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鉄道車両―直流電源用蛍光灯
電子安定器の国際規格

本間 英寿
HOMMA Hidetoshi

IEC TC9（「鉄道電気設備およ

安定器には大別すると電子安定器

に登録されており適用の対象であ

びシステム」専門委員会）におい

と磁気式安定器があるが、電子安定

る。しかし、20WのFLR20はIEC規

て2010年2月より審議されてきた

器はインバータ回路により消費電力

格に登録されていないJIS専用仕様

IEC 62718「鉄道車両―直流電源

や発熱量が少なくランプを点灯させ

であり、その点灯に使用される電子

用蛍光灯電子安定器」が近く発行

ることができる。

安定器には本規格は適用されない。

される。
●

本規格は、鉄道車両に搭載される

本規格は以下の特徴を持つ。

直流電源用の蛍光灯電子安定器の性

鉄道車両特有の要求を主体にコ

能・構造・試験の規格である。

ンパクトにまとめられている
●

●

本規格の元になっているのは

（2）規格の目的
この規格は、鉄道用として安全お
よび性能に関する要求事項を規定し
て、ランプ制御装置の一般規格の要

欧州規格を原案として迅速手続

CENELEC（欧州電気標準化委員会）

きにてIEC TC9に提案された

が発行した欧州規格EN 50311:2003

ランプ制御装置の一般規格はIEC

効率的な対応で日本の主張通り

である。ENには欧州外のメーカや

61347シリーズとして現在10パート

に規格案を修正できた

ユーザにとって不都合な要求が含ま

から構成されているが、本規格で主

筆者が国内作業部会の事務局・

れている場合が少なくない。

に引用されるのはIEC 61347-1（JIS

求事項を補うものとされている。

主査と国際エキスパートを担当し

今回のTC9における審議では、日

C 8147-1:2011「ランプ制御装置―通

た経験を元に、上記の特徴を中心

本のユーザやメーカにとって不都合

則及び安全性要求事項」参照）およ

に、規格の概要と審議の経緯を報

な内容を修正させるという国際規格

びIEC 61347-2-3（JIS C 8147-2-

告する。

における「守りの活動」を、できる

3:2011「交流及び直流電源用蛍光灯

だけ効率的に行うことを目指した。

電子安定器の個別要求事項」参照）

キーワード：鉄道車両、電子安定
器、国際規格、IEC 62718

である。

2．EN 50311の概要

（3）欧州での規格化の背景

1．はじめに

直流電源用の蛍光灯電子安定器
（1）制御対象とする蛍光ランプ

蛍光ランプを点灯させるには、ラン

IEC規格（IEC 60081、IEC 60901）

（非常灯にも使用される）に鉄道車
両専用の規格が作られた背景には、

プの放電を開始し、放電の安定を維

に適合する蛍光ランプの点灯を制御

以下にあるような、欧州ユーザの要

持する蛍光灯安定器が必要である。

する電子安定器を対象とする。国内

求があったと考えられる。

の鉄道車両でもっとも多く使用され

●

一か所の短絡故障で元電源のブレ

公益財団法人鉄道総合技術研究所鉄道

ている40Wの直管形蛍光灯である

ーカをトリップさせない保護への

国際規格センターシニアエキスパート

FLR40はIEC 60081のデータシート

要求、蛍光灯を過度に劣化させな
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い性能を検証するための電源

TC9とTC9Xのオフィ
サの合意により提案

ON/OFF試験要求、故障時の修理

（注）文書略号
CD: 委員会原案
CDV:投票用委員会原案
FDIS:最終国際規格案

の容易さ、車両での使用方法を前
提とした漏れ電流の測定方法、部

コメント募集
（EN50311のIEC化）

2010-07: コメント募集
2010 09: 同上回答期限

総会決議
（TC9総会）

2010-11: TC9総会決議

品配置における注意事項など、経
験に基づく有用な知識を盛り込み
たい。
●

開始決議

電子安定器の一般規格の体系は複

委員会段階
（CD回覧・CDV作成）

2011-02: CD回覧
2011-04: CD回答期限
2011-05: PT62718会議

照会段階
（CDV回覧・FDIS作成）

2011-10: CDV回覧
2012-03: CDV投票期限

雑で分かりにくく、また頻繁に改
訂や追補が行われている。必要な
要求事項を抽出した規格があれ
ば、ユーザにとって利便性が高い。

承認段階
（FDIS回覧）

3．TC9迅速法提案手続き

2013-01: FDIS回覧
2013-03: FDIS投票期限

発行段階
（規格の発行）

（a）迅速法での手続き

（1）TC9でのEN提案手続き

図−1

CENELECには、IEC TC9のミラ

（b）本件での実績期日

TC9におけるEN 提案の審議手続き

ー委員会として欧州での鉄道分野の
電気・電子分野の標準化を担当する

みを元にIEC化への賛否のコメン

TC9国内委員会の下に専門家による

専門委員会TC9Xがある。このTC9X

ト回答が求められる。本件でも

国内作業部会を設けて内容が検討さ

が開発したENを国際規格としてIEC

2カ月の回答期限内に、照会された

れる。本件には対応できる既存の国

TC9に提案するときの専用のルール

EN規格の内容確認とIEC化され

内作業部会がないため、蛍光灯器具

がIECとCENELECの間で取り決め

た場合の影響について、日本NC

メーカ5社、（器具の購入者である）

の見解をまとめる必要があった。

車両メーカ5社、日本鉄道車輌工業

NPの成立には賛成国5カ国以上か

会、鉄道国際規格センター（事務局）

行われる。これは一般に迅速法

らのエキスパート登録という条件

の計12名の構成からなる国内作業部

（Fast track）と呼ばれる短縮された

があるが、本手続きではこの条件

会を新たに設置した。

手順であるが、TC9では規格開発の

はない。実際、本件ではエキスパ

基本手順における提案段階（新規作

ート登録国数は3カ国（日本、中

2011年の3月から4月に行った合計

業項目提案NPの投票）と作成段階

国、フランス）であったが、作業

3回の作業部会とメール審議にて、

開始が決議された。

日本として内容に修正を求める23項

られている。このルールでは図−1
（a）に示す手続きにより規格審議が

（作業原案WDの作成）が省かれる。
TC9とTC9Xのオフィサー（議長
および幹事）がTC9への提案に合意

●

（3）本件の実績期日
本 件 で の 実 績 を 図 − 1 （ b ）に 示

したENは、各国の国内委員会（NC）

す。2010年7月にEN50311のIEC化

へのコメント募集（総会決議に向け

への賛否を問うコメント募集があっ

た事前の賛否確認）を経て、総会で

た。その回答結果（賛成7、反対0、

の審議項目となる。審議の開始が決

棄権3）を元に2010年11月のTC9年

議されると、ENがそのまま委員会

次総会にて、規格審議の開始が決議

原案（CD）として採用され、担当

された。なお、プロジェクトリーダ

するプロジェクトチーム（PT）に

には、その後、唯一の立候補であっ

よる規格審議が始まる。以降は、基

た中国のR. ディン氏が任命された。

本手順と同じである。
CDから開始されることに加えて、
この手続きには以下の特徴がある。
●

各国NCは短期間に、ENの原文の
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目をリストアップしたCDコメント
文書を作成した。
（3）日本からの規格修正要求
図−2に本件CDの目次とそれに対
応する主な修正要求を示す。

5．PT 62718国際会議
（1）会議の概要
2011年5月12日にパリのアルスト
ム社にて国際作業部会が行われた。

4．日本コメントの作成

（2）その他の特徴

（2）日本のCDコメントの作成

2日間を予定していたが、事前準備
と能率的な会議運営によって、丸1

（1）国内作業部会の設置
IEC/TC9が扱う規格については

37747

日にて全コメントについての議論と
CDV原稿の作成を完了した。
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＜目次 ＞

＜主なコメント① - ⑩＞

1 適用範囲
2 引用規格

① 引用規格をENからIEC規格へ変更
一般蛍光灯器具を担当するIEC
TC34/SC34C の規格構成見直し
（進行中）
の反映

3 定義
3.1 一般用語
3.2ランプ及び特性
4 分類
② 本文中の表からIEC 60571の引用へ変
更（日本で使用している直流電源電圧が改
5 特性
訂中のIEC 60571に含まれている）
5.1 定格電圧
5.2 過電圧
5.3 蛍光灯ランプの形式
③「鉄道用として最も一般的にいら
れている蛍光ランプの種類」として
6 製品情報
の附属書Aの引用を削除
6.1 情報の種類
6.2 表示
6.3 保管、取付、運転及び保守の説明

④ 周囲温度クラスの記述を本文中
の表からIEC 60571の引用へ変更

7 通常運転条件
7.1 温度
7.2その 他の条件

（1）メリハリのある対応
国際規格の審議件数が増加してい
る状況から、国内リソースの有効活
用を考慮した、案件ごとにメリハリ
をつけた対応が求められている。
規格によっては大きな作業部会と
大勢の国際エキスパートが必要とな
る場合もあるが、本件のように小さ
く身軽な体制が適している場合もあ

8 取付及び性能条件
8.1 工事要求事項
8.2 性能要求事項
8.3 安全要求事項

⑤ 個別部品・配線の修理に加えて、最小
の取替単位（LRU）
とのユーザとの合意が
あれば装置全体の交換修理も認める
⑥ 短絡保護手段を2方式に限定しない

る。本件は、小さな体制が効果的に
機能した良い例だと考える。
（2）国際会議で役立った準備

⑦ ランプ電流の波高率（peak/rms）、日本
は最大1.7の代わりに2.1でよい（IEC60929
整合）

9 試験
9.1 試験条件
9.2 試験の種類
9.3 工事及び
性能要求事項の評価
附属書A ランプの種類
附属書B-F 最大外形
附属書G 基本接続図

図−2

6．おわりに

⑧ 漏れ電流測定、輝度測定方法など
最新の一般照明機器規格に整合
⑨ 電源ON/OFF 耐久試験回数を
300,000回から30,000回へ短縮
⑩ 上記試験時、蛍光灯の交換数1/3
以下の要件は不要

以下の準備は、国際エキスパート
として会議の場で役に立ったので参
考に紹介したい。
引用される一般のランプ制御装置
の主要な規格（英文）とそれぞれに
対応するJIS和文（JISCのWebサイ

日本からの主なCDコメント要旨

トで閲覧）を照合して、規格の概要
と本規格からの参照箇所についての

（2）出席者（4名）
●

●

●

ブーイ氏は若い設計エンジニアだ

要点メモを作成し、また、特に蛍光

リーダ：B. ルルージュ氏（リーダが

が、本件ENが元はフランスの国

灯関連の専門用語（英語）を（受験

不在のためTC9国際幹事が代行）

内規格であったとのことで、欧州

勉強のように）記憶しておいた。

中国：G. リュウ氏（中国の登録

を代表して発言する役割を担って

エキスパート4名の代理）

いた。

国内作業部会を集中的に開催した

（4）結果

2011年3月は東日本大震災と重なっ

フランス：B. ブーイ氏（アルス
トム社の本件の技術担当）

●

日本：本間（筆者）

（3）会議の状況
●

●

日本コメント23件のうち22件が考
慮されてCDV原稿に反映された。

（3）ご支援

た時期であったにもかかわらず、委
員の皆さまには精力的に参加してい

日本の拒絶されたコメントは「電

ただいたことに感謝を申し上げる。

中国NCが各国コメントを目次順

子安定器の電源ON/OFF試験におけ

また特に、日本鉄道車輌工業会・

にソートし所見（observation）

る蛍光灯の交換本数が1/3以下との

守谷委員より本件ENの対策検討資

案を追記したコメントシートと、

要件は削除」であったが、フラン

料（2006年作成）の提供と説明を受

所見を反映した場合のCDV原稿

ス・中国の意見に同意して（妥協し

けたこと、IEC SC34C（「放電ラン

て）残すことになった。

プ用付属装置」分科委員会）の規格

（CDの修正）を準備していた。
●

●

ルルージュ氏がパソコンを操作し

（5）その後の規格審議

と動向について東芝ライテック株式

て、3カ国のエキスパートが合意

この会議で技術的内容については

会社・工藤委員からご教示いただい

した内容を順次文章化して、コメ

全て合意したので、その後のCDV、

たこと、CDVとFDISの各段階にお

ントシートとCDV原稿に手際良

FDISの段階では、引用規格の最新

いてコイト電工株式会社・我妻委員

く修正・追記を行った。

動向に合わせた改訂と文章編集上の

から翻訳チェック結果をいただいた

リュウ氏は中国の国内規格を元に

修正がメール審議で行われた。

こと、いずれも（事務局および国際

した仕様を提案していた。一例と

図−1（b）の下段に示すように作

エキスパートとして）たいへん助け

して電源ON/OFF試験は規格にあ

業は順調に進み、現在はFDISの承

られたことを紹介して、お礼の言葉

り、30,000回とのことである。

認投票が行われたところである。

に代えたい。
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