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スイッチギヤとは，電路を安全に開閉するとともにそ
単位：mm

の状態を監視することができる装置である。海外向けの
スイッチギヤには，IEC 規格（IEC 62271-200）が適用さ
れる。この規格では，故障や保守時の運転継続性に関す

VCB 盤（受電）
2,400

る構造の分類および周囲の人の保護の分類など，安全な
構造に対する考え方が強化されている。また，国内規格
である JEM 規格も IEC 規格に整合させていく方向にある。

VCB 盤（フィーダ）
VMC 盤（フィーダ）

富士電機は，これらの背景から，海外向けに IEC 規格
に適合する 7.2 kV スイッチギヤを製品化した。
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7.2 kV スイッチギヤの外観を図 1 に，主な仕様を表₁ に
示す。スイッチギヤには，真空遮断器（VCB：Vacuum

図1

7.2 kV スイッチギア

Circuit Breaker） と 高 圧 真 空 電 磁 接 触 器（VMC：
Vacuum Magnetic Contactor）を収納している。これら

表₁ 7.2 kV スイッチギヤの主な仕様

の収納機器の外観を図₂ に示す。
₁.₁

⑴

項
型

安全性

機械的インタロック
人に対する安全を優先させるために，機械的な機構に

目

式

VCB盤

VMC盤

VC-V6 A

VC-VS6 A

適用規格

IEC 62271-200

定格電圧

3.6/7.2 kV

定格母線電流

よるインタロックを設けている。

定格電流

正面の扉は，遮断器（VCB，VMC）が断路位置または

2,500 A
2,000/1,250 A

定格短時間耐電流

試験位置のときだけ開放できる機構とし，背面のカバー

31.5/40kA

運転継続性（LSC）

は，接地装置が“入”
（ケーブル側接地で無電圧状態）の

200/400 A
3s

LSC 2B-PM

内部アーク分類（IAC）

AFLR

31.5kA

1s

ときしか開放できない機構を設けている。また，接地装
置は遮断器と同時に操作できず，遮断器が“切”のとき
だけ遮断器の挿入または引出しができるようにしている。
⑵

操作用変圧器

点検時の安全性

絶縁フレーム

IEC 規格では，点検時の停電範囲に関する運転継続性

パワーヒューズ

（LSC：Loss of Service Continuity）による機能区分が規
定されている。運転継続性による区分は，従来のメタル

外部操作機構

クラッド形（MW）やコンパートメント形（CW）の仕切

トラック部

板の構造による区分に代わるものである。

開閉器部

開発品の LSC は，運転時の点検が安全にできる“LSC
2B -PM”に対応している。安全に点検できるように，遮
断器のブッシング部には接地された金属製シャッタを採
用し，盤の内部には遮断器室，母線室，ケーブル室ごと
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（a）VCB

図2

（b）VMC

スイッチギヤの収納機器（VCB と VMC）

変電技術部
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に鉄板で仕切りを設けている。
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内部アーク事故時の安全性
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万一，内部アーク事故が発生すると高温のガスや飛散
遮断器室

物によって周囲の人に被害が及ぶリスクがある。IEC 規

制御室

遮断器室

制御室
正面

正面

格では正面（F）
，側面（L）
，背面（R）ごとに人に対す
る安全性についてクラス分類が規定されている。本装

母線室

母線室

置の接近可能性は，スイッチギヤから 300 mm 離れた範
ＶＣＢ

囲（接近性クラス A）の全方向が安全なエリアとする

ＶＭＣ

“AFLR”を適用している。
⑷

ケーブル室

絶縁母線構造による充電部の露出防止

地絡・短絡事故の低減を図るため，母線は絶縁コーティ
ングを標準としており，接続部には絶縁カバーによる保
護を行い，充電部が露出しない構造としている。
₁.₂

（a）VCB 盤

盤幅と奥行の縮小

図₃

（b）VMC 盤

フィーダ内部構造図

VCB 盤は，盤幅を小さくするために，VCB の相間を縮
小した絶縁フレームを開発し，ケーブル取合い位置を盤
₂.₂

の下部にすることで，盤幅と奥行きを縮小した。

内部アーク事故対策

内部アーク事故時には，アークエネルギーによる急激

VMC 盤は，盤幅を小さくするために，パワーヒューズ
を VMC の前後に配置し，上部に操作用変圧器，下部に

な内圧上昇と温度上昇が生じる。そのため，遮断器室，

開閉器部を配置した。主回路の絶縁被覆と絶縁バリアに

母線室，ケーブル室ごとに放圧装置（フラッパー）を設

より絶縁距離を短縮することで盤幅を縮小するとともに，

けることで内圧上昇を抑え，盤の周囲にいる人に被害を

VCB 盤の奥行にも合わせた。

及ぼさずに安全に放圧できる構造とした。

なお，VMC の操作方式は常時励磁式とラッチ式の二種

内部アーク事故時の内圧上昇について，シミュレーショ

類があり，どちらの方式の機構も同一サイズで提供が可

ンにより圧力解析と強度解析を行った。ケーブル室の圧

能である。

力解析と強度解析の例を図₄ に示す。内部アーク事故発
生直後の圧力分布を示しており，アーク発生部近傍（赤

₁.₃

色部）の圧力が最も高くなっている。圧力解析と強度解

トラックタイプ遮断器（VCB，VMC）

遮断器は，リフターを使用せずに電気室の床面にその

析を組み合わせて検討することで，区画ごとの最適な放

まま搬出入できるトラックタイプを採用し，停電作業時

圧面積とし，内部アーク事故時の圧力上昇に耐えるフレー

に遮断器の点検を効率的に行えるようにした。
₁.₄

圧力
大

めっき鋼板とリベット構造フレーム

耐食性に優れた特殊アルミニウム合金めっき鋼板をフ

応力
大

レームに採用することで，塗装の削減など環境に配慮し

小

ている。また，薄板リベット組立構造を採用し，軽量化

小

とリサイクルに配慮している。

₂

背景となる技術
（a）圧力解析

VCB 盤と VMC 盤のフィーダ内部構造図を図₃ に示す。
₂.₁

図₄

内部アーク事故時の圧力解析と強度解析の例

図₅

内部アーク試験

外部操作機構ユニット

IEC 規格には，扉が閉じた状態で盤外から遮断器の挿
入や引出しの操作ができるようにすることが規定されて
いる。そこで，外部操作機構ユニットを開発し，遮断器
に搭載した。遮断器の挿入や引出しが容易に行えるよう
に，このユニットには送りねじ方式を採用した。
また，接地装置も正面の扉を閉じたままで開閉操作が
できる構造とした。さらに，扉の外から遮断器の開閉状
態を目視で確認できるように，強化ガラスを使用した監
視窓を設けた。
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（b）強度解析

2015-S04-2

IEC 規格適合 7.2kV スイッチギヤ

ム構造を決定した。

発売時期
₂.₃

内部アーク試験

2014 年 10 月

内部アーク試験は，公的試験機関で実施した。IEC 規
格では，内部アーク試験の条件として電気室の壁や天井
などの模擬の配置を詳細に規定している。内部アーク試

お問い合わせ先

験の状況を図₅ に示す。

富士電機株式会社

遮断器室，ケーブル室，母線室ごとに内部アーク試験
を行い，万一の内部アーク事故時の安全性を十分に満た

営業本部海外プラント統括部営業第四部
電話（03）5435-7062

していることを確認した。
富士電機株式会社
営業本部素材産業統括部営業第三部
電話（03）5435-7016

（2015 年 4 月 24 日 Web 公開）
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