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まえがき

合った最適な商品を提供し続けて，2014 年に生産台数

特集

が 3 億台に達した。
本稿では，電磁開閉器の製品の歴史と技術の変遷を

2014 年 4 月に閣議で決定されたエネルギー基本計画

受配電・開閉・制御機器コンポーネント

では，安全性を前提とした上で，エネルギーの安定供

振り返るとともに，受配電・開閉・制御機器コンポー

給を第一とし，経済効率性の向上による低コストでの

ネントの現状と展望について述べる。

エネルギー供給を実現し，環境への適合を図るため最

₂

大限の取組みを行い，多層化・多様化した柔軟なエネ
⑴

⑵

電磁開閉器のシリーズの変遷

ルギー需給構造の構築を目指すとある。
富士電機の受配電・開閉・制御機器コンポーネント

60 年間にわたる電磁開閉器のシリーズの変遷を図 1

は，電気設備の主要なコンポーネントとして，環境・

に示す。富士電機は，研究・開発を重ね，その技術を

エネルギー分野を下支えしている機器であり，こうし

製品に適用し，業界をリードしてきた。これまでに電

た動向を捉えた技術開発や商品開発による世の中への

磁開閉器で登録した国内外の特許が 556 件あり，現在

貢献が期待されている。

も 196 件の権利を保有し，この分野で国内トップクラ

（＊ 1）

また，富士電機の電磁開閉器 は，発売以来 60 年間，

スである。
技術的には，機械的・電気的耐久性能，接点の接触

業界に先駆けて時代ごとの市場やお客さまのニーズに
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機械的寿命
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電気的寿命
50万回⇒100万回

電磁石と遮断の基本構造確立
長寿命を支える接点材料，絶
縁材料の開発

小型化63％
（体積比）
AC600Vの
高電圧化

UIマグネット
のダブルコイ
ル方式の小型
電磁石の開発

接点接触安定
性
うなりの改善
低消費電力化

国際標準
豊富な品ぞろ
え

海外認証の標
準取得
保護機器との
協調
環境対応材料
の採用

世界最小サイ
ズで低消費電
力
実用性向上

電子回路搭載
電磁石のスー
パーマグネッ
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流電磁石の開
発
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高効率直流電
磁石の開発
小型開閉技術

電磁開閉器のシリーズの変遷

（＊ 1）電磁開閉器
一般に電動機回路に使用され，回路の開閉および電動
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機の過負荷保護の能力を持つ機器で，電磁接触器と過
電流継電器とを備えたものである。
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現状と展望

信頼性，特に先鋭的な高効率電磁石について研究開発

進んだ。これに先立って 1988 年に発売した「新 SC シ

を行ってきた。これにより，機器の小型化，低消費

リーズ」では，電磁開閉器本体をフレキシブルな生産

電力化に取り組むとともに，グローバル化，長寿命化，

に適した構造とし，本体の電磁石部，接点部，コイル

信頼性向上を図ってきた。1954 年と現在の製品とを比

部の各部はモジュール化して，機種間でモジュールや

較すると，中容量クラス（220 V，37 kW）では，体積

部品を共用化した。補助接点ユニットなどの付属品は

を 2/5 に小型化，投入時の皮相電力を 1/4 に，保持の

機能を高めながら種類を増やすとともに，シリーズ共

皮相電力を 1/12 に低減している。

通で顧客が着脱可能な構造とした。制御系統の電子化

富士電機の電磁開閉器は，図 1 に示す市場ニーズに

の普及からさらなる接触信頼性向上が求められ，補助

合わせて，技術の DNA を引き継ぎながら進化してき

接点は標準で双接点構造とした。黒一色からクリーム

た。この変遷を次に述べる。

色のカバーでオレンジラインを配したデザインに一新

1954 年に，当時としては画期的な小型の電磁開閉器
を開発した。構造部や可動部にモールドの絶縁材料を
1960 年頃は，産業界には生産性向上が求められ，工

承している。
2000 年頃には，EU 統合や JIS の国際化などで市場
のボーダーレス化が進むとともに，安全性や地球環境
問題への対応が求められた。富士電機は，1999 年に発
売した「NEO SC シリーズ」でこれらの対応を実現し

は“超寿命”
「S シリーズ」と呼ばれ，アーク の消弧

ている。この時期にはパソコンの進化や普及で過渡的

技術と優れた接点材と絶縁材料の開発によって大幅な

な現象に対する高度な解析技術が可能となり，電磁場，

性能向上を図り，電気的寿命は従来シリーズの 50 万

機構，振動解析を連成したバウンスシミュレーション

回から 100 万回以上に長寿命化した。

により，接点バウンスの低減や，交流・直流電磁石を

（＊ 2）

1978 年に発売した「SC シリーズ」では，U 字形固

高効率化して，小型化や低消費電力化を図った。
（＊ 3）

（＊ 4）

定鉄心と I 字形可動鉄心を組み合わせた UI マグネッ

2011 年に発売したミニコンタクタ とサーマルリレー

トダブルコイル方式を開発し，電磁石で開閉接点部を

の ｢SK12 シリーズ ｣ では，世界最小の超小型であり

直接駆動する技術を中・大容量の機種に適用して小型

ながら，国内・海外で要求されるスペック・規格を共

化のニーズに応えた。

に満足し，低消費電力化，安全性・実用性，取扱い性

1980 年頃は，機械設備は稼動時間の増大や稼動率の

を高いレベルで実現した。

向上とともに信頼性が望まれ，電磁開閉器には運転信
頼性向上やメンテナンスフリーが求められた。1984 年

3

⑶

市場動向と富士電機の取組み

に発売した「NEW SC シリーズ」では，電子回路と
一体になった電磁石駆動方式であるスーパーマグネッ

受配電・開閉・制御機器コンポーネントは，市場

トを開発し，電圧変動が大きくても接点がばたつかな

ニーズに対して，電流を開閉，遮断，検出，計測する

いなど，電磁石と接点部に絡む課題を解決し，低消費

技術のレベルを向上させながら，グローバル市場，新

電力化を図った。また，制御がリレーシーケンスから

興国市場に向けて，新技術の開発を進めて製品に取り

PLC（Programmable Logic Controller）へと移行し，

込んでいる。現状と今後の取組みの概要を図 2 に示し，

低レベルの電圧・電流へのニーズに対して，補助接点

そのトレンドを図 3 に示す。

の接触信頼性を確保する補助接点の材質および形状を
3.1

開発した。
1990 年頃には，電磁開閉器の普及・拡大につれて要

機械制御盤分野

最近の機械制御盤分野の市場ニーズとして，グロー

求仕様や機能が多様化し，豊富な品ぞろえや機能でフ

バル化における電動機の制御方式の変化への対応を

レキシブルな対応が求められた。また，FA（Factory

はじめ，省エネルギー（省エネ）化で使用される IE3

Automation） や FMS（Flexible Manufacturing Sys -

モータや，インバータ・サーボへの対応が求められて

tem）などの生産システムの高度な自動化が目覚ましく

いる。

（＊ 2）アーク
電極に電位差が生じることにより，電極間にある気体
に持続的に発生する絶縁破壊（放電）の一種である。
負極・正極間の気体分子が電離することでイオン化が

ことになる。この途中の空間では気体が励起状態にな
り，高温と閃光とを伴う。

（＊ 3）電磁接触器（コンタクタ）

器である。コンタクタともいう。

（＊ 4）過電流継電器（サーマルリレー）
一般にモータの焼損を防ぐために，過負荷電流を検出

起こり，
プラズマを生み出してその中を電流が流れる。 電磁石により直接操作されるもので，過電流を開閉で

する機器で，電磁接触器と組み合わせて使用される機

結果的に，普段は伝導性のない気体中を電流が流れる

器である。サーマルリレーともいう。

き，電気回路を頻繁に開閉できることを特徴とする機
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場の機械設備は自動化が進展し，ニーズの筆頭は長
寿命化であった。1965 年に発売した「SRC シリーズ」
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採用するなど現在の電磁開閉器の原形になっている。

し，以降，富士電機の電磁開閉器のデザインとして継
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産業インフラ設備（インバータ断路，UPS，制御）

直流新エネ電気設備
（PCS，蓄電型 UPS，データセンター）

高圧受配電設備
高効率電磁石技術
グローバル市場

高圧遮断・絶縁技術

直流高電圧開閉・遮断技術
新エネルギー市場

リニューアル市場

直流送配電・監視機器
（データセンター，太陽光発電）

東南アジア・中国向け機器
MCCB

リレー コンタクタ
直流漏電検出，電流計測技術

性能限界検証技術
ヒューズ

東南アジア・中国市場

高圧機器

新エネルギー市場
（直流配電分野）

電力監視

開閉・遮断・検出・計測技術

経済型

特集
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項

目

市場ニーズ
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動
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向
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グローバル化，新興国市場拡大
省エネルギー
新エネルギー
リニュ−アル
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2接点開極機構

基礎技術
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（POPSs条約）

超小型メカ技術

高効率電磁石技術
性能限界検証技術
高圧遮断技術

アークガス流制御遮断技術

受配電・開閉・制御
機器コンポーネント
の新製品

トップランナー方式
（変圧器，IE3モータ）

マニュアルモータスタータ

直流高電圧遮断技術
直流配電系統保護技術
ア−クシミュレーション技術

G-TWINシリーズ

FJシリーズ
SKシリーズ
G-TWIN Λシリーズ，直流高電圧
ブレーカ

16minicoシリーズ

非常停止用押しボタンスイッチ
（φ22，φ30）
MULTI.VCB
LBS
F-MPC04E
ストリング監視ユニット

図₃

受配電・開閉・制御機器コンポーネントのトレンド

⒜

⑷

グローバル化による電動機の制御方式の変化

（＊ 6）

る。内線規定 では，電動機 1 台ごとに専用の分岐回

グローバル化において，各国個別規格の IEC との

路を設けることが求められているが，20 A の配線用

整合は日本だけでなく世界共通の動向であり，それ

遮断器（MCCB ）で電動機容量の総和が 2.2 kW な

（＊ 7）

に伴い電動機制御方式が変化している。図 4 の A 方

らば，おのおのに過電流保護器が不要となっている。

式に示すように，日本の電動機制御方式は分岐回路

一方，海外では，電動機回路ごとに過電流保護器を

に過電流保護器 が設置されていない方式が主流であ

設置する B 方式や C 方式が要求される。最近，制

（＊ 5）

（＊ 5）過電流保護器

（＊ 6）内線規定

（＊ 7）配線用遮断器（MCCB）

過負荷や短絡電流が流れた場合に，回路を遮断して保

需要場所における電気工作物の設計，施工，維持，管

低圧回路の定格以下の電流を開閉でき，過電流を検出

護する機器で，配線用遮断器やマニュアルモータス

理についての民間規格である。各種法令や電気設備技

し，短絡電流などの大電流を遮断する能力を持つ機

タータのことをいう。

術基準の解釈をさらに具体化し，補完するものである。 器で，主として配線の保護を行う。MCCB（Molded電力会社が電気工事の検査・審査などを行う際の基準
としても用いられ，一般用電気工作物および自家用電
気工作物（特別高圧を除く）に適用される。
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電動機の制御方式の変化

御盤の安全性の観点から，短絡電流定格値（SCCR）

レミアム効率）に置き換わると，国内の全消費電力

のさらなる拡大が求められており，電磁接触器との

量の 1.5 % に相当する 155 億 kWh/ 年の省エネ効果

遮断協調を取るために，短絡電流遮断における高い

があると試算されている。一般社団法人 日本電機

限流性能を持った保護機器が求められている。

工業会（JEMA）の各社モータ調査では，IE3 では

このような電動機保護回路では，マニュアルモー
タスタータ（MMS）やコンビネーションスタータ

IE1 に比較して始動電流が平均 15 % 程度増加するが，
その最大値は抑えられている。このため，電磁開閉

を適用すると，
“省スペース”
“省配線”
“高いレベ

器（電磁接触器，サーマルリレー）の性能に大きな

ルの短絡保護協調”を実現する非常に効率の良い電

影響を与えない。

動機制御方式になる。MCCB とサーマルリレーを

⒞

インバータ・サーボの一次側開閉用途への適用

一体化したのが MMS であり，さらに MMS を電磁

歴史的に電磁開閉器はモータ開閉用途に開発され

接触器と組み合わせたのがコンビネーションスター

使用されてきた。2000 年頃まではモータ直入れが大

タである。MMS は，長年培ってきた電磁接触器と

半を占めていたが，省電力化や制御の高度化が進む

MCCB の開閉・遮断技術を融合した 2 接点開極機構

中，インバータ・サーボが普及し，これらの一次側

（ダブルブレーク）を採用して，開閉時の接点消耗

の開閉用途として適用が急増し，現在では 50 % を

や限流遮断性能に非常に優れる特徴を持つ。2002 年

占めるまでになっている。図 5 に電磁開閉器の用途

に，富士電機は MMS やコンビネーションスタータ
を日本で初めて商品化した。さらに，本特集で紹介
インバータ・サーボ用途
10%

する「SK シリーズ」を組み合わせたコンビネーショ
ンスタータも品ぞろえしていく。
⒝

トップランナーモータ（IE3 モータ）への対応
（＊ 8）

日本において，トップランナー方式 に，2015 年
4 月から産業用モータが加わる。産業部門の年間消

モータ
直入れ用途
90％

費電力量で，産業用モータは 75 % を占めると推定

1999 年

されている。現状，国内で使用されるモータの 97 %
が IE1（標準効率）レベルであり，全てが IE3（プ

図₅

48%

2012 年

45%

55%

2017 年（予測）

電磁開閉器の用途の推移

（＊８）トップランナー方式

となる機器ごとに最も省エネルギー性能が優れている

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」
（省エネ

機器（トップランナー）の性能以上の基準値を設定し，

法）に基づいて，エネルギー多消費機器のうち，対象

52%

である。

目標年度を定めて省エネルギー製品の普及を促す方式
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対応製品

図₄

™MMS
MCCB＋欠相保護付サーマルリレーの
機能
™電磁接触器：SK，Eシリーズ
SK06-SK12，SC-E02〜SC-E7は
国際化対応製品

™電磁接触器
SC-O3〜SC-N16は国際化対応製品
™サーマルリレー
3極3素子形，欠相保護機能付
TKシリーズ
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現状と展望

表₁

開閉・断路目的の電磁開閉器の電気的耐久回数
用

途

UPS

1時間当たり 1日当たり
最大開閉
最大開閉
（回）
（回）
−

1

10年当たり
最大開閉
（万回）
〜0.365

対応した技術開発に注力しており，逆電流も遮断で
きる直流高電圧用ブレーカやストリングごとの発電
電流および電圧を計測して常時監視を行うストリン
グ監視ユニットを商品化した。商品化に当たっては，
アークシミュレーション技術を研究し，直流高電圧

インバータ・サーボ
一次側

1

20

〜7.3

空調・コンプレッサ

3

60

〜21.9

ミュレーション技術”参照）
。

電源開閉

10

200

〜73

⒝

搬送（直入れ）

20

400

〜146

遮断技術が生かされている（216 ページ“アークシ
⑸

インフラの長寿命化と更新需要

2012 年 12 月の中央自動車道笹子トンネル天井板
落下事故の発生も踏まえて，2014 年 5 月に国土交通

の推移について，富士電機の調査結果を示す。
インバータ・サーボでは，電磁開閉器がオンのと

省により，インフラ長寿命化計画（行動計画）が策
定された。

特集

きに，内蔵の平滑コンデンサからの充電電流によっ

行動計画では，国民の安全・安心の確保，中長期

て通常のモータ始動電流以上の突入電流が流れる場

的な維持管理・更新などに掛かるトータルコストの

受配電・開閉・制御機器コンポーネント

合があり，接点の耐溶着性能を向上させる必要があ

縮減や予算の平準化，メンテナンス産業の競争力確

る。表 1 に，電磁開閉器に要求される電気的耐久回

保の実現が必要である，としている。また，新設か

数を調査した結果（顧客ヒアリングから推定）を示

ら撤去までの，いわゆるライフサイクル延長のため

す。実質，100 万回あれば大半を満足することが可

の長寿命化の取組みに留まらず，更新を含め，将来

能であり，駆動装置においては 10 万回程度と想定

にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるた

される。このような背景から，一次側開閉用途（低

めの取組みを実行することにより，メンテナンスサ

頻度開閉，電流開閉，断路目的）に最適な SK シ

イクルの構築と継続的な発展につなげるとある。
高圧受配電機器では，最新の高圧遮断，絶縁材料

リーズとして，
「SK18」
「SK22」を開発した。詳細
は 4 . 1 節で述べる。

の技術を用いてライフサイクルコストや使いやす
さを追求し，更新時に顧客のメリットが得られる

3.2

受配電設備分野

⒜

再生可能エネルギーやスマートグリッド
太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用拡大，

電気自動車の普及，データセンターの高電圧直流給

ような新商品の開発に取り組んでいる。最近では，
「MULTI.VCB」
「Auto.V」とストライカ引外し式限
流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器（LBS）を開発し
た。詳細は 4 . 4 節で述べる。

電システムやスマートグリッドなど，従来とは異な
る直流配電系統が拡大しつつある。安全に運用する

3.3

海外市場

ための直流保護技術の確立が必要になっており，短

アジア市場は，リスクはあるもののインフラへの投

絡や地絡といった故障モードに対しての研究開発を

資が活発で，日系企業の投資が今後も続くと予想され

進めている（201 ページ“直流配電システムの短絡

ており，市場のニーズ（スペック，価格）に対応した

故障・地絡故障推定技術”参照）
。

製品の投入が必要である。この地域に向け，電磁開閉

2011 年に発生した東日本大震災以降，
「再生可能

器などの開閉機器や配線用遮断器などの低圧受配電機

エネルギーの固定価格買取制度」
（FIT）もあり，建

器においては，ラインアップ拡充を進めている。空調

設が比較的容易な太陽光発電の導入が進んでいる。

機器などでは必ずしも高頻度の開閉が要求されないの

2011 年度までは住宅用の設置が大半を占めていた

で，東南アジア・中国市場向けに低価格かつ耐久性を

が，FIT 施行後は非住宅用に分類される発電事業と

持つ電磁開閉器「FJ シリーズ」を市場に投入している。

しての設備への導入が急増している。一方で，メン

従来の 32 A までのラインアップに加えて，40〜95 A

テナンスフリーといわれてきた太陽電池では，パネ

を拡充した。

ル表面にできた影によるホットスポットや，出力が

また，タイ国の富士タスコ社を核として，変電機器

低下する PID（Potential Induced Degradation）現

でアジアでの事業を拡大することを重点施策としてい

象，製造時のはんだ不良などに起因した太陽電池パ

る。高圧受配電盤に使われる高圧受配電機器は，国内

ネルの故障が，設置後 10 年間で 10 % を超えて発生

では 7.2 kV の JIS 準拠品が求められるが，東南アジ

しているという報告もあり，高効率化や信頼性を求

アでは 24 kV の IEC 準拠品が必要となる。このため

める声が高くなっている。また，発電コストを低減

24 kV の真空バルブ，小型で絶縁を強化した構造，イ

するために，直流 1,000 V への高電圧化が進んでいる。

ンタロック構造などが求められる。今後，この分野の

富士電機は，こうした信頼性の向上や高電圧化に
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図₇ 「シンクロセーフコンタクト」搭載の非常停止用押しボ

タンスイッチ（φ22）

図₆

電磁接触器「SK18」
「SK22」

機械の安全性に関する国際規格は体系化され，これを

最新の機器コンポーネントの取組み

性や安全性を徹底的に追求し，あらゆる安全ソリュー

（＊ 9）

4.1

基に，製品には安全性の向上が求められている。信頼

開閉機器

ションに対応した「シンクロセーフコンタクト」搭載

電磁接触器「SK シリーズ」は，2012 年に定格 12 A

の非常停止用押しボタンスイッチ（φ22，φ30）を開

までのミニチュアに分類される定格範囲を発売し，世

発した。この開発では，モールド成形品を用いた小型

界最小サイズかつ低消費電力の電磁接触器として好評

開閉機構技術を向上させ，トリガーアクションや操作

を得ている。さらに，2014 年 6 月に 18 A，22 A 定格

部と接点部を分離した状態においては NC 接点は必ず

の機種「SK18」
「SK22」を拡充した（図 ₆）
。この開発

開路状態になる機構を開発した。

では，高効率電磁石技術を向上させ，小型で低消費電

φ 22 の外観を図 ₇ に示す。主な特徴を次に示す。

力の直流電磁石の開発に成功している。

⒜

独自のシンクロセーフコンタクト

⒝

接点動作状態の視認性を向上させるサイドイン

SK18，SK22 は，
「SK12」の基本的な特徴を引き継
ぎながら，インバータ・サーボの一次側開閉用途（低

ジケータ

頻度開閉，電流開閉，断路目的）に最適な製品となっ

⒞

セーフティ・トリガーアクション機構

ている。主な特徴を次に示す。

⒟

脱着が簡単な操作部と接点部

⒜

小型化

詳細は，181 ページ“
「シンクロセーフコンタクト」

従来比で，幅寸法が 15 % 減，奥行寸法が 13 % 減
を実現した。直流操作形であり，同定格クラスにお

搭載 非常停止用押しボタンスイッチ（φ22，φ30）
”
に記載している。

いて世界最小である。
⒝

4.3

コイル低消費電力化

従来比で 66 % 減を実現した。直流操作形であり，

（＊ 11）

低圧遮断器

国内の住宅向け以外の太陽光発電システムでは，発

同定格クラスにおいて世界最小である。

電 コ ス ト を 低 減 す る た め に 直 流 600 V や 750 V か ら

⒞

1,000 V への高電圧化が進むとともに，事故時の安全

溶着限界電流の向上
従来比で 2.5 倍の向上を実現した。

詳 細 は，176 ペ ー ジ“ 電 磁 接 触 器「FJ シ リ ー ズ 」
「SK シリーズ」の機種拡充”に記載している。
4.2

性の要求が高まっている。直流では電流ゼロ点がない
ため，電流遮断のためには電源電圧以上にアーク電圧
を強制的に高める必要がある。また，接続箱や集電箱
間の短絡時には逆電流が流れることが指摘され，安全

（＊ 10）

制御機器

性を保障する機器が求められている。この市場動向を

制御機器の代表的な製品として操作スイッチがある。

踏まえて，直流高電圧遮断技術の研究・開発を行って

非常停止用押しボタンスイッチは，人への危険性や機

いる。今回，直流 1,000 V の無極性遮断技術による逆

械の損傷を未然に防ぐ重要な操作スイッチとして使用

接続可能な直流高電圧回路用ブレーカ（400〜800 AF）

（＊ 9）開閉機器

（＊ 10）制御機器

（＊ 11）低圧遮断器

モータなどの電気回路を頻繁に開閉するために，低圧

機械やシステムを制御するために，低圧の制御回路に

回路で使用される機器である。本特集では，電磁接触

使用される機器である。本特集では，操作スイッチ， される遮断器である。本特集では，配線用遮断器，漏

人体，電線，機器を保護するために，低圧回路で使用

器，電磁開閉器のことをいう。

リレー，センサ，タイマのことをいう。

電遮断器，マニュアルモータスタータのことをいう。
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を開発した。主な特徴を次に示す。
⒜

外形：「G-TWIN シリーズ」400〜800 AF と同一

⒝

定格使用電圧：DC750 V（3 極品）
，DC1,000 V

（4 極品）
⒞

内装，外装付属品：G-TWIN シリーズと共通

⒟

逆接続可能（無極性）

⒠

ノンオートスイッチ（負荷開閉器）のライン
アップ

詳細は，196 ページ“直流高電圧用ブレーカの無極
性遮断技術”に記載している。
（＊ 12）

4.4

高圧受配電機器

特集

高度情報化が進む中，高圧受配電設備では電力の安

図₉

ス
 トライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉
器（LBS）

定供給や信頼性向上がますます求められてきている。

受配電・開閉・制御機器コンポーネント

また，近年では太陽光発電設備にも使われ，用途が拡
大している。市場動向としては，小型化をはじめ，使

⒞

いやすさを向上し，耐環境性を高めるとともに，メン
テナンスや導入・更新を含めたライフサイクルコスト

使いやすさの向上
パネルカットの簡素化と端子台を標準装備してい

る。
詳 細 は，186 ペ ー ジ“ 高 圧 真 空 遮 断 器「MULTI.

を抑えられる商品が求められている。
こうした中，数十年間にわたって顧客に使われ続け
てきた汎用の高圧真空遮断器と負荷開閉器の基本シ

VCB」
「Auto.V」
”に記載している。
⑵

ストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷

リーズをモデルチェンジし，
「MULTI.VCB」
「Auto.V」

開閉器（LBS）の特徴

とストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷開

⒜

小型化（従来品比で容積 10 % 減）

閉器（LBS）を開発した。MULTI.VCB の外観を図 8 に，

⒝

使いやすさの向上

LBS の外観を図 9 に示す。

ヒューズ交換時の作業性，安全性を向上させると

⑴ 「MULTI.VCB」
「Auto.V」の特徴
⒜

ともに，絶縁バリアのワンタッチ化を実現した。
詳細は，191 ページ“ストライカ引外し式限流ヒュー

ライフサイクルコストの低減
注油周期 3 年を 6 年に延長し，正面からの作業が

ズ付高圧交流負荷開閉器（LBS）
”に記載している。

可能である。
⒝

絶縁性能の耐環境性向上

4.5

耐トラッキング性能を向上させた。

電力監視機器

再生可能エネルギーの利用が拡大する中，太陽光
発電関連機器として直流高電圧（DC1,000 V）に対応
し，ストリングごとの発電電流および発電電圧を計測
して常時監視を行うことが可能となるストリング監視
ユニット「F-MPC PV」を開発した。特徴を次に示す。
⒜

最大 DC1,000 V の直流高電圧の測定

⒝

最大 12 個のストリングの計測

⒞

接続箱内の状態監視に必要な温度，ディジタル

入力情報を一括監視
⒟

シャント抵抗方式による高精度な計測

⒠

上位監視システムによる統合的な一括管理

この分野の市場動向として，小型化，既設設備への
対応，制御電源や通信配線をなくす動きがある。富士
電機はこれらに対応するために，ホール CT を用いた
図₈

高圧真空遮断器「MULTI.VCB」

（＊ 12）高圧受配電機器

高圧断路器，高圧ヒューズ，高圧電磁接触器，保護継

高圧受配電設備に必要な機器である。本特集では， 電器のことをいう。
3.6 kV から 36 kV までの高圧遮断器，高圧負荷開閉器，
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電流検出方式，制御電源の太陽光発電からの取得，無
線化などの技術開発を行い，機種拡充を図っていく。

5
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