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日立MINlコ ンタクタとその応用
HitachiMINIContactor andIts Application

遠 丙 栄 寿*
Eiju T6nisbi

Si=Ceits deveIopment some ten vears ago′Hitachj High Tension Air Break

巨Iect｢omag=etjc Contactor has bee= eXtenSivelv usedin the form of such

COntaCtO｢-aPPljed p｢oductsas川tachj川gh Tension MagneticS＼付l比h Box′H什achi

川ghTensio=Combi=ationStarter′etC.However.followjngtherecenttrendofthe

COnCe｢ned field towa｢ds miniat山zation and hjgher economicalilv′H什∂Chlhas

developed a minねt=｢e.high efficie=Cy Serjes of co=t∂CtOrS and putiton market

=nde｢thet｢adenameo†HitachiMINICont∂CtOr･The=eWCO=1actor.separatelvor

b=iltin suchp｢oductsasNewHitachiHighTens旧=M∂gneticSvv什chBox∂ndMINI

Combjn∂tionStarter′etC..isfjndi咽mOreaPPlic∂tioninvariousindustries.

This a｢ticle mt｢od=CeS 心 basic characteristics a=d a few examples ofits

appllCalion.

1.緒 巳

近年,各椎工業における電動力応用の規模の増大に伴い受配電

設備はしだいに大容量化し,高圧電動機および力率改善用蓄電器

などの高圧機器の使用が増大している｡その制御方式も高度化し

開閉保護装■琵引二はますます高度の性能と信頼作が要‾求されるよう

になった｡一般に各椎電動カー日用における高圧電動機の能力と信

頼性は,それに用し-られるi亡i斥接触器の性能いかんによって去三石

されると言っても過言ではない｡

高山三接触器に要求される性能としては,

(1)頻繁(ひんばん)な開閉に耐え寿命が良いこと｡

(2)電流しゃ断時のアー1クエネルギ】が少なく,開閉時に有害

な過渡現象を発生しないこと｡

(3)投入時のチャッタリングや誤動作がなく,またしゃ断時間

が短く確実なこと｡

1:4)制御ノ在ナJの小さいこと｡

と､r若きであり,さらに

(5)′J､形,軽量と経済的であること｡

鳩)放し､やすく,保7点検が容易であること｡

か一群求される｡

Ih三彗望作所においてはこれら要求に沿うために辰年の実績と経

験を生かして′ト形高圧1て中電磁接触器日立MINIコンタクタンリ

【ズを,展礎研究と--ト分な試作試験を経て開発,製品化し,すで

に多数子iの納入実績を有し好評を得ている｡また10件以上の特許,

新三束をも出願中である｡
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ここにMINIコンタクタの概要と什能を諸試験結果を甚に報告

し,あわせて若干の応用製品について紹介する｡

2.日立MINlコンククタ(高圧気中電磁接触器)

2.1定格 と 性能

図1はMINIコンタクタ形式HGD-3A12,HGD-3B30,およぴ

HGD-一3D3｡の製品外観を,表1は本器シリーズの定格と性能を,

表2は標準仕様を示したものである｡

準拠規格とLてはJEM-1167(1969)｢高圧交流電磁接触器+があ

り,さらにNEMA.IC-PART24,B.S.775およぴⅤ.D.E.0660など

の外凶規格を参照して製作され性能が確認されている｡

2.2 特 長

(1)新消弧方式による画期Fl勺小形軽量化

アークシュートに新消弧方士じ(放射状バリヤによるアークの伸

長i甘却と余席冷却枇の消イオン効果の併用,特許,新案出願中)を

採用することにより画期的′ト形,軽量となった｡

(2)しゃ断件能がすぐれている｡

アークシューートに新消弧方式を採用するとともに,吹消コイル

は常時通電となっているので定格しゃ断芥量付近の大電流は1サ

表1 MINIコンタクタシり【ズの定格と性能

形 式

1主 格`屯†上(kV)

HGD

-3A12

HGD

-3B3(,

HGD

-3D3｡

HGM

-3A12

3.3

HGM

--3B3｡

HGM

-3D3｡

定 桁 電 流(A)1120 200

3

400 120 200 400

定格Lや断答遺(MVA) 12.5 0 12.5

2,200

30

定格短時間iE流(A) 2,200 5,300 5,300

開 閉 容 量 A純(立件屯流の10イーた)

開 閉 ひ ん度 1サ(1,200仙/h)
2り‾

(600川/b) 1ぢ▲(1,200回/h)
2‾与▼

(600川/h)

電気的寿命(万l口]) 50 25 50 25

機械的寿命(方凹) 250 250(■jlはずL憐1沸寺跡ま10)

与主格操作`.一己トf三

絶縁折紙

AC 100/110V,200.′ノ220V,50/60Hz

DC 100/110V 100/110V

3じB(ただL†臥一川】は除く)

拉

大

過

拝J

電 動 横(kW) 450 750 1,500 450

550

750

1,000

1,500

変J主 器(kVA) 550

550

1,000 2,000 2,000

コンデンサ(kVA) 1,000 2,000 550 1,000 2,000

過 肘 規 桁 JEM-1167｢指圧交流一.E磁接触器+
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表2 MINIコンタクタシリーズの標準仕様

形
J℃

HGD HGD

-3A.2 --3B3｡

HGD

-3D｡0

3

HGM

-3A12
+

HGM

-3B3｡

HGM

-3D3｡

左 桁 ′定 圧(kV)
.3

定 格 電 流(A) 120

1.0

200
】

400r120

1,4

200 400

十王

人

コ

イ

ル

l

AC

200/220V

投入電流
1.3

借用電流 0.3

(SR付)

0.35

(SR什)

0.4

(SRす■･j■)

2.8

30s

1.7

AC

100/110V

DC

投入電流.1.85

常柑電流二0.6

2.6

0.7

2.8
+

1･8512･6

1 0.8

100/110V ;(SR什) (SR付)=SR付)

定 格 CONT CONT CONT 30s 30s

ト･トノブ若100/110V一兎(A)

コイル左 桁

投入時閃(ms)

1.4 1.6

!‾‾90110
30s

弓90

30s 30s

130 110 130

開 梅 峠 fiり(ms) 40 50 50 紬】 80 90

耐インパルス

(±1×4叫s)

補助

付(k抑 45 55 55
‾‾一‾‾‾‾1

45l

38

55 55

対ア1詔冒13840 40 40 40

紘一年間

l(kV)
27.5

R30TC

2S 28 27.5 28 28

接
ノ〔一丈

数 3a＋2b.

×11Sx2ASX2本l

3a＋2b

セレン幣流器

芥 子色

AC

200/220VJ

AC

100/110V
R40TCx6SX2ASX2イゝ

200VA3/3.3kV200/220V操作用変圧器

仕 様l

AC

200/220V 50/60Hz

AC 200VA3/3.3kVlOO/110V
100/110V 50/60Hz

1 柁 {.1=1イ 官ノFl 特殊紙ナナ1て

皇望
…･托】二(kg)l27

48 51 1 29 50 53

イクル以下のアMク時間でしゃ断される｡また電動機の無負荷電

流および変圧器の励磁i宣流などの10A以下の小電流も短時片りのう

ちに確亡夫にしゃ断できる｡

(3)岳ひん度の開閉に耐える長寿命と仁言新川ミ〔､

アークシュMトの要部に新たに開発した消弧什料ハイレックス

(特許山願中)を,主接ノさこに耐アーク作,耐溶着件のすぐれた特殊

紙介余接点を採用するとともに,操作電磁石および接触部分の合

理的,設計により開閉時の衝撃がきわめて小さく,また投入時の]二

接点のジャンプがないので高ひん度の開閉に耐える｡

(4)新材料の才耕一による絶縁性の向上｡

主要部分によりポリエステルとオ､ラス繊維の70リミックスモー1

ルドを採用L′ト形化するとともに耐トラlソキング件などの絶縁惟

能をIノーJ上した(1)

また,砧･肌圧が絶縁枇と鋼枇により完全に分牡されているの

で滋二仝である｡

(5)手間のかからない保守点検｡

構造がきわめて簡単でアークシュMトのロックねじをはずしア

【クシュートの取付けねじをゆるめ上方に回転するだけで主接点

の点検および交換ができ,また前面から点検できるのでキユーピ

クルに収納しても保守点検がきわめて簡単である｡

2.3 構 造

全体の構造は図1に示すように左右の鋼板製の側板を耐トラッ

クキング性,耐アーク性のすぐれたプリミックスモールド品の絶

縁台で--一体とし,この絶縁台に3相分の電源側端･‾r,負荷側端子

主【口l路接触部,ア椚クシュートを配置し一方の側板の外側に操作

電磁石,整流器および一体形の補助疲点を艶し,高圧部と低圧部

を分離して安全性を高めている｡

可動軸は従来のフェノール紙巻き成形の絶縁軸に代わり角冷

鋼製の卜に70リミックスモールド品の可動接点を含む可動接触部
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回2 MINIコンタクタの主回路開閉部の構造

を3相分西己置して従来品に比べて大幅に部品点数の低減を図って

いる｡図2は主回路開閉部の構造説明図である｡

2.4･アークシュート

2.4.1消 晩 方 式

高圧気中電磁接触器の消弧方式としては,主として磁気吹消

方式,デアイオングリッド方式,短ギャッ7D方式および空気吹

消方式などが知られているが,アークシュート内のアークバリ

ヤを放射状に配した磁気吹消方式がしゃ断時のアーク伸長距離

を大きくとれるなどの点より,最も合理的方式で一一般に広く採

用されている｡MINIコンタクタシリーズはこの放射状バリヤ

磁気吹消‾方式に金属冷却板による消イオン効果を併用する新し

い消弧方式を採用した｡また磁気吹消コイルへ常時負荷電流が

通電される連続通電方式としゃ断時のみ瞬間的にアーク電流だ

けが流れる無通電方式があり,経済性,i温度特性の血よりは無

通電方式が良いが,電動機の無負荷電流および変圧器の凧磁電

流など10A以下の誘導性電i充をしゃ断する場(ト無通電方式では

アーク時間が極端に良くなる欠点があるので,MINIコンタクタ

ンリーズでは従来どおり連続通電方式を採用した｡

2.4.2 構造および材料

アークシュートは図2に示すように特殊アスベストセメント

により成形された左右の側壁よi)構成され,その内部は左右両

側壁より交互に多数のバリヤを突出させて細げきを形成してお

り,さらにアークシュートの外周部に治ってバリヤの間に金属

冷却板を配置している｡またアークに直接さらされる固定側ア

ークホーン部分には新たに開発した轍化アルミ,リン酸およぴ

アスベストなどより成る耐アークノ性,消弧件のすぐれたハイレ

ックスを採用した｡

2.4.3 消 弧 作 用

消弧作用は次のような過程で行なわれる｡'可動接点が固定接

点から開離し接点間に発生したアークは連続通電グ‖吹消コイル,

吹消コイル鉄心および磁極板による吹消磁界の作絹によりアー

クシュートの‾放射状バリヤの細げきの奥部まで伸長され,強力

に冷却されるとともに金属冷却板の冷却および消イオン作用を

受けてアークエネルギーが急激に減衰し,電流の零点通過とと

もに効果的に消弧が完了する｡

2.5】彙作電磁石

操作電磁石は従来,交流励磁のときは交流電磁石,直流励磁の

ときは直流電磁石と使い分けられていたが,MINIコンタクタシ

リーズでは安定な動作が得られるクラッパー方式の直流電磁石を

用い,交流励磁のときは一休に取り付けられた整流器を介して得
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⊥I〕れる被軒如棚己によることにし､経析的な節約抵抗付きノ抑ゞ凧

磁ブナ式としており,投入動作時において節約紙杭行路用の特殊補

助b接点が肘臣のb接点より遅れてOFF動作を行なうことになる｡

席流電磁前に統一一一することにより次のようなメリットがある｡

(1)励磁グ)柿類に関係なく同一▲構造となり機柁が減少する｡

(2)交流電磁イ｢特有のうなり,馬蚤斉の心配がない｡､

(3)開閉操作時の動作衝撃が小さくに寿命である｡

(4)起動電流が小さいので柁作用変圧器を′トさくすることがで

きる.⊃

(5)′竜磁コイルを2コイル‾方式とL∴垂定格使用ができる｡

2,6 ラッチ式MINlコンタクク

ラッチ式MINIコンタクタは投人動作暗に投入開電磁コイルを

肋磁し､投入動作後はラッチ機構で概械的に保持する〔つ 閉路動作

時にはラッチ機脚二ある引はずい円電磁コイルを励磁してラッチ

を1j=まずL閉路する｡

瞬rぎ†】停電,う宣圧降卜などで七回路接.たが問絡Lてはならない継

続回路や,開閉ひん度が少なく電磁コイルの消印電力を節約した

い糊追および電源切換の和迩などに適している｡ラ･ソナ憐情と引

はずし周電磁イ=まユニット化され組子干せ構造となっているので基

本形からラッチ式への転換が容易であり,外形寸法､取付寸法な

と√は脹本形と同一一である｡

2.7 試 験 結 果

2.7.1動 作 試 験

JEM-1167によれば定格操作電圧の85%で支障なく動作する

ことになっているが､本MINIコンタクタシリーズでは社内自

主規心二准づき拉低動作電圧三を接人コイルホット状態で輯流器

付交流操作の場九 シ主格操作鼠咋の85%,直流操作の場合,忘

格操作電圧の80%に,釈放電圧を投入コイルコールド兆態で定格

保持電流の65%以下,10%以上としている｡

またラッチ式の場合引はずし電止は定格引はずし電圧の60%

以下で動作することを確認している｡

2,7.2 温度上昇試験

主回路には60Hzク‾)定桁電流を連続通電L,操作回路にはその

定格電圧を印加した場でナの主要部分の最終i克た度__卜昇故人依は表

3に示すようになっており,いずれも規格夙に対Lて十分な余

裕を持っている｡

2.7.3 耐電圧試験

各機椎とも商用周波数耐電一丁試験は10kVl分F卦衝撃波電庄試

験は30kV(1×40/`S)(ただしト州l板即=ま27.5kV)を確認lノてい

るり さノブに参考試験として南川糊波数電圧せん結恰は,各州Hり

30kV,対地間25kV,同州椀ド与+17kVであるし,

2.7.4 短絡しゃ断容量試験

各様椛とも動作責務:``CO”一2分-"CO':何役電拝:3.3kV､

しゃ断電流:定格しゃ斬電流,力率:0.1以■卜の条件で実施し

異常のないことを確認している｡

図3はHGD-3B30形MINIコンタクタの"CO''試験の代表的オシ

ログラムである｡図3のオンログラムよi)投入時の発弧もなく

接一た投人電流谷量も十分ある｡図4はMINIコンタクタンり椚ス

の小電流から大電i克までのアーク時間特性を示したものである｡

2.7.5 短時間電流試験,電力ヒューズ協調試験

接触器の短時間電流試験にはことおりの考えがある｡すなわち

(1)しゃ断容量を有する接触器は短絡時にリレーが動作して,

接触器を閉路するまでその定格しゃ断電流に相当する過電流に

熱的,機械的に耐えなければならない｡

(2)電力ヒューズと組み合わせて大容量電路に使用される場合

にはその電力ヒュ【ズが保証するしゃ断電流をしゃ断するまで

の間,接触器はその過電流に耐えなければならない｡
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表3i∴.キ.佗_L二昇試験結果

＼＼け三

抑ヒ部1ナ＼＼＼＼ミ

_ヤ;iプ蛸イ･(;は‥純)州別さ#皇_L(;抑てl∫Ll
ト■J11ヒ側桔

一 丁竺 卜 什 仙(deg)

HGD 3A,2

r

HGD-3B3巾 HGD-3DJ｡
規柄仙

(deg)

45 43 45 65

l

17
l

l45

24 24
l

65

F 64 68 90

吋上仙川柁

ーり)ゝI卜維

才ユノ､コイル｢抵抗Jこ

45 64

】

j 36

68 90

20 43 65

69 L___65.63 85

一寸:書一時紙り
HGD 3A12

HG】〕-3B3P

HGD 3D30

l-‾稚

:22Inm2 3.3kV

:50mm2 3.3kV

:150mm23.3kV

:20ms

I+FC綿才衣紋

LFC線接続

LFC粗接続

-¶
/｢ ∧

柑馴柑｢l三′

柑屯流5,540A
V )

‾

｢
〔.T碑抑苑

＼T柑ノ.E流5,38q 〔爪
拉入]イル電流

〕

)′′

〕+

〕へ

ムモ験一IEf【ミ:3.45kV,一〔E瀧:5,300A､Lて欄千客呈上と:30MVAl●CO''試験1

l､ズ】3 HGl〕一,3B3｡彬MINIコンタクタの乍t‾i路しゃ断芥呈試験

すシロ グラム
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告
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本MINIコンタクタシIJ【ズにおいては前老により乍加引珂電

流試験を､綬者により電ノJヒューーズとの組合せ協調試験を実施

L,その一卜′綿巨を確認Lている亡,如時間電流試験は各機柿とも試

験屯流:与正格短柑子i｢左流他,通電時日与ト0.5秒以_L･操作回路:

与ヒ松電｢i三の条什で失地され,異常のないことを確認している｡

図5は矧埠閃′蛋流試験の代表的オンログラムである｡電ブJヒュ

Mス■組合せ嘩調試験は各機椎とも対称しゃ斬容量250MVAグ)電
力ヒューズとの協調試験とし,試験電圧:3.6kV,短絡電流:

40kA(rms),操作回路:定格電圧の条件で実施され,実用上支

障のないことを確認している｡

表4は試験結果の概要を示したものである｡

2.7.6 開閉容量試験,閉路電5充容量試験

糾幾柁とも定格電流の10偶の電流を力率0.3で実施されてお

り,開閉芥呈試験は動作責務:``CO''--細秒間隔5回繰り返し,

占∫し験電柱:3.3kVの条件で,閉路容量試験は接触一戸のワイプを

許容消耗竜の%を減じた条件で"C-''のみ100恒]繰り返し異常ない

ことを確認Lている｡
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図5 HGD-3B3｡MINIコンタクタの知時間電流試験オシログラム

表4 電力ヒュⅥズ協調試験結果

形
∫℃'ヒューズ定格(A)

l
限流伯(kAp)

21.5

23.9

36.7

65.0

仝Lや断暗問(ms) 横点溶着

梢弧室川悔

なし
HGD-3AL2

1
100 7

8150

200

400

l

なし

HGD-3B｡｡ 10

12

なし

なLHGD-3D3｡

2.7.7 インチング耐量試験

HGD-3A12およぴHGD-3B30形のMINIコンタクタに対して

は,次のインチング耐量試験を実施しその性能を確認している｡

開閉容量:定格電流の6倍の電流,試験電圧:3.3kV,力率:

0.3以下,動作責務:``CO''1秒間隔50回連続の条件で連続"CO,,

試験を実施し実用上支障ないことを確認している｡

2.7.8 寿 命 試 験･

電気的および機械的寿命試験はJEM-1167に準拠し各機種と

も次の条件で実施されている｡

電気的寿命試験は試験電圧:3.3kV,電流:定格電流の5倍

投入,1倍しゃ帆 力率:0.3～0.4,しゃ断使用率:40%,開

閉ひん度:1,200回付(ただしHGD-3D3｡形は600回/h),負荷:

リアクトル負荷の条件で50ガ凶(ただしHGD-3D3｡形は25方向)

実施され,実用上支障のないことを確認している｡

また機械的寿命については加速寿命試験とし,操作L自]路:定

格電圧,開閉ひん度3,600回/bの条件で250万回実施し,実用上

支障のないことを確認している｡

2.8 特 殊 試 験

2.8.1振動,衝撃試験

各機椎とも耐振動試験においては主凶路閉状態および開状態

とも振動数17.5Hz,振幅±0.5mm(約0.6G)に対して前後,左右,

上■卜3方向とも異常のないことを確認している｡

また,耐衝撃試験においては主回路閉状態および関北態とも

3軸各方向100Gをおのおあ3回加えたが,いずれも異常のない

ことを確認している｡

2.8.2 モールド部品試験

本MINIコンタクタンリーズにおいては多くの絶縁モールド

部品を採用しているが,これらの部品に対しては各絶縁材料と

しての各種試験を実施するほかにモールド部品としての耐久度

を調べるために次のような試験を実施した｡

温水試験

煮沸試験

コロナ試験

高温,多湿試験

ヒートサイクル試験

その結果十分な耐久性と余裕を有しており,過酷な環境にも

十分耐えることを確認した｡

2.8.3 輸 送 試 験

トラックにて悪路を走行した場合および貨車などへの植込み,

積出し時のショックの製品への影響を調べるために,トラック

に柿んで悪路を走行する試験と,製占占に批動仙叡空机上器を収

り付けて鉄道壬号単による圭一主距維輸送試験を実施した｡

輸送試験中に製品の受けた批勅加速度は5～6(ダ)に達Lたか

精寓検康の結果､モールド成形品,ア∽クシュートのクラック,

破損,そのほかの異ノ済もなく,また動作試験の作能も異端なく

良好であった｡

3.MINlコンタクタ応用製品

MINIコンタクタは小形,軽鼠試作能であることに.より小形で

ユニークな各椎の製.汀-を′l一三んでいるが,次にそれらのうちおもな

応肝製品について紹介する｡

3.1Hマグス(高圧配電箱)

MINIコンタクタを主体とLてサーーマルリレー､和姦行帆滝川リレ

ーー∴汁器粕をコンパクトに鋼枇製ケーース内に収納Lた砧Ll三軋1江村

で高仁L電動機の起動運転用,動力用愛住器の一一次側開閉川および

力率改再用コンデンサの開閉用として広く件f口される:｡

JEM-1097(1963)｢交流配電稲パニ準拠Lて製作されており,従

来数紳輔のボックスであったHマブスシリー一ズを小形軽量の1寸

ポ･ソクス1純‾軌二統でナL,ユニット単独設置形はもちろんJ_三‡柿み

方土(による高圧コントローールセンタにも他用される‖

おもな持たは,

(1)良質の鋼板与望自立閉鎖形構造のボックスは,3kV真ソ;?接触

器(Ⅴ.マデス),断路器など多様なものを収納できる構j左であ

る._､

(2)計器用変仁仁器にはイ‾iさ栢度の高いエポキシモⅦル=占を採川

している｡

(3)外観体裁を重んじるど′し,エー･ト現場,その他電1描に至る

まで広範囲に適用できる｡

図6は単独設置形Hマブスの峯凱冒,内面観を,図7は3段梢み高

圧コントロールセンタの製品外観を,表5は標準仕様をそれぞれ

示したものである｡

阿6 Hマブス(SD-GH.2)

(卜よりSD-GH仏SD-GH32,SD-HG12)

岡7 3段柿南信コントロールセンタ

表5 Hマグス標準仕様

純 粕

荘格

1‾E｢仁

(kV)

3.3

l

≠定格
電1充

(A)

完柿しゃ

新茶‾F】葺こ

(MVA)

12.5

形 式

克之人適用

(1王榔E圧において)

市ら主

(SD-

GH.2に

おいて)

(kg)

モーいし

(kW)

変J-一三器

(kVA)

コンテ(

ン十ナ

(kVA)

断路器

ち･L

ニミ小式

120

SD--GHIZ-4Z

450 550 550 120

200 30

30 ____J5p

1,000 と,000
2,000

140

400 1,500 2,000 145

良:′㌍式

ぅも中∫(

貢享主七l

200

120

25 SD-GV.z-42

【sD-GHKほ_｡2

S転G寸広一42l

750 1,000

550

1,000 120

断路箸三さ

付き
3.3

12.5 450 550 180

200 30 750

ユ,500

1,000 1,000 200

400 30 芦,000
1,000

2,000 205

200 25 750 1,000 180
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遷

ニコン タクタ

JJ､1ご`打ニ

rSD99-FW4｡(b)J

I司8 MINIコンビネーションスタータ

表6 MINIコンビの標準適用

京E 格 適 用

3kV級

対称しゃ断容量

250MVA

(三相3.6kW)

限流ヒューズ 高圧気中接触器 モー=トル年足 く相変圧器容量 単相変圧器容量

(A) rA) (kW) (kVA) (kVA)

10 120 50 25

20 120 50 100 50

30 120 75 150 1 75

40 120

,JOO2pO

300

200 100

60

75

120 300

375

150

120 185

100 +20

120

200

_jOO

375 500 250

275150 450 550

了50

!,000

150 500

750

375

20() 500

3.2 日立MINlコンビ(高圧ミニコンビネーションスタータ)

MINIコンタクタと高圧限流ヒューズを組み合わせ,前者には

起動運転と過負荷保護を,後者には短絡保護を行なわせることに

より短絡保護と過負荷保護を兼備した高圧スタータで高圧電動機

の起動運転用,動力用変圧器の-･-一次開閉用および力率改善用コン

デンサの開閉用として広く使用されている｡

JEM-1225(1969)｢高圧コンビネーションスタ【タ+に準拠して

おり良質の鋼板製自立閉鎖形構造のキユーピクルでドア右端のメ

ータ,リレー取付板とツートンカラーになっておりそのおもな特長は,

(1)合理的立体配置により従来の約%の据付面積である｡

(2)断路器形限流ヒューズを断路器と背面の国定ヒューズで分

離したので安全かつ容易にヒューズの交換ができる｡

(3)計器用変成器には信頼度の高いエポキシモールド品を採用｡

(4)2段積みできるので狭い場所にも設置ができる｡

図8は日立MINIコンビの製品外観および内面観を,表6は標

準通用表を,図9は保護協調特性の一例をそれぞれ示したもので

ある｡

図9において,

IR>IA,IR>Ic,IB>IL,Ⅰ.N

の条件が満たされることが必要条件である｡なおMINIコンタ

クタの短時間電流値Isと限流ヒューズのしゃ断特性との関係は前

述したとおりである(2)｡

3.3 4段穂高庄コンビネーションスタータ

高圧コンビネーションスタータの-一種であr),高圧盤の小形集

中化の要望にこたえて開発した高圧のコントロールセンタである｡

4ユニットを1面に積み重ね保守点検に便利なように台車部(限

流ヒューズ十MINIコンタクタ)を引き出しできるようにしたもの

でおもな特長は,

(1)台車部(限流ヒューズ＋MINIコンタクタ)引出し用ガイ

ドを内蔵しているので保守点検が容易である｡

(2)4ユニットを1面にまとめ引出し用ガイド付としたので据

付面が小さい｡

(3)合理的な設計により外部ケーブルの引出しが容易である｡
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図9 サーマルリレーと限流ヒューズの協調
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図10 4段積高圧コンビネーショ

ンスタータ

(SD-FWX12(a))

図11高圧リアクトルコンビネ

旧ションスタータ

(4)計器用変成器には信頼度の高いエポキシモールド品を採用

している｡

図川は4段積高圧コンビネーションスタータの製品外観である｡

3.4 高圧リアクトルコンビネーションスタータ

高圧かご形誘導電動機の起動運転用のi成電圧起動器の一種で,

1_面のキユーピクルに主回路開閉用高圧コンビネーションスター

タまですべてを内蔵している｡図‖は高圧リアクトルコンビネー

ションスタータの内観である｡

4.結 □

高圧気中電磁接触器｢MINI+シリーズについて構造,定格仕様と

主要な試験結果について報告し,あわせて若干の応用製品につい

て紹介した｡

最近高圧開閉器の分野にも新しいタイプの接触器が種々出現し

つつあるが,実績,性能および経済性を総合すると現在のところ

接触器としては高圧気中電磁接触器にまさるものはないと言って

も過言ではなく,その真価が正しく認識されるにつれてますます

広い需要と応用が開拓されつつある｡

終わりに本MINIコンタクタシリーズの開発,実用化にご協力

いただし､た顧客各位ならびに日立製作所日立研究所,関係工場に

厚くお礼申し卜げる｡
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