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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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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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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）�
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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�
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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�
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5回路用�

ZCT付き�
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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
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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
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13154-2
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Profibus FMS，FIP，�
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EIB Batibus

統合�
EU US

EHS
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ウェイ�
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オートメーション�
レベル�
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レベル�
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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
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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。
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図１５　富士電機の商品開発のビジョンとロードマップ
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