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１．はじめに

　２０１５年４月１日から産業用モータの効率規制が

開始され約２年を経ようとしている。各地で省エ

ネ化に貢献しているものと思われるが，トップラ

ンナーモータ化による問題点も幾つか出てきてい

る。そのひとつに始動電流が従来よりも大きくな

っている点があり，弊社は三相誘導電動機用始動

器専門メーカーということから，特に始動電流に

ついての相談を受けてきた。今回は，減電圧始動

器による解決案について紹介する。

２．IE１とIE３の違い

　効率の違いその他の特長メリットは，本誌をは

じめこれまでさまざまな媒体で述べられてきてい

るので，ここでは従来のIE１モータとIE３トップ

ランナーモータとの違いを明示し，採用に当たっ

ての注意点を紹介する。

　（一社）日本電機工業会（JEMA）はトップラ

ンナーモータの概要説明の中で採用の注意点とし

て以下のように述べている。「トップランナーモー

タでは，従来のモータに比べ回転速度，始動電流，

始動トルク，力率等の特性が変わるため，発電装

置，およびポンプや送風機等の機器等に仕様変更

などの必要が生じる場合がある」（資料－１）。

　この特性の変化のうち始動電流が大きくなるこ

とにより，次の問題点を生じさせた。

３．IE３の問題点

　モータの諸元値を比較した表－１はモータの試

験成績表からの抜粋であるが，一般にモータを比

較したり選定したりするときは出力・電圧辺りを

確認する。ところがよく見るとIE３トップランナ

ーモータは始動電流が大きくなっていることがわ

かる。問題は，今まであまり気にせずにすんでい

た始動電流が大きくなることにより表－２のよう

な悩みが出てきてしまったことにある。

　こうした始動電流による諸問題を解決するもの

が，弊社が製造販売するモータ始動器（減電圧始

動器）である。
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４．始動器の種類

　一般に三相誘導電動機用始動器には，表－３の

ような種類がある。それぞれの特徴を簡略に述べ

る。

・直入れ：全電圧始動であり比較の基本として掲

示したが，表の点線で示した始動電流１００％値

が大きくなってしまったことが根本的な問題で

ある。

・スターデルタ：始動器ではなく始動方式であ

る。モータ巻線を外部にて始動時Y結線，運転

時Δ結線に切り換え，初期突入電流を抑制する

方式

・リアクトル始動：モータと電源の間に始動リア

クトルを挿入し，電圧を下げて始動する方式

・コンドルファ始動：モータと電源の間に単巻変

圧器を挿入し，減圧した電圧をモータに印加し

始動する方式

・特殊コンドルファ始動：Vスターコイルの巧み

な組み合わせにより始動時にモータ給与電圧を

変化させ始動する方式である。コンドルファ始

動で 初の投入時に短時間５０％減電流リアクト

ルまたは５０％減電圧トランスとして瞬時電圧降

下を抑え，その後コンドルファ始動を行う電動

機の始動方式

・ソフトスタータ：電源と電動機間に挿入したサ

イリスタの導通位相を制御し，電動機への印加

電圧を零電圧から全電圧へ連続的に上昇させて

いく。

　トップランナーモータの場合，直入れ時始動電

流が従来の６～７倍から８～１０倍程度に大きくな

るので（１２倍以上の例も経験している）これらの

減電圧始動による電動機始動は効果的である。な

お，これらの減電圧方式のうちスターデルタの場

合はデルタ切り替え時の再突入電流も相応に大き

くなるので，採用は軽負荷小容量に限定するなど

資料－１　（一社）日本電機工業会　誘導機技術専門委員会発表の資料（２０１５年３月２日）

１．始動電流が増加する傾向にありますので配線用遮断器・電磁開閉器などの選定が変わることがあります。適切な選定を
お願いします。

２．インバーターで駆動される場合はパラメーターや定数の見直しが必要になる場合があります。
３．回転速度が増加する傾向にありますので，特に流体負荷などにおいて軸動力が増加することにより電力使用量が増加す
る傾向があります。機器の設計・使用時の設定などで調整をお願いいたします。

４．力率が低下する傾向にありますので力率改善用進相コンデンサの容量選定の見直しが必要になるケースがあります。発
電設備などで電力を供給される場合容量が不足し電圧降下を招く可能性がありますのでご注意願います。

５．トルクの変化に伴う始動時間の変化や連結される機械の選定見直しが必要になる場合があります。また，モータ寸法が
変化する場合があります。ご採用に際しては，モータメーカ提供の資料などで詳細をご確認願います。

６．既存の設備でご使用のモータをトップランナーモータに更新される場合，始動電流制限などのご要求を満たせない場合
があります。ご採用に際してはこれらの制限緩和をお願いする場合がありますのでご了承願います。また，更新に際し
てはモータメーカや設備メーカと仕様の確認及び調整をお願いいたします。

表－１　モータ諸元値比較

IE１・IE３モータの同一点（例）

IE３IE１

TIKKTIKK型式

１４０kW１４０kW出力

４２０V４２０V電圧

２３５A２３７A定格電流

６０Hz６０Hz周波数

１１８５rpm１１７５rpm回転速度

６P６P極数

３１５M３１５M枠番

FF絶縁階級

IE１・IE３モータの相違点（例）

IE３IE１

３３３％１９６.４％大出力

３４９％２０５.５％大トルク

２５５０A１５４０A大始動電流

２８６％２１０％少始動トルク

表－２　始動電流が大きくなることによる悩み

問題点機器名称No

電流値増による容量UPが必要になる場合が
ある

ブレーカー１

電流値増による容量UPが必要になる場合が
ある

開閉器２

電流値増による配線の張り替えを考慮する必
要がある

電線３

電流値増による容量の再計算（始動方法の再
検討）交換が必要になる場合がある

始動器４

その他の留意点
煙上位にMCBがある場合は保護協調の問題が出る岳 回路全
体の見直しが必要になる

煙容量UPすべき機器の交換スペースが盤内にない場合岳盤
の交換になる

煙しかも盤が列盤の場合岳 全体の盤の構成の見直し製作が
必要になる
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注意が必要である。

５．それぞれの始動電流値

　これらの減電圧始動器を設けることによって，

大きな始動電流を回避できる。前掲の表－１の始

動電流２５５０Aをサンプルに，上記の各方式を用い

て始動電流値を計算してみる。なお，表掲してい

るのでスターデルタ始動も計算したが，トップラ

ンナーモータには不向きである。理由も以下に記

したが参考までに確認いただきたい。

・スターデルタ…スター時：２５５０×０.３３=８４２A　

　デルタ切り替え時：２５５０×０.６７=１７０９A

　通常，６７％（０.６７）が用いられる。再突入時の

電流値は位相により都度異なるが，さまざまな規

格でも一般に０.６７と示されている。条件により定

格電流の１７～１８倍流れることもあり得るが，この

ような場合はブレーカのミストリップや接触器の

不具合が発生してしまい始動できない。安価な方

式なので経済的な理由から も普及しているが，

デルタ切り替え時における根本的な解決策はなく

現在に至っている。このサンプルのような容量で

は使わないほうが無難である。前述のようにそも

そもトップランナーモータにスターデルタ始動は

不向きだと考える。

・リアクトル始動…２５５０×０.６５＝１６５８A

・コンドルファ始動…２５５０×０.４２＝１０７１A

　上記２機種について，印加電圧（始動タップ）

は一般に６５％である。コンドルファはリアクトル

と同一の６５％タップで同じ始動トルクを得なが

ら，電源に流れる始動電流は（６５％）×（６５％）

＝４２％しか流れない。なかなか有効な方法であ

る。特に電源が自家発電設備のように有限である

場合，経済的なシステムを組むことができる。後

述するがトップランナーモータの場合，電源容量

が既設よりも大きくなってしまうので物理的，経

済的にリニューアル計画の妨げとなる。なお，タ

ップ値については，５０％，８０％，その他任意に製

作可能である。そこでより低いタップを使えば始

表－３　三相誘導電動機用始動器の種類



BE建築設備  ２０１７年３月号68

動電流は抑制できるので欲張りたくなるが，始動

トルクもタップ電圧の二乗で小さくなってしまう

ので注意が必要である。５０％タップ時の始動トル

クは２５％となり，始動渋滞の恐れがある。始動電

流を最小限に抑え，かつ十分な始動トルクで安全

確実に始動する始動方法がある。次に述べる特殊

コンドルファ始動である。

・特殊コンドルファ始動…始動タップを５０％→

　７０％→１００％と順次昇圧していく。

　５０％（初期始動）タップ時…２５５０×０.２５＝６３８A

　７０％（加速）タップ時…２５５０×０.４９＝１２５０A

　２つの始動電流値の意味は次項で述べるが，自

家発電設備用の小容量化を目的に開発した始動器

で，トップランナーモータ時代になって特に有効

性が評価されてきている機種である。

・ソフトスタータ…前述の表－３ではこう書い

た。「モータと負荷特性により都度異なる」。始

動電流値が何％と確定できない。負荷が軽けれ

ば少ない始動電流で始動可能，重ければ８０％，

８５％位まで上昇するかもしれない。ただ，突入

電流は流れないし，電子系なので軽薄短小，始

動盤全体としてみれば小型軽量が実現でき，こ

ちらもトップランナーモータの始動器としてお

薦めしたい機種である。

６．効果的な始動器

　これらの中で弊社が特に力を入れてきたもの

が，特殊コンドルファ始動器「Vスター」（写真－

１）とソフトスタータ「α-Beat」（写真－２）であ

る。さらにVスターの姉妹品である連続電圧制御

始動「VCスター」（写真－３）の販売を開始する。

電源が発電機の場合，（一社）日本内燃力発電設備

協会の容量算出ソフトNH１にて計算すると，表

－４のような効果が見られる。NH１では，それ

ぞれの始動器において始動電流値を減ずる係数を

定めている（資料－２）。

　「Vスター」は，始動タップを５０％→７０％→

１００％と順次昇圧していくことにより，自家発電

設備の容量を低減させている。５０％タップで発電

機の容量を決定し，７０％タップで加速トルクを得

て負荷を早く安全に始動から運転状態に至らしめ

る。２５％の始動電流を発電機に短時間流すことに

よって始動時の発電機の電圧復帰を促し，その

後，電動機の加速トルクを得るために７０％に昇

圧，始動電流が減衰した後，商用にバイパスし運

転状態に入る。発電機の容量は，大容量の負荷が

写真－１　Vスター

写真－２　α-Beat

写真－３　VCスター
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含まれていると定常時の電流よりもその大容量モ

ータの始動時の電流で決まってしまうので，始動

電流値が高いトップランナーモータが増えてくる

と，今後顕著にその弊害面がクローズアップされ

てくるだろう。整合されたシステムの構築には始

動器の選定も重要な作業である。

　商用電源での始動時のミストリップ等を回避す

るには，ソフトスタータ「α-Beat」が効果的であ

る。図－１のように始動電流は滑らかに上昇して

いき，直入れやスターデルタのような突入電流は

現れない。トップランナーモータのような始動電

流が大きいモータでも電流は下からじわじわ上が

っていくので有効である。もともと機械の起動時

停止時の衝撃緩和が目的であり，揚水ポンプ等の

ウォーターハンマー抑制に採用が増えているが，

電気的にも特にスターデルタの代替として推奨し

ていきたい。小型軽量なので既設の改造等もコイ

ル系よりは容易である。写真－４は，直入れによ

るハンマー防止として後付けで設置した例であ

る。既設直入盤と電動機の間に結線するだけであ

る。さすがに既設直入盤には収納できなかった

が，４台分まとめて小スペースに押し込むことが

できた。

　連続電圧制御始動「VCスター」を使った消防認

定盤をこのたび製造販売する。サイリスタを用い

た電子制御始動器で，NEGA  C  ２０１では，このタ

イプについて次のように説明している。

　「自家発電設備の出力算定法Q&Aページ

BQ１３　負荷機器の計算用諸元値表において低圧

電動機の「連続電圧制御始動」と「インバータ電

動機」はどのように使い分けるのですか。BA１３　

負荷の始動時に電圧制御されるもののうち，周波

数制御されるものはインバータ電動機，されない

ものは連続電圧制御始動としてください」

　弊社では，この方式による消防認定盤を製品

化，販売開始した。従来のVスターよりも小型軽

量壁掛け形を実現したもので，容量は低圧２００V／

４００V，２.２～４５kWまでをラインナップする。これ

による発電機容量は表－４のとおりである。容量

計算結果は「Vスター」よりも若干大きめだが，

流通している実際の発電機を選定する時は発電機

容量kVAと原動機（エンジン）容量kW数値の両

方の直近上位を満足するラインナップから求めら

れていくので，同一の型式枠に収まる場合もあ

り，「VCスター」は小型軽量壁掛け形が実現したた

め，機器設置環境など空間的，物理的側面からの

メリットも大きく，採用拡大に期待が大きい。

表－４　消火ポンプ（モータkW）に対する発電機容量一覧表（IE３モータの場合）

スターデルタVスター特殊コンドルファVCスター連続電圧制御始動方式

YSCNT　※VC記号

機関発電機機関発電機機関発電機
モータ（kW）

kWkVAkWkVAkWkVA

２２.２ ２２.３ １１.１ １０.６ １４.０ １３.４ ７.５ 

４３.３ ４４.５ ２０.７ ２０.８ ２６.６ ２６.８ １５.０ 

６２.０ ６５.３ ３０.１ ３０.３ ３８.２ ３９.３ ２２.０ 

１４０.５ １５４.３ ４８.１ ５０.１ ６２.７ ６６.０ ３７.０ 

１７０.８ １８７.６ ５８.５ ６０.９ ７５.２ ８０.３ ４５.０ 

２０６.４ ２２９.３ ８０.５ ８６.０ －－５５.０ 

２７７.１ ３１２.７ １０８.６ １１７.２ －－７５.０ 

４０３.２ ４５８.６ １５６.５ １７１.９ －－１１０.０ 

－－２２５.０ ２５０.０ －－１６０.０ 

－－２５８.５ ２８９.１ －－１８５.０ 

－－２７６.９ ３１２.５ －－２００.０ 

－－４０１.７ ３９０.７ －－２５０.０ 

・消防予新第１００号通知　NH１ Ver.４（IE３対応）　により算出 （新V係数※）
・消防設備の単独負荷（軽負荷）の場合
※SCNTはVスター（特殊コンドルファ：SC）の消火ポンプ等軽負荷用係数
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７．おわりに

　特殊コンドルファ始動器「Vスター」は発電機

容量の低減に効果的な点が評価され，国土交通省

のNETIS登録製品になっている。NETISとは，国

土交通省が，新技術の活用のため，新技術に関わ

る情報の共有および提供を目的として，新技術情

報提供システム（New  Technology  Information-

System：NETIS）と名付け整備した，国土交通省

のイントラネットおよびインターネットで運用さ

れるデータベースシステムである。コストの縮減

や工期の短縮が期待でき，技術評価点および工事

成績評価点の向上が見込めるため，採用した業者

のメリットも大きいと考える。

　環境保護に対する世界的な要求は，日本の産業

用モータのトップランナー化を促し省エネルギー

に貢献するものと思われるが，既設電源容量との

資料－２　始動時定数について
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整合の面では単に電動機を交換するだけでは懸念

点も多く，問題が噴出する前に弊社の減電圧始動

器をぜひともご検討願いたい。

　なお，弊社の埼玉県川口工場では始動器デモ器

による実演コーナーを常設している（写真－５）。

実際にファンを始動させ，各種始動電流の様子を

体験することが可能なので，お声掛けいただきた

い。

図－１　始動電流特性比較

写真－４　α-Beat

写真－５　デモ器による実演コーナー
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