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要　旨

電力系統の保護機器であるガス遮断器（GCB）は，信頼

性の確保とともに送変電系統の拡充と経済性追求というニ

ーズに応えるべく大容量・小型化が進められてきた。三菱

電機は，1965年に国内の先駆けとなるGCBを納入以来，

国内外への定格電圧72kVから1,100kVの単体GCB及びガス

絶縁開閉装置（GIS）用GCBを３万台以上という豊富な納入

実績を持ち，半世紀にわたって電力用開閉機器の業界をリ

ードする新技術・製品を開発・実用化してきた。

一方で，現在，設計想定寿命の30年を超える機器が増加

しており，2020年以降には市場の40％強にも達することを

鑑みて，近年のユーザーニーズであるGCBのコストダウ

ン・環境負荷低減はもとより，経年機器の更新工事費用削

減や長期使用に対応するために，変電所の運用に関わる保

守・更新対応性・系統信頼性の向上につながる新機種を開

発している。

近年のGCB新機種の開発概要は次のとおりである。

盧 ばね操作装置・新材料ノズルの適用による保守・点検

項目の削減，点検周期の延伸化，操作箱・制御箱の配

置見直しによる作業性・安全性の向上

盪 全装輸送適用範囲の拡大と制御箱の一体輸送化による

据付期間の短縮

蘯 ばね操作装置の適用による故障率の削減と，開閉極位

相制御適用による系統信頼性の向上

ニーズ

新材料ノズルの適用

全装輸送適用範囲の拡大

消耗品の長寿命化

ばね操作装置の適用

故障率の削減

操作箱・制御箱の配置見直し

作業性・安全性の向上

保守・点検項目の削減

更新対応性向上 系統信頼性向上

保守性向上

据付期間の短縮

開閉極位相制御の適用

開閉サージの抑制

近年のユーザーニーズに応えるため，GCBのコストダウン・環境負荷低減はもとより，新材料ノズル・ばね操作装置の適用，操作箱・制御
箱の配置見直しによる保守・点検項目の削減，点検周期の延伸化，点検性の向上，全装輸送適用範囲の拡大と制御箱の一体輸送化による据付期
間の短縮による更新対応性の向上，ばね操作装置の適用拡大による故障率の削減と，開閉極位相制御適用による系統信頼性の向上を図っている。
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1．ま え が き

当社は，1965年に国内の先駆けとなるGCBを納入以来，

電力系統の送電容量・短絡容量増大に伴い，１遮断点当た

りの電圧及び電流の大容量化を目的としたGCB開発を

行ってきた。

現在，国内外に定格電圧72kVから1,100kVの単体GCB及

びGIS用GCBとして３万台以上の納入実績を持っているが，

近年，設計想定寿命の30年を超える機器が増加し，2020年

以降には設備全体の40％強に達する見込みであり，GCB

でもGISと同様に①経年劣化による機器の信頼性低下，保

全費用の増加，旧形設計構造機器に対する保全対応力の低

下，②生産能力の確保，停電期間の短縮，③保守・点検項

目の削減と保守の効率化や，系統信頼性向上といった課題

があるが，特に比較的頻繁に発生する操作装置部分やタン

ク内の消弧室に対する保守・点検作業の削減及び作業性向

上が求められている。当社では，この課題に対する解決策

として，保守・点検作業を削減できるばね操作装置の高出

力化とばね操作GCBの適用拡大等を進めてきた。

図１に，ばね操作GCBと従来の油圧操作GCBの適用機

種の変遷を示す。国内では高出力を要求される超高圧・

超々高圧GCBには油圧操作装置，比較的小出力の特高

GCBにはばね操作装置が適用されていたが，ばね自身の

運動にかかるエネルギーを極小化でき，コイルばねに比べ

て高出力化に有利なトーションバーをばねとして用いた操作

装置を1988年に製品化し，消弧室の高性能化・軽量化による

所要操作力の低減によって高電圧クラスへの適用拡大を図っ

てきた。2011年には更なる消弧室の所要操作力の低減とトー

ションバー式ばね操作装置の高出力化によって，550kVばね

操作GCBを製品化し（1），国内全電圧クラスへのばね操作装置

適用を達成した。

図２秬，図２秡に550kVばね操作GCB及びこれに適用し

たトーションバー式ばね操作装置の外観を示す。

本稿では，近年当社で行ってきたばね操作の適用拡大を

始めとした，GCBの保守性，更新対応性，系統信頼性の

向上に向けた取組みについて述べる。
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図１．ばね操作GCBと油圧操作GCBの適用機種の変遷
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図２．550kVばね操作GCB及びトーションバー式ばね操作装置
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2．保守性の向上

2 .1 ばね操作装置の適用による保守・点検項目の削減

2. 1. 1 保守削減のための適用技術

ばね操作装置は，空気圧操作や油圧操作などの流体圧力

を用いる操作方式と異なり，操作エネルギーが固体（金属）

の弾性エネルギーとして蓄えられているため，操作エネルギ

ーの保持という観点からは本質的に長期安定性に優れている。

一方，動作の制御指令を機械系の回転や摺動（しゅうど

う）によって伝達するため，部品相互の摩擦力の変化に対

する配慮が，ばね操作装置の長期安定性や保守性を向上さ

せる上で重要な課題となる。当社は，小勢力部の軸受には

異物の混入防止及びグリースの流出防止を目的に密封式ベ

アリングを採用するとともに，蓄勢機構の歯車には乾性被

膜潤滑剤の焼付けを行うことで，保守時のグリース塗布作

業を不要とし，メンテナンスフリーとした。表１に当社の

ばね操作装置への適用技術と効果を示す。

2. 1. 2 保守点検項目・費用の削減

メンテナンスフリーのばね操作装置の適用によって，保

守点検項目・測定項目を油圧操作装置の半分程度に削減した。

表２に油圧操作GCBとばね操作GCBで必要となる電装

品等の定期交換部品の点数及び点検・測定項目数の比較を

示す。油圧操作GCBで必要となる油圧圧力スイッチ及び

油圧計等の補器がばね操作GCBでは不要となることから，

部品点数及び定期点検時の点検項目を60％に，測定項目を

40％に削減できる。

ばね操作GCBの点検費用も，油圧操作GCBに比べて大

幅に削減できる。一例として，図３に12年ごとに開放点検

を実施する条件で試算した550kV GCBの油圧操作GCBと

ばね操作GCBの保守コストの比較を示す。ばね操作GCB

適用によって，36年間で保守コストを油圧操作GCBの約

40％に削減可能である。

2. 2 点検周期の延伸

2. 2. 1 新材料ノズルの適用

電流遮断に伴い交換が必要となるノズルについても，消

耗を低減できる材料を適用することで開放点検周期の延伸

を可能とした。

GCBの電流開閉は，消弧室のアークコンタクト間に発

生したアークにノズルによって制御されたガス流を吹き付

けることで行われるが，この時のアークから発せられる放

射光によって，ノズル内面に炭化による消耗が発生するた

め，一定の遮断回数経過後に交換する必要がある。この消

耗を軽減するため，ノズルには無機質材料が充てんされて

いるが，この充てん材の分散度を制御することで，ノズル

の消耗を更に低減することを可能とした。図４に従来材料

及び新材料ノズルの多数回電流遮断後（25kA×10回遮断後）

の様相を示す。新材料の適用によってノズル内面の炭化の

度合いが低く抑えられていることが分かる。

新材料適用によるノズルの消耗量の抑制によって，電流

遮断回数による解放点検の周期を大幅に延伸した。表３に

従来ノズルと新素材ノズルとの点検周期の比較を示す。新

材料ノズルの適用によって，負荷電流開閉では5,000回，

無負荷小電流開閉では10,000回の点検周期にすることがで

き，従来に比べ２倍の延伸を可能とした。

2. 2. 2 開閉極位相制御の適用

系統電圧・電流位相に合わせて開閉タイミングを制御す

る開閉極位相制御は，調相用設備や変圧器用開閉時の過電
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適用技術 効果

大出力化

駆動源にトーションバーを適用
・高速化，簡素化の達成
・振動，衝撃の抑制

平歯車方式のばね蓄勢機構を採用
・蓄勢効率の向上
・蓄勢動作の安定化

信頼性向上 全箇所に転がり軸受を採用
・摩擦影響の極少化による
動作信頼性の向上

保守点検性
向上

歯車に乾性被膜潤滑剤を焼付け
・摩擦損失の低減
・グリース再塗布不要

シール付軸受を採用
・グリースの流出防止
・防塵（ぼうじん）効果

油圧操作GCB ばね操作GCB

交換部品点数 100% 60%

点検項目数 100% 60%

測定項目数 100% 40%

表１．ばね操作装置への適用技術と効果

表２．油圧とばねの部品点数，点検・測定項目数の比較（1）

図４．多数回電流遮断後のノズルの様相（2）

秬　従来材料ノズル 秡　新材料ノズル

図３．保守コストの比較（1）
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圧や過電流を抑制するために適用されているが，投入時の

プレアークや開路時の再発弧を抑制できることから，

GCB極間のアークコンタクトやノズルの消耗を抑制し，

開放点検周期の延伸が可能である。表４に開閉極位相制御

の適用有無による点検周期の比較を示す。開閉極位相制御

の適用によって，進み小電流負荷開閉及びリアクトル負荷電

流開閉では2,000回から4,000回に点検周期が延伸可能である。

2. 3 操作箱点検性の向上

充電部の地上高の低い特高GCBでは，保守・点検時に

点検員が作業する操作箱をタンク側面に配置することで，

主回路接続用架線下での点検作業を排除し，保守・点検時

の作業性・安全性の向上を図っている（3）。

図５に168kV GCBを上方から見た外形を示す。主回路

接続用架線の接続方向に対して，操作箱へのアクセス方向

を90°とすることで，日常点検で架線下へ入り込む点検作

業を不要にできるよう配慮した。

3．据付期間短縮による更新対応性向上

ブッシングを含めたガス封入部分を全て工場で組み立て

て，現地まで輸送する全装輸送を行うことで，現地据付け

時のタンク開放作業が不要となり，工場の管理された環境

下で組立て・試験された状態の維持を図っている。これに

よって，機器の信頼性を向上させるとともに，輸送及び現地

作業の極小化が図れ，現地据付期間を短縮することができる。

また，全装輸送可能なGCBでも大型の制御箱を適用す

る場合は，制御組立可倒式として現地据付作業及び結線作

業・試験の削減を可能にした。図６に362kV GCBの輸送

形態と据付形態を示す。輸送時には90度跳ね上げる可倒式

構造とし， 現地据付時には制御箱を90度回転させるだけ

として現地での結線・試験作業を不要とし，同時に保守点

検時のアクセス性向上を図った（4）。

4．系統信頼性向上

4. 1 ばね操作GCB適用拡大による故障率の削減

ばね操作GCBは油圧操作GCBより故障率が低いことか

ら，故障や修理に伴う停止が少ない信頼性の高い運転が可

能である。同様の結果がCIGRE WG A3.06を始めとした変

電機器の信頼性調査結果（5）でも得られている。

図７にばね操作GCBと油圧操作GCBの納入台数と障害

発生件数を比較した結果を示す。油圧操作GCBでの障害

発生率（障害発生件数/納入台数）は0.27である一方，ばね

操作GCBの障害発生率は0.06である。

図７に示された障害の大半は，操作装置部における軽故
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図６．362kV GCBの輸送形態と据付形態
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図７．障害発生率の比較
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表３．従来材料ノズルと新材料ノズルとの点検周期の比較

表４．開閉極位相制御の適用有無による点検周期の比較

図５．168kV GCBの操作箱アクセス方向
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障であり，これを様相別に分類したものを図８に示す。

ばね操作装置の障害全38件中26件が誤・不動作によるも

のである一方，油圧操作装置での障害（全126件）は誤・不

動作（41件）以外に漏油（63件）や弁閉塞（へいそく）（13件）が

見られ，これらの総和（76件）が油圧操作装置とばね操作装

置の障害発生件数の差（88件）の大半を占めている。この発

生件数の差は，ばね操作装置と油圧操作装置の構造の差に

起因していることが分かる。

4. 2 開閉極位相制御適用による系統安定性の向上

開閉極位相制御の適用によって，突入電流・過電圧等の開

閉サージが抑制され，電力系統の信頼性に寄与する。表５に

開閉極位相制御の適用対象と適用効果を示す。

5．む　す　び

当社は，半世紀にわたり電力用GCBの業界をリードす

る新技術・製品を開発・実用化し，電力流通設備の信頼

性・経済性・保守点検性向上に努めおり，その概要は次の

とおりである。

盧 ばね操作装置・新材料ノズルの適用による保守・点検

項目の削減，点検周期の延伸化，操作箱・制御箱の配置

見直しによる作業性・安全性の向上

盪 全装輸送適用範囲の拡大と制御箱の一体輸送化による

据付期間の短縮

蘯 ばね操作装置の適用による故障率の削減と，開閉極位

相制御適用による系統信頼性の向上

今後も機器使用にかかわるニーズに応えられる機器及び

サービスの提供を図っていく所存である。
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図８．操作装置部における様相別障害件数
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適用対象 適用の効果

無負荷変圧器投入 励磁突入電流の
抑制

・投入抵抗の省略
・電圧の安定性向上
・保護リレーの誤動作防止分路リアクトル投入

コンデンサバンク投入
突入電流の抑制 ・遮断器接触子損耗の低減

過電圧の抑制 ・絶縁レベルの低減

無負荷送電線投入 過電圧の抑制
・投入抵抗の省略
・絶縁レベルの低減

分路リアクトル遮断 再発弧の防止
・絶縁レベルの低減
・GCB接触子損耗の軽減

無負荷送電線・
コンデンサバンク遮断

再点弧の防止
・進み小電流遮断性能の
信頼性向上

表５．開閉極位相制御の適用対象と適用効果（5）
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