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(57)【要約】
　本発明は、ガス絶縁開閉装置用の断路器極（２１４）
、および前述の断路器極（２１４）の少なくとも２つを
備える断路器ユニットに関する。さらに、本発明は、少
なくとも１つの前述の断路器極（２１４）または少なく
とも１つの前述の断路器ユニットおよび／または回路遮
断器を備えるガス絶縁開閉装置に関する。断路器極（２
１４）は、２つの接触位置の間で移動可能である。さら
に、断路器極（２１４）は、２つの接触位置の接点に接
続される金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、
２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）を備える。
金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ
、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は、外面（２５６）
を備える。断路器極（２１４）はまた、少なくとも１つ
の金属ハウジング（２１９）を備え、金属接触装置（２
１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２
２Ａ、２２２Ｂ）の外面（２５６）全体の少なくとも５
０％は金属ハウジング（２１９）に配置される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス絶縁開閉装置（１０００）用の断路器極（２１４、２１５、２１６）であって、
　－前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、少なくとも２つの接触位置（２１７Ａ
、２１７Ｂ、２１７Ｃ）の間で移動可能であり、
　－前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、前記２つの接触位置で接点（２１７Ａ
、２１７Ｂ、２１７Ｃ）に接続される少なくとも１つの金属接触装置（２１８、２２０Ａ
、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）を備え、
　－前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、
２２２Ｂ）は、外面（２５６）を備え、
　－前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、少なくとも１つの金属ハウジング（２
１９）を備え、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、
２２２Ａ、２２２Ｂ）の前記外面（２５６）全体の少なくとも５０％は、前記金属ハウジ
ング（２１９）内に配置される、断路器極（２１４、２１５、２１６）。
【請求項２】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２
Ａ、２２２Ｂ）の前記外面（２５６）全体の少なくとも６０％または少なくとも７０％ま
たは少なくとも８０％は前記金属ハウジング（２１９）に配置される
　（ｉｉ）前記金属ハウジング（２１９）は、重要な領域で前記金属接触装置（２１８、
２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）を覆い、曲率半径を増
大させる、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の断路器極（２１４、２１５、２１６）
。
【請求項３】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、少なくとも３つの接触位置（２１７Ａ、
２１７Ｂ、２１７Ｃ）の間で移動可能である、請求項１または２に記載の断路器極（２１
４、２１５、２１６）。
【請求項４】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（２
２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個の
少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１、２２１Ｂ）とを備え、ここで、前記
第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２
２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対向して配置され、前
記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（
２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触している
　（ｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（
２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個
の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）とを備え、ここで、
前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット
（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対向して配置され
、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２
２０Ｂ）および前記第２金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、少なくとも１つの
ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、前記ホルダ（２２３、２２４、
２２５、２２６）は、少なくとも１つのばねユニット（２２７、２２８、２２９、２３０
）によって付勢されている
　（ｉｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット
（２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別



(3) JP 2020-533928 A 2020.11.19

10

20

30

40

50

個の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）とを備え、ここで
、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対向して配置さ
れ、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニ
ット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、
２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、少なくとも１
つのホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、前記ホルダ（２２３、２２
４、２２５、２２６）は少なくとも１つのばねユニット（２２７、２２８、２２９、２３
０）によって付勢され、前記ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）は、前記第１の
金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）に配置された少なくとも１つの第１の溝（２３
１、２３２、２３３、２３４）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ
）に配置された少なくとも１つの第２の溝（２３１、２３２、２３３、２３４）に配置さ
れる、
のうちの１つを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の断路器極（２１４、２１５
、２１６）。
【請求項５】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（２
２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個の
少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）と、前記第１の金属接
触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２
１Ｂ）とは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）とを
備え、ここで、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金
属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対
向して配置され、前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の
金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに
対向して配置され、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２
の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は
互いに接触している
　（ｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（
２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個
の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）と、前記第１の金属
接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２
２１Ｂ）とは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）と
を備え、ここで、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の
金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに
対向して配置され、前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３
の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互い
に対向して配置され、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第
２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第２の金属接触ユニ
ット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）
は互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）、前記第２の金属
接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）、および前記第３の金属ユニット（２２２Ａ、２２
２Ｂ）は、少なくとも１つのホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、前
記ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）は、少なくとも１つのばねユニット（２２
７、２２８、２２９、２３０）によって付勢されている
　（ｉｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１金属接触ユニット（
２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個
の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）と、前記第１の金属
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接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２２Ａ、２
２２Ｂ）とは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）と
を備え、ここで、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２金
属接触ユニット（２２１Ａ、２２２１）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対
向して配置され、前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の
金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに
対向して配置され、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２
の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は
互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）、前記第２の金属接
触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）、および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２
２２Ｂ）は、少なくとも１つのホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、
前記ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）は、少なくとも１つのばねユニット（２
２７、２２８、２２９、２３０）によって付勢され、前記ホルダ（２２３、２２４、２２
５、２２６）は、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）に配置された少な
くとも１つの第１の溝（２３１、２３２、２３３、２３４）、前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）に配置された少なくとも１つの第２の溝（２３１、２３２、２
３３、２３４）、前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）に配置された少な
くとも１つの第３の溝（２３１、２３２、２３３、２３４）に配置される、
のうちの１つを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の断路器極（２１４、２１５
、２１６）。
【請求項６】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属ハウジング（２１９）は、少なくとも１つの第１のハウジング部分（２
３６）と少なくとも１つの第２のハウジング部分（２３７）とを備え、前記第１のハウジ
ング部分（２３６）および前記第２のハウジング部分（２３７）は互いに接続され、開口
部（２３８）は前記第１のハウジング部分（２３６）と前記第２のハウジング部分（２３
７）との間に配置され、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２
２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は部分的に前記開口部（２３８）に及び
　（ｉｉ）前記金属ハウジング（２１９）は、少なくとも１つの第１のハウジング部分（
２３６）と少なくとも１つの第２のハウジング部分（２３７）とを備え、前記第１のハウ
ジング部分（２３６）および前記第２のハウジング部分（２３７）は互いに接続され、開
口部（２３８）は前記第１のハウジング部分（２３６）と前記第２のハウジング部分（２
３７）との間に配置され、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、
２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は部分的に前記開口部（２３８）に及び、前記第１のハ
ウジング部分（２３６）は少なくとも１つの第１の翼ユニット（２３９、２４０）を有し
、前記第２のハウジング部分（２３７）は少なくとも１つの第２の翼ユニット（２４１、
２４２）を有し、前記第１の翼ユニット（２３９、２４０）および前記第２の翼ユニット
（２４１、２４２）はそれぞれ、前記第１のハウジング部分（２３６）を前記第２のハウ
ジング部分（２３７）に接続するための接続手段（２４４）を備え、前記第１の翼ユニッ
ト（２３９、２４０）は少なくとも１つの第１の切り欠き（２４５）を備え、前記第２の
翼ユニット（２４１、２４２）は少なくとも１つの第２の切り欠き（２４６）を備える
　（ｉｉｉ）前記金属ハウジング（２１９）は、少なくとも１つの第１のハウジング部分
（２３６）と少なくとも１つの第２のハウジング部分（２３７）とを備え、前記第１のハ
ウジング部分（２３６）および前記第２のハウジング部分（２３７）は互いに接続され、
開口部（２３８）は前記第１のハウジング部分（２３６）と前記第２のハウジング部分（
２３７）との間に配置され、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ
、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は部分的に前記開口部（２３８）に及び、前記第１の
ハウジング部分（２３６）は少なくとも１つの第１の翼ユニット（２３９、２４０）を有
し、前記第２のハウジング部分（２３７）は少なくとも１つの第２の翼ユニット（２４１
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、２４２）を有し、前記第１の翼ユニット（２３９、２４０）および前記第２の翼ユニッ
ト（２４１、２４２）はそれぞれ、前記第１のハウジング部分（２３６）を前記第２のハ
ウジング部分（２３７）に接続するための接続手段（２４４）を備え、前記接続手段は少
なくとも１つの皿穴形成部（２４３）を備え、前記第１の翼ユニット（２３９、２４０）
は少なくとも１つの第１の切り欠き（２４５）を備え、前記第２の翼ユニット（２４１、
２４２）は少なくとも１つの第２の切り欠き（２４６）を備え、前記第１の切り欠き（２
４５）は少なくとも１つの第１の皿穴形成部（２４７）を備え、前記第２の切り欠き（２
４６）は少なくとも１つの第２の皿穴形成部（２４８）を備える
　（ｉｖ）前記金属ハウジング（２１９）は、少なくとも１つの第１のハウジング部分（
２３６）および少なくとも１つの第２のハウジング部分（２３７）を備え、前記金属接触
装置（２１８）の第１の部分（２２０Ａ、２２１Ａ、２２２Ａ）は前記第１のハウジング
部分（２３６）に配置され、前記金属接触装置（２１８）の第２の部分（２２０Ｂ、２２
１Ｂ、２２２Ｂ）は前記第２のハウジング部分（２３７）に配置される、
のうちの１つを含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の断路器極（２１４、２１５
、２１６）。
【請求項７】
　請求項１から６の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの第１の断路器極（２１４）
と、請求項１から６の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの第２の断路器極（２１５
）とを備える断路器ユニット（２００）。
【請求項８】
　ロッド（２５１）が、前記第１の断路器極（２１４）および前記第２の断路器極（２１
５）のそれぞれの前記金属ハウジング（２１９）の前記第１および第２のハウジング部分
（２３６、２３７）の前記翼ユニット（２３９、２４０、２４１、２４２）の前記切り欠
き（２４５、２４６）のそれぞれに配置される、請求項７に記載の断路器ユニット（２０
０）。
【請求項９】
　－前記第１の断路器極（２１４）および前記第２の断路器極（２１５）は、回転軸（２
５２）を中心に回転可能であり、
　－前記ロッド（２５１）は、前記回転軸（２５２）に距離を置いて平行に配置されてい
る、
請求項８に記載の断路器ユニット（２００）。
【請求項１０】
　前記断路器ユニット（２００）は、請求項１から６の少なくとも一項に記載の第３の断
路器極（２１６）を備える、請求項７から９の少なくとも一項に記載の断路器ユニット（
２００）。
【請求項１１】
　－請求項１から６の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの断路器極（２１４、２１
５、２１６）、または
　－請求項７から１０の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの断路器ユニット（２０
０）を備える、
ガス絶縁開閉装置（１０００）。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガス絶縁開閉装置用の断路器極、および前述の断路器極の少なくとも２つを
備える断路器ユニットに関する。さらに、本発明は、少なくとも１つの前述の断路器極ま
たは少なくとも１つの前述の断路器ユニットおよび／または真空遮断器を備える回路遮断
器を備えるガス絶縁開閉装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　開閉装置は、電源と電気負荷のインターフェイスとして機能する。中電圧、例えば１ｋ
Ｖから５２ｋＶおよび／または高電圧、例えば５２ｋＶから１，２００ｋＶ用の既知の開
閉装置は、通常、ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）である。既知のＧＩＳは、ケーブルコンパ
ートメント、バスバーコンパートメント、ガス排気ダクト、低電圧コンパートメント、お
よびガス絶縁タンクを備える。
【０００３】
　ケーブルコンパートメントは既知のＧＩＳの一部であり、例えば、地下電気ケーブルが
既知のＧＩＳに接続される。ケーブルコンパートメントは、発電機、変圧器、その他の負
荷などの電気負荷を相互に接続するためにも使用される。さらに、ケーブルコンパートメ
ントは、変流器と変圧器を備えていてもよい。
【０００４】
　既知のＧＩＳのバスバーコンパートメントは、バスバーを備える。バスバーは通常、既
知のＧＩＳを発電機、変圧器、電気負荷などの他の電気機器に接続するために使用される
銅またはアルミニウムの導電体である。バスバーは、例えば、ガス絶縁タンク内に配置さ
れるか、バスバーを覆うかまたはカプセル化する固体絶縁を使用して絶縁される。
【０００５】
　既知のＧＩＳのガス排気ダクトは、既知のＧＩＳ内で障害または異常な状態が発生した
場合に生成される危険な高温ガスを除去するための排気経路を備える。排気経路は、ダク
トを使用して外部環境に接続される。
【０００６】
　既知のＧＩＳの低電圧コンパートメントには、通常低電圧（１ｋＶ未満）で動作するリ
レー、補助スイッチ、アクチュエータなどの制御機器が含まれる。
【０００７】
　既知のＧＩＳのガス絶縁タンクは、例えば１相、２相または３相用の回路遮断器および
断路器ユニットを備える。回路遮断器は、ガス絶縁タンクに導かれる第１の導電体に接続
される。断路器ユニットは、無負荷状態でのみバスバーコンパートメントまたはケーブル
コンパートメントに導かれるバスバーなどの第２の導電体に回路遮断器を接続または切断
するために使用される。断路器ユニットは、ＧＩＳの運用および保守中の電気的絶縁およ
び接地に使用される。断路器ユニットは、（ｉ）バスバー、（ｉｉ）アース、または（ｉ
ｉｉ）これらの両方から接続または切断される２つまたは３つの接点位置間で移動可能な
３つの断路器極を含んでもよい。電流経路は、回路遮断器および断路器ユニットによって
第１の導電体から第２の導電体に提供されてもよい。回路遮断器と断路器ユニットは直列
に接続される。回路遮断器は、通常の負荷状態のときだけでなく、既知のＧＩＳが使用さ
れる電圧ネットワークの障害時にも電流を遮断するように動作する。障害は、短絡または
電圧ネットワークへの落雷による高サージ電流である可能性がある。
【０００８】
　断路器ユニットの各断路器極は、２つの接触位置または３つの接触位置、つまり、接続
位置（ＯＮ）である第１の接触位置、切断位置（ＯＦＦ）である第２の接触位置、および
アースの位置（ＥＡＲＴＨ）である第３の接触位置の間で移動可能である。断路器ユニッ
トの３つの断路器極をガス絶縁タンクに配置することが知られている。各断路器極は、電
源の相に対応し、ポリマーハウジングを備え、ポリマーハウジングは、指の形の金属接触
ユニットを備える。
【０００９】
　典型的には、先行技術から既知の断路器ユニットは、三相すべての金属接触フィンガ（
または銅／アルミニウム導体）が適切に配置または接続されるポリマーケージを含む。ポ
リマーケージは、さまざまなコンポーネント間での放電を防ぐために適切な絶縁を提供す
るだけでなく、金属の接触フィンガの機械的サポートも提供する。場合によっては、ポリ
マーケージを使用して、回転運動を機構から金属の接触フィンガに伝達することもできる
。ただし、この種の断路器ユニットには２つの主な欠点がある。第一に、ポリマーケージ
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は、金属接触フィンガとポリマーケージとの間のガス絶縁ギャップ内の電界を増加させ、
それ自体が放電の開始を引き起こす可能性がある。これを補償するために、より多くのポ
リマーが使用され、沿面距離が長くなる。第二に、生産には金型が必要なため、ポリマー
ケージは高価で生産が複雑である。金型ダイは特定の寸法用に作られており、モジュール
式ではない。金型ダイは、手動／モータ操作で移動する必要のあるキネマティックチェー
ンまたは移動要素に質量を追加する。したがって、より高いトルク要件が追加される。ま
た、局所的な部分放電によってポリマー成分が劣化する可能性も常にあり、その可能性は
ポリマーを追加するほど増加する。
【００１０】
　既知のＧＩＳのガス絶縁タンクは、六フッ化硫黄（ＳＦ６）または特定の用途の他のガ
スの形の絶縁流体を含む。ＳＦ６は誘電性能と熱性能に関して優れた特性を持ち、特にア
ークなどの不要な放電や既知のＧＩＳでの熱放散を防止および処理するため、ＳＦ６を使
用すると、既知のＧＩＳをコンパクトに設計できる。しかし、ＳＦ６は地球温暖化の可能
性が高いフッ素化ガスである。したがって、ＳＦ６を使用することは望ましくない。ただ
し、他の絶縁流体を使用する場合でも、ＳＦ６を含むＧＩＳのコンパクトさを維持するこ
とが依然として望まれる。
【００１１】
　従来技術に関しては、米国特許第９，４６６，９５５　Ｂ２号、米国特許第２０１４／
０１０４７５８　Ａ１号、および米国特許第９，５７７，４１２　Ｂ２号を参照されたい
。
【００１２】
　上記で詳述した理由により、断路器ユニットの誘電性能を強化するコンパクトなＧＩＳ
を取得することが望ましい。さらに、ＳＦ６などの地球温暖化係数が高いガスの使用を減
らすか、地球温暖化係数が高いガスの使用を排除することが望ましい。
【発明の概要】
【００１３】
　本発明によれば、この目的は、請求項１に記載の断路器極によって解決される。少なく
とも２つの断路器極を含む本発明による断路器ユニットは、請求項７の特徴によって与え
られる。本発明によるガス絶縁開閉装置は、請求項１１の特徴によって与えられる。本発
明のさらなる特徴は、以下の説明、添付の特許請求の範囲および／または添付の図面から
明らかである。
【００１４】
　本発明による断路器極は、ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）に使用される。本発明による断
路器極は、少なくとも２つの接触位置の間で移動可能である。本発明の好ましい実施形態
によれば、断路器極は、少なくとも３つの接触位置の間で移動可能である。接触位置は、
接続位置（ＯＮ）である第１の接触位置、切断位置（ＯＦＦ）である第２の接触位置、お
よびアース位置（ＥＡＲＴＨ）である第３の接触位置であり得る。本発明による断路器極
は、２つの接触位置または３つの接触位置の接点に接続される少なくとも１つの金属接触
装置を備える。金属接触装置は、金属接触フィンガであってもよい。金属接触装置は外面
を含む。さらに、本発明による断路器極は、少なくとも１つの金属ハウジング、例えば金
属ケージを備え、金属接触装置の表面全体の少なくとも５０％が金属ハウジング内に配置
される。以下でさらに説明するように、金属接触フィンガの可動部（例えば可動端）は、
金属ハウジング内に配置される。
【００１５】
　ガスの電気的破壊は、印加電界が破壊強度よりも高くなると開始される。本発明の目的
は、従来技術で既知の制約、特に断路器極の寸法および断路器極の製造コストに関して、
電界を低減することである。本発明による断路器極を使用することにより、良好な誘電性
能、特に望ましくない誘電放電を防止および回避する能力が達成される。本発明による断
路器極は、例えば三重点または小さな曲率半径のような誘電体の弱い領域を回避すること
を可能にする。このような利点により、ガス絶縁タンク内の圧力を下げることができ、そ
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れによって一般的に使用される絶縁ガスの使用量が削減される。本発明による断路器極は
、天然ガスなどの代替の環境に優しい絶縁ガスの使用も提供する。
【００１６】
　本発明では、ポリマーケージのない断路器極および断路器ユニットが提供される。代わ
りに、金属ハウジングが提供され、これは、金属ハウジングの空洞内部の位置に金属接触
フィンガを保持することを可能にする２つの金属（ミラー）コンポーネントを含むことが
できる。さらに、本発明は、例えば金属ハウジングに支持されたばねにより、金属接触フ
ィンガに接触力を提供することができる。さらに、金属ハウジングの形状は、誘電性の利
点を提供するために最適化されており、それにより、重要な領域の電界を低くする。金属
ハウジング内の金属コンポーネントは、金属接触フィンガの誘電的に重要な領域で電界を
低くするミラーリング効果も提供する。
【００１７】
　断路器ユニットの３つの断路器極を動かすポリマー絶縁ロッドが提供されてもよい。そ
のようなポリマー絶縁ロッドは、単純でモジュール式であり、従来技術のソリューション
と比較して安価である。ポリマー絶縁ロッドは軸外に配置されてもよく、誘電体および機
械的利点を提供する。
【００１８】
　ＧＩＳのガス絶縁タンクにこのような断路器極を設けることにより、金属ハウジングに
金属接触装置を封入することにより、誘電性能、特に望ましくない放電を防止および処理
する能力が実現する。これにより、ＳＦ６の使用量が少なくなるか、断熱用の代替ガスが
使用される場合がある。例えば、ＳＦ６とは異なる絶縁ガス、特にＳＦ６よりも環境に優
しい絶縁ガスの使用につながる可能性もある。例えば、周囲空気または窒素を絶縁ガスと
して使用してもよい。
【００１９】
　前述のように、ガスの電気的破壊は、印加電界が破壊強度よりも高くなると開始される
。本発明による断路器極を使用することにより、良好な誘電性能、特に望ましくない誘電
放電を防止および回避する能力が達成される。本発明による断路器極は、例えば三重点お
よび小さな曲率半径のような誘電体の弱い領域の良好な取り扱いを可能にする。
【００２０】
　本発明による断路器極の実施形態において、追加的または代替的に、金属ハウジングは
、滑らかな湾曲を含む外面を有する。例えば、金属ハウジングの外面の一部は、２ｍｍを
超える曲率半径を有する場合がある。あるいは、外面全体は２ｍｍ未満の曲率半径を有す
る。しかしながら、本発明はそのような曲率半径に限定されない。代わりに、本発明に適
切な任意の曲率半径を使用することができる。例えば、金属ハウジングの外面の一部は２
ｍｍ以下の曲率半径を有し、電界影に配置されているが、金属ハウジングの外面の別の部
分は２ｍｍより大きい曲率半径を有する。
【００２１】
　本発明による断路器極の一実施形態では、追加的または代替的に、金属ハウジングは、
約０．２μｍから１００μｍの範囲の算術平均偏差Ｒａの形態の表面粗さを含むことがで
き、境界はその範囲に含まれる。
【００２２】
　金属ハウジングは、例えば、アルミニウムおよび／または銅および／または銀メッキさ
れたハウジングである。追加的または代替的に、金属接触装置は、アルミニウムおよび／
または銅および／または銀メッキ接触装置である。本発明による断路器極のさらなる実施
形態では、金属ハウジングは、ブレードの先端などの重要な領域で金属接触装置を覆い、
曲率半径を大きくするように配置および延長され、それにより電界が低くなる。これによ
り、誘電性能が向上する。
【００２３】
　本発明による断路器極の実施形態では、追加的または代替的に、金属接触装置の外面全
体の少なくとも６０％または少なくとも７０％または少なくとも８０％が金属ハウジング
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内に配置される。
【００２４】
　さらに、上述のように、本発明による断路器極の実施形態では、追加的または代替的に
、断路器極は、少なくとも３つの接触位置の間で移動可能である。３つの接触位置は上記
で説明されている。各接触位置は、電気接点を備える。
【００２５】
　本発明による断路器極の実施形態では、追加的または代替的に、金属接触装置は、少な
くとも１つの第１の金属接触ユニットと、第１の金属接触ユニットとは別個の少なくとも
１つの第２の金属接触ユニットとを備える。第１の金属接触ユニットは、第１の金属接触
フィンガであってもよい。第２の金属接触ユニットは、第２の金属接触フィンガであって
もよい。第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接触ユニットは、金属ハウジング内に
互いに対向して配置され、第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接触ユニットは互い
に接触している。第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接触ユニットは、互いに部分
的にまたは全体的に接触してもよい。本発明による断路器極の実施形態において、追加的
または代替的に、第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接触ユニットは、少なくとも
１つのホルダに配置され、ホルダは少なくとも１つのばねユニットによって付勢される。
ばねユニットは、任意の種類の適切なばねユニット、例えば、各接点用の圧縮ばねおよび
／または円形ばねおよび／または板ばねであってもよい。本発明による断路器極のさらな
る実施形態では、追加的または代替的に、ホルダは、第１の金属接触ユニットに配置され
た少なくとも１つの第１の溝および第２の金属接触ユニットに配置された少なくとも１つ
の第２の溝に配置される。
【００２６】
　本発明による断路器極の別の実施形態では、追加的または代替的に、金属接触装置は少
なくとも１つの第１の金属接触ユニットと、第１の金属接触ユニットとは別個の少なくと
も１つの第２の金属接触ユニットと、第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接触ユニ
ットとは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニットとを備える。第１の金属接触ユ
ニットは、第１の金属接触フィンガであってもよい。さらに、第２の金属接触ユニットは
、第２の金属接触フィンガであってもよい。さらに、第３の金属接触ユニットは、第３の
金属接触フィンガであってもよい。第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接触ユニッ
トは、金属ハウジング内に互いに対向して配置され、第１の金属接触ユニットおよび第２
の金属接触ユニットは互いに接触している。第１の金属接触ユニットおよび第２の金属接
触ユニットは、互いに部分的にまたは全体的に接触してもよい。さらに、第２の金属接触
ユニットおよび第３の金属接触ユニットは、金属ハウジング内に互いに対向して配置され
、第２の金属接触ユニットおよび第３の金属接触ユニットは互いに接触している。第２の
金属接触ユニットおよび第３の金属接触ユニットは、互いに部分的にまたは全体的に接触
してもよい。本発明による断路器極のさらなる実施形態では、追加的または代替的に、第
１の金属接触ユニット、第２の金属接触ユニット、および第３の金属接触ユニットは、少
なくとも１つのホルダに配置され、ホルダは少なくとも１つのばねユニットによって付勢
される。ばねユニットは、任意の種類の適切なばねユニット、例えば、各接点用の圧縮ば
ねおよび／または円形ばねおよび／または板ばねであってもよい。本発明による断路器極
の別の実施形態では、追加的または代替的に、ホルダは、第１の金属接触ユニットに配置
された少なくとも１つの第１の溝、第２の金属接触ユニットに配置された少なくとも１つ
の第２の溝および第３の金属接触ユニットに配置された少なくとも１つの第３の溝に配置
される。
【００２７】
　本発明による断路器極の実施形態において、追加的または代替的に、金属ハウジングは
少なくとも１つの第１のハウジング部分と少なくとも１つの第２のハウジング部分とを備
える。第１のハウジング部分および第２のハウジング部分は、同一の構造を有し得る。あ
るいは、第１のハウジング部分は、第２のハウジング部分のミラー要素であってもよい。
言い換えると、第１のハウジング部分は、例えば垂直軸などの軸上でミラー化された第２
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のハウジング部分のミラー要素であってもよい。第１の金属接触ユニット、第２の金属接
触ユニット、および／または第３の金属接触ユニットのそれぞれの第１の部分は第１のハ
ウジング部分に配置され、第１の金属接触ユニット、第２の金属接触ユニットおよび／ま
たは第３の金属接触ユニットのそれぞれの第２の部分は、第２のハウジング部に配置され
る。
【００２８】
　第１のハウジング部分および第２のハウジング部分は、互いに対向して配置され、互い
に接続されてもよく、第１のハウジング部分と第２のハウジング部分との間に開口部が配
置される。金属接触装置、したがって、第１の金属接触ユニット、第２の金属接触ユニッ
トおよび／または第３の金属接触ユニットは、部分的に開口部に及ぶ。本発明による断路
器極の実施形態において、追加的または代替的に、第１のハウジング部分は少なくとも１
つの第１の翼ユニットを有し、第２のハウジング部分は少なくとも１つの第２の翼ユニッ
トを有する。第１のハウジング部分は２つの第１の翼ユニットを備えてもよく、第２のハ
ウジング部分は２つの第２の翼ユニットを備えていてもよい。第１の翼ユニットおよび第
２の翼ユニットはそれぞれ、第１のハウジング部分を第２のハウジング部分に接続するた
めの接続手段を備える。接続手段は、少なくとも１つのねじ接続を備えていてもよい。本
発明は、接続手段としてのねじ接続に限定されない。代わりに、任意の適切な接続手段、
例えば、ボルトナット接続または溶接接続を使用することができる。さらに、第１の翼ユ
ニットは少なくとも１つの第１の切り欠き、例えば第１の多角形および／または円形の切
り欠きを備え、第２の翼ユニットは少なくとも１つの第２の切り欠き、例えば第２の多角
形および／または円形の切り欠きを備える。第１の切り欠きおよび第２の切り欠きのそれ
ぞれにロッドが配置されてもよい。例えば、多角形ロッドが、第１の多角形の切り欠きお
よび第２の多角形の切り欠きのそれぞれに配置されてもよい。追加的または代替的に、円
形ロッドが、第１の円形切り欠きおよび第２の円形切り欠きのそれぞれに配置されてもよ
い。ロッドは、ポリマー絶縁ロッドであってもよい。ロッドの機能については、本明細書
の後の方で説明する。
【００２９】
　第１の翼ユニットおよび第２の翼ユニットの多角形の切り欠きは、例えば、三角形、正
方形、五角形または六角形の形状を有していてもよい。多角形ロッドは、第１の多角形の
切り欠きと第２の多角形の切り欠きの形状に一致する形状になる。したがって、多角形ロ
ッドは、例えば、三角形、正方形、五角形または六角形の形状を有していてもよい。本発
明は、第１の翼ユニットおよび第２の翼ユニットのそれぞれにおける多角形の切り欠きに
限定されない。代わりに、第１の翼ユニットおよび第２の翼ユニットで切り欠きの任意の
適切な形状、例えば円形を使用することができる。この場合も、ロッドは、第１の翼ユニ
ットと第２の翼ユニットの切り欠きの形状に一致する形状、例えば円形になる。本発明に
よる断路器極の実施形態では、追加的または代替的に、接続手段は少なくとも１つの皿穴
構造を備える。さらに、第１の切り欠きは少なくとも１つの第１の皿穴形成部を含み、第
２の切り欠きは少なくとも１つの第２の皿穴形成部を含む。第１の皿穴形成部は、少なく
とも１つの第１の面取り部、少なくとも１つの第１の丸み、および／または少なくとも１
つの第１の皿穴形成部の切り抜きを含むことができる。さらに、第２の皿穴構造は、少な
くとも１つの第２の面取り部、少なくとも１つの第２の丸み、および／または少なくとも
１つの第２の皿穴形成部の切り抜きを含むことができる。接続手段の皿穴形成部の使用は
、ポリマーおよび金属で作られた接続手段に電界影効果を提供し、したがって、接続手段
で発生する可能性のある高電界を減少または回避する。さらに、前述の第１および第２の
皿穴形成部の使用と、面取り部、丸み、および切り欠きの使用とにより、いわゆる三重点
、例えば、絶縁ガスと、高電圧の金属成分がポリマー要素および絶縁ガスに接続されてい
る領域とで発生する高電界によって引き起こされる誘電破損の数が減少する。
【００３０】
　本発明はまた、上記または下記の特徴の少なくとも１つを有するか、上記または下記の
特徴の少なくとも２つの組み合わせを有する少なくとも１つの第１の断路器極を含む断路
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器ユニットに関する。さらに、本発明による断路器ユニットはまた、上記または下記の特
徴の少なくとも１つを有するか、上記または下記の特徴の少なくとも２つの組み合わせを
有する少なくとも１つの第２の断路器極を備える。
【００３１】
　本発明による断路器ユニットの実施形態では、追加的または代替的に、上述のように、
ロッド、例えば多角形ロッドまたは円形ロッドが、第１の断路器極および第２の断路器極
のそれぞれの金属ハウジングの第１および第２のハウジング部分の翼ユニットの切り欠き
のそれぞれに配置される。本発明による断路器ユニットの実施形態では、追加的または代
替的に、第１の断路器極および第２の断路器極は回転軸の周りで回転可能であり、ロッド
は回転軸に距離を置いて平行に配置される。距離は、例えば、５ｍｍから８００ｍｍの範
囲である。ロッドを使用すると、回転軸を中心に第１の断路器極と第２の断路器極を一緒
に回転させることができる。ロッドは、例えば、電力周波数電圧で１ｋＶ／ｍｍ未満の低
電界領域に配置されてもよい。回転軸に距離を置いて平行に配置されたロッドの配置は、
かさばらない配置を提供し、したがって、断路器ユニット内にいくつかの断路器極を配置
する可能性を提供する。
【００３２】
　例えば、ロッドの存在により、第１の断路器極および第２の断路器極は、少なくとも３
つの接触位置の間で移動可能である。接触位置は、接続位置（ＯＮ）である第１の接触位
置、切断位置（ＯＦＦ）である第２の接触位置、およびアース位置（ＥＡＲＴＨ）である
第３の接触位置であり得る。
【００３３】
　さらに、本発明による断路器ユニットはまた、追加的または代替的に、上述のように、
上記または下記の特徴の少なくとも１つを有するか、上記または下記の特徴の少なくとも
２つの組み合わせを有する少なくとも１つの第３の断路器極を備える。本発明による断路
器ユニットの実施形態では、追加的または代替的に、ロッドが、第１の断路器極、第２の
断路器極および第３の断路器極のそれぞれの金属ハウジングの第１および第２のハウジン
グ部分の翼ユニットの切り欠きのそれぞれに配置される。本発明による断路器ユニットの
実施形態では、追加的または代替的に、第１の断路器極、第２の断路器極または第３の断
路器極は回転軸の周りで回転可能であり、ロッドは回転軸に距離を置いて平行に配置され
る。距離は、例えば、５ｍｍから８００ｍｍの範囲である。ロッドを使用すると、回転軸
を中心に第１の断路器極、第２の断路器極、および第３の断路器極を回転させることがで
きる。例えば、ロッドを使用することにより、第１の断路器極、第２の断路器極および第
３の断路器極は、少なくとも３つの接触位置の間で移動可能である。接触位置は、接続位
置（ＯＮ）である第１の接触位置、切断位置（ＯＦＦ）である第２の接触位置、およびア
ース位置（ＥＡＲＴＨ）である第３の接触位置であり得る。
【００３４】
　ロッドは、ポリマー絶縁ロッドであってもよい。ロッドは、誘電破損の確率を減少させ
る低電界（例えば、電力周波数電圧で１ｋＶ／ｍｍ未満）を有する領域に配置されてもよ
い。上述のように、本発明は、上記または後述の断路器極のそれぞれの第１の翼ユニット
および第２の翼ユニットにおける多角形の切り欠きに限定されない。代わりに、第１の翼
ユニットおよび第２の翼ユニットで切り欠きの任意の適切な形状、例えば円形を使用する
ことができる。次に、ロッドは、上記または後述の断路器極のそれぞれの第１の翼ユニッ
トと第２の翼ユニットの切り欠きの形状に一致する形状になる。
【００３５】
　本発明はまた、上記または下記の特徴の少なくとも１つを有するか、上記または下記の
特徴の少なくとも２つの組み合わせを有する少なくとも１つの断路器極を含むガス絶縁開
閉装置（ＧＩＳ）に関する。追加的または代替的に、本発明によるＧＩＳは、上記または
下記の特徴の少なくとも１つを有するか、上記または下記の特徴の少なくとも２つの組み
合わせを有する少なくとも１つの断路器ユニットを備えていてもよい。
【００３６】
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　本明細書に記載される本発明の実施形態は、図面を参照して以下の本文でより詳細に説
明される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】ガス絶縁開閉装置のガス絶縁タンクの概略図を示す。
【図２】断路器ユニットの第１の概略図を示す。
【図３】図２による断路器ユニットの第２の概略図を示す。
【図４】分解された金属ハウジングおよび断路器極の金属接触装置を示す。
【図５】図４による断路器極の正面図を示す。
【図６】図４による断路器極の第１の概略図を示す。
【図７】図４による断路器極の第２の概略図を示す。
【図８】図４による断路器極の側面図を示す。
【図９】図４による断路器極のさらなる側面図を示す。
【図１０】回路遮断器の第１の実施形態の側面図を示す。
【図１１】図１０による回路遮断器の概略図を示す。
【図１２】図１０による回路遮断器のさらなる概略図を示す。
【図１３】回路遮断器の第２の実施形態の側面図を示す。
【図１４】図１３による回路遮断器の概略図を示す。
【図１５】真空遮断器への絶縁体の組み立ての概略図を示す。
【００３８】
　図１は、本発明によるガス絶縁開閉装置１０００のガス絶縁タンク１００の概略図を示
している。ガス絶縁タンク１００内には、断路器ユニット２００と回路遮断器ユニット３
００が配置される。断路器ユニット２００は、第１の導電ユニット２０１、第２の導電ユ
ニット２０２、および第３の導電ユニット２０３によって回路遮断器ユニット３００に接
続される。これについては、以下でさらに詳しく説明する。第１の導電ユニット２０１、
第２の導電ユニット２０２、および第３の導電ユニット２０３は、本発明に適した任意の
種類の導電ユニットであり得る。例えば、第１の導電ユニット２０１、第２の導電ユニッ
ト２０２、および第３の導電ユニット２０３の少なくとも１つはバスバーである。特に、
第１の導電ユニット２０１、第２の導電ユニット２０２および／または第３の導電ユニッ
ト２０３は、銅および／またはアルミニウム導体である。
【００３９】
　次に、本発明による断路器ユニット２００について説明する。断路器ユニット２００は
、特に図２および３に示されている。断路器ユニット２００は、取り付けユニット２０４
上に配置される。取り付けユニット２０４は、ステンレス鋼シートであってもよい。第１
の断路器絶縁体２０５、第２の断路器絶縁体２０６、および第３の断路器絶縁体２０７は
、取り付けユニット２０４に取り付けられる。第１の断路器絶縁体２０５、第２の断路器
絶縁体２０６、および第３の断路器絶縁体２０７は、当技術分野で既知の標準的な円筒形
絶縁体であってもよい。
【００４０】
　第１の断路器絶縁体２０５は、第１の導電体２０８に配置され、これに機械的に接続さ
れる。第１の導電体２０８は、第１の接触ユニット２１１に配置され、これに導電的に接
続される。第１の断路器極２１４は、第１の接触ユニット２１１に配置され、これに導電
的に接続される。第１の接触ユニット２１１は、枢動接点であってもよい。言い換えると
、第１の断路器極２１４は、第１の接触ユニット２１１の表面に垂直に位置合わせされた
回転軸２５２を中心に回転することができる。
【００４１】
　第２の断路器絶縁体２０６は、第２の導電体２０９に配置され、これに機械的に接続さ
れる。第２の導電体２０９は、第２の接触ユニット２１２に配置され、これに導電的に接
続される。第２の断路器極２１５は、第２の接触ユニット２１２に配置され、これに導電
的に接続される。第２の接触ユニット２１２も、枢動接点であってもよい。言い換えると
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、第２の断路器極２１５は、第２の接触ユニット２１２の表面に垂直に位置合わせされた
上述の回転軸２５２を中心に回転することができる。
【００４２】
　第３の断路器絶縁体２０７は、第３の導電体２１０に配置され、これに機械的に接続さ
れる。第３の導電体２１０は、第３の接触ユニット２１３に配置され、これに導電的に接
続される。第３の断路器極２１６は、第３の接触ユニット２１３に配置され、これに導電
的に接続される。第３の接触ユニット２１３も、枢動接点であってもよい。言い換えると
、第３のスイッチ２１６は、第３の接触ユニット２１３の表面に垂直に位置合わせされた
上述の回転軸２５２を中心に回転することができる。
【００４３】
　三相電力システムが使用される場合、上記の断路器極２１４、２１５、および２１６の
それぞれは、電流の異なる位相に使用される。言い換えると、第１の断路器極２１４は電
流の第１相に使用され、第２の断路器極２１５は電流の第２相に使用され、第３の断路器
極２１６は電流の第３相に使用される。
【００４４】
　各断路器極２１４、２１５および２１６は、少なくとも２つの接触位置の間で移動可能
である。図１から図３に示す実施形態では、各断路器極２１４、２１５および２１６は、
少なくとも３つの接触位置の間で移動可能である。接触位置は、接続位置（ＯＮ）である
第１の接触位置、切断位置（ＯＦＦ）である第２の接触位置、およびアース位置（ＥＡＲ
ＴＨ）である第３の接触位置である。図１は、第１の断路器極２１４の第１の接触位置の
第１の接点２１７Ａ、第２の断路器極２１５の第１の接触位置の第２の接点２１７Ｂ、お
よび第３の断路器極２１６の第１の接触位置の第３の接点２１７Ｃを示している。
【００４５】
　ここで、第１の断路器極２１４を、図４から９に関して詳細に説明する。第２の断路器
極２１５および第３の断路器極２１６は、それらの構造に関して第１の断路器極２１４と
同一であるため、以下は第２の断路器極２１５および第３の断路器極２１６にも当てはま
る。
【００４６】
　第１の断路器極２１４は、金属接触装置２１８および金属ハウジング２１９を備える。
金属接触装置２１８は、いくつかの金属接触ユニットを備え、各金属接触ユニットは、第
１の部分および第２の部分を有する。各金属接触ユニットは接触フィンガであってもよく
、金属接触装置２１８および金属ハウジング２１９の配置はフィンガパケットであっても
よい。特に、金属接触装置２１８は、第１の部分２２０Ａおよび第２の部分２２０Ｂを有
する第１の金属接触ユニットと、第１の部分２２１Ａおよび第２の部分２２１Ｂを有する
第２の金属接触ユニットと、第１の部分２２２Ａおよび第２の部分２２２Ｂを有する第３
の金属接触ユニットとを備える。第１の金属接触ユニットの第１の部分２２０Ａおよび第
２の部分２２０Ｂは、互いに対向して配置され、第１の中間部２３５Ａで互いに導電的に
接続される。第２の金属接触ユニットの第１の部分２２１Ａおよび第２の部分２２１Ｂは
、互いに対向して配置され、第２の中間部２３５Ｂで互いに導電的に接続される。第３の
金属接触ユニットの第１の部分２２２Ａおよび第２の部分２２２Ｂは、互いに対向して配
置され、第３の中間部２３５Ｃで互いに導電的に接続される。
【００４７】
　第１の金属接触ユニットの第１の部分２２０Ａと第２の金属接触ユニットの第１の部分
２２１Ａは、金属ハウジング２１９内に互いに対向して配置され、第１の金属接触ユニッ
トの第１の部分２２０Ａと第２の金属接触ユニットの第１の部分２２１Ａは互いに接触す
るか、または互いに距離を置いて配置される。距離は、後述のホルダおよび溝によって提
供される。さらに、第１の金属接触ユニットの第２の部分２２０Ｂと第２の金属接触ユニ
ットの第２の部分２２１Ｂは、金属ハウジング２１９内に互いに対向して配置され、第１
の金属接触ユニットの第２の部分２２０Ｂと第２の金属接触ユニットの第２の部分２２１
Ｂは、互いに接触するか、または互いに距離を置いて配置される。距離は、後述のホルダ
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および溝によって提供される。
【００４８】
　さらに、第２の金属接触ユニットの第１の部分２２１Ａと第３の金属接触ユニットの第
１の部分２２２Ａは、金属ハウジング２１９内に互いに対向して配置され、第２の金属接
触ユニットの第１の部分２２１Ａと第３の金属接触ユニットの第１の部分２２２Ａは互い
に接触するか、または互いに距離を置いて配置される。距離は、後述のホルダおよび溝に
よって提供される。さらに、第２の金属接触ユニットの第２の部分２２１Ｂと第３の金属
接触ユニットの第２の部分２２２Ｂは、金属ハウジング２１９内に互いに対向して配置さ
れ、第２の金属接触ユニットの第２の部分２２１Ｂと第３の金属接触ユニットの第２の部
分２２２Ｂは、互いに接触するか、または互いに距離を置いて配置される。距離は、後述
のホルダおよび溝によって提供される。
【００４９】
　第１の金属接触ユニットの第１の部分２２０Ａ、第２の金属接触ユニットの第１の部分
２２１Ａ、および第３の金属接触ユニットの第１の部分２２２Ａは、第１のホルダ２２３
および第２のホルダ２２４に配置される。第１のホルダ２２３は、第１の金属接触ユニッ
トの第１の部分２２０Ａ、第２の金属接触ユニットの第１の部分２２１Ａ、および第３の
金属接触ユニットの第１の部分２２２Ａに沿って延びる第１の溝２３１に配置される。さ
らに、第２のホルダ２２４は、第１の金属接触ユニットの第１の部分２２０Ａ、第２の金
属接触ユニットの第１の部分２２１Ａ、および第３の金属接触ユニットの第１の部分２２
２Ａに沿って延びる第２の溝２３２に配置される。第１のホルダ２２３は、金属ハウジン
グ２１９の第１のハウジング部分２３６に配置された３つのコイルばねを含む第１のばね
ユニット２２７によって付勢される。第２のホルダ２２４は、金属ハウジング２１９の第
１のハウジング部分２３６に配置された３つのコイルばねを含む第２のばねユニット２２
８によって付勢される。
【００５０】
　第１の金属接触ユニットの第２の部分２２０Ｂ、第２の金属接触ユニットの第２の部分
２２１Ｂ、および第３の金属接触ユニットの第２の部分２２２Ｂは、第３のホルダ２２５
および第４のホルダ２２６に配置される。第３のホルダ２２５は、第１の金属接触ユニッ
トの第２の部分２２０Ｂ、第２の金属接触ユニットの第２の部分２２１Ｂ、および第３の
金属接触ユニットの第２の部分２２２Ｂに沿って延びる第３の溝２３３に配置される。第
４のホルダ２２６は、第１の金属接触ユニットの第２の部分２２０Ｂ、第２の金属接触ユ
ニットの第２の部分２２１Ｂ、および第３の金属接触ユニットの第２の部分２２２Ｂに沿
って延びる第４の溝２３４に配置される。第３のホルダ２２５は、金属ハウジング２１９
の第２のハウジング部分２３７に配置された３つのコイルばねを含む第３のばねユニット
２２９によって付勢される。第４のホルダ２２６は、金属ハウジング２１９の第２のハウ
ジング部分２３７に配置された３つのコイルばねを含む第４のばねユニット２３０によっ
て付勢される。
【００５１】
　上述したように、ばねユニット２２７～２３０のそれぞれは、３つのコイルばねを備え
る。しかしながら、本発明は、そのようなばねユニットの構造に限定されない。むしろ、
本発明に適したばねユニットの任意の構造を使用することができる。例えば、ばねユニッ
トは、各接点用の任意の種類の圧縮ばねおよび／または円形ばねおよび／または板ばねを
含むことができる。
【００５２】
　図４から図９に示されるように、また上述のように、第１の断路器極２１４の金属ハウ
ジング２１９は、第１のハウジング部分２３６および第２のハウジング部分２３７を含む
。開口部２３８は、第１のハウジング部分２３６と第２のハウジング部分２３７との間に
配置され、金属接触装置２１８は、開口部２３８に部分的に及ぶ。
【００５３】
　第１の金属接触ユニットの第１の部分２２０Ａ、第２の金属接触ユニットの第１の部分
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２２１Ａ、および第３の金属接触ユニットの第１の部分２２２Ａは、第１のハウジング部
分２３６に配置され、第１の金属接触ユニットの第２の部分２２０Ｂ、第２の金属接触ユ
ニットの第２の部分２２１Ｂ、および第３の金属接触ユニットの第２の部分２２２Ｂは、
第２のハウジング部分２３７に配置される。
【００５４】
　第１のハウジング部分２３６は、第１の翼ユニット２３９およびさらなる第１の翼ユニ
ット２４０を有し、両方の翼ユニット２３９、２４０は、第１のハウジング部分２３６の
第１の本体２５３から反対方向に延びる。さらに、第２のハウジング部分２３７は、第２
の翼ユニット２４１およびさらなる第２の翼ユニット２４２を有し、両方の翼ユニット２
４１、２４２は、第２のハウジング部分２３７の第２の本体２５４から反対方向に延びる
。第１の翼ユニット２３９、さらなる第１の翼ユニット２４０、第２の翼ユニット２４１
、およびさらなる第２の翼ユニット２４２はそれぞれ、第１のハウジング部分２３６を第
２のハウジング部分２３７に接続するための接続手段を備える。特に、第２の翼ユニット
２４１およびさらなる第２の翼ユニット２４２は、ねじ２４４用の皿穴形成部２４３を備
える。皿穴形成部２４３は、ねじ２４４に電気的影効果を提供し、したがって、ねじ２４
４で生成される可能性のある高電界を減少または回避する。ねじ２４４は、第１の翼ユニ
ット２３９およびさらなる第１の翼ユニット２４０に配置されたねじ山に挿入される。
【００５５】
　第１の翼ユニット２３９は、例えば円形の切り欠きなどの第１の切り欠き２４５を備え
、第２の翼ユニット２４１は、例えば円形の切り欠きなどの第２の切り欠き２４６を備え
る。本発明は、それぞれ第１の翼ユニット２３９および第２の翼ユニット２４１の円形の
切り欠き２４５、２４６に限定されない。代わりに、第１の翼ユニット２３９および第２
の翼ユニット２４１で切り抜きの任意の適切な形状、例えば多角形を使用することができ
る。第１の翼ユニット２３９および第２の翼ユニット２４１のそれぞれの切り欠き２４５
、２４６は、例えば、三角形、正方形、五角形または六角形の形状を有していてもよい。
【００５６】
　第１の切り欠き２４５は第１の皿穴形成部２４７を備え、第２の切り欠き２４６は第２
の皿穴形成部２４９を備える。第１の皿穴形成部２４７は、第１の面取り部２４８および
／または丸みおよび／または切り欠きを含む。さらに、第２の皿穴形成部２４９は、第２
の面取り部２５０および／または丸みおよび／または切り欠きを含む。
【００５７】
　上述のように、第１の断路器極２１４、第２の断路器極２１５、および第３の断路器極
２１６の構造は同一である。したがって、各断路器極２１４～２１６は、切り欠きを備え
る。特に図２および３に示されるように、例えばポリマー絶縁ロッドであるロッド２５１
が、３つの断路器極２１４～２１６すべての第１の切り欠きおよび第２の切り欠きのそれ
ぞれに配置される。ロッド２５１は、第１の切り欠きおよび第２の切り欠きの形状と一致
する形状である。したがって、ロッド２５１は、例えば、円形、または三角形、正方形、
五角形もしくは六角形などの多角形の形状を有していてもよい。第１の断路器極２１４、
第２の断路器極２１５、および第３の断路器極２１６は、上述の回転軸２５２を中心に回
転可能である。ロッド２５１は回転軸２５２に距離を置いて平行に配置されているので、
従来技術と比較して金属接触ユニット（フィンガ）の数を増やすことができる。さらに、
ロッド２５１を使用すると、回転軸２５２を中心に第１の断路器極２１４、第２の断路器
極２１５、および第３の断路器極２１６を回転させることができる。例えば、ロッド２５
１の存在により、第１の断路器極２１４、第２の断路器極２１５、および第３の断路器極
２１６は、３つの接触位置の間で移動可能である。
【００５８】
　ロッド２５１は、誘電破損の確率を減少させる低電界（例えば、電力周波数電圧で１ｋ
Ｖ／ｍｍ未満）を有する領域に配置されてもよい。さらに、前述の第１および第２の皿穴
形成部２４７、２４９の使用と、第１および第２の面取り部２４８、２５０の使用とによ
り、いわゆる三重点、例えば、絶縁ガスと、高電圧の金属成分がポリマー要素および絶縁
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ガスに接続されている領域とで発生する高電界によって引き起こされる誘電破損の数が減
少する。
【００５９】
　金属ハウジング２１９は、滑らかな湾曲を含む外面２５５を有する。例えば、金属ハウ
ジング２１９の外面２５５は外面２５５の一部を含み、この部分は２ｍｍより大きい曲率
半径を有する。あるいは、外面２５５全体は２ｍｍ未満の曲率半径を有する。しかしなが
ら、本発明はそのような曲率半径に限定されない。代わりに、本発明に適切な任意の曲率
半径を使用することができる。例えば、金属ハウジング２１９の外面２５５の一部は２ｍ
ｍ以下の曲率半径を有するが、電界影に位置しているのに対し、金属ハウジング２１９の
外面２５５の別の部分は、２ｍｍより大きい曲率半径を有する。
【００６０】
　金属ハウジング２１９は、約０．２μｍから１００μｍの範囲の算術平均偏差Ｒａの形
態の表面粗さも含み、境界はその範囲に含まれる。
【００６１】
　金属ハウジング２１９は、例えば、アルミニウムおよび／または銅および／または銀メ
ッキされたハウジングである。追加的または代替的に、金属接触装置２１９は、アルミニ
ウムおよび／または銅および／または銀メッキ接触装置である。
【００６２】
　金属接触装置２１８は、外面２５６を含む。金属接触装置２１８の外面２５６全体の少
なくとも５０％は、金属ハウジング２１９内に配置される。例えば、金属接触装置２１８
の外面２５６全体の少なくとも６０％または少なくとも７０％または少なくとも８０％が
、金属ハウジング２１９内に配置される。さらに、金属ハウジング２１９は、ブレード２
５７（例えば、図４を参照）の先端などの重要な領域で金属接触装置２１８を覆い、曲率
半径を大きくするように配置および延長され、それにより電界が低くなる。金属ハウジン
グ２１９に金属接触装置２１８を封入することにより、誘電性能、特に望ましくない放電
を防止および処理する能力が実現する。
【００６３】
　ＧＩＳ１０００のガス絶縁タンク１００に断路器極２１４、２１５、および２１６を設
けることにより、ＳＦ６などの絶縁ガスの量を減らすことができ、それにより、このガス
からの環境への悪影響を減らすことができる。あるいは、比較的低い絶縁耐力を有する、
より環境に優しいガスを絶縁ガスとして使用することができる。例えば、周囲空気、二酸
化炭素または窒素などの天然ガスを絶縁ガスとして使用してもよい。
【００６４】
　上述のように、本発明は、回路遮断器３００Ａを備える回路遮断器ユニット３００にも
言及する。例えば、回路遮断器ユニット３００は、３つの回路遮断器３００Ａ、すなわち
、第１の回路遮断器、第２の回路遮断器、および第３の回路遮断器を備える。３つの回路
遮断器３００Ａは同一の構造を有しており、これについて説明する。
【００６５】
　回路遮断器３００Ａの第１の実施形態が図１０から図１２に示されている。回路遮断器
３００Ａは、第１の可動接点３０２、第２の固定接点３０３、および第１の中心軸３０４
を備える真空遮断器３０１を備える。さらに、回路遮断器３００Ａは、第１の絶縁体３０
５と、第１の絶縁体３０５に配置された接触ユニット３０６とを備える。第１の可動接点
３０２は、接触ユニット３０６に接続されるように接触ユニット３０６に移動可能である
。第１の可動接点３０２は、作動機構、例えば機械的および／または電子的機構（図１０
から図１２には示さず）によって動かされる。第１の可動接点３０２は、作動機構により
開位置および閉位置で移動可能である。第１の可動接点３０２は、閉位置で接触ユニット
３０６に接触する。
【００６６】
　接触ユニット３０６は、金属の接触ユニット、例えば、銅ユニットおよび／またはアル
ミニウムユニットである。さらに、第１の可動接点３０２は、金属の可動接点、例えば銅
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接点および／またはアルミニウム接点である。さらに、第２の固定接点３０３は、金属の
固定接点、例えば、銅接点および／またはアルミニウム接点である。
【００６７】
　さらに、図１０～図１２による回路遮断器３００Ａは、バスバー３０７を備える。バス
バー３０７は、電気導体、特に金属導体である。例えば、バスバー３０７は銅および／ま
たはアルミニウム導体である。バスバーは平らな形状をしている場合がある。言い換える
と、約１ｍｍから１００ｍｍの厚さを有している場合がある。バスバー３０７は、第１の
側面３０８および第２の側面３０９を備える。バスバー３０７の第１の側面３０８および
バスバー３０７の第２の側面３０９は、互いに対向して配置される。バスバー３０７の第
１の側面３０８は、バスバー３０７の第２の側面３０９からある距離にある。バスバー３
０７の第１の側面３０８と第２の側面３０９との間の距離は、１ｍｍから１００ｍｍの範
囲にあり、境界は前述の範囲内にある。さらに、バスバー３０７の第１の側面３０８およ
び第２の側面３０９は、互いに平行に配置される。
【００６８】
　回路遮断器３００Ａの真空遮断器３０１は、バスバー３０７の第１の側面３０８に配置
される。真空遮断器３０１は、接続手段、例えばねじ３１６を使用してバスバー３０７に
導電的に取り付けられる。
【００６９】
　回路遮断器３００Ａは、第２の絶縁体３１０も備える。第２の絶縁体３１０は、バスバ
ー３０７の第２の側面３０９に配置される。第２の絶縁体３１０は、第１のねじ３１７お
よび第２のねじ３１８を使用してバスバー３０７に機械的に接続される。したがって、第
２の絶縁体３１０は、真空遮断器３０１の第２の固定接点３０３にも機械的に接続される
。
【００７０】
　第２の絶縁体３１０は、第２の中心軸３１１を有する。第２の絶縁体３１０の第２の中
心軸３１１は、真空遮断器３０１の第１の中心軸３０４と平行である。
【００７１】
　真空遮断器３０１は円筒状の遮断器であり、第１の中心軸３０４は第１の円筒状軸であ
る。さらに、第２の絶縁体３１０は円筒状の絶縁体であり、第２の中心軸３１１は第２の
円筒状軸である。第１の絶縁体３０５も円筒状の絶縁体である。第１の絶縁体３０５は、
第３の中心軸３１２、すなわち第３の円筒軸を有する。
【００７２】
　真空遮断器３０１の第１の中心軸３０４と第２の絶縁体３１０の第２の中心軸３１１は
、水平に位置合わせされている。さらに、第１の絶縁体３０５の第３の中心軸３１２は、
垂直に位置合わせされている。
【００７３】
　第１の絶縁体３０５は、第１の支持装置３１３に配置される。さらに、第２の絶縁体３
１０は、第２の支持装置３１４に配置される。第１の支持装置３１３および／または第２
の支持装置３１４は、回路遮断器３００Ａに適した任意の種類の支持装置であってもよい
。特に、第１の支持装置３１３および／または第２の支持装置３１４は、それぞれ金属板
、例えば鋼および／またはアルミニウム板であってもよい。
【００７４】
　接触ユニット３０６は、絶縁プッシュロッド３１５にも配置される。絶縁プッシュロッ
ド３１５は、第４の中心軸を有する。第４の中心軸は、真空遮断器３０１の第１の中心軸
３０４と同一直線上にある。したがって、絶縁プッシュロッド３１５の第４の中心軸は、
第２の絶縁体３１０の第２の中心軸３１１にも平行である。
【００７５】
　回路遮断器３００Ａは、特に真空遮断器３０１の第１の中心軸３０４に対する第２の絶
縁体３１０の第２の中心軸３１１の位置合わせにより、真空遮断器３０１の良好な構造支
持を提供するという利点を有する。さらに、本発明による回路遮断器３００Ａは、真空遮
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断器３０１を保持するために複雑なポリマー保持装置を使用しないため、回路遮断器３０
０Ａは、従来技術から既知の回路遮断器よりも製造コストが低い。むしろ、本発明による
回路遮断器３００Ａは、真空遮断器３０１の第１の中心軸３０４と第２の絶縁体３１０の
第２の中心軸３１１との単純な位置合わせ構造を使用する。さらに、回路遮断器３００Ａ
は、真空遮断器３０１のカプセル化または封入を提供しない。したがって、特に真空遮断
器３０１から０．１ｍｍから３００ｍｍの範囲の距離で、真空遮断器３０１を囲むポリマ
ーフレームまたはポリマーコンポーネントはない。したがって、真空遮断器３０１の周囲
の電界は均一であり、誘電破損が少ない。さらに、前述のように、円筒状の絶縁体が使用
される。これらは安価で、モジュール式で、製造が容易である。したがって、そのような
円筒形の絶縁体の使用は、従来技術から既知の回路遮断器と比較して、回路遮断器３００
Ａの製造コストを削減する。さらに、本発明による回路遮断器３００Ａは、コンパクトな
設計を有する。
【００７６】
　回路遮断器３００Ａの第２の実施形態が図１３から図１５に示されている。図１３から
図１５に示す回路遮断器３００Ａの第２の実施形態は、図１０から図１２に示す回路遮断
器３００Ａの第１の実施形態に基づいている。同一の参照記号は、同一のコンポーネント
を指す。回路遮断器３００Ａの第１の実施形態に関する前述の説明はすべて、図１３から
図１５に示す回路遮断器３００Ａの第２の実施形態にも当てはまる。
【００７７】
　図１３から図１５に示す回路遮断器３００Ａの第２の実施形態は、第２の絶縁体３１０
の第２の中心軸３１１を真空遮断器３０１の第１の中心軸３０４に平行に位置合わせする
のではなく、軸の異なる配置を有する。第２の絶縁体３１０の第２の中心軸３１１は、真
空遮断器３０１の第１の中心軸３０４と同一直線上にあり、したがって、絶縁プッシュロ
ッド３１５の第４の中心軸とも同一直線上にある。
【００７８】
　図１５に示すように、回路遮断器３００Ａの第２の実施形態は、バスバー３０７と第２
の絶縁体３１０との間に配置された中間板３１９を含む。中間板３１９は、金属板、特に
アルミニウム板、鋼板および／または銅板であってもよい。中間板３１９は、第１の貫通
開口部３２０および第２の貫通開口部３２１を備える。バスバー３０７は、第１のボルト
３２２および第２のボルト３２３を備える。第１のボルト３２２は、第１の貫通開口部３
２０を通して案内され、中間板３１９をバスバー３０７に配置するための第１のナット３
２４によって固定される。さらに、第２のボルト３２３は、第２の貫通開口部３２１を通
って案内され、中間板３１９をバスバー３０７に配置するための第２のナット３２５によ
って固定される。
【００７９】
　中間板３１９は、第１のねじ要素３２６および第２のねじ要素３２７を含む。さらに、
第２の絶縁体３１０の第１の端部は、中間板３１９を第２の絶縁体３１０に配置するため
に第１のねじ要素３２６および第２のねじ要素３２７を第２の絶縁体３１０に挿入するた
めの第１の開口部３２８および第２の開口部３２９を備える。言い換えると、第２の絶縁
体３１０は、第１のねじ要素３２６、第２のねじ要素３２７、第１の開口部３２８および
第２の開口部３２９によって中間板３１９に固定および／または取り付けられる。第２の
絶縁体３１０の第２の端部は、第２の絶縁体３１０の第２の端部に挿入されるねじ３３１
を含む第２の支持装置３１４に接続されてもよい。
【００８０】
　中間板３１９は、接続手段３３０が配置されるスロット３３２も備える。したがって、
スロット３３２は、接続手段３３０のための空間を提供する。接続手段３３０は、バスバ
ー３０７に配置され、真空遮断器３０１の第２の固定接点３０３に接続される。言い換え
ると、中間板３１９は、真空遮断器３０１の第２の固定接点３０３に導電的および／また
は機械的に接続される。接続手段３３０は導電体である。接続手段３３０は、ねじおよび
／またはナット／ボルト接続など、本発明による回路遮断器３００Ａに適した任意の種類
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の接続手段であってもよい。
【００８１】
　図１３から図１５による回路遮断器３００Ａの第２の実施形態は、真空遮断器３０１の
第２の固定接点３０３の良好な支持を提供する。しばしば約１，５００Ｎ以上の力が真空
遮断器３０１の第２の固定接点３０３に加えられるため、これは有利である。
【００８２】
　上述したように、断路器ユニット２００は、第１の導電ユニット２０１、第２の導電ユ
ニット２０２、および第３の導電ユニット２０３によって回路遮断器ユニット３００に接
続される。回路遮断器ユニット３００は、上述のように３つの回路遮断器３００Ａを備え
る。前述の導電ユニット２０１、２０２および２０３のそれぞれは、回路遮断器ユニット
３００の回路遮断器３００Ａの１つの接触ユニット３０６に接続される。
【００８３】
　本発明の他の実施形態は、本明細書の考察および／または本明細書に開示された本発明
を実施しようとする試みから当業者には明らかであろう。本明細書および実施例は例示と
してのみ考慮されることが意図されており、本発明の真の範囲および主旨は添付の特許請
求の範囲によって示される。
【符号の説明】
【００８４】
１００　ガス絶縁タンク
２００　断路器ユニット
２０１　第１の導電ユニット
２０２　第２の導電ユニット
２０３　第３の導電ユニット
２０４　取り付けユニット
２０５　第１の断路器絶縁体
２０６　第２の断路器絶縁体
２０７　第３の断路器絶縁体
２０８　第１の電気導体
２０９　第２の電気導体
２１０　第３の電気導体
２１１　第１の接触ユニット
２１２　第２の接触ユニット
２１３　第３の接触ユニット
２１４　第１の断路器極
２１５　第２の断路器極
２１６　第３の断路器極
２１７Ａ　第１の断路器極の第１の接点
２１７Ｂ　第２の断路器極の第２の接点
２１７Ｃ　第３の断路器極の第３の接点
２１８　金属接触装置
２１９　金属ハウジング
２２０Ａ　第１の金属接触ユニットの第１の部分
２２０Ｂ　第１の金属接触ユニットの第２の部分
２２１Ａ　第２の金属接触ユニットの第１の部分
２２１Ｂ　第２の金属接触ユニットの第２の部分
２２２Ａ　第３の金属接触ユニットの第１の部分
２２２Ｂ　第３の金属接触ユニットの第２の部分
２２３　第１のホルダ
２２４　第２のホルダ
２２５　第３のホルダ
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２２６　第４のホルダ
２２７　第１のばねユニット
２２８　第２のばねユニット
２２９　第３のばねユニット
２３０　第４のばねユニット
２３１　第１の溝
２３２　第２の溝
２３３　第３の溝
２３４　第４の溝
２３５Ａ　第１の中間部
２３５Ｂ　第２の中間部
２３５Ｃ　第３の中間部
２３６　第１のハウジング部分
２３７　第２のハウジング部分
２３８　開口部
２３９　第１の翼ユニット
２４０　さらなる第１の翼ユニット
２４１　第２の翼ユニット
２４２　さらなる第２の翼ユニット
２４３　皿穴形成部
２４４　ねじ
２４５　第１の切り欠き
２４６　第２の切り欠き
２４７　第１の皿穴形成部
２４８　第１の面取り
２４９　第２の皿穴形成部
２５０　第２の面取り
２５１　ロッド、特にポリマー絶縁ロッド
２５２　回転軸
２５３　第１の本体
２５４　第２の本体
２５５　外面
２５６　外面
２５７　ブレードの先端
３００　回路遮断器ユニット
３００Ａ　回路遮断器
３０１　真空遮断器
３０２　第１の可動接点
３０３　第２の固定接点
３０４　第１の中心軸
３０５　第１の絶縁体
３０６　接触ユニット
３０７　バスバー
３０８　バスバーの第１の側面
３０９　バスバーの第２の側面
３１０　第２の絶縁体
３１１　第２の中心軸
３１２　第３の中心軸
３１３　第１の支持装置
３１４　第２の支持装置
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３１５　絶縁プッシュロッド
３１６　ねじ
３１７　第１のねじ
３１８　第２のねじ
３１９　中間板
３２０　第１の貫通開口部
３２１　第２の貫通開口部
３２２　第１のボルト
３２３　第２のボルト
３２４　第１のナット
３２５　第２のナット
３２６　第１のねじ要素
３２７　第２のねじ要素
３２８　第１の開口部
３２９　第２の開口部
３３０　接続手段
３３１　ねじ
３３２　スロット
１０００　ガス絶縁開閉装置
 

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月16日(2020.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス絶縁開閉装置（１０００）用の断路器極（２１４、２１５、２１６）であって、
　－前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、少なくとも２つの接触位置（２１７Ａ
、２１７Ｂ、２１７Ｃ）の間で移動可能であり、
　－前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、前記２つの接触位置で接点（２１７Ａ
、２１７Ｂ、２１７Ｃ）に接続される、金属接触フィンガの形態である少なくとも１つの
金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ
）を備え、
　－前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、
２２２Ｂ）は、外面（２５６）を備え、
　－前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、少なくとも１つの金属ハウジング（２
１９）を備え、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、
２２２Ａ、２２２Ｂ）の前記外面（２５６）全体の少なくとも５０％は、前記金属ハウジ
ング（２１９）内に配置され、
　－前記金属ハウジング（２１９）は、金属ハウジング（２１９）の空洞内部の位置に金
属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）
を保持することを可能にするとともに、金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２
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２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）に接触力を提供する２つの金属コンポーネント
を含む、
断路器極（２１４、２１５、２１６）。
【請求項２】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２
Ａ、２２２Ｂ）の前記外面（２５６）全体の少なくとも６０％または少なくとも７０％ま
たは少なくとも８０％は前記金属ハウジング（２１９）に配置される
　（ｉｉ）前記金属ハウジング（２１９）は、重要な領域で前記金属接触装置（２１８、
２２０Ａ、２２０Ｂ、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）を覆い、曲率半径を増
大させる、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の断路器極（２１４、２１５、２１６）
。
【請求項３】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、少なくとも３つの接触位置（２１７Ａ、
２１７Ｂ、２１７Ｃ）の間で移動可能である、請求項１または２に記載の断路器極（２１
４、２１５、２１６）。
【請求項４】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（２
２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個の
少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１、２２１Ｂ）とを備え、ここで、前記
第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２
２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対向して配置され、前
記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（
２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触している
　（ｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（
２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個
の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）とを備え、ここで、
前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット
（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対向して配置され
、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２
２０Ｂ）および前記第２金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、少なくとも１つの
ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、前記ホルダ（２２３、２２４、
２２５、２２６）は、少なくとも１つのばねユニット（２２７、２２８、２２９、２３０
）によって付勢されている
　（ｉｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット
（２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別
個の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）とを備え、ここで
、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対向して配置さ
れ、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニ
ット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、
２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、少なくとも１
つのホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、前記ホルダ（２２３、２２
４、２２５、２２６）は少なくとも１つのばねユニット（２２７、２２８、２２９、２３
０）によって付勢され、前記ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）は、前記第１の
金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）に配置された少なくとも１つの第１の溝（２３
１、２３２、２３３、２３４）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ



(27) JP 2020-533928 A 2020.11.19

）に配置された少なくとも１つの第２の溝（２３１、２３２、２３３、２３４）に配置さ
れる、
のうちの１つを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の断路器極（２１４、２１５
、２１６）。
【請求項５】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（２
２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個の
少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）と、前記第１の金属接
触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２
１Ｂ）とは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）とを
備え、ここで、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金
属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対
向して配置され、前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の
金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに
対向して配置され、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２
の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は
互いに接触している
　（ｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１の金属接触ユニット（
２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個
の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）と、前記第１の金属
接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２
２１Ｂ）とは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）と
を備え、ここで、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２の
金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに
対向して配置され、前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３
の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互い
に対向して配置され、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第
２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第２の金属接触ユニ
ット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）
は互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）、前記第２の金属
接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）、および前記第３の金属ユニット（２２２Ａ、２２
２Ｂ）は、少なくとも１つのホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、前
記ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）は、少なくとも１つのばねユニット（２２
７、２２８、２２９、２３０）によって付勢されている
　（ｉｉｉ）前記金属接触装置（２１８）は、少なくとも１つの第１金属接触ユニット（
２２０Ａ、２２０Ｂ）と、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）とは別個
の少なくとも１つの第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）と、前記第１の金属
接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第２の金属接触ユニット（２２２Ａ、２
２２Ｂ）とは別個の少なくとも１つの第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）と
を備え、ここで、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２金
属接触ユニット（２２１Ａ、２２２１）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに対
向して配置され、前記第２の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の
金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は、前記金属ハウジング（２１９）内に互いに
対向して配置され、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）および前記第２
の金属接触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）は互いに接触し、前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）は
互いに接触し、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）、前記第２の金属接
触ユニット（２２１Ａ、２２１Ｂ）、および前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２
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２２Ｂ）は、少なくとも１つのホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）に配置され、
前記ホルダ（２２３、２２４、２２５、２２６）は、少なくとも１つのばねユニット（２
２７、２２８、２２９、２３０）によって付勢され、前記ホルダ（２２３、２２４、２２
５、２２６）は、前記第１の金属接触ユニット（２２０Ａ、２２０Ｂ）に配置された少な
くとも１つの第１の溝（２３１、２３２、２３３、２３４）、前記第２の金属接触ユニッ
ト（２２１Ａ、２２１Ｂ）に配置された少なくとも１つの第２の溝（２３１、２３２、２
３３、２３４）、前記第３の金属接触ユニット（２２２Ａ、２２２Ｂ）に配置された少な
くとも１つの第３の溝（２３１、２３２、２３３、２３４）に配置される、
のうちの１つを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の断路器極（２１４、２１５
、２１６）。
【請求項６】
　前記断路器極（２１４、２１５、２１６）は、以下の特徴
　（ｉ）前記金属ハウジング（２１９）の金属コンポーネント（２３６、２３７）の１つ
は、第１のハウジング部分（２３６）であり、前記金属ハウジング（２１９）の金属コン
ポーネント（２３６、２３７）の他方は第２のハウジング部分（２３７）であり、前記第
１のハウジング部分（２３６）および前記第２のハウジング部分（２３７）は互いに接続
され、開口部（２３８）は前記第１のハウジング部分（２３６）と前記第２のハウジング
部分（２３７）との間に配置され、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、２
２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は部分的に前記開口部（２３８）に及び
　（ｉｉ）前記金属ハウジング（２１９）の金属コンポーネント（２３６、２３７）の１
つは、第１のハウジング部分（２３６）であり、前記金属ハウジング（２１９）の金属コ
ンポーネント（２３６、２３７）の他方は第２のハウジング部分（２３７）であり、前記
第１のハウジング部分（２３６）および前記第２のハウジング部分（２３７）は互いに接
続され、開口部（２３８）は前記第１のハウジング部分（２３６）と前記第２のハウジン
グ部分（２３７）との間に配置され、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ、
２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は部分的に前記開口部（２３８）に及び、前
記第１のハウジング部分（２３６）は少なくとも１つの第１の翼ユニット（２３９、２４
０）を有し、前記第２のハウジング部分（２３７）は少なくとも１つの第２の翼ユニット
（２４１、２４２）を有し、前記第１の翼ユニット（２３９、２４０）および前記第２の
翼ユニット（２４１、２４２）はそれぞれ、前記第１のハウジング部分（２３６）を前記
第２のハウジング部分（２３７）に接続するための接続手段（２４４）を備え、前記第１
の翼ユニット（２３９、２４０）は少なくとも１つの第１の切り欠き（２４５）を備え、
前記第２の翼ユニット（２４１、２４２）は少なくとも１つの第２の切り欠き（２４６）
を備える
　（ｉｉｉ）前記金属ハウジング（２１９）の金属コンポーネント（２３６、２３７）の
１つは、第１のハウジング部分（２３６）であり、前記金属ハウジング（２１９）の金属
コンポーネント（２３６、２３７）の他方は第２のハウジング部分（２３７）であり、前
記第１のハウジング部分（２３６）および前記第２のハウジング部分（２３７）は互いに
接続され、開口部（２３８）は前記第１のハウジング部分（２３６）と前記第２のハウジ
ング部分（２３７）との間に配置され、前記金属接触装置（２１８、２２０Ａ、２２０Ｂ
、２２１Ａ、２２１Ｂ、２２２Ａ、２２２Ｂ）は部分的に前記開口部（２３８）に及び、
前記第１のハウジング部分（２３６）は少なくとも１つの第１の翼ユニット（２３９、２
４０）を有し、前記第２のハウジング部分（２３７）は少なくとも１つの第２の翼ユニッ
ト（２４１、２４２）を有し、前記第１の翼ユニット（２３９、２４０）および前記第２
の翼ユニット（２４１、２４２）はそれぞれ、前記第１のハウジング部分（２３６）を前
記第２のハウジング部分（２３７）に接続するための接続手段（２４４）を備え、前記接
続手段は少なくとも１つの皿穴形成部（２４３）を備え、前記第１の翼ユニット（２３９
、２４０）は少なくとも１つの第１の切り欠き（２４５）を備え、前記第２の翼ユニット
（２４１、２４２）は少なくとも１つの第２の切り欠き（２４６）を備え、前記第１の切
り欠き（２４５）は少なくとも１つの第１の皿穴形成部（２４７）を備え、前記第２の切
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り欠き（２４６）は少なくとも１つの第２の皿穴形成部（２４８）を備える
　（ｉｖ）前記金属ハウジング（２１９）の金属コンポーネント（２３６、２３７）の１
つは、第１のハウジング部分（２３６）であり、前記金属ハウジング（２１９）の金属コ
ンポーネント（２３６、２３７）の他方は第２のハウジング部分（２３７）であり、前記
金属接触装置（２１８）の第１の部分（２２０Ａ、２２１Ａ、２２２Ａ）は前記第１のハ
ウジング部分（２３６）に配置され、前記金属接触装置（２１８）の第２の部分（２２０
Ｂ、２２１Ｂ、２２２Ｂ）は前記第２のハウジング部分（２３７）に配置される、
のうちの１つを含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の断路器極（２１４、２１５
、２１６）。
【請求項７】
　請求項１から６の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの第１の断路器極（２１４）
と、請求項１から６の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの第２の断路器極（２１５
）とを備える断路器ユニット（２００）。
【請求項８】
　ロッド（２５１）が、前記第１の断路器極（２１４）および前記第２の断路器極（２１
５）のそれぞれの前記金属ハウジング（２１９）の前記第１および第２のハウジング部分
（２３６、２３７）の前記翼ユニット（２３９、２４０、２４１、２４２）の前記切り欠
き（２４５、２４６）のそれぞれに配置される、請求項７に記載の断路器ユニット（２０
０）。
【請求項９】
　－前記第１の断路器極（２１４）および前記第２の断路器極（２１５）は、回転軸（２
５２）を中心に回転可能であり、
　－前記ロッド（２５１）は、前記回転軸（２５２）に距離を置いて平行に配置されてい
る、
請求項８に記載の断路器ユニット（２００）。
【請求項１０】
　前記断路器ユニット（２００）は、請求項１から６の少なくとも一項に記載の第３の断
路器極（２１６）を備える、請求項７から９の少なくとも一項に記載の断路器ユニット（
２００）。
【請求項１１】
　－請求項１から６の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの断路器極（２１４、２１
５、２１６）、または
　－請求項７から１０の少なくとも一項に記載の少なくとも１つの断路器ユニット（２０
０）を備える、
ガス絶縁開閉装置（１０００）。
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