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ワンタッチユニットのご紹介
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オフィスビルシステム天井に！
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① システム天井について

 パーテーションの設置や照明器具等の設備を自由に移動でき、顧客のニーズ
に合わせた対応が可能

 建築モジュールに合わせたグリッドサイズは600mm(3,600mmモジュール）と
640mm（3,200mmモジュール）が採用されている。
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② 開発背景

 照明器具とケーブルの接続に有資格者（第二種電気工事士）が必要となるが、人
材は限られており、将来減少傾向である。

 システム天井の施工では、内装工事に加え、各種専門工による同時作業となるた
め、作業効率が悪く、工程短縮・原価縮減の障害となっている。

 資格を有しない作業員でも、接続作業が可能（電気工事士法に抵触しない範囲）
で均一な施工品質を確保できる「ワンタッチユニット」を開発しました。

狙い

①直接的な効果

⇔コネクタ接続による作業の簡易化（労務費削減）

②間接的な効果

⇔工事全体の合理化
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③ 製品概要 【器具取付け仕様】

 本製品は、ユニット（電力用・制御用）と、ケーブル端末に矢崎工場で取付
たコネクタにより構成されます。

 コネクタは、電力用、制御用の2種類を用意しています。

電源線用オスコネクタ
(電力用)

電源線用メスコネクタ
(電力用)

メス

分岐線用メスコネクタ
(電力用)

分岐線用メスコネクタ
(制御用)

ワンタッチユニット
(電力用)

ワンタッチユニット
(制御用)

メス

未接続メスコネクタの保護キャップ

オス

分岐線電力用 電源線用分岐線制御用
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オス

オス

メス

メス

余り線
（未接続メスコネクタ）

※照明への分岐線が余り線となる場合も
保護キャップを取り付けてください。



③ 製品概要 【直線接続仕様】

 本製品は、ユニット（電力用・制御用）と、ケーブル端末に矢崎工場で取付
たコネクタにより構成されます。

 コネクタは、電力用、制御用の2種類を用意しています。

ワンタッチユニット
(電力用)

ワンタッチユニット
(制御用)

【器具側】
電源線用オスコネクタ(電力用)

【ユニット側】
電源線用メスコネクタ(電力用)

※ 制御用コネクタは、
【器具取付け仕様】と共通

オス

メス

電源線用オスコネクタ
(電力用)

電源線用メスコネクタ
(電力用)

未接続メスコネクタの保護キャップ

電源線用制御用
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※照明への分岐線が余り線となる場合も
保護キャップを取り付けてください。

余り線
（未接続メスコネクタ）



 送り配線(1モジュール 3,600㎜×3,600㎜)

 電力用ケーブルの導体サイズは2.0㎜のみ

照明器具接続部

グリッドパネル

照明器具

電力用ケーブル(VVF)

制御用ケーブル(AEF)

④ 配線イメージ（従来）

【照明器具】
現場で差込接続

【電力用ケーブル】
VVF(2.0mm)
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⑤ 配線イメージ（ワンタッチユニット）

 スター配線(1モジュール 3,600㎜×3,600㎜)

 照明器具と接続する電力用ケーブルの導体サイズダウン

 コネクタによるワンタッチ接続

グリッドパネル

照明器具

電力用ケーブル(VVF)

制御用ケーブル(AEF)

電力用ユニット

制御用ユニット【電力用ケーブル（電源）】
VVF(2.0mm)

【電力用ケーブル（器具側）】
VVF(1.6mm)

電力用コネクタ接続部

制御用コネクタ接続部

【器具側】
照明器具メーカでプレ加工

【ユニット側】
現場でワンタッチ接続
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⑥ メリット-1

 実物件で工数測定（140照明分）を実施

工期短縮
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先行配線 照明器具取付 配線 SP巻出 制気口取付 朝昼礼・移動・打合他 片付・清掃 合計

ワンタッチユニット工法（全て内装工による施工）

在来工法（専門工による施工）

配線工数
約43%ダウン

全体工数
約34%ダウン

（分）

 ユニット及びコネクタ接続による、配線作業時間の短縮

 電気配線作業が天井工事と同時施工が可能となり、

手待時間が短縮され、効率化可能
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コスト削減

 作業効率向上により、労務費及び管理費削減

品質向上

在来 ワンタッチユニット

差込接続 コネクタ接続

 照明器具へのケーブル接続のコネクタ化による、接続ミス等配線不具合の低減

⑥ メリット-2

環境

 工場生産によるハーネス品のため、現場内廃棄物の縮減
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安全性向上

 全面足場の使用による、安全性向上及び作業スピードアップ

⑥ メリット-3

在来

部分足場

ワンタッチユニット

全面足場

在来では内装工のみが全面足場を使用 全ての作業を内装工が行う場合、全作業、全面足場が
使用可能

将来性

 有資各作業の削減により、資格者不足の問題解消を実現

 簡易なレイアウト変更が容易
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⑦ 配線仕様-1

ワンタッチユニットの仕様統一

 4分岐ユニット（下図）のみを使用した配線方式を推奨します。

ユニット同士を
コネクタで接続

提案仕様の効果

 従来の送り配線に近い施工が可能

 仕様の統一により、どの場所にも同じユニットが使用可能

（ユニット識別が不要、受発注業務の簡易化等による作業の効率化）

 受発注業務の効率化
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⑧ 配線仕様-2

ワンタッチユニットの設置方法

 ワンタッチユニットモールド部の取付を、天井バー取付けの吊ボルトへの設置
または転がし配線（固定せず天井裏に置くだけ）とすることを推奨します。

提案仕様の効果

 施工工数の削減

 吊ボルトの削減によるコストダウン

先行配線

転がし配線など
専用の吊りボルトを

使用しない

専用の吊りボルトを使用
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参考）分岐用コネクタ＜電力＞部品構成

・定格電圧：300V
・定格電流：3A
・極 数：3P
・防水構造：非防水
・適用電線、ケーブル

オスコネクタ：HIV
メスコネクタ：VVFケーブル

・電気用品安全法適合品
・コネクタ取付間口寸法

：縦21㎜×横38.5㎜
筐体厚さ0.6～1.6㎜

●構造 ●主な仕様

オスハウジング

オスターミナル

メスハウジング

メスターミナル

アースターミナル

VVFケーブル

スペーサ

HIV

オスコネクタ電気用品安全法適合証明書 メスコネクタ電気用品安全法適合証明書 13YDR710-21021



●構造 ●主な仕様

・定格電圧：60V
・定格電流：1.5A
・極 数：2P
・適用電線、ケーブル

オスコネクタ：HIV
メスコネクタ：AEFケーブル

・コネクタ取付間口寸法
：縦14㎜×横17.8㎜

筐体厚さ0.6～1.6㎜

オスハウジング

メスハウジング

メスターミナル

AEFケーブル

HIV

オスターミナル

参考）分岐用コネクタ＜制御＞部品構成
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参考）モールド部＜電力＞部品構成

●構造 ●主な仕様

モールド部 概略寸法及び最大本数

最大本数
（本）

MFN－Ⅰ 96 71 28 9
MFN－Ⅱ 96 96 28 13
MFN－Ⅲ 96 127 31 18
MFN－Ⅳ 96 164 31 24

型  式 縦 Ｌ(mm) 横 Ｗ(mm)
厚さ ｔ
(mm)

・JCS4398 （屋内配線用ユニットケーブル）に適合
・適用ケーブル：VVFケーブル（1.6mm、2.0mm）
・収容VVFケーブル本数：最大24本
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参考）モールド部＜制御＞部品構成

  

Ａ

プラスチック接続箱

スリーブ

絶縁体

熱硬化性樹脂

AE又は
CPEV

取付穴 φ7

接続部記号シール

絶縁チューブ

ｔ W

L

●構造 ●主な仕様

最大本数
（本）

MF－S-NN 73 35 27 17

型  式 縦 Ｌ(mm) 横 Ｗ(mm)
厚さ ｔ
(mm)

・適用ケーブル：AEFケーブル（0.9㎜、1.2㎜）
・収容AEFケーブル本数：最大17本

モールド部 概略寸法及び最大本数
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参考）電源線用コネクタ＜電力＞部品構成

●構造 ●主な仕様

VVFケーブル

オスターミナル

メスハウジング

メスターミナル

オスハウジング

VVFケーブル

定格電圧：300V
定格電流：20A
極 数 ：3P
防 水 性 ：非防水
対応ケーブル：VVF 1.6㎜、2.0㎜
電気用品安全法適合品
寸法
（ｵｽ） L66×W27×H16
（ﾒｽ） L49×W23×H15
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