも外付けの電圧引外し装置を準備した。

４.１.３ 付属品リード線引出し方式の改善

分電盤においても，内部付属装置の要求が多くなってい

るが，リードの配線スペースを必要とするため密着取付け

ができなかった。そのため，配線処理スペースの確保や，

取付けピッチの調整など付加作業を必要とし，かつ分電盤

の外観上からも不都合が生じていた。α-TWINの 200
V/5 kA 級以下のシリーズでは，図 に示すようにリード

線式で密着取付け可能な溝をモールドケースに形成した構

造としている。

４.２ 外部付属装置

FAB，ELBの外部取付け付属装置は，電線の各種接続

式へ対応するものおよび操作方法の多様化に対応するもの，

絶縁などを含めた保護に対応するものに大別できる。

これらの外部取付け付属装置はいずれもユーザーの使い

勝手や盤への取付けの容易さに直結するものなので，その

１０
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図８　付属装置のバリエーション
表４　補助スイッチ，警報スイッチの定格仕様�

　　　（IEC60947-5-1）�

項目�

負荷�

AC（AC15 級）�

電　圧�
（V）�

標準�
負荷用�

微小�
負荷用�

125�
250

開閉電流�
（A）�

5�
5

DC（DC15 級）�

最小負荷�

DC5 V 160 mA�
DC30 V 30 mA

DC5 V 1 mA�
DC30 V 1 mA

電　圧�
（V）�

30�
125�
250

30

開閉電流�
（A）�

�
（DC13 級）�

0.1

3�
0.6�
0.3

図９　FABへの電圧引外し装置の装着例



新しい小型配線用遮断器・漏電遮断器「α-TWINシリーズ」

改良は盤設計・製作の合理化や保守性の向上に寄与できる

ものでなければならない。

α-TWINの外部取付け付属装置では，特に充電部の保
護を中心とした安全性の向上，部品の標準化による種類の

削減，電気操作装置の改善を重点的に進めた。

４.２.１ 裏面型，埋込型，挿入型

取付けの形態によって 3 種類のものが用意されている。

図 に埋込型の外観を示す。

各外部端子は 30 ～ 100Aフレームまで共通の設計になっ

ている。特に挿入型においては，下部接触子側のみを盤に

取り付けて配線を完了させておいても，本体側の定格設定

は最後まで 30 ～ 100Aフレームの間で自由に選定できる

利点が生まれる。

４.２.２ 絶縁システム

従来のシリーズでは，端子バリアの標準装備（50Aフ

レーム以上）や，種々の配線方式にマッチした端子カバー，

バリア類を準備し，絶縁の信頼性向上を図ってきた。α-

TWINでは端子カバーと対地バリアを組み合わせること

により，簡単に IP20のフィンガプロテクション構造を実

現できる構造とし，端子充電部の安全性をさらに充実した。

外観を図 に示す。

４.２.３ 電気操作装置

本体の小型化にあわせて電気操作装置の小型化を図った。

駆動力として従来の電動機を使用する方式に対して，リニ

アモータの原理を応用した駆動機構を新たに採用した。こ

れにより従来品の減速機構と内蔵の変圧器を廃止できたこ

とと，手動操作機構の簡略化により，従来体積比 70 ％の

小型化を実現した。外観を図 に示す。

あとがき

α-TWINの構造，特長について紹介した。究極のモ
ジュール化を追求した本体と，付属装置の効果的な組合せ

によって，顧客のニーズにこたえ，海外規格対応とも相

まって，コストパフォーマンスの向上に十分寄与できるも

のと考えている。

また，環境改善を目的とした本商品の取組みは，今後の

富士電機低圧器具の取組みのスタートと位置づけている。

今後とも顧客各位のご批判を仰ぎ，より一層の充実を図っ

ていく所存である。

１３
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図１０　付属品リード線の配線例

図１１　埋込型の外観

図１２　端子カバーと対地バリアの組合せ例

図１３　電気操作装置の外観
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まえがき

富士電機は，配線用遮断器と漏電遮断器を完全統一モ

ジュール化した「ツインブレーカ」シリーズを業界に先駆

け開発し，取付け，接続の合理化，小型高遮断容量による

適用範囲拡大など，顧客のトータルコストダウンに寄与で

きる商品として提供してきた。

さらに，地球環境問題，JIS 規格の国際化対応，電気機

械設備の安全性レベルの向上などに対応した商品開発に積

極的に取り組んできた。

今回，経済型 100Aフレーム以下の富士オートブレーカ

（以下，FABと記す）と富士漏電遮断器（以下，ELBと

記す）の外形統一をさらに発展させた「α-TWIN」を開
発した。α-TWINは，高限流遮断技術，絶縁技術，構成
要素の安定化技術，製造技術，信頼性評価技術などの先鋭

化により開発されたものである。

本稿では，α-TWINを開発するにあたっての幾つかの
新技術開発について述べる。

小型遮断器での高限流遮断

２.１ 限流遮断の必要性

モールドケースを使用した低圧遮断器の遮断能力は，遮

断時に発生するアークエネルギーによるストレスの処理限

界によってほぼ決定される。このストレスは，急しゅんな

内部圧力の増大によるモールドケースの破壊や，高温によ

る導電部材や絶縁部材の溶融・飛散により絶縁耐力の低下

や開閉機構の不具合などを発生させる。

図１に限流遮断の原理を示す。限流遮断では短絡遮断時，

接点間に発生したアークを急激に伸長・冷却してアーク抵

抗を増大させて，短絡電流自体を絞り込んで遮断する。図

１の回路には次の基本式が成立する。

Em sin（ω t＋θ）＝L・di/dt＋R・Ia＋Va

この式において，アークのない場合（Va ＝ 0）の短絡電

流は次式で与えられる。

φ：力率角

ここで，アーク電圧を図２のような実際の波形を近似し，

短絡電流，全遮断時間などのシミュレーションを行った結

果，t1，t2をできる限り短くし，アーク電圧を高めること

が有効であることが分かった。

すなわち，接点を早期に開極し，その開極スピードをで

きる限り速くしてやることがアークをこう着状態からアク

ティブな状態に立ち上げ，限流効果を高めるポイントとな

る。

富士電機では，その方法として短絡発生時点から冷却可

能なアークに移行する時間を短縮することが最も有効であ

i＝� sin（ωt＋θ－φ）－sin（θ－φ）e
Em

R2＋（ωL）
2

L
t

－R

「α-TWINシリーズ」の要素技術開発
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「α-TWINシリーズ」の要素技術開発

るとの観点から，これを AD（Active-arc Drive）技術と

称し，確立・展開してきた。

α-TWINでは，コンパクト設計が目標であり，現行の
遮断部構造では前述のストレスにより発生する問題を解決

できないことが予想された。したがって，その開発にあ

たっては，より限流効果を高めた新しい遮断機構の開発を

行う必要があった。

２.２ 新遮断機構

２.２.１ DD開閉メカニズム

本体を小型化するうえで，消弧スペースの確保が重要と

なる。α-TWINの開発では，従来の開閉機構（4 節トグ
ルリンク方式）では限界と判断し新たな縦型のリンク機構

を採用した。図３はその機構を示したもので，DD（Di-

rect Drive）開閉メカニズムと呼んでいる。

従来のブレーカでは可動接触子の開極に対し，接触スプ

リングが負荷力として働き，開極スピードが減速されてい

たが，α-TWINでは開極距離が増加すると負荷力が低減
する構造とした。この関係を図４に示す。

２.２.２ FT接触子

従来より速い初期開極スピードを得るために，固定子の

接点周りにコの字状のスリットを入れることにより，平面

内で短絡電流を強制的に迂回（うかい）させ，小スペース

の中で接触子間の電磁反発力を利用することを可能とした。

富士電機ではこの固定接触子を FT（Flat Turn）接触

子と命名し，DD開閉メカニズムと合わせて十分な消弧ス

ペースとより速い開極スピードを実現した。電磁反発原理

を図５に，接触子形状における単極遮断実験（消弧室なし）

のアーク電圧波形比較を図６に示す。

２.３ 細げき消弧室の採用

従来のブレーカは，数枚のＵ字形グリッドによりアーク

を駆動し伸長させ，グリッドによる陰極効果と，冷却のた

めに消弧部に配置された有機物から発生させた熱分解ガス

の圧力によるピンチ効果を利用したものが主流である。

α-TWINにおいては，U字形細げき消弧室を採用し，
DD開閉メカニズム，FT接触子と組み合わせて前述の t1，

t2の時間を短縮し，より限流効果を高める構造を実現した。

この消弧室構造を図７に示す。

細げき消弧室には，従来のグリッド消弧室に対し以下の
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「α-TWINシリーズ」の要素技術開発

特徴がある。

U字形鉄心（ブローアウトマグネット）により，アー

ク駆動力の向上を図った。

U字形鉄心の内側に配置された樹脂から，アーク発生

直後に熱分解ガスを発生させて，圧力によるピンチ効果

を増大した。

アークによりグリッドが溶融しやすいグリッド消弧室

に比べ，遮断時に発生する金属溶融物を大幅に低減し，

遮断後の開閉メカニズムの信頼性向上，絶縁抵抗を確保

した。

以上により，短絡電流通電時のアーク電圧は図８のよう

になり，従来のブレーカに比較して 230V 25 kA遮断時の

電流ピークで 25 ％，通過 I 2 tで 55 ％の低減が図れた。

零相変流器ユニットの小型化

図９は，現行の零相変流器（ZCT）と貫通導体の構成例

である。導体を板状にし，絶縁を施して ZCTに貫通させ

る方式である。これに対し，α-TWINでは ZCT 近傍は
板状，ZCT貫通部は丸棒状にし，ZCTユニットの小型・

薄型化を達成している（図 ）。

３.１ ZCTユニットの一体成形

α-TWINでは ZCTと貫通導体を絶縁樹脂で一体成形
する新技術を採用した。これには，射出成形圧力に耐えう

る ZCTの開発と導体間の安定した絶縁距離を維持する製

造技術と絶縁性能を維持するための特殊ポリブチレンテレ

フタレート（PBT）の開発を併せて行った。

ZCTにおいては，内部に鉄系のケース（以下，シール

ドケースと略す）でコアを包むように配置することにより

射出成形圧力からコアを保護し，成形時に射出圧力を制御

して平板導体の変形を抑え，安定した出力電圧が得られる

ようにした。

３.２ ZCTユニットの品質安定性

ZCTユニットに課せられる性能は，絶縁性能，平衡特

性，出力特性などである。絶縁性能においては，特殊PBT

採用によりヒートサイクル・耐電圧性能の長期安定化を図

るとともにシールドケースの改良と貫通部導体の正三角形

配置により平衡特性を十分に持たせている。

電流検出装置ユニット

α-TWINは，国内規格はもとより海外規格にも適合し
た商品である。過電流検出装置においては，以下の過電流

引外し特性を満足している。

™現行 JIS 100 ％不動作－ 125 ％動作

™新 JIS（IEC947-2）105 ％不動作－ 130 ％動作

瞬時動作　 20 ％以内

以上の特性確保のために以下の要素技術開発を行った。

４.１ オイルダッシュポット（ODP）の開発

過電流検出装置においては，繰返し動作の安定化が重要

である。今回の開発では，特にばらつきの原因となる

ODPのシリンダとプランジャギャップおよびオイルと空

気比率の見直しを行い，繰返し動作のばらつきを 10 ％以

＋－
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図１０　α-TWINの ZCTユニット
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図８　短絡電流通電時のアーク電圧比較

図９　現行のZCTと貫通導体の構成例



「α-TWINシリーズ」の要素技術開発

下に抑え込むことに成功している。

４.２ 電磁コイルの吸引ロス低減

磁気吸引ロスを減らし吸引力の増大を図った。磁気回路

は，磁気発生源のコイルとこれを貫通する ODP，鉄系で

あるヨークおよび可動アーマチュアで成立している。ここ

では回転するアーマチュアに発生している逆吸引力をなく

すため，回転支点部に非鉄系の金属を複合型でプレス成形

し対処している。さらに，アーマチュアの吸引側に先端部

を折り曲げたヨークにより，初期吸引力を 20 ％以上向上

させている（図 ）。

４.３ 過電流検出装置ユニット

α-TWINでの新技術の一つである本ユニットは，以下
の機能を集約搭載した自動組立形単体ユニットである。ラ

イン内では計測システムとの連携により，日々データの蓄

積によって機能安定化を実現している。

はんだレスによる電磁コイル・ODP組立機能

開閉機構部の引外し機能

漏電検出部搭載機能

以上の機能集約により，ユニット単体での引外し動作特

性を確認し管理できる構造となっている（図 ）。

ELBのインバータ回路への適用

５.１ インバータ回路と高周波漏れ電流

図 は，三相 200V，一線接地，モータ制御にインバー

タを適用した回路例である。インバータは，商用周波電圧

を直流に変換し，トランジスタの高速スイッチング動作に

より，交流電圧を出力する。この高速スイッチング動作に

より波形制御を行うので高周波ノイズが発生し，インバー

タ二次側対地静電容量を介して高周波漏れ電流が流れる。

この高周波漏れ電流が，電源変圧器二次側接地線から線路

に戻り，漏電遮断器を経由してインバータに帰還する。し

たがって，漏電遮断器は，この高周波漏れ電流の影響を受

け，不要動作する場合がある。従来の対策としては，大き

な定格感度電流を選定し対応する必要があった。

５.２ インバータ二次側の地絡保護

インバータ一次，二次側の動作地絡抵抗値の比較

定格感度電流 30mAの漏電遮断器は，200 V 回路にお

いてインバータ一次側を約 10 kΩ以下の抵抗値で強制地絡

させると漏電検出動作する。

図 は，図 の回路で，インバータ二次側対地静電容量

を変化させた場合に，定格感度電流 30mAの漏電遮断器

が漏電検出動作するときの強制地絡抵抗値 Rgをグラフ化

したものである。接地線に流れる電流波形（Ic2＋Ig2）を

図 に示す。１４

１３１５

（1）

１３

１２

（3）

（2）

（1）

１１
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図１１　電磁コイルユニット

：対地静電容量による常時漏れ電流�
：絶縁破壊による二次側地絡電流�
：インバータ二次側地絡抵抗�

ELB インバータ�

I c2

I c2 I g2

I g2

Rg

Rg

IM

I c2 I g2+

図１３　インバータ適用回路

図１４　インバータ二次側地絡時の電流波形（Ic2 ＋ Ig2）

図１２　引外しユニット
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図 はインバータ二次側でも Rgの値が約 10kΩ以下で漏

電検出動作することを示しており，インバータ二次側での

地絡事故に対して，確実に地絡検出動作することが分かる。

新インバータ対応品のインバータ二次側許容配線長の

改善

図 は，従来品（30mA）と新インバータ対応品（30

mA）が，インバータ二次側対地静電容量が，それぞれ約

0.05μF，0.15μF 付近で強制地絡抵抗 Rgなし（∞）で漏

電検出動作することを示している。すなわち，新インバー

タ対応品は従来品と比較して，インバータ二次側配線長の

適応範囲が約 3倍に改善されている。これは，インバータ

のない回路にインバータを追加した場合でも，ELBの感

度電流変更を必要としないことを示している。

小型電気操作装置

従来の電動操作から，リニアモータの原理を応用した新

しい電気操作装置を開発した。

６.１ 動作原理

図 のような中央磁極にコイルを持つＥ形コアと永

久磁石の配置において，図の向きに電流を流すとＥ形コア

の各磁極は NSNの磁極となり，永久磁石の NS 極との間

に反発力 f1，f2と吸引力 f3，f4が発生する。これらの力は

水平方向と垂直方向成分を持っているが，摩擦の少ない適

切な構造により磁石が水平方向にのみ動くことができる。

このようにして動き始めた磁石は図 の状態で安定する。

摩擦を低減し大きな水平力を得るために，E形コアは図

のように水平軸に対称に配置し垂直力を相殺している。

６.２ 磁界解析

図 は磁界解析モデルで，図 は推力計算を行った例

である。シミュレーションにより駆動力の計算を行い負荷

特性との整合を図り，その結果，E形コア形状を非対称と

した。

また，品質工学の適用により各部の最適化を行った結果，

駆動力において約 10 ％の改善が可能となった。

１９１８

１７

（b）１６

（a）１６

１５

（2）

１５
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図１５　インバータ二次側の対地静電容量と動作地絡抵抗の関係
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６.３ 制御回路

制御回路はマイコン制御方式とし，操作頻度の管理を行

うことにより電磁コイルの温度上昇を抑制した。また，コ

イルは定電流で駆動し使用電圧範囲，使用温度範囲におい

て操作力を安定化させている。

あとがき

以上，α-TWINシリーズにおける技術開発の一端につ
いて紹介した。α-TWINは，富士電機の長年の技術蓄積
と画期的なコンセプトのもとに，高限流遮断技術，絶縁技

術，構成要素の安定化技術，製造技術，信頼性評価技術な

どの粋を集めた真にユーザーフレンドリーな新商品である

と確信している。高い給電信頼性，ヒューマンマシンイン

タフェースの向上，国際性への対応などを目指した配電制

御システムを構築していくうえで，少しでも顧客各位の

トータルコストパフォーマンスに寄与できれば幸いである。

今後とも関係各位のご指導・ご協力をお願いする次第であ

る。
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まえがき

現在，産業界全体でグローバル化が急激に進んでいる。

制御機器分野においても欧州，米国を起点とした安全に関

する規制や地球環境保護に対する規制の強化で，安全性，

省エネルギー，エコロジーを考慮した商品採用の機運が高

まっている。すなわち，ISO12100に代表される安全思想

の実現に必要な機器や，ISO14001で要求されているエコ

ロジー対策や制御盤・機械装置の小型化・省線化を徹底追

求した機器が世界市場での主流となりつつある。

一方，国内においては近年，JIS 規格が IEC 規格に整合

されつつあり，電磁開閉器・接触器の JIS 規格も1999年に

新 JISとして整合，制定・改正された。そのポイントはま

さに，商品構造，機能などの国際的な標準化への対応が急

務となってきていることを表している。言い換えれば，欧

州・米国仕様＝標準仕様の流れが日本国内にも広まってき

ているといえる。

このような環境変化が進む中で富士電機の電磁開閉器は

新 SC，NEOシリーズをはじめとして，「国際性」「安全性」

「実用性」「小型化」「環境性」の面で優れた特徴を有し，

各種負荷への適用機器として，国内顧客において好評を博

してきた。

本稿で紹介する新開発のミニコンタクタ SC-M，SC-E

シリーズは，グローバル化への急激な市場変化と顧客の動

向・市場要求を先取りし，国際競争力を持った電磁接触器

として開発したもので，電動機容量 440V，2.2 ～ 75 kW

に適用される。図１，図２にその外観を示す。

新シリーズの位置づけ

電磁開閉器は主に電動機の始動，停止に使われるが，こ

れからの電動機制御機器に具備すべき主なポイントは，

「まえがき」に述べた背景から，次のようにまとめられる。

充電部からの感電保護構造，接点溶着時に要求される

リンクドコンタクト，ミラーコンタクト機能，回路短絡

時の保護協調などの安全性向上

制御盤，機械装置の省スペース化のための機器幅寸法

の縮小化，統一化

省配線工数化のための電線直接接続端子構造

主回路３極を基本とし，付加機能はブロックビルド方

式

省エネルギー化，リサイクル化などの環境性向上

このうち，電線直接接続の端子構造は，すでに国内の多

くの顧客が欧米製の制御機器を採用している現状から国内

において今後浸透していくものと考えられる。ただし，国

内ではパワー回路において裸丸形圧着端子接続がまだ主流

であり，顧客各位とともに今後その姿を追求すべき課題で

ある。
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（3）

（2）

（1）
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電磁開閉器の新シリーズ「SC-M/SC-Eシリーズ」

また，富士電機製電磁開閉器の基本シリーズのコンセプ

トは国内顧客各位の長年にわたるご指導と市場実績とで

培ってきたものであるが，SC-M，SC-Eシリーズは，さ

らに国際標準化志向をコンセプトに加えて開発し，上記の

具備すべきポイントを実現した新シリーズである。また，

従来型基本シリーズのイメージカラーであるオレンジと異

なる外観色としている。その外観比較を図３に示す。

以上のような特長を有する電磁接触器の新シリーズは国

内はもとより，世界の顧客に高い満足度を得ていただける

ものと確信している。次章以下にその詳細を述べる。

シリーズ構成・定格

小型電磁接触器のミニコンタクタ SC-Mシリーズ，お

よびフィンガプロテクション端子構造を採用しヨーロピア

ンテイストな外観の SC-Eシリーズの機種構成とそれらに

組み合わされるサーマルリレーを表１に，定格を表２に示

す。

電磁開閉器の構造と特長

新型 SC-M，SC-Eシリーズは基本的に端子部が電線直

接接続型，主回路３極のみの接点構成，電磁接触器，サー

マルリレーの幅寸法を統一した構造となっている。また，

「国際性」「安全性」「実用性」「小型化」「環境性」の五つ

の面で多くの特長を有する。

４.１ 構　造

端子部直接接続構造

主回路配線で電線が直接接続できる角座金端子構造

（SC-Mシリーズ，および SC-E02 ～ E05 型），ボックス

端子構造（E1 ～ E7 型）を採用している。接続電線の組

合せを表３に示す。これにより配線工数の削減による「作

業性・実用性の向上」に寄与できる。

主回路３極，モジュール化

SC-E02 ～ E4 型（440 V，5.5 ～ 40 kW）は主回路３極

のみの接点構成としており，補助接点などはモジュール化

したブロックを組み付ける構造としている。これにより必

要な機能は必要分のみブロックビルド方式で構成すること

ができるので，取付けスペース削減による「省スペース化」

が可能となる。

幅寸法の統一

電磁接触器 SC-Mシリーズを 45mm，Eシリーズ SC-E

02 ～ E4 型（440 V，5.5 ～ 40 kW）を 43，55，70mmの

３種に統一した。また，組み合わせるサーマルリレーの横

幅も電磁接触器の幅に統一した。

４.２ 特　長

４.２.１ 国際性

標準品で国際規格，安全規格認証

IEC 60947-4-1，EN 60947-4-1に適合し，UL，CSA規

格を標準品で認定取得している。また，機械装置の安全性

（1）

（3）

（2）

（1）
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表１　SC-M，SC-E シリーズの機種構成�

シリーズ� SC-M SC-E

電動機容量�
（kW）�

220 V�

440 V�

交流操作�

直流操作�

標準�

SC-�

M01/G

SC-�
M01

1.5�

2.2

電磁接触器�

サーマルリレー�

〈注〉IEC 規格準拠で選定�

TK-M0 TK-E02 TK-E2 TK-E3 TK-E6

3�

4

SC-�
M02

SC-�

M02/G

SC-�

E02

SC-�

E02/G

2.2�

4

SC-�

E03

SC-�

E03/G

3�

5.5

SC-�

E04

SC-�

E04/G

4�

7.5

SC-�

E05

SC-�

E05/G

5.5�

11

SC-�

E1

SC-�

E1/G

7.5�

15

SC-�

E2

SC-�

E2/G

11�

18.5

SC-�

E2S

SC-�

E2S/G

15�

22

SC-�

E3

SC-�

E3/G

18.5�

30

SC-�

E4

SC-�

E4/G

22�

40

TK-E5

SC-�

E5

30�

55

（スーパーマグネット付き）�

SC-�

E6

37�

60

SC-�

E7

45�

75

図３　従来（NEO）シリーズと SC-E シリーズの比較�

従来（NEO）シリーズ�

™補助接点一体�
™充電部の保護はオプション品で対応�
™裸丸形圧着端子接続構造�

特徴比較�

SC-E シリーズ�

外　　観�

™主3極のみ�
™充電部保護構造�
™電線直接接続端子構造�
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に関する重要な規格を含めて TU
..
Vの認証を取得し，CE

マークを表示している。

４.２.２ 安全性

保護構造

端子部は直接接続構造とし，端子部の充電部は電磁接触

器上面からフィンガプロテクションレベルの IP20 保護構

造である。

短絡保護性能の向上

小型機種は接点台の形状，新接点材料の開発，中型機種

は新開発のアーク駆動方式を取り入れた消弧構造により，

短絡保護協調性能を向上させており，ヒューズまたは配線

用遮断器（MCCB）との組合せで IEC，UL，CSA規格に

それぞれ準拠し，認証を取得している。IEC 規格，新 JIS

規格で規定されたタイプ１，タイプ２の保護が可能な推定

短絡電流「r」およびメーカー保証の「Iq」値と保護装置

（ヒューズ，MCCB）との組合せを表４に示す。

アークスペースフリー

小型機種はもちろん，SC-E5 型以上の機種ではアーク

冷却効果の高い新開発の BMC（Bulk Molding Compound）

材消弧室の効果とグリッド形状および消弧室形状の最適化

により消弧室前面アークスペースフリーを実現した。これ

により，実質的な奥行寸法を大幅に低減している。

ミラーコンタクト機能

電磁接触器の主接点溶着時の挙動についての IEC

60947-4-1への規定が予定されているミラーコンタクト

（主接点が溶着した場合，コイルの励磁を解いても補助ｂ

接点の開離距離が 0.5 mm以上あることの検証確認事項）

は図４に示すとおりであり，機械装置の安全性向上に貢献
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（3）

（2）

（1）
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表３　接続可能電線組合せ�

SC-

主
回
路�

AWG�

（単線，より線）�

E02

最大12�

（0.75～4 mm2）�

AWG

（単線，�
　より線）�

AWG

（単線，�
　より線）�

（単線，�
　より線）�

AWG
上�

下�

上�

下�

上側のみ接続�

下側のみ接続�

上下に接続�

E03 E04

最大10�

（0.75～6 mm2）�

E05 E1 E2S

18～2�

（0.75～35 mm2）�

18～3�

（0.75～25 mm2）�

18～3�

18～3�

（0.75～25 mm2）�

（0.75～25 mm2）�

16～2/0�

（1.5～70 mm2）�

16～1/0�

（1.5～50 mm2）�

16～1/0�

16～1/0�

（1.5～50 mm2）�

（1.5～50 mm2）�

E2 E3 E4

12～2/0�

（4～70 mm2）�

12～2/0�

（4～70 mm2）�

12～2/0�

12～2/0�

（4～70 mm2）�

（4～70 mm2）�

E5 E6

12～250MCM�

（4～120 mm2）�

12～250MCM�

（4～120 mm2）�

12～250MCM�

12～250MCM�

（4～120 mm2）�

（4～120 mm2）�

E7

表２　SC-M，SC-E シリーズの定格�

項　目�

型　式�

定格容量（kW）� 定格使用電流（A）�

単相電動機�

100 V 220 V

0.15�

0.3�

0.4�

0.5�

0.75�

0.8�

1.2�

1.7�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

三相かご形電動機�
（AC-3）�

三相かご形電動機�
（AC-3）�

抵抗負荷�
（AC-1）�

定格�
通電�
電流�
（A）�

SC-M01�

SC-M02�

SC-E02�

SC-E03�

SC-E04�

SC-E05�

SC-E1�

SC-E2�

SC-E2S�

SC-E3�

SC-E4�

SC-E5�

SC-E6�

SC-E7

0.3�

0.6�

0.8�

1�

1.5�

1.6�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

200～�
240 V

1�

2�

2.2�

2.7�

3.7�

4�

5.5�

7.5�

11�

15�

18.5�

22�

30�

37

380～�
440 V

1.7�

3.4�

2.7�

4�

5.5�

7.5�

11�

15�

22�

30�

37�

45�

55�

75

200～�
240 V

6�

9�

11�

13�

18�

19�

26�

35�

50�

65�

80�

93�

125�

152

380～�
440 V

6�

9�

7�

9�

13�

17�

25�

32�

48�

65�

80�

90�

110�

150

200～�
240 V

20�

20�

20�

20�

25�

32�

50�

60�

60�

100�

105�

150�

150�

200

380～�
440 V

20�

20�

20�

20�

25�

32�

50�

60�

60�

100�

105�

150�

150�

200

20�

20�

20�

20�

25�

32�

50�

60�

60�

100�

105�

150�

150�

200



電磁開閉器の新シリーズ「SC-M/SC-Eシリーズ」

する重要かつ不可欠な機能である。本シリーズは追加補助

接点ユニットとの組合せでこの機能を有し，かつ TU
..
Vの

認証を取得している。

リンクドコンタクト機能

電磁接触器の補助接点溶着時の挙動について IEC 609

47-5-1に規定されるリンクドコンタクト（補助 b接点が

溶着した場合，コイルを励磁させても補助 a接点の開離距

離が 0.5mm以上あることと，補助 a接点が溶着した場合，

コイルの励磁を解いても補助ｂ接点の開離距離が 0.5mm

以上あることの検証確認事項）は図５に示すとおりであり，

機械装置の安全性向上に貢献する重要な機能である。本シ

リーズの SC-E2S 以下は，単接点の追加補助接点ユニッ

トでこの機能を有し，かつ TU
..
Vの認証取得を予定してい

る（現在申請中）。

欠相保護付きサーマルリレーの標準化

サーマルリレーは欠相保護付きを標準とし，電動機保護

性能の向上を図っている。

４.２.３ 実用性

豊富なオプション

ミニコンタクタ SC-Mシリーズ，および SC-Eシリー

ズはコンタクタ，サーマルリレー本体の前面，側面，正面

部に必要な機能を選択して装着できる豊富なオプションを

準備している。また，一部のオプションは新 SC，NEOシ

リーズと共用化している。SC-Eシリーズのオプションの

品ぞろえを図６に示す。

使用周囲温度 55 ℃適用

装置，制御盤の小型化と，より密度の高い機器配置が進

む中で盤内の消費電力増による温度上昇に対応するため，

機器が設置される盤内温度 55 ℃まで適用を拡大している。

これは電磁石の高効率化による損失低減と通電部の強化に

より実現している。

（2）

（1）

（6）

（5）
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表４　メーカー保証の「　 」値と保護装置との組合せ�Iq

電磁接触器�
型　式�

SC-E1�
SC-E1/G�

SC-E2�
SC-E2/G�

SC-E2S�
SC-E2S/G�

SC-E3�
SC-E3/G�

SC-E4�
SC-E4/G�

SC-E5�

SC-E6�

SC-E7

タイプ1

組合せ短絡保護装置（SCPD）：MCCB

推定短絡電流「　」�r

サーマルリレー�
型　式�

TK-E2�

TK-E2�

TK-E2�

TK-E3�

TK-E3�

TK-E5�

TK-E6�

TK-E6

3�

3�

3�

5�

5�

5�

10�

10

定格条件付き短絡電流「 　」�Iq

18�

18�

18�

18�

18�

18�

25�

25

タイプ2

組合せ短絡保護装置（SCPD）：gG および gM ヒューズ�

推定短絡電流「　」�r

3�

3�

3�

5�

5�

5�

10�

10

定格条件付き短絡電流「 　」�Iq

50�

50�

50�

50�

50�

50�

50�

50

主接点�
溶着時�

コイルオフ�

主固定�

主可動�

主固定� 主固定�

主可動� 主可動�

b固定�

b可動�

b接点�
空げき�
0.5 mm�
以上�

図４　ミラーコンタクト

a接点�
溶着時�

b接点�
溶着時�

コイル オン⇒オフ�

110%定格�
コイル電圧印加�

b固定�

b可動�

a可動�

a固定�

a可動�

a固定�

b固定�

b可動�a接点�
空げき�
0.5 mm�
以上�

b固定�

b可動�

a可動�

a固定�

a可動�

a固定�

b固定�

b可動�

b接点�
空げき�
0.5 mm�
以上�

b接点についての試験�

a接点についての試験�

図５　リンクドコンタクト



電磁開閉器の新シリーズ「SC-M/SC-Eシリーズ」

スーパーマグネット

SC-E5 以上は富士電機独自のスーパーマグネットを搭

載し，交流，直流共用化，電圧検出機能による運転信頼性

向上，独自のスイッチング方式による消費電力の極小化な

どの特長を本シリーズにも継承している。

４.２.４ 小型化

幅寸法の縮小

電磁接触器本体の主回路３極専用化，電磁接触器，サー

マルリレー幅寸法の 43，55，70mmでの統一化により幅

方向のスリム化，標準化を行った。さらには，すべての機

種でサーマルリレーは電磁接触器と組み合わせる構造とし

ている。そのため鉄板ベースなしで電磁接触器と同一取付

穴で取り付けられる。

これらにより顧客における盤の省スペース化，および図

面製作，穴あけ加工の省力化に寄与できると考える。

ミニコンタクタ

新シリーズとして開発したミニコンタクタ SC-Mシリー

ズは，富士電機が従来供給してきた小型シリーズと比較し

さらに小型化したもので，顧客において，小容量電動機な

どの軽負荷領域の最適な機種選定を可能にする機種である。

４.２.５ 環境性

省エネルギー

ミニコンタクタ SC-Mシリーズは表５に示すように投

入VA，消費電力を極小化した AC操作品に加え，３種類

の直流操作品をラインアップしている。特に 1.2W品は高

感度型として，プログラマブルコントローラ出力で直接駆

動が可能としており，適用負荷に対するより最適な機種選

定，および制御系の簡素化を可能にする。

環境性

使用材料のうちモールド材料には可能な限り熱可塑性材

料を使用し，かつ材料名表示を行い，リサイクル性の向上

を図っている。また，本シリーズの接点は新開発の有害物

質フリーの材料としている。

あとがき

急激に進むグローバル化に対応し，国内外を問わず最適

な機器を提供するために本商品を開発した。過去に類をみ

ない厳しい経済情勢のもと，今後も市場の要求にこたえる

よう努力していく所存であり，顧客各位のご指導をお願い

する次第である。

（2）

（1）

（2）

（1）

（3）
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補助接点ユニット�
（4接点）�

補助接点ユニット�
（2接点）�

主回路サージ�
吸収ユニット�

主回路サージ�
吸収ユニット�

コイルサージ�
吸収ユニット�

補助接点ユニット�
（2接点）�

補助接点ユニット�
（2接点）�

動作表示ランプ�

単独設置�
ユニット�

ダイヤル�
カバー�

サーマル�
リレー�

リセットレリーズ�

インタロック�
ユニット�

寿命カウンタ�
ユニット�

IC 出力用コイル�
駆動ユニット�

図６　SC-Eシリーズ用オプション 表５　ミニコンタクタ SC-M シリーズ�

機　種� 型　式�

電磁石容量�

投入 VA�
（50 Hz）�

交流操作形電磁接触器�

直流操作形電磁接触器�

SC-M01�
SC-M02

32 VA

消費電力�

1.5 W

3 W

1.2 W

2 W

SC-M01/G�
SC-M02/G

SC-M01/G1�
SC-M02/G1

SC-M01/G2�
SC-M02/G2



元信　昌弘

電子化機器の開発・設計に従事。

現在，吹上工場器具設計部。

宮野　敏明

電子化機器の開発試験に従事。現

在，吹上工場品質保証部。
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まえがき

長寿命，高頻度開閉，無騒音，メンテナンスフリーを目

的に開発した電磁接触器の無接点化機器であるソリッドス

テートコンタクタ（SSC）SSシリーズは，三極品では

AC240V 3 ～ 120A，AC480V 30 ～ 120A，単極品では，

AC240V 10 ～ 200A，AC480V 20 ～ 200Aの基本機種の

シリーズ化を図っており，電動機やヒータなどの各種負荷

の制御用として幅広く適用され，好評を博している。

このたび，各種機械装置の制御盤の省スペース化や省配

線化の要求に対して，三相誘導電動機の正転・逆転運転オ

ンオフ制御を 1 台の SSCで可能な可逆一体形 AC240 V

SSCを開発した。以下にその概要と特長を紹介する。

可逆一体形SSCの概要

今回開発した可逆一体形 SSCの外観を図１に，仕様お

よび定格を表１に示す。

主回路仕様 AC240V 5A，11A，18A（操作電源電圧

仕様DC24V）の計 3型式を開発した。

２.１ 特　長

電動機容量 0.1 ～ 3.7 kWが適用可能な SSCをそろえ

ている。

標準の非可逆形三極 SSシリーズ（AC240V，SS20 ～

50）と同一寸法のケースに収納した小型形状である。

SSC 2 台を使用するときと比べ，取付け床面積を約

50 ％低減，また，取付け・配線作業も容易に行えるな

どのメリットがある。図２に接続例を示す。

正転・逆転の同時投入を防止する操作入力のインタ

ロック回路を内蔵している。

正転または逆転信号に同期した補助出力回路を内蔵し

ている。

正転・逆転信号の入力状態を確認できる動作表示

LED（Light Emitting Diode）および冷却フィンを標準

装備している。なお，使用する冷却フィンは標準三極

SSシリーズと同一である。

操作電源回路および主回路の各素子にサージ吸収素子

を内蔵している。

２.２ 制御回路

新型 SSCの制御回路構成を図３に示す。操作信号が正

転（F端子）または逆転（R端子）に入力されることによ

り正転・逆転信号を判別する信号判別回路，同時投入防止

のためのインタロック回路，正逆切換時間を 100msに設

定したタイマ回路を内蔵している。

従来の SSC2 台を組み合わせて可逆運転制御を行う SSC

専用の可逆ユニット（SY-R-□）との制御上の主な相違

点は次のとおりである。

正転・逆転信号が同時投入された場合，出力停止とし

ている。これにより同時信号投入時の出力同時オンを防

止している。図４に動作パターンを示す。

補助出力を内蔵しているので，外部への動作情報出力

などに対応できる｡

２.３ 電動機への適用例

電動機負荷の場合，投入時に大きな始動電流が流れるた

め，始動電流，始動時間，使用率，開閉頻度などの運転条

件により適用する SSCのフレームサイズが異なる。これ

は SSCの主回路素子の許容接合温度が 125 ℃で制限され

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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元信　昌弘（もとのぶ　まさひろ） 宮野　敏明（みやの　としあき）

図１　可逆一体形SSCの外観



可逆一体形ソリッドステートコンタクタ

ており，前述の条件の違いにより素子の発熱が大きく変化

するためである。

図５に電動機の直入れ始動の運転パターンを示す。表２

は，始動電流が 6 倍で開閉頻度 1,200 回/時，使用率 25 ％

の場合を例に，始動時間によって SSCの型式が選定でき

るようにまとめた選定表である。同様にインチング適用に
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表１　可逆一体形 SSC の仕様および定格�

項　目�
SS052R-3-D5 SS112R-3-D5/F SS182R-3-D5/F

4.8 A

0.2 A�

48 A�

57.6 A

11.1 A

0.5 A�

111 A�

133.2 A

17.4 A

0.75 kW�
4.8 A

2.2 kW�
11.1 A

3.7 kW�
17.4 A

0.5 A�

174 A�

208.8 A

150 A 365 A 875 A

型　式�

適用電動機容量�
（3φ，200 V，AC-3）�

最小負荷電流�

閉路・遮断電流�

閉路時電圧降下（最大）�

開路時漏れ電流（最大）（AC240 V，60 Hz）�

約770 g約450 g 約990 g

適用冷却フィン�

定格使用電圧�

使用電圧範囲�

消費電流�

操作信号�

動作時間�

復帰時間�

インタロック時間（F，R 切換時）�

F，R 同時入力時�

出力方式�

定格使用電圧�

使用電圧範囲�

定格通電電流�

閉路時電圧降下�

質　量�

使用温度範囲�

相対湿度�

標　高�

温度上昇�（100％  n，100％   n）�I V

DC24 V�

DC20.4～26.4 V�

30 mA 以下（at DC20.4～26.4 V）�

「入力端子」と「一端子」間を接点閉で始動�
（接点仕様 DC12 V，1 mA）�

2 V 以上 8 V 以下�

正転，逆転入力時 LED（赤）�

10 ms 以下�

1/2サイクル＋10 ms 以下�

100 ms ±20 ms�

F，R 出力停止�

三相2回路（R，T相）可逆構成（S相電源ー負荷間は内部で短絡）�

AC200～240 V�

AC170～264 V�

50/60 Hz

1.6 Vrms（at100％  th）�

100 mA

I

npn トランジスタオープンコレクタ�
（F または R 信号ありでオン，同時入力時はオフ）�

DC24 V�

DC20.4～26.4 V�

50 mA 以下�

1.0 V 以下�

－10～＋60℃�

45～85％（結露なし）�

2,000 m以下�

主回路端子　　65℃以下�
操作回路端子　65℃以下�
ベース　　　　65℃以下�

AC2,000 V　1分間�
印加箇所：主回路・操作・補助出力回路端子一括ーベース（フィン）間�
　　　　　主回路端子一括ー操作・補助出力回路端子一括間�

100 MΩ以上（DC500 V メガー）�
印加箇所：主回路・操作・補助出力回路端子一括ーベース（フィン）間�
　　　　　主回路端子一括ー操作・補助出力回路端子一括間�

耐久 10～20 Hz，複振幅 2.6 mm�

耐久 200 m/s2

耐電圧�

絶縁抵抗�

耐振性�

耐衝撃性�

AC-3�

AC-4

有接点信号�

無接点信号�

動作・復帰電圧�

入力表示�

主回路素子構成�

定格使用電圧（  n）�

使用電圧範囲�

定格周波数�

定格通電電流（ th）（AC-1）�

V

I

主
回
路
部�

操
作
回
路
部�

補
助
出
力
回
路
部�

非繰返しサージオン電流（ TSM）�
〔60 Hz，正弦波，1サイクル，定格負荷状態〕�

I

なし� あり� あり�
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おける選定表を表３に示す。

２.４ 過負荷短絡保護協調

SSCは過負荷短絡保護器とともに使用するので，これ

らの機器と保護協調を考慮する必要がある。各保護機器の

動作特性と SSCの過電流耐量特性の十分な整合を図って，

機種の選定をしなければならない。

可逆一体形 SSCにおける保護協調検討図を図６に，保

護機器との組合せ選定表を表４に示す。この組合せは過負

荷領域と短絡領域で次に述べる条件を満たすように選定し

たもので，全領域にわたって SSCを保護することが可能

である。

〈条件 1〉過負荷領域

SSCの過負荷特性（過負荷時の許容通電時間特性）が

モータブレーカ，またはサーマルリレーの動作特性より上

位にあること。また同時に，半導体保護用ヒューズの繰返

し負荷特性（不劣化特性）より上位になければならない。

〈条件 2〉短絡領域

次の ， を満たすこと。

SSCの非繰返しサージオン電流の許容時間特性が，

モータブレーカの動作時間特性と半導体保護用ヒューズ

の動作時間特性とで囲まれた領域の上位であること。

SSCの許容 I 2 tが半導体保護用ヒューズの全遮断 I 2 t（2）

（1）

（2）（1）
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正転(F)�
信号�

逆転(R)�
信号�
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図４　動作パターン
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図５　直入れ始動の運転パターン

表２　直入れ始動への適用例�

電動機容量�

0.1 kW�

0.2 kW�

0.4 kW�

0.75 kW�

1.5 kW�

2.2 kW�

3.7 kW

負荷電流�0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75

始動時間�Ts（s）�

0.58 A�

1.8 A�

3.2 A�

4.8 A�

8.0 A�

11.1 A�

17.4 A

™AC220 V 用三相かご形電動機の直入れ始動への適用（AC3級），開閉頻度：1,200回/時，使用率：25％，始動電流�I Is＝6  n

SS052R

SS052R

SS052R SS112R

SS052R SS112R

SS112R SS182R

SS112R SS182R

SS182R



可逆一体形ソリッドステートコンタクタ

より大きいこと。

SSCの完全保護が要求される場合は上記条件を両方満

足することが必要であるが，二次災害への波及防止目的の

み考慮した保護機器と組み合わせて SSCを使用する考え

方もある。この場合，SSCの主回路素子が先に損傷して

しまうおそれはあるが，保護機器の定格遮断容量以下の短

絡電流であれば二次災害への波及事故は防止できる。

あとがき

以上，今回開発した SSCの性能，仕様について紹介し

た。今後も市場動向に注目し，新しいニーズに対応した商

品を開発していく所存である。

参考文献

石川雅英ほか．ソリッドステートコンタクタ．富士時報．

vol.60，no.2，1987，p.134-141．

田中順造ほか．ソリッドステートコンタクタの特徴と使い

方．富士時報．vol.68，no.8，1995，p.442-446．

（2）

（1）
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表３　インチングへの適用例�

電動機容量�

0.1 kW�

0.2 kW�

0.4 kW�

0.75 kW�

1.5 kW�

2.2 kW�

3.7 kW

負荷電流�0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75

始動時間�Ts（s）�

0.58 A�

1.8 A�

3.2 A�

4.8 A�

8.0 A�

11.1 A�

17.4 A

™AC220 V 用三相かご形電動機のインチング適用（AC4級），開閉頻度：1,200回/時，始動電流�I Is＝6  n

SS052R

SS052R

SS052R SS112R

SS052R SS112R

SS112R SS182R

SS112R SS182R

SS182R

表４　過負荷短絡保護協調の選定表�

SSC
適用電動機容量�

型　式� I  t
2
（A

2
s）�

SS052R�

SS112R�

SS182R

94�

560�

3,200

0.4 kW�

0.75 kW�

2.2 kW

モータブレーカ型式�

SA33CM/2.6�

SA33CM/4�

SA33CM/10

サーマルリレー型式�

TR-0NH/3　1.7 A�

TR-0NH/3　2.8 A�

TR-0NH/3　7 A

半導体保護用ヒューズ�

型　式� I  t
2
（A

2
s）�

CR2LS-10�

CR2LS-30�
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40�
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図６　過負荷短絡保護協調検討図
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まえがき

パソコンやインターネットなどのオープンな基盤技術の

発展は，ビルオートメーションや施設管理の分野において

も，それら技術を有効に利用して最適なシステムを構築す

ることが重要な課題となっている。従来のメーカー独自仕

様の機器でシステムを構成する場合に比べて，オープンシ

ステムを採用することで，

サブシステム間の連携や上位システムとの接続がス

ムーズに行える。

システム間を接続するためのエンジニアリング作業が

大幅に削減される。

システム全体の開発・保守費用の低減が図れる。

システムの一部変更や追加が容易となる。

などのメリットが得られ，段階的にシステムを拡張してい

くような大規模なアプリケーションに適している。

オープンネットワークとしてファクトリーオートメーショ

ン分野では DeviceNet，OPCN-1，PROFIBUSなどの

フィールドバスが普及しているが，ビルや設備用のオープ

ンネットワークとしては，図１に示すように LONWORKS
〈注1〉

を中心に据えたネットワーク構成に注目が集まっている。

富士電機ではこれらの市場動向にこたえるため，機器の

LONWORKS 対応とともに AS-i（Actuator-Sensor-inter-

face）機器の品ぞろえを進めている。以下にこれらネット

ワークの概要と商品の一部を紹介する。

LONWORKSの概要と特長

LONWORKSは米国Echelon Corp.にて開発され，ANSI/

EIAで標準化された分散制御用ネットワーク技術であり，

ビルおよび工場の自動化，ホームオートメーション，電

気・ガスなどの広域モニタリング，交通システムなどの分

野で利用が進んでいる。その特長と仕様を以下に述べる。

２.１ LONWORKSの特長

分散制御：通信モジュールに制御アプリケーションを

内蔵可能

オープン：複数ベンダーから供給される商品の相互接

続を保証

フリートポロジー：バス，ループの混在，階層化ネッ

トワークが可能

長距離：最大 2,700m（バストポロジー）

多様な通信媒体：ツイストペア線，電力線，光ファイ

バ，無線，赤外線の適用が可能

ネットワーク構成変更：接続変更はネットワーク上の

パソコンで容易に可能

２.２ LONWORKSの仕様

LONWORKSの通信仕様を表１に示す。

図１における制御系以下のすべての機器を LONWORKS

で構成することはもちろん可能であるが，LONWORKS

の通信回路が比較的高価なこともあり，富士電機ではセン

サやアクチュエータなどの単純な入出力デバイスにおいて

は，LONWORKSとともに，AS-i 機器を有効に組み合わ

せることで，システムの低コスト化，ならびに配線作業工

数の低減を図ることを提案している。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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山水　英貴（やまみず　ひでき） 神崎　　昇（かんざき　のぼる） 森　　文治（もり　ぶんじ）

Ethernet
＊�

情報系ネットワーク�

LONWORKS
制御系ネットワーク�

＊Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標�

AS-iデバイスレベル�
ネットワーク�

図１　ネットワーク階層構成

〈注１〉LONWORKS ：米国 Echelon Corp. の登録商標
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AS-i の概要と特長

３.１ AS-i の概要

AS-iはネットワーク階層構成の最下位層に位置づけら

れるデバイスレベルのオープンネットワークであり，EN

50295および IEC62026-2にて規格化されている。

は，ヨーロッパではすでに10年前から紹介され，デバイス

レベルの省配線バスシステムでは主流となっている。また

AS-iの普及団体として，ドイツに本部を置く 協会

（AS-International Association）があり，2001年４月には，

フランス，イギリス，イタリア，スイス，ベルギー，ス

ウェーデン，アメリカ，ブラジル，ニュージーランドに続

く10番目の国別協会として，日本AS-i 協会が設立された。

AS-iはスレーブおよびセンサへの電源供給と信号伝送

が同時に行える 2 線式シリアル配線システムであり，耐環

境性に優れた IP67の保護構造を持つスレーブが用意され

ており，厳しい環境下でも信頼性の高い省配線が実現でき

るため，自動車関連の搬送設備をはじめ，食品関連設備や

半導体装置などでも採用が進んでいる。

AS-iの機器構成を図２に示す。AS-iシステムは

マスタ〔プログラマブルコントローラ（PLC）用マスタモ

ジュールまたは他のネットワークとのゲートウェイ〕，

AS-i 電源，および スレーブで構成される。

３.２ AS-i の特長

３.２.１ 省配線

スレーブとセンサへの電源供給線に信号を重畳できる。

AS-iケーブルとスレーブとの配線はピンによる圧接

方式のため，従来のねじ端子に比べ工数が低減できる。

しかも AS-iケーブルの断面は非対称であるため，極性

を間違わずに装着できる。

センサ，アクチュエータとスレーブとの接続は，コネ

クタによりワンタッチでできる。

３.２.２ ノイズに強い

AS-iのデータ信号波形を図３に示す。

データ信号はマンチェスタⅡ符号にコード化後，交番パ

ルス変調（APM）方式により sin2 波形で ケーブル

上に送信しているため，AS-iケーブルからの放射ノイズ

により他の機器に影響を与えることがなく，また終端抵抗

が不要になる。この変調方式を使用した のプロトコ

ルは，多くの規則性と冗長性を含んでいるためデータの高

い信頼性が得られる。

３.２.３ 入出力データの高速リフレッシュ

取り扱う送信・受信データの単位を 4ビットとし，効率

的なデータフレームにより，ディジタル入出力 248 点を約

5 msでリフレッシュする。

３.２.４ スレーブ交換時の自動アドレス設定

スレーブには，種類を識別するため情報コード（I/O 情

報，IDコード）があらかじめ書き込まれている。初期設

定時にこの情報とスレーブのアドレス番号をマスタが自動

的に記憶することにより，スレーブの交換時に従来行って

いるアドレスの書込み作業が必要なく，マスタが同じ種類

のスレーブかどうかを判別して，自動的に交換前に設定し

てあったアドレス番号を書き込む。

３.２.５ マルチベンダー

AS-iは国際規格に基づくオープンネットワークである。

異なるメーカーの機器でも同一のネットワーク上で動作す

るため，日本をはじめアメリカ，ヨーロッパでも共通の機

器が使用できる。また世界中で 100 社以上のメーカーが

AS-i 協会に参加しているため，機器の調達が容易である。

AS-i

AS-i

（3）

（2）

（1）

AS-i

AS-i

AS-i

AS-i
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表１　LONWORKS の仕様�

項　目�

伝送路形態�

伝 送 媒 体 �

伝 送 速 度 �

伝 送 距 離 �

プロトコル�

ノ ー ド 数 �

* LonTalk：米国 Echelon Corp. の登録商標�

仕　様�

バス，フリー�

ツイストペア線，同軸ケーブル，電力線，�
光ファイバ，無線，赤外線�

0.6 k ビット/秒～1.25M ビット/秒�

バ　ス：2,700 m�
フリー：500 m

LonTalk*（予測 p-パーシステント CSMA 方式）�

最大 127 ノード/サブネット�
最大 255 サブネット/ドメイン�

スレーブ�

DeviceNet，OPCN-1，LONWORKSなど�

AS-i電源�

AS-i

PLC用�
マスタモジュール�

センサ，�
アクチュエータ�

ゲートウェイ�
（マスタ）�

スレーブ�スレーブ�

図２　AS-i の機器構成

マンチェスタⅡ�
コーディング�

データ信号�

1

0

2

0

3

1

4

0

5

0

6

1

ビット番号�

APM方式�
での変調�

図３　AS-i のデータ信号波形
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３.３ AS-i の仕様

AS-iの主な仕様を表２に示す。

LONWORKS商品の紹介

４.１ MICREX-SX用 LONWORKSモジュール

富士電機の汎用 PLCである MICREX-SXシリーズに

LONWORKSインタフェースモジュール（NP1L-LW1）を

搭載することによって，MICREX-SXのシステムが LON

WORKS 上の一つのノードとなる。

通常，LONWORKSのノード開発は C 言語をベースと

した専用言語で行うため，C言語に関する専門知識と経験

を必要とするが，本モジュールを搭載した MICREX-SX

シリーズでは，ラダー，ニーモニックなど IEC 準拠の 5

種類の PLC 用言語をサポートした PLC 用プログラミング

ツール（D300Win）と LONWORKS 用変数定義ツール

（LonDef）を用いて制御内容を記述することができる。

商品の外観を図４に，システム構成を図５に，主な仕様

を表３に示す。

４.２ I/Oターミナル

コンパクトなフレームサイズ，メンテナンスを重視した

着脱式端子構造，端子ねじを緩めると端子ねじが自立する

セルフアップねじ構造を特長とした端子台タイプの I/O

ターミナルシリーズに，LONWORKS 通信タイプ（NR1

LW）を開発し，現在フィールドテスト中である。

商品の外観を図６に，主な仕様を表４に示す。

４.２.１ ネットワーク変数

I/Oターミナルで使用するネットワーク変数
〈注2〉

は，すべて

LonMark 協会
〈注3〉

で定める標準ネットワーク変数を使用して

いる。入出力オブジェクトのデータ構成は，LonMarkで

必要とされるネットワーク変数に加えて，機器固有のオプ

ショナルネットワーク変数とオプショナルコンフィグレー

628（34）
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表２　AS-i の仕様�

項　目�

伝送路形態�

伝送媒体�

最大ケーブル総延長�

変調方式�

スレーブ接続数�

最大 I/O 点数�

I/O サイクルタイム�

伝送速度�

通信制御方式�

スレーブのアドレス�
　　　　　　　設定�

スレーブ，センサ�
　　　への電源供給�

国際規格化�

仕　様�

バス，スター，ツリー，リング�

専用平行2心ケーブル（黄色：通信用，�
黒色：出力用 DC24 V 供給）�
ただし，キャプタイヤケーブルでも可能�

100 m（リピータ機器使用により300 mまで�
延長可能），終端抵抗不要�

交番パルス変調（マンチェスタⅡ符号，sin2パルス�
信号）�

最大31台�

248点（8点×31台，4 I/4 O）�

約5 ms（31台接続時）�

167 kビット/秒�

ポーリング/セレクティング�

アドレス設定器，または AS-i マスタから設定�
（不揮発性メモリに保存）�

AS-i 電源（通信用，DC30 V/2.4 A）から�
通信線を介して供給�

EN50295，IEC62026-2

中央監視�

エリアコントローラ/ゲートウェイ�

P
IO

Ethernet

LONWORKS

I/Oターミナル�

統合コントローラ�
MICREX-SX

AS-iその他オープンネットワーク�

他社機器�

現場機器�現場機器� 現場機器�

図５　NP1L-LW1のシステム構成

表３　NP1L-LW1 の仕様�

項　目�

ネットワークへの接続台数�

MICREX-SX システム上の�
　　　　　　　　　　 台数�

トランシーバ�

最大 NV 数�

最大 CP 数�

NV および CP の SX CPU �
　　　　　  内メモリ割付け�

入出力領域占有ワード数�

占有スロット数�

仕　様�

最大 64 台/チャネル�

最大 2 台/コンフィグレーション�

FTT-10A（78 kビット/秒）�

300 個�

200 個�

入出力メモリ（I/Q），標準メモリ（M），�
リテインメモリ（M）に割付け�

入力：64ワード，出力：64ワード�

1スロット�

〈注２〉ネットワーク変数：LONWORKS 上で情報交換するための

データ形式

〈注３〉LonMark 協会：LONWORKS 上の機器の相互接続性を保

証するための団体

図４　NP1L-LW1の外観

AF00-197
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ションプロパティ
〈注4〉

を追加し，信頼性を向上している。ネッ

トワーク変数一覧を表５に示す。

DIはパルス入力としても使用可能で，停電の際パルス

カウント値は内部メモリにバックアップされる。

４.３ F-MPC/LONデータロガーゲートウェイ

４.３.１ 機器構成

Ｆ-MPC/LONデータロガーゲートウェイ（UM10-02）

は，RS-485 通信によって最大 4台の電力監視用機器であ

る F-MPC機器（F-MPC60B，F-MPC04，F-MPC04Pな

ど）に対してポーリングを行い，収集した電力量データを

LONWORKSのネットワーク変数に変換して送信する。

さらにバックグラウンド機能として，最大30台の F-

MPC 機器から，240 回路分の電力情報を 1 時間ごとのサ
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〈注４〉コンフィグレーションプロパティ：機器の動作モードを設

定するための制御パラメータ（例えば温度の上下限など）表４　NR1LW の仕様�

項　目�

一
　
般�

入
出
力�

通
　
信�

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト�

電　　　　　源�

外　形　寸　法�

パ ル ス 入 力�

ディジタル入力�

リ レ ー 出 力�

トランシーバ�

伝　送　速　度�

伝　　送　　路�

ノード�
　オブジェクト�

DI�
　オブジェクト�

DO�
　オブジェクト�

PI�
　オブジェクト�

仕　様�

DC21.6 ～ 26.4 V�

W148×H50×D40（mm）�

2点，7 mA ソース/24 V�

7点，7 mA ソース/24 V�

2点，DC30 V または AC250 V，2 A/点�

FTT-10A�

78 kビット/秒�

フリートポロジ，ツイストペアケーブル�

LonMark 準拠仕様�

LonMark 準拠オープンループセンサ�
オブジェクト仕様�

LonMark 準拠クローズドループアクチュエータ�
オブジェクト仕様�

LonMark 準拠オープンループセンサ�
オブジェクト仕様�

表５　ネットワーク変数一覧�

種　別�

ノードオブジェクト�

DI オブジェクト�

DO オブジェクト�

PI オブジェクト�

変数名�

nvi00Request�

nvo00Status�

nvoDI00Value�

nvoDI00ChAlm�

nciDI00Direction�

nciChAlmCount�

nviDO00Value�

nvoDO00SteAlm�

nvoDO00ConAlm�

nciDO00Direction�

nciDO0ConAlmT�

nciDO0C�

nvoPi00Value�

nciPi00Direction

データ型�

SNVT_obj_request�

SNVT_obj_status�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_count�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_time_sec�

SNVT_count�

SNVT_state�

SNVT_state

説　明�

�

�

入力状態を通知�

チャタリング異常を通知�

DI 動作の許可・禁止�

チャタリング異常の検出条件�

出力指令�

出力状態不一致の異常通知�

制御異常を通知�

DO 動作の許可・禁止�

異常監視時間の設定�

異常監視フィードバック入力を指定�

カウントしたパルス数�

PI 動作の許可・禁止�

図６　NR1LWの外観

AF99-371

F-MPC04 UM10-02

LONWORKS

F-MPC04

F-MPC04P

F-MPC60B�
F-MPC04�
F-MPC04P�
PPM

RS-485

最大合計30台�

図７　F-MPCのシステム構成
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ンプリングで最大40日分蓄積することができる。これらの

蓄積データは LONWORKSに接続したパソコンで読み出

して処理することができる。

ゲートウェイ方式としたため，既存の F-MPC機器を用

いて容易に LONWORKS 対応の電力監視システムを構成

することができる。

システム構成を図７に示す。

４.３.２ 内部構成

機器内部は，ニューロンチップ
〈注5〉

と16ビット CPUで構成

し，CPU相互の接続はパラレル I/Oインタフェースを用

いて，信頼性の高いトークンパッシング・ハンドシェーク

方式で情報の受渡しを行っている。機能的には，ニューロ

ンチップは通信処理専用として使用し，アプリケーション

ソフトウェアは16ビット CPUにより実行する方式として

いる。

主な仕様を表６に示す。

４.４ プログラマブル操作表示器（POD）

LONWORKS 対応 PODは，UG20シリーズの通信イン

タフェース部に LONWORKS通信インタフェースモジュー

ルを装着したもので，照明・空調その他設備制御システム

において，機器の監視・操作・設定を行うためのヒューマ

ンマシンインタフェースとして使用することができる。

LONWORKS 対応 PODの外観を図８に，主な仕様を表

７に示す。

AS-i 商品の紹介

５.１ AS-i マスタの種類と特長

５.１.１ マスタの種類

AS-iマスタの品ぞろえを図９に示す。マスタは，Device

Netおよび OPCN-1などの上位のオープンネットワーク

に対応したゲートウェイ，MICREX-SXシリーズおよび

FLEX-PC NJシリーズのベースに装着できるマスタモ

ジュール，マスタ機能を内蔵した PLC（FLEX-PC NB6）

がある。図１０に DeviceNet 用ゲートウェイの外観を示す。

５.１.２ マスタの特長

異常箇所の特定が容易

AS-i 通信異常時に，脱落したスレーブのアドレス番号

（1）

630（36）
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表６　UM10-02 の主な仕様�

項　目�

電　源　仕　様�

外　形　寸　法�

通　信　仕　様�

カレンダー機能�

蓄 積 デ ー タ�

オブジェクト構成�

ネットワーク変数�

仕　様�

DC12 ～ 30 V�

W49.3×H100×D105（mm）�

時計機能停電保持10日�

線間電圧，相電圧，電力量，力率�

78 kビット/秒，�
フリートポロジー，ツイストペア線�
トランシーバ：FTT-10A

ノードオブジェクト：LonMark 準拠仕様�
電力計測オブジェクト：独自形式�
データロガーオブジェクト：独自形式�

積算電力量：SNVT_elec_whr_f×48

図８　LONWORKS対応PODの外観

〈注 5〉ニューロンチップ：通信処理と分散制御を行うための LON

WORKS 専用 CPU

表７　LONWORKS 対応 POD の主な仕様�

項　目� 仕　様�

UG520�

12.1�

800×600

機　　　　種�

画面サイズ（インチ）�

表示解像度（ドット）�

液晶デバイス�

タッチパネル�

電　　　　源�

動作周囲温度�

取　付　け�

保 護 構 造�

トランシーバ�

伝 送 速 度�

最大制御点数�

UG420�

10.4

640×480

UG320�

7.7

STNカラー�TFT/STNカラー�

AC100～200 V，DC24 V

0～50℃（ただし STNカラータイプは0～40℃）�

パネル埋込み�

IP65（パネル前面）�

FTT-10A�

78 kビット/秒�

256点�

アナログ方式（分解能：1,024×1,024）�

DC24 V

UG221�

5.7�

320×240�

カラー/モノクロ�

20×12マトリックス�
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を表示する。また AS-i 電源，上位通信の状態も表示でき

る。

初期設定が容易

本体表面の押しボタンスイッチのみでスレーブの構成情

報登録ができ，設定用のローダなどを接続する必要がない。

上位とのインタフェースの共通化

ゲートウェイでは上位のネットワークが異なっても，

I/Oデータなどのメモリマップの仕様がほぼ同じであるた

め，顧客のアプリケーションプログラムが共通化しやすい。

５.２ AS-i スレーブの種類と特長

５.２.１ スレーブの種類

AS-iスレーブの品ぞろえを図 に示す。スレーブは使

用する環境レベルに応じて最適なものを選択することがで

きる。盤内用では端子台型スレーブ，比較的環境の良い盤

外用としては防じん型スレーブ，環境の厳しい盤外用とし

ては薄型スレーブ，小型スレーブ，およびボックススレー

ブがある。図 に防じん型スレーブの外観を示す。

５.２.２ スレーブの特長

薄型スレーブおよび小型スレーブとセンサ，アクチュ

エータとの接続はM12，M8コネクタ（IEC60947-5-2）

によりワンタッチ接続が可能

薄型スレーブおよび小型スレーブは，センサ電源およ

び出力の短絡保護機能を内蔵。防じんコネクタ型スレー

ブはセンサ電源の短絡保護機能を内蔵

防じん型スレーブ，薄型スレーブおよびボックススレー

ブは取付け後にアドレス設定が可能

通信異常，アドレス未設定状態，入出力状態などを表

示

あとがき

LONWORKSについては欧米での普及に対し日本では

まだ導入段階であり，本稿に紹介した商品を足がかりに顧

客ニーズの把握に努め，今後商品系列の拡大を図っていく

所存である。

参考文献

LONWORKSについては，以下のWebサイト参照。

Echelon Corp.： http://www.echelon.com

LonMark 協会： http://www.lonmark.org

福間廣一ほか．LONWORKSの施設管理への適用．富士

時報．vol.72，no.12，1999，p.661-665．
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Tリンク�
/AS-i

DeviceNet�
/AS-i

OPCN-1�
/AS-i

MICREX-SX

FLEX-NJ

FLEX-NB6

ゲートウェイ�

マスタ機能内蔵PLC

PLC用マスタモジュール�

プライベートネットワーク� オープンネットワーク�

CCリンク�
/AS-i

図９　AS-i マスタの品ぞろえ

ボックス�
スレーブ�
（Mag）�

小型スレーブ�
（M8）�

薄型スレーブ�
（M12）�

端子台型スレーブ�

防じん�
コネクタ型�
スレーブ�

盤外�

盤内・箱内�

環境レベル�

IP20 IP40 IP65 IP67

取
付
場
所�

図１１　AS-i スレーブの品ぞろえ

図１２　防じん型スレーブの外観

AF00-22

図１０　DeviceNet 用ゲートウェイの外観
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まえがき

地球温暖化現象やオゾン層の破壊など，現在の環境問題

は地球規模の課題であり，国際的な環境保護活動の高まり

となっている。代表的な国際環境保護活動として，気候変

動枠組み条約締約国会議があり，1997年12月の京都会議

（COP3）において，二酸化炭素をはじめとする温室効果

ガスの排出量を1990年レベルより５％削減することを目標

とするとともに，各国の削減目標を規定し，日本は2008年

～2012年の間で1990年比で６％削減を国際公約としている。

大気中の二酸化炭素濃度は植物や海とのやりとりで一定

に保たれていたが，18世紀の産業革命ごろからの化石燃料

使用とその増加に伴い，過去 100 年で平均気温は 0.3 ～

0.6 ℃上昇したといわれている。さらに今後，現在の増加

が続いた場合，2100年には平均気温は 1.5 ～ 6.0 ℃，海面

水位は極地方の氷の融解により 50 ～ 80 cm，それぞれ上

昇するといわれている。これらの変化は，食料生産や居住

面積の減少，干ばつや洪水の増加など，さまざまな深刻な

影響を及ぼすことが予測され，早急な国際規模の歩調を合

わせた対策が必要となっている。

二酸化炭素濃度の抑制対策としては，①省エネルギーに

よる発生の抑制，②太陽光，風力などの自然エネルギーの

利用，③二酸化炭素発生量の少ないエネルギーへの転換，

④森林の保護，育成などが考えられるが，これらのうち，

省エネルギーは当面の最も有効かつ現実的な対策の一つと

考えられる。省エネルギー推進活動は，まさに二酸化炭素

排出削減活動であり，環境保護対策における重要な位置づ

けとなるとともに，国際的に最大限の努力の傾注と推進が

必要となっている。

次に国内の省エネルギーの進め方について考えると，

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネルギー

法）において，大口エネルギー需要家にあってはエネルギー

管理責任者の選任が義務づけられている。しかしエネルギー

は工場・事業所のあらゆる場所で使用されており，またエ

ネルギー管理責任者の第一の責務が必要エネルギーの安定

供給であることを考えると，エネルギー管理責任者だけで

省エネルギーを実現することは不可能に近い。効果的に省

エネルギーを推進するためには，消費側の意識高揚により

全員参加による無駄削減や問題点の抽出と改善推進が必要

となり，工場全体，部門，ライン，工程，設備ごとといっ

たきめ細かいエネルギー削減化目標推進と効果の確認・評

価により，PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルを

適切にまわすことが重要となっている。

省エネルギー推進の第一ステップは，エネルギー使用の

実態把握であり，現状の把握により問題点が明らかになれ

ば，解決方法の検討，実現性，投資と効果の経済性などを

踏まえ，具体的計画を実施に移すステップとなる。エネル

ギー量の実態把握のためには，現場計量機器の設置，その

データ採取およびデータ整理・解析をより確実にかつ経済

的に行うことが必要である。このような背景から，本稿に

おいては現場設置機器，そのネットワーク，および統合監

視システムをシリーズ商品としてまとめた F-MPCシリー

ズについて紹介する。

近年のエネルギー消費と省エネルギー法運用

動向

1997年に開催された COP3の議論を背景に，日本にお

いては省エネルギー法が改定，施行されたが，その取組み

状況については必ずしも十分でなく，改善の余地があるこ

とが指摘されている。1990～1999年度の最終エネルギー消

費の推移を図１に示す。対前年度比で見ると，1998年度の

みは景気の停滞によりマイナスとなっているが，他年度は

すべてプラスであり，1999年度が過去最高となっている。

また，（財）省エネルギーセンターの資料によれば，第一

種エネルギー管理指定工場に対して 1997～2000年度に実

施した工場調査・総点検の結果として，最近５年間平均で

エネルギー原単位
〈注1〉

が悪化した工場は全体の半数以上となっ

ており，省エネルギー法で定める「判断基準
〈注2〉

」の遵守状況

が不十分，また「管理標準
〈注3〉

」は未整備の工場が多く，今後

の省エネルギー取組み改善余地が相当あることが確認，指

摘されている。

（1）

省エネルギー支援・エネルギー監視機器
「F-MPCシリーズ」

632（38）
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以上の調査・総点検結果を踏まえ2001年度以降，第一種

エネルギー管理指定工場の工場調査に際し，調査結果を客

観的基準により点数化し指示の要否を決めることにより，

一層のエネルギー使用合理化の徹底を図ることが示されて

いる。第一種エネルギー管理指定工場の点検新スキームの

概要を図２に，判定処置の概要を表１に示す。

図２の事前調査表については，総括表・個表で構成され，

工場内の全エネルギー使用量の８割程度をカバーする範囲

の設備とするとともに，工場全体というよりは設備単位，

作業工程単位でのきめ細かいエネルギー管理を徹底するこ

とが要求されている。このことは，従来のエネルギー管理

がグロスで行われていたことの弊害を踏まえ，「エネルギー

の使い方を，よく見て，よく調べて，よく検討して，必要

なエネルギーを，必要なときに，必要な量だけ消費するシ

ステム構築」により，組織としての改善意欲の向上と活動

の活性化を図る取組みを狙いとしたものと判断できる。

省エネルギー法におけるエネルギー使用の合理化指針と

してエネルギー原単位が用いられており，企業活動におい

て，エネルギー原単位コストの削減はそのまま利益に直結

するものであり，また原単位管理によるエネルギーコスト

の削減，生産にリンクしたプロセスの構築は，物量変動に

左右されにくい強い体質にも直結するものである。まさに，

省エネルギー法による改善活動は，企業体質改善に直結す

るものといえる。

F-MPCシリーズ現場設置機器

F-MPCシリーズの動作原理，機能，性能およびディジ

タル技術の特徴などについてはすでに別稿で述べているの

で割愛させていただく。本稿では，その後の改良や機種整

備の概要について述べる。

エネルギー管理を進める際，エネルギー使用量の実態把

握，無駄の把握と，それを踏まえた実施可能な目標値設定，

および対策実施後の効果把握を行うことが活動の活性化や

実効を上げるうえで重要となる。このためには現場計量器

の設置とできるだけ細かい区分・頻度での測定が必要とな

るが，従来機器で行った場合，導入コストの上昇や測定の

煩雑化，さらにその投資効果への疑問から導入に踏み切れ

ないケースが目立った。また，計測点の削減によるグロス

管理，案分は対策・効果の実態が薄れてしまい，組織ぐる

みの活動になりづらい問題があった。

このような背景を踏まえ，高圧から低圧までの受配電盤，

二次変電所盤，低圧分電盤を設備の盤単位ごとに１台で，

かつ既存設備への取付けも容易とすることにより，経済的

に計測可能な多機能・集合型 F-MPCシリーズの機種整備

を行ってきた。これらは共通通信インタフェースを装備し，

上位装置によるデータ記録の自動化も可能であること，ま

たエネルギー計測機能のほか，従来の電気設備保全機能も

複合化していることから，従来行っていた保全業務も含め

たデータ自動収集化により，省力化が可能となるものであ

る。

なお，これら機器の導入に際し，当然のことながら可能

投資コストや設備の老朽化状況，リプレース時期，対応の

効果などを考慮し，計画的にシステムを構築していくこと

が重要である。ミニマム投資コストから得られるデータで

も，そのデータ分析やビジュアル化，データ整理を的確に

行うことにより十分に役立つことが多い。表２にシリーズ

商品の概要を，図３に受配電系統図と F-MPCシリーズ機

器を示す。

F-MPC60 型は，特別高圧から高圧までの受配電設備に

（2）
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経済産業省�
経済産業局�

省エネルギー�
センター�

工場�
（前年度に対象�
　業種を決定）�

事前調査票記入後返送�
（調査実施年度の5月末日）�

（総括表，個票）�
（自己採点結果）�

事前調査票送付�

調査結果により口頭指導，�
書面指導，立入検査など　�

図２　工場点検新スキームの概要
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図１　最終エネルギー消費の推移

表１　工場調査結果の判定処置の概要�

エネルギー原単位�判断基準遵守状況（点数）�

良好　　（80点以上）�

不十分　（50～79点）�

劣悪　　（50点未満）�

良好　　（80点以上）�

不十分　（50～79点）�

劣悪　　（50点未満）�

書面指導�

書面指導→経過報告�

省エネルギー法25条に�
よる立入検査（約半年後）�

特になし�

書面指導→経過報告�

省エネルギー法25条に�
よる立入検査（約半年後）�

判定・処置�

過去5年平均で�
悪化している�

過去5年平均で�
悪化していない�

〈注１〉エネルギー原単位：エネルギー使用量を生産量で割った値

〈注２〉判断基準：省エネルギー実施を図るため省エネルギー法で

定めたもので，これに沿って行う義務がある。

〈注３〉管理標準：判断基準に沿った，管理，計測，記録，保守・

点検などを行うにあたり，事業者が自ら定めるマニュアル
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おける保護継電器のディジタルマルチ化を主眼とし，併せ

て電気エネルギー計測，電気設備監視も含めた１回路用多

機能リレーである。F-MPC04 型は，電気エネルギー計測，

漏れ電流監視，電気設備監視，電気品質監視などの機能を

複合するとともに，１台で10回路（三相３線回路時）の計

測を可能とした配電監視ユニットである。例えば，低圧配

電盤などに本器１台を組み合わせることで，10回路の計

測・監視が可能となる。F-MPC04P型は，電気エネルギー

計測に的をしぼり，一層の小型化を図ったもので，１台で

８回路（三相３線回路時）の計測が可能な電力監視ユニッ

トである。さらに 1 回路計測用として PPM型マルチメー

タユニットをシリーズに加えた。既設配電盤，分電盤など

への取付けも，小型化により空きスペースへ設置でき，測

定回路数に応じ，F-MPC04P 型と PPM型を組み合わせ

使用することにより，より経済的な機器構成が可能である。

データ自動収集による省エネルギー管理支援

機器

従来，電力監視システムといえば，大がかりなコンピュー

タネットワークシステムを連想するが，省エネルギー解析

支援と考えたとき，必ずしもオンラインによる常設専用設

備は必要でない。解析に必要な期間，必要なポイントを，

必要なデータ収集周期で自動記録できれば，より経済的に

現状把握，現状解析，および対策効果の確認は十分に実現

可能である。このような観点から商品化したものを以下に

紹介する。

４.１ 電力監視ポータブル

コンパクトなケースに，F-MPC04P 型と LCD（Liquid

Crystal Display）パネルを一体収納した可搬型電力監視装

置で，電力データ自動収集やロギングを経済的に実現する

ものである。外観を図４に，商品仕様を表３に示す。

組合せ分割型電流センサ，セーフティクリップ付き電圧

プローブを用いて，既存電気設備や装置へ容易に装着可能

であり，期間仮設設置で簡単・経済的に電力監視・記録を

可能としている。計測データは本器の LCD画面モニタの

ほか，メモリカードに保存し，その保存データを付属の

「パソコン帳票作成ソフトウェア」により Excel
〈注4〉

ファイル

で出力できるので，データのグラフ化など見やすい形への
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表２　F-MPCシリーズ商品の概要�

分　類�

項　目�
多機能�
リレー�

集合型�
配電監視�
ユニット�

多回路型�
電力監視�
ユニット�

電力監視�
ユニット�

F-MPC�
60

F-MPC�
04

F-MPC�
04P

適用�
回路数�

計　測�

予防�
　保全�

保　　　護�

単相2線�

三相（単相）3線�

三相4線�

V，A，W，Wh�
ほか�

Whパルス出力�

プレアラーム，�
履歴データ�

○�

○�

○�

○�

○�

○�
（10回路）�

○�
（12回路）�

○�
（  8回路）�

○�
（  4回路）�

保　守�
高調波，�
履歴データ，�
デマンドほか�

制　　　御�

通　　　信�

○�
（1回路）�

○�
（  6回路）�

○�○� ○�

○� ○�

○� ○�

○� ○�

○�
○�

漏電リレー�

○�

○（シリーズ共通手順，RS-485）�

○：機能あり�

PPM

図４　電力監視ポータブルの外観

AF01-91

F-MPC60 フィーダユニット�
A  W  var  Wh
cos  50 51 50/51G
67DG

F-MPC60 フィーダユニット�
A  W  var  Wh
cos  50 51 50/51G
67DG

F-MPC60 受電ユニット�
A  V W var Wh varh
Hz cos  50 51 50/51G
67DG  27  59  64

F-MPC04 配電監視ユニット�
A  V W var Wh
cos  ELR  デマンド�
高調波  プレアラーム�

F-MPC04P 電力監視ユニット�
A  W Wh cos 最大W

MCCB�
（ZCT）�

MCCB

TR

ZCT

CT
VCB

6 kV�
220/440 V

Tリンク�

（上位コント�
　ローラへ）�

（上位コント�
　ローラへ）�

（1VT/2VT）�

（10回路）�

（8回路）�

ZVT

ZCT

CT

VCB

DS VT

CT

CT

MCCB

RS-485

RS-485

（1回路用）�

低圧�
分電盤�

高圧受配電盤�

二次変電所�

VCT

P
P
M

図３　受配電系統図と F-MPCシリーズ機器
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加工も容易に実現できる。期間電力，電力消費パターン，

運転パターン，および省エネルギー対策効果確認のための

前後計測比較など，１台を繰り返し多目的に活用できる。

４.２ F-MPC用データ蓄積ユニット

本器は，F-MPCシリーズ現場機器（F-MPC60，04，

04P，PPM型）を最大30台接続し，その計測データ，監

視データを自動収集するとともに，事前設定された周期で

内部メモリに蓄積する，データ蓄積ユニットである。外観

を図５に，商品仕様を表４に示す。

蓄積データの上位インタフェースとしては RS-232Cを

装備し，本器のディップスイッチの選択設定で，①パソコ

ン直接接続，② PHS（Personal Handyphone System）通

信接続，③電話回線用モデム通信接続が可能となっている。

本器がデータ蓄積機能を有していることにより，上位パソ

コンの常時接続は必要とせず，定期的なアップロードで電

力監視データのパソコンへの取り込みが可能である。パソ

コン収集データは付属の設定ソフトウェアで CSV（Com-

ma Separated Value）ファイル形式で自動出力するので，

Excel 表計算ソフトウェアを用いて，データのグラフ化な

ど見やすい形への加工も容易に実現できる。また，耐環境

性能は制御用電子機器相当の性能を有しているので，オ

フィス内はもとより，盤内の空きスペースなどへの設置も

可能である。PHS，モデム通信においては，F-MPC機器

で検出した異常検知時における自動ダイヤル発報機能も有

しており，広域リモート監視用途としても適用可能となっ

ている。システム構成の概要を図６に示す。

電力監視システムソフトウェア「F-MPC Net」

５.１ F-MPC Net の概要

F-MPCシリーズ機器の計測データや状態データを，汎

用パソコンを用いてデータ収集，モニタ表示，トレンド表

示，デマンド監視，帳票（日報，月報，年報）の作成・印

字・保存などを自動的に行う電力監視システム標準パッ
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図５　データ蓄積ユニットの外観

AF01-90

表３　電力監視ポータブルの商品仕様�

項　目� 仕　様�

制御電源� AC85～132 V　50/60 Hz

計測回路� 三相3線，単相3線，単相2線�

測定回路数�
8回路（共通電圧回路）�
（F-MPC04P型が最大4台外付け可)

測定回路電圧�

線間電圧�
直接：最大AC264 V�
計器用変圧器（VT）併用：440，3,300，�
　　　　　　　　　　　　 6,600 V/110 V

計測サンプリング周期�0.5/1/10/30/60 分から選択�

サンプリング記録回数�最大4,000回�

記録データ項目�
月日時分，各相電流，有効電力，有効電力量，無�
効電力，力率，線間電圧，デマンド最大値，ほか�

記録媒体� メモリカード�

寸　法�
W460×H350×D140（mm）�
（ポータブルケース）�

表４　データ蓄積ユニットの商品仕様�

項　目� 仕　様�

制御電源�
DC12～30 V�
（ねじ端子またはACアダプタ接続）�

取付け方法�
DINレール（35 mm）または�
ねじ取付け（M4×2）�

上位インタフェース� RS-232C

上位通信制御�
PHS，モデム：ATコマンド（準拠），�
パソコン：独自手順�

下位インタフェース� RS-485　F-MPCシリーズ機器と接続�

保存サンプリング周期�
1秒/1/5/10/15/30/60分から選択�
（カレンダー付き）�

蓄積データ量と�
　　　　蓄積可能期間�

サンプリング周期とデータ量による。�
（例）250量30分周期で約40日分，60分周期�
　　　で約80日分�

寸　法� W49.3×H100×D105（mm）�

F-MPC

RS-232C

専用パソコン設定�
ソフトウェア�

データ蓄積ユニット�
（UM10-01）�

システム構成�

データ収集�

データ集計�

フ
ィ
ー
ル
ド
計
測�

R
S-

4
8
5

図６　データ蓄積ユニットを用いたシステム構成の概要

〈注４〉Excel ：米国Microsoft Corp. の商品名称
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ケージソフトウェアである。

従来，電気設備の監視・保全や電力エネルギー管理シス

テムは，多岐にわたる顧客要求機能や画面要求に対応する

ため，基本システムソフトウェアを利用しつつも，専用ソ

フトウェアの作成で対応していた。これに伴い，多大なソ

フトウェア費用が発生するとともに，複雑・多岐にわたり

作成された専用システムソフトウェアは保守性にも難があ

り，顧客側では容易には変更できないといった問題が指摘

されている。この点を踏まえ，F-MPC Net 標準パッケー

ジソフトウェアは省エネルギー推進支援機能に狙いを絞り，

標準ソフトウェアによるシステム構築により，ソフトウェ

ア開発費用を極力抑えた電力監視システムを実現するもの

である。収集データは Excelへ連携されており，標準装備

したソフトウェアフォーマットのほか，ユーザーフォーマッ

トでの日報，月報といった帳票やグラフ作成・印字・保存

も，顧客が容易に作成可能となっている。表５に適用パソ

コン仕様を，表６にデータ表示画面と管理点数を示す。

標準パッケージ化により，システム装備機能や画面メ

ニューの目視によるユーザー事前確認も容易となり，設備

導入時のエンジニアリングや現地調整の時間も大幅に短縮

され，経済的な電力エネルギー監視システムを短期間で実

現可能としている。なお，F-MPC Net 電力監視システム

は，パソコンインストールやシステム設定を含めたシステ

ム一括対応（個別見積り）と，F-MPC Netシステムソフ

トウェア（CD-ROM有償）での提供を行っている。

５.２ ネットワーク構成

電力監視システムの導入におけるコスト構成は，現場機

器の導入・取付けコスト，パソコンなどの管理システムお

よびソフトウェアコスト，ならびに情報通信系の布設コス

トに大別される。ここでは，上位 LAN（Local Area Net-

work）などの情報ネットワークは本論の対象外とし，現

場に分散設置された F-MPCシリーズのデータ収集ネット

ワークについて述べる。

F-MPC Netシステムでは，ツイストペアケーブルを用

いた専用線ネットワーク（RS-485またはＴリンク）を基

本とし，布設困難な場合の無線化〔SS（Spread Spectrum）

無線〕，市販モデムを併用した電話回線使用，および構内

PHS 使用などの方式が対応可能となっている。システム

構成例を図７に示す。
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RS-232C/485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-232C

SSSS�
無線�SS�

無線�

変電所�

コンバータ�

オンライン�
アダプタ�モデム�モデム�

RS-485

オンライン�
アダプタ�

リピータ�

（a）RS-485専用線ネットワーク�

（b）SS無線ネットワーク�

（c）モデム公衆電話回線�

（d）PHS

図７　F-MPC Net のシステム構成例表５　F-MPC Net 適用パソコン仕様�

パソコン�

本体 CPU
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア�

DOS/V*
1

 機，PC/AT 互換機�

Pentium*
3

 233 MHz 以上�

本体 HDD

本体メモリ�

本体その他�

CRT

1 G バイト以上�

128 M バイト以上�

CD-ROM，MOドライブユニット付き�

解像度 1,024×768

OS

表計算ソフトウェア�

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア�

Windows NT 4.0*4

Microsoft Office97*5

電力監視�
システムソフトウェア�

*1　DOS/V：日本アイ・ビー・エム（株）の商品名称�

*2　PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の商品名称�

*3　Pentium：米国 Intel Corp. の登録商標�

*4　Windows NT：米国 Microsoft Corp. の登録商標�

*5　Microsoft：米国 Microsoft Corp. の登録商標�

F-MPC Net�
（富士電機製 CD-ROM）�

*2

表６　データ表示画面と管理点数�

画面名称� 最大表示/画面� 最大管理点数�

512点�

2,000点�

2,000点�

2点�

40点�

80点�

300点�

300点�

300点�

16点/画面�

16点/画面�

8点/画面�

1系統/画面�

8点/画面（任意2点選択）�

8点/画面（任意2点選択）�

10点/画面�

10点/画面�

10点/画面�

警報一覧画面�

状態表示画面�

計測表示画面�

�デマンド監視画面�

トレンド表示画面�

電力トレンド画面�

日報帳票画面�

月報帳票画面�

年報帳票画面�



省エネルギー支援・エネルギー監視機器「F-MPCシリーズ」

あとがき

「省エネルギー」機運が高まる中，電気設備の管理技術

者は電気にかかわる仕事の範囲に広がりを持つことが要求

され，従来の電気設備の保安確保，必要電力の確保に加え，

電力の高効率運用（エネルギーコストの削減）にかかわる

マネジメントも要求され，一方では固定費抑制の観点から，

保全コストの低減も求められているのが実態である。

エネルギーの高効率運用工場・事業所を目指して，「実

態把握→改善案の検討→具体的計画と効果目標の設定→実

施→効果確認」といった工程が繰り返されるわけであるが，

実態把握，効果確認といったデータ収集・帳票化・グラフ

化などはパソコンなどの電子機器が最も得意とする分野で

あり，また解析に要求される頻度での人手による巡回計測

は不可能である。このためのシステム投資と現有電気設備

での回収効果を考えたとき，例えば，

休憩時の照明の消灯徹底と消し忘れ防止（１日10時間

の業務時間中１時間分の消灯削減効果→ 10 ％）

空調の消し忘れ防止，きめ細かい運転による削減（同

上にて 10 ％）

生産設備の休憩時や段取り替え時の無駄抑制（仮に

3 ％）

大口設備負荷の運転パターン解析とピークの平準化に

よる契約電力の低減（仮に 5 ％）

などの電気料金削減効果を踏まえれば，大口電力需要家に

おいては十分な効果が期待されるものとなる。

今や「省エネルギー」はスローガンの時代から，まさに

実行の時代へと移行している。現場機器，簡易データ収集

機器，およびシステム商品の紹介を行ったが，今後とも顧

客各位のご指導をお願いするとともに，本稿が省エネル

ギーの推進に少しでも参考になれば幸いである。
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まえがき

近年，エネルギー需要の増大とその有効利用の面から，

コージェネレーションシステムなどの自家用発電設備の導

入が進んでいる。コージェネレーションシステムは，日本

コージェネレーションセンターの調査によると2000年 9 月

末現在で 3,233 件，発電容量約 530 万 kWが導入されてお

り，電力自由化などの環境変化と相まって今後も設置台数

が増加すると考えられる。

一般に自家用発電設備は，商用系統と連系して使用して

いるケースがほとんどである。したがって，商用系統側で

落雷などによる事故が発生した場合，遮断器によって事故

箇所を除去するまでの間は電源電圧が一時的に低下（瞬時

電圧低下）することになり，電圧の低下度，継続時間に

よっては需要家の負荷設備や連系されている自家用発電設

備にも悪影響を及ぼす。特に，エレクトロニクスを応用し

たシステム，機器は瞬時電圧低下が数十ms以内でも悪影

響を受けるものがある。従来の遮断器では，事故電流を遮

断するまでに数十～数百msの時間を要するため，上記の

ような機器に与える影響の重大さがクローズアップされて

きている。日本の送配電系統はきわめて高い信頼性を有し

ているが，送配電線への落雷などによる事故，それに伴う

瞬時電圧低下を防ぐことは現実的には困難である。

商用系統側での短絡事故による瞬時電圧低下時間を短縮

し，さらに自家用発電機からの流出短絡電流を抑制するこ

とによって自家用発電設備，およびそれに接続された重要

負荷設備を保護し，安定運転を継続するためには系統連系

点を高速で遮断する必要がある。

このようなニーズを受け，富士電機は大阪ガス（株）と共

同で短絡事故を高速で限流し，遮断する 6 kV 系統用の高

速限流遮断装置を開発したのでその概要を紹介する。

装置の概要

限流遮断の方式は，例えばゲートターンオフサイリスタ

などの自己消弧形半導体を適用した方式，半導体の通電損

失を低減するために機械式接点を併用した方式，超電導か

ら常電導への遷移に伴うインピーダンス変化を利用した方

式，アーク抵抗を利用した方式など種々の方式が開発され

ている。今回，開発した装置は先に開発済みの 1サイクル

高速真空遮断装置（1サイクル VCB）の高速駆動技術を

ベースに直流遮断などで実績のある転流遮断方式を組み合

わせた遮断部と高速検出器で構成されている。転流遮断方

式の原理は，あらかじめ充電したコンデンサから遮断部で

ある真空バルブに高周波の振動電流を供給して強制的に電

流ゼロ点をつくり消弧するものである。

本装置の主な仕様を表１に，基本構成を図１に示す。同

図は 1 相分の構成を示している。発生した三相短絡事故を

（5）

（4）（3）

（2）

（1）
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表１　高速限流遮断装置の仕様一覧�

仕　様�項　目�

構　　　　　　造�

保　護　等　級�

定　格　電　圧�

定 格 周 波 数 �

定　格　電　流�

定 格 遮 断 電 流 �

定 格 開 極 時 間 �

定格短時間耐電流�

動 作 方 式 �

屋内用キュービクル形高圧配電盤�
（JEM1425-CW/CX）�

高速遮断器は引出形，その他の機器は固定形�

投入操作方式�

耐　電　圧�
雷インパルス�

定 格 制 御 電 圧 �

高速遮断器�
補助開閉器�

補　助　電　源�

接　点　数�

開 閉 容 量 �

トリップ方式�

高速開極方式�

転 流 方 式 �

消 弧 方 式 �

商 用 周 波 �

IP2X

7.2 kV

50/60 Hz

1,200 A

3.5 kA

1 ms

20 kA，1秒�

電動ばね方式�

電圧引外し式（3サイクル遮断）�

電磁反発駆動方式�

振動電流重畳によるコンデンサ転流方式�

非線形抵抗によるエネルギー吸収方式�

22 kV，1分間�

DC100 V

4a＋4b

5 A

AC100/200 V，単相�

60 kV，1.2×50   s



6 kV系統用高速限流遮断装置

高速検出器が検出し，高速遮断器が遮断するまでの時間は

3ms 以内であり，周波数 60Hzの系統の短絡電流が波高

値に達する時間 4.17ms（1/4サイクル時点）より前に限

流し，遮断することができる。装置の外観を図２に示す。

以下に装置の動作を時系列的に説明する。発生した事故

は計器用変流器（CT），計器用変圧器（VT）を介して高

速検出器で検出される。遮断指令は光信号に変換されて駆

動装置Ⅰ（遮断器用）と駆動装置Ⅱ（投入スイッチ用）に

伝送される。この信号を受信すると高速遮断器の真空バル

ブは高速で開極する。一方，真空バルブ開極から一定のタ

イミングをとって投入スイッチが投入され，事故電流にコ

ンデンサからの振動電流が重畳される。事故電流と振動電

流の合成電流がゼロになった時点で真空バルブは消弧し，

回路インダクタンスに蓄えられた電磁エネルギーは非線形

抵抗（消弧装置）によって吸収されて遮断が完了する。高

速遮断器は標準の真空遮断器の電動ばね操作機構に電磁反

発駆動の機構を組み合わせた構成となっており，標準の操

作機構だけでも開閉操作することが可能である。

図３に適用回路例を示す。落雷などによる商用系統側の

事故に対して系統連系点を高速で限流遮断する。これによ

り自家用発電機系統側の瞬時電圧低下時間を短縮すると同

時に，短絡電流による自家用発電機設備のダメージを軽減

し，重要負荷に継続して電力を供給することが可能となる。

図４に一般の遮断器，1サイクル VCBおよび本装置で遮

断した場合の負荷機器への影響度の比較を示す。各遮断方

式の左側にある機器が瞬時電圧低下による影響を受ける機

器であり，例えば一般の遮断器で遮断した場合にはほとん

どの機器が影響を受けることになる。それに対して本装置

を適用すればどのような機器に対しても影響を与えないシ

ステムが構成できる。

高速検出器

高速限流遮断を達成するための第一の要件は，事故を高

速に検出することである。一般に，高速事故検出方式とし

ては，事故電流の瞬時値が所定の設定値を超過した場合に

事故と判定する瞬時値検出方式がある。しかし，この方式

は電動機始動電流，コンデンサ投入電流および変圧器の励

磁突入電流などに対しての不要動作を防止するためには検

出設定値を上げて対処することになる。その結果，所定の
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図１　高速限流遮断装置の基本構成

図２　高速限流遮断装置の外観

100
0.01 0.02

高速限流遮断装置による限流遮断�
（ほとんど影響なし）�

1サイクルVCBによる遮断�
（影響小）�

一般の遮断器による遮断�
（影響大）�

0.05
継続時間（s）�

※各機器の電圧降下影響度は参考文献（1）による。�

0.1 0.2 0.5 1 2

凡例�

影響�
なし�

影響あり�80

60

40

20

可変速�
電動機�

電磁�
開閉器�

高圧放電�
ランプ�

ワープロ�

不足電圧�
継電器�

パソコン�

0

電
圧
低
下
度
（
％
）
�

ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ�

（
医
療
電
磁
機
器
）�
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図３　高速限流遮断装置の適用回路例



6 kV系統用高速限流遮断装置

電圧低下の事故に対して検出ができない場合が出てくる。

そこで事故を高速，かつ正確に検出するために事故時の電

圧低下と事故電流を検出し，その論理積（AND）で事故

と判定する方式とした。事故判定を三相それぞれの相で行

い，各相の論理和（OR）で遮断指令を出力する構成とし

ている。高速検出器のブロック図を図５に示す。本検出器

は方向判別の機能も持っている。すなわち，商用系統側

（Aゾーンとする）の事故では動作し，自家用発電機側

（Bゾーンとする）の事故では不動作とすることで，Bゾー

ンで発生した事故に対して自家用発電機が単独運転となる

ことを防止する機能である。

本検出器は自己診断機能，試験用のテスト端子なども備

えており，信頼性を高めるとともにメンテナンスも容易に

行えるものとなっている。外観を図６に示す。

三相短絡事故を模擬した試験によって高速検出器の動作

時間特性を調べた結果を図７に示す。同図では事故発生か

ら駆動装置Ⅰのトリップ電流が出力されるまでの時間を動

作時間としており，遮断器用駆動装置の動作時間もこの中

に含まれている。また，事故発生位相は A相の電圧位相

を基準としている。図に示すように 0 ～ 360 °すべての事

故発生位相で 0.6ms 以下の動作時間が得られている。こ

のとき同時に方向判別の特性も調べている。前述の不動作

となるべき Bゾーンを模擬した事故において，すべての

事故発生位相で不動作であることを確認している。

高速遮断器

高速限流遮断を達成するための二番目の要件は遮断器の

高速動作である。その中には，遮断器の開極時間が速いこ

と，短いアーク時間で確実に遮断が可能であることが含ま

れる。

高速遮断器は前述のようにすでに実績のある 1サイクル

VCBの機構をベースとしており，改良を加えて開極時間
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1ms 以下とさらに高速化を図っている。

本装置で要求される 1ms 前後の短アーク時間領域の遮

断性能は短絡電流に振動電流を重畳した遮断試験によって

確認している。その結果を図８に示す。同図において遮断

電流値は，振動電流が重畳された時点の短絡電流瞬時値を

示している。アーク時間 0.7 ～ 2.3ms，遮断電流値 18 kA

まで試験を実施したが，すべて遮断に成功している。目標

の定格遮断電流 3.5 kA（対称実効値）に対して十分，余裕

を持った性能であることが確認できた。高速遮断器の外観

を図９に示す。

遮断性能の検証

装置としての遮断性能を確認するため，短絡発電機を

使って遮断試験を実施した。試験回路を図 に，遮断試験

時の状況を図 に示す。試験回路の条件は給与電圧 6.6 kV，

短絡電流 3.6 kA（対称実効値）である。図に示すように高

速検出器用の VTの入力を電流調整リアクトルの中間タッ

プから取り込むことにより，電圧低下率約 40 ％の事故を

模擬した。

図 に遮断試験のオシログラム例を示す。A相の電圧

位相約 45 °で事故を発生させた場合の例である。事故発

生から振動電流重畳により遮断完了するまでの時間は 2.7

msであり，目標である 3ms 以下を達成している。

事故発生位相を 45 °おきに変化させて遮断性能を調べ

たが，すべての条件において 3ms 以下で遮断できること

を確認した。

あとがき

省エネルギー，エネルギー有効利用の面からコージェネ

レーションをはじめとする分散形の発電システムは今後も

増加していくと予想される。一方ではエレクトロニクス機

器など，高品質の電力を要求するシステムが増加しており，

万一これらのシステムが停止した場合，生産，その他の活

動に重大な支障をきたすことが考えられる。

今回，開発した装置は分散形発電システムの導入を容易

にし，質の良い電力の安定供給に貢献できるものと確信し

ている。

さらに定格遮断電流の格上げなど，適用範囲の拡大に取

り組んでいく所存である。

最後に，ご支援，ご指導，ご協力を賜った関係各位に深

く謝意を表する次第である。
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第62回応用物理学会学術講演会が2001年 9 月11日か

ら14日まで愛知工業大学で開催された。

半導体分野以外，例えば，有機分子分野では有機

EL 素子や導電性高分子を適用した新型トランジスタ

など話題を集めた発表が多かったが，半導体分野では

基礎基盤的な技術に関する発表が粛々と行われた印象

が強い。IBMをはじめとする海外半導体メーカーの

躍進をはた目に見ながら当該技術で何とか再興を図ろ

うとする国内メーカー，大学などの意気込みが感じら

れた。その中にあって，富士電機は半導体A（シリコ

ン）分科会を中心にパワーデバイス，パワー IC 技術

関係で６件の発表を行った。そのうちの３件は，それ

ぞれ東京大学工学部，京都工芸繊維大学工芸学部との

共同研究による共著発表である。ここでは当該６件の

発表についてその概要を紹介する。

「プラズマ CVDを用いた a-SiN：H膜堆積にお

けるガス流の影響」

発表者：富士電機（株）松本工場　市川幸美

主に半導体デバイスの表面保護膜に適用される a-

SiN 膜の成膜技術の向上を狙う。チューブ形プラズマ

CVD装置においてガス流量と堆積速度，組成分布と

の関係を拡散微分方程式による解析を通して調べ，ガ

ス流量が減少するに従って流れに沿ったラジカル密度

の変化が大きくなり，膜組成が変化することを検証し

た。半導体デバイスの信頼性を高めるうえで最も重要

な保護膜とその成膜の安定化に寄与する成果である。

「ポリシリコン熱CVD過程の反応解析」

発表者：（株）富士電機総合研究所　蛇沼　匡

共同研究者：東京大学工学部　霜垣幸浩助教授

半導体デバイスのゲート電極材料として重要なポリ

シリコンの熱 CVDにおける均一性の向上を目的とす

る。CVD 炉内での原料ガス SiH4の濃度分布を記述す

る微分方程式を立て，その解析解で実験的に求められ

た膜厚分布をよく説明できることを明らかにした。こ

の結果から，膜厚の不均一性は炉内でサブ ppm 程度

の極微量発生するラジカルに帰せられることを実証し

た。微細化が進む半導体デバイスでの膜厚の均一性や，

トレンチ（溝）内へのポリシリコンの埋め込み技術の

向上に寄与する成果で，デバイスメーカーのみならず

半導体製造装置メーカーからも質問が寄せられた。

「レーザー照射によるボロンのアニール効果」

発表者：（株）富士電機総合研究所　吉原克彦

「コールド/ヒートイオン注入による低温活性化」

発表者：（株）富士電機総合研究所　中澤治雄

この 2 件の発表は，富士電機の基軸パワーデバイス

である IGBTやダイオードの高性能化を図るため，チッ

プ裏面 p/n 型拡散層の活性化熱処理を 450 ℃以下の

低温にて行う技術に関するもので，注目を集めた。

の発表は熱処理の局所化を狙う研究で，YAG/エ（3）

（4）

（3）

（2）

（1）

キシマレーザーを用いてイオン注入された不純物の活

性化を図ることを目的とする。活性化率，ピーク濃度，

基板表面状態などの調査から XeClエキシマレーザー

が適用できる可能性の大きいことを検証した。

の発表はシリコン基板へ不純物をイオン注入する

条件の最適化を図る研究で，従来行われている常温の

ほかに低温（－196℃），高温（200℃，400℃）を検討

した。活性化度と結晶性との関連を精査し，低温イオ

ン注入が有効であることを見いだした。

「エピタキシャル成長によるトレンチの埋め込み」

発表者：（株）富士電機総合研究所　岸本大輔

共同研究者：東京大学工学部　白木靖寛教授

高耐圧MOSFETの大幅な低オン抵抗化を実現でき

る基板構造，すなわち p 領域と n 領域がミクロンオー

ダーで交互に柱状に並ぶ構造を低コストで製造する技

術の開発を目的とする。当該構造を形成するために n

型シリコン基板に掘られたトレンチ内に分子線エピタ

キシー（MBE）法にて p 型のシリコンを成長させ，

写真のように単結晶が堆積することを確認した。大学

や同業他社から質問，情報提供があり，関心の高さを

うかがわせた。

「顕微ラマン分光法によるトレンチプロセスの応

力評価」

発表者：（株）富士電機総合研究所　大井明彦

共同研究者：京都工芸繊維大学　播磨弘教授

MOSFETの低オン抵抗化などに有効なトレンチ構

造ではプロセス時に発生する局所的応力が大きな問題

となっている。本研究ではミクロンオーダーに絞った

Arレーザーを適用した顕微ラマン分光法にて応力分

布を評価することを目的とする。その結果，トレンチ

端部ではトレンチエッチングの前後で大きな応力変動

が生じることを検証した。よりミクロスコッピックな

評価方法についての議論が活発になされた。

（6）

（5）

（4）
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環境・情報・サービス・コンポーネントを
キーワードとして、
新しい技術の時代を
拓こうとしています。

豊かな地球社会のために

富士電機は、今、

主な営業品目
情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，
電力システム，放射線管理システム，FA・物流シス
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パワーモジュール，スマートパワーデバイス，
整流ダイオード，モノリシック IC，
ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブ
ソーバ，感光体およびその周辺装置

主な営業品目
自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装
置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，
自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケース，ホテル
ベンダシステム，カードシステム

主な営業品目
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイ
マ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，
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多重伝送機器，インダクションモータ，
同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモータ，
ファン，ポンプ，ブロワ，汎用インバータ，
サーボシステム，加熱用インバータ，UPS，
ミニUPS
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電子
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カンパニー

機器・制御
カンパニー
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わが国の低圧電気設備分野では，WTOの TBT協定に基づいた，

設備機器，技術の IEC 規格化が着実に進んでいる。低圧開閉機器

においても，遮断器，電磁開閉器を中心に IEC 準拠品への変革が

進められている。一方，同時に最近の情報技術の進歩を基に，電気

設備を監視・制御するための情報ネットワークを導入する変革も進

んでいる。本稿では，これらの技術動向を概観するとともに，新型

低圧遮断器の IEC 製品，LONWORKS/AS-iのオープンネットワー

クによる設備の監視制御の例を紹介しつつ，富士電機の今後の開発

のビジョンを示した。

低圧開閉機器の技術動向と富士電機の対応

小塙 明比古

富士時報 Vol.74 No.11 p.596-603（2001）

100Aフレーム以下のツインブレーカ（配線用遮断器，漏電遮断

器）のモデルチェンジ型として，「α-TWIN」を開発した。従来の
電灯分電盤用と一般配線用の 2シリーズを統合してモジュール化を

推進する一方，JIS，IEC，ULの主要規格に標準品で適合し，高い

国際性を実現したものである。本稿では，α-TWINの特長，仕様，
構造について紹介する。

新しい小型配線用遮断器・漏電遮断器「α-TWINシリーズ」

朝日　信夫 佐藤　一彦 川嶋　善明

富士時報 Vol.74 No.11 p.604-610（2001）

コンパクト設計および高い国際性（JIS，IEC，ULに標準品で適

合）を実現したα-TWIN（配線用遮断器，漏電遮断器）の開発で
は，構造面，材料面，製造技術面で新技術開発に取り組む必要が

あった。本稿では，α-TWINを開発するにあたっての，幾つかの
新技術について紹介する。

「α-TWINシリーズ」の要素技術開発

渡辺　克己 佐藤　朗史 浅野　久伸

富士時報 Vol.74 No.11 p.611-616（2001）

JIS 規格の国際規格への整合化に伴い，電磁開閉器に対する要求

も ISO12100に代表される安全思想の実現のためのものや，エコロ

ジー対策，制御盤，機械装置の小型化，省配線化を徹底追求したも

のに変化してきている。今回開発したミニコンタクタ SC-Mとコ

ンタクタ SC-Eシリーズは，この要求にこたえるため次のような特

徴を有する。①端子部電線直接配線可能，②幅寸法の統一，③端子

部フィンガプロテクションレベル IP20の保護構造，④アークスペー

スフリーの実現，⑤ミラーコンタクト，リンクドコンタクト機能。

電磁開閉器の新シリーズ「SC-M/SC-Eシリーズ」

武内 志乃夫 渡邊　勝昭 高谷　幸悦

富士時報 Vol.74 No.11 p.617-621（2001）

長寿命，高頻度開閉，無騒音，メンテナンスフリーなどの特長を

持つソリッドステートコンタクタ（SSC）は電動機やヒータなどの

各種負荷の制御用として広く用いられている。このたび，各種機械

装置の制御盤の省スペース化，省配線化のニーズにこたえるため，

三相誘導電動機の正転・逆転運転オンオフ制御を 1 台の SSCで可

能な可逆一体形 SSCを開発し，機種拡充を図った。本稿ではその

概要について紹介する。

可逆一体形ソリッドステートコンタクタ

元信　昌弘 宮野　敏明

富士時報 Vol.74 No.11 p.622-625（2001）

ビルオートメーションや施設管理の分野においても，オープン

ネットワークに基づき全体のシステムを構築することで，システム

の開発から保守に至るトータルコストの低減を図ることが重要な課

題となっている。このようなニーズにこたえるネットワークとして，

欧米ではすでに一般的に普及し，日本でも今後急速な拡大が予想さ

れる LONWORKSおよび AS-iバスについて，その特徴と富士電機

の対応機器について紹介する。

設備用ネットワーク LONWORKS機器およびAS-i 機器

山水　英貴 神崎　　昇 森　　文治

富士時報 Vol.74 No.11 p.626-631（2001）

大気中の二酸化炭素に代表される温室効果ガスの増加に伴う地球

温暖化に対し，早急な国際規模の歩調を合わせた対策が必要となっ

ている。その現実的な対策の一つに省エネルギーの推進があり，国

内外において最大限の努力が必要となっている。今や，「省エネル

ギー」はスローガンの時代から，まさに実行の時代へと移行してお

り，本稿においては省エネルギー促進支援のための，現場計測機器，

簡易型省エネルギー管理支援機器，および汎用パソコンを用いた電

力監視システムソフトウェア商品について紹介する。

省エネルギー支援・エネルギー監視機器「F-MPCシリーズ」

鹿野　俊介 木内　恒夫 佐藤　　寛

富士時報 Vol.74 No.11 p.632-637（2001）

コージェネレーションシステムなどにおいて，商用系統で発生し

た短絡事故から重要負荷を保護することを目的として高速限流遮断

装置を開発した。本装置は高速遮断器，高周波電流を重畳して電流

ゼロ点をつくるためのコンデンサ，過電圧を抑制する非線形抵抗，

高速検出器などから構成される。本装置を適用することにより事故

電流を抑制して，瞬時電圧低下時間を短縮することが可能である。

6 kV系統用高速限流遮断装置

岡村　　毅 鈴木　伸夫 野尻　　尚

富士時報 Vol.74 No.11 p.638-641（2001）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Fuji Electric has developed α-TWIN  as new model twin break-

ers (molded-case circuit breakers and earth-leakage circuit breakers)

for 100 A-frame or less.  This model has integrated and modularized

two series of circuit breakers for conventional distribution use and gen-

eral-purpose circuit-protection use.  In addition, the standard products

satisfy the major standards, JIS, IEC and UL, and can be used interna-

tionally.  This paper describes the distinguished features, specifications

and structure of theα-TWIN.

New Model Twin Circuit Breakers “αα--TWIN Series”

Nobuo Asahi Kazuhiko Sato Yoshiaki Kawashima

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.604-610  (2001)

In the industry of low-voltage electrical facilities in Japan, the IEC

standardization of equipment, devices, and technologies based on the

WTO agreement on technical barriers to trade advances steadily.  Low-

voltage switchgear is also shifting to IEC standard products, centering

around circuit breakers and magnetic switches.  Concurrently, with

recent progress in information technology, communication networks to

monitor and control electrical equipment are being introduced.  This

paper outlines these technical trends and shows Fuji Electrics vision

of future development, citing new low-voltage breakers conforming to

IEC and an example of monitoring and control with LONWORKS/

AS-i open networks.

Technical Trends of Low-Voltage Switchgear and
Fuji Electric’s Attitude

Akihiko Kohanawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.596-603  (2001)

As the JIS standard has been coordinated with the international

standard, the requirements of electromagnetic switches have also been

changed so as to realize the idea of safety typically represented by

ISO12100 or to thoroughly pursue ecological measures and reduction

in the size and number of wirings for control panels and machines.  The

newly developed mini-contactor SC-M and contactor SC-E series have

the following features to meet the requirements: (1) direct terminal

wiring possible (2) unified widths (3) protection-level IP20 construc-

tion for terminal fingers (4) arc space made free (5) mirror contact and

linked contact functions provided.

New Series of Electromagnetic Switches
“SC--M/SC--E Series”

Shinobu Takeuchi Masaaki Watanabe Koetsu Takaya

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.617-621  (2001)

In the development of theα-TWIN series (molded-case circuit
breakers and earth-leakage circuit breakers) that has realized compact

design and high internationality satisfying JIS, IEC and UL with stan-

dard products, it was required to strive for new technologies for the

structure, materials and manufacturing.  This paper describes some

new technologies in developing theα-TWIN series. 

Constituent Technologies of “αα--TWIN Series”

Katsumi Watanabe Akifumi Sato Hisanobu Asano

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.611-616  (2001)

In building automation and facility management, it has become an

important subject to reduce the total cost for the system development

to maintenance by structuring a total system based on an open net-

work.  The LONWORKS and AS-i bus regarded as networks suitable

to this need have already diffused in Europe and USA, and are sup-

posed to expand rapidly also in Japan in future.  This paper describes

their features and available devices from Fuji Electric.

LONWORKS and AS--i Devices for Building and
Facility Networks

Hideki Yamamizu Noboru Kanzaki Bunji Mori

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.626-631  (2001)

The solid-state contactor(SSC) that has distinguished features

such as long life, high-frequency switching, noiseless operation and

freedom from maintenance is widely used for controlling various loads

such as motors and heaters.  To meet needs for reducing the space and

wirings of machine control boards, Fuji Electric has developed a

reversible SSC which enables on-off control of three-phase induction

motor forward/reverse operation with one unit, adding a new line of

switches.  This paper gives an outline of the new solid-state contactor.

Solid-State Contactor for Three-Phase Induction
Motor Forward/Reverse Operation

Masahiro Motonobu Toshiaki Miyano

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.622-625  (2001)

Fuji Electric has developed a high-speed current-limiting circuit

breaking equipment to protect important equipment in a cogeneration

system from a commercial power system fault.  The main components

of this equipment are a high-speed vacuum circuit breaker, capacitors

to supply high-frequency current for superposition to make current

zero, nonlinear resistors to suppress overvoltage, and a high-speed

power fault detector.  This equipment can limit fault current and reduce

instantaneous voltage drop duration.

High-Speed Current-Limiting Circuit Breaking 
Equipment for 6kV Power System

Takeshi Okamura Nobuo Suzuki Hisashi Nojiri

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.638-641  (2001)

Increase in greenhouse gases typically represented by carbon

dioxide in the atmosphere has caused global warming, and countermea-

sures should urgently be taken on an international scale.  One of realis-

tic countermeasures is the promotion of energy saving, and every

country is required to make efforts at its maximum.  Now energy sav-

ing is in the times of action out of publicity.  This paper describes on-

site measuring devices, simple energy-saving monitors, and software

packages for power monitor systems using a general-purpose personal

computer to be used in supporting energy saving.

Energy Saving Support and Energy Monitoring
Devices “F--MPC Series”

Shunsuke Shikano Tsuneo Kiuchi Hiroshi Sato

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.11 p.632-637  (2001)
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国内，海外規格に標準対応！！�
ユーザーインストール可能な付属品の充実！！�

国際性，実用性，技術革新，小形化，安全性，環境性のプラスアルファ�
6大コンセプトをご提案。�

●国際性　：標準品でIEC,新JIS,UL,CSA,TU
..
Vに適合，認定（認証取得）。�

●実用性　：付属品のカセット化に対応。仕様変更時の作業低減に貢献。�
●技術革新：コンパクト化を実現する高性能遮断技術。�
●小形化　：経済形100AF以下の外形を小形モジュール化。�
　            　仕様変更にフレキシブルに対応。�
●安全性　：本体アイソレーションに標準対応。�
●環境性　：環境改善をKey Conceptとした製品開発への取組み。�
�

配線用遮断器・漏電遮断器�

α-TWINシリーズ��
30AF～小形100AF

アルファ�
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