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車載用リレー用語解説
カタログ中に用いられている各用語の意味を以下に示します。

コイル部
●コイル記号
コイルの駆動形態に対して以下のように表示しています。

●定格電圧
リレーを通常状態で使用する場合、 操作コイルに加える基準と
なる電圧です。

●定格電流
リレーを通常使用するためにコイルに流れる基準となる電流。
コイルの温度が＋20℃のときの値です。 また、 各機種の本文中に
指定がない限り定格電流の公差は、 ＋15％、 －20％です。

●コイル抵抗
コイル抵抗とは、 コイルの温度が＋20℃のときのコイル端子間
の抵抗です。
各機種の本文中に指定がない限り公差は±10％です。

●定格消費電力
コイルに定格電圧を加えたとき、コイルで消費される電力（定格電
圧×定格電流）です。

●動作電圧（感動電圧/作動電圧）
リレーが動作するための最小の電圧です。
コイルの温度が＋20℃のときの値です。

●復帰電圧（開放電圧）
電圧を急激に降下または徐々に減少させたとき、 リレーが復帰
する最大の電圧です。
コイルの温度が＋20℃のときの値です。

●ホットスタート
接点通電状態で、コイルに連続通電後、一旦コイルへの通電を
オフにし、 ただちに再度オンした状態またはそのときの動作電
圧値をいいます。
（コイル電圧、 接点電流、 周囲温度は、 条件設定した値とす
る）

●使用電圧範囲
コイルに印加し動作させることのできる電圧範囲です。

●コイル最大定格電圧
コイルに連続して印加することのできる最大電圧です。

接点部
●接点構成
接点構成とは、 接触機構をいいます。
種類としては、 a接点（SPST） 、 b接点（SPST） 、 c接点
（SPDT）などがあります。

●接点記号
それぞれの接触機構に対して以下のように表示しています。

注. 「車載用リレー 用語解説」・「車載用リレー 共通の注意事項」は、特別な場合
を除いてJISの接点記号で表記しています。

●定格負荷
開閉部（接点）の性能を定める基準となる値で、 接点電圧と接点
電流の組み合わせで表現します。

●最大通電電流
接点を開閉することなしに温度上昇限度を超えることなく連続
して接点に通電できる電流です。

●開閉容量の最大値
開閉できる負荷容量の最大値です。使用時には、この値を超え
ないように回路設計をしてください。DCの場合はWで表示され
ています。

●接触抵抗
接触抵抗とは、 可動片・端子・接点などの回路を構成する導
体固有抵抗と接点同士が接触する境界抵抗および集中抵抗の合
成した値をいいます。
本カタログに記載の接触抵抗値は、初期規格値であり、この値
の大小は実使用における良否を表すものではありません。 接触
抵抗の測定条件は、 下図に示す電圧降下法（四端子法）にて下記
表に規定する測定電流を通電します。

接触抵抗＝ （Ω）

試験電流

●接点電圧の最大値
開閉できる接点電圧の最大値です。使用時にはこの値を絶対に超え
ないでください。

●最大開閉電流
開閉できる接点電流の最大値です。使用時にはこの値を絶対に超え
ないでください。

1

シングル・ステイブル形
有極タイプ 無極タイプ

2

a接点 b接点 c接点

カタログ表記の
接点記号

JISにおける
接点記号 定格接点電流または開閉電流（A） 試験電流（mA ）

0.1以上 1未満 100
1以上 1,000

I
V 直流での測定は電源の正逆極性で

実施し、その平均値をとります。

V

A
（直流または交流）

：電流計
：電圧計
：可変抵抗器

電源

端子

V

R

リレー

端子

R
V

A
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車載用リレー用語解説

電気的特性
●動作時間
コイルに定格電圧を印加した時点から接点が動作するまでの時
間。複数個の接点を持つリレーの場合には、他の規定がなけれ
ば一番遅い接点が動作するまでの時間になります。
コイル温度が＋20℃のときの値で、 バウンス時間は含まれてい
ません。

●復帰時間
コイルから定格電圧を取り除いた時点から接点が復帰するまで
の時間です。
複数個の接点を持つリレーの場合には、 他の規定がなければ一
番遅い接点が復帰するまでの時間になります。
a 接点のみの場合は一番遅いa 接点が開路するまでの時間です。
コイル温度が＋20℃のときの値で、 バウンス時間は含まれてい
ません。

●接点バウンス
リレーの可動部分（接極子）が鉄心や接点相互の衝突によって生じる
衝突振動などに起因する接点間の間欠的開閉現象です。

動作バウンス
コイル温度が＋20℃のときにコイル定格電圧を印加したときの
a接点のバウンス時間をいいます。

復帰バウンス
コイル温度が＋20℃のときにコイル定格電圧を取り除いたとき
のb接点のバウンス時間をいいます。

●絶縁抵抗
接点、コイル間や導電部端子と非充電金属部間、あるいは接点
相互間の絶縁された部分の抵抗のことです。
この値はリレー単体における値で、 基板のランドなどは含みま
せん。
①コイル－接点間：
コイル端子と接点全端子間
②異極接点間：
異極接点端子相互間
③同極接点間：
同極接点端子相互間

●耐電圧
絶縁された金属部間（特に充電金属）に電圧を1分間加えたとき、
絶縁破壊の起こらない限界値。電圧印加箇所は、絶縁抵抗と同
一です。
リーク電流（絶縁破壊を検出するための電流）は通常1mAです。

機械的特性
●耐振性
耐振性には、 誤動作振動と耐久振動があります。

誤動作振動
使用中における振動によって閉路された接点が、 規定された時
間以上開離しない範囲の振動をいいます。
なお、 接点開離時間は1ms以下と規定しています。

耐久振動
輸送中または使用中における振動によって各部の損傷がなく、
動作特性を満足する範囲の振動をいいます。
ただし、 試験は3軸方向各2時間、 計6時間加えて行います。

●耐衝撃性
耐衝撃性には、 誤動作衝撃と耐久衝撃があります。

誤動作衝撃
使用中における衝撃によって閉路された接点が、 規定された時
間以上開離しない範囲の衝撃をいいます。
なお、 接点開離時間は1ms以下と規定しています。
a接点仕様ではコイル無励磁状態で接点が閉じないこととします。

耐久衝撃
輸送中または使用中における衝撃によって各部の損傷がなく、
動作特性を満足する範囲の衝撃をいいます。
ただし、 試験は3軸方向各6回、 計18回加えて行います。

耐久性（寿命）
●機械的耐久性（寿命）
接点に負荷を加えないで、 規定の開閉ひん度で開閉動作させた
ときの耐久性のことです。

●電気的耐久性（寿命）
接点に定格負荷を加え規定の開閉ひん度で開閉させたときの耐
久性のことです。 定格負荷以外の電気的耐久性は開閉条件を併
記しています。

●最小開閉電流
微小負荷レベルにおける開閉可能な下限の目安となる値です。この
値は開閉ひん度、 環境条件、 要求される接触抵抗の変化により異
なります。 確認またはお問い合わせの上ご使用ください。

●最大操作ひん度
操作コイルに定格電圧のパルス入力を加えて動作復帰を連続し
て行い、 機械的耐久性または電気的耐久性を満足できる最大の
開閉ひん度のことです。

使用輸送保管周囲温度範囲
リレーを使用する場合に、 リレーが安定した特性を発揮できる
周囲の温度範囲限界を表します。ただし、氷点下で氷結した状
態は除きます。
カタログ記載の開閉性能を保証する範囲ではありません。
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a接点
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車載用リレー用語解説

外形・形状
●外形寸法
車載プリント基板用リレー
小型を特長としたものに限り、 最大寸法と＊印TYP値の平均寸
法を併記し、 設計の目安としました。

プラグインリレー
外形寸法を明記し、 設計の目安としました。
指示なき場合は、 最大寸法（ケースのみ）を表示します。

●マーキング
リレー本体へのマーキング（表示）は形式、 電圧仕様などの他に
内部接続図などを表示していますが、 一部の小型リレーでは、
内部接続図を省略しています。

●方向指示マーク
主に車載プリント基板用リレーでコイル方向を表すマークを表
示しています。 プリント基板のパターン設計時や基板実装時に
リレーコイル方向の判読が容易になります。（一部リレーでは省
略しています）

注. 外形寸法図、プリント基板加工寸法図、端子配置/内部接続図はすべて、
方向指示マークを左側にして書かれています。
また、ケースマーキングの表記に合わせるため、JISの接点記号で表記
していません。

●端子配置/内部接続
①BOTTOM VIEW
下図のように上面から端子が見えない構造のリレーに限り内部
接続図をBOTTOM VIEW でカタログに記載しています。

②BOTTOM VIEW の回転方向
車載用リレーでは、 コイルを左側（方向指示マークを左側）とし
て矢印方向に回転させたときの端子配列を表示しています。

7

プリント基板加工寸法 端子配置/内部接続

シンボル

使用例

2.5MIN.
（端子はんだ上げ）

14.3MAX.
14.0TYP.

7.5MAX.
7.2TYP.

13.8MAX.
13.5TYP.

0.4±0.2

3.5±0.3 4.8±0.24±0.2

8.4±0.2
0.3 ＋0.3－0.1

1.2 ＋0.3－0.1

1.2 ＋0.3－0.1

0.6 ＋0.3－0.1

0.3 ＋0.3－0.1

方向指示マーク

(BOTTOM VIEW) (BOTTOM VIEW)

方向指示マーク
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