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電磁錠とは、その字の如く「電磁石の錠前」です。
• 電磁石の吸着を使ったロックです。時間の経過からくる部品の磨耗や劣化が少ないです。

• 一般の電気錠では困難な場所にも取付が可能です。場所を選ばず、セキュリティを構築できるのが特長
です。

• 一般錠と同等の施錠能力がありながら、電気を切ることでワンアクションでの退出が可能。そのため危機
管理対策として非常口に導入するのにも最適なロックといえます。

• 門扉・老健施設・工場施設施錠など、さまざまな現場で活躍します。

• 内側から電磁石の力で扉をがっちりと施錠するので、ピッキングなどの不正解錠が非常に困難です。

• 設定により、オートロックを連続的に解錠、施錠していない状態が続くと警告音で知らせる機能等ございま
すので、安心してご利用頂けます。
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通用口オートロックシステム
～エントランス空間を「安心」「安全」「便利」に。

電磁錠が実現する、通用口オートロックシステム～
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 通用口オートロックシステム
通用口は、入居者様が共用玄関と同じように多くご利用されます。電磁錠によるオートロックシステムを導入することで、 タグをかざすだけで簡単に
扉を解錠できます。お子様やお年寄りの方でもスムーズに通用口を通過できます。

 タグをリーダーに近づけるだけで、カンタンに開錠できます。

 安心 ・ 便利の自動施錠へ早変わり！
電磁式電気錠は、部屋の内側から電磁石の力で扉をがっちりと施錠するのでピッキングなどの不正解錠が非常に困難な構造となっております。
また設定により、オートロックを連続的に解錠、施錠していない状態が続くと警告音で知らせる機能等ございますので安心してご利用頂けます。



 長期的にご利用いただける安心構造！！
電磁式電気錠は、可動部がない為、長期的にご使用頂けます。また、同様にリーダーも非接触の為、長期的にご使用頂けます。電磁式電
気錠、リーダーとも屋外対応の為、防水性にも優れております。タグのスペックはあくまで生活防水ですが、非常に耐久性に優れた構造になって
おります。日常生活でも安心してご使用頂けます。
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 火災報知器との連動で非常時に一斉解錠！！
シリンダーなどのメカニカルロックシステムの場合、非常時は各ゲートを1 つ1 つ鍵で解錠しなければなりません。 しかし弊社システムを導入後は
火災報知器等との連動で非常時に各ゲートを一斉解錠することができますので防災システムとしても大変役立ちます。

 オプション機器にて様々なご要望にご対応致します！！
電磁式電気錠は、通常停電時にて解錠します。停電時施錠されたい場合は、バックアップバッテリーで5 時間施錠を保持できます。
また、停電時施錠型のデットボルトタイプもございます。 地震センサーとの連動、アラームでの警報等お客様のご要望に応じてシステムをご提案
致します。



 電磁石を電気錠として使用するために必要なポイント
1. 小型化が可能なこと
2. 小電力で使用できること
3. 広範囲に磁力線を放出しないこと
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■電磁式電気錠のしくみ

この３つをポイントとして開発されたのが現在のスタンダードな構造となる形状です。
断面で説明すると、左図のようなコアブロックにコイルを組み込んだ構造で、隣接するラインには引き合う磁極が存在するため磁力線を無駄なく
使用でき、広範囲に磁力線を放出しない構造となっています。
この構造により小型で低電力を可能とし、磁力線の放出も抑えた画期的な製品化が可能となります。

※上図は電磁式電磁錠のカット断面とコアブロックです。



 永久磁石の場合
さらに詳しく説明すると、永久磁石の場合引き合う時局が接近すればするほど磁束密度が増し、強い磁力で引き合います。
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また、通常の構造では金属を吸着させても磁力線は端部へと進み、端部から磁力線が
放出され、他の物へ影響を与えてしまいます。 磁力線は磁束化を求めて放射状に広が
る性質を持つため、回路化しないと磁力の限り放出されてしまうのです。

左図の構造であれば磁力線を余すことなく使用することができ、小型化と省電力化、磁
力線の放出微量化を実現しています。

電磁式電気錠は電磁石というよりも磁束を無駄なく使う磁束回路帯と考えたほうがわか
りやすいと思われます。

また、性能が吸着力表記であるのも、構造上表面からの距離が0.5ｍｍ程度の違いで
磁束密度が大きく異なり表記しても意味がない現状です。
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VOLCA LOCK ＜屋外・屋内問わない万能型＞ 門扉・引き戸・開き戸など様々な扉に取付可能です。

屋外門扉（Z型金具）

屋外門扉（埋込）

両引き戸・片引き戸・引き戸門扉
（全てL型金具）
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外開き（BOX型）、
外開き（側面スペーサー）

内開き（Z型金具）

内開き（Z型金具）
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VOLCALOCK電磁錠をインターホン親機・子機にて解錠・施錠する配線系統図



9

施工写真①
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施工写真②
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施工写真③

カバー付き
解除スイッチ

開いた時閉じた時



12

施工写真④
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施工写真⑤
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施工写真⑥
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【オプション】 電磁錠＆ＱＲコードリーダー入退システム 施工写真③
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【オプション】 電磁錠＆ＱＲコードリーダー入退システム 施工写真②
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VOLCALOCK導入事例
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■マグナロックのご紹介 ～電磁石の吸着を使った電気錠～

電磁石の吸着を使ったロック。時間の経過からくる部品の摩耗や性能の劣化が
少ないタイプです。
一般の電気錠では困難な場所にも取り付けが可能。場所を選ばずセキュリティを
構築できるのが特長です。
一般錠と同等の施錠能力がありながら、電気を切ることでワンアクションでの退出
が可能。そのため危機管理対策として非常口に導入するのにも最適なロックとい
えます。

• 高い耐候性
メカニカルな可動部がないため、日常における完全防水を実現。動作環境も－40～
＋60℃と広範囲。

• どこでも施工可能
フェンスや非常口、門扉、パーテーションなどさまざまなところへ取り付けが可能。

• 危機管理対策にも最適
電気が切れればすぐに解錠するため、非常口での使用にも最適。

• 抜群の施錠能力
電気ストライク並みの吸着力270kgクラスから、一般錠500～800kgクラスまでライン
ナップ。

• 省電力を実現
最大0.175A（DC24V時＝M82シリーズ）の省電力で一般の電気錠よりも低消費。

新しいタイプの電気錠＜マグナロック＞
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マグナロック®とは、米国セキュリトロン社が開発した、まったく新しい概念の磁力を利用した電気錠です。高い耐久性と防水性があり、
欧米では工場、オフィス、学校、などで広く使用されております。
一般の電気錠は、カンヌキ （デッドボルト） やラッチを固定し施錠しますが、マグナロック®は電磁力により吸着することで施錠します。
吸着力は小型のものでも 272kgf （電気ストライク程度の強度） がありますが、消費電力はわずか 3～4W ととても経済的です。
また、電源が切れると磁力がなくなり解錠状態になるため、非常口などでのご利用に最適です。また、吸引力はありませんから、吸着時に
手をはさまれたりする事はありません。
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1. 磁力でロックする
2. メカニカルな部分が少ないので、耐久性に優れている
3. 様々な扉に取付可能
4. 鍵穴が無いので、錠前を破壊されても扉は開かない
5. 「面」でロックしているので、多少扉が歪んでもロックされます
6. 緊急時には確実に開放される。（電源OFFでも必ず開錠）

マグナロック電磁錠の特長（メリット） モーター式電磁錠の特長（メリット）

なぜマグナロックが選ばれているのでしょうか

1. 扉の内側に本体が入るので、見た目がすっきり
している

2. 鍵で開錠が可能

マグナロック電磁錠の特長（デメリット）
1. 電気が遮断されると開いてしまう
2. 基本的には扉の外側に取り付けるので、出っ張りが出る

モーター式電磁錠の特長（デメリット）
1. 内部に複雑な構造を持っているので、耐久性に
不安がある

2. 合鍵を作られると簡単に開けられてしまう
3. 扉の形状によっては取付できない
4. 扉が下がってくると、正常に作動しないことがある。
（かんぬきがうまく入らない等）

5. 緊急時でも扉がロックされたままになるケースが
考えられる。
（阪神大震災で実際にかんぬきが抜けなかった
ことがあった）
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1. 耐久性抜群
マグナロックは、機械的な部品を含まないので、磨耗等の経年変化による性能の劣化が大変少ない構造になっております。
耐久力は200万回と、一般の電気錠の約10倍の耐久テストをクリアーし、耐久性は抜群です。
世界各国の様々な施設（空港、研究施設、学校・幼稚園、病院、ホテル、商業施設、銀行、オフィス等）で採用されています

2. 防水型の電気錠
防水性能のレベルは NEMA4X 規格 (IP66相当) をクリアーし、風雨にさらされる屋外環境での使用が可能な電気錠です。
また、使用温度範囲も -40℃から +60℃までと、悪条件の屋外環境下での使用ができます。

3. 火災・震災時の安全性
マグナロック®は、残留磁力を残さない工夫がされており、わずか 0.05秒という即時解錠が可能ですので、震災時に瞬時にドアの解錠が
求められる非常口に最も適した電気錠です。また、マグナロック®はフェールセーフ方式 (通電時施錠型) となっていますので、震災時の
停電時には解錠状態になり避難の妨げになりません。
マグナロック®は防火規格の安全基準である UL 規格をはじめ、米国の各種認可を取得しております。

4. 高性能
一般の錠前と同等かそれ以上の吸着力を発揮します。小型の本体で高い吸着力を発揮。また、12Vと24Vの電圧が自動切り替えの
復電圧型になっています。

5. 省電力
消費電力はわずか 3.6Wと大変経済的です。 一般の電気錠レベルかそれ以下です。

■マグナロックの主な特長
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6. 高い防犯性
構成部品はすべて扉の内側の位置になりますので、機械式のロック機構のように扉外側の隙間からデッドボルトをこじ開けられてロック機構を
壊される心配がありません。マグナロック®には、シリンダーやサムターンがありませんから、手を伸ばして解錠されたりピッキングなどの不正解錠
はできません。また、機械的な機構が殆んどないので破壊にも強いのが特徴です。

7. 取り付け簡単。様々な扉に後付け施工ができます
マグナロック®は、面付けタイプで、既存のドアに後付けで工事ができます。
※後付け工事は専門的な技術が必要です。全国のサポートネット店にご相談ください。
マグナロック®は、機械式電気錠では建て付けのズレが起きやすく、対応しずらい引戸にも効果的です。

8. 磁力線の影響も安心
電磁石を利用するマグナロック®の磁力は、約 15cm 離れるだけで地磁気 (地球の磁力、約0.005ミリステラ) 以下になりますので、
病院や老人ホームなどでも安心してご利用いただけます。

9. 広い利用範囲
世界各国では様々な施設、空港、研究施設、学校、幼稚園、病院、ホテル、商業施設、銀行、オフィス等で採用されています。

10.認定および準拠
●UL (米国火災保険業者団体安全基準) 認定

防火規格の認定取得
●NEMA (米国電気機器製造協会)

NEMA レベル4 準拠 (IP66相当)
●CE (EU地域共通安全規制規格)

CE 指令に適合した製品に貼り付けられるCEマーキング
表示済み
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Ｑ：マグナロックシリーズの電源は？
ＤＣ１２またはＤＣ２４Ｖで作動します。 マグナロックには、全機種対応の国産の純正コントローラーがありますので、是非ご利用ください。
電源器をご自身でお探しの場合のご注意
機種によってはどちらでも動くものや、ＤＣ２４Ｖのみのタイプもありますので、使用タイプによって、電源をお選びください。 電源は一般的な
スイッチング電源を使用します。但し、同じ電源で周辺機器を作動させる場合には、信号出力のマッチングの関係を考慮してリニア電源を
使用される事をお勧めします。
また、マグナロックの消費電力は消費電力が多いタイプでも４．２Ｗと経済的です。 電源器を選ぶ場合は電源の余力を考慮して、2倍
（８．４Ｗ）以上の出力の電源を使用してください。 また、同じ電源で周辺機器への電源供給をする場合は、周辺機器の消費電力を
確認してお選びください。
※ マグナロックのスイッチの入り切りは２次側（出力側）で行なってください。

Ｑ：コンセントからの電気（ＡＣ１００Ｖ）で動くのですか？
直接は動きません。弊社のものに限らずこれら保安機器はほとんどＤＣ24ＶまたはＤＣ12Ｖで動きます。
変圧器（ＡＣアダプター）で変換してください。
変圧器の容量は使用する機器の2倍以上の余裕をもたせてください。
マグナロックや操作機器に直接ＡＣ100Ｖを流すと壊れて回復しません。

Ｑ：電圧が低かったり高かったりするとどうなるのですか？
許容範囲を設けてありそれを外れると動きません。コンセントからのＡＣ100Ｖを直接流すと壊れます。
（回復できません）

Ｑ：マグナロックは停電したらどうなりますか？
停電した場合、即解錠されます。
マグナロックはアメリカで非常口向けに開発された製品ですので、フェイルセーフの概念で作られています。 停電時に解錠されたくない場合は、
他の錠前（一般錠や電気錠を日中解錠、夜間施錠などの運用）と併用されるか、停電時のバックアップ電源で補助する必要があります。

Ｑ：屋外で使えますか？
防水仕様のものは屋外で使えます。ただし吸着面やストライクプレートは鉄製ですので錆びは必ず発生します。錆びが著しく進行し吸着面が
粗い状態になると、施解錠信号が正しく出なかったり吸着力が低下したりしますので、定期的に清掃が必要です。

Ｑ：マグナロックはどのタイプの電気錠にあたりますか？
通電時施錠型 です。

Ｑ：施解錠信号はとれますか？
マグナロックＢタイプや施解錠出力接点付きのタイプがとれます。

■マグナロック よくある質問
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Ｑ：閉扉開扉信号はとれますか？
マグナロックＢＤタイプがとれます。それ以外の製品は扉に開閉スイッチ（マグネットスイッチなど）を併設して信号をとるようにしてください。

Ｑ：遠くからでも引き寄せますか？
吸着後の吸着力はありますが吸引力はありません。したがってクローザー兼用にはなりません。扉は手または別に用意したクローザーで閉めて
ください。磁力の放射による周辺の電子機器への影響を防いだり、吸引力による挟まれた物への圧迫損害を防ぐためです。

Ｑ：プラスマイナス逆につないで反発させられますか？
マグナロックシリーズの場合は極性逆につなげると動きません。故障の原因になりますのでやめてください。

Ｑ：制御盤はありますか？
単に操作するだけならあります。他の保安機器などと接続せず単独運用だというならこれで済みます。

Ｑ：火災報知機と連動できますか？
併用の場合、火災報知器から無電圧b接点出力を受けて連動します。

Ｑ：制御盤は必要なのですか？
弊社のテンキーやタッチスイッチ、タッチセンサーバーを併用し他の保安機器類とつなげず単純な運用をするだけなら「制御盤」と称するものは
必要無く、ほかにＤＣ24Ｖ（機器によりＤＣ12Ｖ）の電源があれば運用できます。

Ｑ：他社の制御盤で動かせるのですか？
制御盤が「通電時施錠型」電気錠に対応していることが条件です。そのうえで
①ほとんどの場合、中継器を使いマグナロックと制御盤の間につなげることで動かせます。
②制御盤が決められた時間内に閉扉確認→動作→施錠確認と順に制御する仕組みのものはマグナロックにさらにドアスイッチ（マグネット
スイッチなど）を設置してください。

Ｑ：アイホン用のインターホンと組めますか？
インターホンに解錠スイッチがありますが出力線が通信規格の「ＪＥＭ－Ａ」線なので、この端子を備えた他社様制御盤（と中継器）が
必要です。 またはインターホンはあくまで通話に使うだけとして、電気錠のシステムは別に設けることです。

Ｑ：パナソニック様製電気錠システムの中にマグナロックを組み込めますか？
パナソニック様製制御盤は「通電時施錠型」電気錠に対応していないためできません。コントローラーを中継しても動きません。

Ｑ：カードリーダー（他社のスイッチ）で動かせますか？
一般に汎用型の操作機器は合致に連動する無電圧c接点出力を内蔵していますので、制御盤へ接続ならこれのa接点部分を使い運用
できます。各種認証スイッチも原理は同じものがほとんどです。マグナロック直結ならこれのb接点部分を使います。ただしこれだけだと瞬間解錠
するだけなので解錠保持するタイマーも併用する必要があります。
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Ｑ：マグナロックは何か信号が出るのですか？
何か電波みたいなものが出るわけではありません。状態に応じて切り替わる二股スイッチとそこから電線が出ているだけです。
この「状態のよってスイッチが切り替わる」という役割を「信号」という言葉に置き換えているのです。実際には制御盤から+線を二股スイッチの
根元につなぎ、このスイッチを通過し制御盤の-に戻り制御盤にある状態表示ランプが点く消えるで状態を確認するのに使っています。

Ｑ：マグナロックと制御盤が離れているのですが？
遠くなると電圧降下の影響がでるので、距離に応じて太い電線を使用してください。15ｍまで0.3ｓｑ、50ｍまで0.5ｓｑ、100ｍまで
1.25ｓｑが目安です。

Ｑ：吸着が弱いのですが？
製品の性能以外の原因では、
①一見扉は閉まっているが実はマグナロック本体にストライクプレートが届かず吸着していないことがあります。磁石なので面で付いていないと
吸着力はほとんどゼロです。建付け変動で点接触や線接触になってしまったらやはりほとんどゼロです。
②電源容量不足。消費は電源容量の1/2～1/3程度に抑えるようご配慮ください。

Ｑ：タッチスイッチＳＰ1を組み合わせましたがいつも解錠しっぱなしです
①感度を上げすぎていませんか。最大にすると何も触れないのに感知しっぱなしになります。
②金属板などの導電体が隣接していませんか。これにも感知してしまうことがあります。

Ｑ：マグナロックについて電磁波による影響はありますか？
マグナロックからの放磁は１５０ｍｍ以上離れれば、地磁気（約0.05ｍＴ*）以下です。

*ｍＴ＝ミリテスラ：１ｍＴ＝１０ガウス

マグナロックは多くの病院や老人ホームなどの物件でもご利用いただいている安心設計の電磁錠です。
参考までに、主な磁気に影響する機器との関連を記します。

●ペースメーカーについては、直接触れない限り影響はでません。
●磁気ディスク等については１５０ｍｍ以内に近づけないでください。
●ドアの開閉信号用として、マグネットスイッチを利用される場合は、一般的なタイプで５０ｍｍ以内に近づ けないでください。
（マグネットスイッチの種類によって差があります）

Ｑ：施解錠信号がよくエラーになるのですが？
機器の故障以外の原因では、マグナロック本体とストライクプレートの相互位置が大きくずれた場合や吸着時に吸着面の一部が僅かに
浮き上がっている場合に、吸着自体はしても信号は「解錠」と出ます。これは製品側からの警告ともとれます。マグナロックの位置や扉の
建付けを確認修正してください。
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Ｑ：両開き扉には使えますか？
使えますが、
①片方の扉は別の手段で予め固定すること
②マグナロック本体とストライクプレートは正面方向から近づく離れるという位置関係であること
が条件です。

Ｑ：操作スイッチを複数ヵ所設けたい
制御盤を用いている場合は、無電圧モーメンタリーa接点出力スイッチを制御盤の入力端子へ並列接続します。マグナロックを直接操作する
場合はタイマー保持付き無電圧b接点出力スイッチを、電源とマグナロックとの間に直列接続します。

Ｑ：制御盤、操作表示機の開扉ランプや解錠ランプを働かせることはできますか？
マグナロック側にそれに相当する出力（ＢＤタイプ、Ｂタイプ）があれば使えます。

Ｑ：制御盤にマグナロックを何台つなげられますか？
ノーマルタイプなら制御盤の電源の容量が賄えるだけの台数はつなげられます。ただし一般に制御盤の指令は１系統なので全部が一度に
動きます。個別に動かすことはできません。
Ｂタイプなど信号付きタイプは信号が混信するので制御盤が受け付けない場合があり1台しか使えません。

Ｑ：マグナロックを門扉など大型引き戸に使うときの注意は？
マグナロック本体が、扉の衝撃を直に受けない様に施工をお願いします。
マグナロックを門扉などに使用した場合、扉が閉まる際の衝撃をそのまま受けてしまい、本体が故障してしまう事例があります。
開きドアの場合は、多くの場合はドアクローザーなどで衝撃を緩衝する装置がありますが、引き戸の場合は殆んどの場合緩衝装置がありません。
戸当りなどの緩衝装置を利用するなどの、扉が閉まる際の衝撃をマグナロックが直接受けない様にしてください。マグナロック取付部品の衝撃
吸収パーツセットＳＡＳＭの使用をお勧めします。
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電磁錠システムのお問い合わせ先は

トーカイセキュリティまでお気軽にどうぞ

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

■東 京 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-13 VORT銀座residence 207号
TEL 03-6271-0760 【東京支店 2023.1.3 OPEN】

URL： https://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurit

革新性と独自性貫く

ISO9001認証取得

防 犯 シ ス テ ム の 設 計 ・ 施 工 販 売
建設業許可取得・全省庁統一資格取得
創業1981年 ISO9001認証取得
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