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近年，電気エネルギーを安定かつ効率的に

供給する技術が，特に注目を集めている。工

場・生産設備のみならず，オフィスビルや商

業施設においても省スペース・省エネルギー

で信頼性の高い受配電・給電システムを構成

することの重要性が増している。

これに応えて富士電機は、受配電・給電設

備・機械類に最適な小型化機器，省エネシス

テム機器および設備監視機器の提供や，マル

チ規格対応機種および新興国向け専用機種の

拡充を行ってきた。

表紙写真は，ミニコンタクタ，サーマルリ

レー，コマンドスイッチなどの制御機器が機

械・制御システムに組み込まれ，真空遮断器，

保護継電器，直流高電圧用ブレーカ，エネル

ギー監視機器などが受配電システムを支えて

いる様子をイメージしている。
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太陽光発電などの再生可能エネルギーの大量導入に対応
することを目指した日本型スマートグリッドが提案され，

そこに軸足をおいた国家プロジェクトがスタートしている。

例えば，離島におけるマイクログリッド実証事業が 2009
年から鹿児島と沖縄の 10の離島で開始されている。そこ

では，電力需要の相当量を太陽光発電，風力発電，蓄電池
などによって賄うシステムが構築され，将来のスマートグ

リッド構築の基礎データの取得が期待される。また，民間
でも研究設備が構築され，研究が加速している。さらに，

東日本大震災の発生によって，日本の電力システムを取り

巻く環境が急変し，再生可能エネルギーへの期待はますま

す高まってきており，ピークカットという側面も日本型ス

マートグリッドに期待されてきている。日本型スマートグ

リッドの開発課題の一つは，太陽光などの再生可能エネル

ギーを利用した発電装置の大量導入による悪影響を最小化
し，環境負荷低減・省エネルギー効果を最大限に引き出す

運用方法を確立することである。

スマートグリッドにおいては，これまでの発電設備を集
中して遠隔地に立地してきた大規模電力系統に対して，電
気エネルギーの地産地消という考え方に沿って運用される

ことになる。その最もコンパクトなものは，スマートハウ

スと呼ばれる一般家庭のシステムやオフィスビルなどの受
配電設備である。これらのシステム内で常に地産地消がで

きれば自立型システムであるが，通常は電力系統と連系さ

れており，他需要家への影響は避けられない。

建物全体のエネルギー供給や需要の状況を総合的に把握
し，機器や設備の運転を効率的に行い，総合的に省エネル

ギーを実現するために，HEMS（Home Energy Manage-

ment System）や BEMS（Building and Energy Manage-

ment System）が検討されている。これらのシステムは，

ICT（Information and Communication Technology） を

積極的に活用して，太陽光発電装置や負荷機器（家電機器，

オフィス機器，空調機器など）の運転状況を正確に把握し，

各機器を制御しようとするものである。さらに，得られた

情報を積極的に“見える化”することにより，居住者に省

エネルギーを喚起することも重要な要素である。

このような背景の下，需要家内において電気エネルギー

供給を支えている受配電設備の重要性がますます高まって

くる。これまでの受配電設備は，負荷機器が必要とする電
気エネルギーを安全に安定して供給できる機能を備えて

いるだけであった。しかしながら，これからの受配電設備
は，負荷機器を積極的に制御する機能を持たせる必要があ

る。そのため，開閉機器をはじめとする各種受配電設備機
器には，単独としての性能向上はもちろん，各機器を複合
的に組み合わせて，高機能なシステムを作るという技術開
発が必須である。そのためのキーテクノロジーの一つがモ

ニタリング技術であり，機器のネットワーク化・複合化技
術である。

太陽光などの再生可能エネルギー利用の発電装置を大量
導入したときの課題として，余剰電力の発生，出力の急激
な変動，電圧上昇の制御が挙げられる。その解決策の一つ

として，蓄電装置が考えられ，固定型のほかに電気自動車
の電池の有効利用も検討されている。太陽電池や蓄電池に

共通するキーテクノロジーは直流であり，多くのオフィス

機器や家電機器は直流が介在して動いていると言っても過
言ではない。そのため，直流給配電システムが見直されて

いる。

直流システムは，鉄道，ICTのデータセンターや電気
自動車などで実用化されているが，さらなる高電圧・大電
力化が課題になっている。その安全性・信頼性を確保する

ための開閉保護装置の果たすべき責務が厳しくなり，その

ための技術開発が期待されている。直流は，エジソンの時
代から使われているが，太陽光発電装置や燃料電池などが

大量に導入されてくる次世代受配電システムの基盤技術の

一つであり，新しく国際規格を策定するなど積極的に日本
が関わっていくべき分野と考える。

以上のように，直流開閉技術，モニタリング技術，ネッ

トワーク技術を複合した次世代受配電設備を開発し，日本
から世界に発信していく積極的な姿勢が必要と考える。

再生可能エネルギー利用と
受配電・制御機器

松村　年郎（まつむら　としろう）

名古屋大学大学院工学研究科教授 工学博士



  1　まえがき
  
  富士電機は資源循環型社会の実現を目指して，環境とエ

ネルギーの事業に注力しており，  受配電・制御機器コン

ポーネント（図1）は，環境とエネルギーの事業を下支え

している，工業の原動力である電気設備の主要なコンポー

ネントとして大きく進化してきた。本稿では，これまでの

市場・環境の変化と，富士電機の対応を振り返りながら近
年の商品を紹介し，今後の取組みについて述べる。

  

  2　市場動向と富士電機の取組み
⑴〜⑺

  
  富士電機は，変化する市場動向を的確に捉え，顧客によ

り大きな付加価値を提供できる商品の供給に努めてきた。

主な受配電・制御機器コンポーネントの歩みを図2に示す。

また，近年の受配電・制御機器コンポーネントの新商品を

表1に示す。

  ⑴　グローバル化への対応
  1993 年に EC 指令

〈注 1〉

が発行され，1995 年に CEマーキン

グが義務付けられた。国ごとに規格認証の制度が強化さ

れ，例えば中国では，CCC 強制認証
〈注 2〉

の対応が必須になっ

た。近年では，顧客の海外進出の加速，JISの IEC 化，世
界的な IECの普及で，国内標準品を IECに対応した商品
とする開発を行っている。さらに，IECだけでなく ULな

どの海外主要規格に対応したマルチ規格対応の商品，例え

ば「G-TWINブレーカ」を開発し市場に提案した。

  また，機械装置においては安全性の要求が高まり，ISO 
12100“機械類の安全性－基本概念，設計のための基本概
念，一般原則”をはじめさまざまな国際安全規格が発行さ

れた。国内ではこれらは順次 JISに取り込まれた。富士電
機は，この安全規格と，2006 年に改正された「労働安全
衛生法」の安全基準に対応するため，非常停止用押しボ

タンスイッチのラインアップを強化し，低圧遮断器では電
源断路機器の規格の要求に応えるアイソレーション機能
を標準装備とした。電磁接触器の「SCシリーズ」（SC-03
〜 SC-N16）では，強制開離機構や安全開離機能接点（ミ

ラーコンタクト）を標準装備とすることで対応した。

  ⑵　新興国の市場拡大への対応
  中国は 1990 年以降市場開放が進み，世界の工場から市
場としても大きく発展してきた。今後も中国やアジア圏の

発展は継続し，社会インフラ関連は投資拡大の傾向にある。

さらに，最近の円高もあり，日本の製造業の輸出事業がこ

の地域での生産にいっそうシフトするものと予想される。

進出した顧客がこの市場での競争優位性を確保できるよう

   受配電・制御機器コンポーネントの現状と展望

  淺川 浩司  ASAKAWA Koji

  Current status and future outlook for power distribution and control equipment

  受配電・制御機器コンポーネントは，工業の原動力である電気設備に不可欠な構成要素として大きく進化してきた。富士
電機は市場動向を踏まえ，さまざまな取組みを行ってきた。海外の主要規格に対応することでグローバル化を進め，直流高
電圧用機器の開発でエネルギー・環境分野への対応を強化している。高度情報化を支える受変電設備においては電力供給の

安定性・信頼性を向上するとともに，保守点検を容易にすることでライフサイクルコストを低減した。また，開閉機器や低
圧遮断器，中国・アジアなどの新興国向け専用品，電力監視機器では，小型化や高性能化を実施した。

  Power distribution and control equipment have greatly evolved as the elements of indispensable electrical equipment that drives 
industry. Fuji Electric has made various eff orts with market trends in mind. It has globalized by complying with major foreign standards 
and strengthened its support for energy and environmental fi elds through the development of high-voltage direct current equipment.For the 
substation facilities that support advanced informationization, Fuji Electric has increased the stability and reliability of power supplies while 
also reducing lifecycle costs by simplifying maintenance inspections. It has also miniaturized and increased the performance of switches and 
low-voltage circuit breakers, products intended for developing countries such as China and Asia, and power monitoring equipment.

開閉・制御機器

電磁開閉器

コマンド
スイッチ

受配電機器

真空遮断器

系統・負荷の保護と監視 電力監視機器

配線用遮断器
漏電遮断器

電気を自在に操るパワーエレクトロニクスの主要コンポーネント

電気のオン-オフを制御

図1　富士電機の受配電・制御機器コンポーネント

〈注 1〉EC指令： 180ページ「解説 1」参照

〈注 2〉CCC強制認証： 180ページ「解説 2」参照

富士時報　2012 Vol.85 No.2

最
新
機
器
の
特
徴
技
術

特集 受配電・制御機器
コンポーネント

106（2）



に，富士電機は低い価格レベルに応えるためにこの地域に

最適化した商品のラインアップを行っている。

  ⑶　エネルギー・環境への対応
  地球環境の保全や改善に対する関心が 1990 年後半に高

まり，エコ商品や省エネルギー（省エネ），新エネルギー

に注目が集まってきた。省エネは，1997 年の気候変動枠
組条約第 3回締約国会議（COP3）で採択された「京都議

定書」に基づく行動枠組みに従って，「エネルギーの使用
の合理化に関する法律」（省エネ法）の改正が繰り返され，

大規模事業者から小規模事業者へ規制対象が拡大してきた。

電力監視機器では，「F-MPCシリーズ」のモデルチェン

ジやラインアップの充実でこれまでの規制強化に対応して

きた。さらに，東日本大震災を発端に，これまで以上に再
生可能エネルギーの拡大や省エネ・節電に対する意識が高
まっている。一般住宅では，直流を活用した省エネがエコ

ハウスとして注目されている。情報通信の分野では，デー

タセンターを中心に直流 400Vクラスが検討されている。

  再生可能エネルギーの利用拡大では，太陽光発電が注目
されている。メガソーラー用の太陽光発電設備では，エネ

ルギーの利用効率の改善をはじめ，発電コストを低減する

ために直流 1,000Vを超える高電圧化が世界的に進められ

ている。富士電機では，2007 年に発売した「G-TWINシ

リーズ」の直流回路専用ブレーカ（開閉器含む）の高電圧
化を図ってきた。さらなる高電圧化の要求に対応し，直流
高電圧品（DC750V，DC1,000V）の取組みを強化している。

  ⑷　高度情報化への対応
  1990 年代中頃から，インターネットやパソコンが普及

しはじめ，高度情報化社会が到来した。高圧受変電設備で

は，高度情報化システムのサービス損失を防ぐために電力
供給の安定性や信頼性向上が重要であり，近年，これらの

要求は厳しさを増している。これまで小型・軽量化に合わ

2000 2010

○東日本大震災○IT 不況

新エネルギー加速

○リーマン
　ショック
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済
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境

市
場
ニ
ー
ズ 規

制
・
規
格
化

○バブル崩壊 ○アジア
　通貨危機

高度情報化加速

地球環境問題

新興国市場拡大
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○CEマーキング

○京都議定書

○安全規格 JIS 化

○省エネ法
　改正②

○省エネ法
　改正④

○環境規制
　（RoHS指令）

○環境規制
　（REACH規則）

○中国CCC強制認証

○新SCシリーズ
○NEO SCシリーズ

○JIS の
　IEC化

○省エネ法
　改正①

○省エネ法
　改正③

○環境規制（POPs条約）

○労働安全衛生法改定

○φ22 AR22

○FCシリーズ

○φ30 AR30

○φ22 AＭ22

○非常停止機種拡充

○FJシリーズ

○SKシリーズ○SC-Eシリーズ

○φ16 minicoシリーズ

○TWINブレーカシリーズ ○小型63AF

○スーパーTWINシリーズ ○直流高電圧

○マルチVCB

○F-MPC04 ○F-MPC60B/50/30
○Fe-PSU

○F-MPC04E

○Auto V ○QHAシリーズ

○α-TWINシリーズ ○G-TWINシリーズ

○インテリジェントVCB

○VMC・HNシリーズ

○F-MPC Web

図2　受配電・制御機器コンポーネントの歩み

表1　近年の受配電・制御機器コンポーネントの新商品

市場ニーズ 機器群 新商品

グローバル化

開閉機器 ミニコンタクタ・サーマルリレー
「SKシリーズ」

制御機器 φ16「minico シリーズ」

低圧遮断器
「G-TWINシリーズ」125～ 800AF

小型32～ 63AF低圧遮断器

新興国向け 開閉機器 ミニコンタクタ「FJシリーズ」

エネルギー・
環境

低圧遮断器 直流高電圧用ブレーカ

電力監視機器 1回路形交流電力監視ユニット
「F-MPC04E」

高度情報化

低圧遮断器 IDC向け低圧遮断器

電力監視機器 Igr 絶縁監視装置「F-MPC Igr」

高圧機器

高圧受配電用ディジタル形
保護継電器「QHAシリーズ」

ドライエア密閉形キュービクル用
真空遮断器
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せて高機能化を図った，マルチ VCB，Auto Vなどの商品
を開発してきたが，さらにライフサイクルコスト（LCC）
の低減に向けて，保守点検周期の延長，点検項目の低減，

予防保全の要求に応える高圧遮断器を開発している。

  また，電力供給にトラブルが発生したときの波及影響を

最小限に抑えるため，使用する保護継電器には確実な動作
と保護協調，および日常点検の負担軽減など設置と使用の

容易化が求められている。

  さらに，太陽光発電などの分散型電源の拡大により，系
統連系に対応できる商品が必要になっている。このような

市場動向を踏まえ，保護継電器の新製品を開発した。

  データセンターや半導体工場などでは 24 時間でノンス

トップの操業が求められるなど，特に信頼性が重要である。

工場・生産設備のみならずオフィスビルや商業施設におい

ても，省スペース・省エネで信頼性の高い受配電・給電シ

ステムを構成することの重要性が増しており，この分野向
けの低圧遮断器や電力監視機器のラインアップの充実を

図っている。

  

  3　 開閉機器・制御機器・低圧遮断器の小型・高性
能化への取組み

  
  富士電機は，開閉機器，制御機器，低圧遮断器のグロー

バル化要求に対応して，小型化や高性能化，配線性などの

使いやすさの向上を図りながら，常に業界をリードする商
品を開発してきた。低圧遮断器を例に，小型化の推移につ

いて図3に示す。低圧遮断器の 100AFクラスでは，1990
年代の TWINブレーカと比較して，最新機種では 63%に

小型化を実現しつつ高性能化を達成している。

  
  3.1　開閉機器

⑹，⑺

    富士電機は，電動機の始動停止を行う電磁接触器なら

びに過負荷保護を行うサーマルリレーなどの開閉機器を，

1954 年にわが国で初めて製造・発売し，市場要求や顧客
ニーズにいち早く対応できる国内トップブランドとして業
界を牽引（けんいん）してきた。生産台数の総計は 3 億台

に迫っている。これまでの変遷を図4に示す。

  1988 年に 2.2〜 4 kW容量の電動機用小容量電磁接触器
である「新 SCシリーズ」を開発し，オプションの充実，

長寿命化，海外規格対応（CE，UL）を図った。

  1999 年に 5.5〜 200 kW容量の大容量電磁接触器である

「NEO SCシリーズ」を開発し，安全規格，環境規制，新
JIS，海外規格（CE，UL，CCC）に対応した。

  2002 年に「SC-Eシリーズ」を開発し，世界市場の小
型デファクト寸法 45mm幅，電線直接接続端子，主回路
3極，モジュール化，リンクドコンタクトに対応し，小型
化しながら世界市場を視野に入れた商品を投入した。また，

電動機回路保護を高度化したマニュアルモータスタータ

（MMS）を開発し，配線用遮断器とサーマルリレーをコン

パクトに一体化した。高い短絡保護協調の実現や省配線を

考慮したブスバーシステムに対応した。また，MMSを電
磁接触器および組み合わせて，コンビネーションスタータ

として使いやすくした。

  このように海外規格対応や海外仕様などのグローバル対
応，リンクドコンタクトなどの安全性，配線用遮断器と電
磁接触器およびサーマルリレーの高度な組合せ，ブスバー

システムなどの省配線などを提案し，市場動向を先取りし

ながら開閉機器を進化させてきた。
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図3　低圧遮断器の小型化

RCシリーズ

<1954年>
製造・販売開始

○2.2～ 45kW
　電動機用電磁開閉器
　の製造・販売開始

新SCシリーズ

<1988年>

○2.2～ 4kW
　電動機用小容量
　電磁接触器
○オプションの充実
○長寿命化
○海外規格対応
　（CE品，UL品）

NEO SCシリーズ

<1999年>

○5.5～ 200kW
　電動機用中，大容量
　電磁接触器
○安全性，環境性の向上
○新 JIS 対応，海外規格
　対応（CE品，CCC品，
　UL品）
　

SC-Eシリーズ

<2002年>

○2.2～ 45kW
　電動機用電磁接触器
○直配線端子装備
○主回路3極幅狭
○海外規格対応
　（CE品，UL品）

コンビネーションスタータ

<2002年>

○7.5～ 15kW
　電動機制御回路を
　コンパクトに構成
○マニュアルモータ
　スタータと
　電磁接触器の組合せ

SKシリーズ

<2011年>

○0.75～5.5kW
　電動機用ミニコンタクタ
○世界最小で低消費電力
○安全性，実用性
○JIS，CE，CCC，UL
　に標準対応

図4　開閉機器の変遷
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  近年，さらなる制御盤の小型化，感電保護を含めた安全
性，制御電源の直流化などの市場ニーズが高まっている。

そこで，国内や海外のすべての規格に準拠した真のグロー

バル対応でありながら，さらに世界最小サイズとなるミニ

コンタクタ「SKシリーズ」およびサーマルリレー「TK12
シリーズ」を開発した。

  ⑴　ミニコンタクタ「SKシリーズ」

  SKシリーズは大きさが世界最小でありながら，2 kW
以下のモータの制御用途では世界最小クラスの低消費電力
（従来比 86%）を達成している。さらに感電保護やミラー

コンタクトなどの安全機能を備え，世界の主要規格（JIS，
IEC，CCC，UL，TÜV）を標準品で対応している。

  外観を図5に，特徴を次に示す。

  ⒜　世界最小のミニコンタクタ

  ™寸法：W45 × H48 × D49（mm）
  ™交流制御品と直流制御品を同一外形寸法化
  ⒝　低消費電力
  ™従来比 86%（低消費DCコイル 1.2W）

  ⒞　豊富なラインアップ

  ™6，9，12Aの 3 定格
  ™制御コイル：交流，直流，低消費電力形
  ⒟　豊富なオプション

  ™追加補助接点ユニット（2 極，4 極）

  ™コイルサージ吸収ユニット

  ™インタロックユニット

  ™接続モジュール（MMSコンビネーション）

  ⒠　安全性，実用性の向上
  ™  着脱可能な端子カバーを標準装備（IP20）
  ™  ミラーコンタクト機能装備
  ™  短絡電流定格値（SCCR：Short-Circuit Current 
Rating）AC480V 50 kA

  ™  UL 定格AC480V 5HP
  ™  IEC 定格AC480V 12A（AC3）

  ⒡　世界の主要規格を標準品で取得
  ™  JIS，IEC，GB（CCC），UL，TÜV

  ⑵　サーマルリレー「TK12シリーズ」

  TK12シリーズは，高いレベルの配線性・安全性を実現

しながら，電磁接触器との組合せにおいて従来よりも大幅
な小型化を実現した。安全性については，各相に保護素子
を設けて欠相保護も可能な仕様を実現している。配線性に

ついては，小型でありながら主回路端子と補助端子を並列
配置とし，配線作業時に主回路または補助回路の電線が干
渉しない端子配列とした。外観を図6に，特徴を次に示す。

  ⒜　安全性の向上
  標準品が過負荷・欠相保護の 2Eサーマルリレー

  ⒝　小型化
  ™  電磁接触器との組合せで従来比 87%（取付け面積），

55%（体積）

™  寸法：W45×H97.5×D55（mm）
  ⒞　配線性の向上
  ™  丸形圧着端子接続が可能
  ™  電磁接触器 2次 側から電線引出しが可能 
  ™  配線作業時に主回路または補助回路の電線が干渉し

ない端子配列
  ⑶　コンビネーションスタータ

  MMSと電磁接触器を組み合わせたコンビネーションス

タータをラインアップした（図7）。

  MMSは電動機の手動開閉器として，単独でも使用され

図5　ミニコンタクタ「SKシリーズ」

（a）サーマルリレー （b）電磁開閉器

電磁接触器

サーマルリレー

図6　サーマルリレー「TK12シリーズ」と電磁開閉器

図7　コンビネーションスタータ
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るが，一般的には電磁接触器と組み合わせて使用されるこ

とが多い。MMSは高い限流性能を持つので，組合せによ

り短絡電流定格値（SCCR）の拡大に貢献できる。コンビ

ネーションスタータは，MMSと電磁接触器を専用の配線
部材で結合したものであり，配線作業の簡素化とスペース

の削減が図れる。

  
  3.2　低圧遮断器

⑻

  富士電機は，電線保護や感電保護を担う低圧遮断器（配
線用遮断器，漏電遮断器）を，1968 年から製造・販売し，

これまで 40 年以上にわたり，市場を先取りする商品を開
発してきた。これまでの変遷を図8に示す。

  1990 年に 30〜 225AFにおいて，「TWINブレーカシ

リーズ」を開発し，業界で初めて配線用遮断器と漏電遮断
器を同一外形サイズとし好評を得た。現在では，国内市場
のデファクトスタンダードとして定着している。また，各
フレーム間の基本寸法の統一や高遮断容量化，コンパクト

化およびオプション・応用品の充実を図った

  1992 年に 400〜 800AF容量の「スーパー TWINシリー

ズ」を開発し，TWINブレーカの開発思想を大容量領域
まで拡大し，内装付属品を顧客自身で取り付けられるよう

にした。

  2001 年に 32〜 100AFにおいて，「α-TWINシリーズ」

を開発し，業界最小の統一サイズ，高遮断容量化，コンパ

クト化，アイソレーション機能などの安全対応と海外規格
（CE，CCC，UL）の取得を行った。

  2007 年に 125〜 800AFの「G-TWINシリーズ」を開
発した。基本寸法で，IEC，CCC，ULなどの海外主要規
格に対応した。また，UL489（AC480V）に適合した機器
のシリーズ化，漏電遮断器の IEC 仕様（3 相電源標準，耐
圧スイッチ），内装付属品の統一化，環境規制にも対応し，

真のグローバル商品とした。

  このように富士電機は，小型かつ統一サイズのコンセ

プトを提案し，機械装置，制御盤，受配電盤などの幅広
い市場ニーズに応えてきた。α-TWINブレーカは 32〜

100AFまでサイズを統一した小型の商品で，幅広い分野
に使用されている（図9）。

  近年，開閉機器と同様に低圧遮断器もいっそうの小型化
や，感電保護を含めた安全性が求められている。小型化を

追求する機械装置・制御盤用途がある一方で，盤の標準化
を目的に外形サイズを統一する受配電用途があり，低圧遮
断器に求められる機能は二極化する市場環境になってきた。

そこで機械装置・制御盤用途向けに，32〜 63AFの小型
低圧遮断器を開発した（図10）。

  小型 32〜 63AF 低圧遮断器は，業界トップクラスの最
小サイズでありながら，高遮断性能，付属品のバリエー

ションの充実，端子部の高い安全性，世界の主要規格（JIS，
IEC，CCC，UL，TÜV）に対応するなど，次に記す特徴
がある。

  ⑴　製品外形サイズ

  ™  3 極品の製品外形サイズ：業界最小の幅 54mm
  ™  設置面積：従来比 72%に小型化

  ⑵　遮断容量
  ™  従来機種の 1.5 倍

<1968年>
製造・販売開始

○1968年
　MCCBの製造・
　販売開始
○1972年
　ＥＬＣＢの製造・
　販売開始

デプス60mm
シリーズ

<1980年>

○30～225AF
　MCCBとELCBの
　奥行を60mmに
　小型化

TWINブレーカ
シリーズ

<1990年>

○30～225AF
　MCCBとELCBの
　外形を業界で初めて
　同一化

スーパーTWIN
シリーズ

<1992年>

○30～800AF
　MCCBとELCBの
　同一外形化
○付属装置の
　カセット化

α-TWIN
シリーズ

<2001年>

○30～100AF
　小型同一外形化
○付属装置のカセット化
　の拡充
○海外規格対応
　（CE品，CCC品，
　UL品）
　

G-TWIN
シリーズ

<2007年>

○30～800AF
　IEC，CCC，UL
　を基本寸法サイズで対
　応
○グローバル化
○UL489（480V）
　適合品をシリーズ化

図8　低圧遮断器の変遷

32～63AF 100AF

機械・装置
メーカー向け

従来の
ラインアップ

新
ラインアップ

受配電
メーカー向け

機械・装置
メーカー向け

受配電
メーカー向け

32～100AFまで同一外形サイズ

W75×H100×D68（mm）

W75×H100×D68
（mm）

取付面積・従来比
－28％

W54×H100×D68
（mm）

図9　低圧遮断器の100AF以下の新旧ラインアップ
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  ™   I  cs =100% ×  I  cu （AC200V 系）

  ⑶　端子部
™  IP20 標準対応

  ⑷　付属装置
  ™  内部付属装置の豊富なバリエーション

  ™  密着取付けなどの付属装置機能の充実
  ⑸　ねじと DINレールの 2 種類の取付けが可能
  ⑹　各種国際規格に対応し，用途に合わせた 2 種類をライ

ンアップ

   ™  スタンダード：JIS，IEC，CCC，TÜV
   ™  グローバル：JIS，IEC，CCC，TÜV，UL489

⑺　   RoHS 指令
〈注 3〉

  をはじめとした各種環境規制に標準対応 
  

  4　新興国向け専用品
  
  開閉機器，低圧遮断器，制御機器は，国内では JISの

IEC 化が進み，国内と海外で統一した仕様の商品が主流で

ある。しかし，国内の圧着端子接続に対して，海外では電
線直接接続というように工業文化による方式の違いがある

ため，富士電機の電磁開閉器では，電線直接接続が可能な

海外向けの SC-Eシリーズをラインアップして，世界のど

この市場においても対応できるようにしている。

  中国・アジアなどの新興国では，現地からの輸出用装置
やエレベータなど安全上重要とされる回路には，日本と同
じ高品質，開閉寿命，主要な海外規格認証の対応が求めら

れるが，現地用装置においては必ずしも必要とされていな

い。

  このため現地用装置向けの専用品として，現地仕様に適
合させた「FJシリーズ」を開発し，2011 年 4 月に中国で

販売を開始した。

  今後，海外市場や顧客動向を見ながら，コンタクタだけ

でなく海外専用品のラインアップの充実を図っていく。

  

  5　電力監視機器の取組み
  
   省エネ法が 2010 年に改正され，エネルギー管理義務の

対象が工場・オフィス・店舗などの  小規模事業者に拡大し

たことで，今後いっそうのエネルギー管理の手軽さが求め

られている。 
   このような  ニーズに応えるため  ，  DIN  レール  取付  けタ

イプの   1  回  路形交流電  力監視  ユニット「  F-MPC04E  」を

  開発  し  ，F-MPCシリーズの機種拡充を図った  。  表示器  を
オプションとし，  従来  のパネル  取付  けタイプ「  F-MPC04S  」
  に比べて体積を        1/2 に小型化  した。  RS-485   通信  を  標準搭
載  し，  電力監視  システム  「  F-MPC   シリーズ  」  標準  のプロ

トコルに  加  え，  MODBUS/RTU   プロトコルにも  対応  し  て
  システム  適合性  を  強化  した。 
   また，  PowerLogicシリーズ（フランス・シュナイダー

エレクトリック社製）は，電力品質の監視が可能で，  設備
のトラブルを未然に回避する機能や  ，万一のトラブルでも

早期解決を助ける機能を持  つ。F-MPCシリーズと合わせ，

電力監視機器のラインアップの充実を図っている（図11）  。 
   さらに  ，  省エネだけでなく，データセンターや半導体製

造工場など設備の停止が困難な事業所を中心に，設備点検
の自動化や定期点検の周期を延長したいという電気保安業
務に関するニーズがある。 
     このようなニーズに対応するためには，ケーブルの対地
容量成分および高調波に影響を受けない方式による漏洩
（ろうえい）電流の常時監視が必要となる。

富士電機は，これを実現するとともに相線式に関わらず

適用が可能で，相間対地静電容量の不均衡の影響を受け

ずに絶縁劣化検出が可能な Igr 形絶縁監視装置を開発した。

4  回路  および   8  回路用  の  集合形計測装置  をラインアップし

て  系統規模  に  応  じた  選択  を  可能  とし，  RS-485  通信  を  介  し
た   F-MPC  シリーズとの容易な接続により，  同一プロトコ

図10　32～63AFの小型低圧遮断器

富士電機製品

シュナイダー製品

電力監視
F-MPCシリーズ

電力品質
PowerLogicシリーズ

F-MPC04E F-MPC04S

新製品

F-MPC04P

PM800
（デジタルパワーメータ）

ION7650
（電力品質監視モニタ）

F-MPC04

図11　電力監視機器のラインアップ

〈注 3〉  RoHS 指令：電子電気機器における特定有害物質の使用制限に

 ついての EU（欧州連合）の指令
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ルを使って電力監視と絶縁監視を同一システムで連携・管
理できる（図12）。 
  

  6　あとがき
  
  グローバル化が進展する中，社会や市場は目まぐるしく

変化し，俊敏な対応が求められている。未来を見つめなが

ら環境・市場の変化と技術の進化を鋭敏に感知し，知恵を

絞った技術開発でタイムリーに商品を提供し，同時に永続
的にお客さまの要求に応えることが使命と考えている。

  今後も，お客さまの多様なニーズに応える機器やサービ

スを提供することを通じて，社会や産業のベストパート

ナーを目指していく所存である。
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      淺川　浩司
  低圧遮断器の開発設計，低圧機器全般の商品企画
に従事。現在，富士電機機器制御株式会社技術 ･
開発本部開発部長。

   

絶縁監視＋電力監視の統合システム
　設備絶縁劣化の監視や漏電の見える化

多回路絶縁監視
F-MPC Igr

電力監視
F-MPC０４シリーズ
多機能リレー
F-MPC60B，50

図12　同一プロトコルによる電力監視と絶縁監視
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  1　まえがき
  
  電磁接触器（コンタクタ）は，生産設備の制御盤や機械

装置などに多く設置されており，電動機の始動停止や電源
回路の開閉などに必須の機器である。昨今，高度化される

電気設備・機器の中で，電気を機械的に絶縁するコンタク

タの用途はより幅広くなっており，その果たす使命はより

重要になってきている。

  近年の省エネルギー（省エネ），エコロジー化の中で，

生産設備や機械装置は，小型化，省電力化が以前にも増し

て進んでいる。

  富士電機は，小型で省電力タイプのコンタクタ ｢SJシ
リーズ｣ を 1986 年に発売し，制御盤の小型化や使用電
力の削減に貢献する製品を供給してきた。この間，市場
はいっそうの小型化，省電力化の傾向が強まるとともに，

さらに装置の効率的な運用のため主回路電源 200Vから

400Vへの移行，より使い勝手を向上させるためのオプ

ション機器の充実，安全性の向上，国際規格への適合など

の要求が高まってきている。

  ミニコンタクタ ｢SKシリーズ｣ は，これらの市場要求
を取り込み，三次元アーク駆動解析や電磁石解析など最新
の技術を駆使して開発した世界最小サイズのコンタクタで

ある。本稿では，SKシリーズの特徴と構造および小型化
技術について述べる。

  

  2　開発の狙いと製品の特徴
  

  2.1　開発の狙い

  ミニコンタクタは，主にマウンタ装置や成形機などの専
用機械装置に組み込まれて，モータなどの電動機器の始動
停止やインバータへの一次電源回路の開閉に使用される。

装置の小型化に伴い，コンタクタとサーマルリレーを組み

合わせた電磁開閉器は，より省スペースに設置できること

が要求されている。また，装置の省エネ化の流れから電磁
開閉器の制御電源の消費電力は少ないほうが望ましい。さ

らには，主回路の制御以外にも，制御回路のオン－オフを

より少ない機器で行えるように，補助接点の数や接点のバ

リエーション（常時閉，常時開）などさまざまな要求があ

る。

  電磁開閉器の JIS 規格は，1999 年に国際規格へ統合が

行われている。製品仕様上，国内，海外製品の違いがなく

なっており，世界共通で使用される受配電・制御機器コン

ポーネントとなっている。また，国内の顧客についても

顧客製品の海外への輸出に対応するため，主回路電源の

200Vから 400Vへの移行要求が高まっており，小型のコ

ンタクタについても，より高電圧の遮断性能の向上が望ま

れている。このため国内で使用されることを前提に設計さ

れていた SJシリーズに代わり，よりグローバルでの使用
を考慮した開閉・遮断能力の高い小型のコンタクタを開発
する必要が出てきた。SKシリーズは，規格の国際規格で

ある IEC 60497-1をはじめ，EN 60947-1，JIS C 8201-1
に適合し，北米の UL，CSA，中国の CCC 強制認証

〈注〉

を取
得して国際化に対応している。

  
  2.2　製品の特徴

  SKシリーズは，世界トップクラスの性能を持つミニコ

ンタクタである。

  ⑴　低消費電力駆動
  ™  AC 操作，DC操作の各電源によって駆動可能
  ™  各製品の消費電力は世界最小

   ミニコンタクタ ｢SKシリーズ｣

  大久保 幸治  OKUBO Koji 堤　　貴志  TSUTSUMI Takashi 秦　淳一郎  HATA Junichiro

  SK series of mini contactors

  生産設備や機械装置において，小型化・省電力化の要求が高まっている。ミニコンタクタ「SKシリーズ」は，この要求
に対応して開発した世界最小サイズのコンタクタである。

外形寸法の小型化により設置できる範囲を広げるとともに，高い絶縁性を兼ね備えることで高電圧での適用を可能にし

ている。接点部構造は絶縁機構や耐熱絶縁材料で工夫し，電磁石構造はスプリング特性の最小化や効率化を追求した。また，

海外規格への適合や豊富なオプションの品ぞろえにより，顧客のさまざまな要求に応えている。

  Demands for miniaturization and energy effi  ciency are increasing for production facilities and machines. The SK series of mini contactors, 
the world’s smallest size contactors, were designed to meet these demands.

The reduction in external dimensions increases the scope of installation locations, while the addition of strong insulation properties means 
that these contactors can be used for high voltage applications. We devised isolation mechanism and heat-resistant insulating materials for the 
contact structure and pursued minimum spring load characteristics and effi  ciency in electromagnet structure. Fuji Electric also complies with 
global standards and provides a full lineup of optional products to meet the various demands of its customers. 

〈注〉CCC強制認証： 180ページ「解説 2」参照
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  （2011 年 11 月現在　当社調査）

  ™  AC 操作：投入 22VA，保持 4.5VA
  ™  DC 操作：標準タイプ 2.4W，  低消費タイプ 1.2W

  ⑵　小型
  ™  AC 操作品，DC操作品ともに同一外形
  ™  W45×H48×D49（mm）
  ™  開閉性能を持つコンタクタとして，世界最小サイズ

  ⑶　豊富なオプションの品ぞろえ

  ™  顧客のさまざまな要求に応じた機能拡充
  ⑷　安全性・実用性
  ™  電気事故に対応する安全性要求に対応
  ™  端子カバーによる正面方向からの IP20 保護の標準対
  応

  ™  各種遮断器，ヒューズとの組合せによる IEC 規格の

  TYPE Ⅰ，Ⅱへの適合
  ™  マニュアルモータスタータ（MMS）とのコンビネー

シ  ョンによる保護協調 5〜 65 kAの高い短絡保  護性
能

  また，海外製品と異なる特徴として，日本固有の圧着端
子による配線接続に対応した端子構造を持つ。世界基準の

性能を持つことに加え，日本市場でも使用しやすい製品で

ある。

  
  2.3　品ぞろえ

  SKシリーズは豊富なオプション群を備え，顧客のあら

ゆるニーズに対応できる商品構成である（図1）。

  ⑴　動作表示ユニット

  コンタクタ本体にアドオンでき，コイル電圧を印加した

場合に表示ランプで通知する。

  ⑵　コイルサージ吸収ユニット

  コイルオフ時のサージ電圧を吸収し電子回路の誤動作
を防止する。サージ吸収回路はバリスター内蔵形であり，

サージ電圧のピーク波をカットする。

  DC 操作コイルにはバリスターを標準で内蔵しており，

  動作表示付きのコイルサージ吸収ユニットと  動作表示ラン

プ付きのコイルサージ吸収ユニットとがある。

  ⑶　補助接点ユニット

  接点構成 4a，3a1b，2a2b，1a3b，4bの 5 種を品ぞろえ

した 4 極品タイプと，2a，1a1b，2bの 3 種からなる 2 極
品タイプがあり，ワンタッチで補助接点の増設が可能であ

る。

  ⑷　小型補助接点ユニット

  1a1b 接点構成に限定した低背形の小型補助接点ユニッ

トであり，省スペースを要求される設置環境に最適である。

  ⑸　インタロックユニット

  可逆電線キットとインタロックユニットを組み合わせて

使用することにより，正逆運転などを行うための可逆形コ

ンタクタを簡単に構成できる。インタロックユニットは 2
台のコンタクタの同時投入を機械的に防止する。

  ⑹　接続モジュール

  MMSとコンタクタを組み合わせるための接続モジュー

ルである。これらを組み合わせることで電動器制御回路を

コンパクトに構成でき，三相電動機回路における短絡や過
電流による事故からより確実にモータを保護する。

  ⑺　主回路サージ吸収ユニット

  コンタクタの開閉時に三相モータから発生するサージ電

補助接点ユニット
（4極 /2極）

小型補助接点ユニット
（2極：1a1b）

インタロックユニット

コイルサージ吸収ユニット
動作表示ユニット

主回路サージ
吸収ユニット

可逆導体キット

接続モジュール
（MMSコンビネーションスタータ）

サーマルリレー

コンタクタ

＋

図1　「SKシリーズ」のオプション群

図2　｢SKシリーズ｣

表1　コンタクタの接点構成と耐久性の仕様

6A品 9A品 12A品

接点構成
主回路 3a

補助回路 1aまたは1b

耐久性
電気的（AC-3） 100万回

機械的 1,000万回
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圧を吸収し，サージ電圧による影響を抑制する。主回路
サージ吸収ユニットは，アダプタとセットで，コンタクタ

とは別に取付けが可能である。

  
  2.4　仕様と定格

  ⑴　コンタクタ仕様
  図2に SKシリーズの外観を，表1にコンタクタの接

点構成と耐久性の仕様を示す。AC-3 級定格として，6A，
9A，12Aをそろえており，主回路 3極，補助回路 1極の

構成である。

  コンタクタの品ぞろえと主回路定格を表2に示す。

  ⑵　補助継電器仕様
  SKシリーズは，4 極全てを補助接点で構成した補助継

電器を品ぞろえしており，低負荷の開閉に最適である（表

3）。

  双接点化による接触信頼性を向上し，電子化機器に対応
した標準タイプと接点容量を大きくした高容量タイプの 2
系統を持つ。

  補助継電器は，ECの機械指令の要求事項である EN 
60204-1に対応したリンクドコンタクト機能を持ち，EN 
60941-5-1に適合している。  リンクドコンタクト機能によ

り，補助継電器の接点溶着を監視するための安全回路を構
成することができる。

  
  2.5　適合規格

  SKシリーズの規格認定，取得状況を表4に示す。SK

表2　コンタクタの品ぞろえと主回路定格

6A品 9A品 12A品

形　式

AC操作品 SK06A SK09A SK12A

DC操作品（2.4W） SK06G SK09G SK12G

DC操作品（1.2W） SK06L SK09L SK12L

定格容量（kW） 三相かご形電動機
（AC-3）

200～ 240V  0.75  1.5  2.2

380～ 440V  2.2  3.7  5.5

500～ 550V  2.7  3.7  5.5

定格使用電流（A）

三相かご形電動機
（AC-3）

200～ 240V  6  9  12

380～ 440V  6  9  12

500～ 550V  5  7  9

抵抗負荷
（AC-1）

200～ 240V  12  16  20

380～ 440V  12  16  20

開放熱電流（A）  20  20  20

表3　補助継電器の品ぞろえと定格

標準（高信頼性品） 高容量品

ACコイル DCコイル
（2.4W品）

DCコイル
（1.2W品） ACコイル DCコイル

（2.4W品）
DCコイル
（1.2W品）

形　式 SKH4A SKH4G SKH4L SKH4AH SKH4GH SKH4LH

追加補助接点ユニット 4極 or 2極 2極 4極 or 2極 2極

開放熱電流 10A 同左

接点構成 4A, 3a1b, 2a2b （1a3b, 4bは製作不可） 同左

定格使用電流
AC-15（コイル負荷）

AC100～ 120V 3A 6A

AC200～ 240V 3A 6A

AC400～ 440V 1A 6A

AC500～ 600V 0.5A 3A

最小使用電圧・電流 DC5V，3mA DC24V，10mA

表4　適合規格一覧

機　種 形　式

適合規格 認定取得規格 EC指令 認証機関

JIS IEC EN UL CSA GB
（CCC） CEマーク TÜV

日　本 国　際 ヨーロッパ アメリカ カナダ 中　国 ヨーロッパ ドイツ

コンタクタ
SK***A
SK***G
SK***L

○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○

＊：cULus による認証取得
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シリーズは世界の主要な規格に適合しており，各種認定も

取得している。  

  3　小型化技術
  

  3.1　小型化の狙い

  近年，工作機械や昇降機などにおける制御盤の小型化，

薄型化が進み，搭載する受配電・制御機器コンポーネント

にも小型化の要求が高まっている。

小型の受配電・制御機器コンポーネントは，図3に示す

MMSやコンタクタのように，製品幅寸法 45mmがデファ

クトスタンダードになっている。限られた制御盤内で周辺
機器と組み合わせる上で，そのスペース効率の高さから密
集配置の実現や，45mm間隔に対応した汎用的な配線部
材（ブスバー）の適用などが不可欠である。

また，分散制御の広まりにより，機械装置末端ごとに小
型化された制御盤を搭載する需要が増加している。設置ス

ペースの制約を受けるケースでは従来の取付け専有面積の

ほか，薄型制御盤に対応するため製品の奥行寸法を抑制す

る要求が強くなってきている。

これらの業界標準への対応や，搭載される制御盤の変化
に応えるため，製品外形の小型化で顧客の適用範囲拡大に

貢献していくのが狙いである。

3.2　接点部構造

⑴　絶縁強化の構造
コンタクタにおいて，電流を開閉する基本機能を担うの

が接点部である。定格絶縁電圧 690Vとクラス最高水準の

絶縁性を，省スペースで実現することが小型化には不可欠
である。

絶縁性が必要となるのは相間であり，電流遮断時におけ

るアークガスの流れのコントロールや絶縁抵抗の低下を抑
制することが重要である。

⑵　相間絶縁構造
ミニコンタクタは，後述する電磁石の低消費電力化も併

せて達成している。小型化により電磁石や可動接点の可動
域が限られることや，電磁石吸引特性の効率化の面から駆
動方向が相間方向である横駆動方式を採っている。また，

各相において a 接点と b 接点の両方を可能にするマルチ

構造を盛り込み，補助継電器などへの転用も可能にしてい

る。従来の固定接点間に相間隔壁を配置する構造では，接
点周辺の可動域が確保できないという課題があった。

図4に示すように，主たる相間隔壁を可動部である接点
支えに配して可動域を確保するとともに，相間隔壁が開閉
動作と連動することで，開極した接点近傍の遮断スペース

を拡大することが可能になり，アークガスの冷却など遮断
の安定化につながった。さらに，接点の発弧点をつなぐ相
間経路にアークガスの流れを滞留させるリブ構造を設ける

ことで，隣り合う相への流れ込みを一時的に抑制させて絶
縁性の向上を図っている。

⑶　絶縁抵抗の抑制機構
電流遮断によるアークガスにより，相間絶縁隔壁などの

表面に炭化層が形成され絶縁性が低下する。前項のとおり

相間絶縁隔壁を可動部に配置したことで，固定接点を抱え

るフレームは主立った隔壁を持てないことから絶縁性を確

図3　MMSとコンタクタの組合せ

リブ形状

固定接点

図5　フレームのリブ形状

可動接点

相間隔壁

オフ状態

オン状態

相間隔壁が可動

：アークガスの流れ

図4　接点可動部隔壁構造
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保することが課題となる。

そこでフレームの絶縁性の向上のために，固定接点間に

図5に示すリブ形状を設けることで，可動部の相間絶縁隔
壁との隙間を流れるアークガスを滞留させることができる。

また，アークガスによる表面炭化層の形成を部分的にとど

めることも可能となり，沿面伝いの絶縁抵抗低下の抑制に

つながる。このひだでできる溝幅は 0.8mm（高さ 0.7mm）
程度である。適合規格上は溝の内壁沿面分は沿面距離とし

て無効であるが，絶縁抵抗低下に対して実質的な効果があ

り，性能を確保するための小型化技術の一つである。

3.3　耐熱絶縁材料の採用

各相で a 接点と b 接点の両方に対応を可能にしたこと

で，可動接点の接触圧力を出す接触スプリングの配置ス

ペースの確保が必要となる。可動接点を保持する接点支え

内部には，接触スプリングを収納する必要がある（図6）。

従来，通電部における可動接点に触れている接点支えには

耐熱性の高い熱硬化樹脂を用いており，薄肉成形は困難で

ある。接点支えに熱可塑樹脂をベースにした架橋ナイロン

を採用することで薄肉成形が可能となり，耐熱とスプリン

グ収納を両立した。

また，従来は部品が一つであった接点支えを二つの部品
に分割し，篏合（かんごう）構造にすることもできた。こ

れにより内蔵する接触スプリングや可動接点の組立作業を

著しく改善でき，自動組立が可能となった。

    

  3.4　電磁石の構造

  ⑴　スプリングロード負荷の最小化
  電磁石の小型化の課題は，接点接触圧力などのスプリン

グロード負荷の最小化と電磁石の効率化であり，主な決定
要素を次に示す。

  ⒜　接点接触圧力（初圧）

  可動部質量と接点バウンス抑制
  ⒝　動き出し荷重
  オフ状態における b 接点誤動作衝撃耐量
  ⒞　エンド荷重
  開放電圧の決定要素（開放電圧時吸引力 <エンド荷

重）

  これら複数の決定要素をおのおの成立させるために，運
動解析や実験により限界性能の追求と，電磁石設計による

吸引力特性に即した調整という両面から近づけることで，

スプリング荷重の低減を実現した（図7）。

  ⑵　効率化の追求
  接点部と同様に限られたスペースの中で，効率的に電磁

石の吸引力を出すとともに，図8に示す磁界解析による磁
路の最適化などにより，次の低消費電力を実現した。

  ™  AC 操作品：4.5 VA（60Hz：1.3W）

  ™  DC 操作品（標準形）：2.4W
  ™  DC 操作品（低消費形）：1.2W
  また，AC操作品の固定鉄心においては，シェーディン

グコイル（くま取りコイル）のかしめ方法に，一方を側面
からかしめる横かしめ方式（図9）を初めて採用すること

で，電磁石の接極面積の最大化とスペース効率の向上を実

F1：エンド荷重
F2-F3（F4-F5）：接触圧力（初圧）
F6：動き出し荷重

力

F1 F2

F3 F4

F5 F6

A B C D ストローク

図7　スプリング荷重

（a）従来品
　　  （手組立）

（b）「SKシリーズ」
　　  （自動組立）

接点支え

可動接点
接触スプリング

図6　接点支え組立

（a）AC操作品におけるコイル組立 （b）固定鉄心の詳細

固定鉄心 可動鉄心
固定鉄心縦かしめ

シェーディング
コイル

横かしめ

図9　固定鉄心横かしめ方式

（a）AC操作 （b）DC操作

高
磁束密度

低

図8　磁界解析
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現した。

  

  4　あとがき
  
  ミニコンタクタ ｢SKシリーズ｣ は，富士電機の長年の

経験と蓄積技術を基に完成させたものであり，市場ニーズ

にマッチした商品であると確信している。今後とも多様化
するニーズに対応できるよう，よりいっそうの充実を図っ

ていく所存である。

  

  参考文献
  ⑴　広田耕人ほか. NEO SCシリーズ新中形電磁接触器. 富士時

報. 1999, vol.72, no.7, p.363-369.
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  1　まえがき
  
  低圧誘導電動機の過負荷継電器には，熱動形，電磁形，

誘導形，静止形などの方式がある。さらに，近年，イン

バータなど による 電動機の電子制御が進み，過電流保護の

電子化も進んでいる。

  熱動形過負荷継電器（サーマルリレー）は他の方式より

も経済的であるだけでなく，通電電流による発熱を利用し

ているため，電動機の熱特性の近似として協調が取りやす

いといった特徴を持つ。このため，現在でも各種設備・装
置 で 電磁接触器と組み合わせて，各種設備の自動化，省力
化に 不可欠な 機器である。

  サーマルリレーは，内蔵するヒータ各相の通電電流を 熱
に変換して  その変化量を検知 する方式である。3 極の R・

T相のみにヒータを持つ 2 素子品と，R・S・T相全てに

ヒータを持つ 3 素子品があ る。 漏電遮断器が普及 し， 産業
用には 200Vと低い電圧の国内では，2 素子品のサーマル

リレーが主流であった。  国内製造業のグローバル化に伴い，

産業機器，生産設備が海外で使用される場面が増加してお

り，サーマルリレーにも，高い安全性とさまざまな場面を

想定した使用環境への対応，取扱い性の向上が要求されて

いる。

  

  2　開発の狙いと製品の特徴
  

  2.1　開発の狙い

  サーマルリレー ｢TK12シリーズ｣ は，ミニコンタクタ

｢SKシリーズ｣ と組 み 合わ せて 電磁開閉器を構成できる

ようにしている。近年の 省資源化  ・ 省エネルギー化の流れ

   サーマルリレー ｢TK12シリーズ｣ の小型化技術

  森下　文浩  MORISHITA Fumihiro 古畑　幸生  FURUHATA Yukinari

  Miniaturization technology in the TK12 series of thermal overload relays

  近年，省資源化・省エネルギー化が進む中で，生産設備などに使用する制御盤や機械装置には，省電力化に加えて省ス

ペース化が求められている。これらの装置の構成部品であるサーマルリレーにも，小型化・消費電力低減の要求がいっそう

高まっている。富士電機はこれまで培った技術を生かして，部品点数の削減や筐体への熱可塑材料の適用，ヒータ設計の改
善などで小型化を追求し，サーマルリレー「TK12シリーズ」を開発した。安全性・操作性のグローバル対応を行い，IEC 
60529に準拠した端子カバーを標準で装備した。

  Eff orts to better use resources and energy continue to progress, and there are demands to reduce the size and improve the energy 
effi  ciency of the control panels and machinery used in production facilities and other industries. There is also an increased demand to reduce 
the size and power consumption of the thermal relays in these devices.Fuji Electric applied its store of technology to the development of the 
TK12 series of thermal relays; it reduced part quantity, implemented thermoplasticity material for the housing, and improved the design of the 
heating section in pursuit of miniaturization. To meet global demands for safety and operability, the relays have terminal covers that conform 
to IEC 60529 as standard.

リセット棒

ヒータa接点b接点

補償バイメタル シフタ

（a）「TK12シリーズ」 （b）従来品

反転機構
シフタ

補償バイメタル
反転機構

リセット棒

ヒータ

b接点

a接点

図2　製品構造の概要図1　「TK12シリーズ」
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の中で，生産設備などに使用される制御盤や機械装置は小
型化・省電力化が進んでいる。これらの装置に使用される

電磁開閉器や，これを構成するサーマルリレーにも，小型
化やヒータによる電力損失の低減を図ることが要求される。

また， 電動機  保護  の 安全性に対する意識の高まりや，より

効率的な設備稼動のために，電動機負荷率を上げて運転す

る場面が増えていることもあり，サーマルリレーの過負荷
検出精度の向上が期待されている。

  TK12シリーズは，これらの要求に応えるため，世界最
小サイズ，動作特性精度の向上，電力損失の低減，安全性，

取扱い性の向上を目指して開発した。図1に TK12シリー

ズの外観を，図2に製品構造の概要を示す。

  
  2.2　製品の特徴

  安全性が重要視される近年の状況において，グローバル

に商品展開するサーマルリレーに対して，国内使用環境は

もとより世界中の配電回路条件でも，従来にも増して保護
機能の確実性に対する要求が高まっている。これまでサー

マルリレーは，主回路 3極で 2 素子品，3 素子品，3 素子
欠相保護品 の   3 種類の バリエーションを品ぞろえしてきた。

TK12シリーズは，バリエーションを全て包含した高機能
の 3 素子欠相保護品の 1 種類に集約し，世界のあらゆる用
途でも電動機 回 路の過負荷保護，欠相保護が可能である。 
TK12シリーズ は，グ  ローバル化に対応する一方で，日本
市場での主要  な要求  にも対応している。  例えば， 国内で多
く適用されている，丸形圧着端子による配線性を考慮した

端子形状と端子カバー構造を備え，日本のユーザにとって

も，使い勝手の良い製品としている。

  さらに 規格認証の面でも  ， UL，TÜV，CE，CCCなど

の世界の主要な認証を標準で取得しており， 真の グローバ

ルスタンダードとなり得るサーマルリレーである。

  
  2.3　仕様と定格

  表1に平衡回路における動作特性，表2に不平衡回路に

おける動作特性を示す。

  TK12シリーズのヒートエレメント定格と，三相標準電
動機容量に対するヒートエレメント定格の標準適用を表3

に示す。

  

  3　「TK12シリーズ」の小型化技術
  
  サーマルリレーの小型化には，新反転機構の採用，部品

表1　平衡回路における動作特性

規　格
限界動作 過負荷時

（ホット）
拘束時

（コールド）不動作 動作

IEC 60947-4-1 105% Ie
（2h
未満）

120% Ie
（2h
以内）

150% Ie
2min未満

720% Ie
2 ～ 10SJIS C 8201-4-1

表2　不平衡回路における動作特性

規　格 不動作 動作（ホット）

IEC 60947-4-1 2相：100% Ie
　　　(2h未満)
1相：90% Ie

2相：115% Ie
　　　(2h未満)
1相：0JIS C 8201-4-1

表3　「TK12シリーズ」のヒートエレメント定格

三相標準電動機全負荷電流（参考値） ヒートエレメント定格（Ａ）

4P 400V 50Hz 4P 200V 50Hz 電磁開閉器

容量
P （kW）

電流
Ie （A）

容量
P （kW）

電流
Ie （A）

SK06＊W SK09＊W SK12＊W

0.1 ～ 0.15 0.1 ～ 0.15 0.1 ～ 0.15

0.13 ～ 0.2 0.13 ～ 0.2 0.13 ～ 0.2

0.18 ～ 0.27 0.18 ～ 0.27 0.18 ～ 0.27

0.1 0.34 0.24 ～ 0.36 0.24 ～ 0.36 0.24 ～ 0.36

0.34 ～ 0.52 0.34 ～ 0.52 0.34 ～ 0.52

0.2 0.7 0.1 0.68 0.48 ～ 0.72 0.48 ～ 0.72 0.48 ～ 0.72

0.64 ～ 0.96 0.64 ～ 0.96 0.64 ～ 0.96

0.4 1.2 0.8 ～ 1.2 0.8 ～ 1.2 0.8 ～ 1.2

0.2 1.3 0.95 ～ 1.45 0.95 ～ 1.45 0.95 ～ 1.45

0.75 1.8 1.4 ～ 2.1 1.4 ～ 2.1 1.4 ～ 2.1

0.4 2.3 1.7 ～ 2.6 1.7 ～ 2.6 1.7 ～ 2.6

2.2 ～ 3.4 2.2 ～ 3.4 2.2 ～ 3.4

1.5 3.1 0.75 3.6 2.8 ～ 4.2 2.8 ～ 4.2 2.8 ～ 4.2

2.2 4.6 4 ～ 6 4 ～ 6 4 ～ 6

1.5 6.1 5 ～ 7.5 5 ～ 7.5

3.7 7.5 6 ～ 9 6 ～ 9

2.2 9.2 7 ～ 10.5

5.5 11 9 ～ 13
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の固定方法，筐体（きょうたい）の熱可塑化，ヒータ設計
という四つの手法がある。

  
  3.1　新反転機構の採用

  TK12シリーズは，小型化とともに，高性能の動作特性
安定化を図るために，図3に示すように反転機構には引張
りスプリングによるトグル反転機構を採用した。既存の板
ばね方式は，一枚の板でばね特性を得られるというメリッ

トがあるが，小型化を追求する TK12シリーズにおいては，

入出力特性を得るための板ばねサイズに限界があった。こ

の課題を解決するために，反転機構には引張りスプリング

方式を採用した。荷重・変位の入出力特性，スペース効率
の最適化を行うため，反転機構を形成する十数か所に及ぶ

寸法や荷重などのパラメータ解析を行うことで，動作特性
の安定化と省スペース化を実現した。

  
  3.2　部品の固定方法

  外形最小寸法を実現にするためには，部品単位での小型
化や部品点数の削減が必要である。

  全ての使用部品を極小化するために，金属部品をモール

ドに圧入して固定する方式を採用した。しかし，圧入構造
を採用するに当たっては， 各 部品を固定する位置の精度の

確保が課題となった。これを，図4に示すように，各部品
の圧入位置を最適化することで解決した。さらに各金属部
品は，モールドへの固定箇所を余分に設けることなく，必
要な機能形状だけの部品とすることで小型化を実現すると

ともに，組立工数を大幅に削減することに成功した。同型
現行品と比較した場合，部品点数にして 25% 削減するこ

とができた。

  
  3.3　筐体への熱可塑材料の採用

  圧入構造を採用するために不可欠なのは，筐体の材質選

定である。圧入後の保持力を確保するために，筐体は靱性
（じんせい）のある熱可塑材を採用した。従来の熱硬化材
では靱性がないため，圧入構造を採用することが不可能で

あった。部品を固定するために，リベット，ねじ締結など

の追加部品が必要であり，部品固定スペースによる製品外
形の増大と部品点数の増加を招いていた。また， 熱可塑材
  は再生可能であり，環境性能への配慮  のため 他のモールド

部品も全て熱可塑材を採用し た 。これにより筐体の体積比
は同型現行品と比較し，図5に示すように 55%となった。

サーマルリレーの筐体への熱可塑材適用は国内初となる。

  熱応力に対して変形しやすい熱可塑材の使用に当たり，

成形部品の変形や反りが生じないように成形材の肉厚の均
一化と金型ゲート位置の最適化を行った。また， 自己発熱
  する  ヒータ周囲においてはクリープ  変形  を考慮する必要が

ある。  そのため  TK12シリーズ においては，  設計段階での

応力解析はもとより，図6に示すように射出 成形時の変形
解析を行い，ゲート位置の最適化と変形量の最小化を事前
検証し た 。

圧入による保持

圧入例

2か所を同時圧入

ねじ・リベット
による保持

（a）「TK12シリーズ」

（c）圧入箇所の事例

（b）従来品

図4　圧入部品事例

（a）「TK12シリーズ」 （b）従来品

図5　筐体の体積比較

変位

荷
重

F 点荷重

P点荷重

F点

P点

（a）新反転機構
　　　（引張りスプリング方式）

（c）新反転機構の入出力特性例

（b）現行反転機構
　　　（板ばね方式）

図3　反転機構
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  3.4　ヒータ設計

    サーマルリレーの小型化を進める場合，出力エンジンと

もいえるヒータの小型化・高効率化と，筐体が小型である

ため，外部への放熱を促進して相間の熱干渉を少なくする

ことが課題であった。

  これを実現するために，図7に示す電流－電熱－ バイメ

タル 湾曲量の連成解析を行い， ヒータの発熱量を最小限に

抑え  るとともに  効率的にバイメタルを加熱して，湾曲量  を
確保できる構造にした。 
さらに，バイメタルを小型化して湾曲量を極大化するた

めに，  ヒータ構造はバイメタルと保持部品をレーザ接合し

た（図8）。これにより，既存構造のバイメタル有効長と

比較し，7%の効率アップを達成した。

  

  4　ユーザインタフェース
  

  4.1　顧客の設置・ 配線 

  一般的なサーマルリレーは，盤 表 面側に補助 回路 端子が

あり，その奥側に主 回路 端子がある。端子の配置には日本
方式と欧州 方式 があり，主回路配線を 図9  に 示す。

  海外では，主回路配線を行 った 後 に 制御回路である補助
端子の配線を行うことが一般的である。日本においては，

各種盤メーカーが制御系の配線を行い，主回路は現地配線
する場合が多い。そのため上述のような欧州方式の端子配

列では主回路が 制御回路  配線の 奥になってしまうため， 工
具  が届きにくく ，配線ダクト近傍にサーマルリレーを配置
している場合などは配線作業がしにくかった。この課題を

解消するために，TK12シリーズでは主回路と補助回路を

左右に配置 し，どちらの配線方式においても  配線作業を容
易にできる  構造にした  。また， 主回路と制御回路の配置に

段差を付け，主回路・制御回路間の誤配線を防止する配置
にしている。

  制御回路の接点配置は，一般的に電磁接触器の自己保持
回路として必要となる b 接点（NC接点）を盤面側に配置
している。

  
  4.2　安全性・操作性

  TK12シリーズは，グローバル対応の安全性を確保する

ために，IEC 60529に準拠した端子カバーを標準で装備 し
た （図10）。また，製品正面には開閉可能な透明カバーを

装着し，調整ダイヤルの電流整定値の誤操作防止機能と，

リセット棒の手動と自動の切換の誤操作防止機能を追加し

ている。また，この透明カバーには，不用意にカバーを開

射出時間
大

小

図6　筐体の成形流動解析例

スポット接合レーザ接合

保持部品

ヒータ

バイメタル

（a）「TK12シリーズ」 （b）従来品

図8　ヒータ接合方法

（a）日本方式（本方式）

（c）端子配置

（b）欧州方式（従来方式）

主回路

主回路

a接点
b接点

段
差

制御回路

制御回路

図9　主回路配線のイメージ図図7　電流－電熱－ バイメタル 湾曲量の連成解析例

温度
上昇値

高

低
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閉させないための封印用の穴も設けている。

  図11 に示すように，動作状態は本体正面から識別可能
であり，この表示部を使用してシーケンスチェックが可能
である。

  

5  　製品トレーサビリティ
  
  本製品の生産においては，生産トレーサビリティを管理

するため，銘板の QRコードを使って個体ごとの生産履歴
を記録するシステムを導入した（図12）。

  ™  製造ロット，個体番号
  ™  日々生産状況，不良率
  ™  個体調整履歴

  これらの情報は社内で一元管理をしているので，不具合
品が発生した場合の生産履歴を調査する際に，QRコード

により個体調整履歴を即座に確認することが可能であり，

顧客対応の迅速化を図ることができる。

  

6  　あとがき
  
  グローバル市場化した産業機器分野においては，競合他

社との差別化を図る手段として，機器の小型化，高性能化
の動向がいっそう高まっている。電磁開閉器を構成する

サーマルリレーにおいても例外ではない。この背景を受け，

本稿では新開発のサーマルリレーにおける小型化技術につ

いて概要を述べた。

  今後も市場要求にマッチした技術開発を行い，需要家各
位の要求を満足し得る製品開発に臨む所存である。

  
  

   

リセット棒

マーク 調整ダイヤル

シーケンスチェック

トリップ表示：白
（説明のため黒色で表記）

リセット状態 トリップ状態

図11　シーケンスチェック

①開く ②押す

M

A

A

③時計回り手動リセット状態

自動リセット状態

④閉める

図10　自動復帰モードの切換え方法

QRコード

図12　銘板

   森下　文浩
電磁開閉器の開発設計に従事。現在，富士電機機
器制御株式会社技術・開発本部開発部マネージャー。  

   

   古畑　幸生
  電磁開閉器の開発設計に従事。現在，富士電機機
器制御株式会社技術・開発本部開発部アシスタン

トマネージャー。
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  1　まえがき
  
  配線用遮断器（MCCB）や漏電遮断器（ELCB）に代表

される低圧遮断器は，配電線路における，負荷への過電流
や線路の短絡・地絡および漏電といった電気事故から，配
線・設備・人体などを保護するため，電気を使用する全て

の機器や装置，設備，建造物に設置されている。

  富士電機は，1990 年に世界で初めてMCCBと ELCB
の外形寸法を統一した「TWINブレーカ」を発売した。

2001 年には，32〜 100AFの製品を業界最小の同一外形
サイズで構成した「α-TWINブレーカ」を発売した。こ

れにより，盤設備や装置の小型化と設計の標準化に貢献す

ることで，多くのお客さまの支持を受けてきた。2009 年
には，市場のグローバル化に対応するため，IECや ULを

はじめとする国際規格に対応した「G-TWINシリーズ」

を発売した
⑴〜⑷

。

  本稿では，G-TWINシリーズに新たなラインアップと

して開発中である 32〜 63AFの小型MCCB・ELCBの特
徴と，小型化技術および遮断技術について述べる。

  

  2　開発の狙い
  
  近年，MCCB・ELCBの市場動向においては，製品に求

められる仕様が多様化する傾向にある。市況（素材価格の

高騰）に影響を受けない製品価格の安定化や遮断性能の向
上，各種付属装置の共用化などは共通した要求であるが，

分野別で異なった仕様が要求されている。

  その一つは，機械装置や制御盤用途における装置を小
型・軽量化するために要求される機器の小型化である。こ

れに付随して，安全性の向上や国際規格への対応が求めら

れる。一方，受配電盤用途としては，盤の設計を簡素化す

るために，従来設備との互換性を含む外形寸法の統一化や，

負荷の大容量化に対応する定格電流の格上げが要求されて

いる。さらには，近年急増する再生可能エネルギー関連の

電源装置や発電用設備では，直流高電圧への対応が必要で

ある。このように，産業別や用途別に最適な機器を採用す

る傾向となっている（図1）。

  このような状況の中，機器の小型化要求が強く望まれ

ている市場で分岐回路の末端に多く使用される定格電流
63A 以下の製品に対し，従来品よりもさらに小型化した

   小型 32～ 63AF低圧遮断器

  浜田　佳伸  HAMADA Yoshinobu

  32 to 63 AF compact low-voltage circuit breakers

  富士電機では多様化する市場ニーズに応えるため，グローバルツインブレーカ「G-TWINシリーズ」の新たなラインアッ

プとして，小型 32〜 63AFの低圧遮断器を開発中である。設置面積を従来品の 72%に縮小しており，盤および装置の小
型化に貢献できる。さらに，遮断性能を 1.5 倍に向上して業界最高レベルの小型・高遮断性能を実現した。小型化技術では

新型リンク機構や熱動電磁形の過電流引外し機構を採用し，高遮断技術では独自の 1 接点アーク転流遮断方式を採用したこ

とが特徴である。また，付属装置の拡充によるユーザインタフェースの向上を図った拡張性の高い製品である。

  In order to meet diversifying market needs, Fuji Electric is developing   32 to 63 AF compact low-voltage circuit breakers as the new 
line-up of the G-TWIN global series. The installation area was reduced to 72% of that of previous products, which can help reduce the size 
of panels and machines. In addition, breaking performance has been increased 1.5 times to provide industry-best compactness and breaking 
performance. Features include the adoption of a new type of link mechanism and a  thermal-electromagnetic over-current release mechanism 
as  miniaturized technology and the adoption of a unique one-contact arc commutation interruption method as advanced breaking technology. 
These highly extensible breakers are also designed to improve user interfaces through the expansion of the accessory line-up.

（a）ＭＣＣＢ-3Ｐ （ｂ）ＭＣＣＢ-2Ｐ （ｃ）ＥＬＣＢ-3Ｐ（ｄ）ＥＬＣＢ-2Ｐ

図2　製品ラインアップ

機械装置・制御盤メーカー
○小型化
○安全性
○国際化

受配電メーカー
○外形統一
○大容量
○直流対応共通

○遮断性能向上
○付属装置共用
○価格の安定化

図1　MCCB・ELCBの市場別ニーズ
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製品ラインアップ（図2）を開発することとした。

  

  3　製品の特徴
  
   開発品である 32〜 63AF MCCB・ELCBの主な特徴

は次のとおりである。

    ⑴　3 極品の製品外形サイズを業界最小クラスである幅
54mm（2 極品は幅 36mm）で構成し，従来品に対し設
置面積比で 72%に小型化する（図3，図4）。

  ⑵　遮断容量を従来品に対し 1.5 倍に向上し，同一外形
サイズでは業界最高水準の遮断性能を達成する。特に

AC200V 系では，Ics（定格使用短絡遮断容量）=100%×
Icu（定格限界短絡遮断容量）として大幅に遮断性能を向
上する（表1）。

  ⑶　機器への電気安全要求に対し，端子部を IP20に標準
対応した安全設計思想を取り込む（図5）。

  ⑷　図6に示すように，顧客で取付けが可能な内装付属装
置のカセット化や，リード線を本体側面に引き出すこと

により密着取付けができる。また，富士電機独自の製品
レイアウトにより，組合せのバリエーション（表2）を

そろえ，付属装置付きの機能を充実させる。

  ⑸　IEC35mmレール取付けに標準対応し，ねじ取付けと

レール取付けの 2 種類の取付けを可能とする。

  ⑹　各種国際規格に対応し，用途に合わせた 2 種類をライ

ンアップする。

  ™  スタンダード：JIS，IEC，CCC
  ™  グローバル：JIS，IEC，CCC，UL489

  ⑺　RoHS 指令
〈注〉

をはじめとした各種環境規制に対応し環境

従来品

72%

開発品

図4　並列取付け時の小型化イメージ

（a）斜視図

カバー（開状態）

リード線
（取付け後）

内装付属装置
(カセット化 )

（b）側面図

図6　開発品の内装付属装置の装着例

（b）従来品（a）開発品

図3　既存製品との外形寸法比較

表1　遮断容量比較（IEC条件 Icu / Ics）

経済形 汎用形

従来品
（BW50EAG, SAG）

AC230V    5/3kA  10/5kA

AC440V 2.5/2kA 7.5/4kA

開発品
AC230V 7.5/7.5kA  15/15kA

AC440V 2.5/2kA 7.5/6kA

図5　端子部の安全対応（フィンガープロテクト）

表2　代表的な付属装置の組合せの例

●：補助接点
▲：警報接点

MCCB ELCB

極数 2P 3P 2P 3P

補助接点 Ｗ ○ ○ ○ ○

Ｗ２ － ○ － ○

警報接点 Ｋ ○ ○ ○ ○

補助・警報 ＷＫ ○ ○ ○ ○

電圧引外し Ｆ ○ ○ － ○
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負荷の低減に貢献する。

  

  4　製品の小型化技術
  
  開発品では小型・高性能を実現するために，機能部別に

小型・高効率化を図るとともに，近年の素材価格の高騰に

よる製品価格への影響を減らすため，主要な通電部材であ

る銅や銀などの使用量の最適化設計を実施した。

  また，一般的にMCCBや ELCBでは，定格電流や定格
遮断容量に応じて構成する部品が異なる。そこで，機能部
別のユニット化構造（図7）を採用することで，製品の組
立工数を削減した。

  ⑴　開閉機構部
  従来品の開閉機構部の主要部品は樹脂製となっているた

め，寸法精度や強度の関係から小型化が困難であった。開

発品では，金属部品による新型リンク機構と外郭フレーム

による一体化構造（図8）を採用し，開閉機構部のサイズ

を従来比で 75%に小型化したほか，部品の軽量化により

20% 以上の接点開極動作速度の向上を実現した（図9）。

  ⑵　過電流引外し部

可変部

下部ケース組立
（遮断部）

可変部

過電流引外し部
（漏電検出部）

開閉機構部

中間ケース組立

上部カバー

図7　機能部別のユニット化構造

（a）開発品 （b）従来品

樹脂製

金属製

図8　開閉機構部

低

高
温度

図11　熱解析による導体の温度上昇検討

弱

強
吸引力

図10　磁界解析による電磁引外し機構の吸引力検討

0

15

10

5

20

25

接
点
開
極
距
離
（
m
m
）

2 40 6 8
時間（ms）

従来品

開発品

10

図9　接点開極動作特性の比較

〈注〉  RoHS 指令：電子電気機器における特定有害物質の使用制限に

 ついての EU（欧州連合）の指令
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  図10に示すように，磁界解析による電磁引外し機構の

吸引力を検討して小型化を行い，過電流引外し機構を従来
の完全電磁式から熱動電磁式に変更した。これにより，従
来比で 70%に小型化したほか，取付け姿勢や ACおよび

DCの違いによる定格の 10 倍程度までの過負荷電流に対
する保護特性を共用化でき，汎用性を高めている。

  また，製品価格の安定化に向けた省銀・省銅化への取組
みとして，熱解析により導体の温度上昇を検討して最適化
設計を行った（図11）。最大定格品においては，従来品に

対し銅および銀の使用量を 30% 以上削減した。

  

  5　高遮断性能を実現したアーク転流遮断技術
  
  製品の特徴である小型・高遮断性能を達成するため，  開

発品では独自の 1 接点アーク転流遮断方式を採用した。  一
般的なMCCBでは，図12 に示すような限流遮断方式を

とっている。接点を高速開極してアークを消弧装置に駆動
させ，接点間アーク抵抗を大きくすることで回路インピー

ダンスを瞬時に増加させて短絡電流を抑制できる構造であ

る。

  従来品の遮断構造（図13）は，接点間に発生したアー

クを電磁力や内部の圧力上昇を利用して可動子および固定
子の先端を経由し，積層した金属磁性体（グリッド）で構
成される消弧装置へ駆動させる構造であった。このため，

限流効果を高めるためには，大きな消弧装置が必要であっ

た。消弧装置は可動子の開極距離（接点ギャップ）に比例
した大きさに制約されるため，小型製品で消弧装置のみを

大きくすることも困難であった。また，電流遮断中のアー

クは常に接点近傍から発生しているため，接点の消耗も大
きくなるという問題があった。

  開発品の遮断構造（図14）では，接点間で発生したアー

クをアークランナと呼ばれる導体に転流させ，接点から

離れた位置にある消弧装置へ高速で駆動させて遮断する方
式を採用した。この特徴は，少ない開極距離（接点ギャッ

プ）でも消弧装置の大型化が図ることができ，また，アー

クの最終位置が接点近傍から遠ざかることで接点消耗も低
減できる。

固定側接点

固定子

アーク（初期） 可動子

可動側接点

グリッド
（消弧装置）

アーク
（消弧装置駆動後）

図13　従来品の遮断構造の模式図
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規約短絡電流

10

開発品

従来品

開発品

従来品

図15　従来品と開発品の遮断オシログラム

可動子

可動側接点
グリッド

（消弧装置）

アーク（初期）

固定子

アーク
（走行中）

アーク
（消弧装置駆動後）

固定側接点

アークランナ

図14　開発品の遮断構造の模式図
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図12　限流遮断方式
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  この新技術により，開発品では従来品よりアーク電圧の

最大値に到達するまでの時間の短縮と，アーク電圧値を

上げることで遮断時の通過エネルギー（通過電流 2乗積：

∫i2dt）を半分以下に抑えることができる（図15）。

  

  6　あとがき
  
  小型 32〜 63AF 低圧遮断器について特徴となる小型化
技術や遮断技術を紹介した。今後，国内外で使用する電気
設備に対し，多様化する市場ニーズとそれに対応する品ぞ

ろえがよりいっそう重要になってくると考える。お客さま

の要求をいち早く取り入れ，市場ニーズに応えた製品の拡
充を図っていく所存である。
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  低圧遮断器の開発 ･設計に従事。現在 , 富士電機
機器制御株式会社技術 ･開発本部開発部アシスタ

ントマネージャー。
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  1　まえがき
  
  高度情報化社会への進展が目覚ましい昨今の状況におい

て，データセンターなどの低電圧電気設備には，特段の電
気安全性，電力供給における信頼性の確保が求められてい

る。データセンターにおける電気安全性を確保するために

は，電気回路の過負荷・短絡事故および地絡事故に対する

適切な保護協調を経済的に構築する必要がある。電力供給
における信頼性を確保するため，良質な電力を継続的に供
給することができる電気設備であることはもちろん，ノイ

ズの発生を従来の電気設備より極めて低いレベルに抑制し

なければならない
⑴

。

  このたび開発したデータセンター向け低圧遮断器は，高
いレベルの電気安全性と電力供給における信頼性の確保を

達成した。本稿では，達成するための技術開発および実証
試験結果について述べる。

  

  2　データセンター電源設備の対応技術
  

  2.1　データセンター電源設備の配電方式

  データセンターの電源設備では，電力供給の信頼性確保
とノイズの発生を極めて低いレベルに抑制することが要求
される。低電圧回路における電気安全性および電力の供給

信頼性を高いレベルで経済的に確保するには，まず電源設
備と負荷に適する配電方式にすることが必須である。配電
方式においては，従来，国内で適用されてきた TT配電方
式に加えて，ヨーロッパで適用されてきた TN配電方式が

1999 年 11 月の電気設備技術基準の改正で取り込まれ，選
択肢が増えた。配電方式の比較を表1に，接地方式を図1

に示す
⑴

。

  TT 配電方式では各機器について個別に接地を行ってい

る。そのため，接地間の電位上昇の干渉が発生する可能性
があり，基準電位の確立が難しい。近年では，等電位接地
線を設けて機器の露出導電性部分と電源の接地極を接続し，

接地間の電位上昇を抑制する統合接地方式を用いることも

ある。

   データセンター向け低圧遮断器

  佐藤　佑高  SATO Yutaka

  Low-voltage circuit breakers for data centers

  データセンターの電源設備には，電力供給の高信頼性やノイズ発生の低レベル化ならびに設備の変更・メンテナンス性の

容易化が要求されている。富士電機では，電力供給の高信頼性を実現するために高い限流性能を持つ「BM3シリーズ」を

採用して選択遮断協調を行っている。また，作業の効率化のためにブスバーにプラグインで取り付ける低圧遮断器を開発す

るとともに，高調波対策として N相強化形の低圧遮断器を開発した。これらの低圧遮断器を用いた設備事例において，デー

タセンターの電気工事における適用課題と技術的対処法を検証した。

  Power equipment in data centers requires power supplies with increased reliability and decreased noise, as well as easier exchangeability 
and  maintenance.To develop highly reliable power supplies, Fuji Electric employs the BM3 series having high current-limiting performance 
and uses selective trip coordination. To improve operation productivity, it developed low-voltage circuit breakers that attach to a busbar using 
a plugin, along with low-voltage circuit breakers with n-phase protection against harmonic current.We verifi ed problems occurred in electrical 
installation work for data centers and their technical solutions by using the examples of equipment where these low-voltage breakers are used.

表1　配電方式の比較
⑴

配電方式 地絡電流 地絡保護方式 特　徴

TT配電 小 漏電遮断器 関連設備接地系で電位差が発生
し，ノイズ発生の場合がある。

TN配電 大 過電流遮断器

等電位ボンディングによって基
準電位を確保することにより電
位差によるノイズが抑制が可能
である。

L1

L2
L3
N
PE導体等電位ボンディング

（b）TN配電方式

L1

L2
L3
N

B種接地

（a）TT配電方式

図1　接地方式
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  一方，TN配電方式では，等電位ボンディングを行って

いるため，基準電位の確保という点で有利である。関連設
備接地系での電位差発生を抑制できるため，ノイズの発生
も抑制できる。データセンターにおいては，経済的でより

高いレベルの電気安全性の確保ならびにノイズ発生を極め

て低いレベルに抑制することを目的に，TN配電の採用事
例が増えており，本稿は TN配電方式を対象としたもので

ある。

  
  2.2　供給信頼性の向上

  データセンターの電源設備では，“24 時間 365 日ノンス

トップ運転”が要求される。そうした中で，一つのサーバ

の短絡事故が波及し，メインの低圧遮断器（ブレーカ）が

トリップすることはできる限り避ける必要がある。図2に

示すように，地絡事故が発生した場合でも分岐ブレーカの

みを遮断するようにしている。

  ブレーカによる地絡保護方式の適用を図3に示す。TN

配電方式では，地絡事故電流は，基準大地電位に等電位
で電気的に結合した保護接地導体（PE 導体）を通して流
れる。設備機器の非充電導電部は，原則として PE 導体に

接続されるので，当該部に地絡した場合は地絡回路のルー

プインピーダンスが小さく短絡電流に近い大電流が流れる。

大地間インピーダンス（ZPE1）が小さいために，人体へ

の接触電圧が低く抑えられるなどの特徴がある。この短絡
電流に近い地絡電流に対して保護協調を踏まえ，地絡選択
遮断協調を実現する必要がある

⑴

。

  ブレーカによる地絡保護に必要な条件は，次の三つであ

る。

  ⒜　地絡点 S1におけるメインブレーカの瞬時動作電流
と時間のレベルが感電保護に対して十分なこと

  ⒝　分岐ブレーカの動作時に，メインブレーカが同時に

遮断しない領域を持つこと

  ⒞　幹線用遮断器直下の大きな地絡電流に対して，分岐
ブレーカが単極遮断性能を保持すること

  これらの条件を実現するために，分岐ブレーカに高い限
流性能を持つ ｢BM3シリーズ｣ を採用した。BM3シリー

ズは，独自の高効率 2接点遮断機構，接点強制乖離（かい

り）機構により，通過遮断エネルギーが従来のブレーカの

1/5 以下になる。

  図4に示すように，従来の非限流式の分岐ブレーカとメ

インブレーカの組合せでは，数 kAの短絡電流が流れると

メインブレーカも瞬時動作によってトリップしてしまう領
域があり地絡保護協調が取れない。一方，BM3シリーズ

では，自身の限流作用により 10ms 以内に遮断動作を完了
させ，メインブレーカをトリップさせずに，分岐回路のみ

を遮断することができる。この組合せにより，最大 10 kA
の地絡電流までの選択遮断協調が実現できる。

  データセンターの電源設備においては，選択遮断協調以
外に設備や機器の点検・交換時間を最小限に抑制すること

が要求される。ブレーカの取付け・取外しの工数を最小限

SRG

サーバラック

分岐
ブレーカ

サーバラック サーバラック

地絡

遮断 給電 給電

給電

主幹
ブレーカ

変圧器

図2　データセンターにおける地絡事故の保護方式

N相

U

U

ZL
メインブレーカ

基準0電位

PE導体

ZPE
Eｂ

系統外導電部

RR

ZPE1
S1

RC

分岐ブレーカ

地絡

非充電導電部

図3　ブレーカによる地絡保護方式の適用

高限流形分岐ブレーカ
（ＢＭ３）

非限流形分岐ブレーカ
（Ｆ５２Ｐ）

メインブレーカ
（ＢＷ４００）

動作電流（A）
100 1,000 10,000

動
作
時
間
（
s）

100

10

1

0.1

0.01

0.001

0

図4　ブレーカの動作特性曲線
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にするために，従来のねじと圧着端子による電線の取付け

ではなく，ブスバーにプラグイン端子式のブレーカを取り

付ける方式（BM3プラグインタイプ）を開発した。プラ

グイン端子は，メインブレーカと分岐ブレーカに備えるよ

うにして，着脱作業の簡素化を実現した。図5に，BM3
にプラグイン端子を組み合わせた構造を示す。

  
  2.3　高調波対策

  TN 配電方式を採用した低電圧電気設備では，高調波電
流が中性相に重畳する可能性がある。特に三相電源の場合，

図6に示すように第 3高調波が重畳し，中性相（N相）に

最大で定格電流の 1.73 倍の電流が流れる。

  一般的に三相四線式の設備では 4 極品を使用するのが望
ましいが，中性相に高調波が重畳するため使用できないこ

とがある。これは，4 極ブレーカの中性相は最大定格電流
の通電容量で設計されるため，定格電流の 1.73 倍にもな

る電流を流すと，熱的損傷を受けるからである。従来，こ

の N相は 4 極のブレーカではなく，三相のブレーカと単
極の開閉器の組合せなどで対応していた。しかし，これら

のブレーカと N相開閉器の操作については注意が必要で

ある。ブレーカが“入”状態で N相開閉器を“切”にす

ると，負荷の電圧バランスが崩れ，異常電圧により設備機
器を損傷してしまう恐れがある

⑴

。

  こうした高調波が重畳した場合においても，通電・開閉
ができるという市場の強い要求がある。これに応えるた

めに，4 極のブレーカで N相の電流容量を大きくした N
相強化形ブレーカを開発した。この N相強化形ブレーカ

では，R・S・T相に対して N相が 1.73〜 2 倍の容量で通
電・開閉することができる。N相強化形ブレーカの仕様を

表2に，外観を図7に示す。

  

  3　実証試験結果
  
  ⑴　地絡選択遮断協調の検証
  地絡保護への課題は，2.2節に述べたようにメインブ

レーカの瞬時動作電流および動作時間は，感電保護に対し

て十分に裕度を確保した上で，分岐ブレーカの動作時にメ

インブレーカが同時に遮断しない領域を持つことである。

この検証として，メインブレーカと分岐ブレーカの組合せ

で，200V/10 kA 単極遮断の回路条件で試験を行った。分

基本波電流と第3高調波

基本波 第3高調波

中性点に流れる第3高調波の合和

平衡負荷の場合，基本波電流は中性点0

Ｒ

Ｓ

Ｔ

I R

I S

I T

I O

図6　高調波の重畳現象 図7　Ｎ相強化形ブレーカ

表2　Ｎ相強化形ブレーカの仕様

フレームの大きさ
（AF）

定格電流（Ａ）

Ｒ，Ｓ，Ｔ相 Ｎ相

250 125，150 250

400 225　　　　 400

630 350，400 630

図5　BM3プラグインタイプ

（a）正面 （b）側面
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岐ブレーカに非限流式ブレーカ ｢F52P｣ を使用した場合
と，限流式の BM3を使用した場合の結果を図8に示す。

  まず，非限流式ブレーカの組合せでは，図8⒜のよう

に分岐ブレーカの限流効果が働かないため，遮断時間が

8.0msと長くメインブレーカも動作してしまい，遮断協調
が取れていない結果となった。

  一方，高い限流性能を持つ BM3との組合せにおいては，

限流効果によりメインブレーカを動作させずに分岐ブレー

カのみが動作し，図4の動作特性曲線のように地絡協調が

取れている。BM3プラグインタイプを分岐ブレーカに用
いることにより，地絡事故回路のみを切り離し，他の健全
回路への給電の連続性を保てることが確認できた。

  ⑵　プラグイン端子着脱に対する接続信頼性

  分岐プラグイン接続は，メンテナンスのため複数回抜き

差しを実施することが予想できる。ブスバーに対してプラ

グイン端子を複数回抜き差しすることで，プラグに傷など

が生じて接触抵抗が変化してしまうことが考えられる。複
数回の着脱に耐えられるようにプラグ強度に裕度を持たせ

る必要があり，その検証としてプラグイン端子着脱試験を

行った。試験では着脱回数を増やしていき，温度変化と接
触抵抗を測定した。その結果，プラグイン端子の温度上昇
値は 50 回試験して安定しており，製品として十分な裕度
を確保していることが確認できた。

  

  4　あとがき
  
  データセンターなどの低電圧電気設備においては，機器

単体ではなく配電方式そのものが見直されている。その背
景には関連設備接地におけるノイズ低減があり，基準電位
の確保のため，TN配電方式を採用する事例が増えている。

  本稿では，今回開発した N相強化形ブレーカや BM3シ
リーズなどのデータセンター向け低圧遮断器を用いること

で，安全に地絡保護を行い，給電信頼性も十分に高いもの

であることを述べた。今後は，さらに適用機器の検討を広
げることで，電力の供給信頼性の確保に寄与する所存であ

る。

  
  参考文献
  ⑴　阿部汎雄ほか.“TN配電方式の普及を目指した一連の研究”. 

電気設備学会全国大会講演論文集. 2006-08-01, vol.24, p.37-

52.

      佐藤　佑高
  低圧遮断器の開発設計に従事。現在，富士電機機
器制御株式会社技術 ･開発本部開発部。

   

電源電圧

メインブレーカ極間電圧
（N相強化形
BW400RAG-4Ｐ225）

分岐ブレーカ極間電圧
（BM3RSR-032）

地絡短絡電流
遮断時間：4.5ms

電源電圧

メインブレーカ極間電圧
（N相強化形
BW400RAG-4Ｐ225）

分岐ブレーカ極間電圧
（F52P）

地絡短絡電流

（a）非限流式「F52P」の場合

（b）限流式「BM3」の場合

メインブレーカ動作

メインブレーカ不動作

遮断時間：8.0ms

図8　遮断試験結果
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    1　まえがき
  
  高圧受変電設備は，高度情報化社会において高品質な電

力を安定供給するために重要である。設備を構成する各機
器には通電，絶縁，電流開閉などの高い信頼性が長期間に

わたって要求されている。さらに，近年，小型・軽量化，

高機能化などの要求に加え，ライフサイクルコスト（LCC）
低減や環境負荷低減への要求が高まっている。

  真空遮断器（VCB）は，小型軽量，遮断部の保守点検
の容易性など優れた利点があることから，高圧受変電設備
で広く使用されている。近年，保守点検のための停電時間
や要員の確保が難しくなってきていることや，LCC 低減
の市場要求などから，VCBの保守点検周期の延長や点検
項目の低減に関する要求がいっそう高まってきている。さ

らには運転中の VCBの開閉動作特性を監視して，必要に

応じた保守点検を実施する予防保全に対する要求も高まっ

てきている。

  このような市場要求に対応するために，操作機構部の簡
素化と長期にわたる動作の信頼性向上を図るとともに，開
閉操作時の電流・電圧を監視することにより開閉動作の異
常を検出するドライエア密閉形キュービクル用の電磁操作
形VCBを開発した。

  

  2　特　徴
  
  ドライエア密閉形キュービクルと VCBの外観を図1に，

ドライエア密閉形キュービクルの構造を図2に，VCBの

定格仕様を表1に示す。

  VCBの主回路部を含む高圧充電部は，密閉金属容器内
に配置されている。密閉金属容器は接地され，内部には環
境負荷がないドライエアを大気圧で封入している。これに

より，主回路部はキュービクルの設置環境に影響されない

クリーンな環境を長期間にわたり維持できるため，主回路
部はメンテナンスフリーである。

    永久磁石を使用した電磁操作形の VCBには，次の特徴
がある。少ない保守点検で長期間にわたり安定した開閉性
能を維持することができ，必要に応じて開閉異常を検知し

て保守点検要否の判断もできる ことが  従来の VCBに対し

て優れている 。
  ⑴　高い動作信頼性
  操作機構は永久磁石の磁力で閉路状態を保持する。した

がって，投入状態を保持するためのラッチ装置が不要であ

る。従来の電動ばね操作機構に対して部品点数を 60% 削
減した。構造を簡素化することで動作信頼性が高くなった。

  ⑵　容易な保守点検
  VCBの投入用電磁石（投入電磁石）は，プランジャ軸

   ドライエア密閉形キュービクル用真空遮断器

   大澤　雪雄  OSAWA Yukio 臼井　英人  USUI Hideto 藤城　　智   FUJISHIRO Satoshi

  Vacuum circuit breakers for dry air insulated switchgear

 真空遮断器（VCB）は，保守点検のための停電時間や要員の確保が難しくなってきていることや，ライフサイクルコス

ト低減の要求があることなどから，保守点検の省力化が求められている。また，VCBの開閉動作特性を監視して保守点検
を決める予防保全の要求も高まってきている。富士電機は，ドライエア密閉形キュービクル用の電磁操作形VCBを開発し

た。投入状態保持用ラッチ機構を投入用電磁石に内蔵した永久磁石の磁力に置き換え，電磁石のプランジャと真空バルブを

連結して構造の簡素化を図った。点検項目が少なく，コイルの電流や電圧の測定で開閉動作異常を検出できる。

 Labor saving for maintenance inspections of vacuum circuit breakers (VCBs) is requested because ensuring of the power stoppage time 
and workers for maintenance inspections have become diffi  cult and reducing lifecycle costs is needed. Moreover, there are increasing demands 
for predictive maintenance by observing the switching characteristics of VCBs to determine maintenance inspections. Fuji Electric has 
developed VCBs for dry air insulated switchgear. The latch mechanism to hold the switch state has been replaced with the magnetic power 
of the  permanent magnet inside the electromagnet for switching and the plunger of the electromagnet and the vacuum valve have been con-
nected to simplify the structure of the VCBs. These VCBs have only a few check items and can detect switching operation errors through the 
measurement of coil current and voltage.

VCB

主回路部

操作機構部

（a）キュービクル （b）VCB

図1　ドライエア密閉形キュービクルとVCB
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受に固体潤滑を採用してグリースレス化を図り，保守点検
を省力化した。また，操作機構部は，構造を簡素化するこ

とにより点検箇所を低減するとともに，摺動（しゅうど

う）部に長寿命グリースを採用して注油周期を 3 年から

15 年に延長している。

  ⑶　安定した開閉路速度
  投入電磁石には磁気蓄勢方式を採用しており，動作原理

を図3に示す。磁束φ 1 は主磁気回路で発生する主磁束で，

φ 2 は補助磁気回路で発生する補助磁束である。投入コイ

ル電流が小さい場合は，可動鉄心下面と補助ヨークが接触
し，磁気抵抗が小さい補助磁気回路側の磁力  Q  2 が主磁気
回路側の磁力  Q  1 より大きくなるため，可動鉄心は動作し

ない。投入コイル電流が大きくなってくると，磁路の断面
積が小さい補助磁気回路は磁気飽和を起こし，磁力  Q  2 は
ほぼ一定の値となる。一方，磁路の断面積が大きな主磁気
回路の磁束φ 1 は，電流増加とともに大きくなり， Q  1 > Q  2
 となった瞬間に可動鉄心が動作を開始する。そして，補助
ヨークと可動鉄心下面間にギャップが生じ，磁気抵抗が急
激に増加するため，力  Q  2 は無視できる値になる。この動
作は，   力  Q  2 で引っ張っていたばねを放した場合と同じよ

うな現象である。

このように，力  Q  2 で磁気的にエネルギーを蓄勢して，

一気に動作を開始する方式が磁気蓄勢方式である。可動鉄
心の動作タイミングは投入コイル電流値で決まるため，操
作投入操作電圧が変動しても安定した閉路速度が得られる。

  開路動作は，投入動作時に蓄勢した遮断ばね力で行う方式
であるため開路速度は安定する。

  ⑷　早期の異常検知
  投入電磁石のプランジャと真空バルブの開閉軸を連結し

ているため，真空バルブの接点の動きとプランジャの動き

は連動している。したがって，プランジャの動きで変化す

るコイル電流やコイルに誘起される電圧波形の測定や監視
を行う装置を設けることにより，VCBの異常や故障を早
期に発見することができる。この装置はドライエア密閉形
キュービクルのオプションとして提供している。定期点
検や不具合発生時にしか検知できなかった VCBの異常や

故障が，VCB 開閉特性の自動監視により検知できるため，

よりいっそうの停電時間の短縮に貢献できる。

  異常検知可能な代表的項目は次のとおりである。

  ⒜　開閉負荷異常（摩擦増大，ばね異常）

  ⒝　永久磁石の保持力低下
  ⒞　真空バルブの真空漏れ

  ⒟　接点消耗
  

  3　構　造
  
  電磁操作形VCBの構造図を図4に示す。大気圧のドラ

イエア封入用タンクのふたを兼ねたフランジを境として，

操作機構部と主回路部を配置している。操作機構部は，通
常の VCBと同じ気中配置である。

  
  3.1　操作機構部

  投入電磁石の構造を図5に示す。投入電磁石のプラン

ジャは，三相の真空バルブを一括して駆動する開閉軸と連
結している。板状の永久磁石は，閉路操作時および閉路保
持時のどちらでも磁力を効率的に利用できるように，上部
ヨークとサイドヨークの間に配置している。可動鉄心と一
体で動くプランジャは，上下に設けた軸受の案内で滑らか

に上下運動をする。軸受は保守を不要とするため固体潤滑
式である。また，投入コイルと引外しコイルは同じボビン

表1　VCBの定格仕様

項　目 仕　様

定　格

電　圧 3.6/7.2 kV

電　流 600A

遮断電流 25kA

遮断時間 3サイクル

閉極時間 0.2s

動作責務 O-1分 -CO-3分 -CO

開極時間 0.03s

閉路操作方式 電磁操作式

閉路保持方式 永久磁石保持式

機械的寿命 10,000回

Q1＞Q2で動作開始 Q1＞＞Q2

固定鉄心

投入コイル

可動鉄心

補助ヨーク
プランジャ

Q1

Q1

Q2

φ1φ1
φ2

図3　投入電磁石における磁気蓄勢方式の動作原理

密閉金属容器

ケーブル

変流器

計器用変圧器

主母線

断路器

VCB

断路器

図2　ドライエア密閉形キュービクルの構造（側面）
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内に二層に巻いてあり，コイルの小型化を図っている。可
動鉄心は，上部端面およびつば状に張り出して内部ヨーク

と対面する 2 面で永久磁石の磁力を効率的に利用する構造
とし，電磁石の小型化を図っている。

  永久磁石を使用した   投入電磁石の動作原理を図6に示す。

それぞれの状態の説明は次のとおりである。

  ⒜　遮断ばね力によって開路状態を保持する。

  ⒝　磁気蓄勢動作により可動鉄心は一気に固定鉄心方向
に移動する。

  ⒞　投入コイルの励磁がなくなっても永久磁石の磁力で

投入状態を保持する。

  ⒟　引外しコイルの磁束で永久磁石の磁束を打ち消し，

遮断ばね力で開路動作を行う。

  電磁石が励磁されてプランジャが上方に吸引されると，

開閉軸は反時計方向に回転し，真空バルブの接点が投入方
向に駆動されて閉路状態になる。プランジャは動作エンド

で電磁石内に配置された永久磁石の磁力で閉路状態を保持
する。

  開路操作は，投入コイルと同じボビンに巻いた引外しコ

イルを励磁することにより，永久磁石の磁束と反対方向の

  永久磁石の磁力を弱め，遮断ばねによる力を利用して遮断
を行う構造である。

  
  3.2　トリップ回路

  フリートリップ機構のない電磁操作機構では，CO動作
（閉路直後に開極動作すること）時に閉路動作の残留磁気
の影響で開極時間が延びても規定の遮断時間が確保できる

ように，CO動作の時だけ引外し指令と同時に投入コイル

を逆励磁する簡単な回路を追加した。

 
   3.3　主回路部

  絶縁フレームに収納固定した真空バルブは，絶縁ロッド

を介して開閉軸に三相とも連結し，プランジャの動きで接
点が接離する構造である。この主回路部分は，ドライエア

を封入したタンク内に収め，メンテナンスフリーである。

  

（a）全体構造

（b）断面図

絶縁フレーム

投入電磁石フランジ

投入電磁石

プランジャ
開閉軸真空バルブ

絶縁フレーム

接触ばね

遮断ばね

絶縁ロッド

フランジ接続端子

接続端子

主回路部 操作機構部

図4　電磁操作形VCBの構造

永久磁石

上部ヨーク

サイドヨーク

内部ヨーク

下部ヨーク（補助ヨーク）

プランジャ

投入コイル

引外しコイル

可動鉄心

固定鉄心

軸受

軸受

図5　投入電磁石の構造

（a）開路状態

永久磁石

投入コイル

可動鉄心

遮断ばね

引外しコイル

遮断ばね力

上部ヨーク

内部ヨーク

補助ヨーク

プランジャ

固定鉄心

（b）閉路動作
　　　　　　（投入コイル励磁）

永久磁石
の磁束

投入コイル
の磁束

磁力

永久磁石
の磁束

（c）閉路保持状態

永久磁石
の磁束

引外しコイル
の磁束

（d）開路動作
　　　　　　  （引外しコイル励磁）

図6　投入電磁石構造と動作原理
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     4　適用技術・評価結果

  
  4.1　開閉特性の連成解析

  投入電磁石は，主磁束による力が投入に必要な力になる

まで補助磁束による反対方向の磁力（   後引き力）で動作し

ない構造（後引き構造）であるが，後引き力の大きさによ

り，閉路速度，コイル電流，閉路時間が変わるため，後引
き力は電磁石設計で重要な特性値である。この値  を決める

に当たって，電磁界と電磁石動作の連成解析を実施した。

解析例を図7に示す。

  解析は，渦電流の影響で後引き力の立上りが遅れること

を考慮した条件で実施した。解析結果と実測値の比較を図

8に示す。解析結果は実測値に対し 10% 程度の差異に抑
えることができ，投入電磁石の最適設計に利用した。

  
  4.2　評価結果

  電磁操作形VCBの開閉特性は，表2に示すように 1 万
回の機械的寿命試験前後でも非常に安定している。これは，

VCBの開閉特性を監視し，その状態に応じて保守点検の

タイミングを決めて，保守点検の省力化を図っていく上で

重要である。

  図9は，VCB 開閉時における CO 動作時のオシログラ

ムである。リレーの動作時間が 15msの場合でも開極時間
は 36msで，最大アーク時間の 11.3msを開極時間に加え

た遮断時間は 47.3msとなる。この値は 60Hzの 3サイク

ル時間 50msより小さく，定格の遮断時間である 3サイク

ルで遮断を実現している。なお，最大アーク時間は最小
アーク時間 3msと 60Hzの半分のサイクル時間 8.3msの
合計時間である。

  

  5　あとがき
  
  ドライエア密閉形キュービクル用真空遮断器は，保守点

検周期の延長や点検項目の削減などにより配電盤のライ

フサイクルコスト低減に寄与できるものである。今後も，

いっそうの信頼性を確保し，市場要求を反映した真空遮断
器を開発することにより，社会の発展に寄与していく所存
である。

   

①開路状態 ②閉路動作途中 ③閉路動作完了

④閉路保持状態⑤開路動作途中⑥開路動作完了

磁束密度

低

高

図7　連成解析例

0 0.05 0.1 0.15 0.2
時間（s）

投入コイル電流
実測
解析

0A
0V

プランジャ
ストローク

引外しコイル誘導電圧

図8　連成解析結果と実測値

閉極時間：167ms

リレー時間：15ms 開極時間
：36ms

主接点

補助 a接点

補助 b接点

電磁石
プランジャ
ストローク

主接点
ストローク

投入コイル
電流

閉路制御電流

引外しコイル
電流

図9　VCB開閉時のオシログラム

表2　連続開閉試験前後の開閉特性

試験項目 試験前 試験後

閉極時間（ms）  166  167

閉路速度（m/s）  0.7  0.7

開極時間（ms）  20  21

開路速度（m/s）  0.9  0.9

引外しコイル電流（A）  2.6  2.5

   大澤　雪雄
  高圧受配電機器の開発に従事。現在，富士電機機
器制御株式会社技術 ･開発本部開発部課長。電気
学会会員。
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   臼井　英人
  高圧受配電機器の開発に従事。現在，富士電機機
器制御株式会社技術 ･開発本部開発部。

   

   藤城　　智
  高圧受配電機器の試験業務に従事。現在，富士電
機機器制御株式会社技術 ･開発本部開発技術部。

電気学会会員。
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  1　まえがき
  
  最近の電力システムにおいては，OA機器や情報ネット

ワークの急激な普及に代表される高度情報化や生産設備の

自動化・連続稼動に対応するため，工場やビルなどのあら

ゆる電気設備への高品質で安定した給電がいっそう重要と

なっている。これまでも，高圧受変電設備の信頼性に対
する要求は非常に高かったが，高度情報化の進展につれ，

いっそう必要不可欠となっている。万一，電力供給のトラ

ブルが発生した場合，影響を最小限に抑えるため，保護継
電器には，他へ事故を波及させないための確実な動作と保
護協調，日常点検の負担軽減のための高機能化と高信頼化
が求められている。

   また，世界的な環境問題への意識の高まりおよび東日本
大震災後の電力供給能力の低下を受け，再生可能エネル

ギーの利用が促進され，太陽光発電・風力発電やマイクロ

ガスタービンなどの分散型電源の設置と適用拡大が進んで

いる。このような分散型電源を電力会社が供給する電力と

併用する系統連系に適用する保護継電器が求められている。 

  本稿では，高圧受配電用として開発した    ディジタル形保
護継電器「 QHAシリーズ 」（表1）について特徴となる技
術を紹介する。

  

  2　開発の背景
  
  高圧受配電設備において，短絡事故や地絡事故などの波
及を防止するために，図1に示す単線結線図の例のように

各種保護継電器が用いられている。誘導形（機械式）から

   高圧受配電用ディジタル形保護継電器「 QHAシリーズ  」 
 

  國分 多喜雄  KOKUBUN Takio

 Digital protective relays for high voltage use “QHA series”

  最近の保護継電器には，電力システムの信頼性向上や日常点検の負荷の低減とともに，太陽光発電などの分散型電源の電
力系統連系への適用が求められている。富士電機は，保護特性の充実や動作整定値を拡充し，信頼性を向上させた高圧受配
電用ディジタル形保護継電器「 QHAシリーズ  」 を開発した。高圧受配電用に加えて，太陽光発電などの分散型電源と商用
電源との系統連系に適用するために，動作値や動作時間整定値のきめ細かな設定を可能にした系統連系用の保護継電器 2機
種をシリーズにそろえている。

  Recently, protective relays are demanded for applying to system coordination of the power system including distributed power sources 
such as solar power generation along with improving reliability of power systems and reducing daily inspection workloads. Fuji Electric has 
developed “QHA series” digital protective relays for high voltage distribution facilities with enhanced protection features and expanded opera-
tion stabilization values that improve reliability. In addition to above, for grid-interconnection applications for distributed generating plants, 
such as solar power generation and commercial power sources, Fuji Electric has off ered the series two grid-interconnection protective relays 
that allow detailed confi guration of operation values and operation-time set values.

表1　ディジタル形保護継電器「QHAシリーズ」

用　途 機器の種類 形　式 主な特徴

高圧
受配電
用

過電流継電器 QHA-OC1
QHA-OC2

保護特性の充実

動作特性の安定化
信頼性向上

動作状態の数値確認

過電圧継電器 QHA-OV1

不足電圧継電器 QHA-UV1

地絡方向継電器 QHA-DG3
QHA-DG4 動作範囲整定の拡大

系統
連系用

地絡過電圧継電器 QHA-VG1 停電補償用別電源不要
系統連系用の整定値採用
外部動作ロック機能付き

地絡過電圧継電器
+逆電力継電器 QHA-VR1

高圧受配電盤

低圧配電盤 低圧配電盤

ZCT

VCB

VCB

T T

MCCB

ZCT
LBS

ＰＣＳ

太陽光発電負荷 負荷

CT

ZVT

VT

DGR
「QHA-DG3」

OVGR+RPR
「QHA-VR1」

OVR
「QHA-OV1」

OCR
「QHA-OC1」

DGR
「QHA-DG4」

DGR
「QHA-DG4」

低圧側

UVR
「QHA-UV1」

3

3 3

図1　高圧受電設備の単線結線図の例
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静止形（トランジスタ，アナログ回路方式）を経て，現
在，技術の主流はディジタル形（ディジタル，ソフトウェ

ア演算方式）に移行している。機能の充実や信頼性の向上
などの要求に応えるために，ディジタル技術を駆使した高
圧受配電設備に使用される過電流継電器（OCR），地絡方
向継電器（DGR），過電圧継電器（OVR），不足電圧継電
器（UVR），および太陽光発電を主とした系統連系用保護
継電器を開発した。

  

  3　構造と特徴
  

   3.1　共通の特徴 

  QHAシリーズの共通の特徴は次のとおりである。

      ⑴　ディジタル演算方式
  入力波形の瞬時値を AD変換し，ソフトウェアによる

フィルタ処理後，実効値を演算し引外し判定を行う。ディ

ジタル演算とすることにより，高精度で外部環境や経年に

よる影響が少ないため，引外し指令のための動作特性が安
定している。

  ⑵　信頼性向上
  システムの信頼性を向上させるために保護継電器の内部

回路を常時監視し，異常が発生した場合は LED表示器に

より容易に見つけられるようにした。これにより日常点検
の業務軽減が可能である。常時監視項目，異常時の保護継
電器の処置を表2に示す。

  また，引外しの出力リレー駆動回路を二重化し，万一の

出力リレー駆動回路故障時の誤遮断を防止するとともに，

常時状態監視および定期的な自動動作点検による誤不動作
故障の検出も可能とした。

  ⑶　動作状態と整定値の表示
  保護継電器の正面に配置した LED表示器で整定値，動
作値，入力電流値，エラーコードなどを表示している。

OCRの場合の表示項目を表3に示す。

⑷　取付け方法
外形寸法の統一により，加工穴を統一している。従来品

「QHシリーズ」との取付け互換性がある。さらに，正面
カバーの付替により，左右どちらからでも開閉可能である。

  
  3.2　過電流継電器（OCR）

  OCR（制御器具番号
〈注 1〉

50，51）のディジタル化により，

継時的にも一段と安定した保護を可能とした。また，保護
特性曲線 にて限時特性の強反限時，反限時，定限時特性の

3 特性と瞬時特性の 3 段特性を追加したことにより， 上位
と下位との動作協調が容易に実現できる。

  OCRの外観を図2に，定格・仕様新旧比較を表4に示す。

    ⑴　ディジタル形保護継電器の動作原理
  高圧回路に取り付けてある変流器（CT）から取り込ん

だ交流入力波形の瞬時値を AD変換し，ソフトウェアに

〈注 1〉 制御器具番号：日本電機工業会規格 JEM 1090：2001で規定

 された制御器具の番号である。シーケンス図や単線結線図な

 どで機器の名称を数字で表す際に使用する。本稿で示す制

 御器具番号は次のとおりである。

　　 　  27：交流不足電圧継電器

　　 　  50：短絡選択継電器

　　 　  51：交流過電流継電器

　　 　  59：交流過電圧継電器

　　 　  64：地絡過電圧継電器

　　 　  67：交流電力方向継電器または地絡方向継電器 

表2　監視項目と異常時の処置

監視項目 異常時の処置

メモリ二重化一致 リレーロック *

リレー駆動電源電圧 リレーロック

基準電圧 リレーロック

AD変換精度 リレーロック

電流入力信号の増幅回路 リレーロック

引外し出力二重化回路 異常表示し
運転継続

*リレーロック : 保護継電器内の動作は通常と同様に行うが，外部出力を停止するこ
 と

表3　OCRの表示項目

表示項目 表示内容

表示
選択
項目

状態
表示

R相電流 R相入力電流

T相電流 T相入力電流

電　流 R/T相入力電流の大きい方

経過時間 R/T相の経過時間が速い方

R相経過時間 R相経過時間

T相経過時間 T相経過時間

整定
値

瞬時電流整定値 整定値

限時電流整定値 整定値

限時時間整定値 整定値

整定スイッチ操作後の表示 操作後の整定値

エラーコード表示 監視項目に対応する表示

図2　「QHA-OC1」
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よるフィルタ処理後，実効値を演算し引外し判定を行う

（図3）。

  ⑵　動作協調
  図4に示す OCRの限時動作特性曲線は，従来の超反限

時特性に加え，強反限時特性，反限時特性，定限時特性の

3 種類を備えた 4 種類である。瞬時動作特性は，図5に示
すように従来のアナログ 2 段特性をディジタル 2 段特性に

変更し，3 段特性を追加した。OCRのスイッチで，限時
特性 4種類，瞬時特性 2種類から限時特性と瞬時特性の動
作特性をそれぞれ 1 種類選択することにより，上位と下位
の機器との動作協調を容易に設定できる。

  高圧受電設備において 300 kVAを超える場合は，高圧
系統の過負荷電流や短絡事故電流を遮断し，保護する機器
として遮断器を使用する。その遮断器に動作指令を与える

のが OCRである。設備容量の増大化や電力会社の配電用

変電所内OCRのディジタル化により，上位となる配電用
変電所内OCRと下位の変圧器や保護機器との動作協調が

取りにくくなる傾向にある。設備容量が小さく，変圧器の

励磁突入電流が小さい場合は動作協調が可能である。しか

し，設備容量が約 1,000 kVA以上の励磁突入電流が大きい

場合で，かつ，配電用変電所内OCRがディジタル形の図

6のような直線的な動作曲線の場合は，双方の保護協調が

難しい。遮断器用OCRは，系統の下位にある変圧器の励
磁突入電流およびMCCBの動作特性と上位にある配電用
変電所内OCRの動作特性間の狭い領域で協調動作しなけ

C1R

C2R

C1T

C2T

T1
Ｒy１トリップ回路出力

LED表示器

運転表示 LED

R相 T相 瞬時

増幅回路

Ｒy2 警報回路出力

T2

a1

a2

増幅回路

動作表示
駆動回路

出力リレー
駆動回路

電源回路

限時動作電流整定
瞬時動作電流整定
動作時間整定
表示選択

適用条件整定

ＣＰＵ Ｒy１

Ｒy2

図3　OCRの内部ブロック図

 動
作
時
間

電流

（a）従来品アナログ２段特性

100%
（動作整定値）

 動
作
時
間

電流

（b）開発品ディジタル２段特性

100%
（動作整定値）

 動
作
時
間

 電流

（c）　開発品ディジタル３段特性

100%
（動作整定値）

図5　瞬時動作特性曲線

 動
作
時
間

電流

超反限時特性

強反限時特性

反限時特性

定限時特性

100%（動作整定値）

図4　限時動作特性曲線

表4　OCRの定格・仕様新旧比較

形　式

項　目

開発品 従来品

QHA-OC1
QHA-OC2

QH-OC1
QH-OC2

限時要素

動作特性

超反限時（EI）
強反限時（VI）
反限時（NI）
定限時（DT）

超反限時（EI）

動作値整定 3-3.5-4-4.5-5-
6A- ロック 3-3.5-4-4.5-5-6A

限時整定
0.25-0.5-1-1.5-2-
2.5-3-4-5-6-7-8-
10-15-20-30

0.5-1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-15-20-

30-40-50

瞬時要素

動作特性 ディジタル2段特性 /
3段特性 アナログ2段特性

動作値整定 10-15-20-25-30-
50-60-80A- ロック

10-20-30-50-60-
70-80-90

表　示 数値表示 LED表示（赤色） なし

事故診断 メモリ二重化一致など
の内部常時監視の充実

演算値 ,
つまみ設定異常
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ればならないからである。瞬時動作特性において配電用変
電所内OCRの特性に合わせた 3 段特性を追加することに

より，動作協調が容易になった。

  
  3.3　地絡方向継電器（DGR）

  DGR（制御器具番号 67）は自設備内の地絡事故のみを

検出動作する機器である。DGRもディジタル化により，

保護特性が安定している。

  DGRには，零相電圧入力を零相電圧基準入力装置 ZVT
（形式：「ZPD-2」）から受ける受電用（形式：「QHA-

DG3」）と，零相電圧入力を受電用DGRから受ける分岐用
（形式：「QHA-DG4」）とがある。同一系統に DGRを複数
台使用する場合，受電用 1台と分岐用とを組み合わせて使
用する。受電用と分岐用のM，N端子同士を接続し，受
電用 1台に対し分岐用が最大 20 台接続できる。

  接地方式は，非接地方式と PC 接地方式に対応している。

また，最近の高圧電線で施設される電線は以前より長くな

り，対地静電容量が増大し，地絡事故時の位相角が進み方
向になる。これを考慮して最高感度位相角を非接地方式の

45°，PC接地方式の 20°，それぞれの進み角度の 30°と 60°
の 4 種類から選択できる。

  
  3.4　過電圧継電器（OVR），不足電圧継電器（UVR）

  OVR（制御器具番号 59）と UVR（制御器具番号 27）は，

高圧系統の電圧を変圧器により下げて定格電圧 110V 入力
で電圧変動を監視し，整定値より外れた場合に動作する。

演算機能をディジタル化し，保護特性を安定させている。

  UVRでは，動作中に入力の電源がなくなっても，動作
時間整定の最大値である 10 秒間の動作を可能とする停電
補償コンデンサを内蔵している。この停電補償コンデンサ

を常時監視し，異常を表示する。その他の監視項目は表2

と同一である。

  

  4　系統連系用保護継電器
⑴

  
  太陽光発電や風力発電，マイクロガスタービンなどの分

散型電源の設置や適用の拡大が進んでいる。このような分
散型電源を電力会社が供給する電力と併用する系統連系で

は，PCS（パワーコンディショナ）を使用する。PCSを
使用する場合，社団法人日本電気協会（JEA）の“系統連
系規定

⑵

”に定められた保護機能を備える必要がある。これ

らの分散型電源を用いた高圧受配電設備での系統連系にお

いて，逆潮流がある場合（売電あり）と逆潮流がない場合
（売電なし）がある。それぞれに対して，特に太陽光発電
の系統連系に対応可能な保護継電器 2機種をシリーズに加
えた。

  ⒜　逆潮流がある場合（売電あり）：形式「QHA-VG1」
  地絡過電圧継電器（OVGR）
  ⒝　逆潮流がない場合（売電なし）：形式「QHA-VR1」
  地絡過電圧継電器（OVGR）+逆電力継電器（RPR）

  太陽光発電設備と商用電源との連系に必要となるきめ細
かな動作値，動作時間整定値の設定が可能である。ディジ

タル演算により高調波などの影響を抑えているので，高い

精度で継電器が動作し引外し指令を出すことにより，高圧
受配電設備を事故から保護することが可能である。また，

外部からの継電器動作のロック機能を備えているので，系
統連系条件に応じた動作ロックとインタロックが可能であ

る。

  商用電源が停電した場合でも，継電器の動作責務時間の

最大である 5 秒間は確実に動作するよう停電補償コンデン

サを内蔵している。これにより停電対策としての外部電源
設置が不要である。また，監視項目は，表2と同一であり，

停電補償コンデンサの監視機能は UVRと同一である。

  
  4.1　地絡過電圧継電器（OVGR）

  OVGR（制御器具番号 64）は図7⒜の単線結線図のよ

うに系統側への逆潮流がある場合（売電あり），系統側の

地絡事故を検出し，発電側を解列
〈注 2〉

することで事故の影響
が及ばないようにするものである。また，OVGRは    ZVT
（形式：「ZPD-2」）からの零相電圧の入力電圧により地絡
事故の判断を行っている。

  OVGRの定格および仕様を表5に示す。

  
  4.2　地絡過電圧・逆電力継電器（OVGR＋RPR）

  「QHA-VR1」は，地絡過電圧継電器（OVGR）と逆電
力継電器（RPR）の機能を合わせたものである。

  OVGRの機能は，表5の「QHA-VG1」と同一である。

RPR（制御番号 67）の機能は，図7⒝の単線結線図のよ

うに系統側への逆潮流がない場合（売電なし），太陽光発
電側から系統側へ発電した電気が流れないかどうかを監視

動
作
時
間

電流

QHA
限時特性

MCCB

配電用変電所内
OCR

QHA
瞬時３段特性

変圧器の
励磁突入電流

図6　動作特性曲線

〈注 2〉解列： 電力系統から発電設備などを切り離すこと
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する。系統側へ流れた場合は，保護継電器が動作して太陽
光発電側を系統から解列し，単独運転

〈注 3〉

を防止する。

  系統側の遮断器が開放された場合，太陽光発電側が系統

から解列されずに商用電源から分離された部分系統内で運
転を継続すると，本来無電圧であるべき範囲が充電される

単独運転となる。単独運転となった場合に人身や設備の安
全に対して大きな影響を与える恐れがあるので，太陽光発
電側を系統から解列する必要がある。

  「QHA-VR1」の外観を図8に，定格および仕様を表6

に示す。

  

図8　「QHA-VR1」

表5　OVGRの定格および仕様

形　式
項　目 QHA-VG1

引外し方式 電圧引外し

制御電源 AC/DC110V

零相電圧整定
完全地絡時零相電圧3,810Vの
2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-
10-12.5-15-20-25-30%

動作時間整定
0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-
0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-

2.5-3-5s

定格周波数 50/60Hz（切替式）

表　示

運転表示 LED表示（緑色）

動作表示 磁気反転式（橙色）

数値表示 LED表示（赤色）

消費VA 7VA

入力機器 ZVT
形式「ZPD-2」

準拠規格 JEC-2511

ZCT

ZVT
VCB

LBS

T

CT

ＰＣＳ

太陽光発電

(a) 逆潮流あり

低圧側

VT

高圧受電に必要な継電器
配電系統配電系統

DGR

OCR

OVGR

ＱＨＡ-ＶＧ１

制御電源
AC/DC110V

共用
高圧受配電設備 高圧受配電設備

ＱＨＡ-ＤＧ３

ＱＨＡ-ＯＣ１

3 ZCT

ZVT
VCB

LBS

T

CT

ＰＣＳ

太陽光発電

(b) 逆潮流なし

低圧側

VT

高圧受電に必要な継電器

DGR

OCR

OVGR

ＱＨＡ-ＶR１

制御電源
AC/DC110V

共用

ＱＨＡ-ＤＧ３

ＱＨＡ-ＯＣ１

3

RPR

図7　系統連系の単線結線図

〈注 3〉 単独運転：商用電源から切り離された系統において，分散型

 電源から供給される電力のみで配電線に電気が通じている状

 態
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  5　あとがき
  
  本稿では，高圧受配電用として開発したディジタル形保

護継電器「QHAシリーズ」について特徴となる技術を紹
介した。今後，電力品質の維持・向上はいっそう重要に

なってくる。多様化する電力設備において電力品質を阻害
する要因から需要家設備を保護するために，お客さまの要
求に合った継電器を開発し，商品化していく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　鹿野俊介ほか. 受配電保護・監視機器「F-MPCシリーズ」

の最新機器と技術. 富士時報. 2008, vol.81, no.3, p.246-249.

  ⑵　日本電気協会. 系統連系規定JEAC9701-2010.

  

   

表6　OVGR+RPRの定格および仕様

形　式
項　目 QHA-VR1

引外し方式 電圧引外し

制御電源 AC/DC110V

OVGR

零相電圧整定
完全地絡時零相電圧3,810Vの 2-2.5-
3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-

20-25-30%

動作時間整定 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-
0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s

入力機器 ZVT
形式「ZPD-2」

RPR

動作電力 ロック -0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-
4-5-6-7-8-9-10%

動作時間整定 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-
0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s

定格周波数 50/60Hz（切替式）

表示

運転表示 LED表示（緑色）

動作表示 磁気反転式（橙色）

数値表示 LED表示（赤色）

消費VA 7VA

準拠規格 JEC-2511

   國分 多喜雄
  高圧真空遮断器，高圧保護継電器の開発設計に従
事。現在，富士電機機器制御株式会社技術 ･開発
本部開発部主任。
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  1　まえがき
  
   「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）

が 2010 年に改正され，エネルギー管理義務の対象が，工
場・事業所単位から事業者・企業単位になった。  さらに  ，
エネルギー管理対象と  なる工場が拡大されるとともに，オ

フィスやコンビニエンスストアなどの業務部門が対象とな

るケースが加わり，対象となる工場・オフィス・店舗など

が大幅に拡大された。 
   2011 年 3 月の東日本大震災に端を発した電力  の  供給不
足  を解消するためには  ，使用エネルギー量の全体抑制と平
準化による  “  省エネ  ”だけでなく  ，使用最大電力の抑制  も
  要求される  “  節電  ”  へと  ステージを上げていく  必要がある。 
   また，エネルギーの抑制が迫られる一方で，データセン

ターや半導体製造工場など設備の停止が困難な事業所を中
心に，電気保安業務に関して設備点検の自動化  および  定期
点検周期の延長の要求がある。 
  

  2　開発の背景
  
  富士電機では，図1に示すように，受配電系統における

電力を中心にしたエネルギー監視と，電気設備の状態監視
に関するニーズへの対応を推進している。

  本稿では，このようなニーズを捉え，安定した設備監視
と省エネ・節電を狙いとした監視システムと最新機器を紹
介する。

  省エネ法の改正などで拡大されたエネルギー監視市場 で
 ある業務部門は，大規模工場と異なり現場に専門家を置け

ないケースが多い。そこで，専門家がいなくてもエネル

ギーの見える化を容易に構築できることをコンセプトと

した「F-MPC Webユニット」を展開してきた。F-MPC 

Webユニットは，収集したデータをWeb 機能により汎用
ブラウザーから簡単に確認できる。使用量グラフやトレン

ド情報，グループ比較，生産量の原単位表示といった解析
機能画面を，専用ソフトウェアなしで見ることができる

ので，管理者だけでなく全ての利用者がいつでも確認でき，

エネルギーの“見える化”が容易に行える。

  富士電機では「F-MPCシリーズ」を用いた，高圧受電
系統から末端の系統までの電力・エネルギー監視システム

を提案している（図2）。

  市場における計測端末の低価格志向に対応できる電力
計測装置「F-MPC04E」と，エネルギー制御システムを

容易に構築できるディジタル入出力ユニット「F-MPC I/
Oユニット」を開発した。   また，設備監視機器について

は，F-MPCシリーズのエネルギー監視システムと親和性
が高く，絶縁監視を自動化した Igr 絶縁監視装置「F-MPC 
Igr」を開発した。これにより，高圧から低圧までの受配
電系統に対して，F-MPCシリーズの機器を利用すること

で，共通の通信ネットワークを用いたエネルギーと設備状

   設備監視およびエネルギー監視システム用機器  
「̶F-MPCシリーズ」の拡充 ̶

  田澤　勇治  TAZAWA Yuji 谷　　敏明  TANI Toshiaki 町田　悟志  MACHIDA Satoshi

  Devices for facility and energy monitoring systems Expansion of “F-MPC series”

  富士電機では，受配電系統における省エネルギーと電力供給の高信頼化の実現に向けて，さまざま製品を提供している。

省エネルギーの推進のために，分電盤など末端の設備を効率的に監視する小型の電力計測装置「F-MPC04E」，電力パルス

の計測や電力以外のエネルギー量の監視と警報出力を行うディジタル入出力ユニット「F-MPC I/Oユニット」，インテリ

ジェント化した重要設備の漏電を常時監視する Igr 絶縁監視装置「F-MPC Igr」を取りそろえた。従来の「F-MPCシリー

ズ」機器およびパッケージソフトウェアと組み合わせて，電力監視と絶縁監視を同時に実現できる。

  Fuji Electric provides various products to reduce energy consumption and improve power source reliability in power distribution 
systems. It off ers several products that promote reduced energy consumption. One is the “F-MPC04E”, a compact electrical power meter 
that effi  ciently monitors terminal equipment, such as distribution boards. Another is the “F-MPC I/O unit”, a digital input and output unit 
which measures electrical pulses, monitors non-electric energy levels, and outputs warnings. One more is the “F-MPC Igr”, an Igr insulation-
monitoring device that constantly monitors for leakage of electricity from critical intelligent equipment. Combined with the existing “F-MPC”
series instruments and packaged software, it makes it possible to monitor electrical power and insulation simultaneously.
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図1　受配電監視の状況

富士時報　2012 Vol.85 No.2

特集 受配電・制御機器
コンポーネント

最
新
機
器
の
特
徴
技
術

144（40）



態の一括管理が可能になる。

  

  3　盤内収納形電力計測装置
  
  電力計測装置「F-MPC04シリーズ」に，既存の盤内に

も収納しやすい小型の  F-MPC04E を開発し，ラインアッ

プに加えた。F-MPC04Eは，盤内にレール取付けで設置
が容易な 1 回路形交流電力監視ユニットである。RS-485
通信を標準で搭載することにより，通信で電力計測値を収
集でき，エネルギー監視システム用の電力計測端末として

最適な形態である。さらに，オプションの専用表示器も備
えており，計測値を表示パネル上で確認できる。図3に 1
回路形交流電力監視装置の外観を示す。

  F-MPC04Eは，従来機種と同じくエネルギー監視に必
要な精度が JIS 普通級相当であり，従来機種に比べて低価
格帯のシステムへの対応が可能である。また，本体のス

イッチ操作のみで適用 CT（電流変成器：F-MPC 専用に

限る）の設定や通信アドレスの設定ができる。これにより，

設置工事時に表示器を接続し，通電を行わなくても容易に

設定できる。電力の計測については，太陽光発電に代表さ

れる創エネルギー機器が設置された系統における逆潮流電
力が計測でき，正・逆おのおのの方向での電力量積算値が

記録できる。F-MPC04Eの特徴は次のとおりである。

  ™  サイズ：H80 ×W55 × D58（mm）（従来機種比 2分
の 1）

  ™  質量：約 120 g （従来機種比 3分の 1）
  ™  相線式：単相二線，単相三線，三相三線（自動識別）

  ™  電力量精度：JIS 普通級相当
  ™  通信機能：富士電機の F-MPC-Netプロトコル，汎
  用のMODBUS/RTUから選択

  ™  計測機能：最大電流・平均電流・最小電流
  設備管理で有益な最大電流・平均電流・最小電流の各

データは，商用周波数 1サイクルの実効値で演算し，1 分
ごとに更新する。最新データは，F-MPC04E 内で 1 分間
保持するので，低速な計測通信ラインの RS-485でも容易
にピーク電流などの状況を管理できる。

  従来，機械装置などで繰り返し変化するラッシュ電流な

どを把握するためには，高価な波形記録装置などを用いて

瞬時値（波形）記録を行う必要があった。こうした記録装
置では，連続的かつ永続的にデータを記録・監視すること

ができず，設備の稼動状況を常時監視することは困難で

あった。

  例えば，アーク溶接機を使用した生産ラインなどでは，

アーク電流が設備管理データとして挙げられる。アーク電
流が流れる期間は数サイクルと極めて短時間のため，一般
的な電力監視システムでは管理が困難である。本機能を使
用することにより，実効値によるアーク電流の記録・常時
監視が容易に実現でき，設備管理データとして活用するこ

とができる。ピーク電流の変動監視の例を図4に示す。

  

  4　エネルギー監視に最適な入出力ユニット
  
   東日本大震災以降，電力  の  供給不足が懸念されており，

エネルギー監視の目的が瞬時電力のピークカットに移行し

ている。仮に 2012 年の夏が猛暑に見舞われると日本全体
で約 1割のピーク電力が不足すると予想されており，引き

続き電力  の  ピークカット  を実施する  必要がある。そのため

には，見える化の次のステップである具体的な対策をタ

イムリーに実行する必要がある。この  よう  な機能を容易に

システム化することを狙いとして，F-MPCのエネルギー

監視システムに最適な F-MPC I/Oユニットを開発した。

（a）1回路形交流電力監視ユニット本体
（DINレール取付け）

（b）オプションの専用表示器
（パネル取付け）

図3　１回路形交流電力監視装置

ディジタル形多機能リレー（高圧保護継電器）
F-MPC60B/50シリーズ

集合形配電監視ユニット
（地絡保護）
F-MPC04

Igr 絶縁監視装置
F-MPC Igr

特別高圧，
高圧受電盤

高圧
フィーダ盤

低圧
フィーダ盤

分電盤

ユーティリティ
（水・ガス）

多回路形電力監視ユニット
F-MPC04P

１回路形交流電力監視
ユニット
F-MPC04E

ディジタル入出力ユニット
F-MPC I/O ユニット

単回路形電力監視ユニット
F-MPC04S

図2　「F-MPCシリーズ」の適用
１分周期でデータ収集

電流トレンドグラフ
F-MPC04E

１分間
最大電流

１サイクル実効値の
最大と最小を測定

平均電流
最小電流

ピーク電流の変動を監視

最小
平均

最大 （ピーク電流）

図4　ピーク電流の変動監視の例
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F-MPC I/Oユニットの特  徴は次のとおりである  。 
     ™  入出力点数：入力 6点，出力 4点 
   ™  サイズ：H80 ×W100 × D58（mm），F-MPC Webユ
 ニットと同一，薄型の    分電盤内に収納可能 

   ™  通信機能：富士電機の F-MPC-Netプロトコル，汎
     用のMODBUS/RTUから選択 
   F-MPC Webユニットと F-MPC I/Oユニットの入出
力機能を  組み合わせる  ことにより，エネルギーの見える化
とアラーム警報などの連携を容易に実現できる。 
   デマンド監視と警報のシステム例を図5に示す。

F-MPC Webユニットは，1 台で 2  か所  のデマンド監視に

対応している。F-MPC Webユニットの予想電力が警報
レベルを超過しそうになると，イントラネット  や  インター

ネットへ警報メールを発信できる。F-MPC I/Oユニット

は，6 点ある  ディジタル入力のうち 2 点は受電パルスに対
応しており，ディジタル出力は   4 点全てがランプ・ブザー

を直接駆動できるリレー出力である。 
   本システム例では，F-MPC I/Oユニットで受電パルス

を計数し，F-MPC Webユニットで 30 分ごとのピーク電
力を予測するデマンド監視機能を利用することで，目標
ピーク電力を超過しそうになるとメール  および  リレー出力
で警報を発することが  できる  。図6にF-MPC Webユニッ

トのデマンド監視画面を示す。目標のピーク電力に対して，

3 段階の警報レベルが設定でき，F-MPC Webユニットは，

データ収集のための RS-485の通信ラインに F-MPC04シ
リーズの計測装置を容易に接続できるため，きめ細かな電
力監視システムへの拡張もできる。この場合は，F-MPC 
Webユニットのアラーム設定で瞬時電力による警報出力
が可能となり，節電目標に応じたピークカットが実現でき

る。 
   また，F-MPC I/Oユニットは，受電パルス以外にも，

管理用電力量計の電力パルス，水道・ガスメータのパルス，

積算熱量計のパルスを計数し，電気以外のエネルギーも総
合的に管理  できる  。 
  

  5　活線状態で設備を監視できる絶縁監視装置
  
  低圧電路の絶縁管理として，「電気事業法」に基づき，

停電の実施を伴った絶縁抵抗の測定を定期的に実施する必
要がある。通常の絶縁抵抗の測定は，設備を停止して直流
電圧を印加することで抵抗値を測定するものである。しか

し，この方法では抵抗値を測定できない負荷が近年増加し

ている。また，設備運転中の絶縁劣化が分からないなどの

課題が発生していた。そのため，設備が運転中でも絶縁状
態が常時監視できる機能が注目されている。

  設備の絶縁状態の管理を規定している“自家用電気工作
物安全管理規定”によれば，絶縁状態をオンラインで常時
監視し，一定レベルを超えた際に警報出力を行う監視機器
を設置することで，1か月に 1 度の点検周期を隔月に延長
できる。データセンターや半導体工場などの 24 時間操業
の施設においては，設備運転中の状態を監視できることか

ら，操業中の突発的な停電の防止と，点検のための停電回
数の削減につながるため，このような機能を持つ絶縁監視
装置の需要が高まっている。

  絶縁監視の方式には，監視波形を重畳する Igr 方式と，

系統電圧を基準に用いる Ior 方式とがある。これらの監視
方式は，いずれも漏洩（ろうえい）電流に含まれる高調波
を除去でき，ケーブルや負荷の容量成分による漏洩電流を

除外し，抵抗成分だけの漏洩電流を高精度に検出すること

で，絶縁状態を管理できる。特に，Igr 方式は適用する線
路を選ばず，接地線も監視でき，さらに，対地静電容量の

相ごとのアンバランスの影響を受けないことなどから，よ

り優れた方式である。

  富士電機では，電力管理機器の F-MPCシリーズに，監
視波形を重畳する Igr 方式を採用した絶縁監視装置として，

F-MPC Igrを開発した。これにより，従来の電力監視シ

ステムに設備の絶縁状態監視機能も加え，エネルギー使用
状況と絶縁状態の両方を同時に監視できるシステムの提供
が可能となった。絶縁監視方式の比較を表1に示す。

  ⑴　F-MPC Igrの構成
  F-MPC Igrは，監視波形を重畳するための注入装置と

注入変成器，および回路ごとの漏洩電流を計測するための

計測装置と ZCTで構成する（図7）。計測装置は，4 回路

3段階の
警報レベル
を設定

目標と
監視3段階

実績と予測

図6　デマンド監視画面
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図5　デマンド監視の例
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または 8 回路用の収納ケースと，回路ごとに設ける計測ユ

ニット，計測ユニットに対して一括して設定，表示を行う

ベースユニットで構成する。  高圧から低圧への変換は，一
つの高圧配電系統で三相の動力用と単相の照明用など複数
の変圧器によって行うので，適用系統に合わせて収納ケー

スを選択する。

  ⑵　F-MPC Igrの仕様
  F-MPC Igrの仕様を表2に示す。重畳する監視用波形

は，0.5 V 以下の微小な電圧であり，商用電源の電圧に対
して十分に小さいレベルである。この監視波形によって，

回路に流れる微小な漏洩電流を検出し，適用系統の電圧レ

ベルに換算して表示および監視を行う。

  適用電路の電圧は，製造現場やビルの配電系統に合わせ

て，最小 90Vから最大 440Vまで対応している。

  通信ネットワークの利用により，富士電機の電力監視
パッケージソフトウェア「F-MPC-Net Web」などを用
いて集中監視が可能である。また，スタンドアローンでの

使用も考慮して，装置一括および回路ごとの警報接点出力
を装備するとともに，ユニット内に過去 10 回分の警報発
生履歴をタイムスタンプ付きで記録できる。

  

  6　あとがき
  
  エネルギー監視システム用機器「F-MPCシリーズ」は，

小規模な設備への対応が可能なだけでなく，中規模から大
規模な監視システムまで対応できる優れた拡張性がある。

  今回紹介した各機器により，システムの低コスト化，見
える化の次のステップである省エネ・節電対策につながる

アラーム警報などへの容易な対応，および設備監視へのシ

ステム拡張が可能である。

  今後もこの特長を生かしながら，省エネ・節電施策に貢
献できるシステムおよび機器の拡充を推進し，お客さまの

エネルギー抑制施策に貢献するとともに，地球環境の改善
につなげていく所存である。

  

   
注入装置

注入変成器

ベースユニット

収納ケース

計測ユニット

計測装置

ZCT

Ｂ種接地

図7　「F-MPC Igr」の構成

表2　「F-MPC Igr」の仕様

項　目 仕　様

重畳周波数 20/15/12.5Hz

重畳電圧 10/7.5/6.3V（周波数にリンク）

注入変成器 30mmφ，20ターン

ZCT 30mmφ，1,000ターン

制御電源 AC85～ 264V

計測機能
漏洩電流：Io/Iob
抵抗分漏洩電流：Igr
対地静電容量：C

警報機能
Io/Iob 警報：0.1 ～ 3A，0.1 ～ 120s
Igr 注意警報：5～75mA，40s
Igr 警戒警報：10～ 200mA，10s

自己診断機能
ZCT接続チェック機能

周波数設定整合チェック機能
絶縁監視精度チェック機能

   田澤　勇治
  エネルギー監視機器およびシステムの開発に従事。

現在，富士電機機器制御株式会社技術 ･開発本部
開発部マネージャー。

   

   谷　　敏明
  エネルギー監視機器の開発に従事。現在，富士電
機機器制御株式会社技術 ･開発本部開発部。電子
情報通信学会会員。

   

   町田　悟志
  エネルギー監視機器およびシステムの開発に従事。

現在，富士電機機器制御株式会社技術 ･開発本部
開発部主任。電気学会会員。

   

表1　絶縁監視方式の比較

項　目 Io 方式 Ior 方式 Igr 方式

適用電路 低圧
電路全般

単相三線 ,
三相三線デルタ 低圧電路全般

検出
機能

高調波の影響 あり なし なし

対地静電容量
の影響 あり

相ごとのアンバ
ランスがなけれ
ば影響なし

なし

接地相の検出 不可 不可 可

検出成分 漏洩電流
の大きさ

漏洩電流内の
抵抗成分

重畳した低周波
成分の抵抗成分

システム構成 計測装置
+ZCT 計測装置+ZCT

計測装置+
ZCT+注入装置
+注入変成器

導入コスト 低 中 高
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  1　まえがき
  
  富士電機の受配電・制御機器事業は，1950 年代の超小
型電磁開閉器の本格的な製造に始まり，以降，制御機器を

拡充してきた。1960 年代の配線用遮断器や漏電遮断器の

製造開始とともに，36 kV 以下を網羅する受配電機器を製
品化することで，両分野の商品全般に業容を拡大した。近
年では，協業するフランス・シュナイダーエレクトリック

社の製品もラインアップし，豊富な商品群を展開するに

至っている。

  これまでの商品は交流での適用が大半であったが，最近
では直流の適用が活発になってきている。エネルギー・環
境をキーワードに，太陽光発電や風力発電などの再生可能
なクリーンエネルギーを安定した電源として利用するため

である。

  本稿では，受配電・制御機器コンポーネント分野の主要
な商品とそのコア技術の変遷，ならびにその取り巻く環境
の変化による新たな分野への商品と新技術の取組みについ

て展望する。

  

  2　市場と技術の動向
  

  2.1　商品化と技術の変遷

  富士電機の受配電・制御機器コンポーネントにおける基
幹商品は，電磁開閉器，受配電機器およびコマンドスイッ

チの三つに大別できる。

  一つめの基幹商品である電磁開閉器は，当初ドイツ・

シーメンス社からの技術導入により ｢RCシリーズ｣ とし

て 1954 年に発売した。それ以降，｢SRCシリーズ｣ ｢SC
シリーズ｣ として小型・高信頼性のブランドを築きあげ，

トップシェアを獲得して現在に至る（図1）。主回路接点

を電磁石駆動で制御し，遠隔的に開閉するシンプルな構成
であり高い信頼性を実現している。また，1980 年代の SC
シリーズのように電磁石の駆動に電子制御を導入し，接点
接触機能の最適制御による接点消耗の飛躍的な抑制など新
技術の導入にも積極的に取り組んできた。接点部をパワー

半導体で無接点化したソリッドステートコンタクタも開発
した。また，このような産業分野で培ってきた高信頼性技
術を生かし，｢FMCシリーズ｣ など民生分野にも商品を

拡充することにより，現在までの生産累計台数は 3 億台に

迫っている。

  二つ目の基幹商品である受配電機器では，その中核であ

る配線用遮断器として，1960 年代後半に独自の限流遮断
技術を駆使した ｢Lシリーズ｣ の開発に続き，国内で初め

ての漏電遮断器を市場に投入した。以降，定格電流 3,200A
に至る気中遮断器にまで商品バリエーションを拡大した。

特に 1990 年代には，アーク制御による小型化と高遮断容
量化の技術を高めたことにより，それまで不可能とされて

いた配線用遮断器と漏電遮断器の外形寸法を同一にしたツ

   受配電・制御機器コンポーネントにおける技術の変遷と
動向

  高橋　龍典  TAKAHASHI Tatsunori

  The transitions and trends of core technology for power distribution and control equipment

クリーンエネルギー電源を扱う機器コンポーネントには，小型化かつ直流高電圧化の要求が高まっている。直流を遮断，

開閉するには，機器の小型化に反して接点ギャップを大きくし，電源電圧以上にアーク電圧を瞬時に上昇安定させて絶縁性
を確保する必要がある。この課題の解決に向けて，これまで交流で蓄積してきた受配電・制御機器のコア技術について，機
種共通の基盤技術や固有の独自技術の変遷と動向を，商品とものつくりの観点で整理した。電流を気中で遮断，開閉する方
法に縛られない有接点機器の技術分野を開拓することで，高信頼性を有する交直流相互の機器ブランドを目指す。

    Demands are increasing for miniaturization, higher voltage direct current equipment that handles clean energy power sources. 
Interrupting and switching direct current requires a larger contact gap when equipment is miniaturized so that instantaneous rises of arc 
voltage over power-supply voltage can be stabilized and insulation quality can be ensured.　To solve this challenge, Fuji Electric used a 
product and manufacturing perspective to pull together the transitions and trends of basic technology common to various types of equipment 
and unique inherent technology for the core technology of power distribution and control equipment, which until now has stored alternating 
current. By pioneering a contact-device technology fi eld that is not constrained by methods for the interruption and switching of electric cur-
rent in the air, Fuji Electric aims for brand of AC/DC interacting equipment with high reliability.
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図1　電磁開閉器の累計生産台数の推移
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インブレーカを開発し，その後の業界標準となった。さら

に，交流 600Vクラスを超える中圧遮断器では，Tシャル

タ（極少油量遮断器）から，接点電極部を真空絶縁筒で覆
う真空バルブ方式を適用することで，高電圧遮断領域を賄
う小型の真空遮断器（VCB）へと技術転換を図った。

  三つ目の基幹商品であるコマンドスイッチは，1959 年
に初代のφ30mm丸穴取付け品 ｢Rca470シリーズ｣ を開
発した後，独自のサイズに小型化したφ25mm対応品を

経て，国際標準のφ22mm品へとラインアップを拡大し

てきた。これらの商品の生産には，高精密な金属加工と樹
脂成形の部品製造技術をベースにしたアセンブリ量産技術
を適用している。

  こうした単体の機器類だけでなく，配電盤や制御盤で主
幹から分岐への主回路系統を構成する主要部の通電状態を

監視・保護する機器のニーズに応えて，6.6 kVクラスの高
圧受配電盤用にディジタル形多機能リレー ｢F-MPC60シ
リーズ｣ を 1997 年に市場投入した。同シリーズは，マイ

クロプロセッサによるサンプリング制御を行い，保護継電
器，電気指示計器，表示器および操作スイッチ機能を集約
した。電磁形・静止形にはなかった自己診断と通信機能も

備えており，電力監視の要望を受配電機器群としていち早
く製品化した。さらに，低圧の配電盤や分電盤のきめ細か

な電力監視を効率的に行えるように，単回路や多回路形の

監視ユニットをラインアップした ｢F-MPC04シリーズ｣
の拡充により，エネルギー監視による省エネルギーと受配
電・制御機器コンポーネントのシステム化のニーズに柔軟
に対応してきた。

  
  2.2　取り巻く市場ニーズと技術動向

  これまでの低圧 受配電・制御機器 コンポーネントは

600V 以下の交流適用が主な用途で，750V 以下の直流適
用の需要は少なかった。しかし，最近では大規模な太陽光
発電設備用パワーコンディショナなどクリーンエネルギー

を電源とする電気設備装置で，1,000Vクラスの直流高電
圧のニーズが増えている。従来は交流 600V 以下での産業
用ニーズに対応してきたが，家庭や商業用施設などの領域
にも直流高電圧の用途が拡大しつつある（図2）。

  具体的な直流適用例としては前述のクリーンエネルギー

だけでなく，国内のビルや設備系で交流 200Vクラスから

データセンターなどの直流 400Vクラスへの移行が検討さ

れている。住宅用にも，交流 100Vクラスから太陽電池な

どの直流高電圧を使用するスマートハウス用途への進化が

見られる。

  また，2011 年の東日本大震災での経験から商用電源だ

AC電圧 DC電圧

プラグイン
AC充電器

PV・PCS
1,000V

DC産業用・IDC
400V

受配電ビルなど
AC配線保護
200V

FA工作機械など
ACモータ適用
200V，400V

民生用途

産業用途

風力
1,000V

既存のAC開閉・遮断器

住宅用
100V

商業施設，インフラ
200Vビル，設備

FA･工業用

個人・集合住宅
急速DC
充電器
500V

家庭・街中

ビル，設備

施設，
プラント

新産業用DC開閉・遮断器

新民生用DC開閉・遮断器

：丸の大きさは市場の大きさの目安

エコカー
（EV・HEV）
600V

蓄電池
システム
800V

ガソリン自動車
12V

図2　受配電・制御機器の交流/直流適用分野と動向

表1　受配電・制御機器コンポーネントを構成するコア技術

商品化技術

電磁界技術 

接点開閉技術

遮断・絶縁技術

光照射表示技術

安全化適用技術

環境適用技術

材料技術 材料物性・工学技術
材料分析技術

機械技術技術

機械要素
構造・構成技術
パッケージング
メカニズム技術
騒音振動技術
トライボロジー

熱冷却

情報処理技術

組込ソフトウェア・システムソ
フトウェア

言語プログラミング
Web，OSS，ASP
通信ネットワーク，

プロトコル

電気電子技術

デジアナ回路技術
マイコン応用技術
EMC技術

センシング技術

シミュレーション
技術

現象分析技術
CAE適用技術

製造・生産技術

精密金属加工技術
プレス加工技術
レーザ加工技術
曲げ絞り加工技術

精密樹脂成形技術

射出成形技術
熱硬化成形技術
インサート成形技術
インライン成形技術

量産金型技術 単型プレス加工技術
順送プレス加工技術

締結・接合技術
ろう付け接合技術

溶接技術
接着技術

表面処理技術 めっき技術
塗装技術

量産組立技術
自動化組立技術
治具，専用機械
クリーン化技術

ライン生産管理技術
部品，部材供給技術
最適在庫技術
商品供給技術

設備・保全技術

設計管理技術

2-3D/CAD技術 CAD・CAM・CAT

設計製図 図面管理
公差設計

開発マネジメント

品質・評価技術
ライン検査技術

トレーサビリティ技術
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けに依存することの危うさが顕在化し，停電が長く続いた

場合の対策の必要性が認識され，家庭でも太陽電池を含め

た蓄電池設備の導入に関心が高まっている。電気自動車
（EV）に搭載の電池を蓄電池設備として 連系 したスマート

コミュニティの構想もあり，直流高電圧に適用できる小型
で安価な電路開閉および保護機器のニーズが急速に高まる

ものと思われる。

  受配電・制御機器の交流・直流適用分野は，図2に示す

ように，交流低電圧で産業用途の左下領域から次に示す二
つの 領域に 拡大するものと思われる。一つは，データセン

ターや新エネルギーといった右隣にある直流高電圧の新産
業 分野への 拡大である。もう一つは，EV・HEVなどエコ

カーの電池を電源に適用する右上方向への新民生分野への

拡大である。

  

  3　 受配電・制御機器コンポーネントにおける技術
開発

  
  受配電・制御機器コンポーネントにおける技術開発の構

成を要素技術ごとに整理し，表1に示す。コア技術は，低
圧配電系統の電気回路における短絡や過負荷による過大電
流を保護する配線用遮断器，および地絡・漏電を保護する

漏電遮断器を軸とする受配電機器群，ならびに電動機の始
動・停止や過負荷，欠相運転を防ぐ電磁開閉器を軸とする

制御機器群から抽出したものである。共通する主要構成は

主回路の過負荷電流を検出し，その出力信号をきっかけに

接点を開閉する駆動メカニズムが心臓部を成す。開閉する

接点と接点開離時に発生するアーク消弧部による遮断・絶
縁機能がこれに続く。商品化への技術開発だけでなく，設
計，生産，品質保証においても新技術開発に挑んでいる。

  受配電・制御機器コンポーネント全般にわたる共通基盤
技術をプラットフォームとして，各機種に富士電機ならで

はの工夫を凝らした応用的な独自技術を開発し，適用して

いる。

  
  3.1　基盤技術

  ⑴　受配電・制御機器コンポーネントの外郭筐体
  商品化の基盤となる技術開発として，図3に  SCシリー

ズの    電磁接触器を例に，材料の観点から受配電・制御機器
コンポーネントの外郭筐体（きょうたい）の変遷を示す。

当初は，有接点機器に特有の接点開離時に発生するプラズ

マアークに対する耐熱性のため，消弧部を覆うセラミック

製の筐体を上部ケースとして採用していた。その後，アー

クの消炎抑制技術などにより，熱硬化性の樹脂成形材が使
用できるようになり形状設計の柔軟性を得た。近年は，リ

サイクル性を考慮した熱可塑性の樹脂成形材に移行し，さ

らに環境に配慮した非ハロゲン難燃剤含有の UL規格に適
合した高耐熱性を持つ外郭筺体や通電接触部を持つ部品を

採用するようなった。

  ⑵　要素技術
  電磁接触器は，電気的な開閉寿命として 200 万回，機械

的な開閉寿命として 1,000 万回の高寿命を持つ。その接点
可動と保持の機構部材の組合せ部位に，接触   摺動（しゅう

どう）を維持しながら保持する機能部分の潤滑性被膜や，

相互材質の表面改質といったトライボロジーを考慮した摩
擦低減の要素 技術の 開発に取り組んできた。また，低圧遮
断器の 高面圧となる 引き外し掛け金部分などは，グリース

の長期安定性と相反する粘性 や 塗布 量均一化 のバランスを

改良する必要がある。このため，地肌となる金属表面処理
と面粗度との最適な組合せによる 部材強度と動作時摩擦の

関係性 を追求し，改良とノウハウの蓄積を地道に続けてい

る。

  ⑶　設計技術
  1980 年代後半のパソコン全盛となる以前からワーク

ステーション上で動作する，UNIXを OSとする三次元
CADソフトウェアを導入し，1991 年発売の初代ツインブ

レーカの開発設計 に  適用 した。当時，黎明（れいめい）期
であった CAMと連携して板金部品の CADデータを図面
なしでワイヤカット加工機に直接読み込ませて，試作品製
作期間の短縮を図った。さらに，ラピッドプロトタイピン

グ機も導入し，樹脂部品試作の開発期間を大幅に短縮した。

同時に三次元 CADのデータを CAEに連携させて，遮断
器の接点開閉機構の動作解析ソフトウェアを開発し，超小
型リンク機構を採用したツインブレーカやコマンドスイッ

チの開発に活用した。図4に配線用遮断器で適用した接
点開閉機構の解析例を，図5にコマンドスイッチのマイク

ロアクチュエータへの適用例を示す。先駆的な解析手法や

環境整備により，設計者が自ら専門的に扱えるシミュレー

ション技術を確立した。

  規格への対応としては，商品立上げの黎明期は国内規格
対応を優先した。次に，各海外規格ごとに対応した商品化
を行い，現在では ｢G-TWINブレーカ｣ のように，1 台
でほとんどの各種海外規格に適合するグローバル標準化思
想を取り入れている。

  ⑷　製造・生産技術
  鉄心自動計量かしめ機や静電塗装機，板金や機械加工の

NC化などに加え，1980 年代のワイヤカット機の導入によ

り，複雑かつ精密な金型製作が大幅にスピードアップした。

また，型内タッピングユニットの開発により，金型内で異
種の部品を同時に加工する複合加工技術にも取り組んだ。 
  部品の表面処理では，遮断器可動接触部などの通電と摺

セラミックス製 熱硬化樹脂製 熱可塑樹脂製

図3　外郭筺体の材料の変遷
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動機能部の部材銅表面に Ag-Cを施した機能めっきを独
自に開発し，通電摺動部を小型・高性能化した（図6）。

  CO 2 レーザ切断や NC折り曲げ加工などの技術も，ワイ

ヤカット機とともに 1980 年代から業界に先駆けて導入し

た。生産面では，電磁開閉器の小型機種自動化ラインの立
上げやかんばん方式の導入，日々の生産計画と受発注のオ

ンライン化，電磁開閉器手組み機種のセル生産方式などに

より，今日の変種変量生産の基礎を築いた。

  
  3.2　固有技術

  ⑴　電磁開閉器への小型アクチュエータ技術
  電磁開閉器は，モデルチェンジごとに小型・高性能の

ニーズに応えてきた。特に直流操作形では，コイル容積増
のため交流操作形よりも外形が大きかった。このため，図

7⒜に示すようにコイル両側の永久磁石と組み合わせるこ

とにより，2.2 kWクラスで 1.2Wの超低消費駆動電力で，

交流操作形と同じ外形寸法となる世界最小の ミニコンタク

タ ｢SKシリーズ｣ を新商品として投入した。

  超小型化に寄与した永久磁石とコイルを組み合わせたア

クチュエータの開発では，図7⒝に示す接点負荷力の折れ

線に重ならないように，コイルの駆動電圧を定格の 50%
で投入動作し，定格の 20%で釈放動作するように低消費
電力化した。このために図7⒞に示すように三次元 CAD
において電磁界解析を積極的に活用した。

  ⑵　ツインブレーカへの限流遮断技術
  配線用遮断器・漏電遮断器の外形寸法の統一という業界

標準を築いたツインブレーカは，小型化・高遮断容量化
の技術開発の積重ねであった。最初に市場投入した L 形
から図8に示す限流遮断 特性 をコンパクトに収めるため

に，｢EA・SAシリーズ｣ を経て，ツインブレーカ以降の

遮断時可動接点反転メカ，ブローアウト磁石，2 接点間開
極によるアーク駆動制御を開発した。さらに，アークガス

流制御やフォーク式 2接点直列遮断などの高度な遮断技術
の開発を行ってきた（図9）。これらの技術開発が実を結び，

最新の G-TWINブレーカの商品化につながった。

  ⑶　製造・生産における固有技術
  異種金属部材の接合に は 独自の工夫を凝らしている。例

えば薄銅板を加熱しながらプレスで圧着するろう付け技術
や，拡散接合の技術などを開発して省銀と金属接合の信頼
性を高めてきた（図10）。特に拡散接合の技術では，従来
は， 電磁開閉 器などの銀合金接点を銅母体の接点台にろう

材を挟んで双方を接合するガスろう付け による方法  であっ

たが， Agと Cuの共晶反応を応用することでろう材を用
いることなく直接接合した。

ストローク

永久磁石

35.4

動
作
荷
重

100%Us
70%Us
60%Us
50%Us
20%Us
10%Us
PMのみ

20%

負荷

50%

（c）磁界解析の例（a）電磁石部 （b）接点投入力と負荷特性

高
磁束密度

低

図7　電磁開閉器の電磁石部の小型化

規約短絡電流（ブレーカなし）

限流効果

通過電流波高値

電
流

時間アーク時間開極時間

全遮断時間

遮断電流（ブレーカあり）

アーク電圧（ブレーカあり）

回復電圧

図8　高遮断容量を追及した限流遮断特性

ON OFF 自動開極（トリップ）

図4　配線用遮断器で適用した接点開閉機構の解析例

Ag-Cめっきによる
リード線レス接触子

従来品

図6　ツインブレーカに適用したAg-Cめっき例

12.8mm

レバー

可動接点

図5　 コマンドスイッチにおけるマイクロアクチュエータへの適
用例

富士時報　2012 Vol.85 No.2

受配電・制御機器コンポーネントにおける技術の変遷と動向

機
器
を
支
え
る
基
盤
技
術
・
生
産
技
術

151（47）



  接合の固有技術においては，特に長期間にわたり技術開
発を継続し，技術レベルを向上することで長期信頼性を向
上させてきた。例えば，真空遮断器の要である接点電極部
を真空にした絶縁バルブでは，熱膨張率が異なるセラミッ

クと金属間接合に，メタライズ層を介したろう付け技術を

適用している。

  高精度な製造・生産技術では，操作表示機器に接点部の

タイバー加工方式を採用している。この高度な加工方式は，

今日にも引き継がれている。精密機構などの ミクロン単位
の寸法精度が要求される  精密 部品の金属条を加工段階で連
続的に結び付けながらアセンブリ直前で切り離 すことによ

り ，高い位置精度を 保つ 自動化組立てを実現してきた。

  

  4　 新分野・新市場開拓と将来へのイノベーション
技術

  
  富士電機は，“3ヵ年ローリングプラン”において新市
場の開拓に向け，新エネルギー用途とデータセンター分野
に適用する直流・高電圧対応機器を注力開発する方針を表
明した（図11）。

  この先駆けとして，大規模太陽光発電装置（メガソー

ラー）向け直流高電圧回路用ブレーカを開発した（図12）。

｢G-TWINシリーズ｣ 400〜 800AFと同一外形でありな

がら，JISだけでなく，IECといったグローバル規格に対
応している。従来は直流 600Vクラスが上限であったが，

開発品では 3 極品で直流 750Vまで対応し，4 極品では直
流 1,000Vまでの高電圧領域を 網羅 する。直流高電圧では，

（a）独自の拡散接合技術 （b）ガスろう付け接合技術

図10　電磁開閉器の接点接合の例

（a）3極 DC750V用 （b）4極 DC1,000V用

図12　「G-TWINシリーズ」の高電圧直流ブレーカ
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○MCCB，ELCB
○コンタクタ
　サーマルリレー
○コマンドスイッチ
○VCB，ACB
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データセンター）
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市場
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高

低

低 高
新規性
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富士電機機器制御
機種の開発

○DCコンタクタ
○DC遮断器
○プラグインMMS
○電力監視

新市場機種

図11　新分野新市場に向けた施策（３ヵ年ローリングプラン）
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小型・高遮断容量化の変遷
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可動接触子
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第二接触子

接触スプリング

ホルダ
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図9　配線用遮断器の高遮断容量化への技術開発
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交流のように電流ゼロ点がなく，短ギャップではアークが

続弧して遮断不能になるため，絶縁回復を考慮した電源電
圧以上のアーク電圧を発生させる必要がある。本開発品は，

前述した直流消弧部に発生するアークガス流制御とアーク

駆動用永久磁石の組合せ方式を採用した。高電圧直流遮断
を短ギャップで接点開極するため，ミニコンタクタ SKシ

リーズの開発でも適用した電磁界解析手法を応用すること

により，アーク駆動を効果的に制御して小型化を実現した。

    今後，1,000V 以上の高電圧直流遮断が可能な小型の受
配電・制御機器コンポーネントへのニーズが高まっていく

ことが予想される。アプローチとしては，半導体と有接点
機器によるハイブリッド式の遮断原理の構成が考えられる。

また，真空遮断器の真空バルブのような気密容器内での電
極入り封止チャンバーの小型化や真空だけでなく，遮断時
のガス流制御がさらに進化した空気以外のガス密閉内での

直流遮断などが挙げられる。

  図13 に，ガス雰囲気のチャンバー内での高電圧直流遮
断の原理を示す。アーク電圧を瞬時に立ち上げて安定的に

絶縁回復する技術開発が，今後の直流適用における受配
電・制御機器コンポーネントの次世代につながる鍵を握る

ものと思われる。

  

 5 　あとがき
  
  受配電・制御機器コンポーネントにおける技術の変遷と

動向について整理した。産業用途の汎用機器には家電のよ

うな消費財が持つ派手さはないが，社会の安心と安全なイ

ンフラを支える使命がある。富士電機は，60 年近い有接
点機器開発の歴史があり，信頼のブランドを築いてきた。

今後は，アークレス交流開閉器やブレーカといった有接点
機器の無接点化・ハイブリッド化の実現を目指し，将来の

商品開発として夢の実現に浪漫を抱きつつも，足元は着実
に基礎技術を積み重ねていきたい。将来のエネルギーと環
境 技術 を切り開く新たな気持ちで，富士電機ならではの新
技術の開発に邁進（まいしん）し，豊かな社会への発展に

貢献していく所存である。

  
  参考文献
  ⑴ 久保山勝典ほか. 開閉, 操作・表示, 制御機器の現状と展望. 

富士時報. 2010, vol.83, no.2, p.146-149.
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図13　高電圧直流遮断の基礎検討

   高橋　龍典
  受配電 ･制御機器コンポーネントの設計 ･開発お

よび全社技術企画に従事。現在，富士電機機器制
御株式会社技術 ･開発本部開発技術部長。機械学
会会員。

   

富士時報　2012 Vol.85 No.2

受配電・制御機器コンポーネントにおける技術の変遷と動向

機
器
を
支
え
る
基
盤
技
術
・
生
産
技
術

153（49）



  1　まえがき
  
  太陽光発電に代表される再生可能エネルギーの利用拡大

や，地球温暖化防止に向けた電気自動車の普及などの社会
動向の変化に対応するため，関連の技術開発が急務となっ

ている。このうち，電路の安全性を確保するための保護技
術については，直流により発電された電力の輸送や充放電
のための電路の保護に必要となる新しい技術を開発しなけ

ればならない。

  直流系統の保護技術は，過電圧保護，過電流保護および

感電保護の三つに大別することができる。多様化するニー

ズに対して，特に過電流保護および感電保護は，交流系統
向けを中心とした既存の製品ラインアップでは対応ができ

ないケースが増えてきている。このため，市場の要求に応
えるための技術を開発して新たな製品を提供することによ

り，直流系統の普及拡大を支えていく必要がある。

  本稿では，富士電機が取り組んでいる直流配電システム

向けの開閉保存技術として，過電流保護（電流遮断）およ

び感電保護（漏電検知）の技術について述べる。

  

  2　過電流保護技術
  

  2.1　直流系統における故障時の特性

  これまで，直流系統の保護が特に重要となる主なケース

は，電気鉄道のき電線の故障に関わるものであった。電気
鉄道用の遮断器は，関連の規格（JEC-7152，JEC-7153な
ど）により，電圧，電流および故障電流の突進率などが明
確に規定されており，これに準拠した製品を提供すること

で系統の安全を保障してきた。しかし，太陽光発電の系統
や蓄電池を含む系統のように，従来の電気鉄道と異なる直
流配電系統の普及が急速に拡大している。これらの系統は，

系統の種別により，電圧や容量，短絡故障時の電流の突進
率が異なる。したがって，系統の特性に適した方法で安全
を保障する必要がある。

  ⒜　太陽光発電の系統
  系統の特徴として，発電電圧の高電圧化が挙げられ

る。メガソーラーなどの大規模発電施設を中心として，

500Vを超える電圧の適用も進められており，海外では

1,000Vを超える電圧が適用されるケースもある。一方
で，系統の短絡故障電流値は，定格電流から 10〜 20%
程度の増加にとどまる。つまり，保護機器には，高電圧
下での定格電流遮断と絶縁の確保が求められる。

  ⒝　蓄電池を含む系統
  蓄電池に関する技術開発は目覚ましく，大容量化，長

寿命化そして低コスト化などが進められている。電気自
動車やハイブリッド車への適用に加えて，最近では太陽
光発電や風力発電の出力変動を平準化するための用途と

しても適用が進められている。蓄電池は，コンデンサな

どの他の蓄電デバイスと比較してエネルギー密度が高い

ため，短絡故障時には大電流が継続して流れる。例えば，

リチウムイオンバッテリの場合では，短絡に伴う内部発
熱により急激に発熱し，爆発あるいは燃焼を引き起こす

恐れもある。このため，蓄電池を含む系統の保護機器に

は，大電流を速やかに遮断するための技術が必要となる。

  
  2.2　直流電流遮断方式と特性例

  交流電流の遮断は，周期的に訪れる電流ゼロ点を利用し

て達成している。しかし，直流電流の場合は電流ゼロ点が

存在しないことから，ゼロ点生成のための工夫が必要とな

る。逆電圧発生方式と振動電流重畳方式について検討した

結果を紹介する。それぞれの代表的な回路構成を図1に示
す。

   直流配電システムの開閉保護技術

  恩地　俊行  ONCHI Toshiyuki 工藤　高裕  KUDO Takahiro 外山 健太郎  TOYAMA Kentaro

  Switching and protection technologies for DC power distribution systems

  太陽光発電に代表される再生可能エネルギーの適用拡大，蓄電池システムの普及などにより，直流による配電システムが

急速に拡大している。富士電機は，直流配電システムの安全を支える保護技術の開発に取り組んでおり，高電圧化などの市
場要求に応えた直流遮断器の提供を始めている。直流電流の遮断のために必須となるアークの制御技術や電気回路とアーク

の相互作用を利用した遮断方式の原理を検証した。また，直流漏電を検知するため，高感度な電流検知方式であるフラック

スゲート方式の要素技術を開発し，同方式の有効性を検証した。

  DC power distribution systems are rapidly expanding due to increased use of photovoltaic power generation and other renewable en-
ergy, and the spread of storage batteries systems. Fuji Electric is working to develop network protection technology to maintain the safety of 
DC power distribution systems and has started to off er DC circuit breakers for increasingly high voltage use and other market demands. Fuji 
Electric investigated the principles of an interruption method that uses the interaction of arc and electrical circuits, and arc control technology 
essential for interrupting direct current. To detect earth leakage of direct current, Fuji Electric developed elemental technology for a fl uxgate 
method for advanced direct-current detection, and verifi ed its eff ectiveness.
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  ⑴　逆電圧発生方式
  逆電圧発生方式は，配線用遮断器などで適用されている

方式であり，接点間に発生するアークの電圧を過渡的に電
源電圧よりも高めることにより，直流電流を限流して遮断
する。アーク電圧を高める手段として，一般的には接点間
の開極距離を大きくする方法が有効である。物理的に接点
間距離を拡大する方法以外にも，遮断器の接点を直列に接
続する方法や，通常は 1 極当たり 1 接点で構成される遮断
部を 2 接点構造とする方法がある

⑴

。

  遮断器の接点を直列に接続する方法は，遮断器の各極を

ケーブルにより直列に接続するものであり，2 極から 4 極
を直列に接続する。接続例を図2に示す。また，遮断部の

構造を工夫することにより，アーク電圧を高めることがで

きる。一例として，遮断部に設けられる消弧グリッドの構
造を変更する方法がある。消弧グリッドは，金属製のプ

レートを空隙を設けて積み上げた構造を採っていて，アー

クを金属プレートによって多段に分断することにより，電
圧を高めている。また，永久磁石を接点近傍に配置するこ

とにより，アークに磁場を作用させて引き伸ばす方式もあ

る
⑵

。直流電流では通電方向が一定となるため，永久磁石に

よる磁場によって，常に一定の方向へアークを引き伸ばす

ことができる。このため，アークの伸張方向に空間を設け

たり，上述の消弧グリッドを設置したりすることで，効果
的にアーク電圧を高めることができる。モデル遮断器に

よる特性例を図3に示す。永久磁石を適用することにより

アークが伸張し，アーク電圧は急激に上昇する。アーク電
圧は電源電圧以上に上昇し，電流遮断を達成している。

  ⑵　振動電流重畳方式
  振動電流重畳方式は，電気接点と並列に接続した振動電
流発生回路により循環電流を発生させ，電気接点部に通電

する主回路電流に重畳することにより，電流ゼロ点を生成
する。振動電流を発生させるための電圧源として，コンデ

ンサなどの電源を利用するものを他励振動方式，電気接点
間に発生するアーク電圧を利用するものを自励振動方式と

呼ぶ。他励振動方式は，電気鉄道変電所用の遮断器に適用
されている。自励振動方式は，機器の小型化の点で優位性
があり，低圧機器への適用などが想定される

⑶

。自励振動方
式を適用したモデル遮断器による特性例を図4に示す。 I  3
 が 0となることで電気接点間のアークが消滅し，これに

よって電流遮断が達成されている。電流遮断に至るまでの

挙動は次のとおりである。まず，遮断器の接点が開極する

－ ＋

負荷

－ ＋ － ＋

負荷負荷

2極 4極3極

図2　遮断器の直列接続の例
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図4　自励振動方式の特性例

（a）逆電圧発生方式 （b）振動電流重畳方式（自励）
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図1　直流遮断方式の比較
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電
流
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図3　永久磁石適用の特性例
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と，接点間にアークが発生する。接点間距離の増加に伴い，

電圧も徐々に上昇する。すると，アーク電圧を起電力と

して，振動電流発生回路に振動電流  I  2 に流れる。遮断器
部を流れる電流  I  3 は，主回路電流  I  1 と振動電流の和にな

り，振動電流  I  2 の波高値が増加すると， I  3 の極小値も徐々
に減少し，やがて 0となる。このとき，接点間の絶縁が維
持できる領域まで接点開極距離が確保できている場合には，

電流遮断が可能となる。

  

  3　漏電検知技術
  

  3.1　接地方式と保護電流のタイプ

  直流配電系統における代表的な接地方式は，接地系の

TN 系統・TT 系統
〈注〉

と，直流で配電しているデータセン

ターなどでの適用が検討されている高抵抗の中点接地
⑷

を含
む非接地系の IT 系統がある。各配電における絶縁不良発
生時の動作は IEC 60364により規定されるが，従来の交
流配電と同様に，漏電遮断器での動作が規定される TT系
統における地絡保護技術の検討を進めている。

  漏電保護の場合，数百Aの電流から漏れるわずか数十
mAの微小電流を検出する必要があるため，漏電センサに

は非常に高い分解能が要求される。さらに，従来のセンサ

を直流配電系統に適用する場合には次の問題があった。

  ⒜　交流配電系統で広く使用されるカレントトランス型
の零相変流器は，直流により偏磁を起こすため直流配
電系統では使用できない。

  ⒝　一般的な直流電流センサとして，磁心の切欠きに

ホール素子などの磁気センサを配置する集磁タイプは，

磁心を切り欠くために検出感度が低下し，30mAの

微小電流の検出が困難で，外部磁界の影響を受けやす

い。

  
  3.2　漏電検知方式と特性例

  直流漏電検出の課題は，配電盤などの一般的な環境下で，

直流の数百Aの中からわずか 30mAの直流微小電流を検
出することである。

  微小電流が検知可能な方式として，高感度なフラックス

ゲートセンサを用いる方式がある。三角波で磁心を励磁し，

被測定電流に比例する 2 次高調波成分を検出する方式
⑸

が知
られている。励磁成分をキャンセルするために二つの磁心
が必要で，磁心の特性の差異により励磁成分が完全にキャ

ンセルされないため，微小電流域での検出性能が低下する

問題が想定される。

  そこで，励磁電流が飽和に達する時間が被測定電流に比
例する方式

⑹

を検討した。漏電センサの基本構成を図5に示
す。高透磁率で保磁力が小さく角形ヒステリシス特性の良

好なナノ結晶軟磁性材料
⑺

を用いたトロイダル磁心に，励磁
巻線を施し，往復導体を磁心に貫通させた構造である。導
体の両端は電源と負荷に接続される。地絡事故などにより

その系に漏電が発生すると，往復電流でキャンセルされな

い成分として漏電電流が流れる。漏電センサの方式は，励
磁巻線を施した磁心と自励回路の組合せにより，他励式で

必要なパルス発生器などで強制的に励磁信号を入力するこ

となしに，磁心を励磁できる自励方式
⑻

とした。

  図6に，直流の漏電電流に対する検出回路の出力電圧の

測定結果を示す。磁心に貫通させた一方の導体に＋－ 1Aの

電流を流して，自励方式と他励方式について測定した。そ

の結果，自励方式は他励方式と比較して検出感度が約 10
倍大きいことが分かった。漏電電流が 15mAにおける出
力電圧は 0.13Vで，＋－ 600mAの範囲で良好な直線性が得
られており，漏電保護で必要な 30〜 500mAの電流検出
性能を満足することが分かった。直流地絡保護用センサと

して，自励方式のフラックスゲートセンサが十分適用可能
であることを検証した。

  

  4　適用例
  
  富士電機は，直流系統の過電流保護に必要となる直流遮
断器として，低圧配電系統向けの配線用遮断器および，主
に電気鉄道の変電所で用いられる高速度遮断器などを提供
している。これらの製品について概略を述べる。

励磁コイル

往復導体

漏電電流

検出回路

トロイダル磁心

出力電圧

励磁電流

励磁電圧
自励回路

図5　漏電センサの基本構成
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漏電電流（mA）
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図6　漏電検出特性

〈注〉 TN 系統：中性線と保護接地導体を一つの基準電位で接地する

 系統

　  　 TT系統：中性線と保護接地導体を別の基準電位で接地する系

 統
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  ⑴　直流配線用遮断器
  逆電圧発生方式による遮断器である。永久磁石を適用す

ることにより，高電圧の遮断を達成している。遮断器の各
極を 4 極直列に接続することにより，最大 1,000Vの電圧
まで対応した製品もある。

  ⑵　直流高速度遮断器
  逆電圧発生方式による空気遮断器と，振動電流重畳方式

（他励振動方式）による複合遮断器の 2 種類がある。

  空気遮断器は，直流電気鉄道の初期から適用されてきた

方式であり，保守点検や設置容積などの面で課題があっ

た。複合遮断器については，真空遮断器を主接点に用いた

キュービクル形スイッチギアである
⑼

。図4で示した自励振
動方式とは異なり，あらかじめコンデンサに充電しておい

た電力を用いて振動電流を発生させる他励振動方式を用い

た遮断器であり，アークレスなどの特徴を持つ。現状では，

電気鉄道変電所向けの用途が大半である。主な仕様は次の

とおりである。製品の外観を図7に示す。

  ™  定格電圧：DC750V，1,500V
  ™  定格電流：2,000A，3,000A，4,000A
  ™  遮断電流：100 kA（電流突進率：10×10 6 A/s）
  

  5　あとがき
  
  今後も拡大が予想される直流配電システムにおいて，そ

の根幹を成す開閉保護技術の開発状況を述べた。これらの

技術の一部は既に製品に適用され，特に直流系統の高電圧
化のニーズに応えた特徴ある製品となっている。今後は，

機器の小型化など，より使いやすい製品を目指した技術開
発を行っていく所存である。

  一方で，直流配電系統の標準化はまだ検討段階である。

標準化のプロセスは，メーカーやユーザおよび業界の垣根
を越えて一体となって取り組む必要がある。今後も，関係
各位のご指導，ご支援をお願いする次第である。
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  1　まえがき
  
  近年，世界的な環境・エネルギー問題に対する意識の高

まりと，地球温暖化防止のための CO 2 の大幅な削減に向
けて，再生可能エネルギーの一つである太陽光発電が注目
されている。富士電機では，2009 年に発売したグローバ

ルツインブレーカ ｢G-TWINシリーズ｣ において，開閉
器を含む直流回路専用ブレーカの適用範囲を市場要求に応
えて拡大してきた。産業用太陽光発電設備では，システム

の大容量化に伴い，エネルギーの利用効率の改善，コスト

低減を目的にシステムの高電圧化が進められている。こ

の高電圧化の要求に応えるため，直流高電圧（DC750V，
DC1,000V）用ブレーカを開発した。

  本稿では，太陽光発電設備への直流ブレーカの適用例，

直流高電圧用ブレーカの主な仕様と特徴，ラインアップお

よび要素技術について紹介する。

    2　太陽光発電設備へのブレーカの適用
  
  図1に，一般的な太陽光発電設備を示す。太陽電池ア

レイ側から順に，接続箱，パワーコンディショナ（PCS），
分電盤で構成する。それぞれの部分におけるブレーカと開
閉器の適用について述べる。

  
  2.1　接続箱

  図2に示すように，太陽電池アレイで発電された直流電
力を，接続箱（集電箱）に集め，パワーコンディショナに

送る。接続箱は，太陽電池アレイが故障したときに波及範
囲を極小化することと，保守・点検時に回路を分離して絶

   直流高電圧用ブレーカの遮断技術

  森合　　浩  MORIAI Hiroshi

  Interruption technology of breakers for high-voltage direct current

  近年，太陽光発電など再生可能エネルギーやデータセンターの普及とともに直流送配電の適用が増えている。富士電機
では，市場の要求に対応し，直流回路専用ブレーカの適用範囲を拡大させてきた。今回，太陽光発電設備のパワーコンディ

ショナに使用される直流高電圧（DC750V，DC1,000V）用ブレーカを開発した。遮断シミュレータと遮断試験によるアー

ク電圧の検証，磁界解析と遮断試験によるアーク駆動の検証によりブレーカの消弧室構造を最適化し，従来品よりも高電圧
に対応し高い遮断安定性を獲得した。

  Applications for direct current distribution have been increasing with the spread of data centers and renewable energy applications such 
as photovoltaic power generation. Fuji Electric has been expanding the application scope of its breakers intended for DC circuits in order to 
meet market demands. This time, it developed breakers for high-voltage direct current (DC 750 V, DC 1000 V) used in the power conditioners 
of photovoltaic power facilities. By verifying the arc voltage using interruption simulators and interruption testing, and verifying the arc drive 
through magnetic fi eld analysis and interruption testing, Fuji Electric optimized the structure of the arc-extinguishing chamber and achieved 
a better level of interruption stability at high voltage than previous products.

表示装置 データ収集装置

太陽電池アレイ

直流

＊ WHM：Watthour meter

接続箱
パワーコンディショナ
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負荷設備

交流

交流

電力系統
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（逆潮流ありの場合）

分電盤

受電盤
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G総発電

＊

図1　太陽光発電設備の概要
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図2　接続箱とパワーコンディショナ

富士時報　2012 Vol.85 No.2

特集 受配電・制御機器
コンポーネント

機
器
を
支
え
る
基
盤
技
術
・
生
産
技
術

158（54）



縁することで，作業者の安全を保障するものである。太陽電
池の直流電圧の断路，通電電流と短絡電流の遮断能力を持つ

ブレーカや開閉器を使用する。

  
  2.2　パワーコンディショナ

  パワーコンディショナは，接続箱から送られてきた直流
電力を扱い，インバータにより交流電力に変換する。系統
連系型のパワーコンディショナでは接続箱側（入力側）に

直流ブレーカ，分電盤側（出力側）に交流ブレーカを使用
する。入力側には，IEC 60364-7-712により，作業者の保
守・点検時の安全を確保するために開閉器の設置要求があ

り，国内では一般的に直流ブレーカを使用している。太
陽光発電システムの容量の拡大により，従来よりも高電
圧，大電流の直流ブレーカが求められている（DC750V，
DC1,000V）。
  

  2.3　分電盤

  分電盤は，パワーコンディショナで交流に変換した電力
を受け，建物内の各電気負荷に分配する。また，太陽光発
電系統と受電盤からの商用電源系統との連系点となる。パ

ワーコンディショナの電力の入力部に設置する太陽光発電
用の漏電遮断器は，分電盤の一次側につなぐ接続方法A

（図3⒜）と，負荷側につなぐ接続方法 B（図3⒝）があ

る。接続方法は，系統連系規定および内線規定により次の

ように定められている。

  ⒜　接続方法A
  　™  太陽光発電用漏電遮断器：過電流保護装置付漏電遮
断器，3P3Eまたは 3P2E 型，逆接続可能型，中性
線欠相保護付

  　™  主幹漏電遮断器：過電流保護装置付漏電遮断器，

3P3E 型，中性線欠相保護付
  ⒝　接続方法B
  　™  太陽光発電用ブレーカ：配線用遮断器，3P3Eまた

は 3P2E 型，逆接続可能型，中性線欠相保護付
  　™  主幹漏電遮断器：過電流保護装置付漏電遮断器，

3P3E 型，逆接続可能型，中性線欠相保護付
  

  3　 直流高電圧対応ブレーカの仕様と特徴，ライン
アップ

  
  ⑴　仕様と特徴

太陽光発電用
ブレーカ

主幹漏電
遮断器

分電盤

受電盤

負荷

契約ブレーカ

分岐用ブレーカ

（a）接続方法A

太陽光発電用
漏電遮断器

主幹漏電
遮断器

分電盤

受電盤

負荷

契約ブレーカ

分岐用ブレーカ

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

（b）接続方法B

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

図3　分電盤の接続方法

表1　ブレーカ，開閉器の仕様
（1）ブレーカ仕様一覧

フレームの大きさ（AF） 400 630 800

基本形式 BW400RAG BW630RAG BW800RAG

極数 3P 4P 3P 4P 3P 4P

定格絶縁電圧　Ui（DC V） 750 1,000 750 1,000 750 1,000

定格インパルス耐電圧　Uimp（kV） 8

定格電流（A） 250，300，350，400 500，600，630 700，800

定格遮断容量（kA）
Icu / Ics

JIS
IEC/EN

DC1,000V － 5/5 － 5/5 － 5/5

DC750V 10/5 10/5 10/5 10/5 10/5 10/5

過電流引外し方式 熱動－電磁式

（2）開閉器仕様一覧

フレームの大きさ（AF） 400 630 800

基本形式 BW400RAS BW630RAS BW800RAS

極数 3P 4P 3P 4P 3P 4P

定格絶縁電圧　Ui（DC V） 750 1,000 750 1,000 750 1,000

定格インパルス耐電圧　Uimp（kV） 8

定格電流（A） 400 630 800

定格短時間耐電流　Icw 5kA・0.3s 10kA・0.3s 10kA・0.3s
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  表1に，太陽光発電設備のパワーコンディショナに要求
される DC750V，DC1,000Vのブレーカ，開閉器の仕様を

示す。

  主な特徴は次のとおりである。

  ⒜　ブレーカの使用環境を考慮し，標準品で熱帯/寒冷
地向けの仕様とした。

  ⒝　基本構造を，G-TWIN 400AF，630AF，800AF
と同一とし，オプション（補助スイッチ，警報スイッ

チ，電圧引外し装置，不足電圧引外し装置など）を共
用可能とした。

  ⒞　国内・海外規格〔JIS，IEC，EN（CEマーキング）〕

に対応した。

  ⒟　TN-S 接地方式と IT 接地（非接地）方式に対応し

た DC750V 用，DC1,000V 用の 4 種類をシリーズ化
した（図4）。

  ⑵　ラインアップ

  富士電機では，開閉器の 30〜 800AFのシリーズ化，

適用電圧の高電圧化や盤の小型化に貢献する太陽光発電設

備用DC650V 対応小型開閉器，並列通電ブレーカなどラ

インアップを拡充し，要求に随時対応してきた
⑴

。

  今回の開発によりパワーコンディショナで要求される

DC750V，DC1,000V 直流ブレーカの機種拡充を行った。

これにより適用できるブレーカの範囲は，表2に示すよ

うに拡大した。

  

  4　要素技術
  

  4.1　直流遮断技術

  短絡事故が起きてブレーカに短絡電流が流れると，内部
の電流検知装置がブレーカの開閉機構を動作させて，可動
子が開極し，可動接点，固定接点間に電流遮断アークが発
生する。アークを消弧グリッドへ駆動することによって，

可動接点，固定接点間のアーク電圧を上げて，回路イン

ピーダンスを瞬時に増加させて短絡電流を遮断する。

  一般に交流回路では電流ゼロ点が周期的に存在し，ゼロ

点において内部の絶縁が確保できていれば電流を遮断する

ことが可能であるが，直流回路では前述のゼロ点が存在し

ない。そのため，直流回路に使用するブレーカでは接点間
に発生するアーク電圧を電源電圧以上に上げることで電流
を遮断する（ゼロ点を作る）技術が必要となる（図5

⑴

）。

  
  4.2　アーク電圧の検証

  アーク電圧を決める主な因子は、可動子の開極スピー

ド，開極距離，アブレーション効果，グリッド枚数，アー

ク駆動力である。経済性と遮断性能の両立のため，開極機
構を既存構造の流用とし，グリッド枚数の最適化とアー

負荷

（a）TN-S接地方式

ON

- +
DC
750V

負荷

ON

- -
DC
1,000V

+

負荷

（b）IT 接地（非接地）方式

ON

+
DC
750V

負荷

ON

-
DC
1,000V

+

図4　接地方式と接続

表2　ブレーカ・開閉器機種一覧
（1）ブレーカ機種一覧（DC250～ 1,000V）

定格電圧
DC（V）

接続
方式

定格電流（A） 遮断容量
Icu（kA） 5 10 15 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600 630 700 800

  250 ２極 BW32□ AG-BW800□ AG C2 2.5 ～ 40

  400 ３極 BW32□ AG-BW100□ AG C4  2.5～   5

  500 ３極 BW50SAG，BW100EAG（-02015，-02025），BW125□ AG-BW800□ AG C5 　6～ 40

  600 ４極 BW125RAG C6～ BW800□ AG C6 25～ 40

   750* ３極 BW400RAG～ BW800RAG C8，D8 10

1,000* ４極 BW400RAG～ BW800RAG C9，D9 5

＊：拡大した範囲
（2）開閉器機種一覧（DC250～ 1,000V）

定格電圧
DC（V）

接続
方式

定格電流（A） 遮断容量
Icu（kA） 30 40 50 63 100 125 250 400 630 800

  250 ２極 BW32□ AS～ BW800□ AS －

  400 ３極 BW32□ AS～ BW100□ AS C4 －

  500 ３極 BW50SAS BW100EAS BW125□ AS～ BW800□ AS C5 －

  600 ４極 BW125RAS～ BW800RAS C6 －

  650 ３極 BW50SAS －

   750* ３極 BW400RAS～ BW800RAS C8，D8 －

1,000* ４極 BW400RAS～ BW800RAS C9，D9 －

＊：拡大した範囲
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ク駆動力の向上を狙いとした。これまでの直流ブレーカ

において，定格電圧の最大値は，3 極品で DC500V，4 極
品で DC600Vであり，単純計算すると 1 極のアーク電圧
は，約 170V 以上の性能を持っている。しかし，3 極品で

DC750V，4 極品で DC1,000Vの遮断性能を満足するため

には，1 極 250V 以上のアーク電圧が必要となる。

  直流ブレーカの 1 極のアーク電圧の実力値について，遮
断シミュレータによるアーク電圧の検討を実施した。解
析結果では，アーク電圧は 1,000V 近傍の値を得る結果と

なったが，1 極 250V 以上のアーク電圧には達していない

ため，消弧グリッドの枚数を増やすとともに，限られた開
極距離の範囲で効率的にグリッドへアークを誘導できるよ

う配置と形状を最適化した。実機での遮断試験の結果，短
絡電流領域は遮断できるが，100A 以下の小電流領域にお

いてアークが消弧室グリッドへ駆動せず遮断が不安定な部
分があるため，小電流領域においても安定した遮断性能を

得られるように改善した（図6）。

  遮断シミュレータによる検討結果は次のとおりである。

  ™  解析条件：DC1,000V/20A 時定数 2ms
  ™  解析モデル：BW800RAG-4P
  　　　　　　　（消弧グリッド 10 枚）

  ™  解析結果：アーク電圧　241V/1 極，

  　　　　　　　　　　　　964V/4 極 <1,000V
  

  4.3　小電流領域のアーク駆動

  従来ブレーカの消弧グリッド，可動子，可動接点，固定
接点の構造と接点間アークの関係を図7⒜に示す。

  一般的にアークの駆動力は，ローレンツ力により，電流
が大きくなるほど駆動力も大きくなる。小電流領域では

アーク駆動力が不足して消弧グリッドへアークを誘導でき

ず，アーク電圧が上がらないことが，遮断が不安定となる

主因である。

  富士電機は，直流電流を遮断するさまざまな要素技術を

持っている。その中で直流ブレーカの本体内部に永久磁石

アーク電圧

アーク

電源電圧

電流

ｔ

接点開極開始

I

t

I

t

電流ゼロ点なし

電流ゼロ点

短絡回路

（a）短絡回路と短絡波形

（b）直流回路の電流遮断波形

短絡波形

直
流
回
路

交
流
回
路

CB

L R

DC

CB

L R

AC

図5　電流遮断とアーク電圧

アーク駆動力
（電流の大きさで変化） アーク
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（b）開発品

固定接点

可動子

可動接点
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磁束

電流
（アーク）

＋ ＝

アーク駆動力
（全電流領域で
一定値以上）

永久磁石により
磁界を強制印加

永久磁石

磁石ホルダ

図7　ブレーカの基本構造

遮
断
時
間

遮断不安定

電流

図6　GT800AF DC500V/2直遮断結果
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を搭載する方式を基本構造として採用した。

  従来の消弧室に，永久磁石で磁界を強制印加してアーク

駆動力を得る機能を追加し，さらに，アーク電圧を高める

ため消弧グリッドの枚数を従来品 10 枚から 12 枚に増やし

た構造である（図7⒝）。  これを基本構造として，磁束密
度やグリッド形状，永久磁石など部品の位置関係をパラ

メータとして最適化を追求した。

  
  4.4　磁界解析

  消弧グリッド，永久磁石，可動子，可動接点，固定接点，

アークを三次元モデル化して，磁界解析により磁束密度の

ベクトル図およびアークに働く駆動力（ローレンツ力）を

算出した。解析結果により消弧室構造を決定し，遮断試験
評価にて効果を確認した。さらに，実際に遮断試験を行っ

たブレーカを分解して，消弧グリッドや可動接点，固定接
点の消耗具合とアーク痕を確認し，解析用の三次元モデル

に形状，位置関係をフィードバックして解析結果と遮断試

験結果の整合を図りながら構造の最適化を行った（図8）。

  図9に，遮断試験後の消弧室状況を示す。  アーク痕を

観察することにより，実際のアーク径やアークの経路が推
定できる。最終構造では，磁界解析結果と遮断試験結果に

より永久磁石を搭載した磁石ホルダおよび消弧グリッドと

可動子，可動接点開極後の距離を最適化した。

  
  4.5　遮断性能検証結果

  消弧室構造への永久磁石追加と消弧グリッド枚数の追加
により，従来，遮断が不安定であった小電流領域において

も安定した遮断性能を満足し，数A〜 10 kAの広範囲に

おいて遮断が可能となり，開閉安全性を確保した（図10）。

  永久磁石の追加により，小電流領域においても消弧グ

リッドにアークを誘導するアーク駆動力が得られる結果と

なった（図11）。

  また，消弧グリッドの枚数を 2 枚増やした効果として，

遮断開始から遮断完了するまで安定したアーク電圧を維
持することができるようになり，1 極 250V 以上，4 極で

1,000V 以上のアーク電圧を達成した。これにより，従来
品で不安定要因であった遮断安定性が達成できた。

グリッド中央の奥へ駆動力は働く

（b）アークに働くローレンツカ

（c）アーク模擬

（a）磁束密度ベクトル図

小

大

ローレンツカ密度
（矢印）

小

大
磁束密度

小

大
磁束密度

図8　磁束密度とローレンツカの解析
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永久磁石搭載

アーク痕

グリッド上追加

グリッド下追加

図9　遮断試験後の消弧室状況
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図11　永久磁石追加の効果
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図10　全領域遮断の結果
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  5　あとがき
  
  本稿では，今後導入が期待されている大容量太陽光発電
設備（メガソーラー）に設置可能な直流高電圧用ブレーカ

の遮断技術について述べた。

  今後は，国内外の新エネルギー発電関連設備やグリーン

データセンター関連設備など，直流配電設備の給電信頼性
や安全性に対する要求が強まることが予想される。さらな

る高電圧化への製品技術対応や海外規格認証取得など，市
場やお客さまのニーズを的確に捉え，研究・開発を進めて

いく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　岡本泰道ほか. グローバルツインブレーカ ｢G-TWINシ

リーズ｣ の新技術. 富士時報. 2010, vol.83, no.2, p.161-166.
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   1　まえがき
  
  富士電機は“エネルギーと環境事業をグローバルに展開

し社会に貢献する”という経営方針の下に，自らの環境負
荷の低減と，製品を通じた社会全体での環境負荷の低減に

全力で取り組んでいる。

  受配電・制御機器コンポーネントについても，環境負荷
を低減するため，国内外の規制を順守して開発を進めてい

る。使用する材料には環境への悪影響がなく，かつ，商品
性能を満足させることが要求される。本稿では，規制動向
と，富士電機の高分子材料および金属材料の環境対応技術
について紹介する。

  

  2　環境対応の規制動向
  

  2.1　EUの主要な環境規制

  RoHS 指令
〈注 1〉

により，2006 年 7 月 1 日に 6 種類の特定有
害物質〔鉛，水銀，カドミウム，六価クロム，ポリ臭素
化ビフェニル（PBB），ポリ臭素化ジフェニルエーテル

（PBDE）〕の使用が禁止された。2011 年 7 月 21 日には改
正RoHS 指令が発効され，従来，適用除外だったカテゴリ

8（医療用機器）と 9（監視および制御機器）が対象となり，

カテゴリ 11（カテゴリ 1から 10の製品群以外の電気・電
子機器）が新規に追加された。また，RoHS 指令適合の表
示が義務化され，製造者は RoHS 指令に適合していること

を自己宣言し，製品への CEマーキング表示が必要となっ

た（図1）。禁止物質の見直しについては検討対象物質の

一つとしてヘキサブロモシクロロドデカン（HBCDD）が

挙げられ，臭素系難燃剤の規制が強化される動きにある。

  REACH規則
〈注 2〉

についても 2007 年 6 月 1 日に発効され，

成形品の SVHC（高懸念物質）含有の届け出が義務化さ

れている。

  また，2009 年 5 月に開催された ｢残留性有機汚染物
質に関するストックホルム条約｣（POPs 条約）において，

表面処理剤や界面活性剤に多く使用されているパーフルオ

ロオクタンスルホン酸（PFOS）についても条約付属書に

追加された
⑴

。

  
  2.2　国内の主要な環境規制

  国内では，地球温暖化などの環境問題を解決するため，

環境調和型経済社会の構築に向け，企業においても製品を

通して消費電力量や CO 2 の排出量を削減することが求め

られている
⑵

。さらに，循環型社会の形成のため，3R（リ

デュース，リユース，リサイクル）の推進，ならびに鉱物
資源の安定供給確保のため，非鉄金属資源のリサイクル

や代替材料開発の推進が企業に求められている。高分子材
料においても，リサイクルを推進するため，産業廃棄物と

して捨てられていた熱硬化性樹脂製部品を熱可塑性樹脂
に代替し，製造現場でのリサイクルや，回収した部品のリ

ユースまたはリサイクルを行う動きが急速に高まっている。

また，POPs 条約に基づき，｢化学物質審査規制法｣ では

PFOSが第一種特定化学物質に追加され，意図的使用が禁
止された。

   受配電・制御機器コンポーネントの環境対応材料技術

  吉澤　利之  YOSHIZAWA Toshiyuki 関口　　潔  SEKIGUCHI Kiyoshi 古川　雅晴  FURUKAWA Masaharu

  Environmentally-friendly material technology for power distribution and control equipment

RoHS 指令，REACH規則，POPs 条約などの環境対応規制の強化や地球温暖化などの環境問題への対応のため，材料に

対する要求は年々厳しくなってきている。富士電機は，部品に使用する材料の熱硬化性樹脂から熱可塑性樹脂への代替や，

グリースの鉛フリー化を実現した。また，難燃樹脂材料の非ハロゲン化に取り組み，りん化合物系難燃剤を用いることで実
現可能であることを確認し，切替を予定している。金属材料については，接点のカドミウムフリー化を推進し，溶着性や温
度上昇値の目標を達成し代替を実現した。PFOSフリー化についても代替めっき液を開発し切替を完了した。

   Year by year, requirements regarding material are becoming stricter due to strengthened environmental regulations such as the RoHS 
directive, REACH regulation, and POPs treaty, and environmental issues such as global warming. Fuji Electric replaced the thermosetting 
resin material in parts with thermoplastic resin material, and it now uses lead-free grease. It is also working to develop halogen-free, fl ame-
retardant resin material, and has confi rmed the possibility of the realization by using a phosphorus-based fl ame retardant and plans to switch 
to it. For its metal materials, it promotes the use of cadmium-free contact points, implementing them after reaching its goals for deposition and 
temperature increases. It also developed a replacement plating liquid that is PFOS-free and is already using it.

〈注 1〉 RoHS 指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制

 限についての EU（欧州連合）の指令

〈注 2〉  REACH規則：化学物質の登録，評価，認可及び制限に関する

 EU（欧州連合）の規則
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    3　高分子材料における環境対応技術
  

  3.1　サーマルリレー用ケース材の熱可塑化

  従来，サーマルリレーのケース材として使用していた

フェノール（PF）などの熱硬化性樹脂は，リサイクルで

きず環境への負荷が大きい。

  図2に示す新型サーマルリレーでは，リサイクル性を考
慮しつつ小型化と薄肉化を実現するためにケース材に熱可
塑性樹脂を採用した。過電流印加時の通電部発熱による変
形や溶融が起きないように，耐熱性に優れた芳香族ナイロ

ン（芳香族 PA）を使用した。芳香族 PAと PFの各種特
性比較を表1に示す。

  また，ケースの寸法が製品のトリップ性能に影響するた

め，芳香族 PAを採用するためには，吸湿時の寸法変化を

現行の PFと同等以下に抑える必要がある。芳香族 PAと

PFとの加湿放置による寸法変化量の比較試験結果を図3

に示す。PFケース材に比べ，芳香族 PAケース材は寸法
変化率が 1/3 以下と小さくなり，製品間のトリップ最小動
作電流特性のばらつきを大きく改善することができた。

  今後，全てのサーマルリレーのケース材に熱可塑樹脂の

採用を水平展開していく。

  
  3.2　高圧機器グリースの鉛フリー化

  受配電・制御機器コンポーネントでは機構部が多く，機
構部品の摺動（しゅうどう）には耐摩耗や摩擦係数の安定
化のためにグリースを塗布している。特に高圧機器では

面圧が高くなるため，使用するグリースには，耐荷重性
を付与し，焼き付きやかじりを防止する極圧添加剤が配
合されている。この極圧添加剤の成分として鉛（Pb）が

約 5,000 ppm含まれている。高圧機器は RoHS 指令の対象
ではないものの，将来の対象拡大への対応として，Pbを
使用しない極圧添加剤を配合した改良グリースを開発した。

新規の Pbフリー極圧添加剤の極圧性能については，グ

カテゴリ
年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

カテゴリ1～7　家電～玩具
カテゴリ10　自動販売機

カテゴリ8　医療用機器

カテゴリ9　監視・制御機器

カテゴリ11
カテゴリ1～10以外の機器

1/2 7/22 7/22 7/22 7/22
*　IVD：In Vitro Diagnostic（体外診断用）
企業の義務開始（月/日）

含有禁止

CEマーキング

含有禁止（IVD * 以外） 含有禁止（IVDを含む全て）

CEマーキング（IVDを含む全て）CEマーキング（IVD以外）

含有禁止

CEマーキング

含有禁止（産業用を含む全て）含有禁止（産業用以外）

CEマーキング（産業用を含む全て）CEマーキング（産業用以外）

図1　RoHS指令における企業の義務化スケジュール

（b）ケース（a）外観

図2　新型サーマルリレー

表1　ケース材の特性

材　料 芳香族PA
（熱可塑性樹脂）

PF
（熱硬化性樹脂）

リサイクル性 ○ ×

耐熱性（融点） 300℃ なし

UL94燃焼性クラス * V-0 HB

＊  UL94燃焼性クラス：（Underwriters Laboraties Inc.: アメリカ保険業者安全
 試験所）の製品安全規格の一つ。難燃性の高い順にV-0，V-1，V-2，HBの
 クラスがある。

0
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1.0

0 200 400 600 800 1,000
時間（h）

35℃85％RH放置

寸
法
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化
率
（
％
）
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図3　芳香族PAとPFの加湿寸法変化
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リース単体での JIS K2519 曾田式四球試験（焼付き荷重）

で確認した。焼付き荷重が約 8%低くなるが，十分な耐荷
重性能（5,000MPa）を維持している。

  また，長期劣化評価として，開閉機構部の高温放置試験
を行ったところ，改良品のトリップ荷重の変化率は現行品
と差がなく，耐久性が同等であることを確認した（図4）。

  
  3.3　非ハロゲン難燃PA材の適用

  現在，コンタクタなどの商品には臭素（Br）系難燃 PA
材を使用している。改正 RoHS 指令では禁止物質の見直
し検討対象に Br 系難燃剤の一種が挙がっており，他の Br
系難燃剤も禁止される可能性がある。このため，富士電機
では材料メーカーが開発している非ハロゲン系難燃 PA材
の適用評価を進めている。

  EUでは非ハロゲン系難燃剤として，赤りんが広く使用
されている。赤りんは少量の添加で UL94 燃焼性クラス

V-0を達成でき，機械的強度に優れているが，吸湿によ

り難燃剤が表面に析出し，成形品表面の絶縁抵抗を低下さ

せるという欠点がある。また，揮発した難燃剤が電気接点
面に付着し，接触不良の原因となる。赤りん以外の非ハロ

ゲン系難燃剤として，りん化合物系があり，このりん化合
物系難燃 PA材について評価を実施した。その結果，図5

に示すように接点面への難燃剤の付着がなく，Br 系から

の切換えが可能と判断した。今後の環境規制の強化を考慮
し，適用を検討している。

  

  4　金属材料における環境対応技術
  
  受配電・制御機器コンポーネントには，主に次の部位に

特定有害物質が使用されている。

  ⒜　電気接点：カドミウム（Cd）
  ⒝　鋼板，鋼帯，ねじなどの亜鉛めっきのクロメート

  処理：六価クロム（Cr6+）
  ⒞　機器や電子部品などのはんだ付け部位：鉛（Pb）
  これらの特定有害物質の代替には新しい適用技術の開発

が必要となる。環境対応を支える金属材料技術を紹介する。  

  4.1　電気接点のカドミウムフリー化

  電気接点の基本特性は，図6に示すように消耗・溶着・

接触抵抗（温度上昇）のバランスおよび生産性やコスト面
から銀酸化カドミウム（AgCdO）系接点が幅広い電流領
域で適用されてきた。しかし，カドミウムは慢性中毒にな

ると腎臓・肝臓障害や骨軟化を引き起こすため，RoHS 指
令における使用禁止物質である。

  各種接点材料の特徴，性能および受配電・制御機器コン

ポーネントへの適用機種を表2に示す。

  受配電・制御機器に適用している Cdフリー接点材料と

して，銀酸化すず系（AgSnO 2 系），銀タングステンカー

バイト系（AgWC系）などいくつかの代替材料を採用し

ている。ここでは主として AgSnO 2 系接点材料について

述べる。

  電流遮断時の AgSnO 2 系接点は AgCdO系接点に比べて，

次の点で性能が劣る。

  ⒜　消耗が多い

  ⒝　溶着が高い

  ⒞　温度上昇が高い

  図7は AgSnO 2 系接点の金属顕微鏡の断面写真である。

従来の接点は耐溶着性がやや劣る傾向にあった。そこで内
部酸化などの製造条件を改良した。酸化物の結晶粒を微
細にしてさらに結晶粒内に針状結晶を析出させることで，

接点

安定した開離機構 安定した低接触

○消耗を防ぐ
○溶着を防ぐ
○表面エネルギー作用による粘着
　を防ぐ
○ロッキングおよび転移を防ぐ

○最小の集中抵抗を保つ
○境界（皮膜）抵抗の発生を抑
　える
○温度上昇を抑える

消耗
転移

接触抵抗
温度上昇

溶着
粘着

それぞれをバランス良く
確立することが必要

図6　接点の基本特性　
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現行グリス（Pb入り）
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図4　高温放置によるトリップ荷重の変化

難燃剤の
付着なし

難燃剤の
付着あり

（a）ハロゲン系 （b）赤りん

（c）りん化合物

図5　接点面への難燃剤付着の状況

富士時報　2012 Vol.85 No.2

受配電・制御機器コンポーネントの環境対応材料技術

機
器
を
支
え
る
基
盤
技
術
・
生
産
技
術

166（62）



アーク熱による接点表層部の酸化結晶の溶融（崩れ）を抑
制し耐溶着性能を向上させた。その結果，図8に示すよう

に耐溶着性能が約 30〜 40% 向上し，組織の溶融が抑制さ

れ酸化物の堆積が少なくなったことで，温度上昇値も約
15〜 30% 低減し，代替が可能になった。

  
  4.2　通電摺動部めっきのPFOSフリー化

  受配電・制御機器コンポーネントにおいて，配線用遮断
器（図9）や高圧真空遮断器の通電摺動部めっきの界面活
性剤として PFOSを使用している。ふっ素系界面活性剤
である PFOSは，表面張力の低下など界面の物理化学的
性質を変化させる親水性と親油性を持つ両親媒性の有機化

合物であり，表3に示す性質がある。

  今回，めっき液メーカーと共同して現行と同等な PFOS
フリー AgCめっき液を開発した。このめっき液を用いて，

実機評価を行った。配線用遮断器（800AF）による評価
結果を表4に，摺動特性（機械的開閉 6,000 回後の可動接
触子摺動荷重）を図10に示す。表面上カーボン（C）あり，

C 共折量 5〜 6% 品の機械的な摺動荷重は，現行の PFOS
含有めっき液品よりやや高いが仕様を満足しており，かつ，

安定していることが分かった。

表2　各種接点材料の特徴と適用機種

接点材料 特　徴
性　能 *

適用機種
耐消耗 耐溶着 接触抵抗

Ag-Ni
Ag より融点の高いNi を添加して溶着・消耗を改善している。
Agと同等の塑性加工性を持ち，接触抵抗が良い。中負荷以上の
性能は酸化物系より劣る。

△ △ ○

制御器具
電磁開閉器
配線用遮断器

Ag-CdO 40年以上の使用実績がある。内部酸化法などにより性能は大幅
に向上した。CdOは昇華するので温度的に有利である。 ○ ○ ○

Ag-CdO+α 内部酸化条件およびSnの添加により性能は大幅に向上した。 ◎ ◎ ◎

Ag-SnO2+α
Cd代替として最有力である。
In などの添加で性能は大幅に向上した。 ◎ △ ○

Ag-C AgとぬれないCの添加により耐溶着性を改善している。
Cの還元性によりAg-WCなどの接触抵抗を安定している。 △ ◎ ◎

配線用遮断器
Ag-WC/
（Ag-WC-C）

融点の高いWを多量に添加することで耐アーク性を改良し，
WCにすることでWの酸化を抑制している。
固定接点のAg-WC-C と組み合わせると接触抵抗を改善できる
がAg-WC-C接点は消耗が激しい。

◎ /△ ◎ /◎ ○ /○

＊：◎優秀，○良好，△やや劣る

通電摺動部

図9　配線用遮断器の通電摺動部

（a）従来 （b）改良

100μm100μm

図7　AgSnO2 系（内部酸化法）接点の断面写真
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（
N
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図8　接点モデル機による溶着性評価結果

表3　PFOSの性質

利　点 欠　点

親水性 難分解性

親油性 環境残留性

化学的安定性 生物蓄積性

熱安定性 生物濃縮性

耐薬品性 有害性

非粘着性 毒　性

水にも油にも良く溶け，微量の添加で
これら有用な効果を示すため，工業的
にさまざまな分野に利用できる。

最近の研究により蓄積性や毒性
が問題視され，規制への動きが
活発化している。
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  電気的な接触抵抗および発弧溶着特性についても製品機
能を満足し，各評価後のめっき残存量も現行と同等である

ことから製品への採用を決定し，切替を完了した。

  量産品の切替に際しては，めっき浴管理条件（電流密
度・時間，光沢剤の補給頻度）を明確にし，作業標準への

規定化も併せて実施した。

  

  5　あとがき
  
  高分子材料においては，電気的特性や機械的特性を低下

させずに，高機能化を達成するためには革新的な材料技術
や製造技術が不可欠である。また，金属材料では調達環境
の悪化などの問題からレアアースやレアメタルをいかに低
減，あるいはなくしながら，必要とする特性を達成するか

が重要な課題になっている。高分子材料，金属材料を問わ

ず，材料は常に環境への配慮と機能の両立を要求され，材
料開発はますます難しく，かつ，厳しくなりつつある。環
境に優しい材料の開発をさらに加速し，安心して暮らせる

社会の実現に貢献していく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部. PFOS含有廃棄

物の処理に関する技術的留意事項. 2011.

  ⑵　“地球温暖化対策について”. 経済産業省.    http://www.meti.

go.jp/policy/energy_environment/global_warming/pdf/

gaiyo_all.pdf  , （参照    2011-12-05）. 
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図10　配線用遮断器（800AF）における摺動特性

表4　配線用遮断器（800AF）における評価結果

仕　様 機械的評価 電気的評価

表面上
C有無

C共析量
（%） 操作力 摩耗量 接触

抵抗 発　弧 溶　着

あり
3～4 ○ △ ○ △ ○

5～6 ○ ○ ○ ○ ○

なし
3～4 × × △ △ ○

5～6 × ○ △ △ ○

現行（PFOS含有） ○ ○ ○ ○ ○

○：製品性能を満足し現行と同等
△：製品性能を満足するが現行より劣る
×：製品性能を満足しない
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  1　まえがき
  
  受配電・制御機器コンポーネントの設計は，三次元
CADに移行したことにより，構想設計段階で製品の性能
やコスト，量産時の組立性や品質など，多くの情報を推定
できるようになってきている。開発のフロントローディン

グ化が進み，開発初期に設計品質を高めることで後戻りの

ない開発を行うことが可能できる。

  構想設計の段階で部品をどのような形状にしていくかは，

これまでに蓄積している製品のデータや設計者の経験によ

るところが大きいが，現在ではシミュレーション技術を用
いることで機能や仕様を満足する設計となっているかどう

かが判断できる。設計者はパソコン上で自らのアイデアが

実現可能かどうかを判断して形を作り込んでいくのである。

本稿では，受配電・制御機器コンポーネントの開発に利用
しているシミュレーション技術について述べる。

  

  2　シミュレーション技術
  
  受配電・制御機器コンポーネントには，電磁接触器（コ

ンタクタ），サーマルリレー，配線用遮断器（MCCB），漏
電遮断器（ELCB），コマンドスイッチなど，配電系統に

接続された機器の開閉を行うものや，機器や配線を過電流
から保護するためのものがある。これらは接点を機械的に

開閉させる機構を持ち，開閉の駆動力には電磁石の吸引力
やスプリングの蓄積力を用いている。開閉機構や駆動力を

検証するためには，シミュレーション技術が効果を発揮す

る。

  
  2.1　コンタクタ

  コンタクタでは，駆動用電力の省エネルギー化や小型化，

開閉接点の長寿命化が要求される。これらの要求を満足す

る機構を開発するために，シミュレーションを使って検討
を行っている（図1

⑴

）。

  コンタクタを駆動する電磁力は，電磁界解析により予測
することができる。コイルの消費電力および電流と電磁力
のバランスを考えながら電磁石設計を行う。この電磁力と

接点を含めた振動系の連成解析により過渡的な状態での接
点の跳ね返り（バウンス）なども予測でき，接点バウンス

を小さくするためのパラメータ検討も可能である
⑵，⑶

。

  接点の長寿命化に関しては，電磁石のコアが衝突すると

きの衝撃力の影響を受けるため，この影響を事前に把握す

る必要がある。これらの計算も前述の連成解析により予測
できる。

  ケース強度に関しても，静的および動的な応力解析を利
用することで予測でき，樹脂流動解析により，事前にウエ

ルドラインの位置を把握することで，ケース強度に問題が

ないかどうかを検討している
⑷

。

   受配電・制御機器コンポーネントの設計を支えるシミュ
レーション技術

  坂田　昌良  SAKATA Masayoshi

  Simulation technology to support the design of power distribution and control equipment

  受配電・制御機器コンポーネントのシミュレーション技術には，ケースの強度や構造部品の小型化などを検討する構造強
度解析，接点の開閉やハンドル操作などの効率を向上するために行う機構解析がある。製品の小型化に直接影響する熱問題
では，ケースやプリントの板などの熱解析を行い，最適な部品レイアウトに生かしている。その他にも，電磁界解析や樹脂
流動解析，熱導体・電磁界連成解析などを行っている。現在では，構想設計の段階でシミュレーションを用いることにより，

機能や仕様を満足する設計となっているかどうか判断できる。

  Simulation technology for power distribution and control equipment includes structural strength analysis to investigate elements such as 
case strength and the miniaturization of structural parts, and mechanical analysis to improve effi  ciency of contact point switching and handle 
operation. Fuji Electric performs thermal analysis on parts such as the case and circuit board to fi nd heat problems that directly aff ect the 
miniaturization of products, and the results are used to optimize the part layout. Other analyses are performed, including electromagnetic 
fi eld analysis, resin fl ow analysis, and thermal conduction and electromagnetic fi eld interaction analysis. It is currently possible to determine 
whether a design satisfi es functionality and specifi cations using simulations at the concept design stage.

接点バウンスの低減
　　　　™振動応答解析

電磁石の小型化，省電力化
　　　　™電磁界解析

接点の長寿命化
　　　　™衝撃応答解析

低騒音化
　　　　™振動・騒音解析

モールド部品の高強度化
　　　　™構造強度解析　　
　　　　™樹脂流動解析

図1　コンタクタの設計におけるシミュレーション技術
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  2.2　サーマルリレー

  サーマルリレーは，電動機などの過負荷防止のために，

コンタクタと組み合わせて用いる。一般的な機械式のもの

はヒータやバイメタルや接点などで構成されている。規定
以上の電流が流れるとバイメタルは加熱され湾曲する。こ

れにより接点を開閉する。図2に，サーマルリレーの設計
に適用しているシミュレーション技術を示す。

  サーマルリレーではヒータの発熱だけでなく，バイメタ

ルや電線を含めた電流と伝熱の連成解析を実施することで，

バイメタル，ヒータ，ケース本体および端子部の温度を予
測することができる

⑸

。

  機構設計におけるポイントは，規定値を超えた電流で接
点を動作させるスナップアクションの機構部の解析である。

スプリングや接点ばねの弾性解析を含めた機構解析により，

より精度の高い動作特性の予測が可能になっている
⑹

。

  
  2.3　MCCBと ELCB

  受配電・制御機器コンポーネントのもう一つの代表例と

してMCCBと ELCBがある。これらの設計に適用してい

るシミュレーション技術を図3に示す。

  MCCBは，接点の開閉をハンドルで行うため，蓄勢さ

れたスプリングのエネルギーを効率良く接点レバーに伝達
することが機構設計のポイントである。  適切なハンドル操
作力で仕様を満足する開閉動作ができるように，また限ら

れたスペースの中に納まるように設計する必要がある。機
構解析を用いることで，設計者のアイデアを即座に定量的
に示し，製造上のばらつきの範囲内において，開閉動作に

与える影響を考慮したパラメータ設計が行える。

  MCCBと ELCBでは過電流保護や漏電保護機能を持っ

ており，サーマルリレーと同様のバイメタルや電磁力を利
用するものがある。その構造も熱解析，電磁界解析により

検討することができる。

  遮断器における技術的な課題は，短絡時の大電流遮断で

ある。接点間に発生するアークを素早くグリッド側に移動
させ，消弧することが設計上のポイントであり，この現象
に関しては，ガス流解析や電磁界解析を用いてアークの移
動を推定することができる

⑺，⑻

。

  近年では，直流給電のニーズの高まりに対応した直流遮
断の技術開発も積極的に進めている。直流遮断の場合には，

低電流領域でのアーク移動に利用する永久磁石の最適な位
置や形状を決定するために電磁界解析を利用する。

  

  3　適用事例
  

  3.1　構造強度解析

  受配電・制御機器コンポーネントに一般的に使用する樹
脂材料は，鉄鋼材料とは異なり弾性領域が明確でない。ま

た，ガラス繊維が充塡されているものは塑性ひずみも小さ

い。定性的な強度検討には，弾性解析で十分であるが，定
量的な判断を行うには，弾塑性の物性を考慮した解析が必
要になる。

  テストピースを使った引張り試験や，曲げ試験の結果を

導体，ケース，端子の温度
予測　
　　™電流・伝熱解析

遮断部の最適設計・高速アー
ク駆動　　　　　　　　　　　　
　　™ガス流（熱流体）解析　　　
　　™電磁界解析

遮断機構の最適設計　
　　™機構解析
　　™過渡応答解析
　　™構造強度解析

過電流，漏電検知の最適設計　
　　™電流・伝熱解析
　　™電磁界解析
　　™機構解析

モールドケースの高強度化　　　
　　™樹脂流動解析
　　™構造強度解析

図3　MCCBと ELCBの設計におけるシミュレーション技術
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図4　引張り試験のシミュレーション結果

ヒータ，ケース，端子部の
温度予測
　　　　™電流・伝熱解析

反転機構の小型化，高精度化　　　
　　　　™機構解析　　　　　　　
　　　　™構造強度解析

モールドケースの高精度化　　　
　　　　™樹脂流動解析
　　　　™構造強度解析

図2　サーマルリレーの設計におけるシミュレーション技術
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基に得られた樹脂の機械的特性値を使用することで，高い

精度で強度の検討を行える。

  図4は，テストピースの引張り試験をシミュレーション

で再現したものである。現在では材料の破壊を含めた検討
まで行える。

  図5に，MCCB 短絡時のモールドケースの応力解析を

実施した例を示す。短絡時にはアーク発熱によりケース

内部で圧力が上昇し，図のようにケース全体が膨らむ際
の，過渡的な応力状態を検討している

⑼

。このような解析は，

MCCBだけでなくコンタクタでも利用されている。

  図6は，ミニコンタクタの保護協調時のアークにより発
生する圧力を想定した場合の端子カバーの強度を検討した

事例である。初期案では，圧力の上昇に伴いカバーが飛散
することがシミュレーションにより予測された。このため，

カバーのフック形状などを見直し，同一圧力でもカバーが

飛散しない構造とすることができた。

  このように，現在では過渡現象を含む弾塑性解析を行う

ことで，設計の初期段階で確度の高い製品設計が可能と

なっている。

  
  3.2　機構解析

  図7に，マルチ VCBとMCCBの接点機構部の解析モ

デルを示す。現在では機構解析を用いることで，ハンドル

操作力や接点開閉スピード，トリップ荷重など，設計で必
要なパラメータはパソコン上で予測できる。これらの機構
解析は，開閉機構だけでなく，サーマルリレーのシフタや

差動機構などの設計にも利用している。

  図8に，サーマルリレーのシフタと差動機構を示す。

サーマルリレーは，ヒータで熱せられたバイメタルの湾曲
量をシフタで反転機構に伝達している。過電流保護のみの

場合は，ニ相のバイメタルの湾曲量を直列に反転機構に伝
達するシフタの構造になっている。一方，欠相保護の場
合は，三相のうちの一相の電流が流れなくなるため，この

バイメタルが湾曲しない状態となり，差動シフタを用いる

ことで，この差分を反転機構に伝達する構造になっている。

バイメタルの湾曲量は，バイメタル自体の剛性，シフタの

支持位置，摩擦による抵抗，反転機構部側の剛性の影響な

ど，多くのパラメータが影響する。機構解析を用いたこと

で，シフタにおいて抵抗となっている部分を視覚的に捉え

ることができ，ばらつきが少なく効率の良いシフタの設計
ができた。

  また，サーマルリレーの開発では，3.3節で示す熱解析
と連動させることで，電流入力から反転までの特性を予測
できる。

  
  3.3　熱解析

  受配電・制御機器コンポーネントでは，電流のジュール

熱や接点抵抗，ヒータなどが発熱源となっている。小型化
は熱問題に直接影響するため，製品の温度分布を事前に把
握しておくことが必要である。

応力

（a）初期案
解析モデルは
１/２のみ

時間

① ②

① ②

高

低

応力
高

低

（b）改良案

圧
力

①

②

図6　ミニコンタクタ端子カバーの応力解析

ケース

引きシフタ

押しシフタ

1Eシフタ

調整ダイヤル
相当

差動レバー

釈放レバー
相当

バイメタル

バイメタル
剛性表現用ばね

反転機構
剛性表現用ばね

（a）過電流保護（1E） （b）欠相保護（2E）

図8　サーマルリレーシフタ部の機構解析モデル

変形量A

A
A-A　断面

大

小

図5　MCCBの短絡時の応力解析

図7　機構解析モデルの事例

（a）マルチVCB （b）MCCB
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  図9に，サーマルリレーの熱解析の一例を示す。配線に

接続された製品では，配線からの熱の流入と流出が多く，

配線側のモデル化が重要である。この部分のモデル化は，

過去の実測データを基に予測精度を向上している。

  熱解析を実施することでバイメタル本体の熱分布だけで

なく，補償バイメタルや端子部，ケースの温度も予測でき

る。これにより，検討段階で想定した構成が適切であるか

どうかを判断でき，後戻りのない開発が可能となった。

  受配電・制御機器コンポーネントには，電子ユニットを

内蔵する製品も多く，さまざまな電子ユニットについても

熱解析を適用している。図10は，コンタクタのプリント

基板の小型化に際して行った熱解析事例である。新構造の

プリント基板は従来品に対して面積を約 75%に縮小した

ものである。従来のレイアウトのまま縮小しただけでは，

コンデンサやバリスタなど熱に弱い部品への影響が懸念さ

れた。そこで，熱解析により温度分布を予測し最適なレイ

アウトを決定した。

  
  3.4　電磁界解析

  受配電・制御機器コンポーネントには，交流や直流の多
種多様な電磁石が利用されている。現在では，電磁界解析
を用いることにより，小型で損失の少ない高性能な電磁石
の設計ができるようになった。電磁界解析は，電磁石の設
計だけでなく，過電流，漏電検知の引外し装置や，パイ

ロットランプ用の小型変圧器，過電流が流れた場合の接点
の電磁反発力やアークの挙動予測などにも利用している。

  図11に，DC1,000V 対応ブレーカで検討したアーク挙
動の電磁界解析の一例を示す。初期案に示す永久磁石の

配置や大きさでは，アークを駆動するローレンツ力が弱く，

改良案にしたことでアーク駆動のローレンツ力を得られる

ことが判明した。これにより，損失の少ない高性能な電磁
石設計が可能となった。

  直流回路では電流零点が存在しないため，接点間で発生
したアークを消弧グリッド側に短時間で移動させ，アーク

の伸長，冷却によりアーク電圧を電源電圧以上にして電流
を遮断する必要がある。  大電流ではアーク自身の磁界や高
温のアークにより発生するガス流で移動するが，低電流領
域ではこの効果は期待できないため永久磁石の電磁力を利
用している。

  DC1,000V 対応ブレーカの開発では，初期段階に電磁界
解析による検討を実施したことで，試作回数を大幅に削減
でき短期間で完了した。

  

（a）従来品 （b）新構造

温度
高

低

図10　プリント基板の熱解析

初期案 反り量
大

小反り量

改良案

初期案

改良案

長さ

反
り
量

（a）初期案

（b）改良案

反り量
大

小

肉厚の均等化

肉厚の均等化

図12　クロスバーの樹脂流動解析

（a）ケース表面の温度分布 （b）内部の温度分布

温度
高

低

温度
高

低

図9　サーマルリレーの熱解析

アーク

永久磁石

磁束分布 磁束分布

（a）初期案 （b）改良案

アーク

永久磁石

図11　MCCB遮断部の磁界解析
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  3.5　樹脂流動解析

  受配電・制御機器コンポーネントは，多くの部品に樹脂
材料を用いているため，成形後の反りや引け，ウエルドな

どの位置を事前に確認する必要がある。 
  図12 に，寸法精度が要求される低圧遮断器のクロス

バーの事例を示す。クロスバーは過電流や漏電検知などの

バイメタルやソレノイドの変形を開閉機構部に伝達する部
品であり，反り変形に対する精度が要求される。初期案で

は，成形後の変形が大きくなることが予測されたため，ク

ロスバーの肉厚を均等化することで反り変形を抑える構造
にできた。

  成形後の反りや引けの問題に対してはゲート位置の変更
や成形条件の変更で対応できる場合もあるが，多くの場合，

設計変更までさかのぼる必要がある。このため，設計初期
の段階で樹脂流動解析を実施することが開発期間を短縮す

るポイントになる。

  
  3.6　熱流体と電磁界の連成解析

  受配電・制御機器コンポーネントは，接点開閉時に発生
するアークの挙動を予測し，制御することが重要な課題で

ある。富士電機では，これまでアークが発生するアブレー

ションなどの熱流体解析や電磁界解析によるアークのロー

レンツ力の解析により，これらの課題の対応を図ってきた。

より精度の高い予測を行うために，熱流体解析と電磁界解
析を連成させたアーク挙動のシミュレーション技術を開発
した。

  図13 に，平行導体のアーク挙動をシミュレーションで

再現した例を示す。10mmの間隔の導体に 100Aを通電
してアークを発生させ，そのときのアーク挙動と電圧のレ

ベルを比較している。

  図14 に，解析と実測のアーク電圧の比較を示す。こ

の解析手法を用いると，アークが発生する磁場と電場や，

アークの発熱によるガス流を考慮できるため，消弧グリッ

ドの磁場や圧力を含めた効果，ならびに永久磁石による外
部磁場の影響も評価できるようになる。

  今後，さらなる検討を加えて，実電極に適用していく。

  

  4　あとがき
  
  シミュレーション技術は，物理現象を単純化した上で成

り立つ技術であり，実際の現象を全て再現できているわけ

でない。しかし，製品を設計する段階において，各種パラ

メータの影響を定量的に，しかも視覚的に把握できる非常
に有効な手段である。その製品が成り立っている物理現象
を理解し，シミュレーションで検証できる限界を知った上
で道具として活用していくことが必要である。

  従来，解析専任者にしかできなかったシミュレーション

技術は，パソコンの高性能化やプリ・ポスト処理の高度化
により，設計者が手軽に利用できるようになってきている。

開発の初期段階において，設計者のアイデアを自らの手で

シミュレーションを駆使して検討していくことが良い製品
を生み出すポイントと考える。

  これまで蓄積してきたデータやノウハウをベースとして，

設計者が利用できるシミュレーション技術のさらなる高度
化により，高品質，高性能のものつくりに貢献していく所
存である。
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  1　まえがき
  
  近年の経済状況の変化を受けて，日本の製造業は，商品

の海外（特にアジアなどの新興国市場）展開に，重点を移
す傾向が強まってきている。  ものつくりの面からも，例え

ば海外・国内設備投資比率が 2011 年度で 51.4%（製造業
の場合，対 2010 年度比 11.9ポイント増）となるなど，海
外生産の比率が高まっている

⑴

。

  富士電機の      受配電・制御機器コンポーネント分野でも，

2013 年度に海外売上比率 30%（対 2011 年度比 7ポイント

上昇）を目標に掲げている。環境・安全を志向した日本国
内ユーザ向けの機種群や，海外ユーザの要望に応える専
用・廉価なシリーズなど，海外・国内両面にまたがる新商
品の開発を行っている。ユーザの要求品質を満足し，かつ

タイムリーに商品をユーザの手元まで届けるためには，主
な供給地域・生産台数・形式数・標準品比率など，商品そ

れぞれの特徴を踏まえて生産方法の基本方針を策定し，生

産ラインを構築する必要がある。特に日本と海外では，製
品の用途・要求スペック・使用環境から背景となる文化ま

で，さまざまな相違点がある。富士電機では，消費地生産
を志向して生産拠点の位置付けを見直しており，本稿では

日本国内および海外の生産拠点における最近の取組みにつ

いて，生産技術的見地から述べる。

  

  2　 受配電・制御機器コンポーネントのものつくり
の特徴と環境変化

  
  富士電機では図1のようなさまざまな製品を，国内外の

生産拠点を合わせて約 350 万台/月生産している。

  これらの製品は，主に公的な規格に適合した量産品を標
準コンポーネントとして市場に供給している。しかし，富
士電機の製品は幅広いユーザのニーズに対応するため，標
準仕様品（標準在庫品）のほかに，ユーザの仕様に合わせ

た応用品や派生機種類（注文生産品）も多くの割合を占め

ている（図2）。

  したがって，製造ラインやシステムは一般にいわれてい

   受配電・制御機器コンポーネントのものつくりを支える
生産技術

  涌井　正平  WAKUI Shohei

  Production technology to support the production of power distribution and control equipment

  富士電機はユーザのニーズに応えるさまざまな新商品を開発している。これらをタイムリーに供給することは，生産技術
の責務であり，近年の経済環境の変化に対応できるものつくり体制の強化を図っている。国内拠点では在庫の半減，サプラ

イチェーン改革，効率的な自動化ラインの研究などに取り組み，また海外拠点で生産リードタイムの短縮に効果的な部品や

部材の現地調達，品質を保証するための簡易自動化や試験設備導入などを行っている。さらに，継続的な製造技術開発や技
能の伝承を確かなものにする人材育成により，安心できる商品を安定的に供給する体制を構築している。

Fuji Electric develops a great variety of new products to meet the needs of its users. Timely supply of these products is depending on 
production technology, and we are making eff orts to strengthen the production system which enable to respond to changes in the economic 
environment in recent years. At production centers in Japan, we are cutting stock in half, reforming our supply chain and researching effi  cient 
automated production lines. At production centers overseas, we are effi  ciently procuring parts and materials locally to shorten production 
lead times, implementing simplifi ed automation to insure quality, and introducing testing equipment. On top of this, Fuji Electric is developing 
personnel that continually pass down production technology and skills to the next generation, so that it can build a production system that 
constantly supplies worry-free products.

（a）電磁開閉器 （b）低圧遮断器

（c）操作表示機器 （d）高圧機器

図1　代表的な受配電・制御機器コンポーネント

（a）電磁開閉器

件数比率

（b）低圧遮断器

標準
在庫品
63%

注文
生産品
37%標準

在庫品
65%

注文
生産品
35%

図2　標準在庫品と注文生産品の構成比率
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（a）海外拠点から完成品
　　　形態で調達

（b）各ユニットごとに調達し
　　　国内組立

図5　海外拠点からの調達形態変更（国内組立化）

る“少品種大量生産”ではなく，標準品を短納期で安く量
産し，かつ多種多様な応用品をフレキシブルに生産する，

という二つの機能を併せ持つ必要がある。

  一方，ものつくりを取り巻く環境も大きく変化している。

生産拠点やラインを考える際に考慮すべきことを次に示す。

⒜　販売・生産のグローバル化
⒝　新興国の基盤の高度化による競争激化
⒞　製品のコモディティ化（差別化要素の低下）

⒟　銀・銅・樹脂材料など素材の高騰
⒠　想定を上回る円高の進行
⒡　中国などでのインフラ・人件費上昇
⒢　部材購入などサプライチェーン確保意識の高揚
  このような環境変化により，より多くのユーザに商品を

提供する機会が増える一方，従来の生産体制のままではそ

れぞれのユーザの要求に迅速かつ的確に応えることが困難
になってきている。そのため，富士電機は部材調達から出
荷・配送までのルートを簡素化し，ユーザの元へ商品を素
早く届けるために，ものつくり体制の見直しを行っている。

生産拠点については，日本のユーザへは日本の生産拠点で

生産した製品を中心に多様な要求に細やかに対応し，海外
向け製品は中国の 2 工場での生産を軸に，納期を中心とし

た海外ユーザの要求に応えていく方針である。

  

  3　日本国内拠点の取組み

  日本のユーザは，用途に合わせたきめ細やかな品ぞろえ

への要望が多いため，応用品を含めた多岐にわたる製品を

迅速に生産・供給する必要がある。したがって，多種の品
目を，より高品質・短納期で製造するための生産プロセス

の改善が課題である。

  
  3.1　サプライチェーン改革活動

  富士電機は，全社の活動として 2008 年から外部講師
を迎え，本格的な TPS（トヨタ生産方式）の導入による

生産改革に積極的に取り組んでいる。企画・開発から配
送までの，サプライチェーン全体にわたる最適化を目指
した“サプライチェーン改革活動”である。本活動では，

キャッシュフローの改善とユーザ要求への迅速な対応を

狙って，サプライチェーンの中に“流れ”をつくり，ムダ

な在庫の削減とリードタイムの短縮を図っている。営業部
門ではユーザ動向の把握と製品在庫の適正化，調達部門で

は調達リードタイムの短縮と部品在庫低減，ものつくり部
門では生産性向上・在庫削減・品質向上に取り組んでいる。

IT・財務部門との連携もポイントである。

  次に，この流れの中での製造工程（図3）における活動
について述べる。

  受配電・制御機器コンポーネント部門のモデル工場であ

る大田原工場では，在庫の半減と 1.5 倍の生産性向上を目
指している。

  具体的な改善項目を次に示す。

  ⒜　生産ラインに置く部材を減らす。

  ⒝　部材供給を専任者が行う。

  ⒞　製品は 1 個単位で後工程からの“引き
〈注 1〉

”で生産する。

  ⒟　ラインは工程順に一直線上に配置し，ものや人の動
きの異常が見えるようにする。

  図4に U字ラインの直線化によるサプライチェーン改
革事例を示す。試行錯誤を繰り返しながらこのような改善
を着実に進めている。

    
  3.2　応用機種の国内生産化

  一部の機種において，納期の確保や仕様の変更への対応
として，従来は海外で生産していた応用機種の組立を，日
本国内の工場で行うように変更した（図5）。応用機種は

需要の変動が大きく，タイムリーな納期対応を行うために

製品在庫で対応してきたが，種類，数がともに多く限界が

あった。これに対し，海外拠点から共通部分を部品ユニッ

トとして調達し，国内で製品組立を行うことで国内ユーザ

への短納期での安定供給を可能にした。

〈注 1〉 “引き”による生産：製品の出荷情報により，出荷した分の

 みを前工程で生産する方式

受
　
注

顧
　
客

企画・
開発 調達 製造 配送

図3　サプライチェーンの中の製造工程

（a）改善前 （b）改善後

図4　サプライチェーン改革事例
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  3.3　技術革新による効率化

  富士電機では，大量生産と多品種小ロット生産を効率的
に行うことができ，環境変化への柔軟な対応が可能な次世
代自動化ラインの構築を目指し，さまざまな組立技術の検
討を進めている。2009 年には一つのセルで全ての製品を

組み立てるロボットセルを導入し，量産への対応が可能か

どうかの検証を行った。ロボットセルはセル単位で投資で

きるため，物量変動に合わせた段階的な投資が可能で，多
品種小ロット生産に対応しやすいという特徴があり，本格
的な導入に向け検証を続けている。

  また，画像処理技術を活用し，整列していない部品の取
出し方法についての研究を進めている。ソフトウェアの変
更のみで多種部品に対応できる供給装置を実現し，部品や

製品の変更と改善に，柔軟に対応できる自動ラインの構築
を目指している。

  

  4　海外拠点の取組み
  
  富士電機の海外生産拠点は，安価な労働力を背景として

設立した。当初，日本のユーザ向けであったが，最近では，

海外のユーザ向け製品の生産拠点へと位置付けを変化させ

ている。海外のユーザからは，その市場に見合った低価格
の商品の供給が要求されており，また短納期での出荷要請
が多い。さらに，日本国内よりもはるかに広範囲のユーザ

に商品を届けることになるため，ものつくりの段階で出荷
する製品の品質を確保することが肝要である。

  一方，近年の状況として，急激な経済成長を背景とした

人件費や電気・水道などのインフラ費用の高騰がある。さ

らにそれぞれの国情に応じたリスク管理や部材調達の必要
があるため，しっかりとしたサプライチェーンを確保する

必要性が高まっている。

  これらの状況を踏まえて，安定して商品を供給するため

に，主に中国の二つの工場で取り組んできた施策を紹介す

る。

  
  4.1　部材の現地調達化・内製化

  生産リードタイムを短縮し，ユーザの元へ円滑に商品

を提供するためには，部材調達から出荷までのサプライ

チェーンを簡潔でしっかりとしたものにする必要がある。

そのためには使用する部品や部材を現地で調達し，自己完
結型の生産体制を確立することが効果的である。しかし，

中国では，調達可能な部材の種類は以前に比べて増加して

いるものの，規格（JISと GB）の違いへの対応や品質の

安定性確保などの課題がある。

  富士電機は，次に示す施策により，3 年後には現地調達
率 90%以上を目指している。

⒜　現地の流通性に合わせた材料選定
中国市場の例： 材種変更（丹銅→黄銅）

標準寸法採用（電線径）

⒝　金型や成型条件による素材ロット間ばらつきの吸収
⒞　日本技術スタッフによる現地取引先指導・条件設定
（部品加工・表面処理など）

⒟　受入検査設備・体制強化による購入品の品質確認
  さらに，性能上重要であるモールド・プレス部品の一
部については内製化も進め，品質・納期に対応している

（図6）。主要部品の内製化は，部材調達のサプライチェー

ンが非常時などに分断されるリスクの低減にもつながり，

ユーザへの商品の安定供給にも寄与する。

  
  4.2　生産設備と品質保証

  従来，海外拠点の組立ラインでは，手作業や冶工具作業
が中心であり，出荷試験など品質・特性上重要な工程は，

専用の設備で対応してきた。それに加え，近年の人件費・

インフラ費用の高騰や要求品質の高まりを受け，新商品の

製造ラインでは，品質リスクの高い作業を機械化した“簡
易自動化”の比率を高めている（図7）。さらに，試験機
や一部の接合工程など重要な作業は自動化設備に任せる方
法を主に採用している（図8）。

  特に試験工程では，1 台 1 台の製品の重要特性値をリア

ルタイムでモニタリングし，ネットワークにより関係者間
で情報を共有する品質管理システムも一部導入している。

図9に品質管理システムの画面例を示す。

  

  5　製造技術開発
  
  製品の品質を確保するためには，部品レベルから品質を

電気・制御機器を
使用しないシンプルな設計

位置決めは機械作業
前後・上下移動は人作業

調整作業・メンテナンス
の容易化

図7　簡易自動化の例図6　内製化の例（電磁開閉器のモールド成型）
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作り込むことが重要である。富士電機は，保安機器である

受配電・制御機器コンポーネントの性能を保証し，安全・

安心な製品を継続的に提供するためには，安定した部品加
工が基本であると考えている。このため，製品性能から要
求された寸法，耐久性などを確実に満足する部品加工技術
を追求している。特に，品質と調達性において重要であり，

差別化の源泉となるプレス加工・モールド成型・表面処理
および接合をコア技術として位置付け，重点的に技術開発
を行っている。

  ⑴　プレス加工技術
  富士電機は，プレス加工技術の核となる金型を内製して

いる。特に重要視している技術が，金型の内部で複数の部
品組立や加工を行う複合加工技術である。接点かしめ・接
合をはじめ，最大で 4 部品の組合せを金型の内部で実施し，

高精度と高速加工を実現している（図10）。また，プレス

加工で課題となるポンチなど金型部品の寿命については，

材料，形状および表面処理を最適化する技術を見出し，高
寿命を実現している。

  ⑵　モールド成形技術
  受配電・制御機器コンポーネントにとって，モールド成

形部品は単なる構造物ではなく，基本性能や機能を決める

重要な要素である。富士電機は，材料技術から金型技術，

成形加工技術までを一貫して保有している。近年では，製
品の小型化とともに，高強度での薄肉成形の要求が高まっ

ている。材料，金型および成形加工の技術を駆使するとと

もに，流動解析などのシミュレーション技術も取り入れて

高精度な部品加工を実施している。

  ⑶　表面処理技術
  富士電機は，さまざまなめっき技術および熱処理技術を

保有しており，製品の通電特性，耐食性，摺動（しゅうど

う）特性などの性能を支えている。RoHS 指令
〈注 2〉

などの環
境に関する規制への対応はもちろんのこと，環境にやさし

いものつくり技術の開発に取り組んでいる。この技術は国
内で処理や管理技術を先行開発し，社内のみならず国内外
の調達先への技術指導を行っている。

  ⑷　接合技術
  富士電機の製品は，大電流を流す経路および電流をオン

－オフする接点部に，さまざまな材料を組み合わせて接合
することにより，機能・品質・コストの高度なバランスを

実現している。異種材料の接合技術は，製品の品質を確保
する上で非常に重要な要素技術であり，さまざまな技術を

開発し，製品に適用している。例えば，主に電磁開閉器で

は接合界面の導電性を向上させるため，拡散接合などを適
用することで，ろう材なしでの接合を実現した。また，製
品の小型化に伴う接合スペースの極小化や，熱変形の防止
による寸法精度向上のためにレーザ溶接技術を適用し，製
品の小型化・品質向上に寄与している。

  

    6　技術を支える“人づくり”
  
  富士電機では部品加工技術と併せて，ものつくりの技能

を支える人材の育成も重要視している。

  “ものつくりは人づくり”に例えられるように，技能の

伝承を確かなものにするためには，核となる人材を計画的
に育成し，人を通してものつくりの価値観を伝承すること

が基本である。ユーザが安心できる商品を提供するため，

各部品・各工程の位置，荷重
などの分布・平均・偏差の
グラフ表示

図9　品質管理システムの画面例

4部品を，1型・1工程で，かしめ加工

B部品かしめ

C部品かしめ

ピンかしめ

A部品

ピン

C部品

B部品

図10　金型内複合加工の例

図8　自動試験機

〈注 2〉  RoHS 指令：電子電気機器における特定有害物質の使用制限に

 ついての EU（欧州連合）の指令
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次のような人材育成を行い，その技能を確かなものとして

いる。

  作業者レベルでは，技能の依存度が高く専門的な知識が

要求され，かつ品質に重要な影響を与える作業を“重要基
本作業”とし，その作業は認定者のみで行うようにしてい

る。さらに，高度な技能を必要とするライン管理責任者や

指導員は“国家技能検定試験”の合格者から選抜してい

る。技能検定試験においては，2010 年までに 31 職種の合
格者を出し，これは吹上工場がある埼玉県全体の 30%を

占めている。また，これまでに“黄綬褒章”10 名，“現代
の名工”11 名を輩出している。“技能五輪大会”にも参加
し，過去に多くのメンバが全国大会で入賞しており，2012
年も埼玉県の代表として参加を予定している。この高い技
能が高品質を維持し，過去の緒先輩から連綿と引き継がれ

ている風土を醸成しているものと自負している。

  海外生産の拡大に対しては，政府開発援助（ODA）と

して始めたローカルスタッフの日本での研修や，海外拠点
内での実務能力を評価する“社内技能検定制度”も実施し

てきた。

  

  7　あとがき
  
  ユーザに満足していただく商品を提供するために，製品
開発と生産技術は相互に補完し合って成長するものである。

また，商品を取り巻く環境変化に対して，ものつくりは常
に最適な施策を探求していかなければならない。  現在のよ

うにグローバル化が進む状況下においては，それぞれの地
域の技術的な要望や文化にまで入り込み，ものつくりを考
える必要がある。

  日本の製造業における国際競争力の低下が指摘されては

いるが，コア技術や新製法の開発拠点となるマザー工場と

して，日本の生産拠点の意味合いは重要である。拡大して

いく海外拠点との連携を強化し，各方面のユーザの期待に

応えたい。

  一方，ものつくりを強化するためには，現場の小改善の

積重ねやコア技術の地道な探求，また作業者の技能育成が

重要であることは変わっておらず，これらに力を入れてよ

り良い生産体制を目指していく所存である。

  
  参考文献
  ⑴　2011年版ものづくり白書. 経済産業省. 2011-10.

  

      涌井　正平
  受配電・制御機器コンポーネントの製造技術開発，

製造管理に従事。現在，富士電機機器制御株式会
社生産本部生産統括部生産技術部長。
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p.106

p.106，p.113

解説1　EC指令

EC 指令は，EC 理事会が制定した指令で，欧州市場に

出る製品に均一な安全性を要求するものである。欧州連合
（EU）加盟国政府は，自国の法令を EC指令に整合するよ

う変更しなければならない。全製品に共通する広範囲の指
令と個別対象製品別の指令があり，受配電・制御機器コン

ポーネントに関係する個別の指令は，次の三つである。

⒜　機械指令（Machinery Directive）： 機械の安全性に

関する指令
⒝　EMC指令（Electro-Magnetic Compatibility Direc-
tive）：電磁環境両立性に関する指令

⒞　低電圧指令（Low Voltage Directive）：AC50 〜
1,000V，DC75〜 1,500Vで動作する機器の電気の安
全性に関する指令

解説2　CCC強制認証

中国では，1993 年に国家出入境検験検疫局（SAIQ）の

管理の下，中国輸出入商品検験局（CCIB）が電気・電子
製品などの輸入製品について，製品安全認証制度（CCIB
認証）を実施した。また，1994 年には中国国家品質技術
監督局（CSBTS）の管理の下，中国電工製品適合性認証
委員会（CCEE）が，中国国内で販売される電気電子製品
などについて製品安全認証制度（CCEE認証）を実施した。

このように，電気電子製品などに対して一つの国に二つの

制度が存在し，さらに一部の製品については，CCIB 認証
と CCEE 認証の両方の認証を取得しなければならない状

態にあった。

このような状況の中，2001 年 11 月中国が世界貿易機関
（WTO）に正式加盟したことにより，WTOの規定に基づ

いて二つの認証制度を統一し，新しい強制性の製品安全
認証制度（CCC：China Compulsory Certifi cation）を制
定した。認証の対象製品については，「国家品質監督検験
検疫総局（AQSIQ）および国家認証認可監督管理委員会

（CNCA）共同公告 2001 年第 33 号」「第一次強制的製品認
証を実施する製品目録」に公表されている 19 種（132 品
目）となる。
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略語（本号で使った主な略語）

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

BEMS Building and Energy Management System ビルエネルギーマネジメントシステム

CAD Computer Aided Design コンピュータ支援設計
CAE Computer Aided Engineering コンピュータ設計支援システム

CAM Computer Aided Manufacturing  コンピュータ支援製造
DGR Ground directional Relay 地絡方向継電器
ELCB Earth Leakage Circuit Breaker 漏電遮断器
EV Electric Vehicle 電気自動車
HEMS Home Energy Management System 家庭内エネルギーマネジメントシステム

HEV Hybrid Electric Vehicle ハイブリッド自動車
ICT Information and Communication Technology 情報通信技術
LBS Load Break Switch 高圧交流負荷開閉器
MCCB Molded Case Circuit Breaker 配線用遮断器
OCR Overcurrent Relay 過電流継電器
OVGR Ground overvoltage Relay 地絡過電圧継電器
OVR Overvoltage Relay 過電圧継電器
PCS Power Conditioning Subsystem パワーコンディショナ

RPR Reverse Power Relay 逆電力継電器
SCCR Short-Circuit Current Rating 短絡電流定格
SVHC Substance of Very High Concern 高懸念物質
UVR Undervoltage Relay 不足電圧継電器
VCB Vacuum Circuit Breaker 真空遮断器
ZCT Zero phase sequence Current Transformer 零相変流器
ZVT Zero phase Voltage Transformer 零相電圧基準入力装置

Ethernet  富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
MODBUS フランス Schneider Automation, Inc. の商標または登録商標
QRコード 株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標
UNIX X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国ならびに他の国における商標または登録商標



＊本誌に掲載されている論文を含め，創刊からのアーカイブスは下記URLで利用できます。
　　　　富士時報（和文） http://www.fujielectric.co.jp/about/company/contents_02_03.html
　　　　FE REVIEW（英文） http://www.fujielectric.com/company/tech/contents3.html
＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する商標または登録商標である場合があります。
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主要事業内容

エネルギー
世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設
備などを通じて，安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮し
ながらグローバルに展開しています。

発電事業
地熱発電プラント，火力タービン，火力発電設備，燃料電池，
水力発電設備，ペルトン水車

原子力・放射線事業
原子力高温ガス炉，電子式個人線量計

産業システム
電動力応用技術，計測技術，パワーエレクトロニクス技術を駆使
して，さまざまな産業分野のお客様に，省エネに貢献する最適な
ソリューションサービスを提供しています。

産業プラント事業
プラント用インバータ，同期モータシステム，制御システム
（MICREX-NX），環境モニタリング・分析装置（煤煙，大気ガス）

ファシリティ事業
電気炉設備，工業電熱，クリーンルームシステム，大容量整流
設備

社会システム
電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジーをベー
スに，マイクログリッドやスマートグリッドなどの分散型電源ネッ
トワークシステムの実現をめざしています。

スマートコミュニティ事業
太陽光発電システム，風力発電システム，エネルギー総合監視
システム（グリッド監視・制御システム），電力量計，特別高圧
受変電設備

流通システム事業
冷凍・冷蔵ショーケース，エコロユニット

社会情報システム事業
行政向け文書管理システム

パワエレ機器
パワー半導体技術，回路技術，制御技術を融合させたパワエレ機
器でCO2 排出量削減やエネルギーの高効率化を実現し，社会に貢
献していきます。

ドライブ事業
車載用 IGBT，急速充電器，同期モータシステム，汎用インバー
タ，新幹線のぞみN700系用主変換装置

パワーサプライ事業
無停電電源装置，サーバ用電源

電子デバイス
エネルギー・環境分野をはじめ，自動車，情報機器，産業機器な
どの進化に貢献するパワー半導体，印刷の高精度化に貢献する感
光体，フィルム型の太陽電池セル，情報機器の記録媒体として活
躍するディスク媒体を提供しています。

パワー半導体事業
IGBTモジュール，パワー IC，パワーMOSFET，車載用 IGBT

光半導体事業
感光体，太陽光セルモジュール

ディスク媒体事業
磁気記録媒体

器具・自動販売機
受配電・制御機器と自動販売機において，業界トップクラスの品
質を誇る各種製品を提供しています。

器　具 富士電機機器制御株式会社
電磁開閉器（マグネットスイッチ），配線用遮断器（ブレーカ），
安全機器

自動販売機 富士電機リテイルシステムズ株式会社
ヒートポンプ式自動販売機
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平　成 24 年 3 月 10 日 発　行
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表紙写真

近年，電気エネルギーを安定かつ効率的に

供給する技術が，特に注目を集めている。工

場・生産設備のみならず，オフィスビルや商

業施設においても省スペース・省エネルギー

で信頼性の高い受配電・給電システムを構成

することの重要性が増している。

これに応えて富士電機は、受配電・給電設

備・機械類に最適な小型化機器，省エネシス

テム機器および設備監視機器の提供や，マル

チ規格対応機種および新興国向け専用機種の

拡充を行ってきた。

表紙写真は，ミニコンタクタ，サーマルリ

レー，コマンドスイッチなどの制御機器が機

械・制御システムに組み込まれ，真空遮断器，

保護継電器，直流高電圧用ブレーカ，エネル

ギー監視機器などが受配電システムを支えて

いる様子をイメージしている。
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